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概要
Abstract
A young medusa (0.5 mm in umbrella diameter) of Gonionemus sp. with 12 tentacles,
manubrium protruded from the umbrella aperture, four statocysts and roundish-conical adhesive
pads on oral side of all tentacles was collected from a jellyfish rearing tank on July 17th, 2015. It
was kept in a petri dish fed with Artemia nauplii and fillets of sea bass, changing sea water
twice in a day. From the 1st day of rearing the medusa waved tentacle tips like rattlesnakes’ tails.
Strong vibration with bending and stretching of tentacle tips was observed on and after 25th day.
These movements resembled swimming or writhing lugworms, suggesting the medusa attracts
fishes as angler fishes do. White tissues appeared in the mesoglea around radial and ring canals
on the 16th day. A mouth developed into four oral lips on the 17th day. On and after the 27th day
many spots of reddish brown pigments were observed on the umbrella margin. On the 107th day
a bunch of large cilia was noticed on a tentacle tip. A peduncle developed about one third of the
umbrella height by the 112nd day. Gonads developed well by the 134th day, but spawning had
never been observed. On the 175th day tentacles had increased up to 106 in number, however
only 25 statocysts existed. The umbrella diameter had reached 11.0 mm on the 187th day. The
2nd manubrium was found on one out of four gonads on the 187th day. The present medusa had
many common morphological and behavioral traits with medusae of Moerisia horii, suggesting
kin relationships between Limnomedusae and some members of Moerisiidae.
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はじめに
Introduction
カギノテクラゲ Gonionemus vertens A. Agassiz, 1862（ヒドロ虫綱, 淡水クラゲ目, ハナ
ガサクラゲ科）は、鉤の手状に屈曲する触手を備えるヒドロクラゲ類の 1 種である（久
保田 2014）。本種は多数のシノニムを含んでいるが（Kramp 1968; 久保田・Gravili 2007）、
その中には遺伝的別種が存在する可能性があるともいわれている（Govindarajan &
Carman 2016）
。
本研究では、水槽内に出現した 1 個体のヒドロクラゲの幼クラゲを、よく成長するま
で飼育観察し、種同定を試みた。その結果、カギノテクラゲと明らかに異なる形態的特
徴を示したため、本個体を別種とみなした。また、このクラゲの触手先端部において、
2 種類の異なる運動が観察されたので、その意義を考察した。加えて、ヒドロクラゲ類
の触手で見られる付着用構造の呼び名を検討した。

材料と方法
Materials and methods

（1）クラゲの出現と飼育
三重県鳥羽市の潮下帯の砂を濾過槽に使用したクラゲ飼育用水槽（末廣・久保田 2015）
の前面ガラスに、2015 年 7 月 17 日に 1 個体のカギノテクラゲ属の 1 種の幼クラゲ（図
版 1A）が付着していた。これをピペットで採集し、比重 1.020-1.021（28 ppt）の人工
海水（ライブシーソルト, デルフィス）を満たしたガラス製ペトリ皿の蓋（直径 5.1 cm,
高さ 1.5 cm）に収容し、止水飼育を開始した。クラゲの採集日を飼育 1 日目と定めた。
93 日目以降は、ガラス製ペトリ皿（直径 6.4 cm, 高さ 2.0 cm）を飼育容器として使用し
た。ほこりの侵入を防ぐ目的で、上記の各ペトリ皿にはポリエチレン製のラップフィル
ムをかけた。ただし、クラゲが酸欠になるのを防ぐために、密閉せず、最大で容器開口
部の約 1/2 の面積を開放し、空気を供給した。飼育室には加湿器を設置し、飼育容器か
らの水分の蒸発を抑えた。
クラゲへの明暗周期として、朝 8-9 時頃から夜 23-24 時頃まで、飼育室の天井の蛍光
灯を点灯した。しかし、106 日目以降は、消灯時刻が深夜 1-3 時になった日が多かった。
実体顕微鏡での観察時には LED 照明をペトリ皿に照射した。飼育容器を作業台上の目
につきやすい位置に置き、クラゲの行動を極力監視した。
クラゲの飼育当初はピンセットでつぶしたアルテミアのノープリウス幼生の肉片を、
1 日 2 回、実体顕微鏡下で柄付き針を使用し、クラゲの口部に直接給餌した。21 日目か
ら、冷凍保存したスズキの切り身を解凍し、1 日最多で 2 回、ピンセットと柄付き針で
割いてアルテミアと共に与えた。しかし、その大半が消化されずに排泄されていたため、
40 日目でスズキの給餌を終了した。41 日目以降 186 日目までは、アルテミアを 1 日最
多で 2 回、クラゲの飼育ペトリ皿に滴下した。クラゲが摂餌完了後あるいは排泄後に、
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新しい人工海水を入れたペトリ皿やその蓋にピペットでクラゲを移動させ、1 日 2 回換
水した。クラゲ飼育用ペトリ皿の水温は室温に依存し、飼育期間中の室温は 22-24℃で
あった。飼育最終日（187 日目）まで麻酔を用いた観察は行わなかった。

