
Strixll：377-382（1992）

野鳥情報・観察記録
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377

日本野鳥の会では，会員から寄せられた野鳥に関する記録を「野鳥記録委員会」で検討し，まず

｢野鳥」誌をとおして発表している．「野鳥」誌では，寄せられた記録のうち下記のカテゴリーに合致

するものを掲載し，そのうち本委員会として確認した記録を「公式記録」として，Strixに発表する

とともに，写真などの資料を保存している．記録のカテゴリーと記録の判断基準は以下のとおりであ

る．

記録のカテゴリー

１．稀少種

Ａ・日本では記録の少ない種

ａ、数例しか記録がない（ハリモモチュウシャク，モリツバメなど）

ｂ、渡来しているはずだが記録は少ない（シマクイナなど）

ｃ、ある程度記録はある（オガワコマドリ，アカガシラサギなど）

Ｂ、地域によって記録の少ない種（南西諸島におけるトビの記録など）

Ｃ，局地的に生息する種（オオセッカ，オオジシギ，コジュリンなど）

２．識別困難な種

（ジシギ類，チュウヒ類，カモメ類など近縁種間で識別がむずかしい種について，知識を蓄積し，

野外識別ができるように記録を集める）

３．一般的な種

（個体変異，行動，分布などで新知見がえられた場合）

４．その他，興味深い種

記録の判断基準

１．公式記録

写真，標本，スケッチ，記載などにより種の同定が可能で，分布上の問題がないと判断されるも

の．ただし，種の同定には問題がないが，その時点でその場所に出現したことに現段階では問題を

残すものについては，参考記録または保留とすることがある．

２．参考記録

記載，スケッチなどにより種の同定が可能であるが，分布の問題やかごぬけの問題のあるもの．

また，記載が十分でない，スケッチが図鑑などを参考に書かれている，写真がないなど，公式記録

よりも客観性が不足しているもの．

３．観察記録

年月日，場所，観察者，種名のみ記録

４．保留記録

公式記録または参考記録になりえるが，現在の知識のレベルでは種の同定が困難なもの．
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5．判断不可能

寄せられた記録では種の同定ができないもの．

以下に，1991年８月から1992年７月までの間に寄せられた記録のうち，野鳥記録委員会が公式記録

としたものを示した．

野鳥記録委員会：塚本洋三（委員長)，尾崎清明，金井裕，叶内拓哉，木村力，塩田猛，志村英雄，

日比彰，森岡照明（五十音順)，事務局：本村健（任期1992年７月まで）
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野鳥情報・公式配録

