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野外活動レポート 

ヒレトゲギス発見記
西澤 秀明（京都大学大学院情報学研究科） 

生物の種同定や分類ができる人を尊敬している。道

端で動物 ・植物を見て、「ああ、あれば○○だね」など

と言えるとカッコいい。幸か不幸か、自分の主な研究対

象であるウミガメ類は現生種の数が少ないので（淡水

性のカメ類を入れても日本に限れば多くない。最近は

外来種が増えてきているのでよくわからないものが出

てきたりもするのだが）、種同定ができてもあまり自慢

はできない。バイオロギング研究で主流 （︖）の魚や鳥

の研究をしている人たちは、たくさんの種がいるなか

から、対象種の個体を選び出して調査をしているわけ

で、すごいなぁと思っていた。 

そんな自分が南極・昭和基地周辺で魚に発信機をつ

けることになった。「海底にいる魚を釣ればよく、釣れ

る魚はショウワギス」と聞いていたので、実際に釣った

魚をみて、なるほどこれがショウワギスかと思ってい

た。だが、釣った魚を貯めていたコンテナをふと見て気

づいた。「あれ、何か違うの混じってない︖︖」（図）。

人間の認知というのは不思議なもので、同じものに違

いないと思っていると気にならないが、違うものがい

るかもしれないと思って注視すると、違いが見つかる

ものである。とはいえ、こいつは何者なのか︖ 

いまから思えば、その場に生息している魚、釣れる可

能性のある魚を事前にリサーチしておくべきだったの

だが、「ショウワギスしか釣れない」と思い込んでいた

ため、何も調べていなかった。慌ててショウワギス

Trematomus bernacchii と同属の魚を検索し、絵合わ

せをおこなった（ショウワギスとそれなりに似てはい

たので、同属ではないかとあたりをつけた）。どうも、

Trematomus pennellii に似ている。だが、そこでもう

ひとつ問題が起こる。昭和基地周辺で記録されている

魚類リストの中に、Trematomus pennellii が見当たら

ないのだ。これは、同定が間違っているのか、それとも

昭和基地周辺ではこれまで見つかっていない種なのか。 

よくよく Trematomus pennellii について調べてみ

る と 、 シ ノ ニ ム （ 異 名 ） と し て Trematomus 

centronotus の名称があった。昭和基地の魚類リスト

は 30 年ほど前のものであり、昔の名称 Trematomus 

centronotus が記載されていたのだった。その和名は

ヒレトゲギス。釣れた魚は Trematomus pennellii＝ヒ

レトゲギスだったのだ（素人の絵合わせでは不安だっ

たので、標本を分類の専門家に見ていただき、間違いな

いと確認してもらった）。

以前、ウミヘビの消化管から出てきた魚を同定して

もらった 1) ときにも思ったが、分類ができる人はやっ

ぱりすごい。私たちが 「○○ （種名が入る）の研究をし

ています︕」といえるのも、分類学者たちの努力のうえ

に成り立っていることを改めて思い知った調査だった。 

1) Tabata R, Tashiro F, Nishizawa H, Takagi J,

Kidera N, Mitamura H (2017) Stomach contents of 

three sea kraits (Hydrophiinae: Laticauda spp.) in 

the Ryukyu Islands, Japan. Current Herpetology 

36: 127–134

図 釣れた魚．上はショウワギス．下は何？

（撮影：浅井咲樹）
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野外活動レポート 

昭和基地沿岸での魚類調査 
浅井 咲樹（東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究科） 

 
 この度 2018 年 11 月から 2019 年 3 月にかけて、第

60 次南極地域観測隊の同行者として魚の調査に参加し

てきました。昨年の4月頃から本格的に準備を開始し、

