
 

 

 

 

 

パネル討論会 

これからの日本の生物多様性情報インフラを考える 

 

  



開催にあたって 

 

2001 年に設置された地球規模生物多様性情報機構 GBIF は、設立 20 年を経過し、2020 年には

現在までの活動を評価するとともに、新しい戦略立案に向けて活動がスタートした。一方、日本で

は 2010 年に名古屋で開催された COP10 から 10 年が経過し、新しい国家戦略の立案に向けて活

動が進んでいる。GBIFの日本ノードである JBIFは、文部科学省／国立研究開発法人科学技術振

興機構 JST／国立研究開発法人日本医療研究開発機構AMEDからの助成（ナショナルバイオリソ

ースプロジェクト NBRP）を受け、国立科学博物館が運営するサイエンスミュージアムネットにて国内

の標本情報を公開するとともに、GBIF にデータを提供してきた。この間、日本では、生物多様性情

報について理解と公開が進み、現在では 800 万件近くのオカレンスデータが公開、利用できるよう

になり、データの活用も進んでいる。また、NBRP も令和３(2021)年度で第 4 期が終了する。一つの

時代の区切りと新しい時代を迎えるにあたり、いままでの活動を振り返り、将来について考える機会

を持つべく、有識者によるパネル討論会を企画した。 

 本討論会では、議論が発散的となることを防ぐため、参加希望者を募るにあたって予めアンケー

トを実施し、そこで出たアンケート結果をもとに、パネル討論会に先立って問題点を整理した。また、

当日は討論会に先出ち、GBIF 日本ノードの関係者から 2 題の演題を提供し、後の討論会での材

料とした。また、当日のパネル討論会を受けて、参加者に事後のアンケートを実施し、結果をまとめ

た。 

 この文書では、上記の流れに沿って、事前アンケートの結果、当時の講演資料、パネル討論会

の意見採録、事後アンケートの結果を示す。本討論および意見聴取の結果は、今後の日本の生

物多様性情報インフラを整備する上で、貴重な資料となると考える。 

 

2021 年 3 月末 

GBIF 日本ノードマネージャー 

細矢 剛 

（国立科学博物館 標本資料センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

開催日時：2021 年 2 月 13 日（土） 14:00 - 16:00 

開催形式：Zoom によるオンライン会合 

主催：GBIF 日本ノード JBIF 

 

プログラム 

時間 内容（敬称略） 発表 

14:00-14:10 諸注意 

14:10-14:30 講演 1 「趣旨説明・いままでの活動を振り返る～GBIF の 20 年と JBIF～」 

 国立科学博物館 細矢 剛 

 

14:30-14:50 講演 2 「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 三橋 弘宗 

 

14:50-15:00 （休憩） 

 

15:00-16:00 パネル討論 「これからの日本の生物多様性情報インフラを考える」 

【司会】神保宇嗣（国立科学博物館） 

【パネリスト】鈴木 まほろ（岩手県立博物館）、渡辺 恭平（神奈川県立生命の星・地球博物館）、

持田 誠（浦幌町立博物館）、平田 慎一郎（きしわだ自然資料館）、大澤 剛士（東京都立大学） 
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パネル討論会：これからの日本の生物多様性情報インフラを考える 

2021 年 2 月 13 日（土） 14：00～16：00 
https://www.gbif.jp/v2/activities/panel_discussion_2021.html 

 
参加登録状況 
 申し込み者 122 名（2021 年 2 月 8 日締切時点） 
 
アンケート① これからの S-Net や GBIF のような生物多様性情報提供サイトにはどんな

機能があるとよいとお考えですか。 
 採集地点データのマッピング機能 
 位置情報から分布図が作成される機能の充実 
 使用経験が乏しいのですが、分布情報が地図として直感的にわかるような作りだと見やすく興味を

引くと思いました。（ターゲットにもよると思います） 
 分布情報の地図化を促進し見やすく公開することは重要 
 （既にあると思うが）使い勝手の良い地図表示、かっこ良い地図表示 
 その標本が、どんな論文に使われたのかわかると面白い 
 エクセルや csv 形式で抽出でき、データ利用の成果を公表する際は公共物としての簡単な引用方法

（個人らによる事例研究の引用ばかりに偏ることを防ぐ）が確立されていること。 
 他機関の生物多様性情報を収集、統一フォーマットで発信する機能 
 生物分布情報を整理し、開発などの際に有効な生物多様性保全策を考える基礎資料となる機能。 
 簡単な解析結果を出力できる機能。データの蓄積だけでは意義が広まりにくい。 
 スマホアプリ 
 
 分かりやすい生物多様性の現状に関する情報コンテンツや普及啓発キット 
 Darwin Core データ作成支援機能 (もうちょっとつかいやすい IPT?) 
 オンライン上のタイプ標本、原記載論文へのリンク、琉大久保田さんが実施しているようなデータキ

ュレーションによるグラフィカルな利活用事例の情報発信とのオフィシャルな連携 
 直感的に操作ができる。生物多様性情報以外の社会動態も連動して見られる。 
 データ収集の更新状況（新しく追加されたデータ等）の紹介があるとありがたいです。 
 コンテンツが多いため、ユーザが探している情報にすぐにたどり着けるようなクイックメニューが

あるとよいと思いました（データ提供者、データ利用者、データ登録を検討中の方、Darwin Core に

詳しくない方など、それぞれに特化したものがあるとよいかもしれません） 
 生物の分布に関する文献情報の集約など 
 データの標準化と一般への情報提供 
 S-Net と他のウェブサイト（例：日本のレッドデータ検索システム）との連携 
 検索結果に、環境省及び各地域のレッドデータブック・レッドリストでどのカテゴリーにあるのか表
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示できると便利です。 
 資料の形態，画像の追加 
 概要がわかるもの、キーワード検索「地域名」「重要種」「外来種」など 
 中長期展望とともに維持、更新されていくことを前提とすれば、主な機能として十分ではないでしょ

うか。 
 画像や３次元データの充実 
 最先端の情報共有、ネットワーク 
 
 標本写真から標本データ(葉の大きさや葉脈数など)の計測ができる機能" 
 各部門や省庁が所有する生物多様性に関するデータを横断的に検索・参照可能な仕組みがあればと

ても利用しやすいと考える 
 研究者が実際の研究に利用する際に便利な検索機能や解析機能があれば、多くの研究者が自発的に

データを S-Net に上げたいと思うので、コンテンツも充実するのではないか。 
 解析に使用できるツールや、表記ゆれを低減させるためのリストや外部資料へのリンクを掲載する。

あるいは解析に使用できる Web アプリを公開する 
 生物多様性保全に関する経済評価、心理的調査結果 
 S−Net自体でデータペーパーとしてのジャーナルとなると面白いのではないか 
 各生物種ごとに形質など情報（他のデータベースから引用した情報など）も紐付けされて、一緒に閲

覧できたり、backbone や occurrence をダウンロードするときに一緒の表になってダウンロードで

きたりすれば便利だと思いました。 
 データを活用した予備的な調査や、大規模な情報を活用した生物多様性保全の研究のための基礎的

な情報蓄積の機能があると考えています。 
 ログインして自分個人のデータを管理して、任意に公開／非公開を切り分けられる仕組み。デジタル

バウチャーを重視し、生物同定には他者も参加できるようにする仕組み。もしくは、これら役割を

iNaturalist 等に委ねその発展を促し、連携を図る。 
 メタデータによるリンクが無くとも、AI による関連データのサーチ 
 同定機能、外来種の判定機能 
 
 現状の機能で不自由を感じておりません 
 現在使っている機能で満足している。今後何か思いつけばこのような機会で発言したい。 
 役に立つ 
 zoom を使った情報発信 
 知識不足のため特になし 
 これまで私の場合は、他の複数のデータベースから引用した種ごとの形質情報などのリストは、種名

リストを GBIF の species matching 機能を使って種名を GBIFbackbone 側に統一し紐付けさせた

りしておりました。" 
 push 的情報提供 
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アンケート② 生物多様性情報の利活用を促進する上で必要なこと、大切なことにはどん

なものがあるとお考えですか。 
 具体的な利活用事例の紹介など 
 データが充実していること。利用方法がわかりやすいこと。 
 活用事例の共有、特に学習指導要領とリンクした活用事例を参加機関が PR 
 データ活用事例を可視化し、生物多様性情報のオープン化の利点をアピールすること 
 利活用によるメリットを示す、具体的な利活用の事例をできるだけ様々なジャンルで示す、データベ

ース内の生物多様性情報の質と量を十分にする 
 成果例の蓄積。どこに何があって、どう使うか（ウェブページから＋スクリプトから）の実例（マニ

ュアルなど）の教育プログラム 
 希少種の乱獲等につながる情報に注意する、使い方の説明者を派遣する仕組み。 
 日本の経済活動・政策が他国（の生物多様性に与える）に与える脅威の情報 
 使う人と作る人が分かれていない仕組みづくり。つまり、誰もが作る側に参加できて、かつそれが科

学的データとして扱える仕組みづくりが、裾野を広げ、利用促進にも繋がると考える。 
 これらの情報の最も基盤となる、それぞれの生物の生息情報（あるいは標本情報）の整理やその利活

用に加えて、新たな情報を追加していくことが重要であると思います。しかし、その部分を担う人材

がどんどん縮小するとともに高齢化傾向にあります。大学の系統分類学講座を維持するのもなかな

か厳しい状況にあります（教員採用人事でも、なかなか分類学分野の方の業績は目立ちにくいところ

があります）。そのような意味では、長期的視点での、生物多様性情報を蓄積していくためのシステ

ムを再構築させていくようなことが必要かと思います。 
 開発に携わる人や政治家も、生物多様性がどうなっているかわかること。 
 希少種の位置情報の保護 
 一つのことにこだわらず、大きな視野で情報を得ること。それが、人の生活とどうかかわっていくの

か、知ること。 
 最新のデータの追加。特に、現在情報の少ない地域・分類群についての追加情報。 
 様々な関連分野にリンクを張り巡らすこと。アセス協会など。 
 実際の自然という、膨大な情報に触れる機会が若年層で失われつつあることについて。 
 利活用の結果の魅力的な情報発信 
 地域のかかえる生物多様性問題への取り組み 
 情報の偏りが少ないことや、データの詳細な情報が載っていることなど。 
 
 生物多様性情報のプラットフォーム 
 データベースに登録されているデータの質が一定以上あることや、質のばらつきの少なさが重要だ

と考えています。 
 
 公開データができるだけ最新の同定結果を反映させること（既存データの迅速な修正） 
 情報の速さ。特に外来種。 
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 情報の根拠(標本または写真など)の有無 
 共通のデータベースを作り、それをもとに使い手に合わせて加工できるプラットフォーム。 
 市町村レベルの生物調査データの DB 化 
 情報へのアクセスのしやすさ、画像や付属資料などの充実。 
 簡単な解析方法の例示や、マニュアルの提示。データの蓄積だけでは意義が広まりにくい。 
 どの標本がどの業績と結びついているのか 
 
 海外の遺伝資源（情報）提供国とその研究者の立場に配慮すること 
 生物多様性に関する社会的認知を高めるための普及啓発活動。レッドデータ種の扱い（捕獲・採取か

ら情報利用まで）に関する法整備。 
 授業で学ぶまで生物多様性情報とそれらを管理するサイトを知らなかったので、何らかの形での広

報活動は促進効果があると思う。 
 人々の気持ち（経済的な有効性、心地よさなど） 
 利活用することがどのように人の生活にかかわるかをアウトリーチすること。 
 使いやすい、わかりやすい、無料 
 生物多様性の価値を信じる文化 
 情報を利用する側の環境の整備 
 学校関係者や一般の人など，専門家以外もアクセスしやすいように，認知を度上げる必要があると思

います． 
 上記を含めて、マスコミ等一般からの注目・利用を取り込む仕掛けとそのアピールによる資金獲得及

び取り組みの拡大 
 市民参加の促進 
 地域の生態系に興味を持たせること。絶滅危惧種などに限らず、環境保全啓発を行なっていくこと。 
 国家的な取り組みとするための予算的保証 
 使いやすさと、生物多様性への配慮 
 提供される情報の品質管理、保証制度、生物多様性情報の継続的収集のための人材育成 
 具体的にどのような生物多様性情報の利活用が可能か示すこと 
 情報共有 
 情報提供のハードルの低さ 
 現在ある情報がすべて網羅されていると勘違いしないこと 
 
 有効性の確保 
 
アンケート③ 日本のこれからの生物多様性国家戦略にどのようなことを求めますか。 
 保全の推進と慎重な土地利用 
 数値目標の設定と目標達成のための年次計画（5 カ年計画等）、評価の実施と設定目標や計画の見直

し、開発・保全のゾーニング計画の策定 
 せめて日本の動植物種だけでも、しっかりとしたデータベースを国家プロジェクトで作って欲しい 
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 自国の自生生物に関する記載分類学的調査・研究の必要性の再認識と経費的・人材的支援 
 企業などの開発と保全で拮抗する場合に適応される、強制力のあるルールがあったほうがよいので

はないか。 
 モニタリングサイト 1000 のように、同一規格、長期、オープンなビッグデータ拡充。 
 実現可能な目標 
 実効性 
 生態系保全の実効性 
 省庁連携を明確にした施策の打ち出し 
 メッセージの分かりやすいさ 
 具体的定量的施策 
 現在ある重要な自然環境の保全はもちろん、環境悪化した場所の修復や代替地の創出を公共事業と

して進め、各県に専門家を配置すること。 
 政府として何を実施するかを明確に示すこと。財政出動を伴う施策の実施。グリーン・ニューディー

ル政策的な、取組。生物多様性を国民の福利の維持の基盤として認め、必須インフラであるとしてそ

の維持に投資をするという明確な姿勢。生きもの大切といった情緒的なものではない文脈を強める。 
 都道府県など地域の自然史情報の蓄積と活用へのインセンティブ 
 国土強靱化のような土木事業偏重ではないソフト事業の充実 
 情報の視点でいうと、せめて各省庁が持っている生物情報の標準化はして欲しいです。また、それら

複数の情報を統合したうえで、地域の人がうまく生活レベルも含めて扱える（対策の質向上や観察の

ための情報まで）ような情報共有の枠組みやプラットフォームなどがあるとよいと思いました。 
 生物や自然環境のモニタリングの事業継続のために環境省や文科省、気象庁等にもっと国家予算を

割り当てる。生物多様性情報を活用した教育や基礎研究の機会を増やす。 
 Evidence Based Policy のための必要コストとして、博物館に収蔵品整備費用を支給 
 日本の経済活動・政策が他国に与える脅威の減滅 
 現在は絶滅が危惧されておらず個体数が多い種（いわゆる普通種）について、遺伝的多様性が十分に

