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• どういう課題があるのか？ 

• なにが必要なのか？ 

生物多様性に関する情報の再利用をどうやったら
促進することができるか？ 

1. 考え方や手続きを変える 
2. 様々な支援を行う 



5つのエリア 

A1. オープンアクセスと再利用の文化 

A2. 標準データ規格 

A3. 永続的な保存とアーカイブ 

A4. 政策インセンティブ 

A5. 生物多様性に関する知識ネットワーク 

GBIF (CC BY) 



A1. オープンアクセスと再利用の文化 

公開されていても再利用に制限がある 

データを誰でも自由に取得し再利用できる 
オープンアクセス・オープンデータ 

どうすれば解決できるのか？ 



オープンデータ 

誰でも自由に利用できるデータ 

• 商用・非商用を問わず無制限で利用できる 

• 加工して再利用ができる 

 

• ライセンスによって明示 

– 利用を許可する条件 



クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 
Creative Commons (CC) 

• 著作者が「自由に使って良い条件」を明
示するための手段 

• CC＋オプションの組み合わせで表記 

– 例 CC BY（クレジット表記）→ 

• オープンデータの標準的なライセンス 

• CC0＝完全に無条件で再利用を許諾 

• ファクト（事実）には著作権は及ばない 

http://creativecommons.org/about/downloads (CC BY) 



２つの「オープンアクセス」 

• オープンデータとしてのオープンアクセス 

– 商用も含め自由に再利用可能 

 

• 一般的な論文などのオープンアクセス 

– 再利用禁止 

誰でも自由に見ることはできるが… 



A1. オープンアクセスと再利用の文化 

• 短期：データ引用方法の確立・データ所
有者および管理者の評価 

• 中期：データ公開・管理を科学コミュニ
ティが評価する土壌 

• 長期：データの共有を科学として当たり
前の手続きとする 

 

オープン化を進めるにはどのように考え方を変えな
いといけないのか？ 



生物多様性情報関係の 
オープンデータを含むウェブサイ

ト 

• ヨーロッパ：Europeana 

– http://www.europeana.eu/ 

• アメリカ：iDigBio 

– https://www.idigbio.org/ 

• オーストラリア：Atlas of Living Australia 

– http://www.ala.org.au/ 



日本発のオープン化されている 
生物多様性データは？ 

• 政府のオープンガバメント活動の一環 

– 環境省生物多様性センターの情報の一部 
（レッドリストなど CC BY） 

• 研究者の自主的なアクティビティ 

– 日本産蝶類和名学名便覧（CC BY） 

ようやくはじまったばかり 



A2. 標準データ規格 

無数にあるデータを人間と機械の双方が解釈し利用
できるようにするには？ 



人間がわかるデータ 

 
アトキハマキ Archips audax Razowski 
吹上御苑 31. VIII. 2000 1♂ 
3. VI. 2004 2♂3♀ 
25. V. 2005 1♂ 
em. 12. IV. 2001 1♂ ex Camellia sinensis チャノキ 
em. 11. V. 2002 1♀ ex Camellia sinensis チャノキ 
 
マツアトキハマキ Archips oporana (Linnaeus) 
吹上御苑 3. VI. 2004 1♂ 
上道灌濠 31. VIII. 2000 1♂ 



人間がわかるデータ 

 
アトキハマキ Archips audax Razowski 
吹上御苑 31. VIII. 2000 1♂ 
3. VI. 2004 2♂3♀ 
25. V. 2005 1♂ 
em. 12. IV. 2001 1♂ ex Camellia sinensis チャノキ 
em. 11. V. 2002 1♀ ex Camellia sinensis チャノキ 
 
マツアトキハマキ Archips oporana (Linnaeus) 
吹上御苑 3. VI. 2004 1♂ 
上道灌濠 31. VIII. 2000 1♂ 

和名 学名 著者名 

地名 採集日 個体数 

羽化日 寄主 

「非構造化データ」 



機械がわかるデータ 

「項目名」と「値」で表現した「構造化データ」 



ぼくはエクセル 

データベースだけ
ど項目が違う… 

データベース 

データ形式の統一 



A2. 標準データ規格 

無数にあるデータを人間と機械の双方が解釈し利用
できるようにするには？ 

適切な共通規格（標準形式と用語集）によって
相互運用性を担保する 

どうすれば解決できるのか？ 



A2. 標準データ規格 

• 短期：分野をカバーする共通規格の策定 

• 中期：複雑なデータを扱うための発展 

• 長期：セマンティック化によりあらゆる
規格と統合して利用される 

無数にあるデータを人間と機械の双方が解釈し利用
できるようにするには？ 



Darwin Core 

• 生物多様性に関する基本的な語彙 
（項目名）を定めたもの 

• TDWGの標準として策定 

• GBIFのデータ形式のよりどころ 



Darwin Coreによる観察情報の記述 
dcterms:modified 2014-03-01 
basisOfRecord PreservedSpecimen 
institutionCode NSMT 
collectionCode I-L 
catalogNumber 37502 
recordedBy U. Jinbo 
eventDate 2013-08-04 
country Japan 
stateProvince Hokkaido 
county Nemuro-shi 
locality Tobai 
scientificName Dyachrysia stenochrysis 
kingdom Animalia 
class Arthropoda 
order Lepidoptera 
family Noctuidae 
genus Dyachrysia  
specificEpithet stenochrysis 
identifiedBy U. Jinbo 