（2）触手の若返り実験と観察
上記 1 個体のクラゲの飼育 90 日目に、飼育容器の底に沈んだ触手を 1 本発見した。
これを人工海水を満たしたガラス製ペトリ皿（直径 4.5 cm, 高さ 1.8 cm）に収容し、ラ
ップフィルムで覆い、若返りが起こらないか調べた。この触手の採集日を、分断された
触手の観察 1 日目と定めた。換水は 1 日 1 回、新しい海水を満たした同規格のペトリ皿
に、ピペットで触手を移動させて行った。
また、上記以外に、クラゲの飼育 107 日目から 110 日目にかけて、自然に分断された
クラゲの触手が、飼育容器から合計 4 本採集された。これらをホールスライドグラスに
置き、カバーグラスをかけて押しつぶさずに、光学顕微鏡を用いて 300 倍で観察した（図
版 1F）。

（3）固定
上記のクラゲが老化したため、187 日目に、
メントールの結晶 2 片を飼育水に浮かせ、
約 1 時間静置して麻酔を充分効かせたクラゲを、10%ホルマリン海水に入れて固定した。
また、麻酔後、ホルマリンで固定する前に、針と針をこすり合わせて 5 本の触手をクラ
ゲから切断し、これを 96%エタノールに入れ、遺伝子解析用として保存した。