必要な機材や消耗品、個人装備などをリストアップし

たが、何がどのくらい必要かよくわからない。また打ち

合わせでは、海氷の厚さが６ｍでそこに穴を開けて釣

りをした場合、放流の時は６ｍの高さから魚を落とす

ことになるのか︖なんて今考えると笑ってしまうよう

な話しをしたことも。よく考えれば圧力で海面が上が

ってくるとわかるはずなのに。それだけ南極が未知の

世界でイメージしづらい状態だったのだなと懐かしく

感じます。実際に行ってみないとわからない、やってみ

ないとわからないということが多すぎて、本当にこの

調査は大丈夫なのかと不安が絶えませんでした。出発

前は期待に胸を膨らませてというよりも不安の方が大

きかった気がします。とりあえず情報収集だ︕と南極

での釣り経験者に話を聞くと、釣りエサはイカが良い、

たくあんがよく釣れる、赤いものなら消しゴムでも釣

れる、など話を聞けば聞くほど皆さんばらばら。南極難

しい。 

 現地ではなんだかんだ順調に作業が進み、予定して

いた項目をほぼ行うことができました。普通の海なら 

一瞬で終わる実験も海氷状況を確かめて、雪かきをし

て、アイスオーガで穴を開けてやっと実験開始という

重労働。初めに行った機器の動作確認や海氷下の環境

評価が一時間もかかり大変でした。基地内では、なかな

か魚を釣ろうとしない魚チームと疑問に思われていた

のではないでしょうか。一番大変だったのは海水の確

保ではないでしょうか。一面氷で閉ざされた海から海

水を確保するのは、心配していた穴開け作業や釣りよ

りも頭を悩ませました。夏期間の海氷直下は氷の溶け

出しで塩分が薄く淡水に近くなっています。そのため

放流の際は重りを付けた籠を使ってなるべく深い場所

で放せるように工夫していました。採水もなるべく下

の方からということで、家庭用のお湯取りポンプを持

って行ったのですが、調子が悪く、最終的にはメッセン

ジャー （採水器の名前は忘れた）を使って採水していま

した。最近では海での利用が少なくなった採水器、まさ

かこんなところで使うことになるとは。昭和基地に着

いてからは怒涛の日々であっという間に調査終了。少

し物足りない気はしましたが、ケガもせず、無事に終わ

って本当に良かった。 

 越冬隊員の役割分担には漁協が存在します。越冬中

は海氷で釣りをする機会があり、有名なライギョダマ調査初日は徒歩で海氷探索。天気も良く、壮大な景色に圧倒され

た。後ろに写っているのは乗船した２代目しらせ。 

サバでもよく釣れた。釣れる穴と釣れない穴があるようで、餌よりも

場所が重要なのか？海底地形が気になる。 
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シやショウワギスなどを釣っているそうです。毎年か

なりの数を釣っているらしく、いつ・どこで・何が釣れ

たかという釣獲データをまとめるだけでも色々と考察

ができそうです。しかし、肝心の魚種判別がなかなか難

しい状況。魚に関しての文献や資料が少なく、前次隊の

人は釣れる魚の名前を、図鑑の代わりに昭和基地内に

ある『南極色彩魚拓図録』（2006 年、テラパブ）と照

らし合わせて調べていたそうです。魚拓図録では限界

があったようで、ライギョダマシの幼魚をショウワギ

スと間違えており、しっかりとした図鑑や資料が欲し

いという話を聞きました。南極の魚類に関する研究は、

ペンギンやアザラシなどに比べて進んでいないのが現

状です。特に行動に関する知見が少ない。今回持ち帰っ

たデータは南極魚類研究の大きな一歩になるのではな

いでしょうか。
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野外調査報告 

南極におけるフィールドワーク「ご安全に︕」 
市川光太郎 （京都大学フィールド科学教育研究センター） 

「皆さんが無事に帰国することが第一のミッション
です」。第 60 次南極地域観測隊・堤雅基隊長が隊員た
ちに向けて言った。「入念な危険予測を」、「臆病なくら
いでちょうどよい」、という前置きがあった。2018 年
11 月末から 2019 年 2 月にかけて参加した南極 ・昭和
基地周辺での調査中、私が最も強く意識していたメッ
セージである。 

