
アメリカで買ったCardinalのJuvenileの置物

バードウオッチング
★初版 2021-7-8 アップロード
★改訂増補版 (本稿) 2021-7-14 アップロード



始めに
バードウオッチングは、野鳥観察のために、野山を歩き回って行動しますので、

マイナスイオン・フィトンチッド・森林浴などの効果があり、さらにリラクゼーション効
果や非日常などの環境なので、健康長寿に大きく貢献するはずです。もちろん足
腰を鍛えるのにも効果があります。なのでぜひやってください。とても簡単に開始
できます。ただし以上は人に対して言えることであり、野鳥にとっては迷惑であり、
できれば見に来て欲しくないでしょう。

人には健康増進効果があるとは言え、以下のことに注意してください。鳥を求め
て山奥へどんどん入って行って行方不明にならないように。熊(特に最近の日本で
は)やジャガー (コスタリカでケツァール探索中には)などとの遭遇による傷害や、頭

上の鳥ばかり見ていて足元を見ずに崖から滑落しないように。山の中で望遠レン
ズなどの重い機材を長時間持ち歩いて腱鞘炎にならないように。実際に私はコス
タリカでの野鳥撮影で腱鞘炎になり、帰国後しばらく整形外科に通院した経験が
ありますので、経験者語るです。



バードウオッチング用に使っている機材などの紹介
実例としてして参考にしてください。

１．双眼鏡 (必須アイテム)
２. 完全暗黒下でも見れる赤外線暗視スコープ (夜行性のヨタカ

やフクロウなどの観察用)

３．スポッティングスコープ (望遠鏡)

４．望遠レンズとデジタル一眼レフカメラ

５．スマホとBluetoothスピーカー

６．パラボラ集音器

７．録音機

８．野鳥図鑑 (日本・アメリカ・コスタリカの実例を提示します)



１．双眼鏡 この写真は乾電池で作動する手ぶれ防止機構内蔵の高性能双眼鏡 12X36

双眼鏡はバードウオッチングに必須
のアイテムです。長年の経験から言え
ることは、二流品や三流品によくある
20倍とか30倍とかの高倍率のものは
買わないことです。不鮮明な像が、手
ぶれで大きく揺れて頭が痛くなります。

舶来品崇拝者によくあることですが、
ドイツのライカ(ライツ)やツァイスの双
眼鏡は、見え方が素晴らしいと言う人
もおりますが、ニコンやキヤノンのと比
べて明らかに明瞭な差があるというよ
うなことはありません。そんなことより
も、見える像の揺れ・ブレが問題です。
この写真のような手ぶれ防止機構を内
蔵したものですと、手元が揺れても見
える像は揺れずにピタリと止まってい

【文章は次ページへ続く】



て像が揺れず、いくら見ていても快適で頭が痛くなりません。まるで双眼鏡なしで肉眼で目的
物を見ているのと同じ感覚です。なので、バードウオッチングに凝っていて、一日中野山を歩き
回って双眼鏡で野鳥を見ているような人は、この写真のような『手ぶれ防止機構付きの双眼
鏡』を買ってください。一度体験すれば、その素晴らしさに驚かれると思います。現在では、カ
メラのレンズも『手ぶれ防止機構付き』が普通になってきました。また、かなり以前では、ツァイ
スやライカのレンズの写りには定評があり、とても高価なのに売れておりました。私も実際に
所有して色々と体験しておりますが、コスパは低く、『高かろう、良かろう』です。近年では、日
本のレンズメーカーが製造してドイツへ送り、最終組み立てをして、堂々とMade in Germany
と表記して売られているものがあると聞きましたが、真偽のほどはわかりません。いずれにせ
よ、現在では日本の光学機器メーカーの実力は世界一であり、舶来品かぶれは止めましょう。
海外旅行で、観光客が持っているカメラを見ると、ほぼ百パーセント日本製です。しかし、最近
は、カメラよりもスマホで撮影している人がとても多いです。ライカのカメラは、ニューヨークでも
持っている人は、めったに見掛けません。とても便利な現在のデジカメを使ったら、ライカのカ
メラなんかは非常に使いにくく、特殊な人しか今や使わないでしょうね。私もそうですが。