結果と考察
Results and discussion

（1）クラゲの成長
A. 傘
採集日の幼クラゲは傘径 0.5 mm で、外傘には明瞭な刺胞が散在していた（図版 1A）。
傘径は、11 日目に傘径 1.1 mm、18 日目に 2.3 mm（図版 1B）、28 日目に 3.8 mm、66 日
目に 8.0 mm、96 日目に 9.0 mm（図版 1C）になった。187 日目に麻酔のかかった状態の
クラゲで計測した結果、傘径 11.0 mm、傘高 5.2 mm に達していた（図版 1D）
。傘の形
状は、全ての成長段階においてほぼ半球状であった。
B. 触手・吸着器・触手先端の繊毛・付着行動
1 日目の幼クラゲの触手数は 12 本で、各触手は吸着器の位置で屈曲し、吸着器から
先の部分に、明瞭な刺胞塊が見られた（図版 1A）。12 日目から 29 日目にかけて、触手
数が増加すると共に、各触手の根元から吸着器までの部分にも刺胞塊が顕著に発達した。
刺胞塊の形状は、リング状、三日月形、らせん状を呈した（図版 1E）。触手数は、11
日目に 24 本、23 日目に 44 本、96 日目に 93 本、134 日目に 102 本、175 日目に 106 本
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になった（図版 1A-1D）。形成されて間もない若い触手は、内側に曲がる傾向が強かっ
た。167 日目に、複数の触手先端部の萎縮が顕著になった。全ての触手は常に環状管の
位置から生じており、決して触手基部が外傘に移動することはなかったが、170 日目に
は、根元が傘縁のゼラチン質に埋没した触手が複数本あった。
吸着器は丸みを帯びた円錐形で、各触手の内側に 1 個ずつ備わっていた（図版 1E）。
127 日目に複数の吸着器表面の透明組織が厚く発達し半球状になったが、カギノテクラ
ゲが備える吸盤型の吸着器（Perkins 1902）とは異なっていた。173 日目になると、大半
の吸着器が萎縮し、付着力が低下していた。
107 日目以降にプレパラートにして観察した 4 本全ての触手先端には、大型の繊毛が
束になって密生していた（図版 1F）。このうち 110 日目に採集された 1 本の触手先端の
繊毛束で、小刻みな振動が確認された。この繊毛運動は、触手先端部の 2 種類の運動（結
果と考察（2）参照）と比較して微小な運動であった。127 日目以降は、プレパラート
にしていない触手においても、実体顕微鏡で注視すると、ねずみ色または青色のぼんや
りとした繊毛束が視認できた。これらの繊毛束は、幼クラゲに既に備わっていたのか、
あるいは成長過程で出現したのかは不明である。
飼育開始日から、クラゲは吸着器でペトリ皿に強力に付着し、口面を飼育容器に向け
て、各触手をよく伸ばした状態で、ハイクラゲ類 Staurocladia spp. のように這い回って
いた（図版 1A-1C; 図版 1G）。この拍動の推進によらない移動方法で、クラゲはほぼ一
日中付着生活を送っていた。しかし、107 日目以降、深夜 0-3 時の時間帯では、クラゲ
が活発に拍動し遊泳することが極めて多かった。また、週 1 回程度、昼 13-14 時にも遊
泳行動が活発になった。Perkins（1902）は、カギノテクラゲが、曇りの日や夕暮れ時に
活動的になると記録している。また、Mills（1983）は、水槽内のカギノテクラゲの行
動が、照明の操作により明確に変化することを報告している。しかし、本報告のクラゲ
は、照明の有無にかかわらず一定時刻になると遊泳する傾向があったので、その行動は
体内時計に支配されていた可能性がある。
C. 口柄・口唇・口柄支持柄
採集日のクラゲの口柄長は傘高の約 2 倍あり、摂餌時以外は口唇が傘口から大きく突
き出していたが（図版 1H）
、12 日目以降、口柄はほぼ傘内に収まった。口唇は飼育当
初すぼんだ形状であったが、17 日目以降は 4 唇が明瞭になった。187 日目に、4 個の生
殖巣の内の 1 個から新たに口柄が生じていることが確認された（図版 1I）。この 2 個目
の口柄の口唇は U 字形であった。生殖巣上に口柄が生じる現象は、コモチカギノテク
ラゲ Scolionema suvaense (A. Agassiz & Mayer, 1899) でも確認されている（末廣 未発表）
。
これは、飼育下の淡水クラゲ類に共通する性質かもしれない。
16 日目に口柄基部に出現した口柄支持柄は、当初はゼラチン質のわずかな盛り上が
りに過ぎなかったが、徐々に発達し、112 日目には傘高の約 1/3 の高さになった（図版
1J）。しかし、クラゲの成長後は、口唇は縁膜とほぼ同じ高さに留まっており、幼クラ
ゲの頃（図版 1H）のように口柄が傘口から顕著に突き出すことはなかった。
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D. 放射管・環状管・白色組織
放射管は常に 4 本であった。16 日目から 19 日目にかけて、放射管と環状管周辺の傘
のゼラチン質に、白色組織が複数出現した。この組織は、クラゲの成長と共に鋭利な形
状に肥大し、その先端が外傘に向かっているものあったが、傘から突き出すことはなか
った（図版 1J）。120 日目に放射管の 2 本から、枝管が 1 本ずつ、内傘に沿って、真横
へ短く分岐した。これらの放射管の分岐は、飼育日数がある程度経過したクラゲにおい
て、不規則に起こったことから、自然な成長ではなく、コノハクラゲ Eutima japonica
Uchida, 1925 から報告されている（Kubota 1983）のと同様に、長生きによる飼育下独特
の形態変化と思われる。
E. 生殖巣
15 日目に 4 本の放射管の基部付近から各 1 個ずつ生殖巣の形成が開始され、32 日目
にかけてそれぞれの放射管とほぼ等しい長さに発達した（図版 1C）。
4 個の生殖巣の内、
アナログ時計に例えると 3 時と 6 時の位置にある 2 個は、52 日目に口柄基部に密着し、
残りの 2 個と比較して大型になったが、決して口柄上には延長されなかった（図版 1D）。
飼育最終日（187 日目）になっても、生殖巣に卵は形成されず、放精も確認できなかっ
たので、性別は不明である。
F. 平衡胞
採集日のクラゲには、傘縁の間軸に 1 個ずつ、合計 4 個の平衡胞が備わっていた（図
版 1K）。飼育 23 日目には、副軸に平衡胞が揃ったので、1/4 円周に 3 個ずつで計 12 個
の平衡胞になり（図版 1L）
、96 日目に 1/4 円周に 5 + 6 + 6 + 6 の合計 23 個に達したが、
これ以降の平衡胞の増加はわずかであり、134 日目になっても、平衡胞は傘縁 1/4 円周
に 6 + 6 + 6 + 7 の合計 25 個しか形成されていなかった（図版 1M）
。つまり、同日のク
ラゲには触手数の約 1/4 の平衡胞（2-5 本の触手おきに 1 個）しかなかった。全飼育期
間中、平衡胞の最多数は 25 個であったが、その個数の範囲内で、1/4 円周ごとの平衡胞
が増減した。結果として、167 日目以降は 1/4 円周に 5 + 7 + 6 + 7 個の平衡胞が存在し
た。全ての平衡胞は、環状管より外側の傘縁のゼラチン質に埋もれて存在し、各平衡胞
には平衡石が常に 1 個ずつ含まれていた。
G. 体色・色素
白色 LED 照明の下で、触手基部（15 日目以降）
・生殖巣内部（18 日目以降）
・口柄（19
日目以降）が薄い緑色に発色した。27 日目に、各触手間の平衡胞より内側の傘縁で、
ほぼ 1 個ずつの赤褐色の色素の点が確認された。この色素は、その後クラゲが成長して
も消失しなかった（図版 1M）。上記の赤褐色の色素はコンパクトにまとまっており、
一見眼点のようにも見受けられた。しかし、眼点は通常、触手間には存在しないので、
その正体は不明である。
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以上の結果で、本報告のクラゲは、触手が先端付近で屈曲していたこと、全ての触手
が同じ構造であったこと、吸着器を持っていたこと、平衡胞が 17 個以上存在したこと
から、カギノテクラゲ属 Gonionemus である。本属は、触手の外側に吸着器を持ち、多
数の平衡胞を有すると定義されている（Kramp 1968; Bouillon & Boero 2000）。しかし、
本報告のクラゲは、触手の内側に吸着器を有し、よく成長した状態でも最多で 25 個の
平衡胞のみを備えていた。また、Perkins（1902）や内田（1955; 1961）は、カギノテク
ラゲは逆さになって底に付着すると記載しているが、本報告のクラゲはそうではなかっ
た。上記の違い以外にも、多数の相違点（表 1）があったことから、本報告のクラゲは、
Gonionemus vertens とは別種と推定された。