維持できている現在の時点から保全を行うことも重要ではないかと考えています。希少種ばかりが

注目されている現状ですが、個体数があまりに減少してしまった種にかけるコストについて再検討

し、これから保全していける種について、より気にかけても良いのではないかと考えています。 
 巨大地震の被害想定のように、パターンをいくつか想定して社会への影響を予測。地域の生物多様性

を活用した場合と、失敗した場合の社会的損失の試算。経済活動との連携の戦略。 
 広域自治体（各都道府県など）における生物多様性戦略担当者の人材登用。海外への情報発信と連

携、特に中韓、東南アジア諸国との連携による極東・東アジアでの生物多様性保全の推進（祖先的ル

ーツやフライウェイも考慮した） 
 簡単ですが、国外、国内外来種の持ち込みに対する厳しい監視 
 アンケート②の内容と重複しますが、「生物多様性」の重要性に関する理解は少しずつではあります

が、拡がり、深まりつつあるように思います。一方で、基礎的データを蓄積していく人材の減少が危

惧されます。様々な生物群における分類学者の安定・継承や新たな人材の育成、これらの専門家をサ

ポートするようなパラタクソノミスト的立場の方々が長期的に活躍できるようなシステム整備が希
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求されます。 
 「脱炭素社会」達成のための取り組みは、地域の生物多様性にとって脅威になる可能性があると考え

ます（例えば湿地への太陽光パネル設置など）。それら他の国家戦略に生物多様性国家戦略が捻じ曲

げられないことを望みます。また、国家戦略を地方自治体がどれくらい理解して実行するのか、現状

を考えると不安です。戦略の伝達・実施段階まで検討していただければと思います。 
 博物館資料の重要性の明示 
 国民の様々な考えを無視しないこと。 
 訳し、伝える構造、手法 
 自然史標本や DNA 情報の保全に関する踏み込んだ取り組み 
 地域のかかえる生物多様性問題への取り組みへの支援 
 
 グリーンインフラ推進との連携 
 市民の参加、市民のエンパワメントを志向すること 
 脱炭素社会への取り組みが本格化するため、地球温暖化による生物多様性への影響と社会への影響

を教育だけで無く、伝統文化の継承など地方創生を支える産業基盤への影響をエビデンスにより市

民に示す。 
 SDGs への密接なリンク 
 先駆的な取り組みになると良い。 
 生物多様性保全に携わる人材の育成。省庁間の連携。大学、博物館、自然保護機関等の連携推進。 
 他の（環境以外の）セクターに負けないメッセージの強さ 
 一般市民が集める生物記録をビッグデータとして集積させる仕組みづくり。 
 生物多様性を保全することで得られる価値を見える化する 
 SDGs など、コンセプト先行になっているので、生物多様性をどう実際の行動に落とし込むかという

アクションでのアピールが必要。とかく経済優先になっている（ように見える）ので、環境省のリー

ダーシップ 
 "地域の里山保全活動への支援 
 地域の外来種駆除活動への支援" 
 生物多様性の社会への浸透の強化 
 経済面より環境保全を優先した開発。専門家の環境アセスメントをちゃんと聞くこと。 
 空気や水、土壌を汚さない工夫をする。 
 災害時のレスキューなど標本の保全活動に、JBIF のような立場からも取り組めないものでしょう

か？ 
 
演者やパネリストへの質問やリクエストなどがございましたら、ご記入ください。 
 地方博物館の役割や、できることの提言を頂けると嬉しいです。 
 生物多様性の主流化についてどのようなことを考えているか 
 新しい国家戦略の目玉は？、国家戦略で大きく変わったところはどこ・何？、地域戦略に求めること

はどんなことか？ 

7



 自治体や地域の活動団体などが既存の生物多様性情報をうまく用いて取組を進めているような例が

あれば教えていただきたいです。 
 博物館のデータ入力に助けになるようなツール・キットの開発を加速させる必要があると思います。 
 お忙しい中、ご講演ありがとうございます。楽しみにしております。 
 皆様の講演を楽しみにしております。 
 JBIF のイベント日程を現在より（できれば 1-2 か月）早く広報告知してほしい。 
 「日本の」生物多様性インフラがテーマですが、とかく英語でいろいろな情報が公開されるので、必

要な情報は将来 日本語のマニュアルを作成するくらいの気概で、使える海外のデータ（や動き）も

触れた方がよいかとは思いました。 
 
 とくにない 
 楽しみにしています。 
 楽しみにしています。 
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講演 1 

趣旨説明・いままでの活動を振り返る 

～GBIF の 20 年と JBIF～ 
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趣旨説明・いままでの
活動を振り返る～GBIF
の20年とJBIF～

2021.2.13.

パネル討論会

国立科学博物館 標本資料センター
GBIF日本ノード ノードマネージャー

細矢 剛

趣旨説明

• GBIFは設立（2001）から20年
• COP10（2010）から10年
• NBRPも2021年度末でIV期終了

• GBIFでは新しい戦略（中期目標・中期計画）の
議論がなされている。

• 新しい生物多様性国家戦略立案

• いままでの活動の振り返り
• 将来を考える

10



講演1 20分
趣旨説明・いままでの活動を振り返る～GBIFの20年とJBIF
～（細矢・科博）

講演2 20分
生物多様性国家戦略と生物多様性情報（三橋・人博）

休憩 10分

パネル討論会 1時間
【司会】神保宇嗣（科博）
【パネリスト】鈴木まほろ（岩手県立博物館）、渡辺
恭平（神奈川県立生命の星・地球博物館）、持田誠
（浦幌町立博物館）、平田 慎一郎（きしわだ自然資
料館）、大澤剛士（東京都立大学）

約１６億件！

地球規模生物多様性情報機構
Global Biodiversity Information Facility

インターネットを介して、世界の生物多様性情報を誰
でも自由に見られる仕組みを作っている国際機構

現在利用できる情報は・・・

事務局：コペンハーゲン
11



日本ノードからのデータ出版の流れ

遺伝研

国立科学博物館

G

B

I

F

東大

103 研究機関・自然史博物館

文献
研究報告書
など

日本語

英語

S-Net
活動助成：NBRP
（提供：AMED）

NBRP：ﾅｼｮﾅﾙﾊﾞｲｵﾘ
ｿｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

AMED:日本医療研
究開発機構

1.NBRP事業は令和3年度からAMED管理での

事業ではなく、文部科学省の直轄事業に戻
る（R3予算閣議決定）。

2.NBRP事業はR3年度末で第4期が終了する。

動き（1）：NBRPの所管

12



GBIFの20年（2001-2006）

• データアクセスとデータベースの相互利用性
• 自然史標本のデジタル化
• 生物名の電子カタログ
• 能力開発・アウトリーチ

設立、Proof of concept

GBIFの20年（2007-2011）

• コンテンツの拡大
• インフォマティックスの拡充
• 参加者の増加
• ガバナンスと資金の確保

Toward full operation

13



GBIFの20年（2012-2016）

• デジタルコンテンツの拡充
• インフォマティックスの推進
• 連携の推進

Vision：サイエンス、社会、持続可能な未来のため、生物
多様性情報がどこでもだれでも利用できる。

Mission：生物多様性情報において第一のグローバルリ
ソースであり、環境と人間に対するスマートソリュージョン
を提供。

Seizing the future

GBIFの20年（2017-2022）

• 世界的ネットワークに注力
• 生物多様性情報インフラの拡充
• データギャップを埋める
• データ品質の向上
• 有用データの提供

※コロナ禍で1年延長
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https://docs.gbif-uat.org/publishing-dna-derived-data/1.0/en/

シークエンスデータの取り込み

1. 設立20年を迎え、20年間の振り返りと評価に関す
る文書を出版（和訳中）。

2. 5年ごとの中期計画を1年延期し、現在の第4期は
2022年末とする。現在の戦略はそのまま1年延長。

3. 次期中期計画（戦略）策定に向けて2021年から活
動。

動き（2）：GBIFの戦略

• 世界的ネットワークに注力
• 生物多様性情報インフラの拡充
• データギャップを埋める
• データ品質の向上
• 有用データの提供

2017-2022
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GBIFの20年（今後）

• CODATAの外部評価により、21か条のレ
コメンデーションを受ける。

• より長期間の計画の必要性。

• アジアからのデータ収集。

• 機構改革とスタッフの充実・資金確保。

「生物多様性知識」アドバイザリー
データ収集戦略
“グランドチャレンジ”
アジア地域オフィス

課題

日本語化して使いやすく
16



週ごとのユーザー数の遷移

週ごとのセッション数の前年との比較

GBIF事務局提供データ(2020.8.1.)

日本からGBIFへのアクセス数

COVID-19 (?)

COVID-19 (?)

GBIF.org web traffic, By Country (31 May 2020)

https://www.gbif.org/the-gbif-network

Ran

k
Country/Territory Sessions Visitors

Effective 

sessions

% total 

sessions

2019 

rank

Pages / 

session

1 United States 59,265 38,989 109,691 10.45% 1 4.27

2 Mexico 40,617 27,787 74,808 6.48% 2 4.24

3 Spain 39,579 28,575 62,1 45 5.15% 6 3.64

4 India 32,223 17,578 60,920 5.92% 4 6.91

5 Colombia 27,778 17,002 55,043 4.67% 3 4.97

6 Brazil 25,834 16,807 48,465 4.52% 5 5.13

7 France 24,020 13,894 35,565 4.18% 7 4.73

8 United Kingdom 20,473 11,291 34,184 4.19% 8 4.83

9 Germany 20,112 11,373 37,854 3.74% 9 5.48

10 Japan 14,931 9,993 36,485 2.12% 13 4.53

TOTAL 594,714 361,898 337,441 100.00%
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アジアのGBIF参加国・団体からのデータ
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日本からのデータの地理的カバー範囲

GBIF全体のデータの地理的カバー範囲
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活用事例

S-Net GBIF

http://science-

net.kahaku.go.jp/app/page/activity.html
http://www.gbif.jp/v2/library/library_nov2017.

html20



NBRPのRRCに収められた論文数
（日本からのデータを利用した論文）

出版年 論文数

2017 39

2018 74

2019 161

2020 94

合計 390

DOIがついていない論文を発表されたらご連絡ください。

sent_info@kahaku.go.jp
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1. 科学および社会で必要とされているデータを提供する
• ユースケース収集、データ利用者・提供者への教育普及

2. インフラストラクチャーを充実させる
• 標本情報収集・公開の実施体制強化、情報システ、ムの安定運用

3. データの質的向上を図る
• データバリデーション方法の確立、補助ツールの整備、能力育成

4. データギャップを埋める
• 蓄積・公開データの把握、データ提供の呼びかけ・サポート

5. 関連活動との交流を促進する
• 博物館・研究機関・行政・市民との交流・連携、アジアでのリーダー

シップ

日本ノード“JBIF”の戦略（2017～2021）

日本ノード“JBIF”の活動
1. S-Netを中心とした標本情報の集約活動

• 118機関434データセット、770万件の共有

• 広報普及・情報発信・能力向上活動

• 国内における生物多様性情報のオープン化推進

2. JBIFサイトにおける観察情報データとの統合

3. アジア地域におけるリーダーシップ

• 地域代表・副代表

• 会合の開催

• 環境省資金（BIFA）による活動の支援

22



1. 2021年6月でAssociate Participantとしての
期限が切れるため、それ以降はObserver
となる。

2. 国内でのNode機能は維持するが、GBIFコ
ミュニティ内では、正式な“Node”としては
認められない。

3. 国立科学博物館も令和3年から第5期中期。
日本ノードにおいても新体制を計画中。

動き（3）：日本の立場
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まとめと今後の課題

1. 日本におけるデータ収集提供の流れはほぼ
確立した。さらに拡充することが期待される。
• 作業の効率化（自動化、学名カタログの整備

等）
• データ共有に関する理解の促進
• データの質的向上（地理情報、シークエンス等

との連携）

2. さらなるデータの利用促進が望まれる。
• DOIなどの汎用IDの活用
• 能力開発・アウトリーチ
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講演 2 

生物多様性国家戦略と生物多様性情報 
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Appropriate technology
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パネル討論会資料 
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パネル討論

「これからの日本の生物多様性
情報インフラを考える」

パネリスト
平田 慎一郎（きしわだ自然資料館）
持田 誠（浦幌町立博物館）
大澤 剛士（東京都立大学）
鈴木 まほろ（岩手県立博物館）
渡辺 恭平（神奈川県立生命の星・地球博物館）

司会 神保 宇嗣（国立科学博物館）

アンケート

① これからのS-NetやGBIFのような生物多様
性情報提供サイトにはどんな機能があるとよい
とお考えですか。

② 生物多様性情報の利活用を促進する上で
必要なこと、大切なことにはどんなものがある
とお考えですか。

③ 日本のこれからの生物多様性国家戦略に
どのようなことを求めますか。

日本の生物多様性情報インフラはどうあるべきか？
今後の活動・生物多様性国家戦略等へのインプット

42



「地球規模生物多様性情報概況」

Hobernほか著, GBIF日本ノード訳
「地球規模生物多様性情報概況」
意訳・拡大版（CC BY）

生物多様性情報インフラの機能

• 取得 生データ、引用方法、API
• データ 画像等マルチメディアデータ

• 可視化 地図化、解析結果

• 利活用 普及コンテンツ・キット、スマホアプリ、
同定支援（AI）

• 連携 他のイニシアチブ＆省庁横断・ワンス
トップサービス

データ／情報システムそのものを考える

作成 提供 集約 視覚化 知識

博物館等 GBIF等 研究者等 政策・一般市⺠等
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• 今までのデータ公開はどのようなメリッ
トをもたらしたか？

• これから先、どのようなデータや要素が
重要なキーとなるのか？

• 提供者・利用者（データ解析者）、双方
から連携や公共APIに期待することは？

生物多様性情報インフラの機能

生物多様性情報の利活用促進

• 理解 利活用事例、解析レシピ、政策利用

• 証拠 品質向上、標本保管体制

• データ 文献、画像

• 文化 データの「共有財産化」、提供者への
配慮、利用リテラシー

データ／情報システムをとりまく環境を考える
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• 持続的なデータ提供を維持するために必要
なことは？（証拠・インセンティブ…）

• 利活用を促進するための、データ利用リテ
ラシーをどう高めていくか？

生物多様性情報の利活用促進

生物多様性情報と国家戦略
• 蓄積 長期的プロジェクト、大量データ

• 枠組み 永続的保存、情報システム維持

• 連携 省庁、専門家、市民参加

• 分類学 種名目録、記載促進、連携

• 人材育成 専門家、キャリアパス、国際連携

• 施策 地域戦略、実効性

日本学術会議 農学委員会
応用昆虫学分科会報告
「昆虫科学の果たすべき
役割と その推進の必要性」
（2011年）
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• 特に喫緊な人材不足の懸案は？

• 生物多様性国家戦略に、現場が期待する
こと、懸念することは？

生物多様性情報と国家戦略

これからの生物多様性情報
インフラを考える

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

今回の議論を踏まえた上でのドキュメント化
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パネル討論 「これからの日本の生物多様性情報インフラを考える」 
2021.2.26. 