ライカやツァイスの上級の双眼鏡は、30万円くらいしますので、ブランド好きで予算に余裕の
ある人以外は、パスしましょう。もっとも安価なものですと、数万円でもありますが高級感無し。

双眼鏡は防水型だと理想的です。機密性が高いと、水分や塵・埃が内部に入らず、レンズ内
部にカビが生えたりレンズが曇るのを防げるからです。このことはかなり重要です。



当初から現在まで実に長年使っている双眼鏡がこれであり、
長年使い慣れているために、とても使いやすいです。 双眼鏡の倍率は、見える像の大

きさに関係します。たとえば10倍
ならば、100m先の物を見た時に、
10m先から見たように見えます。
なので、この倍率が大きいほど像
は大きく見えますが、ブレもそれに
応じて大きくなり、眼が疲れますし、
頭が痛くなりますので、手ぶれ防止
機構の付いていない普通の双眼鏡
の倍率は、10倍以下が望ましいで
す。

双眼鏡の対物レンズの大きさは、
見える像の明るさに関係します。
それが大きいほど明るくて良いの
ですが、双眼鏡のサイズが大きく
重くなり、持ち歩きに不便ですし、
高価になりますので、そこそこのも
のを選びましょう。店頭で実際に
確かめてから購入してください。



２．完全暗黒下でも見れる赤外線暗視スコープ
(夜行性のヨタカやフクロウなどの観察用)

顔面側

対物側

赤外線照射用LED

対
物
レ
ン
ズ

レンズキャップ



約45cm

約7.2cm

伸縮フード内蔵 質量：約1.4kg

交換式接眼鏡：X25

同：X40

ピント調節ダイアル

三脚座

３．スポッティングスコープ (望遠鏡)

これは、本来は射撃で弾が的に当たった具合を確認するための望遠鏡であり、焼き付け
結晶塗装がしてあり、とても堅牢で、いかにも業務用という感じがする。接眼鏡の交換で倍率
を変える。

(大型三脚必要)



300mm, F2.8レンズを装着したフルサイズ高性能デジタル一眼レフカメラ
バードウオッチングをやり始めた

最初の頃は、色々な鳥を双眼鏡
でただ見ているだけですが、次第
に写真撮影がしたくなります。特

に珍しい鳥に遭遇した時は、その
証拠写真や記念写真として。

ハイクオリティの写真撮影には、
色んな観点を総合すると、ここに実
例を示すようなものが良いでしょう。
このカメラは非常に高性能で、GPS
装置を繋げば、その撮影場所の緯
度、経度、海抜高度が撮影データ
として記録されるので、どこで撮影
した写真かがすぐにわかりとても便
利です。 【次頁へ続く】このセットの全長は約45cm、最大直径は約14.5cm、

質量は約4.4kgです。大型三脚必要。

４．望遠レンズとデジタル一眼レフカメラ



できれば、この上の400mm, F2.8のレンズが欲しいところですが、なにしろそれは185万円くら
いもしますので、購入するのは大変です。明るいレンズですと早いシャッタースピードで撮影で
きるので、ブレない鮮明な写真が撮影できますし、ジャスピンの部分はシャープに、アウトフォー
カスの部分は、ほんわかした、なんとも言えない温かいボケ味になり、奥行き感も出て素晴らし
い写真になります。焦点距離を簡単に２倍とかに高めるためのエクステンダー・テレプラスが安
価に市販されておりますが、これをレンズとカメラの間に挿入すると、たとえば300mmのレンズ
が600mm相当になり、簡便に被写体を２倍大きく写せますが、画像のクオリティが低下しますし、
暗くなりますのでお勧めできませんが、手軽に超望遠を楽しむにはよいでしょう。

とにかくハイクオリティの写真を撮影したいのであれば、上記のようなレンズとカメラの組合せ
が一番です。しかしそれは、大きく、重くて機動性に欠けるということと、とても高価であるという
大きな問題点があります。そのために、営巣中でそこへ行けばその鳥が必ずいるという状態で
あれば、最適ですが、どこにどんな鳥がいるか全くわからない状態で、野山を駆け巡って、もし
もレアな鳥がいたら撮影しようというような目的には全く向きません。車で行ける場所はしれて
います。車が入れないような奥山へ行かないとレアな鳥が撮影できないことが多く、そんな大き
くて重い機材を持って何時間も山奥を歩き回れません。ただし、若くて力持ちの元気なアシスタ
ントが機材の運び屋として同行すれば問題ありませんが。