私たちの研究テーマは 「海氷下における魚類の行動 ・
生態解明」。昭和基地付近に広がる海氷の下に棲むショ
ウワギスなどの小型魚類の超音波テレメトリである。
メンバーは市川、西澤秀明、浅井咲樹の 3 名。それぞれ
熱帯や亜熱帯における調査経験は豊富であったが、海
氷上の作業は経験したことがなかった。当然、南極も未
経験である。どうなることかと思いつつ、12 月 22 日
から昭和基地における生活が始まった。 

「ご安全に︕」。昭和基地では毎朝ラジオ体操後に互
いにこう声をかけあう。南極におけるフィールドワー
クで最も好きな言葉だった。幸運にも、南極初心者たち
による調査は概ね順調に進み、予定していた計画を大
きく超える成果が得られた。実施工程は以下の通り。 

2018 年 12 月 30 日 海氷の厚さを測定し、最適な
実験海域を決定。 

2019 年 1 月 2 日 海氷の掘削方法を確立（図 1）。 
2019 年 1 月 4 日 機器の設置方法を確立し、音響

アレイを構築。 
2019 年 1 月 5 日 水中の発信機の位置を 1m 以下

の誤差で音響測位。 
2019 年 1 月 6 日 水中音の録音を行い、海氷下に

おける信号伝搬距離を計測。 
2019 年 1 月 10 日 ショウワギスを釣獲し、発信機

を装着した個体を放流（図 2）。 
2019 年 1 月 18 日 受信機を回収し、合計約 8 日間

のデータをダウンロードした。 
2019 年 2 月 6 日 ショウワギスの移動軌跡を解析

し、行動圏を算出。 
事前の打ち合わせでは、海氷の掘削、つまり穴あけに

苦戦することを予想していた。穴あけができず、成果が 

 
図 1．海氷に穴をあける。 

 
図 2．浅井氏がお魚チーム初の供試個体を釣獲！ 
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得られないケースまで想定されていた。これが早期
に実現したことが成功の鍵だったと思う。 

フィールドワークが順調に進む中、私は常に軽い緊
張状態にあった。冒頭のメッセージである。天候とメ
ンバーの体調が気になる。海氷上の作業で予想される
危険事項のうち最も注意していたのは次の通り。どれ
も程度の違いはあっても実際に起こりえたことであ
る。

・スノーモービルの転倒
転倒こそなかったものの、不整地に乗り上げてしま

ってにっちもさっちもいかなくなり、整地のために降
車することはよくあった。私自身、運転中に車体が大
きく傾き、飛び降りざるを得なかったこともあった。 

・スノーモービルの故障による孤立
海氷上での移動不能も事故である。エンジンの始

動時は毎回、一発始動の念を込めた。 
・天候の急変によるロストポジション

ロストポジションは死に直結する事故である。作
業地点に向かう途中に風雪が吹き始め、引き返したこ
とも何度かある。 

・作業中の体調不良
結果的に体調不良に陥ったメンバーはいなかった

が、西澤さんは（私から見て）寒がりで、指先が冷え
て辛そうだった。一方、浅井さんは（私からみて）極
度の暑がりでいつも薄着。天候急変による気温の低下
が心配だった。 

・海中への水没
夏は氷が融けて薄くなる。作業地点の氷もどんど

ん薄くなっていった。スノーモービルで走行中に表面
の薄氷を踏み割ったこともあった（図３）。 

夏期間の後半になると海氷が薄くなり、図 3 の通り
氷を踏み抜いたことをきっかけに、2019 年 1 月 18
日に調査を終了した。私たちの作業エリアは昭和基地
のすぐ近く。晴れていれば常に基地の通信担当の目視
可能範囲にいる。南極経験者の一部は「まぁ近くでし
ょ」といって、危険予測についてはあまり気にしてい
ないようであった。私たちが調査を終了したことを告
げたときも「もっとできたけと思うけどね」という力
強い言葉をいただいた。 

