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メダカを育ててみよう
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めだかについて

• 目の位置が他の魚と比較すると上の方に有るので「メダカ（目高）」という

名前がついた。

• メダカは日本で一番小さい淡水魚です。

• 成魚の体長は３～４㎝の大きさ。寿命は１～２年と短い。

• メダカは、ダツ目メダカ科に分類される。

ダツ目の仲間には、サンマやサヨリなどがいる。

• 野生メダカは日本に古くから生息し、日本メダカ（黒メダカ）と呼ばれている。

かつては北海道を除く日本中の小川で見られたが、農薬の使用や環境

の悪化により激減し、環境省により絶滅危惧種に指定されている。
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• 遺伝子学的には北日本型と南日本型の２種類に分類され

る。

• メダカは黒色素胞。黄色素胞、白色素胞の３つの色素を

持っている。

• メダカがペットとして飼育されたという記録は江戸時代から

（白メダカ、ヒメダカ）。

• 金魚がフナの突然変異種である緋鮒を改良して多品種が

作り出されたように、メダカも近年改良が進み多くの品種が

でてきている。
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• メダカは1匹/Lの水が必要。

• メダカは見かけより丈夫な生き物で、急激な変化で

ない限り水温は 0～40℃位までは適応できる（熱帯

魚などに比べて適応範囲が広いため水温管理が楽

である)。
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メダカを飼育する理由

• 子供時代にメダカとふれあった人が多く、身近な魚であった
童謡 “メダカの学校” でも親しまれている

• 小さな飼育容器でも飼うことができる

• あまり飼育の手間がかからない

• 飼育にさほどお金がかからない

• 品種改良がおこなわれ、多種類の魅力的なメダカを入手でき

るようになった

• 何よりも癒しの効果があり、見ていて気持ちが落ち着く
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屋内飼育

・ 屋内飼育の利点・・・毎日お気に入りのメダカを鑑賞することが可能

・ 水槽の置き場所
・ 直射日光が降り注ぐ窓辺は避け、カーテン越しの
やわらかい光があたるような場所に置くようにする。

・ 光量が足りない場合は照明を用いて補う。
・ 強度の低い家具、電化製品の上は避ける。

※ 用意するもの
最初に必要なもの 水槽 餌
あると便利なもの 水温計 底砂利 水草 照明

エアポンプ フィルター タイマー ヒーター

注意点
小さな容器では、大きな容器に比べて水が汚れやすく、
酸素不足になりやすい。（こまめな水換えが必要）
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屋外飼育
屋外飼育の利点

水生植物や水棲生物により、より自然に近い環境でメダカを飼育、鑑賞することが可能

屋内飼育より大きな飼育容器を用いることができ、手がかからない（水温管理 日照時間）

※ 用意するもの

飼育容器 水を貯めた際にメダカに悪影響を与える物質が溶け出さないものなら何
でも良い

睡蓮鉢 バケツ 合成樹脂製のタライ

プランター 発泡スチロール箱など

その他

底砂利 水温計 水生植物

水棲生物 巻き貝（タニシ イシマキガイ） 二枚貝 （イシガイ 、カラス貝）

エビ類（ヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビ）
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我が家の屋外飼育糟の植物

抽水性植物
浮葉性植物

沈水性植物浮遊性植物

ガガブタ ア サ ザ ヒツジグサ

サンショウモ

ナガバオモダカ

黄斑姫アシ マツモフサモ
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浮葉性植物

根が水底に着き、水面に葉を浮かべる。

葉が浮く深さで育てる。
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アサザ
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ヒツグサ

浮遊する種子
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浮遊性植物
常に水面に浮かんで漂った状態でいる。
水に浮かべて育てる。

サンショウモ
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ナガバオモダカ

オモダカ

手入れ不足で繁殖したオモダカで埋め
尽くされた田んぼの風景

抽水性植物

黄斑姫アシ

根が水底に着き、上部が水上にでている。

根元まで水に浸けて育てる。
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沈水性植物

全体を水中に沈めた状態でいる。
しっかり水に沈めた状態で育てる。

マツモ

フサモ
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我が家の飼育糟の住人たち

楊貴妃

楊貴妃透明鱗 幹 之

イシ貝 石巻貝 ミナミヌマエビ
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我が家の睡蓮鉢
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屋外飼育での注意点