野鳥に限らずどんな被写体でも、シャッターチャンスが最も重要です。そのために、突然の
シャッターチャンスを活かすには、チャンスでいつでもシャッターが切れる機動性の高いカメラシ



ステムが重要で、この右下の写真のような軽便なAPSのデジタルカメラを常に持ち歩くとよいで
しょう。写真のクオリティよりもチャンスを的確につかまえないといけませんから。今の時代なら、
スマホは誰でも常に持ち歩いているでしょうが、野鳥の撮影には向きません。ただし、公園の池
にいる大きな水鳥の撮影なら別ですが。

上記のような望遠レンズや超望遠レンズ
は、確かにhighest qualityの写真が撮影で
きるでしょうが、シャッターチャンスを逃して
目的の野鳥がうまく視野に入っていなけれ
ば全く意味がありません。特に超望遠レン
ズは、目的の野鳥を視野の中に入れるだ
けでも大変です。苦労の末に、やっとシャッ
ターを切ったら、その直前に飛んで行って
しまい木の枝だけが写っているという写真
を今までに何枚撮影したことか。それを誰
かに見られると、『この木の枝ぶりは実に
素晴らしいので写した！』と言うと信じてく
れます。今はデジタルなので構いません
が、フイルムカメラの時代は無駄が大変。 28-300mmのズームレンズを装着したAPSカメラ

上記のシステムの1/4.4の質量



野鳥の鳴き声を自分で録音し、それをMP3ファイル
に変換してスマホに入れる。

あるいは野鳥の鳴き声の入っている市販のCD音源
などを利用する。

５．スマホとBluetoothスピーカー



このBluetooth Speakerと野鳥の鳴き声の
入ったスマホをペアリングして、スマホに入って
いる野鳥の鳴き声を野山で再生して、野鳥の
縄張り意識を利用して近くへ呼び寄せ、観察や
撮影をする。私の経験では、ウグイスやモズは
容易に騙されやすく、自分の縄張りに侵入して
来たのがいると思い、スピーカーのすぐ近くに
来て、自分の縄張りから出るようにと鳴きまくる
ので、面白いように容易に観察や撮影ができる
ようになります。

このBluetooth Speakerは、最近のもので、高
性能なデジタルアンプを内蔵しており、約5cm四
方で、かなり小型でも出力は5Wで再生周波数範
囲は20～20000Hzです。電源は充電池(USB)な
ので野外でも使えて、とても便利なものです。

手提げ用のひもが
付いている



『月日星・ホイホイホイ』】

電波
サンコウチョウの鳴き声の
ファイルが入っているスマホ

このようにして『縄張り死守』の本能を利用して野鳥をおびき寄せてアップで撮影する特別技法

こらー、だれや、
あっちへ行け！

ここは俺の縄張り
や！

ケーブルで直結も可能



このパラボラ集音器は、組み立て式で、直径が
約58cmになり、遠くで鳴いている野鳥の鳴き声を
集音し、大きくして収録するための装置です。

ずっと以前に京都に住んでいた時に、山科疎水
付近の林の中で早朝にウグイスの鳴き声を収録
していたところ、『放送局の方ですか？』と声を掛
けてきた人がおり、しばらく話をしておりました。
その人は京大の教授で、早朝の散歩中だったよ
うです。その当時、私はその関係者でしたので
勉強のことで話がはずみ、ウグイスの声の録音
はほっておいて、かなりの時間しゃべっていたこと
を思い出し、古き良き時代がとても懐かしいです。

６．パラボラ集音器

(大型三脚必要)



７．録音機
これは業務用高性能デジタル録音機 (乾電池駆動可)



さすがに業務用： 私の大好きなXLRコネクターのマイク入力端子(L&R)付き

CFのメモリカードにも収録可能



８．野鳥図鑑
職業柄、関連の図書・文献・資料などをたくさん集めて熟読し、その内容をまとめ

たり報告したりすることには慣れておりますので、野鳥に関しても同様です。本職
の仕事では、学術論文、専門書などの多くは英文であり、長年読み続けておりま
すので、英文の野鳥図鑑でも何ら問題ありません。野鳥の図鑑はたくさん所蔵し
ており、その全てを紹介することは量的にとても不可能ですので、推薦できる代表
的な一部のみを以下に示します。

