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ダーウィンコア入門 
～標本ラベルから地球規模多様性情報へ～

大野理恵・水沼登志恵（国立科学博物館）

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

るための規格（用語集）である。ダーウィンコアのような一定の規格に従って標本や観察データの情報を記述

することで、データを一定の基準で整理でき、操作性も向上する。ダーウィンコアについて解説した資料はい

くらかあるが、日本語のものは少なく、またいずれの資料も読むにはある程度の予備知識を要するため、初心

者には敷居が高く感じられてしまう。本講演は、ダーウィンコアとは何かを簡単に説明し、生物多様性情報を

世界に向けて発信する際の一助とすることを目的とする。

ダーウィンコアの形式で生物多様性情報はどのように記述すればよいのだろう。例えば、「1934年4月に」「長

野県で採集された」「オオジシギ Gallinago hardwickii」の標本ラベルをダーウィンコア形式で記述することを考

える。いつ採集したか、すなわち「1934年4月」を記述するには、ダーウィンコアの項目から［YearCollected］

（採集年）と［MonthCollected］（採集月）を選び、［YearCollected］を「1934」、［MonthCollected］を「4」と

すればよい。同様に、採集場所を記述するには［Country］（採集国）と［StateProvince］（採集州、県）、採

集した物を記述するには［ScientificName］（学名）を選び、それぞれ「Japan」「Nagano」「Gallinago 

hardwickii」とすればよい。地名を記述するとき、例えば「千葉」を英語表記しようとすると、「Chiba」「Tiba」

といった具合に、表記ゆれを生じる恐れがあり、検索がうまくいかない可能性がある。これを防ぐために、例

えば地名は、ゲティ地名シソーラス（Getty Thesaurus of Geographic Names）のような統制語彙＊1を使用する

ことが望ましい。

地球規模生物多様性情報機構（GBIF）では、こうして作成したデータに機関コードや標本番号などを加え

たデータを「オカレンス（在データ：生物がそのときそこに存在したことの記録）」レコードとして登録する。

また、まとめて管理や公開を行う一連のデータのまとまりを「データセット」といい、データセットについて

の共通の情報（機関名やコレクション名など）を「メタデータ（説明データ）」として登録する。

生物の標本データや観察データ（生態系モニタリングデータなど）を集積してデータベースを作成する際、

ダーウィンコアで記述する項目を統一することで、由来が異なる生物多様性情報の統合的な利用が可能となる。

こうして蓄積したデータを解析することで、種の分布状況を把握し、気候変動による生物への影響、外来生物の

侵入リスク評価など、生物多様性に関する様々な知見を得ることができる。つまり、ダーウィンコアを活用でき

るようになれば、手持ちの標本データを地球規模の多様性情報の充実やその活用に役立てることができるのだ。

＊1 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
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[InstitutionCode]（機関コード）NSMT ← 国立科学博物館
[CollectionCode]（コレクションコード）A ← 鳥類
[CatalogNumber]（カタログ番号）10129 ← 標本番号

[BasisOfRecord]（レコードの種類）specimen ← 標本
[ScientificName]（学名）Gallinago  hardwickii 
[Kingdom]（界）Animalia 
[Phylum]（門）Chordata 
[Class]（綱）Aves 
[Order]（目）Charadriiformes 
[Family]（科）Scolopacidae 
[Genus]（属）Gallinago 
[Species]（種）hardwickii 

[YearCollected]（採集年）1934 
[MonthCollected]（採集月）4 

[Country]（採集国）Japan 
[StateProvince]（採集州、県）Nagano 
[County]（採集郡、区）Higashi-Chikuma-gun 

http://www.gbif.org/species/2481830

データセット 
DATASET 

オカレンス（在データ）
OCCURRENCE

ダーウィンコア形式による記述 

種の分布情報 
SPECIES 

どんな
生物が 

いつ 

Nagano 

どこに 

http://www.gbif.org/dataset/84a2fe56-f762-11e1-a439-00145eb45e9a

生物多様性
情報を活用 

http://www.gbif.org/occurrence/44020392

（主な項目を抜粋）	

オオジシギ Gallinago hardwickii

http://www.gbif.org

標本ラベル 

地球規模生物多様性情報機構 
GBIF 

図　標本ラベルの情報をダーウィンコア形式で記述し、地球規模生物多様性情報機構（GBIF）で世界へ発信
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生物多様性情報の標準データフォーマット
Darwin Core Archiveと生態学データに 
適合させる拡張形式 “Sample-based Data”