音声記録からの発言圧縮（細矢） 
 
【司会】 神保 宇嗣（国立科学博物館） 
【パネリスト】 鈴木 まほろ（岩手県立博物館）、渡辺 恭平（神奈川県立生命の星・地球博物

館）、持田 誠（浦幌町立博物館）、平田 慎一郎（きしわだ自然資料館）、大澤 剛士（東京

都立大学）、細矢 剛（国立科学博物館）、三橋 弘宗（兵庫県立人と自然の博物館） 
 
神保：これからパネル討論会としまして、この「これからの日本の生物多様性情報インフラを考

える」ということで進めていきたいと思います。パネリストとしまして、きしわだ自然資料

館の平田さん、浦幌町立博物館の持田さん、東京都立大学の大澤さん、岩手県立博物館の鈴

木さん、それから神奈川県立生命の星・地球博物館の渡辺さん、の 5 名に加わっていただき

ます。まず自己紹介をお願いしましょうか。 
平田：きしわだ自然資料館の平田です。GBIF にはほそぼそとずっと提供し続けているんですけ

れども、なかなか館のしっかりした業務となりにくいという部分もありまして、何とかそれ

をちゃんとした形に持っていきたいなということもあって、いろいろ情報を集めていると

ころです。 
持田：北海道の浦幌町立博物館の持田です。陸上植物の植生などをもともと専門としていたんで

すが、地方の博物館で S-Net の標本の登録などに最初の頃から少し関わっていまして、そ

ういった側の立場からこういったものの将来を考えられればと思っています。 
大澤：東京都立大学の大澤です。私は今日のパネリストの中だと、生物多様性情報学というもの

を私自身の専門というふうに看板を上げて研究室を主宰しています。GBIF 活動にはちょう

ど今のノードマネジャーの細矢さんと同じぐらいの時期から関わっていまして、標本とは

別で電子データメインではありますが、各種散在するデータを電子化して公開する、そして

それを使った研究を行うといった活動やこの GBIF の普及活動に関わってきました。 
鈴木：岩手県立博物館の鈴木です。私は 2002 年から岩手県立博物館の植物担当学芸員として勤

務していまして、2006 年から S-Net、GBIF に年間 1 万件弱の標本情報を登録しています。

今見てみたら、いつの間にか合計 11 万 8,000 件あまりとなっていて、続けてきてよかった

なと思いました。ただし、標本利用はあんまり進んでいないなという実感はありまして、こ

の先のヒントが得られるといいなと思っております。 
渡辺：神奈川県立生命の星・地球博物館で昆虫の学芸員をしております、渡辺といいます。専門

は昆虫の中でもハチ、ハチの分類学をやっている分類学者です。博物館で活動を通して

GBIF や S-Net に情報を出すとともに、私がやっている昆虫が非常に分類が難しい分類群

ということもあり、難しい生き物をどうやって分かりやすくみんなに伝えるかということ

に日頃興味を持って活動をしています。 
神保：よろしくお願いいたします。私、司会の神保ですけれども、国立科学博物館の動物研究部

というところにおります。専門は渡辺さんと同じ昆虫ですけれども、ガの仲間です。私は分

48



類学者としても仕事をしていますけれども、GBIF 関係もかなり長いこと仕事をしておりま

して、その関係もありまして、今回はこの討論会のパネリストを仰せ付かりました。とはい

いましても、こういう討論会の司会に慣れているわけではございませんが、できるだけスム

ーズに進行させるようにしたいと思いますので、皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。 
   今回のパネル討論会ですけれども、事前に参

加される皆さまにアンケートを取らせていただ

きました（右図）。3 つの項目がありまして、一

つはこの S-Net、GBIF のような生物多様性の

情報提供サイト、要は情報を提供するシステム

にはどういう機能があったらよいとお考えです

か。2 つ目はもうちょっと広くなりまして、生

物多様性情報の利活用促進に必要なこと、大切

なことにどんなものがあるとお考えですか。そ

して 3 つ目は、日本のこれからの生物多様性国

家戦略にはどのようなことを求めますかという、3 つをお願いいたしましたところ、大変多

数のご回答を頂きました。ご協力いただいた皆さんには、お礼を申し上げたいと思います。 
   アンケート結果を基にしまして、今回のパネル討論会を組ませていただきました。そして

その内容は、日本の生物多様性情報のインフラの在り方を考えて、最終的には生物多様性国

家戦略、あるいは今後の活動へインプットしていくための一つの道しるべになるようなも

のになればいいと思っています。とはいいましても、先ほど三橋さんのほうからかなり詳細

なこれからのプランについてのお話がありました。ある意味ではそれである程度完成形に

なってしまっているようなきらいもあるんですけれども、そういったものを踏まえまして、

それぞれの方がどういうふうに思っているか、あるいはそれぞれの現場の方がどういうと

ころに問題を感じているのかといったことを中心に話を組み立てていったらいいのかなと

思っています。 
ここで一つ、いろいろな課題を考えるときに道しるべになるようなものとして、一つ紹介

したいものがあります。それは地球規模生物多様性情報概況というものです。これは GBIF
が中心となりまして、さまざまな生物多様性情報に関わる研究者が一つの会合を持ちまし

て、その中で生物多様性情報全体の現状、それをこれから先、特に生物多様性の保全といっ

たものに寄与するためにやっていくべきかについて議論を行い、結果をまとめた冊子です。 

こちらにつきましては、日本語版を GBIF 日本ノードの有志で翻訳をしたものを GBIF 日

本ノードのウェブサイトからも公開をしておりますので、興味のある方はダウンロードし

てご覧いただければと思います。 
   この中では生物多様性情報の問題というのを 4 つの層、レイヤーに分けて整理していま

す。基本的なものが下にあり、一番基本的なものが文化、土壌をつくること。それからデー

タ、証拠、そしてそれらを使った理解というようなレイヤーになっております。こういった

考え方による整理というのも一つの方法としてあるのかなと思います。後で、これを使って

さまざまなアンケートの結果を整理したものをご覧いただきたいと思います。 
   ではここからは、先ほどの 3 つのアンケート結果を基にしまして話を進めていきたいと
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思います。まず最初の質問の、これからの S-Net や GBIF のような生物多様性情報提供サ

イトにどんな機能があるといいかから入っていきたいと思います。さまざまな回答があり

ましたけれども、ここではこんなふうに整理をしてみました。 
 

生物多様性情報インフラの機能 

神保：1 つ目はデータの取得です。生のデータを取得

する。それから引用方法をどうするか。あるいは

他のシステムが使える API。あるいはデータで

見ますと、例えば画像といったマルチメディア

データ。先ほどの三橋さんのものでは、さらに高

精細画像、3D なんていうのも出てきました。そ

れから可視化、利活用。それから連携とあるんで

すけれども、ここでちょっと気を留めていただ

きたいのは、データが作られてから最終的に使

われるようになるまでという間には、さまざまなステップがあって、いろいろな方が関係し

ているということです。最初は博物館等でデータを作り、それを提供する。それを GBIF、
サイエンスミュージアムネットなどが集約をする。そしてその集約したデータを研究者そ

の他の機関等で可視化・解釈して、最終的に知識という形で利用できる形になると思うわけ

です。ですので、例えば、解析の結果を利活用するべきだとか、AI といったものは、使う

人たちにより使いやすい形でデータをきちんと集約して使えるような形で渡せるような仕

組みをつくるというところにあると思います。公共 API というのも、多分そのような形の

ものの一つだと思います。 
   これを全部議論するとなりますとちょっと大変な

ので、ここで今回議論したいと思うのを 3 点出しま

した。できればそれを 2 つにまとめたいと思います。

一つはこれまで、今までたくさんのデータを公開し

ていただいた方が多いと思います。あるいはそれを

利用して解析している方もいらっしゃいます。そう

いったデータ公開が、どういうメリットをもたらし

たのか。それからそれに関連して、ではこれから先ど

のようなデータや要素というのが重要なキーになる

のか、というのをお聞きしたいと思います。 
   それから 2 つ目として、その提供者、利用者両方から、先ほどから出ている公共 API の

ようなもの、すなわち連携する仕組みをつくろうという部分に対してのご期待ということ

についてのお話を伺えたらと思っております。 
それではまず最初のほうですけれども、今までのデータ公開がどういうメリットがあっ

て、これから先、今抱えている課題としてはどんなものがあるのかということについて、そ

れぞれの方からご意見を頂けたらというふうに思います。 
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平田：うちはそんなにたくさんは出していないんで、ほそぼそと出しているというのは先ほども

お伝えしたんですけれども、そういう数少ないデータの中でも、サイエンスミュージアムネ

ットを活用して、標本情報を調べに来られたという事例は確かにあります。標本を置いてお

くことの意義というのは、設置者側からもいろいろ問われたりすることもあるんですけれ

ども、そういう中でこういうデータベースを基に標本情報というのがきちんと活用される

ということに関しては、小規模な博物館としては非常に役立つ部分があるんかなというこ

とは思っています。 
神保：何かこういう情報がこれから必要なんじゃないかなというようなことで考えることはござ

いませんか。 
平田：課題としてはいろいろ考えてはいるんですけれども、ちょっとまだ、後でもう一度出した

いと思います。 
神保：次は持田さん、お願いします。 
持田：前任館の帯広の博物館での登録の状況ですけれども、やっぱりまずメリットとしては、自

分の館のコレクションが明確になるというか可視化されるということが非常に大きいです。

どういう分類群の偏りがあるかとか、採集地点にどういう偏りがあるかとか、あるいは年代

別の収集状況だとか、そういったことが非常にフラットに分かるようになるというような

ことがメリットとしては大きかったです。自分の館のコレクション整備を考える上で非常

に役立つものになったなというのが、一番の実感としてあったところです。 
   あとはやっぱりインターネット上で公開することによって、じかにこういうコレクショ

ンがあるということをいろんな人に知っていただいて、活用の可能性を広げたというとこ

ろが、次に大きいところです。コレクションを持っていてもそれが知られるという機会が地

方では非常に少ないので、その発信ができるようになったところがメリットとしては大き

かったと思っています。 
大澤：私は博物館の学芸員という立場ではないので、半分利用者、そして公開という点において

は電子データを公開するという立場からの発言になるんですが、まず単純に、研究の幅が広

がりました。データが公開され、他の方が公開したデータを使うことで、私の研究室でどう

頑張っても無理な範囲を、それこそ日本全国を評価するような、そんな研究ができています。

次に、それを単にフリーライダーで使うだけではなくて、自分自身も GBIF に、（件数でい

うと私は数十万件はデータを、電子データのみで標本のないものがほとんどですが）、公開

しているんです。そして、それをデータペーパーという、論文の形で公開することによって、

研究者の一つの評価になる引用回数も稼げ、業績数も増えて、そういう研究をやっている者

だということを国内外でアピールするという機会にはなります。さらに、広域的な研究とい

うのは、政策方針を決める上でもかなり有用らしく、私のその日本全国だとかそういう広域

の研究というのが、国の例えば前回の生物多様性国家戦略に引用されたりしているんです。

直接ではないかもしれませんが、保全や生物多様性資源の利用にも貢献できたのかなと思

っています。 
   今後何が必要になってくるかとなると、研究者、利用者の目線としては、質が高いデータ。

巨大なデータが使えるようになった一方で、データの粗さによる問題というものもやっぱ

り顕在化してくるんです。使ってみないと分からない問題というのがありまして、こつこつ
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と、データを作って共有していくことは重要ですけれども、その質を高めていくこと、今公

開されているデータも可能であれば質を高めるような努力をしていくことというのも必要

になるのかなというのが私の考えです。 
神保：ありがとうございます。鈴木さん、お願いいたします。 
鈴木：データ公開のメリットなんですが、まず非常に卑近なところからいきますと、実は S-Net

にデータを公開する費用を毎年頂いているんです。その金額が非常に大きくて、当館の標本

整理のために使える予算の 4～5 倍から時には 10 倍になっている、そういう状況なので、

資金源としてものすごく重大な位置を占めております。それが一番直接的なメリットの一

つです。 
   それに加えて、標本情報の公開をしたことによって、やはり使っていただけるケースは増

えていますが、期待するほどではないというのが実際のところです。しかし、遠方の研究者

の方からの問い合わせとか閲覧依頼とかは、ぽつぽつ増えていると思われます。それに伴っ

て、少数ではありますが専門家の方による標本同定もしていただけているというメリット

もあります。データを公開していなければ目に留めてもらえなかった標本が、研究者の方の

目に触れることになっています。 
神保：ありがとうございます。次は渡辺さん、お願いします。 
渡辺：私のほうのメリットは、今まで持田さんとか鈴木さんが述べられたとおり、標本がここに

あるということが外から見て分かりやすくなったということと、あと予算が多少とも付い

て整理のスピードが上がったという、そこは大きいと思います。 
   課題としては、例えばチョウだとかの分かりやすい生き物であれば、そんなにデータはノ

イズがないと思うんですけれども、例えば自分がやっているハチなんかを見ると、怪しいの

がいっぱいあるわけです。ですから、そのデータが間違っていたり怪しいときにどう改訂し

ていくかというところが、今後長期的に見たときに重要となってくるんじゃないかなと思

います。それが見えるようになるというのは、メリットではあるんですけれども。 
   あともう一つは、実際に、例えばそれを基に標本を調べたいという方が問い合わせてきた

りしてくれれば、館としては利用の実績として目に見える形なんですけれども、例えばどの

ぐらいデータが見られたかとか使われたかというのが、必ずしも博物館にフィードバック

されないというところがあり、博物館としてはデータを出しているんだけれども、それが必

ずしも、県立の博物館としては県の評価の高まりにはつながらないというところが課題か

なと思っています。 
細矢：チャットでのご質問に、メリットじゃなくて逆にデメリットやリスクについての質問が来

ているんですけれども、取り上げてもいいですか。 
神保：はい。 
細矢：生物多様性データベースがより破壊あるいは生物多様性減少に寄与する経済活動に悪用さ

れる可能性をどう考えますかという点です。道具としては同じものを提示しても、悪用しよ

うとすればいくらでも悪用できるんですよね。例えば、金づちは、くぎを打つために使うえ

ますけれども、人を殺すためにも使えますので、そのときに、人に使えるから金づちの製造

を禁止すると言ったら、やっぱりかなりのメリットが損なわれるんですね。だから、 メリ

ットが大事なんだと言ってやっぱり公表して、文化の問題としてそういうのには使わない
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というようなことにしていくということが必要なんじゃないかというふうに今思いました。 
神保：ありがとうございます。そうですね。データとしては中立に、ちゃんと出すものは出す、