私は以前にアメリカに住んでいたことがあり、野鳥の会の元祖的存在のオー
デュボン協会の会員で、全米のあちこちでバードウォッチングをしたことがあり、鳥
好きの親友がアメリカに住んでいるので、今でも時々しております。彼らのやり方
は、私には信じられません。真夏の炎天下で、昼食も食べずに夕方まで野山で鳥
を追っかけ回しておりますし、山道で車のタイヤが通る部分が窪んでいて、道路
の中央部が膨れている道をVOLVOで走り、マフラーが取れても平気なのです。

アメリカでのバードウォッチングで特に印象深いのは、絶滅危惧種でわずかしか
いないWhooping Craneを見るために、テキサス州南部の海岸のCorpus Cristyへ



行ったことです。これはOSUのOrnithology (鳥類学)の実習で、教授の案内で行き

ました。アメリカの『鳥類学』の勉強で大変なのは、英名のみならず学名も覚えな
いといけないことです。

アメリカ・テキサス州南岸のCorpus Cristy
へ絶滅危惧種のこのWhooping Craneを見
に行きました。日本のタンチョウに似てい
ます。ただし、タンチョウは首の部分が黒
いのと尾部がもっと大きく黒い点が異なり
ます。和名はアメリカシロヅルです。この図
は、下記の野鳥図鑑② アメリカ 全体 そ
の１の図を借用。

成鳥

成鳥

幼鳥

アメリカのWhooping Crane

日本のタンチョウ
矢印の先の黒い部分が大
きく異なる。
下記の野鳥図鑑➀日本
その１の写真の一部を借用



アメリカの野鳥は、とてもカラフルなのが多く、その最も強烈なのはCardinalです。
本原稿の最初のタイトルページの左下にその幼鳥の陶器と木でできた置物の写
真が挿入してありますが、この鳥の雄は、くちばしの周囲が黒い以外は全身が鮮
やかな真っ赤で、とても目立ちます。しかも住宅街にもいて、すぐ間近に来ることも
あり、大きな声で『チホ・チホ・チホ・・・』と鳴きまくるのです。特に雪の積もった日に
は、紅白のコントラストが強烈で素晴らしいです。アメリカのセントルイス・カージナ
ルスというプロ野球チームなどのマスコットにもなっています。この他に、黄色や青
色の鳥など、とても美しいのが身近な所にたくさんおり、その巣が住宅街の低木に
もあり、人の眼の高さくらいのもいくつかあって、巣の中を直接見ることもできるの
は驚きです。人との共存がうまくいっております。スズメ、ハト、カラスしか近くにい
ない日本とは全く違いますし、その他色々とあって、一旦アメリカでバードウォッチ
ングをしたら、何かと差があり過ぎるので、日本では・・・・・。ずっと以前から、とに
かくアメリカは色んな面で凄い国だと思っておりましたが、今回の新型コロナ対応
で、ますますその思いは強くなりました。欧米と比べると感染者数が桁違いに少な
いのに日本は、いったい何をもたもたしているのか？！ 全く理解できません。



