
Right upper green flag ADL and left lower 

metal band

右上 緑のフラッグADL 

左下 金属性の足環 （メタルバンド）

Left upper white flag JO, left lower 

blue flag, no characters

左上 白のフラッグJO 左下

青のフラッグ文字なし

2) Coloured flag with no characters  | カラーフラッグ（色付
き）に文字なしのもの。 

Left upper white flag no characters, 

left lower blue flag no characters, 

right upper metal

左上 白のフラッグ文字なし

左下 青のフラッグ文字なし 

右上 足環（メタルバンド)

3) Flags with no characters plus coloured bands  |  
文字なしのフラッグと色付き足環の組み合わせ

Left upper metal band, left lower 

red band over lime green band, right 

upper nothing, right lower green flag 

no characters over orange band. 

左上 金属製足環 、左下 黄緑色の足環

の上部に赤い足環 、右上 何もなし、 右

下 オレンジ色の足環の上に

緑色の文字なしのフラッグ。

あなたが鳥を正面から見た場合の左側ではありません。

This is how you decide left or right, upper or lower part of leg 
(also called tibia and tarsus). Left upper white flag E11, left lower 
blue flag, right upper metal band, right lower nothing. 

鳥の脚の左右と上下の決め方。鳥を後方からら見た時の左右を記録
してください、上下については、ひざの関節を境にして記録を行います(上
部のことは、「すね」と下部のことは「ふ蹠」と呼ぶこともあります）。 写真の
例の場合、左上 白のフラッグE11、 左下 青のフラッグ、 右上 金属性足環
（メタルバンド）、右下 何もなし。 写真の例の場合: 左上 白のフラッグE11
、 左下 青のフラッグ、右上 金属性足環（メタルバンド）、右下 何もなし。

Type and location of marks |
種類とマークの位置

(See examples of how to describe the position and the colour of the mark-

ings next to the pictures of birds  | 標識の付けられた部位や標識の種類は以

下の写真の横の記述のように表します)

1. Coloured flag with 2 or 3 characters (letters or num-

bers)  |  カラー（色付き）フラッグに2、3文字のアルファベッ

トや数字が書いてあるもの 

Right upper green 

flag BR and left lower 

metal band 

右上 緑のフラッグBR 

左下 金属性の足環

（メタルバンド)

Information to record when you observe a bird  |  
標識が付いている鳥を報告する際に必要な情報

Name and Contact for 
Observer 観察者の氏名と連絡先

Day / Location 観察日・地点

Species of the bird 鳥の種類

Flag colour and Position  
on legs

フラッグの色とフラッグが付

いている部位

Character Code
(if present)

フラッグに記述されている番

号・アルファベット （あれば）

Colour band/s (if present) 
and Position on legs

足環の色（ついていれば）と

足環がついている場所

Example | 例:

This Bar-tailed Godwit was banded at South Island, New Zea-

land, and was observed at Aphae Island in South 

Korea, 14 May 2009. Left upper white flag over green flag (no 

characters) and right lower metal band. Nothing on left lower 

and right upper.  

このオオソリハシシギは、ニュージーランドの南島（サウスアイラ

ンド）で足環を取り付けられ、2009年5月14日、韓国のAphae島で

観察されたものです。 左上 緑色のフラッグの上に白のフラッグ 

文字なし右下 金属製足環 左下と右上 何もなし、標識なし 。
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HOW TO CONTRIBUTE TO SIGHTINGS 
OF FLAGS AND BANDS

フラッグ（小さい旗のようなもの）や足環等、標識を付け
た鳥を見つけたら情報をお寄せください。

Colour Flagging Regions in the East Asian – Australasian Flyway
東アジア－オーストラリア地域の飛行ルートと、カラーフラッグ、標識の取り付けを行っている地域 

As members of the public, you can contribute 
about the behaviour and pathways of migratory waterbirds by observing and 

-

Researchers capture, mark and release migratory waterbirds to study 

-

has been banded.

社会の一員として、あなたも貢献できます。渡りの時期になると、干潟や湿地や河

原等の水辺にシギ・チドリ類等の渡り鳥が集まります。これらのシギ・チドリ類を観察

し、フラッグ（小さな旗のようなもの）や、色のついた足環等の標識がついているのを見

つけたら、標識の種類や色を報告して頂くことにより、これらの渡り鳥の飛行ルートや

習性の解明・その他の研究等に重要な貢献をして頂けることになります。

シギ・チドリ類の渡りのルートや保護対策の研究するために、飛行ルートにある

各地の研究者が渡り鳥に標識を取り付け、放鳥しています。標識（フラッグ・足環等）

は、取り付けられた国や地域によって色が異なり、その標識の色の組み合わせや、フ

ラッグに表示されている数字やアルファベットの文字等で、鳥の識別や放鳥地の特定

を行います。

標識のフラッグは、プラスチック製の小さな旗のようなもので、色がついています。

各地で異なる色のフラッグを取り付けることにより、再び捕獲せずにどこの地域で標識

が付けられたかを知ることができます。

Birds are marked as individuals for resighting 

in three different ways  |  それぞれの鳥は、再確認

ができるように3つの異なった方法で標識されています。

1. Bands

-

“knee”) can tell us a lot about where the bird is coming 
from. 

1. 金属製足環（メタルバンド）－灰色で個々の識別番号が書か

れていますが、小さすぎて読むことはほぼ不可能でしょう。

プラスチック製の足環－色のついたプラスチック製の足環（バ

ンド）で、バンドの色や色の組み合わせ、足のどの部分（右足／左

足／ひざの上か下か等）にバンドが付けられているかで標識の取

り付け地を判別することができます。 

2. Flags

have a protruding rectangular tab, which might or 
might not have characters on it.  

2. フラッグ－プラスチック製の長方形の小さな旗のようなもの

がついており、色付けされています。

数字やアルファベット等の文字が書いてあるものと文字なしの

ものがあります。 

is important. The scheme used is as if you are looking 

bird head on). 

3. これらの足環やフラッグが取り付けられている位置は重要な

情報を示します。

鳥の脚の左右については、鳥を後ろ側から見て、左側の足を

鳥の左足とします。鳥にとっての左足であって、

Note  | 注意 

the leg (you can use “—” or “None”). Indicate that you 

on the leg (you can use “  ” or “Not Seen”).  Indicate a 
metal band (you can use “m”).  

標識が付いていない部位の記載もお願い致します。「-」や「なし」と記載し

てください。また、標識の有無の確認ができなかった部位に関しては、「未

確認」「確認できず」等と記載してください。金属製の足環についても記載

願います。(「ｍ」と記載。)

-

鳥の標識についての情報を送って頂いた際には、その鳥の過去の標識

取り付け記録や、個体によっては観察経緯の詳細を観察者宛にお送り致

します。

Contact  

 through the 
AWSG website.

詳細な情報や観察記録はEAAFP事務局（secretariat@eaaflyway.net）

宛にメールでご連絡いただくか、またはオーストラリア渉禽 

類研究グループ（AWSG）ウェブサイト (http://awsg.org.au/) 

を通じてご報告ください。

EAAFP Secretariat
secretariat@eaaflyway.net 

Australasian Wader Studies Group (AWSG)
h p://awsg.org.au/wp-content/themes/AWSG/repor orm.php

Designed by Angela Choi

East Asian-Australasian Flyway Partnership
www.eaaflyway.netEAAFP