ただその使い方というものに関しては、また別に教育なり何なりというものも考えていか

なきゃいけないというところが、これから先の利用を考えた上では一つ大切になってくる

ことじゃないかなというのが私の個人的な意見です。 
   今いろいろ皆さんに頂いたものを見ていきますと、何はともあれ整理のための予算が付

くという部分はありましたけれども、恐らく利用方法としての、標本そのものを利用するた

めのレファレンスとしての利用と、それから大澤さんが中心だと思いますけれども、データ

としての利用という両方があって、その中でやはり一つ問題になってくるのが、データのノ

イズの問題になるのかなというふうに思います。これについては先ほどの三橋さんの発表

の中にもあったと思います。 
   先ほど、鈴木さんのほうにちょっとお伺いしたいんですが、そういうふうにしてデータを

公開することで専門家の目に留まって、それで同定していただけるといった事例というの

は多いんですか。 
鈴木：件数からいうと、年間 1～2 件になっています。そんなに多いわけではありません。 
神保：それでもそういった形でデータを公開することで博物館そのものが持っている標本の価値

を高める、まさにデータの精度向上といいますか、標本同定の精度向上かもしれませんけれ

ども、そういったことが行われて、それがさらに今度はそれぞれの地域の生物多様性の理解

につながるというような、そういうものが増えていったらすごくいいのじゃないかなとい

うふうに私としては感じます。 
   一方、私もそうですけれども、すぐ分かる分類群ではないものについては難しい問題がは

らんでくると思うんです。渡辺さんはハチの中でもかなり難しい、他の人は分かりづらいグ

ループの専門家ですけれども、S-Net を見て例えばデータを直していくというような作業と

いうのは、分類学をやっていると、そういうことをしたいなと思うんですけれども、なかな

かそこまで手が回らないよということが多いんじゃないかと思います。その辺どういうふ

うに印象があるか教えていただますか。 
渡辺：S-Net を見てどこかに行ってどうこうというよりは、基本的に訪ねた先の収蔵庫に入って、

整理されていないのを片っ端から整理するという活動を自分の場合はやっていますので、

だからその標本があるというのを、もちろんデータベースで公開するのも重要なんですが、

そこの学芸員の人とかそこに出入りする市民の方から、整理をお願いしますと言われて、そ

れを整理するというアプローチのほうが多いです。だから日頃からそういう活動をしてい

ますというのを外に主張しているというのが、効果が出ているのだと思います。 
神保：私も自分の専門としているものについては、何とかそういうことをしたいと思うんですけ

れども、そこまで手が回らずで、そういうことをしている渡辺さんにはかなり頭が下がる思

いですけれども。細矢さんにも伺っていいですか。 
細矢：キノコの世界は扱っている博物館自体が少ないんです。ですからちょっとでもそうデータ

が多くあるということが、かなり重要だと思います。S-Net や GBIF のデータを見ていただ

いても、多くの博物館ではデータはありませんので、ちょっとでも数を多くしてやってデー

タを最大化するということが、一番大きな必要性ではないかと思います。 
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神保：ですから数を増やすための作業と、質を高めるための作業というのが両輪で順々に回って

いかなきゃいけないということなのかなと思います。多分 GBIF も最初はデータを集める、

それから次に精度を高めるという順番でやってきたと思います。 
一方、連携について。やはり何か生物多様性に関する解析なり研究なりをしようとしたと

きには、S-Net のデータが欲しいというわけではなくて、日本国内にある、ある生物の情報

は何でも欲しいというスタンスのほうが多分多いと思うんです。当然その博物館の資料に

ついて何か調べたいという場合には S-Net が有力ですけれども、他にも観察情報とかいろ

んなものがあると思います。利用の立場から見て、大澤さん辺りにまずこの辺りについてお

伺いしたく思います。 
大澤：取りあえず私の研究という立場からお答えさせていただきますと、今は本当にデータは増

えています。三橋さんの講演にもありましたけれども、やっぱり多いのは環境省、農水省、

国交省辺りだと思うんですけれども、それぞれ生物の分布情報であったり、ハビタット、生

物の存在する環境に関するようなデータが出ていると思うんですけれども、それらを重ね

合わせることはほぼできていません。 
   理由は幾つかありますけれども、やっぱりフェーズの問題が大きいです。それぞれ違う哲

学の下に作られています。あとはいわゆるフォーマットの問題。数年前には、データフォー

マットも整備されていなくて、100 件、200 件だったら頑張れば統合して扱えましたが、1
万、10 万、日本全国とか県全域とか、そういったレベルになると、ちょっと手作業ではも

うどうにもならないわけです。 
   まずは API にネット上で自動でアクセスできるようになれば、楽になります。例えば通

販で郵便番号を入れたら、住所が自動的に入りますよね。あれは API が裏で動いているん

です。住所録のエクセルシートを全部持っておくのは正直しんどいですが、インターネット

につながっていれば、そのデータを引っ張ってきて楽になります。API はそのような仕組み

なんです。 
   環境省がレッドリストのデータを 1 万件持っている。国交省が河川水辺の生物のデータ

を 2 万件持っている。1 万件と 2 万件といっても、データの形式が違うものをエクセルでく

っ付けるのは結構しんどいわけです。それを API で自動的に取ってきてフォーマットもそ

ろえてくれるなんていう仕組みがあったらすごくいいなと思います。 
ちょっと話がいろいろ飛んじゃいましたけれども、あとそのフォーマッティングの問題、

そして件数が増えてくると手作業なり自作のプログラムでは扱うのもしんどくなってくる

という問題があるので、まず省庁や自治体をまたがって出てくるフォーマットが統一され

て、かつインターネット上でアクセスできるような仕組みが実現したら、私が今まで 1 本

の論文を書く時間で 5 本の論文が書けるかなと、そんな妄想はあります。 
神保：ありがとうございます。もしかするとこの仕組みができた暁には、大澤さんの論文が 5 倍

になるかもしれないというお話ですね（笑）。 
 実は今お話があった中の一つのフォーマットの統一は、S-Net はまさにそれをやったとい

うことで、それを外側につなげていく作業なのかなというふうに思っています。一方で、世

の生物多様性に関するデータというのは、いまだに紙で出ているものが大変たくさんござ

います。地方の生物誌、あるいはさまざまな同好会誌、そういったところというのは、昆虫
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ではかなり重要な文献といいますか生物情報になるわけですが、そういった紙媒体で出て

いるようなものをどうやって電子化していくか。あるいは今紙媒体で出ているものを電子

体として公開する枠組みみたいなものというのは、多分もう一つ考えなきゃいけないのか

なと思っています。 
   それで特に博物館の皆さんには、そういった今電子化されていない地域の生物多様性に

関する情報というのは、どんなものがあって、そういうものがうまく活用できそうなのか、

そういったことについてお伺いできればと思います。 
渡辺：膨大にあります。昆虫は特に、趣味の世界である意味好き勝手に記録を垂れ流しています

ので、それをいろいろ生かせばものすごいポテンシャルがあると思います。ただ標本のラベ

ル一つ取ってみても、それがなかなか本人じゃないと分からないというものも多くて、デー

タ化には人とお金の問題があります。もちろん学芸員としてそういうことはやっているん

ですが、体は一つですから、できる仕事は限られます。博物館でやるべき仕事の中でそれを

やろうと思っても限界がありますので、やっぱり愛好家、それも特に記録を書いている方の

協力とか、GBIF、S-Net のユーザーと博物館がもうちょっとつながるとか、そういったこ

とをやっていかないと、それらを生かすには難しいんじゃないかなと思っています。 
神保：そうですね、そのユーザー、博物館、それから情報システムというのがばらばらでは駄目

で、ちゃんとつながってようやくインフラというふうに言えるんじゃないかなというふう

に私は個人的に思います。 
   ここでチャットのほうから、学名の統一という話でコメントが入っております。いろんな

データを集めてきたときに、学名をうまく名寄せ（一貫した共通の名前に統合すること）を

するという作業になります。これについては恐らく何らかの形で生物の種名リストという

ものの日本版というのがないと、ちょっとどうしようもないのかなと思います。これをやる

には恐らく、分類学者のコミュニティーとどういうふうにやっていくのかというまた別の

課題が出てくるんじゃないかなというふうに思います。 
   私自身も日本産のガのリストを作って公開をして、もう十何年かやっていますけれども、

かなりそれだけやるだけでもしんどい作業ですので、恐らくそれを今の分類学者で担うに

は何らかの仕組みなり、キャパシティーが必要と思います。 
   ちょっとこの話はここであまり触れずに、他に地方の例えば自然史で、紙で出版されてい

るさまざまな資料、それを利用するというところで何かご苦労された話とかいうのがござ

いましたら、ちょっとご発言いただけたらと思うんですが。 
大澤：博物館資料ではないんですけれども、私は前職が農水系の研究所にいた絡みで、「病害予察

報」という、いつ害虫が出ましたという、エクセルが印刷されて冊子になっているという情

報を再度電子化してもらったという、そんなことがありました。でもそのデータから、私自

身が書いた論文も入れて、研究メンバーが書いた論文が今 3 本出て、2 本が投稿中で、1 人、

私の学生がそれで修論を書きました。それは害虫の防除にも役に立つような知見ですので、

研究として、リソースとして価値があると同時に、社会問題の解決にもつながるような、そ

ういうお宝というのがいろんなところに眠っていると思います。今の話では泣きながら電

子化をするという作業がどうしても必要なんですけれども、それをやると研究所のメリッ

トは果てしなく大きかったです。 
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神保：そうですね。ですので、恐らくある特定の研究のために力わざで何とかするというのは、

ある意味ではすごくモチベーションになる作業だと思うんですけれども、いつ使うか分か

らない電子情報をどのように電子化してそれを使えるようにして、それを公共 API の俎上

（そじょう）に載せるかという、そのインフラというのは恐らくかなり難しい面があって、

それについては多分これから先も考えていかないといけないのかなと思います。 
 
 

生物多様性情報の利活用促進 

神保：そうしましたら、ちょっとまた話を進めたいと思

います。2 つ目は、生物多様性情報の利活用の促

進ということで、今まではデータとか情報とかシ

ステムという話をしてきたんですが、その外側、

それを取り巻く環境についてというところに、切

り口を与えてみたいと思います。いろんな方か

ら、やはりどうやって利用するのかというより

も、どうやって利用されたのか、どうやって利用

できるのかといった部分に関する情報をまず増

やしていくのがよろしいんではないかという意見を多く頂きました。要は利活用の事例集

であったりとか、こういう解析ができます、こういうソフトを使ったらこういう解析ができ

ますといった解析のレシピ、そしてそれがどういうふうに最終的に使われたのか、政策でも

いいですし保全そのものでもいいですし、とにかくどういうふうに利用されたのかといっ

た、いわゆる事例の集積というのがまず一つあるんではないかなというふうに思います。 
   それをやるためには、当然ですけれどもデータだけではなくて、データの裏には証拠がご

ざいます。その証拠というのは、サイエンスミュージアムネットの場合には標本になるわけ

です。ですので、品質向上というのは、その証拠となる標本というものを、どういうふうに

保管体制を維持していくのか。これも情報までつながる中では一番基礎となるインフラで

はないかなというふうに思うわけです。 
   それからデータ、先ほどもお話ししましたけれども、文献であるとか画像です。そしてそ

れらをやっていくためには、文化というのがもう一つあります。要するに、こういうことを

当たり前と思う世の中にしていこうというような意味での文化ですけれども、このデータ

は共有財産で、生物多様性情報は誰でも利用できるようにするということ。その反面として、

データを提供した人に対する配慮、データを利用する側にどういうリテラシーを求めるか

という問題があります。悪用しようと思えばいくらでも悪用できるという話が少し出てき

ましたけれども、こういったところも、利用を取り巻く環境としては大変重要になってくる

んではないかと思います。 

56



   そこで、ここでは 2 つご意見を伺おうと思

っております。1 つ目は、こういうデータ提

供というのを持続的にやっていくために何

が必要かということです。特にデータは使う

側からすれば、いくらでも欲しいし、持って

いないデータは欲しい。けれどもデータを提

供する側は、それを全部やっていくというの

は難しい。そのギャップというのを何か埋め

る方法があるのかというのも含めたお話で

す。 
   それからもう一つは、利活用を促進する上で、データの利用の仕方、リテラシーの高め方、

あるいはこういう課題があったというような事例のお話をいただけたらと思います。 
   では 1 つ目の、持続的なデータ提供を維持するために必要なことからお願いいたします。 
平田：インセンティブは、うちとかの場合ですと、学芸員自体が少ないということもあって、分

野が非常に偏っています。そもそも学芸員の中でも、そういうことを出すことに対する意識

というのが違うんですけれども、それがましてや、うちでいったら市役所とかいうレベルに

なるとそんな大々的に言っているわけではなく、多分認識としては低いと。 
   ただ、先ほどもお金の話はありましたけれども、もともとそういうデータベースを入力す

るお金がないという中にあって、実際には環境保全的な部署からいろいろ聞かれたりとか

ということでは、こちらの標本情報的なものが活用されるということがあることはあるん

です。 
   もちろんどこかでレッドリストを作るとなったときにも、やっぱり出すということでは

意義はあると思うんですけれども、国レベルでそういうものの価値観が上がっていくと、地

方としては従ってくるかなというところがあります。下からボトムアップ的にやっていっ

てもなかなか難しいかなというところはあるので、そこをどう出させるかというやり方に

いいアイデアが思い浮かばないというのが現実かなと思っています。 
持田：やはり今平田さんがおっしゃっていたのと同じで、データ提供の意味というか、生物多様

性情報というのをみんなで共有するものとしてデータを提供するということが、何で地方

の自治体でやらなければいけないんだというふうなことの理解をまず得ることが、非常に

最初ハードルが高いんですよね。平たく言うと、要するにデータを提供した分、地域にどう

いうメリットがあるのかという実感が得にくいというのがあって、それは自治体レベルで

はなくて博物館レベルでもそうなんです。この地域から提供したデータが実際にその地域

のどういう実績になっているかを実感する仕組みが、うまく今はできていないかなという

部分があるので、その辺で少し何か還元されるものがあると、さらにデータを提供する部分

につながっていくのかなと思うんですけれども。 
   一方で私の周りなんかだと、自分の提供したデータが地域を超えて、場合によっては全世

界の人々のいろんなことに役立っているんだということを知ると、アマチュアの方なんか

がほとんど地方の博物館はいろんな標本データを提供してくださるので、非常に皆さんの

モチベーションが上がって、協力してくれる方も増えるんです。学校教育なんかの現場でも、
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みんなが捕ってきたものをこういう形で博物館を通して発信すると、巡り巡ってこういっ