大澤剛士（農業・食品産業技術総合研究機構）

Darwin Core/Darwin Core Archiveは、生物多様性情報を記述する国際的な標準データフォーマットである。

これは分類学、生態学をはじめ、生物多様性科学に関連したマクロ生物学の分野において既に一定の地位を確

立していると言ってよいだろう。しかし、これはもともと標本のラベル情報を記述することを目的に作成され

た形式であるため、記述するデータの単位が基本的に個体の在データのみの形式となっている。この結果とし

て、生態学等の分野でしばしば採取される在/不在データやトラップ調査によって得られる多種多数の個体

データ、植生調査のような個体を単位としないデータ形式には適合しにくいという欠点があった。このため、

それら個体を単位としないデータをDarwin Core/Darwin Core Archiveに対応させるためには加工が必要とな

り、この手間が普及を妨げる一因となっていた。この状況に対し、2015年、Darwin Coreの改良を担う

Biodiversity Information Standards：BIS （Taxonomic Databases Working Group：TDWGともよばれる）より、

Darwin Coreを生態学データに適合させる新形式「Sample-based Data」が発表された。Sample-based Dataは、

先の生態学データをはじめ、これまでDarwin Coreで扱いにくかった生物多様性データを標準化し、共有およ

び横断利用を促進させる可能性があるデータ形式として、The Group on Earth Observations：GEO-BON等の

国際生態系観測コミュニティにおいても期待されている。本講演は、Darwin Coreの基本的な情報ならびに、

Darwin Coreの新しい形式であるSample-based Dataの解説および適用事例の紹介を行うことで、日本におけ

る生物多様性データの共有、横断利用推進の一助にすることを狙う。なお、講演内容は日本生態学会の第二和

文誌「保全生態学研究」において講演と同じタイトルで発表済みであるため、より詳しい内容を知りたい方は

そちらを参照していただきたい。

図1　Darwin Core Archivesの概念図
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図2　Darwin Core Archives を作成するためのオープンソースソフトウェア IPT2の初期
画面。JBIFから日本語の解説スライドも公開されている。
（http://www.gbif.jp/v2/pdf/IPT2guide170404.pdf）

図3　日本における調査データをSample Based dataを適用させた事例。近畿2府4県を対象
とした鉄道駅におけるツバメの営巣データをDarwin Core Archive形式で整理し、GBIFネッ
トワーク上から公開したもの。
（https://www.gbif.org/dataset/2488cd13-4f80-479c-ae54-257de312054e）
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GBIFの分布データが可能にする生態学研究　 
～世界から日本へ・現在から過去へ～