私たちは 3 人とも南極初心者である。極地研究者の
皆様には申し訳ないが危険（と個人が感じる状況）を
おかして調査を継続し、南極研究と心中するつもりな
かった。隊長のメッセージ通り、結果的に「臆病」な 

図 3．スノーモービルで踏み割った海氷。海水が沁み

だしてきており、危険な状態。スノーモービルで踏み

割った後、牽引していたそりに乗った浅井氏が通過し

た。初めて悲鳴をあげたそうだ。 

判断が多かったが、悪くはなかったのではないかと
思う。 

フィールドワーク中に作業を中止する判断はいつも
難しい。判断の根拠は、天候や海況、参加者の経験や
体調、調査船の堪航能力などであり、これらと得られ
るデータを天秤にかける。同じ基準が当てはまる状況
はほとんどない。私自身の過去の判断を振り返ると、
年齢、職位、家族の有無で安全基準は変わっている。
昔はまったくもってゆるかった。ノーガードといって
いい。自身の経験とともに、様々な事故を見聞きし、
事故は誰にでも起こりうることを知った今は比較的慎
重である。その分、中止の判断はむしろ昔より容易に
なったかもしれない。 

チームでのフィールドワークにおいて私が重視して
いることは、安全に係る判断は一人一人が個別にする
べき、できるべき、各人の意見が（経験にかかわら
ず）尊重されるべき、である。天候が気になるとき、
体調が気になるとき、車両や船舶の挙動が気になると
き、などはすぐに情報共有することが肝要である。バ
イオロギング研究会の会員の多くはフィールドワーク
の経験が豊富で、「何をいまさら」と思われるかもし
れない。しかし、いままであまり明文化されていなか
ったようにも思うので、勇気を奮って書いてみた。

今回の調査における私の気苦労は、西澤さんや浅井
さんの経験を考えると単なる無駄な心配の空回りだっ
たと思う。それでもなお、おじさんは勝手に他人のこ
とを案じ、こういうのである。「ご安全に︕」。
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学会予告 
The Thirteen Annual Meeting of Asian Fisheries Acoustics Society 

AFAS2019 
THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNDAERWATER ACOUSTIC TECHNOLOGY 

AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE FISHERY IN ASIA 

Date 
November 11-13, 2019 Keelung, TAIWAN 

Venue 
National Taiwan Ocean University 

Hosted by 
National Taiwan Ocean University 

THEME & TOPICS 

The Asian Fisheries Acoustics Society (AFAS) has successfully organized twelve annual meetings under the umbrella 
named “The International Conference on Underwater Acoustics for Sustainable Fisheries in Asia” since it was 
established in Dalian, China in 2007. The annual meetings have been effectively promoted the dissemination and 
development of fisheries acoustics in Asia. The twelfth annual meeting of AFAS was held in 13 - 15 November 2018 
at Jeju, South Korea. Approximately 100 scientists from 8 countries/regions including Japan, China, South Korea, 
Taiwan, Malaysia, Australia, Norway and Indonesia participated in the meeting. The upcoming thirteen annual 
conference of the AFAS will be held in Keelung, Taiwan from 11 to 13 November 2019. In addition to the conventional 
sessions, including oral and poster sessions from 11 to 12 November, a first workshop for young researchers and 
students will be held in 10 November. 

STEERING COMMITTEE 
Prof. Ming-An LEE (Chairman) :National Taiwan Ocean University, Taiwan 

Prof. Yoshinori MIYAMOTO (Vice chairman and the chairman of AFAS) 
Prof. Hsueh-Jung LU (Vice chairman):National Taiwan Ocean University, Taiwan 

Mr. Raja Bidin Raja Hassan (Member):MFRDMD/SEAFDEC, Malaysia 

PROGRAM 
11th(Mon) to 12th(Tue) 

13th(Wed): Excursion (one day tour in northern scenic area) 

CALL FOR PAPERS 
The abstract should be submitted to the meeting secretariat only by E-mail in the format of Microsoft Word (.doc). 
The deadline of abstract submission is by 30th September 2019. Please notice that your paper should belong to 
one of the following sessions. 