た部分で役に立ってくるんだよ、というのを出前授業なんかで話すと、割と反応が良くて、

学校の先生方からこういった GBIF みたいなものに関しての理解が高まったりもするので、

そういう実際に暮らしている人々に何か実績が還元されるような、そういったシステムづ

くりをもうちょっと見える形で出せると、より継続的なデータ提供の協力というのができ

るのかなというふうに感じてはいます。 
神保：やはりその実績というものに対して、例えばインフラ側として、こういうものを整備しと

いたほうがいいとか、あるいはこういうようなことをやったら、例えばアマチュアの方で非

常に好評だったとか、そういう事例というか、グッドプラクティスをまとめていって、それ

ぞれの博物館で例えば役立てること、要するに利用法の共有というのがやっぱりすごく大

事なのかなというのが私の今思ったことです。恐らくそれはもう一つの、博物館とか、それ

から地方自治体に関して言えば、それは国家戦略か地域戦略へ最終的に結び付ければいい

のかなというふうにも思います。 
大澤：提供と利活用を私はまとめてお話ししちゃいたいと思います。ちょっと前まで、私は多分

こういう場だったら、「いや、データペーパーというものがあって、研究者の論文になりま

すよ」とさっきもちょっと言及しましたけど、利活用も、「グッドプラクティスをつくれば、

みんなもまねしますよ」と言っていたんですが、最近それじゃあかんなと思い始めているん

です。というのは、10 年ぐらいやってきて、それなりにデータベースも増えましたし、デ

ータ再利用の研究も増えてきましたけれども、これは生物多様性情報インフラに関する話

です。社会インフラ、ベースとなると、研究者レベルだけの話ではないわけです。最近思う

ようになったのは、理想論を言ったら、「やっぱり社会インフラとしてお金を付けて、国が

支えるべきですよね」なんですが、それは無理なので、利用も提供も敷居を下げる。敷居を

下げるというのはレベルを下げるんじゃなくて、別に研究者とか生物が好きじゃない人で

も、「それ、何となくちょっとおもろそう」とか、そういうのでいっぱいな人が参加できる

ようにすること、そういう人が増えれば、もちろん最初はデータの質も低いかもしれないし、

使い方も研究とかから見たらレベルは低いかもしれないですが、先ほどの GBIF の話も、

データがともかくいっぱい出てきたら質がみんな気になり始めたというふうに、いっぱい

の人が参加するようになってきたら、みんなそこは気になり始めて、だから提供も利用もど

んどんクロス・レファレンスされていくんじゃないかなという気がしています。 
   国家戦略の話になるかもしれないですが、「生物多様性は」と言った瞬間、生き物に興味

がない人は誰も寄ってこなくなるので、生物多様性のものだけれども、例えばアートの人が

使ってもいいし、お遊びで使ってもいいし、ゲームでもいい。生き物に何となく興味がある

レベルの人、別に生き物じゃなくても何か物が集まっていたら触りたい人っていっぱいい

ると思うので、全体のレベルを高めようというよりは、裾野を広げようという方向が必要な

のかなというのが今の私の考えです。 
神保：ありがとうございます。そのライトユーザーというのは多分すごく大事な視点かなと思い

ます。人材の話をするときに、専門家はものすごく減っている部分というのを危惧すると同

時に、生物多様性に対して軽く付き合う方というのがかなり可視化してきているというの

が、また別の現実、側面にあるので、そういったところももしかしたらこれから先の生物多

58



様性の全体の普及ということに関しては大事なところかと思います。 
鈴木：まず持続的なデータ提供なんですが、標本を採ってデータを公開するまでに一番時間がか

かっているのが実は同定の部分だと思っています。地方の博物館の立場からいえば、未同定

の分類群の標本がかなりあるんです。これは公開できずにずっと何十年も持っている。そこ

の同定を進める仕掛けみたいのがあると、もっといいのかなと。仮同定でもいいんですが、

それをとにかく公開しちゃう仕掛けみたいなものがあれば、後はどんどん専門家が見て、も

っと正確な同定ができると思います。また、公開したデータをより使いやすくするためには、

今公開している標本情報の同定精度などを表示する仕組みがあると、ユーザーにとっても、

より使いやすくなるだろうと思っています。この分類群は分類学の専門家が見た標本です

という表示をしたり、あるいは地域の生物同定に長けた方、いわゆるパラタクソノミストや

ハイアマチュアの方々が同定を済ませた標本ですというようなマークを付けるとか、ある

いは 100 年前に採集された当時のままの名前が付いていますとか、そういうマークアップ

ができると、ユーザーとの間のマッチングもうまくいくのかなという気がしています。 
神保：そうですね、その同定の問題というのはたびたび出てくるので、これは一つ大きなキーワ

ードですね。 
渡辺：今まで議論に出たこと以外としては、持続性というキーワードを考えると、やはり博物館

を持続していかなきゃいけないと。博物館を見てみますと、どこの博物館も資料を整理した

り、あるいは収蔵する場所がないというような問題とかがあります。博物館の仕事というの

は、物を集めて、それを調べて、それを伝えていくという 3 本の柱からなっているんですけ

れども、現状では展示とかイベントとか、伝えるというところばかりに意識がいく傾向が強

くて、どうしても集めて整理してそれを調べるという、調べるのは同定も含むんですけれど

も、それらに対する理解がやっぱり弱い。役所にいると、その重要性は、話せば結構皆さん

理解してくれるんです。ところがその話すときに、じゃあ GBIF とか S-Net って具体的に

どんなところで使われたのと言われると、ちょっとこっちも「むむ」となってしまうんです。

それはなぜかというと、難しい。論文に使われたということは多いんですけれども、例えば

地域の観察会で使われたとか、あとそれを基に自由研究をやってみたとか、そういったもっ

と裾野の広い活動が吸い上げられていないんです。だから博物館としては、資料を公開して、

それが別に学術研究でなくてもいいんですが、どういったところで使われたかというのを

もう少し博物館にフィードバックしていただけると、こちらから県とか、あるいは一般の方

に説明するときに、こういうふうに役立っているんですよということが言えるようになっ

て、それが長期的には博物館の活動とか、博物館そのものを支えていくんじゃないかなとい

うふうに考えています。 
神保：そうですね。博物館自体の持続性というのは、それがないと元も子もないという部分でも

う一つ重要な柱になるかと思います。それから裾野の話、それから重要性をどう理解できる

かは、例えば平田さんとか持田さんのところにも出てきました。これも一つの重要なポイン

トになるのかなと思います。 
   皆さまから結構いろいろなキーワードが出てきたと思いますけれども、ちょっとここで

そのキーワードを基に、ご自由にご発言いただければと思います。例えば保全、それから部

署への理解をどう高めるか、裾野、あるいはライトユーザー、あるいはアマチュアとか、教
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育、発信と同定、その辺りがキーワードになってきたと思います。 
細矢：全部文化とかなり共通したところがあるというふうに思います。データを提供するのは、

「情けは人のためならず」で、回り回って自分に返ってくるものだというようなことを理解

した上でやっていくことがかなり重要ですし、逆に言うと、回り回ってくるまで、役に立た

ないというようなものにどれぐらい時間をかけるかという話になっちゃうので、すぐ役に

立つというのを探すのは多分無理なんです。だけれども、回り回ったときには、すごい結果

が出てきたということは、あり得ると思うんです。そういう結果が出てきたら、それをいち

早く共有して、「ほら、こんなこともあるんだよ」とその成果を 10 年間アピールするみた

いなことをやっていかないと、この分野というのは多分成り立って行かないんじゃないか

と思います。 
   データは大体すでにあるんです。事例集を私たちのほうで作っているんですけれども、ほ

とんど使っているのは、博物館の学芸員さんで、「他の標本で展示に使えるのはないか」み

たいなのを探しているのが多いんです。だけれども、ダウンロードしたデータをちょっと加

工することによって、観察会で使う地域で、「もしかするとこいつらが出てくるかもしれな

い」というリストが先に作れるということはあり得るわけです。そうすると今度はギャップ

の問題、要するに実際に行ったときに、「これはうちの博物館にないじゃないか」みたいな、

集めようという話に発展させることができていく。これもやっぱりリテラシーに関わる問

題なので、「文化」という概念はいろんなところに結び付くと思います。 
   神保さんが出してくれた GBIO の「文化」というのは、一番下に書いてあるんですけれ

ども、実は GBIO の概念は、層別に色分けがなされていて、文化は実は一番上の所までか

なり掛かったような形に書いてあるんです。GBIO の図は、非常に味のある図なので、よく

見ていただけると面白いと思います。 
渡辺：GBIF とか S-Net を使っていて思うのは、便利にはなってきているんですけれども、生き

物好きから見ておもろいかというところがあると思うんです。一つ敷居を下げて、いろんな

人から見て面白くするためには、やっぱり画像とか、そういったものもやっていかなきゃな

というのは思います。 
   例えばアゲハチョウのデータを観察会で使えるかといったら、よほどマニアックな観察

会じゃなきゃ使わないんですけれども、例えばアゲハチョウの写真とか、あるいは線画、標

本の線画とか、そういったものを見ることができれば、それを使ってアゲハチョウの見分け

方の資料を作ったりとか、そういったこともできますし、それをきっかけに、じゃあみんな

でアゲハ調べをして、データを GBIF に出してみようというような流れが出てくると思う

ので、やはり今あるデータでできることと、それ以上のことをやるときにはあったほうがい

いデータというのをよく吟味して、考えていったほうがいいかなと思います。個人的には画

像があったら面白いなとは思います。 
神保：ありがとうございます。S-Net では、さまざまな制約で、現在、画像・標本写真を扱ってい

ないんですけれども、恐らくこれは一つ重要なものになると思います。それは恐らくデジタ

ルアーカイブという視点からもそうです。それから利用の点では、先ほど出てきたアートの

利用とかというのを含めて考えれば、そういうことも出てくると思います。ただ、それをや

るためのインフラで GBIF 自体が便利になるというよりは、GBIF のデータや、はさまざま
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な生物多様性プラットフォームが出しているデータを使って、それを利用する人が何か新

しく面白いことをやっていただくために情報を共有するためには、ちゃんと利用が自由に

できるかということが重要になってきて、それを文化として、自由に使っていいんだよとい

うことがまず現場のところにないといけません。その画像をそんなことで使っちゃ駄目だ

よという制約の話になってしまうと、利用ができませんので、そこまでがずっとつながって

いくのかなと思います。 
ところで、今チャットのほうで、いろんなコメントが付いています。ユーザー側のメリッ

トについてとか、S-Net で集合することによって、全国の中での存在を示すような形になっ

ているのがメリットであるという視点。逆に、そういう形は横から見ると、ある意味では、

データを吸い上げているようにも見えてしまうという点もあります。この辺りについては、

やはりこの S-Net の在り方というものをきちんと普及していくということも必要と思いま

す。 
   もう一つリテラシーの話があったんですけれども、情報のリテラシーといいますか利用

方法について、コメントを頂ける方はいらっしゃいませんでしょうか。 
大澤：じゃあ、今教育機関に身を置く者として、結局近道はないので、恐らく今日参加されてい

る皆さん、そしてあとは学芸員の方々は、今学校という立場にいない方々を対象にこつこつ

と教育・普及活動を行っていく、それでその活動を行うわれわれも情報をアップデートして

いくこと、結局これが重要だと思います。 
   今の大学生ぐらいだとやっぱりデジタルネイティブなので、私がちょっと教えたら、私が

知らない機能をばっと見つけるようなことがあるんです。しかし、本当にのみ込みは早いで

すけれども、逆にきっかけを与えないとやらないんです。今は情報が氾濫しているので、ど

れが重要かというのを自分たちで見つけていく、判断していくというのが、やっぱり若い子

たちには難しい面もあるんだなというところがあるので、伝える立場であるわれわれ自身

もこつこつと情報を可能な限りアップデートしながら、本質を外さないようにする必要が

あります。本質というのは、やっぱり生物の話をするんだったら生物を知っていることが重

要だよなという、そこをしっかり押さえながら、時代に合わせて、新しい技術も可能な限り

アップデートしながら伝えていくこと、結局それだと思います。 
  総理大臣が「おまえら今から生物多様性情報を勉強せい」と言ったところで、みんな勉強し

ないと思いますし、5 年、10 年かかるのが教育ですから、まずは身近なところから伝えて

いこうという人がちょっとずつ増えていけば、と思います。 
神保：そうですね、とにかくこつこつと伝えていくことというふうになってしまいますね。こう

いった話をするときに、保全の話をする時に希少種の情報をどうするのかという問題が出

てきます。そういった、公開はしたいけれども公開をしてしまうと駄目、だけど完全に隠

してしまっても駄目、いわゆるセンシティブなデータといわれているものの扱いは、また

別に議論しなきゃいけないのかなとは思います。 
持田：さっきの持続性と教育のところとどっちもかぶるんですが、恐らく今後、北海道なんかを

見ていても、これまで 5 人学芸員がいたところが 4 人になるとか、3 人だったところが 1 人

になっちゃうとか、そういう自治体の博物館が多くなっていくと思うんです。で、現実にも

うそういうふうになってきていると、いろんな今ある博物館で、自然史系の学芸員というか
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自然史の標本を維持していくこと自体がなかなか難しくなります。今 GBIF でデータを提

供しているところも、場合によっては標本は残るけれども学芸員が残らないというような

ところが出てくる恐れがあるなと現場では実感しているんです。 
   別の博物館の学会でも私は言っているんですけれども、今後は今までみたいな感じで、地

方に自然資料が分散している状態をある程度拠点館に集約するようなことをして、人材も

標本も少し集約的な管理ができる体制を並行して考えていかないと、データベースを作っ

たりとかしていて、いろんなことでやっていったものが、10 年後にはどれも維持できなく

なっていたり、物はあるけれども管理できないというふうな状態になっていくんじゃない

かなという気がしているんです。だから、博物館政策みたいなものともリンクをした形でこ

ういったことも考えていかないと、現実的にはかなり速いスペースでシビアな状況になっ

ていくのかなと危惧してます。 
神保：ありがとうございます。指定管理者制度の導入の辺りから、いろいろな危惧とが始まって

いて、その中で博物館自体の持続性というのを、多分渡辺さんも先ほど指摘されたところか

なとも思います。 
渡辺：これは利用者の方にお伝えしたいことなんですけれども、昆虫の標本を GBIF で検索する

といっぱい出てくるんですが、実際に現場で提供できる件数というのは大体、私が自分でや

ってみた限りだと、1 年間で 1 万データぐらいが上限ぐらいで、過去に 2 万件のデータを出

したときは、アルバイトとかそれらのいろんな面倒も含めて、休日がなくなるぐらいでした。

ところが、例えば神奈川県博だと、恐らく 60 万個体ぐらいの標本があるわけです。毎年年

間に 1 万個体以上の標本が寄贈される状況ですから、年間 1 万登録しても、入ってくる量

が 1 万だったら、ほとんど未登録のほうに手がまわりません。ですから、もしデータを使う

方がいたら、ぜひ今公開されているデータが全てとは思わずに、それをきっかけにぜひ博物

館を使っていただきたいと思います。博物館に来ていただければ、実はこんな掘り出し物が

あってとか、そういったところでもいろいろ情報をお伝えすることができるので、昆虫のよ

うな数が多い生き物を調べる方はぜひそういった姿勢で、活用していただけるとありがた

いと思います。 
神保：そうですね、博物館にある標本の全てがデータベース化されているわけではありませんし、

今お話にあったとおり、博物館には日々収蔵品が、寄贈品なんかで増えております。私の場

合には、恐らく登録数よりも寄贈数のほうが上回っているので、大体どんどん未整理あるい

は未登録の標本が済み待ちになっている状態で、定年までには片付かないよなと思いなが

らやっているという部分がございますので、そういったことというのは恐らくもう一つア

ピールをしていかなきゃいけないことかなと思います。 
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生物多様性情報と国家戦略 