大野ゆかり（東北大学）

生態学は生物と環境の相互作用を研究する学問分野であり、生物の分布データは、生態学の最も基礎的で必

要不可欠なデータの一つである。生物は自分に適した環境を選び、または生き残ることで、特定の地域に分布

するため、その分布域の環境を調査することで、その生物にとって適した環境を推定でき、適した環境から分

布を推定することもできる。

我々は、生物の分布データと環境データと種分布モデルを使用して、その生物が適した環境を推定し、分布

データがない場所や、分布データのない時代の分布の推定を行っている。今回の講演では、GBIFの分布デー

タを使用して、分布の推定を行った研究について、ご紹介したい。

分布データがない場所の分布推定としては、外来種グリーンアノールの沖縄での分布拡大予測を行った。侵

略的外来種であるグリーンアノールは、北アメリカに生息し、日本ではペットとして流通していたトカゲの一

種であるが、1989年に沖縄で野生個体が発見された。南部で個体数が増加したものの、分布は拡大しておら

ず、沖縄の環境が適していないから分布拡大しないのか、その他の要因で分布拡大しないのか、明らかとなっ

ていなかった。本来の生息地である北アメリカのグリーンアノールの分布データをGBIFから得て、種分布モ

デルによって、沖縄におけるグリーンアノールの分布拡大の予測を行うことで、沖縄の環境が適しているのか

推測することが可能となった。

分布データがない時代での分布推定としては、マルハナバチ類の過去の分布推定と推定の検証を行った。マ

ルハナバチ類は、大型なハチの一種であり、野生植物や農作物の重要な送粉者（植物の花粉を運び、実や種を

つける手助けをする動物）であるが、世界的に減少傾向にある。そのため、日本でもマルハナバチ類の分布が

縮小しているのか、調査する必要がある。分布の拡大／縮小の推定には、通常、現在と過去の大量な分布デー

タが必要になるが、種分布モデルを用いて、現在の分布データから現在と過去の分布を推定し、比較すること

で、現在の分布データのみで拡大／縮小の推定が可能になる。日本のマルハナバチ類の分布データをGBIFか

ら得たが、ここで日本のGBIFの分布データの問題点が明らかとなった。そこで、現在の分布データは市民参

加型調査により新たに収集し、種分布モデルで推定した過去の分布の検証として、GBIFとデータを共有して

いるサイエンスミュージアムネット（S-Net）の分布データを使用した。これらの研究事例が、GBIFの分布

データの有用性と問題点、研究者が望む分布データについての議論に貢献できれば、幸いである。

 



生物多様性情報の標準化と利便性

7

図１　GBIFの北アメリカのグリーンアノールの分布データを使用した分布推定。左が北アメリカ、右が沖
縄。色が青いと分布する可能性が低く、緑から赤は分布する可能性が高い。

図2　GBIFの日本のマルハナバチ類の分布データを使用した分布推定。（a）トラマルハナバチ、（b）コマル
ハナバチ、（c）オオマルハナバチ、（d）クロマルハナバチ、（e）ミヤママルハナバチ。



8

生物多様性情報の標準化と利便性GBIF ワークショップ　21世紀の生物多様性研究

GBIF APIを使う

伊藤　希（筑波大学）

生物多様性情報の基本となる構成要素は標本、記載、分類概念の三つであり、これらのデータをシステム間

で交換するための標準が定められている。生物多様性情報に関する標準策定団体としてはTDWGがあるが、

必ずしもTDWG標準が使われている訳ではなく、最もデータリッチな情報源の提供するデータ構造が実際上

の標準となっている。システム間のデータ交換はファイル交換によることもあるが、API（Application 

Program Interface）の利用が中心的である。特に、GBIFなどの公開データベースからデータを取得して加工

再利用する場合などはAPIによる方が便利である。情報交換に実際に利用されるデータ書式は、システムレベ

ルでの書式と内容レベルでの書式が区別される。システムレベルでの書式としては、ファイル交換であれば

CSVやXMLが、APIではXMLや JSONが使われ、後者の場合はAPI呼び出し時にXMLか JSONか指定できる

場合もある。JSON（JavaScript Object Notation）はウェブブラウザ上で解釈可能であり、RESTful APIと呼ば

れる、HTTPベースのAPIと組み合わせて使われることが多い。内容レベルの書式は情報の表現に必要な語彙

だと考えてよい。例えば標本であれば、採集地や採集日時などが相当する。標本、記載、分類概念のそれぞれ

に対して、データ交換標準はこうした語彙を定めている。注意すべきは、これらの標準が定めているのは基本

的にメタデータの表現方法であって、データコンテンツそのものではないことである。メタデータとは、例え

ば遺伝子の塩基配列データで言えば、塩基配列そのもの以外の、生物名や遺伝子名などのことである。生物の

図1　GBIF API で得たMinyomerus属及びその関連属・種を含む複数の分類体系を 
Taxonautプログラムで比較表示した例。得られた体系を統合した木構造を左端に表示し、
その木構造を参照しつつ5つの分類体系を並列表示している。着目している学名が反転表
示されている。齟齬の少ない分類群の場合、分類群は画面上下方向に整列表示される。
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図2　Lipotesを含む13分類体系を、高次分類群の階級を変えて比較表示させた例。最上位階
級は上から、目、綱、門である。木構造表示は高次分類群の影響を強く受けるため、高い階
級を含めるほど整列は難しくなる。目に関する画面では表形式での比較表示も示されている。

