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「ダーウィンコア」を知っていますか？ 

しってる？ 

しらない… 



生物多様性情報の記録 

これらの生き物の情報を、 
どうやって記録しよう？ 
使う項目は？書き方は？ 

ある時、 
ある所に、 
ある生き物がいた 

？ 
？ ？ 



Aさんのデータベース 

Bさんのデータベース 

ダーウィンコアがない時 

和名 県名（英） 性別 採集年月日 

標本1 カンパチ Kagoshima male 1992-10-31 
標本2 ブリ Kagoshima female 1912-03 

標本3 マアジ Nagasaki male 1900 

・AさんとBさんが異なる項目名でデータを作っている 
 →データを組み合わせて解析しにくい 
 

・データの書き方がバラバラ 
 →検索が大変 

名前 産地 性別 採集 

標本1 間八 Kagosima オス 1992/10/31 

標本2 yellowtail 鹿児島 雌 March, 1912 

標本3 まあじ Nagasaki-ken ♂ 1900年 

この問題…… 
ダーウィンコア 

で解決できます！！ 



そんな時は「ダーウィンコア」！ 

「ダーウィンコア」とは・・・ 
生物多様性情報、すなわち、「いつ、どこに、どんな生物がいたか」と
いう情報を記述するための用語集（規格） 

ダーウィンコア 

CatalogNumber 
（カタログ番号） Country 

（国） 

ScientificName 
（学名） 

Sex 
（性別） 

Collector 
（採集者） 

IndividualCount 
（個体数） 

Genus 
（属） 

CollectingMethod 
（採集方法） 

DecimalLongitude 
（緯度） 

EarliestDateCollected 
（採集年月日（始め）） 

使用する項目 



そんな時は「ダーウィンコア」！ 

「ダーウィンコア」とは・・・ 
生物多様性情報、すなわち、「いつ、どこに、どんな生物がいたか」と
いう情報を記述するための用語集（規格） 

ダーウィンコア 

CatalogNumber 
（カタログ番号） Country 

（国） 

ScientificName 
（学名） 

Sex 
（性別） 

Collector 
（採集者） 

IndividualCount 
（個体数） 

Genus 
（属） 

CollectingMethod 
（採集方法） 

DecimalLongitude 
（緯度） 

ISO 8601:2004(E)の形式に従って記述する事が望ましい 
（例） 
”2009-02-20T08:40Z” 
（2009年2月20日の協定世界時（UTC）で8:40am） 

EarliestDateCollected 
（採集年月日（始め）） 

使用する項目 

記述の方法 



ダーウィンコアがある時 

ScientificName StateProvince Sex EarliestDate
Collected 

標本1 Seriola dumerili Kagoshima male 1992-10-31 

標本2 Seriola quinqueradiata Kagoshima female 1910/1919 

標本3 Trachurus japonicus Nagasaki male 1900-04 

・AさんとBさんの項目名がそろっている 
 →データを組み合わせて解析しやすい 
 

・データが一定の規則で書かれている 
 →検索がしやすい 

ScientificName StateProvince Sex EarliestDate
Collected 

標本1 Seriola dumerili Kagoshima male 1992-10-31 

標本2 Seriola quinqueradiata Kagoshima female 1910/1919 

標本3 Trachurus japonicus Nagasaki male 1900-04 

Aさんのデータベース 

Bさんのデータベース 

学名 州・県 性別 採集日 



オオジシギ 



標本ラベル 

採集年月日 

標本番号 

採集場所（県、郡＋α） 

学名 

性別 
和名 

採集者 

どんな
生物が いつ どこに 



ダーウィンコアの項目 

採集年月日 EarliestDateCollected 
（採集年月日（始め）） 

標本番号 CatalogNumber 
（カタログ番号） 

採集場所 Country, StateProvince,  
County, Locality 
（国、州・県、郡・区、詳細地名） 

学名 ScientificName 
（学名） 

性別 Sex 
（性別） 

和名 なし 

採集者 Collector 
（採集者） 

標本ラベルの項目 ダーウィンコアの項目 



ダーウィンコアの用語で 
標本ラベルの情報を記述すると・・・ 

[CatalogNumber]（カタログ番号）18676 
[ScientificName]（学名）Gallinago  hardwickii (Gray, 1831) 
[Sex]（性別） male 
[EarliestDateCollected]（採集年月日（始め））1928-08-01 
[Country]（採集国）Japan 
[StateProvince]（採集州、県）Miyagi 
[County]（採集郡、区）Kurihara 
[Locality]（詳細地名）Wakayanagi 
[Collector]（採集者） S. Kumagai 