神保：では最後の話題に移らせてください。最後

は国家戦略との関連の部分になるんですけ

れども、これもいろんなご意見がございま

した。その中から生物多様性情報インフラ

に近いところで挙げてみたらこんなところ

かなと思っています。データを長期的に蓄

積してそれをちゃんと永続的に保存する仕

組み、その連携、先ほどから何度も出てい

る分類学との関係、同定、それから人材育

成。ここでは人材育成についてだけちょっ

とお話を伺いたいと思っております。先ほ

どからいろんなところで、人材が足りない

というのが出てきておりました。例えば分

類学者でいいますと、これは学術会議農学

委員会が出した 2011 年の資料なんですけ

れども、大学にある昆虫分類学をテーマと

する大学の研究員というのはどれぐらいあ

って、これからどうなるかというもので、

これを見るとかなり悲観的なことになって

おります。で、これから大体 10 年がたっ

て、少なくとも改善のほうに向かっている

ようには到底思えないという状態です。 
   そういったことがありますし、例えば先ほど言いましたとおり、博物館の学芸員をどんど

ん数を減らす方向になっている、あるいは研究機関でもそういうところがあると思います。

ある意味ではいろんなところがシュリンクしている、縮小している状態の中で、でもこれか

ら先何かをちゃんとやっていくとなったら、きちんと人材育成をして、何らかの形で少なく

ともご飯が食べられる程度のようなキャリアパスというものをちゃんとつくっていかなき

ゃいけないというところまで含めて、何か国としてやっていただきたいと思うところがあ

ります。ということで、皆さんの中で、ここはぜひやんなきゃいけないと思うことについて、

いままで出てきていないような切り口が特にありましたらお話しいただきたいと思います。 
平田：博物館というのは、一般市民の方が利用されることが多いんですけれども、ちょっとさっ

きの話とも関係はするんですが、学校とかでのこういうデータベース系の利活用とか、生物

多様性のことというのは、やっぱり普及しておくというのは、将来 10 年、20 年後、そうい

う人たちが大きくなった段階でのすごく普及につながるんじゃないか、というのはすごく

思っています。だからうちは学校向けのところをすごく大事にしているんですけれども、何

らかのそういうところ向けに、生物多様性とか、データベース的なものを普及するというこ

とがあれば、そういう人材育成的なものにつながるんではないのかなと思います。 
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神保：それは先ほど出てきた、教育、発信でこういうことができましたよという事例集と多分関

わっていますね。普及に関して全てのことを 1 カ所でやるというのは無理でも、例えばこ

ういう地域ではこういうことができた、じゃあここではできるだろうかという形で、同じよ

うな活動をある程度アレンジしてやってみるというのも、一つ近道なのかなというのが私

の意見です。 
持田：難しいですよね。この人材というのは感覚的には、人材を育成することをやったとしても

実際にそれで飯が食えるようなポジションがなかったら、育成してどんどん出していって

も実際にこれとは結び付かないんじゃないかという気もします。この 10 年間は、やっぱり

生物多様性という言葉が、どんどん社会からはむしろ離れていったなという気がしている

んです。国家戦略的な部分で言っている生物多様性と、現場の毎日の暮らしの中で行われて

いる政策との中に、何かもうちょっと連関性がないと、人々の実感として生物多様性のの重

要性もなかなか感じてもらえないのかなと思います。そういった意味では、冒頭の三橋さん

のプレゼンの中であった OECM（Other Effective Conservation Measures）というのは、

非常に身近になりやすいし、地域としても関わりやすい切り口で、そこを一つの切り口にし

ながら人材育成に結び付けていくということは可能なのかなと思います。今ある既存の産

業とか、既存の経済政策の中に生物多様性保全の切り口というのをうまく絡めていくこと

によって、関与する人材を、今想定しているのとは違ったより広い間口の業界から、協力者

として集めてくることがひょっとしたらできるのかなというのをちょっと感じたところで

す。 
神保：そうですね、まさに OECM というのは、一番身近にある自然的な、自然保護のための要素

というふうになっていくのだとするならば、もしかしたらそれが一番身近な近道なのかな

というような気がいたします。やはり教育とどういうふうに関係するのかという部分は、恐

らく先ほどのリテラシーの話とも少し関係しますけれども、どう利用するのか、あるいはそ

れをどういうふうに生物多様性の理解につなげるのかという、一本道になっているのかな

というのが一つの私の感想です。 
大澤：私の今までの話と矛盾するかもしれませんが、私も生き物を知っている人が減ってきてい

る気がします。私はデータベースの研究をやっているので、フィールドなしで論文を書くこ

とというのもあり得るんですが、そういう人ばっかりになってくるとデータの再生産もな

くなりますし、データベースの情報が生物じゃなくて記号になっちゃうんですよね。「絶滅

危惧種の研究がしたいんです」と言われても、ちゃんと生き物のことが分かった上で、デー

タベースの仕事に広げていってもらいたいと思います。私は情報学の授業もやりますけれ

ども、やっぱり生き物の研究室に配属されたばかりのような学生には、取りあえずフィール

ドに出て網を振って、葉っぱの枚数を数えてという、そういったことをせめて提供しようと

しています。私自身は分類学者ではないので、実際の作法というかそこは伝えられませんけ

れども、その重要性はしっかり伝えて、少なくとも今日の議論はデジタル庁の話じゃなくて、

生物多様性情報の話なので、やっぱり生物をしっかり分かってもらうというのが重要、少な

くともそのきっかけを与えることが最も重要と考えて、授業で指導はしています。 
神保：まさにその生物多様性情報の基になるのは生物ですので、生き物の情報なしで記号になっ

てしまっただけでは、やはり理解はかなり遠のいてしまうんじゃないかなと思います。コメ
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ントの中でもやっぱり俯瞰（ふかん）的に見るなんていうのが出てきていますが、そういっ

た生物多様性の見方というものも、データを通して生物を見るという感じですかね。 
鈴木：最近感じるのは、特に若い世代ですごいハイアマチュアの人が育っているなということで

す。しかもインターネット上でのつながりがものすごく増えてきて、特にプロの方とハイア

マチュアがつながりやすくなっている実感があるんです。ただ、ハイアマチュアの人たち、

若い人は特にですけれども、地域の同好会とかには入っていらっしゃらないんです。そうす

ると、行政にそういう人の存在が知られないままなんです。で、最近思っているのは、そう

いう人たちがローカルな活動にも参加できるようなきっかけを博物館が提供して、地域の

環境保全とか、あるいは自然教室みたいなところにつなげられるような役割を果たせると、

人材育成にもつながっていくのかなと考えています。 
神保：ありがとうございます。そうですね、私の周りでもネットの世界から学会に入る人という

のも－学会といいましてもアマチュア中心の学会ですが－増えていまして、私の入ってい

る蛾類学会は、今若手率が 2 割とかになってきていますけれども、それで定着するかとい

うとそうでもないというのがあります。ですからそういったところに専門家がどういうふ

うに関わっていくのかということを考えなくてはいけない。ただそうなってくると、自分が

何人あっても足りないということにもなってしまうということが現実にはあると思います

ので、何かしらの専門家を育成するだけではなくて、そういう人材を国としてちゃんと持っ

ておくということも大切と思います。 
渡辺：分類学者が減っているとかというのは、自分も分類学者なんでよく分かることです。私が

感じるのは、世の中が便利になってきたからだと思うんですけれども、ちゃちゃっと調べて

分かることだけでちゃちゃっと何かやる人が増えた。いくらデジタルが進んでも、基本的な

ところはやっぱりあるんです。例えば図書館とか書庫にこもって調べたりとか、その基とな

った標本をちゃんと調べたりとか、あるいはそれに関連する人にちゃんと連絡を取って裏

を取るとか、そういったことができる人がやっぱり減っている。それは若者だけじゃなくて、

年配の人でも減っているように思います。いろんな市民団体の方が保全とかの活動をやっ

ているんですけれども、そのトップに立っている人が、しっかりやっているか、あるいは独

り善がりになっているかでものすごい差があるように思います。ですから今博物館として

増やさなきゃいけないと思っているのは、ちゃんと流儀をわきまえた人を博物館として育

てていかないといけないと思っています。 
神保：それはまさに教育というかリテラシーの問題でもあるんですけれども、その分類学のやり

方というものを学ぶ場所が案外ないというのが背景の一つあるんですよね。だから、ネット

にある情報だけが全てであるというふうになってしまうと、損失をかなり見過ごすことが

多くなりますので、分類学リテラシーを高めるといか、そういうこともしていかなきゃいけ

ないですね。 
渡辺：分類学はみんながやる必要はありません。しかし、同定とか物を調べるというときには、

ちゃんとしたお作法というのが、昔から引き継がれてきたものです。それを知るということ

は、それは S-Net や GBIF のサイトを見るだけじゃできないので、そういったところをや

る人もちゃんと増やしていかなきゃいけないなということです。 
神保：そうですね。分類学リテラシーというのはまさにそのことで、分類学をやるというよりは、
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分類学のお作法をちゃんと皆さんが身に付けていくということも必要と私も思います。 
細矢：今までなかった切り口だと思うんですけれども、プロの人材が生き残っていく上でも、研

究費、ファンドの問題というのは必ず出てくると思うんです。私たち自身が生き残っていか

なければいけないわけで、そのときに必ず出てくるのが科研費なんですけれども、ああいう

競争的資金というのは、ひねったテーマでないと取れないような時代になってしまってい

るんです。ギャップを埋めます、みたいなことは、科研費では一番通らないんです。ところ

がこういう基盤こそ、要するにギャップを埋めることこそ基盤では必要なことであって、国

家戦略的に意識的にギャップを埋めるためのファンドみたいなものを逆に設けていないと、

今の科研費の制度では確実に分類学の超基盤的なところは滅ぶ方向へ行ってしまっている。

要するに分類学が滅ぶということだと思います。日本の国の生物資源というのを正しく把

握できる人たちというのをちゃんと確保しておくためにも、一定の額でそういう目的の研

究を維持することはやっぱり必要であるということを国の政策提言に入れておく必要があ

ると思います。 
神保：これは GBIO にあります政策によるインセンティブなんかに関わりますし、生物多様性条

約の枠組みでは、世界分類学イニシアティブ、GTI というのがあって、恐らく、まさにそれ

をしなきゃいけない、分類学というのは生物多様性の保全のためには必要なものであると

いう視点とも関係していると思います。 
三橋：GBIF のデータを整備したことによるメリットという話が最初のほうであったんですが、

これに関係するサプライズが 2 つありました。一つは、GBIF に登録して、たくさんデータ

を世界の人が見ると言ったら、市長さんが「収蔵庫造らなあかんな」と言うて、新収蔵庫が

できた館が 1 つあります。もう一つは、ある県で指定管理になってしまったのですが GBIF
にデータを出していたということで、継続されるには、専門人材をちゃんと採らなあかんと

いうことになり、専門を学んだ人がそこで採用されました。もしこれをやっていなかったと

したら、全然違う何も知らない人を採って、「はい、終わり」やったけれども、選考の過程

でそこが利いてくるようなこともあるので、やっぱりしっかり位置付けて、これが重要やと

いうのは、微力やけどやらないとあかんのかなというのが実感です。 
    細矢さんがおっしゃられるようなことは、文化財の分野では、文化財保護法があるから

できているんです。やっぱり法がなかったらできないので、それに準ずるようなやり方を模

索するには、単に法律のことを何も知らない学芸員が何やかんや言うて騒ぎ立てるよりも、

戦略的に政策として何をアウトプットせなあかんかを明確にする必要があります。その答

えの一つとしては、僕はガイドラインを出して、各市町村がそれに、全国が準じて、データ

を整備して整うということが一歩と思っています。 
神保：ありがとうございます。なるほど、なかなかいろんなことが起きていたんだということを、

私も実は知らなかった部分が多かったので、ちょっとびっくりしたものがありました。 
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まとめ 

神保：さて、ここから最後のまとめに入りたいと思います。いろいろな形で現場サイドを中心に、

インフラの整備という意味で、データシステム管理というところから、それを取り巻く環境

の整備、特に教育とかという部分が多かったと思いますけれども、そしてそれを国家戦略に

結び付けていく上での一つのキーワードとしての人材育成、キャパシティービルディング

といったところが出てきたと思うんですけれども、全体を通してパネリストの方からで、何

か感想なりで発言をいただきたいと思うんですけれども、何かございますでしょうか。 
渡辺：保全についてちょっと懸念されているご意見があったので、博物館の昆虫の分野ではどう

いうことをやっているかということを紹介しておきます。やっぱり絶滅危惧種です。愛好家

に人気がある昆虫は、どうしても採集圧というのが掛かりますから、やっぱり所在情報を機

械的に削っていると思いますし、博物館としても出す情報を制限しています。採集者名が非

公開になったので解決されたんですけれども、例えば私がどこかにハチ捕りに行ったとき

に、どこでもいるハチを捕って、その標本を GBIF に出した場合、「渡辺があんな場所まで、

そのハチだけを捕りに行くはずがない」というふうな絞り込みができちゃうわけです。です

から、特に水生昆虫みたいな場所が絞り込みやすい生き物については、普通種であっても、

うちの博物館から出す情報、うちというか私が出す情報は制限しています。そういうのが知

りたい人は博物館に訪ねてくださいという、2 段階認証みたいな形式を採っています。これ

が適切かどうかは、本当に情報をオープンにしていくという観点で適切かは分からないん

ですけれども、一応学芸員のほうでもそういう配慮は、できることはしています。 
神保：これは他のところでも同じような話を実は伺っています。おっしゃるとおりで、それこそ

AI を悪用して、「これとこれとこれが捕れているなら、これはいるはずだ」みたいな、そう

いう実は絞り方というのはできつつあるというのも話に聞いたことがありますし、まさに

それはリテラシーとも関係してくるわけなんですけれども、一つ気を付けなきゃいけない。

ただ、必要な人に必要な情報が行かないというのも、それはそれで困るので、そこの間のギ

ャップをどう埋めるのかというのがすごく大切なのかなと思います。 
   あと他にパネリストの方で、全体を通してもし言い足りないといいますか、言い忘れたこ

となどございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでしたら先ほど前半で

発表されましたお 2 人から一言ずつ頂いて、このパネル討論を締めたいと思うんですけれ

ども、よろしいでしょうか。 
細矢：特に私のほうから付け加えることはありません。 
三橋：今日はありがとうございました。ベーシックにしっかりやっていく部分と、少し裾野を広