1) Acoustic Technology (SGAT)
New or advanced technologies on fisheries acoustics.

2) Theory and Target Strength (SGTS)
Theoretical studies or practical issues on fisheries acoustics including target strength.

3) Echo Survey (SGES)
Research methodology or the evaluation of acoustic fisheries survey.

4) Acoustic Application (SGAA)
Broader aspects of underwater acoustics for fishery and fishery surveys.

5) Ecosystem Monitoring (SGEM)
Underwater acoustic study on ecosystem monitoring.

6) Others

http://english.ntou.edu.tw/bin/home.php
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ABSTRACT FORMAT 
Size: One page (A4 paper size).  

Margin: Top 30 mm, bottom/left/right 25 mm.  
Font: Times New Roman, 12 point.  

Title: 13 point font size, bold and align center.  
Author(s), Affiliation(s), and Address(es): 11 point, align center. 

Text: 12 point, single space and fully justified.  
Keyword: 12 point in one line volume at maximum.  

AFAS AWARD 
The AFAS award was established in 2012. "Young Fisheries Acoustician Award" is given to a fisheries acoustic 

researcher under the age of 40 for their excellent presentation. The "Student Best Presentation Awards" are given 
to students for their best presentation. If you are an entry for these awards, please indicate in your abstract.  

PRESENTATION 
The contributed papers will be selected for oral or poster presentations. The language of the conference will be 
English. Each oral presenter including invited lecturers, oral and poster presenters will be given 15 minutes. The 

maximum size for poster presentation is 120 x 90 cm.  

REGISTRATION INFORMATION 
All participants should complete the Registration Form and send it to the meeting secretariat by E-mail 

by30th September 2019.  

The Registration Form can be downloaded from the AFAS website. 
Registration fees: 

Non Student:  150 USD 
Student:  100 USD 
Walk-in:   170 USD 

MEETING VENUE  & ACCOMMODATION 
The conference will be held at National Taiwan Ocean University 

Information for travel and accommodation 

ABOUT KEELUNG 
Keelung is located in the northern part of Taiwan with Keelung Islet and Hoping Island as its natural defense and 

the harbor faces the Pacific Ocean. Keelung is the largest natural port in northern Taiwan with the harbor area 
reaches deep into downtown. The development of Keelung Harbor is closely related to the business development 

and scenery of the city. The city is surrounded by mountains with the exception of the harbor reach of Keelung 
harbor, which is a wind gap. According to statistics calculated in late December 2018, Keelung City has a 

population of 370,155 people. Looking back into the past, Spain, Holland, and Japan occupied or ruled over Taiwan 
for different periods of time. Not surprisingly, historic sites left behind by these former conquering countries can still 
be found here in Keelung. These cultural remnants add to the diversity of this city by the sea and how it embraces 

different cultures. For more information please visit Webpage of Keelung City Government 
(https://www.klcg.gov.tw/en/About/Introduction) and Keelung Tourism x Leisure (http://tour.klcg.gov.tw/en/) 

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE 
Prof. Ming-An LEE (Chairman): National Taiwan Ocean University 
Prof. Hsueh-Jung LU (Vice chairman) : National Taiwan Ocean University 
Prof. Jen-Ming LIU: National Kaohsiung University of Science and Technology 
Dr. Chen-Te TSENG: Taiwan Fishery Research Institute, Council of Agriculture 
Prof. Chi-Fong CHEN: National Taiwan University 

MEETING SECRETARIAT 
The detail information of the AFAS 2019 will be posted on the AFAS website (http://www.afas-acoustic.org). 