種名 観察日 記戦

カンムリカイップリ1992.4.26北海道稚内市抜海港，高田誠，夏羽２羽，写真あり，北海道では記録が少ない．

コアホウドリ1991.10.12茨城県波崎町，鈴木恒治，下小田烈，鈴木敦子，１羽，写真あり，同日に放鳥

オナガミズナギドリ1990.8.23広島県広島市安佐北区可部町，福本幸夫，大丸秀士，日比野政彦，１羽，写真
あり，８/25に標淑放鳥．

ハイイロウミツパメ1991.12.2O茨城県波崎町新漁港内，鈴木恒治，１羽，写真あり．

ササゴイ1991.5.24北海道網走市新町鐘橋，保坂隆昭，雄1羽，写真あり，北海道では記録が少な
い．

アカガシラサギ１９９２．５．１東京都葛飾区水元公園，安藤昭博，１羽，写真あり，５/5まで．

アマサギ１９９２．５．８北海道枝幸郡枝幸町字音標，石山享，1羽，写真あり，北海道では記録が少な
い．

ムラサキサギ1991.7.28宮城県栗原郡若柳町敷見，佐藤賢二，菊田英孝，亀井善夫，1羽，写真あり，７
／29も．２年目の可能性が大きい．

コクガン1990.12.14山形県餌岡市加茂港，古川勝弘，１羽，写真あり，1989にも６羽確認．

ナキハクチョウ1991.12.15岩手県盛岡市仙北１丁目北上川，川村文男，１羽，写真あり．本邦初記録
（C〕唇m4sbucc”tor）

ナキハクチョウ1992.3.29岩手県北上市珊瑚橋，村瀬美江，村瀬正夫，1羽，写真あり．

コハクチョウ1991.11.14山口県山口市黒川・江崎開作，安達利之，藤村正信，成鳥４羽，幼鳥２羽，写
真あり，４～５日前から滞在，１１/22まで．

コハクチョウ1991.11.l岩手県北上市相去町新堤池，村瀬美江，村瀬正夫，1羽写真あり，コハクチョ

（アメリカコハクチョウ）ウとの交雑の可能性大．

コハクチョウ1991.11.3岩手県北上市相去町新堤池，村瀬美江，高橋八四男，伊藤忠美，高橋いさむ，

(アメリカコハクチョウ）亜成鳥１羽，写真あり，コハクチョウとの交雑の可能性大．１１/11まで．

コハクチョウ1991.11.6岩手県北上市相去町新堤池，村瀬美江，村瀬正夫，高橋いさむ，伊藤忠美，成
(アメリカコハクチョウ）鳥１羽，幼鳥４羽，写真あり．

コハクチョウ1991.11.28岩手県北上市相去町大堤池，村瀬美江，村瀬正夫，２羽，写真あり，１羽は．
(アメリカコハクチョウ）ハクチョウとの交雑の可能性大．

コハクチョウ1991.12.l岩手県北上市相去町新堤，村瀬美江，村瀬正夫，1羽，写真あり，コハクチョ

(アメリカコハクチョウ）ウとの交雑の可能性大．

コハクチョウ1991.12.18岩手県北上市，村瀬美江，村瀬正夫，成鳥1羽，亜成鳥２羽，写真あり，亜成
(アメリカコハクチョウ）鳥は11/28,12/8から．

コハクチョウ1992.1.3O北海道十勝支庁音更町内十勝川，本間康裕，１羽，写真あり，２/11まで．
(アメリカコハクチョウ）

コハクチョウ１９９２．３．２l北海道静内郡静内町静内川，演田良平，永井秀雄，１羽，写真あり，1991/１０／

(アメリカコハクチョウ）２４と，1987/11/6後毎年確認．

コガモ（アメリカコガモ）1991.12.23北海道十勝支庁音更町内十勝川，本間康裕，雄２羽，写真あり，１２/31,1992／
１/３０，２/11も．

ヒドリガモ１９９１．６．７山口県山口市櫓野川，安達利之，２つがい，写真あり，６/２０．２９，７/６．８，８／
４．１３も．

ヒドリガモ1991.11.13山口県山口市寓田原町沖，安連利之．雌１羽，写真あり，部分白化，１１/22ま
で．

アメリカヒドリ１９９２．４．１４北海道稚内市声問大沼，高田誠，高田浩子，雄１羽，写真あり，４/19まで．
オナガガモ×トモエガモ1990.12.26兵庫県伊丹市昆隅池，石井正春，雄１羽．写真あり．

オナガガモ×トモエガモ１９９１．２．４長野県佐久市今井東電調整池，高橋光治，１羽，写真あり，３/１２まで．

オナガガモ×トモエガモ1991.12.15山口県山口市三和町，安達利之，１羽，写真あり，1990/l/2と1991/l/3も．

ホシハジロ1991.11.1大阪府大阪市北区中津，中尾児孝，１羽，写真あり，パフ変個体．

コウライアイサ1992.1.15和歌山県かつらぎ町紀ノ川，林育造，西田安則，後藤雅則，雌１羽，写真あり．
オジロワシ1992.5.24北海道江別市中原，古谷正一，２羽，写真あり．

ケアシノスリ1981.1.15青森県三沢市仏沼，安藤一次，１羽，写真あり．本邦初記録亜祁．
(クロケアシノスリＢ“ｅｏ血gOpusルamtscﾉiatAensjS）
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種名 観察日 記載