ダーウィンコアの項目とクラス 

ダーウィンコアの項目数は・・・最新版では180個以上！ 

使う項目を探すのが 
大変そう…… 

でも大丈夫！ 



ダーウィンコア 
オカレンスクラス イベントクラス 

ダーウィンコアの項目とクラス 

Sex 
（性別） 

Collector 
（採集者） 

IndividualCount 
（個体数） 

タクソンクラス 

ScientificName 
（学名） 
Genus 
（属） 

CollectingMethod 
（採集方法） 

位置クラス 

Country 
（国） 

DecimalLongitude 
（緯度） 

EarliestDateCollected 
（採集年月日（始め）） 

CatalogNumber 
（カタログ番号） 

似た性質の項目が、「クラス」としてまとめられている 



ダーウィンコアの項目とクラス 

レコード管理情報クラス 
Record-level Terms 

レコードの管理に関連した項目。 

更新日（時） 
機関コード 
コレクションコード 
データレコードの種類 
その他の情報 
補助的測定情報 

DateLastModified 
InstitutionCode 
CollectionCode 
BasisOfRecord 
InformationWithheld 
Attributes 

など 

 約20項目 



ダーウィンコアの項目とクラス 

オカレンスクラス 
Occurrence  

「何が」「どのように記録されたか」を記述するための項目。 

など 

CatalogNumber 
Collector 
IndividualCount 
Sex 
LifeStage 
Preparations 
ImageURL 

収集品内のレコード別ID番号 
標本・観察データの記録者 
個体数 
性別 
ライフステージ 
標本のタイプ 
画像のURL 

 約20項目 



ダーウィンコアの項目とクラス 

イベントクラス 
Event 

標本・観察データを得るために行った行動（イベント）が発生した
時間や方法などを記述する項目。 

など 

調査地でのID 
イベント発生日時 
 
イベント発生年日 
収集方法 

FieldNumber 
EarliestDateCollected 
LatestDateCollected 
DayOfYear 
CollectingMethod 

 約20項目 



ダーウィンコアの項目とクラス 

位置クラス 
Location  

標本採集地・観察地の位置に関する項目。 

など 

Continent 
WaterBody 
IslandGroup 
Island 
Country 
StateProvince 
County 
Locality 
MinimumElevationInMeters 
MaximumElevationInMeters 
VerbatimElevation 

大陸名 
水塊名 
島群名 
島名 
国名 
州名、県名 
郡名、区名 
詳細な記述 
最低標高 
最高標高 
標高元データ 

MinimumDepthInMeters 
MaximumDepthInMeters 
VerbatimDepth 
DecimalLatitude 
DecimalLongitude 
GeodeticDatum 
CoordinateUncertaintyInMeters 
VerbatimLatitude 
VerbatimLongitude 

最浅水深 
最深水深 
水深元データ 
十進法緯度 
十進法経度 
測地系 
座標誤差 
緯度元データ 
経度元データ 

http://www.scotese.com/newpage9.htm 

 約40項目 



統制語彙について 
統制語彙（Controlled Vocabulary） 
言葉の意味のあいまいさや同形異義・異形同義によって 
検索に漏れを生じないように選定した語の集まり 

同じ言葉が複数種類の表現をされていると・・・ 

国名 国名（英） 
Sample1 アメリカ合衆国 United States 
Sample2 アメリカ America 
Sample3 米国 USA 
Sample4 合衆国 U.S.A. 
Sample5 アメリカ合衆国 United States of America 



統制語彙について 
統制語彙（Controlled Vocabulary） 
言葉の意味のあいまいさや同形異義・異形同義によって 
検索に漏れを生じないように選定した語の集まり 

