
生物多様性国家戦略と生物多様性情報

兵庫県立人と自然の博物館
主任研究員 三橋弘宗

①整備と発信の標準化ガイドライン

②統合のためのルールづくり（共通API）

③発信者のインセンティブと自然史研究の強化と人材育成

→既存ストック活用と新デジタル技術が大切！？



愛知目標：生物多様性条約締結国会議（COP10）

2010-2020の愛知目標がズタボロ
だったので、国際的に緩やかな保
護区の設定が必要だろうという認
識が醸成されている。

達成できず



未来志向の話をします

提案です



もっと保護区がいる 最新の研究成果からの予測

Leclère, D., Obersteiner, M., Barrett, M. et al. Bending the curve of terrestrial biodiversity needs 
an integrated strategy. Nature 585, 551–556 (2020).

エリアベースのOECMが
生物多様性の減少を食い止める

OECMが必要

既存保護区＋OECM → ３０％以上？

持続可能な食システムや食生活



OECMとは？ Other Effective Conservation Measures
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生物多様性の保全を第一目的としないが一定の貢献を
果たしているエリア （COP10直後からCBDで検討開始）

・保全が一次目的で既存保護区に含まれない（重要湿地500、民間保護区、トラスト等）

・保全が一次目的ではないが貢献が大きい （植物園、社寺、遊水池や有機農法の水田等）

・保全を意図しないが結果として貢献が大きい （自衛隊演習地や沈没船など）

保護区として
カウントしたい
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OECMと既存保護区の関係性

既存保護区OECM

公的なもの

一次目的

二次目的

偶発

イメージ図

IUCN WCPA, 2019. Guidelines for 
Recognising and Reporting Other 
Effective Area-based Conservation 
Measures. IUCN, Switzerland.

民間保護区等

• 2019年にようやくOECMの大まかなガイドラインが
できて、次期目標の中心課題となるだろう

• 適正で効果的な保護区選定が求めらる

生物多様性情報の必要性と公共性が不可欠になる



OECMは国際データベースに登録される

https://www.protectedplanet.net/en

Great Blue Heron Nature Reserve

国際的なデータベース「 WDPA（国連環境計画＆国際自然保護連合世界自然保護委員会）」
にて監督されている。

かなり小さいエリアでも登録されている⇒

生物多様性情報のリンクが求められる



OECMによる政策インプットのイメージ

生物多様性に関する成果指標を“実質的なもの”にしたい

• 生物多様性にも配慮されたエリア（OECM）の面積
• カバーされるRDB種や指標種の割合

国際目標となる３０％満たなければ交付金減らすとか開発を許諾しない

現状 実質的じゃない



① 生物多様性情報の整備と

発信のガイドライン



生物多様性情報に関する技術基準と規格がいる

GBIFのデータ整備フォーマット
の基準となっているDarwinCore
に準拠しつつ、国内事情と整合し
た様式として整備

全省庁・全自治体が利用する標準規格

【生物多様性情報の整備と発信に関する技術ガイドライン】をつくること

・学名と和名の標準化
・同定者の表示、正確性
・情報の出展
・産地や確認日の記載方法
・地点精度やハビタット記載法
・RDB種の開示ルール
・データ修正記録の整備法
・オープンデータ化への対応
・データ認証の有無



ハッカソンのOPENな共創がいいのでは

【生物多様性情報の整備と発信に関する技術ガイドライン】を

参加型でつくること→自然史博物館が活躍できると思う

資料：富士通総研HPより
https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/businesstopics/hackathon/trend/



② 統合利用のためのルールづくり

（共通API）



個別の情報を仮想的に統合利用するために

JBIF&GBIF 生物多様性センター
いきものログ

環境アセスメントDB

環境省が関連するもので、複数のサイトが存在する

これらを統合的に利用すると効果的

→ 共通APIが鍵 (Application Programming Interface)
外来生物DB



各地に優れたデータベースはたくさんある

他省庁、地方自治体、研究機関、個人などの
サイトも、検索のための【窓口】となるPG
や仕様を共通化すると、一斉検索できるよう
になります。

共通APIが鍵

(Application Programming Interface)