レコードのメタデータ 

個体の情報 

イベント（日付） 

地理情報 

分類情報 

その他 



A3. 永続的な保存とアーカイブ 

データが一旦公開されても、プロジェクトの終了や
維持コスト不足で使えなくなることがある 

データを永続的に保存する保管施設を整備する 

どうすれば解決できるのか？ 



A3. 永続的な保存とアーカイブ 

• 短期：将来のアーカイブ化を考慮したデータ
管理技術の確立と管理方法の立案 

• 中期：国レベルでの保管施設の構築 

• 長期：世界レベルでデータを安定的に保管 

データを永続的に保存する保管施設をつくるには？ 



永続的な保存とアーカイブ：例 

• International Nucleotide Sequence 
Database (INSD) 
– DDBJ/NCBI/EMBL 

– 塩基配列情報の世界的なアーカイブ 

• 地球規模生物多様性情報機構 (GBIF) 
– 標本・観察情報、分類群名に関する情報 

• Data Integration and Analysis System 
(DIAS) 
– http://www.editoria.u-

tokyo.ac.jp/projects/dias/ 

– 日本の様々な地球環境データアーカイブのための
プロジェクト 



A4. 政策インセンティブ 

データは様々な事情によって非公開にされる 
データ保管のための資金不足 

データの保管や公開を政策レベルで支援する 

どうすれば解決できるのか？ 



A4. 政策インセンティブ 

• 短期：データをオープン化するプロジェ
クトに資金を重点配分する 

• 中期：オープンアクセスを支援するガイ
ドラインを策定する 

• 長期：プロジェクトの計画段階で永続的
なデータアクセスを要求する 

データの公開と保管を政策レベルで支援するには？ 



A5. 生物多様性に関する 
知識ネットワーク 

専門家によるデータの品質チェック作業は労力が大
きいがインセンティブが存在しない 

品質チェック？ 



生物多様性情報の品質チェックとは？ 

• 緯度経度 

– 精度管理が一元的になされていない 

• 種名・同定情報 

– 分類学的な知識が無いと誤用する恐れ 

公開されているデータはそのまま使えるか？ 



種の同定に関わる問題 

• 誤同定の判定 

– データの中に誤同定はつきもの 

– 分類群の同定スキルが必要 

• 学名の違い 

– 違う学名でも同じ種を指す 

– 分類学的研究の進展に伴う学名変更など 

• 種の範囲の違い 

– 同じ種名でも指している範囲が書籍や研究者
によって異なる 



A5. 生物多様性に関する 
知識ネットワーク 

専門家によるデータの品質チェック作業は労力が大
きいがインセンティブが存在しない 

品質チェック作業を評価する方法を確立する 

どうすれば解決できるのか？ 



A5. 生物多様性に関する 
知識ネットワーク 

• 短期：協力者にシステム横断的な共通ア
カウントを提供する 

• 中期：協力者の貢献度を自動評価する仕
組みを構築する 

• 長期：データの品質チェックを科学とし
て当たり前の手続きとする 

品質チェック作業を評価する方法を確立するには？ 



Encyclopedia of Life 

• 「生命の百科事典」 

– 全生物オンライン図鑑を目指す 

• アカウントの作成 

– http://eol.org/users/register 

– ユーザー登録することで、情報の追加修正等が
可能になる 

– 修正はユーザーごとに追跡可能になる 

 

この機能をシステム横断的に追加する 



5つのエリア 

A1. オープンアクセスと再利用の文化 

A2. 標準データ規格 

A3. 永続的な保存とアーカイブ 

A4. 政策インセンティブ 

A5. 生物多様性に関する知識ネットワーク 

GBIF (CC BY) 



• コミュニティの考え方や手続きを変える 

– 原著論文以外の活動をきちんとする 

– 再利用可能なデータ公開・データ品質チェック 

• 様々な支援を行う 

– 標準規格 

– 永続的保存技術・インフラ構築 

– オープン化へのインセンティブ 

生物多様性に関する情報の再利用をどうやったら
促進することができるか？ 



Bouchout宣言 

• 生物多様性情報 をオープンアクセスにするた
めの法的・技術的な改革 

– “Open Biodiversity Knowledge Management” 

• 89機関、199人（個人）がサイン 

• オープンデータに関する宣言 

– ブダペスト宣言（2002年、オープンアクセスの
定義、セルフアーカイブ・OAジャーナル） 

– ベルリン宣言（2003年、研究成果と文化機関の
情報のオープン化、 
公開自体の評価） 

 
http://bouchoutdeclaration.org/ 



相反する動き： 
オープンデータとABS 

• オープンデータ 
– できるだけ用途を制限せず公開 

– 生物多様性保全の活動につながる 

• 遺伝資源へのアクセスと利益の公正かつ衡平
な配分 
– 生物多様性からの利益を公平にするため 

– 遺伝資源の利用は原産国との合意が必要 

– 合意した目的以外での利用はできない 

– 「情報だけ」はABSの範疇では無いが… 

両者のすりあわせは今後の大きな課題 



なんでもオープンに 
しないといけないのか？ 

• 公開に配慮が必要なもの 

– 個人情報 

– 乱獲・盗掘の恐れがある生物の詳細な分布 

 

• 公開できるであれば，オープンデータと
して公開しましょう 

– 情報にマスクをして公開する 

– 情報源の存在だけを公開する 



D:理解 

C: 証拠 

B: データ 

A: 文化 

GBIF (CC BY) 