多様性故に、データコンテンツの標準化は限られた範囲でのみ実現されている。標本、記載、分類概念はこの

順に抽象化されており、抽象的になるほどコンテンツの標準化は限定的である。これらのデータ構造について

概観した上で、GBIFが提供するAPIについて解説する。
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GLAM（Galleries, Libraries, Archives, 
Museums）が有する資料情報の専門性と 
標準性がもたらすもの

阿児雄之（東京工業大学博物館）

GLAM（Galleries, Libraries, Archives, Museums）が所蔵する資料に関わる情報は、世界に広く共有提供され

ることが望ましい。これら情報は、各領域の専門家が長年にわたって、調査・蓄積してきたものである。専門

性をもって整備された情報であり、かつ、効率的な情報運用を想定した規格化がなされている。

生物多様性情報を集約し、誰でも自由に利用できるGBIF（Global Biodiversity Information Facility、地球規

模生物多様性情報機構）は、その代表的な例であろう。また、欧州連合加盟国が所蔵する絵画・書籍・映像な

どの文化資源については、デジタル化されたものを統合的に集約したEuropeanaがある。Europeanaでは、

2017年10月現在で53,182,462件の資料情報が登録されており、そのうち、約13,000,000件のデジタル情報が

Public Domainで提供されているという点も注目される。

これら大規模な情報群のみならず、各領域における専門性の高い情報群同士が結び付けば、新たな利活用・

展開が期待されるのは明らかであるが、その実現には標準性を担保する必要がある。本発表では、GLAM界

隈を取り巻く状況を中心に整理し、専門性と標準性の双方を備えた資料情報がもたらす未来について話したい。

これまで、資料情報の標準性に関する話題は、資料メタデータに関わる記述標準/データモデルの国際規格

策定や規格同士の連携検討が主たるものであった。LibraryにおけるFRBR/FRAD、Archivesにおける ISAD（G）、 

MuseumにおけるCIDOC CRMなど、長い時間をかけた議論が続いている。一方、それら記述標準やデータモ

デルに準拠し、高い専門性をもって整備された情報は、デジタル化され、ネットワーク/ウェブを通じた発

信・流通、検索・取得が主流となっている。このような状況下においては、記述標準はもちろんのこと、デー

タ形式とプロトコルの標準性が重視される。つまり、ウェブ上には、自立分散的に専門性の高い情報が存在し、

それらが標準性を担保したデータ形式とプロトコルによって繋がる世界ができつつある。

東京工業大学博物館の所蔵品に「旭焼　釉下彩雀図皿」がある。これは、1880年代後半に東京職工学校

（東京工業大学の前身）のドイツ人教師であったゴットフリード・ワグネル（Gottfried Wagener, 1832-1892）

の指導による作品である。生物としての雀、ヒトの意識の中にある雀、描かれた雀。皿に描かれた雀をワグネ

ルはどのように見たのであろうか。例えば、このような想像を巡らすことも、簡便にできる（図）。
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図　「旭焼　釉下彩雀図皿」（東京工業大学博物館蔵）の雀の種別を想像

Photo 1 by Tsuyoshi INUI, Tokyo Institute of Technology Museum and Archives
Photo 2 by harum.koh (CC BY SA)

iNaturalist.org (2017). iNaturalist Research-grade Observations. Occurrence Dataset 
https://doi.org/10.15468/ab3s5x accessed via GBIF.org on 2017-10-27. https://www.
gbif.org/occurrence/1052587088

Photo 3 by Beate & Heinz Beyerlein (CC BY NC)
iNaturalist.org (2017). iNaturalist Research-grade Observations. Occurrence Dataset 
https://doi.org/10.15468/ab3s5x accessed via GBIF.org on 2017-10-27. https://www.
gbif.org/occurrence/1265550120