（2）触手先端部の運動
採集日から、ペトリ皿底面に吸着器で付着しているクラゲが、触手の吸着器より先の
部分を、ガラガラヘビが尾を振るように、あるいは犬が尾を振るように動かす動作が観
察された。この運動はクラゲの成長と共に力強く機敏になったので、15 日目以降は、
実体顕微鏡下のみならず、肉眼でも観察できた。
上記の運動に加えて 25 日目以降は新しい運動が確認された。それは、吸着器から先
の部分を、弓を引くようにゆっくりと U 字状に曲げてから、一気に伸ばしながら激し
く振動させるものであった。94 日目には、1 本の触手先端部を 5 回立て続けに曲げ伸ば
しする様子が観察された。これら 2 種類の触手の運動は、アルテミアや魚肉の摂餌には
用いられなかったが、触手が完全に収縮している時以外は、クラゲの空腹・満腹関係な
しに、終始継続して観察された。
上記の 2 種類の触手先端部の運動は、多毛類が遊泳したり、もがいたりする様子に類
似していた。カギノテクラゲ類は魚類を捕食することが知られている（Perkins 1902; 並
河・楚山 2000）ので、アンコウ類がエスカで魚類をおびき寄せるのと同様に、触手の
動きで魚類を誘致している可能性がある。多毛類には、生活史の初期に繊毛束を有する
ものが知られており（岡田 1957）、触手先端の繊毛束は、多毛類への標識的擬態である
と考えられる。
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表 1. 本報告のクラゲとカギノテクラゲ Gonionemus vertens の形態と付着行動の比較.
Table 1. Morphology and attaching behavior of Gonionemus sp. in this report and
Gonionemus vertens.

カギノテクラゲ属の1種
Gonionemus sp.

カギノテクラゲ
Gonionemus vertens

最大傘径 (mm)
Largest umbrella diameter (mm)