For further information, please contact the meeting secretariat: 
Prof. Hsueh-Jung LU 

Department of Environmental Biology and  Fisheries Science 
College of Ocean Science and Recources, National Taiwan Ocean Universityy 

2, Pei-Ning Road, Jhongjheng District, Keelung City 20224, TAIWAN 
Tel: +886 2 2462 2192 ext 5033 
E-mail: hjlu@email.ntou.edu.tw

http://www.afas-acoustic.org/meeting/Keelung2019/AFAS2019RegistrationForm_taiwan.doc
http://english.ntou.edu.tw/bin/home.php
http://www.afas-acoustic.org/meeting/Keelung2019/acc_trafic.htm
https://www.klcg.gov.tw/en/About/Introduction
http://tour.klcg.gov.tw/en/
http://www.afas-acoustic.org/
mailto:hjlu@email.ntou.edu.tw
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勝手に名言紹介③ 

ほんとうに大事なこととは...︖ 
塩見こずえ（国立極地研究所） shiomikozue@gmail.com 

『自分自身の評価に比べれば他人からの評価というの  

はゴミのようなものですから、気にしなくて良いです。』 

『自分の論文の評価は、自分でしましょう。それ以外

の評価はほぼゴミといっても良いです。』 

  （某教授  2012 年, そして 2019 年） 

私のパソコンには、「これは脳に深く刻んでおきたい︕」
と思った言葉や記事が保存されている場所があります。
刻んでおきたくてもすぐに忘れてしまうのが私の脳で
あるからです （残念）。本やウェブ記事に書いてあった
ことや誰かに言われたことやメールなど、とにかく胸
にガツンと響いたらなんでも保存します。遡ると 2012
年に始めたらしく、今は 1200 個くらい貯まっていま
した。 

誰に頼まれたわけでもなく勝手にやってるこの『名言
紹介』シリーズも、そのストックから選んで書いてい
ます。冒頭 1 つ目のお言葉もそこに保存されているも
ので、折に触れて読み返しては唸ってしまう名言のひ
とつです。ただ、一体どのような話の流れでそんなこ
とを言われたのかがずっと思い出せずにいました。 

ところがです。その 7 年後、2019 年に入ってからのメ
ールのやりとりの中で、なんと冒頭 2 つ目のお言葉を
いただいたのです。「あぁ...また同じことを言わせてし
まった...︕」と自分の成長してなさ加減に情けなく恥
ずかしい気持ちになりましたが、改めてとても大事な
ことだと感じたので、ここにも書こうと思いました。 

ほんとに情けない話ですが、私は、研究について人か
ら何か言われてはうじうじ、論文にネガティブな評価
を受けてはうじうじ、と弱音を吐いてばかりいます。
自分でもイヤんなるくらい簡単にしょんぼりしてしま
います。上の２つのお言葉は、そんなうじうじしょん
ぼりをうっかり送りつけてしまった時のお返事なので
した。 

そう、少なくとも私にとっての目指すべきは、なによ
り自分が納得できる研究、そしてできれば「この人か
らは認められたい」と思っている人にもおもしろがっ

てもらえるような研究、であるはずなのです。もちろ
ん、人からの意見を聞く耳を持たなくていいという意
味ではありません （そりゃそうだ）。ただ、大切にする
べき軸を簡単にぐらつかせているようでは、そのよう
な研究ができるはずはないとも思うのです。 

今度こそこの名言をきっちりと脳に刻みこむことによ
ってですね...いや、もういっそのこと焼き付けるくら
いの気持ちでですね、3 回目を言わせるなんてことはな
いようにしたいものです。 

[勝手に名言分析] 
名言が名言たる理由は様々ですが、今回については 「キ
レ味」、これに尽きるのではないでしょうか...。もし、
オブラートにくるんだようなやわらかい言葉で同じこ
とを言われていたら、これほどまで心に刺さることは
なかったのかもしれません。
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今回のニュースレターは、半世紀ぶりに南極昭和基
地周辺の海氷下での超音波バイオテレメトリーとなり
ました。９月に開催予定の BLS シンポも“極域”として
います。なかなか研究をするのにはハードルが高い地
域ですが、魅力的な生物が多数いるのはご存知かと。南
極海氷下で魚類の研究を模索しています。良い知恵が
あれば是非︕(YM) 

今年のベストフォックス（厚岸のキタキツネさん） 

編集後記 

【S.K.】
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