12

生物多様性情報の標準化と利便性GBIF ワークショップ　21世紀の生物多様性研究

ジャパンサーチ構想における 
分野横断メタデータ

奧田倫子（国立国会図書館）

国立国会図書館（NDL）は、日本で唯一の国立図書館として、日本で出版された文献を網羅的に収集し、

目録を作成し、広く国民に提供するという役割を担ってきた。1998年に「国立国会図書館電子図書館構想」

を策定し、インターネット上の情報資源を収集・保存するウェブアーカイビング事業や所蔵資料のデジタル化

に着手した。2012年に本格稼働した「国立国会図書館サーチ（通称「NDLサーチ」）」は、当館の各種データ

ベースに加え、全国の図書館、公文書館、美術館や学術研究機関が提供する紙資料やデジタルコンテンツの目

録データを統合的に検索できるサービスとして、広く国内外で利用されている。2017年10月現在、連携先は

約70機関、約100データベース、検索可能なメタデータは約1億2,000万件に及ぶ。

国は、知的財産戦略本部（本部長：内閣総理大臣）が毎年策定する「知的財産推進計画」の中で、2014年

以来、国の重要施策として「アーカイブの利活用促進」を掲げ、デジタルアーカイブの整備と連携を推進して

いる。施策の具体化が検討される過程で、我が国の各機関が保有するコンテンツのメタデータを集約し、活用

しやすい形式で提供する役割を担う「国の分野横断型統合ポータル」として「ジャパンサーチ（仮称）」が構

想されることになった。当館には、NDLサーチ構築のノウハウの活用、分野横断的な標準メタデータフォー

マットの検討など、ジャパンサーチ（仮称）の構築に中核的な役割を果たすことが期待されている。これは、

当館策定の「第四期国立国会図書館科学技術情報整備基本計画」において、当館が目指すところと一致するも

のである。

現在、NDLでは、分野を横断した統合的検索の基礎となる標準メタデータフォーマットの検討を進めてい

る。NDLサーチでは「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述（DC-NDL）」に基づいて、メタデータの

収集・提供の際のフォーマット仕様を定めたが、検討中の案では、DC-NDLの利用を前提とせず、ウェブ情報

の構造化マークアップ仕様であるSchema.orgの語彙等を用いた新たなフォーマットを模索している。本発表

では、現時点における検討成果を報告する。当館における検討成果は、「デジタルアーカイブジャパン推進委

員会及び実務者検討委員会」（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）に提示され、ジャパンサーチ（仮称）

の構築にかかる議論の具体化に資する予定である。
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図1　国立国会図書館デジタルコレクション所収『東莠南畝讖』に描かれたギフチョウ
（毘留舎那谷著『東莠南畝讖』巻1 享保16（1731）序＜特1-217＞）

図2　 「デジタルアーカイブジャパン構築への段階別整理」
出典：内閣府知的財産戦略推進事務局「デジタルアーカイブに関する取り組みについて」デジタルアーカイブジャ 
パン推進委員会（第1回）資料1（平成29年9月5日）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_
suisiniinkai/suisin/dai1/gijisidai.html
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Darwin Core Terms　ダーウィンコアの主な項目
地球規模生物多様性情報機構日本ノード (JBIF)サイトを改変。http://www.gbif.jp/v2/datause/data_format

ダーウィンコア（DwC）には162種類の項目がある。これらの項目は、項目の種類ごとにまとめて、「クラス」
（Class）というカテゴリーに分けられている。以下にDwCに含まれる項目のいくつかを、クラス別に示す。

Class: Record-level Terms　レコード管理情報
レコードの管理をするために使用する情報。

Class: Occurrence　オカレンス
「オカレンス」とは、「ある場所に、ある時、ある生物がいたこと」（存在そのもの）である。オカレンスクラ
スの項目は、「どのような生物が」「どのようにそこに存在していて」「どのように記録されたか」を記述する
ための項目から構成される。

Class: Event　イベント
イベントは、標本・観察データを得るために行った「ある時点の行動」を指す（試料の採集、肉眼による観
察、カメラトラップによる記録など）。イベントが発生した時間や方法などを記述するのがこのクラスである。

Darwin Core 1.4の 
項目名

最新版Darwin Coreの 
項目名 説明 記述例

InstitutionCode institutionCode 機関コード "NIG"（国立遺伝学研究所）,  
"NMST"（国立科学博物館）

BasisOfRecord basisOfRecord データレコードの種類

"PreservedSpecimen"（保存標本），"FossilSpecimen"
（化石標本），"LivingSpecimen"（生きた標本），
"HumanObservation"（人間による観察），
"MachineObservation"（機械による観察）