11

about 40

傘の形状
Shape of umbrella

ほぼ半球状
almost hemisphere

ほぼ半球状あるいはやや扁平
almost hemisphere
or rather flatter

最多触手数（本）
Maximum tentacles number

106

100以上
more than 100

触手先端の繊毛
Cilia on tentacle tip

大型の繊毛が束になって密生
bunch of large cilia present

―

最多平衡胞数（個）
Maximum statocysts number

25

触手数と同数から2倍
once or twice as many as tentacles

吸着器の形状と位置
Shape of adhesive pads and its location

円錐形, 触手の内側
conical, oral side

吸盤形, 触手の外側
sucker-like, aboral side

口柄支持柄
Peduncle

傘高の約1/3の長さ
about 1/3 of umbrella height

欠く、あるいはわずか
without or slightly

白色組織
White tissues

複数がゼラチン質内に出現
some appeared in the mesogloea

―

赤褐色の色素
Reddish brown pigments

傘縁の各触手間に約1個ずつ
between each tentacles on umbrella margin

―

容器底面に付着時のクラゲの姿勢
Posture of attaching medusa
on the bottom of vessel

正常
normal

逆さ
upside down

放射管数（本）
Number of radial canals

4

4

生殖巣の形状
Shape of gonads

ひだ状
fold shape

ひだ状
fold shape
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Minemizu et al. 2015.
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上記前者の触手先端部の運動は、ヒルムシロヒドラ Moerisia horii (T. Uchida & S.
Uchida, 1929) の大型クラゲが触手先端部を小刻みに振動させる行動（久保田・斎藤
2013）に類似していた。かつてヒルムシロヒドラ科は淡水クラゲ目の 1 科とされていた
が（内田 1961）、現在では花クラゲ目として分類されている（Bouillon & Boero 2000; 久
保田・Gravili 2007; 峯水ら 2015）。しかし、ヒルムシロヒドラのクラゲには、花クラゲ
目には見られない平衡胞を有する個体が報告されている（久保田・斎藤 2013）。ヒルム
シロヒドラのクラゲは、傘縁の平衡胞、触手のリング状の顕著な刺胞塊、触手先端に密
生する大型の繊毛、触手先端部の運動、放射管沿いに形成される生殖巣、傘縁の赤褐色
の色素（久保田・斎藤 2013）において、本報告のカギノテクラゲ属の 1 種と類似して
いることから、淡水クラゲ目とヒルムシロヒドラ科の一部は、類縁が深いことが示唆さ
れる。Collins et al.（2006）による分子系統解析で、淡水クラゲ目とヒルムシロヒドラ
科は遠縁であると示されている。しかし、この研究では、Moerisia sp. しか解析に用い
られていないので、平衡胞を持ったヒルムシロヒドラ科のクラゲの遺伝子を解析し、淡
水クラゲ目と比較されることが望まれる。
クラゲ類が触手を特異的に運動させる現象は、これまでに花クラゲ目のスズフリクラ
ゲ Zanclea prolifera Uchida & Sugiura, 1976 や、管クラゲ目のアワハダクラゲ Erenna
laciniata Pugh, 2001 からも報告されている（三宅・Lindsay 2013; 久保田 2014; 峯水ら
2015）。このうちアワハダクラゲの触手の運動は、振動により餌生物を誘致することが
示唆された点（峯水ら 2015）において、本報告の運動と類似している。しかし、淡水
クラゲ目と管クラゲ目は遠縁と考えられているので（Collins et al. 2006）、平行進化によ
る偶然の一致と推定される。

（3）自然に分断された触手の観察
採集直後の触手は長さ 12.0 mm で、クラゲから分断されているにもかかわらず、先
端部の運動が継続していた。触手全体および吸着器は、日数の経過に従って徐々に萎縮
した。先端部の運動は、23 日目以降見られなくなった。38 日目まで、吸着器の容器底
面に対する付着力が働いていた。53 日目を最後に、触手の収縮運動が確認されなくな
った。その 3 日後に、萎縮が顕著に進行し、触手の長さが 0.2 mm まで短くなった。56
日目に触手全体の組織が崩壊した。本報告のクラゲにおいて、ベニクラゲ属の 1 種
Turritopsis sp. から報告されているような ‘触手’ の若返り（久保田・水谷 2003）は起
こらなかった。

（4）付着用構造の多様な名称
ヒドロクラゲ類の複数種が有する付着用構造の名称は、日本語・英語共に多様なので、
以下に整理する。
「粘着細胞（岩佐 1955）、付着細胞（内田 1955; 並河・楚山 2000; 足
立 2003; 峯水ら 2015）、吸ジョク（内田 1961）、付着器（久保田 1997）、吸着器（久
保田 1997; 2014）、吸盤（久保田 2014; 峯水ら 2015）
、adhesive organ（Perkins 1902; Kramp
1968）、sucking organ（Perkins 1902）、adhesive pad（内田 1961; Kramp 1968; Bakker 1980）、
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abaxial pad（Kramp 1968）、organ of adhesion（Kramp 1968; Bouillon & Boero 2000）、adhesive
disc（Kramp 1968）、adhesive structure（Mills 1983）」と呼ばれるこの構造は、日本語で
付着細胞と称されることが多い（内田 1955; 並河・楚山 2000; 足立 2003; 峯水ら
2015）。しかし、Perkins（1902）が、カギノテクラゲにおける細胞学的研究に基づき、
付着用構造は複数の細胞から成り立つと記載しているので、この場合、細胞群と称され
た方が正確かもしれない。本報告では、この構造の呼び名として、簡潔でなおかつ付着
の単語が文中で重複しない吸着器（久保田 1997; 2014）を用いた。