げて引っ掛かる人を増やすという部分のバランスが、やっぱり改めて非常に難しいという

のは思います。デジタル化の技術は、僕も高精細の画像については半信半疑で、顕微鏡で見

たほうがいいわと思ってたんですが、撮ってみたらやっぱりびっくりするんですね。2 億

4,000 万画素で撮ったりとか、CT スキャナーも、魚を 10 匹ぐらい入れて 30 分待ったら、

お金も外部の民間で 4～5 万円で、全部骨のデータになって返ってきて、もらったら 3D プ

リンターがあれば打ち出せる時代になっています。これはもっと早くなると思う。そういう

観点から関わる人が出てくると、もっと研究したいとか、野外で撮りたいとか、そんなこと
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が起こるんじゃないかなと思うので、そういう努力も必要なんかなと、自分でやってみて改

めてそう思っています。 
   特に GIS なんかは、関心を持ってくれる人を増やすという努力で、僕は AI と高精細とか

のデジタル化の技術というのはもうちょっと簡単になったら、みんなで共有して手軽に楽

しめるようなことなんかが重要かなと、思っています。 
   実際デジカメの普及で、鳥を見る年配の方、植物の写真を撮って名前を調べる年配の方が

増えていますんで、そういった人の発表の場も含めて、裾野の広げ方は昔と違うやり方があ

ると思います。引き続き裾野を広げて発信して流通する仕組みをつくることを一緒に考え

ていければと思います。 
神保：ありがとうございました。これでこの討論については締めさせていただきたいと思います。

パネリストの皆さま、どうもありがとうございました。 
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S-Netのホームページ（http://science-net.kahaku.go.jp/） 1人

JBIFのホームページ（https://www.gbif.jp/v2/） 2人

科博S-Net/GBIF担当(s-net_info)からのメール 25人

その他の学会などのメーリングリスト（jeconet、taxa、evolveなど） 18人

SNS（Facebook、ツイッターなど） 4人

上司、教員、職場、研究室の同僚からの紹介 8人

知人・友人からの紹介 4人

第36回自然史標本データ整備事業による標本情報の発信に関する研究会 0人

44人

2人

2人

1人

1人

20人

11人

9人
10人

神奈川県 7人 【1名回答】 岩手県 鹿児島県 北海道

茨城県 6人 京都府 長崎県

大阪府　長野県 4人 群馬県 栃木県

東京都　福岡県　兵庫県　 3人 広島県 奈良県
愛知県　山梨県　静岡県 2人 埼玉県 福島県

オンライン形式での開催はよかった 40人 【その他】

対面形式での開催の方がよかった 1人
どちらがよいともいえない 7人
その他回答 1人
無回答 1人

33人
2人
9人
3人
3人

よく理解できた 理解できた ふつう 理解しにくかった 理解できなかった 不参加

5 4 3 2 1 -
1) 講演1：「趣旨説明・いままでの活動を振り返る～GBIFの20年とJBIF～」 24人 20人 2人 1人 0人 3人 4.4
2) 講演2：「生物多様性国家戦略と生物多様性情報」 24人 21人 2人 1人 0人 2人 4.4
3) パネル討論：「これからの日本の生物多様性情報インフラを考える」 16人 26人 8人 0人 0人 0人 4.2
※回答を5段階に当てはめて、平均値を出しています。

8 各プログラムの時間配分についてお聞かせください。 長すぎた ちょうど良かった 短すぎた わからない

1) 講演1：「趣旨説明・いままでの活動を振り返る～GBIFの20年とJBIF～」 3人 41人 3人 3人
2) 講演2：「生物多様性国家戦略と生物多様性情報」 1人 40人 6人 3人
3) パネル討論：「これからの日本の生物多様性情報インフラを考える」 6人 32人 10人 2人

今回の曜日・時刻でよい（土・日の夕方）
月曜の午後がよい（従来通り、多くの博物館の休館日）
平日の勤務時間内がよい
その他
無回答

7 各プログラムの理解度をお聞かせください。 理解度平均

9 パネル討論会での議論を踏まえて、これからのS-NetやGBIFのような生物多様性情報提供サイトにはどんな機能があるとよい
とお考えですか。

社会人

パネル討論会

「これからの日本の生物多様性情報インフラを考える」

アンケート集計結果（参加者数82名，アンケート回収数50名）

1 この企画をどのようにお知りになりましたか（複数回答可）。

2 社会人か学生かお聞かせください。

大学院生

学生（中学・⾼校・⼤学等）

その他

3 ご所属についてお聞かせください。

研究機関・博物館等の研究員・学芸員

大学等教育機関の研究者・⼤学院⽣

・オンラインは気楽に参加できるメリットが
ありますが、質問がチャットメインになるの
は、対面が良いかなと。ただオンラインのメ
リットがあるのも確かです。遠隔でも参加し
やすいですし。

民間企業・NGO等の環境調査・⾃然保護活動等担当者
その他

4 お住いの都道府県をお聞かせください。

5 オンライン形式での開催は対面形式と比べてどうでしたか。

6 開催曜日および時間帯はいかがでしたか。

無回答
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・やはり一部でもいいので画像があると，利用する側だけでなく，提供側としても同定ミスの発見等につながって利点
があるのではないかと思います．

・画像

・「生物多様性情報提供サイト」ではなくて、その機能も含めた自然史系データの標準化機構としての運営意識

・在野で山奥住人としては「完璧な図鑑」代わり、是に尽きます;-）

・DB化に必要なデータの条件（クリアすべき基準・必要メタデータ等）とそのサンプルの例が分かりやすく示されてい
れば、どのようなデータがS-NETサイトにあるかが分かりやすい。

・三橋さんの構想のとおり

・利用の裾野を広げるというディスカッションがありましたが、サイト内あるいは連携した別サイトで何か気軽に解析
や分析ができるような仕組みがあると、利用例がもっと増えるかもしれないと思いました。

・一つのサイトで検索することで多くのサイトの結果が出るような仕組みを作るとより、使いやすくなるのかなと思い
ました。

・地図による検索機能があると、環境影響評価事業や生物多様性戦略検討業務に活用しやすくなる。

・各博物館データベースのバックアップ機能　特に小規模館

・特に思い浮かばないが、使いやすさかな。

・より詳しく知りたい場合に各サイトにいけるような、統合検索機能はあるとよいと感じた
・話題になりました、他の分野横断型統合ポータルサイトから提供されるデータを得ることが出来るようになれば良い
ですね。カルチュラル・ジャパンが参考になると思います。

・簡単な解析の結果出力や主題図作成・出力ができるような機能
・情報を集約するだけではなく、登録・保管・管理できるようになるとよいと思います。
・現状で満足しております
・特段思いつかない．ターゲットを分けた対応が必要なのかもしれない．
・国家的共通点
・質の高いデータの提示と、より多くの人に興味を持ってもらう（興味を喚起できる）情報の提示
・正確な情報（根拠が明示された情報）を提供する機能があると思っています
・画像

・学芸員や教員、ハイアマチュアにかぎらず、自然に興味ある親子、アーティストなど、活用をより広範に広めること
ができる、間口を広める機能があるとよいと思う。（生き物好きや専門家を想定した）ユーザーインターフェースから
（それら以外の人びとを想定した）ユーザーエクスペリエンスの面の強化？たとえば、いわゆる「位置ゲー（位置情報
ゲーム）」との連携とか？

9 パネル討論会での議論を踏まえて、これからのS-NetやGBIFのような生物多様性情報提供サイトにはどんな機能があるとよい
とお考えですか。
・画像のデータの蓄積

・生物のレッドレーダ。情報提供は各館にゆだねるなど。
・「生物多様性情報」を求心力とした、連携構築・課題共有＆解決のためのポータル

・S-NetにもAPIがあればよいような（結局APIも、HTMLを出力とするかタブ区切りかCSVを出力とするかの違いだけな
気もするので）。トレンド分析などをするには検索してデータ取得でなく、FTPなどでデータをまるごとダウンロードと
いうのもいいとは思う（が、マスクしないといけないデータがあるので無理か? データセットがそれに相当?）

・生物の写真から生物種名などを同定できる機能があり、その機能を利用するときに同時に必要なデータを入力しても
らうことで登録データにもなるとよいと思います。

・討論会で話題に上ったAPIの利用。

・type情報の検索や、シノニムなどの付加情報

・地域ごと（例えば基礎自治体単位？）で生物の分布データやその属性（RL、生息環境）がわかるような検索方法があ
るとよい。個人的に、例えばBismalのように地図上で指定した範囲の情報がDLできると使い勝手はよかった。（すみま
せん、GBIFやS-Netはあまり使用経験なく。。）
・学名を調べられる総合的なサイト
・画像データの公開
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10 パネル討論会での議論を踏まえて、生物多様性情報の利活用を促進する上で必要なこと、大切なことにはどんなものがあると
お考えですか。

・生き物情報のリテラシー育成涵養
・情報リテラシーの普及
・政府の予算的配慮
・教育で生物多様性に目を向けられるような人材を育成し、一般の人、政府関係者の意識を向上すること

・活用されている事例がどのようなものがあるか、PPT等の資料でまとめられていると必要性を説明しやすく、意義をあ
まり理解されていない予算措置関係者に認めてもらいやすい

・使いやすさとルール・倫理
・話に出た「法律」と「役人を説得できる身近な活用事例集」は必要だと思いました。
・悪用の事前防止措置
・Q9にも書いたように、様々な解析・分析までの道筋が一般の人にも利用しやすくなっていると、裾野が広がって利活
用が増える気がします。

・若い世代へのアウトリーチ活動

・本日のパネル討論会やチャットでの議論にもありましたが、将来的にはこれらの情報を蓄積していけるような人材育
成が大きな課題であると思います。

・利活用事例の広報

・オープンデータ、社会の公共財としてのデータ流通
・生物多様性情報のサプライチェーンの多様化と加工技術のハードルを下げること

・プロバイダーとユーザーの妥協点を見いだすこと，ユーザーのフィードバック意識の向上
・資金、人材支援
・生物多様性の意義を伝える機会を増やすことが、今でも必要であると感じました。
・情報の地道な蓄積と誤った情報があったときに修正できる機能があることだと思います
・専門家だけでなく、一般にも利用しやすい画像を含むデータやユーザーインターフェース

・生物多様性情報の利活用を「促進する人」「保守点検する人」にあたる具体的なモデル（職業や活動の枠組み）が見
えてこないと、人材育成だといってもあまり無責任に旗振りはできないかなと思う。「人材になるひとのインセンティ
ブ」

・いろんなところ（博物館にしても、ボランティアにしても）人材が不足していることは、なんとかしないといけない
と思いました。
・博物館としては，S-NetやGBIFの意義や利用事例などを展示で伝えるためのパネルデータなどが整備されているとあり
がたいです．

・行政機関における自然史系データ関連技術標準のガイドライン策定のようなトップダウン的な施策と、現場の博物館
での人材育成を意図した地道な教育普及活動の継続とその支援。また、現在参画していない分野の研究者、実務家、芸
術家、企業が利用者となるような情報発信。

・やはり国家の文化水準か、貧困の国（あるいは田舎町でもよいが）では難しいかも知れませんが・・・かつての日本
よりも今が甚だしく衰退しているとおもう。

・「生物多様性」について、大人～児童生徒への根本的な意味の啓発と手法について（生物間の関係。）

・存在を知ってもらい、裾野を広げる、という努力をしっかり行っていくこと。まず知られていない、というケースが
非常に多く感じる。

・学校，博物館，大学，行政との連携／生物多様性の総合サイトづくり
・複数のデータベースの統合的利用を可能にすること。また、自分を含めほとんどの研究者は一部のデータベースしか
利用していないが、他の関連したデータベースを利用するきっかけができれば、複数のデータベースを利用して研究の
幅を広げることができるかもしれない。

・裾野を広げるという意見に賛成。
・生物多様性入力を間違えない。

・自分ごと・現実ごととしてとらえる社会意識の醸成、学術標本資料に対する敬意と社会的・歴史的責任意識の醸成

・今回は博物館寄りの話で、標本が検索できてうれしい、というニュアンスが強めだったが、年代ごとのトレンドな
り、地図にマップするなり、多くのデータを生かした事例や環境アセスに役立つなどの事例をもう少しアピールすると
よいのでは。＋そのための使い方を説明するような文章・動画・教育コンテンツなど?

