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日本野鳥の会野鳥記録検討会
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日本野鳥の会では，会員からよせられた野鳥に関する記録を「野鳥記録検討会」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，よせられた記録のうち下記のカテゴリーに合致

するものを褐戦し，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，参考記録または保剖とすることがある．

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，記赦が十分でない，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

よせられた記録では種の同定ができないもの．

以下に，1992年８月から1993年６月までのあいだによせられた記録のうち，野鳥記録検討会が公式

記録としたものを示した．

野鳥記録検討会委員：杉崎一雄（委員長)，氏原道昭，金井裕，古南幸弘（五十音順)，

事務局：本村健，森田浩一．
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野鳥情報・公式記録

戦覇=－=－－－=言－－言=－=-－－種名 観 察

－ ・ ‐ －－－－

アビ 一一凸一一一

・・水友情ﾉk’１羽，内I99aL26寓崎県西郁市-ﾂ瀬川山絢橋下流平井和己,児j認ご玩扇を：
陸に入った記録．

１９９３．４．１束京郷小笠原村南島，谷川智－，１羽，写真あり．
1993.10.17熊本県八代市球磨川流域，井上資三郎椎葉雪春，４１羽，写真あり．1992.11.07大既ｆ晦埋市士･園鐸齢Jh､七一…△＝一．●一．

シラオネ･ソタイチョウ１９９３．４．１束京郷小笠原村南島，谷川智－，１羽，写真あり．
カヮウ1993.10.17熊本県八代市球磨川流域，井上資三郎椎葉雪春，４１羽，写真あり．
オオヨシゴイ1992.11.07大阪府堺市大泉緑地かきつばた園，石井正春，岡本公三，宮脇直人北川正文，

大泉緑地定例会，他，１羽，写真あり，１１/17まで．アカガシラサギ

｛鐙!;':騰鰐潔駕潤鵬呼悪瀞蝿子，幼烏1羽｡零典あ帆アカガシラサギ１９９２．５．６山形県酒田市飛島，鈴木重雄，１羽，写真あり．
アカガシラサギ1993.5.30兵蹴県伊丹市口酒井藻川，北山弘司，１羽，写真あり．
アマサギ１９９２．７．１８北海道稚内市下勇知，高田城，高田浩子，１羽，写真あり．
アマサギ1993.1.16熊本県八代市昭和町，井上賢三郎椎葉雪春，１２羽，写真あり．
アオサギ1992.4.26熊本県熊本市美登里町地先．今村京一郎岩崎昌利，成鳥２以上，雛３以上，

写真あり．３巣繁殖記録熊本では初記録

ヤツガシラ1993.4.3O山口県山口市大字朝日田字岩富（山口・小郡広域水道企業団綱内)，安達利之，
ＮＨＫ山口放送局，１羽，ビデオあり．

コウノトリ1992.12.28青森県弘前市大字三和砂沢溜池夏坂栄一･’１羽，写真あり．
ヘラサギ1992.5.3O北海道網走市涛沸湖，轡田勇，花田行博，溝野幹彦，他，１羽，写真あり，７月末まで滞在．

クロツラヘラサギ1992.4.19山ロ県下関市小月，藤原正徳，寺森正行，１羽，写真あり．
クロツラヘラサギ1992.11.13干葉県習志野市谷津干潟，松村絞，１羽，
クロツラヘラサギ1992.12.4干葉県習志野市谷津干潟，澗水幸子，１羽，写真あり．
マガン1992.11.29埼玉県本庄市利根川坂東大橋下流町田好一雌井上幹夫，１羽，写真あり，1993/l/20現在越冬中．

オオハクチョウ1992.11.29和歌山県新宮市熊野川河口，岩本守平，中井節二，若’羽，写真あり，１１/３０
にも三重県御浜町阿田和川で確潔．

コハクチョウ1992.10.18岩手県北上市相去町新提池，村瀬美江，高橋いさむ，村瀬正夫，高橋八四男，
(アメリカコハクチョウ）伊藤道雄，２つがい，成鳥３羽，幼鳥８羽，写真あり，１０/２１，２２，１１/3も．
コハクチョウ１９９３．１．９岩手県北上市相去町新提池，村瀬美江，村瀬正夫．亜成鳥１羽，写真あり，ｌ／(アメリカコハクチョウ）２９現在滞在中．
コハクチョウ1993.2.14鳥取県鳥取市岩見町，宗近敬止，１羽，写真あり．(アメリカ。ハクチョウ）