ケアシノスリ1992.2.16青森県上北郡百石町豊栄平水田，安蕊一次．１羽，写真あり．

(クロケアシノスリ）

カタシロワシ1991.10.16宮崎県都城市金御岳，鈴木直孝，中原聡，幼鳥１羽，写真あり．

カタシロワシ１９９２．１．４鹿児島県出水市，又野末春，１羽，写真あり，２/１０まで．

クロハケワシ１９９２．５．４青森県西津軽郡車力村区内，松橋勝利，１羽，写真あり，保謹される．

クロハケワシ１９９１．４．７北海道天塩郡遠別町字北浜，木村孝二，雄１羽，写真あり．

ハイイロチュウヒ１９９１．４．７北海道天塩郡遠別町字北浜，木村孝二，雄１羽，写真あり．

チュウヒ1989.12.7山口県防府市，川本美千夫，幼鳥１羽，写真あり．

(ヨーロッパチュウヒαrcusaerl4gmosusagrUginos１４s）

ハヤブサ1992.1.16福岡県福岡市西区元岡町今津，木原直人，１羽，写真あり．本邦初記録亜種．

(FtzJcoperegrinuscα“us）

ハヤブサ1992.2.24鹿児島県出水市高尾野町，鈴木直孝，１羽，写真あり．本邦初記録亜祁．

(Ｆα妬ｏｐｅ唾両皿scajjdus）

アカアシチョウゲンボウ1991.5.17北海道十勝郡浦幌町愛牛，佐藤満，雄若鳥１羽，写真あり．

チョウゲンボウ１９８８．４.１０北海道美唄市美唄，山田良造，６羽（１ファミリー)，写真あり，繁殖記録，

北海道では珍しい．

タンチョウ1992.4.25茨城県波崎町矢田部，小林月照，春日消一，１羽，桜川村でも4/29に確認．

マナヅル1991.11.3山口県山口市平川宇田屋島，安連利之，長尾一郎，１羽，写真あり，１１/9まで．

ヒメクイナ1991.9.3O長野県佐久市今岡，高橋光治，１羽，写真あり．

ヒクイナ１９９２．１．３山口県山口市矢原，安達利之，１羽，写真あり，１/27まで．

シロハラクイナ１９９２．６．２静岡県静岡市麻機遊水池，佐藻元一，伴野正志，１羽，写真あり．

シロハラクイナ1992.2.2l栃木県宇都宮市今泉田川，人見潤，尾崎克也，住友伸行，１羽，写真あり，３／

８まで．

タマシギ1992.5.17秋田県天王町，菊地直基，雄１羽雌１羽，写真あり．

ミヤコドリ1991.10.5福岡県福岡市東区和白干潟，高見時康，広瀬武勇，山本広子，三宅僚，町田華

子，見平千寿，木下英考，１１羽，写真あり，９/19は１羽，１０/3は10羽．

ミヤコドリ１９９２．２．２茨城県大洗町大洗海岸，山口博，１羽，写真あり．

ハジロコチドリ1992.4.29北海道稚内市抜海海岸，高田誠，１羽，写真あり．

タゲリ１９９２．３．４北海道天塩郡天塩町振老，熊谷陽一，熊谷千恵子，１羽，写真あり．

タゲリ1992.5.16北海道稚内市声問大沼，高橋和夫，高田誠，高田浩子，１羽，写真あり，５/１７

まで，北海道では記録が少ない．

ヨーロッパトウネン1986.8.31富山県新湊市越の潟，松木洋，中川顧男，加藤聡，中本聡，１羽，写真あり．

別名ニシトウネン（山階1986）

オジロトウネン1991.9.29長野県佐久市今岡，高橋光治，田中功夫，幼鳥１羽，写真あり，１０/2も．

ヒメウズラシギ1991.9.23茨城県波崎町大堺埋立地，鈴木恒治，幼烏１羽，写真あり．

サルハマシギ1990.5.16北海道天塩郡天塩町振老，寓士元寿彦，夏羽１羽，写真あり．

エリマキシギ１９９２．５．６和歌山県田辺市会津川，川辺淳太郎，雌１羽，写真あり．

エリマキシギ1992.5.23北海道稚内市声間岬，高橋和夫，雄１羽，写真あり，北海道北部での記録が少

ない．

コモンシギ1990.9.23北海道勇払郡鵡川町萌川河口，山田良造，幼鳥１羽，写真あり．

コモンシギ1991.10.12和歌山県日高郡日高町水田，出水隆，１羽，写真あり，１０/１５まで．

オオハシシギ1991.12.1京都府熊野郡久美浜町，元山剛美，元山裕康，幼羽から１年目冬羽へ換羽中1

羽，写真あり．

カラフトアオアシシギ１９９１．８．２長崎県諌早市川内町吉永開き，末竹睦明，1羽，写真あり．

コシャクシギ１９９２．５．３和歌山県日高郡南部川村八斗田，川辺淳太郎，１羽，写真あり．