カラスで思い出しました。オーストリアのシェーンブルン宮殿のような所に普通に
いるカラスでも、日本のように黒一色で不気味・不吉なものではなくて、下に写真

を示すように頭と羽根の一部が黒く、残りの部分は少し青味がかった灰色のツー

トンカラーに色分けされていて、なかなかお洒落で美しく、日本の真っ黒なカラス
を見慣れた日本人には、これがカラスとは思えません。 まさに『所変われば鳥変

わる』です。さすがにウイーンという感じです。『ガー・ガー』と鳴かずに、ウインナ

ワルツでも口ずさんで踊っていそうです。もっ
とも、このカラスは、ウイーンだけでなく、ヨー

ロッパに広く棲息しています。この鳥の名前

は英名が『Hooded Crow 』で、和名が『ズキ
ンガラスまたはハイイロガラス』です。

その宮殿の前にいたカラスを私が撮影



また、中米コスタリカの熱帯雲霧林にいる絶滅危惧種でなかなか見ることがで
きないケツァール(手塚治虫の『火の鳥』のモデルの鳥)を個人的に見に行ったこ
とは、私のバードウォッチング歴の中で最高のものです。これに関しては、私の
ホームページの別項に紹介してありますので、ぜひ参照してください。なにしろ
熱帯雲霧林の奥におりますので、見れる所まで行くのが大変でした。林や藪の中
の道なき道を歩き、やっと営巣地に到着して火の鳥を見ることができました。幸い
にも雄、雌、雛の全てを見ることができました。こんな所へ行くには個人ではとて
も無理で、木の生い茂った木しか見えない山の中で迷子になるのは確実です。そ
のために現地でベテランのガイドを雇い、毎日案内してもらいました。山が深く、
この辺に野生のジャガーが出ることがあるので注意するようにと、そのガイドに言
われてびっくりしました。もしも出たらどうすればよいのかを聞いたところ、『どうし
ようもない！』とのことで、どうすることもできず、運にまかせることにしましたが、
それ以後は野鳥のことよりも、ジャガーのことで頭が一杯になり大変でした。幸い
にも数日間の滞在中にジャガーには遭遇しなくて良かったです。余談ですが、私
は一般の高級車の中では、ジャガーが一番好きですので、ちょっとだけ本物の野
生の本物のジャガーの姿を見たかったと後で思いました。



ケツァールが住んでいるコスタリカの熱帯雲霧林の中の様子
ここには野生のジャガーがいるので要注意！

まさに雲霧林 このジャガーの写真は、はめ込み



こんな感じでケツァールがいますが、あたり一面に大量の雑木
が生い茂っており、その枝が邪魔して鳥の撮影は大変です。

鳥を超望遠レンズで撮影すると、かなり大きく写ります。



☜ ケツァールのオス
全長が約1mもある。
写真の鳥は斜めに写っている
ので、全体が短く見える。オス
もメスも腹部は赤くてきれい。

ケツァールのメス ☞
好物のアボカドの実を

くわえている。当地の野生
の実は、非常に小さい。

この実を食べに来るので、
この木の近くで待っている
と会えることが多い。もちろ
ん巣の近くが一番で確実。

貴重な写真の撮影に成功
(大量に撮影しました)



熱帯雲霧林の外にあるホテルの庭には、色とりどりの花が

いっぱい咲いており、ハミングバードがたくさん蜜を吸いに

やって来る。コスタリカには50種以上のハミングバードがい

て、ホバリングしながら蜜を吸う。ハチドリとも言う。カラフル

な金属光沢があり、玉虫のようで、とても美しい。人に慣れ

ているので、すぐ近くで見ることができ、手でつかめそうで

あるが動作はとても機敏。

ホテルの庭に置かれたエサ(蜜)台に集まったハミングバード

白い蓋に小さな穴がたくさん開いており、そこへ口ばしを入れ

て中の蜜を飲む。ハミングバードは赤い色が好き。

コスタリカでケツァールを見つけるのは非常に困難ですが、

ハミングバードは常に実にたくさんいて、すぐ近くで飽きるくら

いいくらでも見れます。

Hummingbird Feeder



コスタリカは、ハミングバードの種類が非常に多く、実にたくさんいて、50cmくら
いの近くでも見れます。これにも感激しました。コスタリカのハミングバードだけの
図鑑も現地で買いました。このコスタリカでのバードウオッチングでは、地面が藪
で平らではなくて三脚が使えず、仕方なく頑張って左手で超望遠レンズを持ち、
右手でシャッターを切る操作を常にしておりましたので、初日の夜から左手に異
常が起こり、帰国後に整形外科へしばらく通いました。

日本からコスタリカへ行くには直行便はなく、国際線の飛行機を乗り継いでやっ
との思いで行きましたが、写真撮影用の大きな機材を持って行くのは、とても大
変で、いずれの空港でも問題でした。 伊丹 → 成田 → ダラス・フォートワース空
港 (アメリカで２番目に大きなテキサスにある巨大空港) → サンホゼ空港 (コスタ

リカの首都) というルートで行きましたが、伊丹が一番厳しかったです。他の場合
でも一般に大阪・伊丹空港は、何回も利用していますが、国際的に比較して検査
がとても厳しいです。ある時、私の直前の乗客が2～3cmのとても小さなピストル
型のキーホルダーを持っていたのが検査に引っかかり、没収となり、かなり口論
していましたが、係員によると大小問わず、実際に弾が撃てるかどうかに関係なく、
とにかくピストルの形をしているものは全て没収という規則があるとのことです。