。ハクチョウ1993.2.14岩手県北上市梢玄町，村瀬美江，村瀬正夫，３羽，写真あり．（アメリカコハクチョウ）

ナキハクチョウ1992.12.5宮城県栗原郡内沼，村瀬美江，笠原啓一，村瀬正夫，１羽，写真あり，１２/６，９，１１まで．

ナキハクチョウ1992.12.1ｌ岩手県金ヶ崎町赤石赤石堤，村瀬美江，村瀬正夫，１羽，写真あり，１/5現在滞在中．

ツクシガモ1993.4.25谷瀧干潟，渡辺とし子，他１名，雄１羽，写真・ビデオあり．
ツクシガモ１９９３．１．１５熊本県八代市内港埋立地，井上賢三郎，高野茂樹・椎葉雪春，１２羽卜写真あり．
ツクシガモ１９９３．５．３埼玉県本庄市利根川阪東大橋下流，町田好一邸堀越省－，１羽．写真あり．
オシドリ1993.6.12山口県新南隅市日地町，川本美千夫，沢田千晶・角永登，雄１羽，雌１羽，ヒ

ナ９羽，写真あり．橋桁での繁ﾀ画

マガモ×トモエガモ1992.1.16石川県田餌浜町田朗浜海岸，時国公政，１羽，写真あり，２/9まで．交雑個体
トモエガモ×オナガガモ1992.11.29岡山県岡山市東川原百間川，徳弘昭博，１羽，写真あり，１２/５，６，１２，１３，

１９，２０，２３，２６，２７も．交雑個体

コガモ1992.12.1大分県大分市荏隈大分川，高野橋豊，高野橋登志子，雄１羽，写真あり，１２/ａ(アメリカコガモ）６，９．１２，２７現在滞在中．

ヒドリガモ1992.6.16山口県山口市大字矢原地先・矢原川公園，安連利之，雄４羽，写真ありが越夏記録．

ヒドリガモ1992.11.23山口県山口市大字平井字上平井，安違利之，雌１羽，写真あり，部分白化１２
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種名 観察日 記叔

／13まで．

ヒドリガモｘアメリカヒドリ1992.11.7山口県山Ｕ市三和町地先，安達利之，雄１羽，写真あり，１１/24も．交雑個体

アメリカヒドリ1992.11.22大阪市旭区太子橋淀川，辻幸治，辻清子，雄１羽，写真あり，１２/15まで．

アカハジロ１９９３．１．３宮崎県宮崎郡佐土原町二シ建．井上伸之，雄１羽，ビデオあり．

ハチクマ1992.5.19熊本県球磨郡深田村岩屋，井上賢三郎，工藤栄介，成鳥２羽，幼鳥２羽，写真
あり，繁殖．

オオタカ1992.4.29群馬県安中市，岩田悟，雄１羽・雌１羽・ヒナ４羽．写真あり，２か所繁殖．

オオタカ１９９２．９．１愛媛県松山市井門町重信川中流，小川次郎，幼鳥１羽，写真あり．

ツミ1991.6.22静岡県富士市緑町公園，渡辺修治，雄１羽・雌１羽・幼l羽，写真あり，７/２０

まで，繁殖肥録．

ノスリ1993.4.18青森県東津軽郡三厩村竜飛崎，小原伸一，写真あり，ノスリの渡り．

カラフトワシ1992.11.23鹿児島県川内市高江町の湿地，田崎耕一，田崎ルミ，１羽，写輿あり．

カラフトワシ１９９３．１．２鹿児島県川内市高江町，井上賢三郎椎葉雪泰．皆吉悦夫，清田信文，幼烏１
羽，写真あり．

クロハゲワシ１９９３．４．２大分県南海郡蒲江町屋形島．武石宣彰，上野信一郎・漂岡潤治，３羽，写真あ
り．

アカアシチョウゲンボウ1992.5.1Ｏ北海道天塩郡天塩町，山末陸．山末真美，雄１羽，写真あり．

クロヅル1992.12.5熊本県八代郡竜北町，今村京一雌岩崎昌利，高野茂樹，１羽，写真あり，
1993/2/６，１４も．

マナヅル1992.11.25熊本県八代郡竜北町網道，今村京一郎，岩崎昌利，高野茂樹，ｌ籾，写真あり，
1993/2/６，１４も．

アネハヅル1992.6.29北海道天塩郡豊富町西豊窟．前田憲一，高田誠，１羽，写真あり，７/9まで．

クイナ１９９１．６静岡県富士市中里浮島沼波辺修治，１つがい，ヒナ１羽，写真あり，７/20ま
で，繁殖記録．

ヒクイナ１９９３．２．７静岡県南伊豆手石，風張幸夫，２羽，写真あり，越冬記録，２/９，１１も．
シロハラクイナ1993.5.22岩手県釜石市片岸町潤住居町河口，小笠原稔，小笠原富子，八幡勝夫，写真あ