• トンボのヤゴやタガメ、水カマキリなどの水棲昆虫に

注意する（飼育容器に網などを張り予防）

・ 真夏は直射日光による温度上昇に注意する

（スダレ、よしずなどで温度上昇を防ぐ）

・ イタチ、アライグマ生息地域では注意が必要
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水合わせ

水合わせとは、今までメダカのいた水と新しく入れる

場所の水の温度を同じにし、その水質に馴染ませるこ

とです。これにより、メダカの体調を崩すことなく導入で

きる。

簡単であるが、メダカ飼育で失敗する第一の要因。

しっかり行いましょう。
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袋の中に容器の水を同程度入れる（10～15分の間隔で水を2

～3回に分けて入れ、徐々に容器の水質に慣れさせる）。

10～15分後、静かにメダカを容器に放す。

水合わせ方法

あるいは

メダカの袋を導入する容器に浮かべ、そのまま約30分程放置

する（このようにする事で、袋の中の水温と容器の中の水温が

同じになる）。
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体型による分類

• 普通体型

• 半ダルマ体型

• ダルマ体型
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メダカの繁殖

自然界の中で暮らすメダカは春から夏にかけて繁殖を
おこない、冬になると仮死状態となって冬眠する。春に
なり暖かくなるにつれて行動が活発になり、再び繁殖行
動に入るというサイクルの中で生きている。

• 産卵の期間 5～9月
• 水温 18～25℃（20～30）
• 日照時間 13時間以上

• 産卵年齢 孵化3ヶ月～2年
• 産卵数 1回につき5～20個
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産卵用親メダカの選び方

• 背骨がまっすぐ伸びて、ヒレがきれいに開いている健康な個体

• その種の特徴を強く持つものを選ぶ
（楊貴妃・・・赤色の強いもの 幹之・・・中光より強光、強光より
スーパーというように、よりグレードの高い者同士を掛け合わせ
る）

• オス1：メス2の割合で掛け合わせる

• ダルマメダカの場合オスは半ダルマか普通体系を用いる方がよ

い
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オスとメスの見分け方

メス

オス
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産卵床各種
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産卵床として用いられる水草
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メダカ孵化するまでに要する日数

水温×日数＝ 250

水温が低ければ孵化までに要する日数は長くなる。

水温が高ければ孵化までに要する日数は短くなる。

例 水温が２５℃であれば孵化までの日数は

日数＝250÷25＝10

10日ぐらいで孵化し始めることになる
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孵化用に用いる容器と孵化後の注意点

・ 卵や稚魚が成魚に食われないようにするため、別容器を用意する

・ 沢山の容器を必要とするため、100円ショップなどで数をそろえる

・ しばらくの間は水交換ができないため、あまり小さなものは避ける

・ 孵化直後の稚魚には３日分の栄養分が入った袋がついているので、

4日目から餌を与えればよい
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メダカの病気

1.尾ぐされ病

＜症 状＞
尾ひれの先端部が壊死する病気。
だんだん尾ひれが短くなる。症状が進むと
壊死部分は尾ひれ付け根筋肉まで達するが、
このような状態になるとまず助からない。

＜原 因＞

カラムナス菌が寄生、感染して発生する。
過密飼育による水質悪化やストレスが引き金となる場合が多い。

＜対処法＞
メチレンブルー入りの１％塩水溶液で沐浴する。
感染力が強いので、１匹発症したら隔離、治療が必要である。
水槽は良く洗い日光消毒をした後使用する。
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2. 綿かむり病

＜原 因＞

水カビ菌の感染によって発症する。

メダカの体調が悪くなると発症することが多い。

＜対処法＞

感染の恐れがあるため、隔離し沐浴させる

１％の塩水浴またはメチレンブルー、グリーンFによる薬浴をおこなう

１週間程度で水換えし、再度塩水浴、薬浴する

＜症状＞

綿をかむった様に見えることから、この病名がついた
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3. 白点病

＜症 状＞

1ミリ程度の白い点々が体表面に現れる。

放置すると全身に広がり、白点で覆われる。

＜原 因＞

原生動物の繊毛虫（イクチオフチリウス）の感染により発症する。

水温、水質の急変で個体の体調が崩れた際に発症しやすい。

＜対処法＞

1%塩水とニューグリーンFとの薬浴を1週間以上おこなう。

30℃程度の高温で薬浴をおこなう方が効果的

繊毛虫が表皮に潜り込んでしまうと、薬浴も速効の効果はない。
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メダカ飼育で守ってほしいこと

増えすぎて飼えないからと、改良メダカを自然界に放流

しないようにお願いします。

日本古来の黒メダカと交配することにより、その地域の野

生のめだかの純血状態を壊してしまう（遺伝子汚染）。

最後まで責任を持った飼育を心がけましょう。
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メダカ越冬用棚