野鳥図鑑 ➀日本 その１

野鳥の鳴き声のCD付き

この本の基本データ
縦：21.1cm
横：15.0cm
厚み：2.0cm
総ページ数：271

成美堂出版



野鳥図鑑 ➀日本 その２

このQRコードをスマホなどで読み取れば、
そのページの野鳥の鳴き声が野山でもスマホ
だけで聞けるので、とても便利。

この本の基本データ
縦：8.2cm
横：13cm
厚み：0.9cm
総ページ数：255

池田書店



野鳥図鑑 ② アメリカ 東部の野鳥
(アメリカは国土が広いので東部版と西部版に分かれている)

この本の基本データ
縦：19.5cm
横：10.4cm
厚み：3.2cm
総ページ数：797 (前半のカラー写真：334)

真っ赤なCardinal

前半部が実物写真 後半部が解説文



野鳥図鑑 ② アメリカ 西部の野鳥

この本の基本データ
縦：19.5cm
横：10.2cm
厚み：3.2cm
総ページ数：822 (前半のカラー写真：344)

(内容は前ページに示したのと同様)

出版元： National Audubon Society, New York



野鳥図鑑 ② アメリカ 全体 その１

この本の基本データ
縦：20.8cm
横：12.7cm
厚み：2.3cm
総ページ数：480

出版元： National Geographic Society, Washinton, D.C.



野鳥図鑑 ② アメリカ 全体 その２

この本の基本データ
縦：19cm
横：11.9cm
厚み：1.6cm
総ページ数：359

出版元： St. Martin’s Press, New York



野鳥図鑑 ③ コスタリカ

この本の基本データ
縦： 22.9cm
横： 15.4cm
厚み： 3.1cm
総ページ数： 511

出版元： Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, 
New York

コスタリカの公用語はスペイン語。国名のコスタリカとは、スペイン語で
「豊かな（Rica）海岸（Costa）」の意味。



以下は世界の野鳥関連グッズの紹介

すぐに容易に見つかり簡単に取り出せるもののみ。

なにしろガラクタが多過ぎて目的物を探すのがとても大変なのです。



コスタリカで買ったケツァールグッズ

木彫りの置物 (高さ30cm前後)

ジョッキとマグカップ (両方とも背面に取っ手付き)



アメリカで買った Scissor Tailed Flycatcher の絵の Cup & Saucer



アメリカで買った野鳥の絵のコーヒーカップ６種セット



アメリカ合衆国全50州の
州鳥と州花の記念切手
シート
(アメリカに住んでいた時に購入)

州名のアルファベット順に
並んでいます。日本の野鳥
との大きな違いは、とても
カラフルなものが、日本の
スズメのように、ごく身近な
所にたくさんいることです。

←これでは小さすぎて州鳥名
や州花名が読めませんので
次ページ以降に拡大写真を
示します。



イタリック体の横書きが州鳥名で縦書きが州花名 (以下同様)



















以上のアメリカ50州の州鳥をよく見てみますと、同一の鳥をいくつかの州で共有しているもの
もいくつかあり、その最多はCardinalで7州、次はWestern Meadowlarkで6州、その次は
Mockingbirdで5州、以下1州に至るまで色々です。トップのCardinalの和名はショウジョウコウカ
ンチョウといい、深紅のとても目立つ色合いで、しかも人家の近くにいるので、すぐに見つかり
ます。3位のMockingbirdの和名はマネシツグミといい、他の鳥の鳴き声を真似ますし、行動が
派手で、人家の近くにいるので目立ちます。



4種類のカーディナルの絵が計28コマ
プリントされた大きな布 (約112X59cm)

Printed in U.S.A.
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オール木製で上部の突起を押す
とキツツキが木を突っつく動作を
する。ところで、本物のキツツキ
は、あんなに激しく突っついて頭
が痛くならないのだろうか。

木製のコースター６枚とスタンド



メキシコで買ったものオーストラリアで買ったぬいぐるみの
ワライカワセミで、腹を押すと本物のよ
うに鳴く。



ニュージーランドで買ったぬいぐるみのキウイ (腹を押すと本物そっくりに鳴く)