セイタカシギ1992.3.17熊本県球磨郡須恵村中鵠，井上賢三郎，西照信，１３羽，写典あり，３/19も．

セイタカシギ１９９２．４．５北海道天塩郡遠別町字北浜，木村孝二，６羽，写真あり．

ハイイロヒレアシシギ１９９１．３．３山形県餌岡市加茂港，古川勝弘，冬羽１羽，写真あり．

ハイイロヒレアシシギ1991.12.29長野県佐久市今井東電調整池，高橋光治，田仲嫌介，中鵡慶八郎，柳沢真由美

桜井，板谷．１羽，写真あり．



稲名

ツバメチドリ

ツバメチドリ

クロトウゾクカモメ

セグロカモメ

ゾウゲカモメ

観察日

1991.9.21

1９９１．１０．２０

１９９１．１０．１２

1９９２．２．９

１９９２．１．２

ハジロクロハラアジサシ１９９１．５．２１

ハジロクロハラアジサシ１９９１．５．２８

クロハラアジサシ

クロハラアジサシ

エリグロアジサシ

マミジロアジサシ

シロフクロウ

アオバズク，スズメ

ヤマショウビン

ブッポウソウ

ヤッ ガ シ ラ

ヒメコウテンシ

コヒバリ

コヒバリ

コヒバリ

コヒバリ

ショウドウッバメ

ッバメ

キガシラセキレイ

セグロセキレイ

ムネアカタヒバリ

ムネアカタヒバリ

タヒバリ

タカサゴモズ

ヒレンジャク

イヮヒバリ

シマゴマ

ノゴマ

ハシグロヒタキ

ノハラツグミ

1991.10.2

1992.2.23

1991.6.23

1991.6.２３

１９９１．１１．１２

１９９１．６．２５

1992.5.4

1992.5.13

1991.4.23

1991.4.29

1991.10.29

1991．１１．４

１９９２．１．１９

１９９２．３．７

１９９１．６．８

１９９２．１．３

１９９１．１０．１

１９９２．４．５

１９９１．４.29

1992.4.14

1992.5.16

1991.9.29

1991.2.22

1992.2.22

1991.6.１６

１９９１．１０．６

1９９２．５．４

1991.2.22

1991.10.14ウィルソンアメリカムシクイ１９９１．１０．１４

（Ｗｊ伽oniapusi此）

イナダヨシキリ１９９２．５．５

（Acroc2phausagricojα）

カラフトムジセシカ1991.6.13
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記載

京都府宇治市東咽沢巨椋干拓，前川卓也，友竹盛，友竹輝子，村上滋子，中山

道子，松沢敏雅，１羽，写真あり，パフ変個体．

広島県福山市高西町藤井川河口，渡辺貴美恵，波辺健三，１羽，写真あり．

茨城県波崎町新漁港，鈴木恒治，鈴木敦子，６羽，写真あり，１０/28は４羽，１０

/29～11/5は２羽．

和歌山県日高郡南部町，川辺淳太郎１羽，写真あり，畷桃色変異個体．

北海道枝幸郡枝幸町枝幸港，高田誠，山野井瑞穂，村山良子，１羽，写真あり，

l/3まで，１/14～１９も．

長野県佐久市今井東電調整池，高橋光治，1羽，写真あり．

埼玉県深谷市中瀬上武大橋，井上幹男，町田好一郎１羽，写真あり．

美，桜井，板谷，１羽，写真あり．

北海道函館市五稜郭公園,有馬健二,１羽,写真あり，１０/6まで．

茨城県美浦村大山霞ケ浦，小林月照，春日澗一，３８羽，写真あり，５/7に夏羽

13羽．

茨城県鹿島郡波崎町，私市一康，柴田昌彦，１羽，写真あり．

茨城県鹿島郡波崎町，私市一康，柴田昌彦，１羽，写真あり．

北海道静内郡静内町字真歌，演田良平，1羽，写真あり．

山口県徳山市菅野ダム，川本美千夫，各１つがい，写真あり，橋桁の同じ穴に

営巣．

島根県隠岐郡五箇村福浦，斉木孝，１羽，写真あり．

北海道積丹郡余別町，佐藤領江子，竹内喜代治，１羽，写真あり，５/１５まで．

鳥取県鳥取市小原，武森公明，１羽，写真あり，４/２４．３０も．

鹿児島県上甑島里，所崎聡，１羽，写真あり．

北海道奥尻島，佐伯彰光，１羽，写真あり．

和歌山県日高郡美浜町和田不毛，藤井英之，有本智，２羽，写真あり．

埼玉県戸田市美女木荒川調整池，山口達夫，山口貞子，１羽，写真あり．