国土交通省 農林水産省 名古屋市

FFISHASIA（九州大）



参考になる例は航空券の予約と図書館

「関西国際空港 → ニューヨーク」と入力すると、
各航空会社のDBを参照して、候補を複数あげてくる。

EXPEDIA
兵庫県の図書ネットワーク



いきものログ

環境アセスDB

国交省等の調査

研究者のHP
自然愛好家HP

生物多様性の統合利用イメージ

博物館
大学等

ラベル情報
GBIF

統合検索
ルールとAPI

一般
研究者

複数のサイトを横断検索

データの
仮想統合



にほ

生物多様性の統合サイトづくり

ニホンアマガエル
Hyla japonica

３Dデータ

分布情報

標本情報

遺伝情報

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

展示情報

電子図鑑

統 合 情 報

保全情報

＃有用画像を登録

生息適地モデル

学術論文 学術論文

環境教育の素材

小さな自然
再生

TIPS集

電子図鑑サイトへのリンク

環境学習情報
自然再生技術
へのリンク



③ 発信者のインセンティブと

自然史研究の強化と人材育成

→ 生物の識別や調査ができる人材の確保
→ デジタル化技術が大切！？



生物多様性情報の発信者が絶滅してしまう？

コアな自然愛好家や市民科学者が激減している

→ ①高齢化の進行
→ ②同好会の活性低下
→ ③学問の高度化による絶望
→ ④基礎的な自然史研究の評価が低い

嘆いてるヒマが
あったら対策しよう

（自問自答）

■ できることはたくさんある！ ミュージアムの出番

• 若い人に楽しく参加してもらうための仕掛け

• 複数の同好会や異分野との重層的な交流促進

• 高度な作業を簡素化する道具を使いこなし普及する

• データや研究の中程度に公的な発表の場づくりと支援体制

• 新しい発想で面白くする、社会制度にインプットする



あの手この手で実施： 特別な体験をつくる



あの手この手で実施： 特別な体験をつくる

• 地域での学習の講師に
• ひとはくに標本を寄贈
• 情報の蓄積に貢献

最初は観察会

自律的に調査
地の利を生かす近道は無いと思う

地味にやるだけ



多くのデジタル技術的は、格段に技術向上し、
機器やソフトも安価となり、操作も簡便化。
→ 習ったらできる時代

標本のハンズオン化
ITSおよびAI活用の促進

フォトグラメトリーに
よる３Dデータ化 高精細画像 AIによる識別



NPO法人フィールド 堀内氏撮影



高精細画像が支える
オンライン・キュレーション



博物館で精査された
種名付きの画像

所在管理
サーバー

AI識別
エンジン

＜＃種名識別・検証済み＞

デジタル化による生物名のAI検索

既存ストックが大切
＃博物館や分類学者認証の専
用暗号タグをつければ、AIの
識別能力が向上する

→野外学習が普及？



AIによる分類はある程度可能となる

M. Valan, K. Makonyi, A. Maki, D. Vondráček, F. Ronquist, Automated Taxonomic Identification of Insects with 
Expert-Level Accuracy Using Effective Feature Transfer from Convolutional Networks, Systematic Biology, 
Volume 68, Issue 6, 2019, Pages 876–895, https://doi.org/10.1093/sysbio/syz014

複数の標本と様々な角度
の写真が300枚ぐらいあ
れば、90％以上の確率で
識別できる

標本保管と管理が改めて
重要になる

標本の蓄積と管理、デジタル化は、標本
活用の広がりを生み出す。
社会共通資本として捉えることが必要

https://doi.org/10.1093/sysbio/syz014?fbclid=IwAR0ZpfDhH8sf2kESNYFWbSSP69DuLtuxrPYWWvEFZjatSw8OHGqp7ZzLsVo


誰もができるような仕組みであること
→   社会全体で作れる、使える、自分で出来る
→ 役所や研究機関だけに依存しない仕組み

Appropriate technology

社会インフラとしての自然史博物館

自然史博物館が社会インフラになること

システムとして構築されていないと、
“インフラ”にならない

戸籍台帳のように



まとめ

国際的に、生物多様性の保全を進めるために、情報の蓄積と

活用が不可欠な状況になりつつある。

①整備と発信の標準化ガイドライン

②統合のためのルールづくり（共通API）

③発信者のインセンティブと自然史研究の強化と人材育成

→既存ストック活用と新デジタル技術が大切！？





デジタル画像

いきものログ

環境アセスDB

国交省等の調査

研究者のサイト

Biodiversity information integration

博物館
大学等

高精細画像

３D・CT

ゲノム
ラベル情報GBIF

AIアプリ

高精細化

一般
研究者

社会共有資本として整備

統合検索
ルールとAPI

イ
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＃タグ 有用画像