クリスタルガラス製のキウイ



ミネソタ州の州鳥 ヒスイの白鳥 (中国) 木彫りの鶏と卵 (インドネシア)
Common Loon (米国)



色々なフクロウ

内部にもある白檀の彫り物 七宝 マグカップ 親子の置物
(インド) (中国) (アメリカ) (アメリカ)

日本では『不苦労』として、欧米では学問の神様や子供の寝室に置いておけば寝ているのを
見守ってくれるとか、とにかく目出度く素晴らしい鳥として珍重され親しまれています。



アメリカに住んでいた時にMy Wifeがクロス
ステッチ刺繍で作ったフクロウの壁掛け

モフモフのフクロウ



青磁と銀の丹頂絵香炉



キ
ジ
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日
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次の２枚は特製サンコウチョウ・グッズです。

これらは私が個人的に勝手に楽しんでいるものであり、

夢窓庵から依頼を受けたものではありません。

なので、何かありましても責任は私のみにあります。



Tシャツ

サンコウチョウの模型



左
端
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手
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き
サ
ン
コ
ウ
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皿 サンコウチョウのタンブラーとワイングラス
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月
日
星



いつ、どこで、どのような野鳥を見るか。
効率よく目的の野鳥を見る方法の要点。

野鳥のガイドブックなどを調べて、目的の野鳥の特性をよく知ってから行動し
ないと、努力が無駄となります。たとえばサンコウチョウを真冬にいくらどこを探
し回っても、日本のどこにもおりません。静岡県の県鳥ですが、静岡県に多くい
るということもありません。この鳥は渡り鳥の夏鳥で、南方の地から渡って来て、
４月頃から９月頃までのみ日本にいるのです。この間に巣作りをして卵を産み
子育てをします。南の国へ帰る頃には、あのトレードマークの雄の長い尾羽は
なくなっています。この鳥がいる場所は、一般に少しだけ暗目の杉林などの木
のそこそこの高さにあるV字型の枝の部分に同型の巣を作ります。その材料は、

コケとクモの巣などです。比較的近くに、きれいな水の水飲み場兼水浴び場が
必要です。巣を見つけても卵や雛がいる間は、近付いて脅かしてはいけません。
あまりしつこいと巣を放棄して、戻って来なくなってしまいますので、かなり離れ
た所から望遠や超望遠レンズで撮影しましょう。その場所は他人に教えてはい
けません。口伝えで、ついには団体で見に来るようなことになって、鳥がその巣