り．

ハジロコチドリ1992.12.2石川県田餌浜町川尻，時国公政，１羽，写真あり．

コバシチドリ1992.10.4和歌山県日高郡南部川村八斗田，川遜淳太郎，幼烏１羽．写真あり．

タゲリ1992.6.26静岡県富士市神谷南渡辺悠治，１羽，写真あり，越夏．
ヨーロッパトウネン1992.8.29静岡県御前崎埋立地，禍与畿憲，１羽，写真あり．

アメリカウズラシギ1992.9.20静岡県遮士市富士川河口，渡辺修治，１羽，写真あり，９/23まで．

アメリカウズラシギ1992.9.29山口県防府市西ノ浦干拓，川本美千夫，鎮原，保井，漂田，他，幼鳥１羽，写
真あり，１０/6まで．

ウズラシギ１９９２．９．l愛媛県松山市井門町，小川次郎１羽，写真あり．

ヒメハマシギ１９９２．８石川県金沢市大浜，橘映州，１羽，写真

コモンシギ１９９３．５．５北海道厚岸郡浜中町暮帰別，佐藤満，久保消司・武綴満雄・武藤多賀子・比企
知子・林顕二，１羽，写真あり．

キリアイ1992.8.3O静岡県富士市富士川，渡辺修治，２羽，写真あり，９/7まで．
オオハシシギ１９９２．４．１８山口県下関市小月，藤原正徳，寺森正行，写真あり．

アカアシシギ1992.9.15静岡県富士市富士川河口，渡辺修治，幼鳥２羽，写真あり，９/19,10/4も．
コキアシシギ１９９３．４．２茨城県新治郡出島村，杉坂学，１羽，はがき

カラフトアオアシシギ1992.4.19山口県下関市小月，藤原正徳，寺森正行，２羽，写真あり．

コシャクシギ１９９２．４．１８山口県下関市小月，藤原正鶴寺森正行，１羽，写真あり．
セイタカシギ1993.5.16北海道厚岸郡浜中町暮帰別干潟，北村善春，北村貴子，１羽，写真あり．
ツバメチドリ1992.4.24埼玉県本庄市利根川阪東大橋，町田好一郎，１羽，写真あり，繁殖記録．
ツバメチドリ１９９３．５．l埼玉県本庄市利根川阪東大橋下流２kｍ，町田好一郎，堀越省一，５羽，写真

あり．

ハジロクロハラアジサシ1992.8.3O静岡県富士市富士川河口，波辺修治，１羽，写真あり，９/1まで．

ハジロクロハラアジサシ１９９３．６．５神奈川県小田原市酒匂川飯泉，御園生隆二，瀬戸友和・頼ウメ子，夏羽１羽，



新潟県岩船郡粟島，池本和夫，関口栄子，１羽，ビデオあり．

神奈川県横浜市餌見区大黒町11-1，山崎魂彦，安宅和弘，雄１羽，写真あり．

北海道札幌市豊平区満田山部川，佐藤勇，１羽，写真あり．

北海道山部川‘佐藤勇，１羽，写真あり．

窟土山吉Ⅲロ滝沢林道，安藤昭博，服部勉，小山田実，1羽，写典あり．

岩手県陸前商Ⅲ市高田町字本丸本丸公剛，吉田仔治，１羽，写典あり，渡りの

初認記録．

福岡県福岡市城南区七隈福岡大学内，谷口義和，一年目冬羽幼脇1羽，写真あ

り.