（5）推定混入源
今回カギノテクラゲ属の 1 種が出現した水槽は、閉鎖循環濾過系統であり、飼育水は
全て人工海水であった。従って、本報告のクラゲは、水槽内でポリプから遊離したもの
と推定される。ポリプが水槽に混入した原因として最も有り得るのは、三重県の潮下帯
で採集した海岸の砂である。ヒドロ虫類は沿岸にも分布する（内田 1961）ので、上記
の砂の中には、クラゲ類のポリプ等が含まれていたであろう。従って、本報告のクラゲ
は、この水槽に出現した他種のクラゲ類（末廣・久保田 2015）と同様に、三重県鳥羽
市に由来する可能性が高い。ただし、本報告のクラゲは 1 個体しか水槽から採集されて
おらず、ポリプも未発見であるため、さらに多くの標本を得て、精査する必要がある。
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図版 1 の説明
Explanation of plate 1
以下の写真は全て同一個体のカギノテクラゲ属の 1 種. 目盛りは 1 mm 刻み
All following pictures show same individual of Gonionemus sp. A ruler is graduated in
millimeters.
図 A. 傘頂から見た採集日の幼クラゲ（傘径 0.5 mm）
Figure A. Newly-collected young medusa, 0.5 mm in umbrella diameter, aboral view.
図 B. 傘頂から見た飼育 18 日目のクラゲ（傘径 2.3 mm）
Figure B. 18-day-old medusa, 2.3 mm in umbrella diameter, aboral view.
図 C. 傘頂から見た飼育 132 日目のよく成長したクラゲ（傘径 9.0 mm）
Figure C. Well-grown 132-day-old medusa, 9.0 mm in umbrella diameter, aboral view.
図 D. 傘頂から見た飼育 187 日目のクラゲ（傘径 11.0 mm）
Figure C. 187-day-old medusa, 11.0 mm in umbrella diameter, aboral view.
図 E. 飼育 127 日目のクラゲの触手. 矢印は吸着器を示す.
Figure E. Tentacle of 127-day-old medusa. Arrow indicates an adhesive pad.
図 F. 飼育 108 日目のクラゲの触手先端. 矢印は大型の繊毛束を示す（300 倍）.
Figure F. Tentacle tip of 108-day-old medusa. Arrow indicates a bunch of large cilia. ×300.
図 G. ペトリ皿底面を這う飼育 132 日目のクラゲ
Figure G. 132-day-old crawling medusa on the bottom of a petri dish.
図 H. 飼育 6 日目のクラゲの傘口から突出した口柄
Figure H. Manubrium that protruded from the umbrella aperture of 6-day-old medusa.
図 I. 飼育 187 日目のクラゲの生殖巣に形成された 2 個目の口柄（矢印）. 長さ約 1.3 mm
Figure I. The 2nd manubrium about 1.3 mm in length (an arrow) which had produced on a gonad
of 187-day-old medusa.
図 J. 飼育 112 日目のクラゲの口柄支持柄と鋭利な形状に発達した白色組織
Figure J. Peduncle and sharpened white tissues of 112-day-old medusa.
図 K. 口面から見た採集日の幼クラゲの間軸の 4 個の平衡胞（矢印）
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Figure K. Four statocysts (arrows) at interradii of newly-collected medusa, oral view.
図 L. 飼育 24 日目のクラゲの傘縁 1/4 円周の間軸と副軸にある 3 個の平衡胞（矢印）
Figure L. Three statocysts (arrows) at the interradius and adradii in a quadrant of umbrella
margin of 24-day-old medusa.
図 M. 口面から見た飼育 97 日目のクラゲの触手数に対して少ない平衡胞（矢印）と傘
縁に発現した多数の赤褐色の色素
Figure M. Statocysts (arrows) less than tentacles of 97-day-old medusa and many reddish
brown pigments on the umbrella margin, oral view.
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