を放棄してしまうといけませんので。少しでもアップできれいな写真を撮影しよう
として、エチケット違反が横行し、問題になっています。

サ
ン
コ
ウ
チ
ョ
ウ
の
巣
の
模
型



次にカワセミについてですが、この鳥はサンコウチョウとは違って『留鳥』です

ので、年中日本にいます。カワセミがいる場所は、清流の川辺です。しかも護岸

工事をして両岸がコンクリートで固めてあるような川は、カワセミは嫌いです。な

ぜなら、カワセミの巣は、土でできた川の土手に水平に穴をあけた奥に作ります。

カワセミは、清流の川のすぐ近くを飛び回り、魚を見つけたら川に飛び込んで捕

まえます。なので川の水面の上に張り出した木の枝などに停まって、魚が来る

のを待っています。どうやらよくとまる好きな枝があるように思えます。そのよう

な姿を撮影するのは容易ですが、水面を高速で飛んでいる姿を望遠レンズで撮

影するのは、並大抵ではできません。広角レンズなら容易ですが、それだと撮

影した写真を見ても米粒のようで、ほとんど撮影した意味がありません。

他の鳥でも色々とユニークな特性がありますので、目的とする野鳥について、

よく調べてから効率よく行動に移してください。ただし、とにかく野鳥に迷惑を掛

けないように十分注意してください。とは言え、野鳥に全く迷惑を掛けないバード

ウォッチングなんて無理ですが、迷惑度が最小限になるように努力してください。



【重要】

野鳥の保護・育成のBest Wayは下記のようです：

➀バードウオッチングで野鳥に迷惑を掛けない。

②理想的なのはバードウオッチングをしない。

③巣に近付いて、しつこく写真撮影をしない。

④野鳥保護に寄付をする。



実に長年に渡り、バードウオッチングをしてきての感想・意見・結論などですが、
非常に鮮明で、アップの野鳥の写真として非常に素晴らしいものをよく見かけます
が、経験者としては感心せず、その写真を撮影するのに、その野鳥にはかなりの
迷惑を掛けただろうなとしか思いません。経験の浅い人は、それ以上に素晴らしい
写真を撮影してやるんだという負けん気や闘争心が出て、さらにもっと野鳥に迷惑
を掛けるという悪循環に陥るのです。よりよい写真を撮影するには、時間的と経済
的な余裕が必要になります。野鳥保護のことを考えず、野鳥を単なる被写体と
思って自分の趣味のため、自己満足のために、野鳥に迷惑を掛けてもいいから素
晴らしい写真を撮影したいとのことでやっている人が多いと思います。素晴らしい
野鳥の写真を売って、その収益を野鳥保護団体に寄付するのであればマシです
が、まずそんなことはアマならしない(できない)でしょう。

野鳥のために一番無難なのは、巣の近くへ行くのではなくて、自宅にいて野鳥
グッズを楽しむことです。私はひととおりの機材を揃えましたが、大きくて重いので
体力的なこともあり、もちろん野鳥保護の観点からも、フィールドへ出て大げさなこ
とは、次第にしなくなってきました。そして今や初心者に戻ったという感じで、行くの
なら、たいてい双眼鏡だけの身軽な姿で行きますが、とても行動がしやすいです。



長年の親友でバードウオッチングが食事より好きというアメリカ・オレゴン州の州都ポートランド
在住のRichardsonさん家の裏庭にセットされている野鳥のための巣箱とエサ台の紹介です。
iPhoneで撮影した最新の写真をメールに添付で送ってもらったものを、そのまま以下に掲載。
とても立派なお宅で、バス・トイレ付きの客室が何室かあり、今までに何回も滞在させてもらっ
たことがあって、最長は約1ヵ月も居候しました。コロナが一段落したらまたお邪魔したいです。
裏庭にやってくるたくさんの野鳥を見ながら、ウッドデッキやリビングでも食事をして最高です。

ウッドデッキはこの手前





水飲み場・水浴び場下からリスが上がってこないように
『リス返し』が付いている

とにかくアメリカでWild Lifeを楽しむには、ここオレゴン州・ポートランドが最高です。
それは大勢の人の意見です。アメリカ人で、ここへ引っ越す人もかなりいます。



(地名)

BIRDS SEEN AT OUR GAIBLER HOME; PORTLAND, OREGON

American Goldfinch
Lesser Goldfinch
American Crow
Anna’s Hummingbird
Rufous Hummingbird
Black-capped Chickadee
Chestnut-backed Chickadee
Brown Creeper
Brown-headed Cowbird
Bushtit
Black-headed Grosbeak
Evening Grosbeak
Cedar Waxwing
Downy Woodpecker
Hairy Woodpecker
Pileated Woodpecker
Dark-eyed Junco
Golden-crowned Sparrow
House Finch

Mourning Dove
Mallard (pair on ground)
North Flicker
American Robin
Pine Siskin
Ruby-crowned Kinglet
Golden-crowned Kinglet
Raven (?-Flying over)
Red-breasted Nuthatch
Red-breasted Sapsucker
White-breasted Nuthatch
House Sparrow
Song Sparrow
Fox Sparrow
Lincoln’s Sparrow
Steller’s Jay
Western Scrub-Jay (Now 
named California Scrub-Jay)
European Starling

Spotted Towhee
Turkey Vulture (flying over) 
Townsend’s Warbler
Tree Swallow (flying)
White-crowned Sparrow
Yellow-rumped Warbler
White-throated Sparrow(?)
Rock Pigeon
Black-throated Gray Warbler
Sharp-shinned Hawk
Western Tanager
Cooper’s Hawk
Western Screech Owl
Great Horned Owl
Olive-sided Flycatcher
Wilson’s Warbler
Eurasian Collared-Dove
California Quail
Varied Thrush
Bald Eagle (Flying over)

THE ABOVE REPRESENTS 58 SPECIES SEEN FROM 2009-2021; 
THE SPECIES WITH (?) COULD NOT BE POSITIVELY IDENTIFIED

自
宅
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(地名)



終り

Dr. and Mrs. Richardson, many thanks for your kindness.

人と野鳥の共存・共栄を願いつつ