神奈川県三浦市江奈湾，高橋長澗，瀧村秘彦・鈴木茂也，２０羽，写真あり．

神奈川県小Ⅲ原市酒匂川飯泉，御閲生隆二，頼ウメ子，２０羽十，写真あり．

北海道豊別市新川町判野氏宅，判野俊夫，判野美江，１羽，写真あり，部分白

化個体．

石川県篇脇市紬倉ﾉ;&，山口達夫，石川県支部・笹原，平野賢次，木村力，中崎

安研，京祁支部・杉本昌弘，田中菰，石井照明，東京支部・山口貞子ｂ中島宏，

木村進夫，１羽，写真あり．

埼玉県浦和市荒川調雛池，海老原美夫，１羽，写真・ビデオあり．

京都府右京区西京極天神川五陳，所養成，１羽，写真あり，１２/23も，部分白
化個体．

熊本県熊本市江泳湖，今村京一郎，安東博人，坂梨仁彦，岩崎昌利，１１１本和紀，
１羽，写典あり，1993/2/１８まで．

青森典三沢市伽沼，大坂知子，林和美，窟影男，下北会貝，８０羽十・報告，３／

12に２羽，３/１４に八戸市木八戸で600羽十，３/16に同所で300羽十・

東京部葛飾区水元公風安藤昭博，山本，１羽．

宮崎県児湯郡濁鍋町，上野信一郎，永友沿太，１羽．

埼玉県本庄市利根川阪東大橋，町田好一郎，井上幹男，１羽．

沖縄県与那国烏東崎・祖納，田儀周久，松尾節子，田代端子，４羽，写真あり．

沖細県与那国脇棚納．、儀周久，松尾節子，五百沢日丸，岡部海部，雄１羽，
写真あり．

沖縄県与那刷胤祖納，田僅周久，松尼節子，五百沢日丸，岡部海郁，８羽，写
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オジロビタキ

種名 観 察 日 紀赦

ツリスガラ

ツリスガラ

シジュウカラ

1９９３．３．９

一年目冬羽１羽．写真あり．

沖抑県国頭村字辺士名７，久高将和，１羽，写真あり，保謹後死亡，標本有り．

本邦初記録

神奈川県川崎市宮前区神木１－１－２５，古川セツ，２羽，写真あり．

北海道岩見沢市上幌向水田，山田良造，１羽，写真あり，２/3も．

石川県輪島市紬倉烏，新井構雄，赤色型１羽，写真あり．

東京都葛飾区水元公園，安藤昭博，山本，１羽，写真あり．

長崎県上県郡H1ノ浜，久保田幸雄，砿森理江，１羽，写真あり．

山形県酒田市飛島勝浦，佐々木均，佐々木あさ子，松尾光幸，派保孝志，網谷

基徳，瓜生鯛，小隠浩信，他，１羽，写真あり．

島根県宍道湖斐伊川，松岡敬三，１羽，写典あり．

北海道怖内郡肺内町真歌，演田良平，尚木知，多数，写真あり，巣団繁殖地．

北海道天塩郡豊溌町西豊富，前田賢一，濁田誠，高田浩子，２羽，写真あり，

繁殖記録．

山口県荻市見島八町八反，小西敏雄，阿部孝・北山弘司・藤木克彦・山本勇司

１羽．写真あり．

山口県岩国市岩国港埋立地佐伯昌彦，1羽，写真あり，ハクセキレイとの繁

殖記録．

埼玉県大宮市宝来84，佐藤進，１羽，写真・ビデオあり．

ヒメウミスズメ

ＡＩ庵α"ｅ

カッコウ

シロフクロウ

コノハズク

ヤッガシラ

ヒメコウテンシ

コヒパリ

1９９２．１．６

1992.6.10

1993.2.2

1982.5.18

1992.12.30

1993.5.5

1988.5.4

ハマヒバリ

ショウドウッパメ

ッバメ

1992.11.2

1992.5.25

1992.6.6

キガシラセキレイ１９９３．４．２４

ハク セ キ レ イ １ ９９１．７．７

(ホオジロハクセキレイ）

ハクセキレイ１９９２．４．２３

(ホオジロハクセキレイ）

オオモズ1992.11.2

ノゴマ１９９２．１１．２

マミチャジナイ１９９２．５．５

マミチャジナイ１９９２．５．５

マキノセンニュウ１９９２．８．１５

キピタキ１９９３．４．２６

シベリアジュリン

スズメ

1993.3.6

1992.12.16

ギンムクドリ 1993.3.22

1993.4.10

1993.5.4

1992.12.3

チョウセンメジロ1992.10.10

モ

ガ
リ

ラ
メ
コ
リ
ド

シ
モ
カ
ド
タ

ガ
カ
リ
チ
ウ

ッ
ロ
メ
オ
ロ

ヤ
シ
ア
オ
ク

カラムクドリ 1993.2.7

1993.3.11ミヤマガラス

1992.12.30

1993.2.5

1993.3.１８

１９９３．３．２２

１９９３．３．２３
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種名 観察日

ヒメイソヒヨ １９９３．５．１５

記 戦

真あり．

石川県紬倉島，田儀周久，真木広造，栗崎鋼，

品川喜久馬，川野紀夫，雄２羽，写真あり．

●

天童面豊。加藤聡，大島一郎，