島根県平田市斐伊川河口，斉木孝，３羽，写真あり．

北海道静内郡郁内町，高木知，演田良平，多数，写真あり，繁殖地確認．

岩手県北上市北上川，菊池悦郎，４羽，写真あり，越冬個体，１/4～１０は６羽，

l/１４は４羽．

千葉県北葛飾郡沼南町，時田賢一，木村雪夫，雌１羽，写真あり．

兵庫県多紀郡丹南町杉，河井典子，河井周，１羽，写真あり，パフ変個体．

鹿児島県上甑島里，所崎聡，夏羽１，写真あり．

広島県尾道市高須東新涯，石井昭義，１羽，写真あり，４/15も．

北海道稚内市声問大沼，高橋和夫，１羽，写真あり，部分パフ変個体．

福岡県山門郡大和町大和干拓，原戸真視，１羽，写真あり．

神奈川県川崎市高津区下作延，長明代，２０羽位，写真あり，２/23にも確認．

神奈川県西丹沢用木沢出合，瀬戸山順子，１羽，写真あり．

埼玉県蕨市南町，高橋，四方，１羽，写真あり．

大阪市都島区内代町，中尾嘉孝，中尾邦子，雄１羽，写真あり，１０/７．１０．１３．

１４．１５．１６も．

長崎県上県郡佐謹，北野智美，北野光良，岩崎健二，重政慶三，小畑善之，井

上清仁，天野年浩，林勝子，西山，中南英樹，二河正，雄１羽，ビデオあり．

北海道羅臼町羅臼港，上田秀雄，叶内拓哉他，１羽．写真あり．

石川県輪島市紬倉島，山口達夫，山口貞子，文屋誠，能勢佳考，石井照昭，小

山慎司，和田新一郎，和田亜子，加藤聡，1羽，写真あり．本邦初記録．

石川県蛤島市紬倉島，土橋信夫，１羽，写真あり．亜種の識別ができないが，

tangorumを本種の一亜種とする説（山階1986）をとって，この個体をイナ

ダヨシキリと認める．本邦初記録．

北海道津別町チシケップ湖，織田敏雄，１羽，テープあり．
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種名 観 察 日

カラフトムジセシカ1991.10.6

マダラヒタキ1991.10.6

（FiceduJahypo陀哩cα）

マダラヒタキ1991.10.11

（FYcedu』江hypoJEucα）

ヤマガラ

シラガホオジロ

ミヤマホオジロ

シマノジコ

ズグロチャキンチョウ

ユキホオジロ

イエスズメ

コイカル

コイカル

ホシムクドリ

ムクドリ

オウチュウ

ミヤマガラス

1991.11.8

1991.10.29

1992.1.22

1991.10.19

1991.10.2

1991.12.14

1992.4.1

1992.2.17

1992.5.8

1992.4．4

1991.6.7

1991.5.12

1991.11.16

記 戦

広島県広島市安佐北区安佐町，福本幸夫，大丸秀士，江草真治，１羽，写真あ

り，保趣するが死亡．

石川県輪島市紬倉島，矢田孝，雄若鳥１羽，写真あり．１０/10まで，本邦初記

録．

石川県輪島市紬倉島，山口達夫，山口貞子，NickLathaby，丹下研也，石井

照昭，小山慎司，能勢佳考，中島宏，中本聡，平野賢次，舟山寿人，加藤聡，

雄若鳥１羽，写真あり．本邦初記録．

北海道稚内市宝来３．４丁目，高田誠，加賀一枝，１羽，写真あり，３/28まで．

北海道奥尻島，佐伯彰光，雄１羽，写真あり．

静岡県宮士市マルビ公園，太田国弘，５～６羽，写真あり．

和歌山県日高郡美浜町三尾，有本智，雄亜成鳥１羽，雌１羽，写真あり．

石川県輪島市紬倉島，熊谷鉄雄，１羽，写真あり．雄の可能性大．

栃木県日光市菖蒲ケ浜，志賀陽一，雄若鳥１羽，写真あり．

北海道祇丹郡檀丹町来岸，佐藤領江子，雄1羽，写真あり，５/15現在も．

秋田県本荘市子吉川，三沢和子，雄２羽，写真あり，６羽いた可能性有り．

北海道種丹郡積丹町来岸，佐藤領江子，雄１羽，写真あり，５/15現在も．

北海道稚内市下勇知，高田誠，高田浩子，１羽，写真あり．

北海道網走市新町鏡橋，保坂隆昭，１羽，写真あり，部分白化個体．

鹿児島県川辺郡笠沙町野間池，所崎聡，中吉香織，１羽，写真あり．

宮城県登米郡迫町新田西坂戸，佐藤賢二，成鳥２羽，幼鳥１羽，写真あり．
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