・GBIFサイエンスレビューにあるような実際の利活用例を、分かりやすく紹介するとよいのではないでしょうか。

・政府が専門家の意見を尊重することの必要性や高度な専門家が必要なことを認識すること

11 パネル討論会での議論を踏まえて、  日本のこれからの生物多様性国家戦略にどのような事項を盛り込むことが必要とお考え
ですか。

・全国の自然史博物館への投資
・情報基盤整備とともに、標本収蔵施設の充実をはかること

・カルチュラル・ジャパンのような、生物多様性情報ジャパンを実現すること。

・生物多様性情報が国が支えるべき社会基盤インフラ（広義のグリーンインフラ）であることを明示すること。OECM

の数値目標の提示（お題目ではない形での提示）

・生物多様性についての情報を引き続き蓄積・活用するためには、国および地域の自然史系博物館を維持・存続・活動
を活発化させることがあることを強く主張したい。
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・実効性のある具体的な戦略と目標（例えばOECMの割合など）を提示すること
・自然史博物館（もしくはその機能がある機関）の維持が欠かせません

・本腰をいれる。縦割ばらばらからの改善。

・Q10と関連しますが、生物多様性に関わる基盤的情報を取得することができるような人材そのものが厳しい状況に置か
れています。大学での教員採用人事でも、どうしても華やかな業績をもつような先鋭領域の研究者ばかりが採用される
傾向にありますので、生物多様性国家戦略における基盤を担うような基礎科学分野の重要性や、そういった分野におけ
る安定的な人材育成が必要であると思われます。

・人材育成，既存国際標準の利用，国内でのデータアグリゲータの明確化
・研究職・専門職の維持＆確保に加えて，あらたに「情報事業従事者」の職を要求＆確保してゆくこと．

・一般の人たちが身近な生物に興味を持ち、生物多様性を理解する施策
・(1)まず行政機関を意図した自然史系データ関連技術標準のガイドライン策定 (2)現場の博物館での人材育成を意図した
地道な教育普及活動の継続支援 (3) 現在生物多様性情報を利用していない分野の研究者、実務家、芸術家、企業が利用者
となるような情報発信事業

・国としての人的・経済的支援は最低限必要だとは思いますが、地方自治体（田舎町を念頭にしてますが）にも、埋蔵
文化財だけでなく「自然物の専門家」が配置されるよう願っています。役場の事務職員が人事異動で教育委員会にいる
間だけの担当者ではあまり期待もできないですから。

・分類学者が適切にポストを得て、日本（世界）の多様性情報がちゃんと認識されることかと思います。
・お題目でない現実的なものを盛り込んでほしい

・人材、キャリアパス

・基礎自治体の目指すべき指標をしっかり国から指導するべきというのは非常に重要だと思います。私の自治体でも環
境基本計画などがありますが、三橋さんが例に挙げたような「緑豊かと感じる市民の割合○％」のようなあいまいな基準
のものです。そもそも基礎自治体において生物多様性やその恩恵をきちんと評価するシステムが存在しないので、向上
もなにもないわけです。「市民の生物系○○技能検定取得者率○％」「全農地における生物多様性配慮農法の実施面積
○％」みたいな評価をさせて、そこにインセンティブを与えなければ、きちんとした目標も、人的なリソースも割り当て
られないです。

・都市部の自然についての利用について、都市公園の利用が商業的すぎることも取り上げて欲しい。

・地方自治体が生物多様性に配慮すること責務とするような何らかの規程を盛り込むべきではないかと思います．

12 プログラムの感想をお聞かせください

・パネル討論会は少し抽象的な話が多かったが、興味深かった
・チャットでも活発な議論が行われていて面白かったが、パラレルに議論に参加できる人はわずかだったため、何かし
らのフィードバックが欲しい。

・国のビジョンが心配と言いますか、国策としてのプライオリティが気になります。

・情報整備・公開のガイドラインのようなものを介して、特にまずは行政や研究者が行う調査を幅広く活用できる仕組
みが必要。行政の行う評価や研究活動などの効率を上げる大きな手助けになると感じた。

・地域の生物多様性行政の機能の強化
・自然史博物館を戦略の中にしっかり位置づけること

・根拠法の整備に繋がる書きぶり
・日本の経済・政府・軍事活動が他国に害毒を与える影響のの精査と防止戦略と賠償措置

・博物館の持続性の話がありましたが、一般への教育インフラを支える博物館の重要性をもっとしっかり盛り込んだ方
がいいと思いました。

・自国のことのみならず、日本が産業通して国外でどんだけひどい開発に加担しているかをふまえた反省に基づく、グ
ローバルな視点とアクション

・ただデータをためるだけだとメリットが見えにくいので、個々の事例の検索にとどまらず、分析的な事例を蓄積して
重要性をアピールする。その上で、実際のアクション（あるエリアの生物量の定期的な調査を行う。希少種の減少を食
い止める。環境保全エリアの充実 [指定するだけでなくて実際に開発なども制限するなど]。日本のデータのGBIF登録量
などの発信量の評価）に落とし込んだ具体的な施策として盛り込むべき。

・参考になる講演や情報提供をありがとうございました。

・パネル討論をもっと充実させると良いと思う．チャットを認めるなら，モデレータがチャットの意見をもう少し高い
頻度でフィードバックすべき．

・日本がリーダーシップを取れない背景が少し分かりました。
・プログラムの構成は非常に良かったと思います。
・現在の危機的な状況を知ることができましたし，今後への展望の糸口が少し見えた気がします

・企画は大変良いと思います。リテラシーなど人材育成についても勉強になりました。
・シンポジウム形式として提供できる内容は全て盛り込まれていたと思う。
・講演はとても分かりやすく、興味深い内容でした。

・専門家ではないこともあり、人材育成の点が最も興味深かったです。地域の生物相に関心をもつ人を維持すること、
生物多様性でごはんが食べることができる人の教育とポスト、資金の確保。また、福岡市民でもあるので、冒頭の福岡
市のグランドデザインの評価の部分、耳が痛く、同時に、身近に考える切り口として、改めて見ていきたいと思いま
す。

・新しいテクニックについて学ばないと置いて行かれてしまう感が正直あります。

・実際に情報提供や利用されている方からの意見が聞けて、今後の役に立ちそうで面白かった
・とてもよかったです。
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・一部について内輪での議論で理解しにくい内容があった。
・短い時間の中に、議論のテーマが整理されていてよかった。パネリストの人選がよかった。

・実は暫く前から地元限定で鱗翅類の実態を知るべくデータベースを作っていて、必然的に同定が必要になりますが、
昆虫少年からの出発では無いので「分類とは」から手探りで学ぶ必要がありました。それで、あれこれ手を広げている
のですが、今回は何となく頭にあった「GBIF」をもっと具体的に知ってやろう、と云う単純な思い付きで参加させてい
ただきました。そして、在野の最末端にいて、町の博物館（野尻湖ナウマンゾウ博物館ですが）や、教育委員会と付き
合っていて（文化財指定申請をしたことから）文化財行政はあれこれ問題だらけだな、と思っていたことが、まさに話
しあわれている、と感じたしだいです。

・良かったです。パネラーの方々にもちょっと自分の考えをPPT等で説明してもらえると発言のスタンスがわかりやす
かったかもしれません。

・興味深く拝聴しました

・大変勉強になりました。特にハイレベルな若い人を既存の自然団体なのか、自然情報なのか分からないけど、どうリ
ンクさせたらいいのかと思いました。
・とてもいい議論を聞くことができました．

・100人近い参加者で関心の高さを感じました。チャットでも議論が盛り上がって充実していました。オンラインならで
はですね。それらをまとめるのは大変かとは思いました。ありがとうございます。

・博物館からのデータ提供にどのような問題があり、どのように考えていらっしゃるのかを聞くことができて大変参考
になりました。登録されているデータが実際にどのように利活用されているかが目に見えやすくなれば、データ提供の
意義が分かりやすくなり、データ提供の維持もしやすくなるのかと思いました。

・チャット欄も含め、とても勉強になりました。パネラーのみならず、コーディネーターの方々にも感謝致します。

・多くは博物館の立場での話が多かったが、自然環境情報の共有に関するメリット、インセンティブ、提供者への配慮
など、具体的な例も含めて聞けたことで問題がわかりやすかった。
・たいへん参考になりました。生物多様性の総合サイトづくりはとてもいい案だと思いました。

・知らないことが多く、効率的に情報収集する貴重な機会になりました。

・パネルディスカッションの時間が長く取ってあったことで、パネリストの方々の様々な意見をじっくり聞くことがで
き、とても勉強になりました。

・途中から参加したため、分からなかった部分も多かったのですが、プログラムを通して、様々なサイトについて、DB

を作っている立場の意見などを知ることが出来、勉強になりました。ありがとうございます。自分自身の研究では捕獲
データを用いて生息域推定を行ったため、GBIFなども使用できるか気になっていたのですが、自分の研究では対象地域
における対象種のデータ量が少ない関係でGBIFなどのデータは使用しませんでした。そのため、実際にGBIFデータを活
用している人のお話も今後聞いてみたいなと思いました。

・植生調査を行っているので、今後の参考にしたい。
・GBIFやノードの日本の歴史をふりかえるよい機会になった。ようやく「データベース」へのニーズや重要性が社会や
学術に浸透しこれからという時に日本がGBIFのその主要な役割から撤退するという情報をはじめ、重要な課題や危機感
に気づくことができてよかった。

・デジタルアーカイブ化、デジタル化の実践的な紹介

・ガイドラインなどのドキュメントをつくるWorkShopや、技術開発のためのハッカソンのような会合を行ってはどう
か？

・地域のアマチュアの方々との連携のよい事例を伺いたいです。
・絶滅危惧種の取り扱いについては、議論が必要と思います

・今回の議論の延長となるようなテーマ（チャットで展開されていたようなテーマ）を掘り下げていただけたら嬉しい
です。

・今回のオンラインミーティングでは、チャットも利用できるのが良かったと思う。私はチャットで発言していない
が、後からその内容が確認できて良い。自分の専門分野外でなかなか理解できないやり取りも多かったが、今後生物多
様性に関わるものとしてこのような知識を持っておく必要があることを実感した。

13今後の会合で扱ってほしいテーマやもっと聴きたいと思うことなどがあればお書きください。

・活動の事例紹介
・GBIFデータの利活用による研究発表会（コンペ含む）

・法整備に繋がる戦略？

・DBの活用・実践の仕方または活用事例の紹介（利点・問題点も含めて）などを知りたい、聴きたいと思いました。

・GBIFデータの利活用について生態学分野の研究者の視点をもっと聴いてみたい
・OECMと共通APIのもっと具体的なところ。現場ベースの作業で必要なことなども含めて。

・新たな生物多様性国家戦略でどのように生物多様性情報とそのベースとなる証拠（標本など）の重要性が取り上げら
れたか，知りたいです

・生物多様性情報の教育方法に関する具体的なケーススタディなど。

・生物多様性情報を利用していなかった分野の研究者、実務家、芸術家、企業が利用者となるような事例、そういった
方向への情報発信への展望について

・長野県の環境保全研究所では行政や関連するNPOへのアンケートを行った、と云う報告を聞いたことがありますけれ
ども、どうにもならない行政の意識の低さの克服、人的・予算措置の薄さや上位機関との認識ギャップを解消する具体
的な手立てなど・・・模索しか出来ないかも知れませんが;-）

・知識ベース
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・GBIFデータの具体的な活用方法
・S-NetやGBIF以外の生物多様性情報に関するデータベースの活用例や活用方法について

・観察データを増やすためにはどのようなアプローチが必要か？

・（１）かつて「データベースは研究じゃない」と言われ、一段低いレベルにみられていたと感じます。20年経ち、
ビッグデータの効用が明示されるようになった昨今、データベースがようやく社会基盤として認知され、その重要性に
も敬意が払われるようになったと感じています。細谷さんはじめ科博で長年GBIF関連に関わってきた方々や、その他の
公立博物館で推進を担ってこられた三橋さんのような皆さんの、長きに渡る忍耐（？）とご尽力に、深く敬意を表すと
ともに感謝します。そして改めて、続けることが重要であると感じています。活用方策やハードルを下げた展開は、今
の我々が思いつかなくても必ず出てくるはずですから、粛々と続けていって欲しいです。（２）近年、標本やそれを扱
う研究者・研究室を維持できない大学が現れ始めたという話は聞いており、公立博物館の方がよっぽど信頼に足ると
思っていました。しかし先日のお話では、今後公立博物館でも同様に標本維持や学芸員の確保が難しくなる可能性が指
摘されており、大変ショックでした。その話を聞いて改めて、一定のエリア（例えば、北海道、東北、中部、中国、四
国、九州など）ごとにストックセンター的な標本維持管理活用拠点機能が必要であると強く思いました。科博の研究者
の中には、重複標本がすでに中央の収蔵庫に納められている場合、そのような「ローカル地域にある標本」には、もは
や価値も意味もないとお考えの方もいらっしゃるようですが、危険分散や地方からのアクセスおよび地方における自然
史文化の興隆という意味では、そのような標本も変わらず重要であると考えます。したがって、そのような地域標本の
救済・集約を含めてエリアストックセンター的な大掛かりな拠点形成、それに伴う箱物整備、そこにむけた人材育成お
よびそこにおける人材養成に関して、国家戦略として提起していただくことを期待します。

・時間は延長していましたが、それでももっと聞きたいと思う興味深い内容でした。ありがとうございました。

・聞こえやすく見やすく、資料のダウンロードもでき、やりとりも可視可され、ウェビナーはとても助かります。

・チャットの質問に答える時間は設けてもよいかもしれないと思った。
・アンケート回答期間が短すぎる

・市民の人にデータサイエンスを使えるような教育の場があると嬉しいです。
・地方博物館における自然史系データベース整備事業の意義を、自然史系研究面だけでなく、社会教育や生涯学習、生
物多様性国家戦略や歴史文化基本構想などとその地方自治体拠点としての自然史系博物館の視点から総合的に議論する
場が自然史系博物館コミュニティとして必要だと感じました。
・私事になって恐縮ですが、今日の討論会の司会をされていた神保さんには、かつて（まだ科博に入られる前のことで
すが）しょっちゅう写真を送って同定して戴いたことがあり、懐かしさを覚えた次第です;-）

・討論会の話題も多岐に渡りましたが、率直で実感があり、なるほどと思う発言ばかりでした。ありがとうございまし
た。

・議論の中で、人材育成、専門家・プロ、ハイアマチュア、アマチュアの単語が出てきたが、線引きをどこでしている
のか気になった。
博物館や大学に勤めており、論文を出していると専門家・プロ？
どの程度の知識と技術があれば、アマチュアからハイマチュアと言われるようになるのか、目安になるガイドラインが
あると、人材育成しやすいのではと思った。

・もう少し焦点を絞るか，討論の部分はテーマごとに分けて並行実施した方が良いと思う．

・パネル討論の際、チャットが頻繁に入り（ついつい見てしまったので..）、討論についていけなくなってしまったこと
が多々ありました。反省しています。

14その他、ご自由にお書きください。

・一般市民にも開かれたシンポジウムであり，大変ありがたいです．

・私の自治体でもそうですが、環境部局の一般行政職員は「生物多様性？なにそれ？」というのが現状です。正直なと
ころ、中堅以上の行政職員から自発的な生物多様性に関する取り組みが出てくることは期待できないし、実際彼らにも
そんな余裕はないので、国や議員からのトップダウンで話が来でもしないと、博物館の「学芸員サン」がなにか言った
り動き回ってひっくり返すのは本当に難しいと感じてます。

・講演の内容は、自分のように成り行きでGBIFへ参画してきて全貌や経緯をしっかり学んでいなかった標本管理者とし
てはとても有意義なものでした。

・企画・運営に感謝申し上げます。

・競争的資金の確保も大切ですが、維持運営費化することも粘り強く要求していくべきではないか。生物多様性情報に
限らずデータベースの構築、登録点数の充実化、維持運営は社会インフラであり、公的に支えるべき価値があることを
訴える社会運動を展開して行く必要があると思う。

・時間厳守で進めてほしい

・博物館の若手・中堅職員に加えて地域の自然史資料関係者に向けてそのような研修会を、まずはブロックごとに、将
来は都道府県レベルで行うような枠組みと予算を創出できないでしょうか？　環境省の生物多様性センターと科博の共
催のような形が考えられます。
文化庁のミュージアム・エデュケーション研修は今年度で10年目。今年度は人数を絞り込むことになりましたが、その
前の９年間は55人ほどだったので、全国に500人近い修了生がいることになり、少しずつですが広がりを見せていると思
います。

・なんでも
・生物多様性情報を扱う人の裾野を広げる必要がある一方で、分類に携わるコアな専門家などの人材育成も大きな課題
という話には共感した。学者でなくても、分類に詳しく質の高い情報を収集できる人材育成について、先進的な事例な
ど含めてお聞きしたいと感じた。
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