同じ言葉が複数種類の表現をされていると・・・ 

データ数の過小評価 検索性の低下 

国名 国名（英） 
Sample1 アメリカ合衆国 United States 
Sample2 アメリカ America 
Sample3 米国 USA 
Sample4 合衆国 U.S.A. 
Sample5 アメリカ合衆国 United States of America 

国名 国名（英） 
Sample1 アメリカ合衆国 United States 
Sample2 アメリカ America 
Sample3 米国 USA 
Sample4 合衆国 U.S.A. 
Sample5 アメリカ合衆国 United States of America 

「America」で検索 



ダーウィンコアの項目とクラス 

タクソンクラス 
Taxon 

標本・観察データの生物種の分類に関する項目。「ある生物がどの
ような分類群に属しているか」という事を記述するための項目。 

など 

学名 
界名 
門名 
綱名 
目名 
科名 
属名 
種名 
最も細かい分類区分 
著者名 

ScientificName 
Kingdom 
Phylum 
Class 
Order 
Family 
Genus 
SpecificEpithet 
InfraspecificRank 
AuthorYearOfScientificName 

(Groening, 2006) 

 約30項目 



標本ラベルからGBIFへ 

地球規模生物多様性
情報機構 

GBIF 

ダーウィンコア形式でデータを作成すれば、 
標本ラベルのデータがGBIFのデータの1つになる！ 



標本ラベルからGBIFへ 

オカレンス
（在データ） 

OCCURRENCE 



データセットとメタデータ 

オカレンスデータの集まり
＝データセット 

科博の鳥類標本データ 科博・鳥類コレクション 



データセットとメタデータ 

データセットの説明文 
担当機関、担当者 
ライセンス情報 

データセット自身の情報 
＝メタデータ 



www.gbif.org （2017.11.29） 

いろいろな由来の生物多様性情報 

Observation 
 観察 
Literature 
 文献 
Preserved Specimen 
 保存標本 
Fossil Specimen 
 化石標本 
Living Specimen 
 生きた標本 
Human Observation 
 人間による観察 
Machine Observation 
 機械による観察 
Material Sample 
 物質試料 
Unknown 
 不明 

29,816,051 
  

494,857 
  

128,359,252 
  

8,078,749 
  

1,473,302 
  

664,159,060 
  

9,844,677 
  

508,439 
  

31,340,030 

BasisOfRecord 
 データレコードの種類 

ダーウィンコア形式で 
由来の異なる情報を一元管理 



観察情報をもとにしたデータ 

市民参加による観察 

生態系モニタリング 

（環境省） 

（コーネル大学 鳥類学研究所） 

生物の分布情報が研究・行政などで利用可能 

植生調査 動物分布調査 

JBIFパンフレット 
2017年11月30日 



オオジシギ の観察情報 
通年（26,303件） 11～12月（6,281件） 

生態研究、保全活動、観光などへの活用 

Gallinago hardwickii  



観察データをダーウィンコア形式で登録 
国立環境研究所 福島支部を拠点とした災害環境研究 
 自動撮影装置を使った避難指示区内外の生き物の調査 

赤外線センサー式の 
自動撮影カメラ 

Keita, Fukasawa, et al. "Mammal assemblages recorded by camera traps inside and outside the evacuation zone of the 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident." Ecological Research 31.4 (2016): 493-493. 

データセット 



観察データをダーウィンコア形式で登録 

2014年7月24日に撮影
されたツキノワグマ 

オカレンスクラス 

イベントクラス 

位置クラス 

タクソンクラス 

レコード管理情報クラス 

オカレンス 



ダーウィンコア入門 まとめ 

1. ダーウィンコアは生物多様性情報、すなわち、「いつ、どこに、 
どんな生物がいたか」という情報を記述するための用語集（規格） 
 

2. ダーウィンコア形式に準じ、一定の用語・表現を使うことによって、
生物多様性情報を分野の違う人々と共有でき、由来が異なる生物多
様性情報の統合的な利用が可能に 
 

3. GBIF（地球規模生物多様性情報機構）では、ダーウィンコア形式
の情報をデータベース化し、科学・社会へ必要なデータを提供 

ダーウィンコアを使って 
あなたの標本・観察データを世界に発信！ 



ご清聴ありがとう 

ございました！！ 
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