Darwin Core 1.4の 
項目名

最新版Darwin Coreの 
項目名 説明 記述例

Collector recordedBy
標本・観察データを記録した
人・グループ・組織の名前
（のリスト）

"Oliver P. Pearson; Anita K. Pearson"， 
"Henry Fairfield Osborn"

IndividualCount individualCount 標本収集、観察時点の個体数 "1", "25"

Sex sex
標本・観察データの個体の性。
統制語彙＊1の使用を推奨。

"female"（メス），"hermaphrodite"（雌雄同体）， 
"8 males, 4 females"（オス8個体、メス4個体）

LifeStage lifeStage
標本・観察データの個体のラ
イフステージ。統制語彙＊1の
使用を推奨。

"egg"（卵），"eft"（陸上期の成長段階にいるイモリ），
"juvenile"（幼若体），"adult"（成体）， 
"2 adults 4 juveniles"（成体2個体、幼若体4個体）

Darwin Core 1.4の 
項目名

最新版Darwin Coreの 
項目名 説明 記述例

EarliestDateCollected 
LatestDateCollected

eventDate

イベント発生の日時。ISO 
8601:2004(E)の形式に従って
記述することが望ましい。開
始と終了の日付・時間を「/」
で区切ることで、期間を表現
することも可能である。
※S-Netでは、「採集年月日
（始め）」がこれに相当し、「西
暦年4桁＋月2桁＋日2桁」の
8桁の数字で表現する。時間
は記載しない。不明な部分は
「＊」で表現する。
（例）"19551105"（1955年11
月5日），"199008＊＊"（1990
年8月）

"2009-02-20T08:40Z"（2009年2月20日の協定世界時
（UTC）で8:40am），"1963-03-08T14:07+0900"（1963
年3月8日の、UTC+9時間のタイムゾーンにおける
2:07pm：日本の現地時間を示す場合。現地時間の場合
は、UTCからどのくらい離れたタイムゾーンかを後ろに
書く），
"1971"（1971年）， 
"2007-03-01T13:00:00Z/2008-05-11T15:30:00Z"
（2007年3月1日のUTC1pm～ 2008年5月11日の
UTC3:30pm）

CollectingMethod samplingProtocol

収集方法。方法を具体的に記
載してもよいし、観察や採集
の手順・条件等について記述
したプロトコルの名称を記述
してもよい。

"UV light trap"（紫外線ライトトラップ）， 
"point count"（スポットセンサス），"Takats et al. 2001. 
Guidelines for Nocturnal Owl Monitoring in North 
America. Beaverhill Bird Observatory and Bird Studies 
Canada, Edmonton, Alberta. 32 pp."（Takats et al. 
2001に示されたプロトコル）
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Class: Location　位置
標本採集地・観察地の位置に関する情報。位置クラスにはここに示したもの以外にも様々な項目が属している
ため、明確な地名がある場合はもちろん、緯度経度や高度、水深など、標本を採集した空間に関わる様々なこ
とを記述することができる。

Class: Taxon　タクソン
標本・観察データの生物種の分類に関する情報。「ある生物がどのようなタクソンに属しているか」というこ
とを記述するための項目群。

＊1 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。地名の場合はゲティ地名シソーラス（Getty Thesaurus of 
Geographic Names）などがある。

Darwin Core 1.4の 
項目名

最新版Darwin Core
の 
項目名

説明 記述例

Country country 国名。統制語彙＊1の使用を推奨。 "Denmark", "Colombia", "Japan"

StateProvince stateProvince 州名、県名 "Montana", "Minas Gerais", "Nagano"

County county 郡名、区名 "Missoula", "Los Lagos", "Higashi-Chikuma"

Locality locality 詳細な記述 "Bariloche, 25 km NNE via Ruta Nacional 40 (=Ruta 
237)"

Darwin Core 1.4の 
項目名

最新版Darwin Core
の 
項目名

説明 記述例

ScientificName scientificName

同定可能なタクソンのうち、最
も低いランクの学名。命名者や
公表年の情報がわかるならば、
これらも記載する。同定の質に
関する情報（"?","cf."など）に
関しては、同定の質を記載する
ための「identificationQualifier」
という項目が別にあるので、こ
ちらに記載する。

"Coleoptera"（目）， 
"Vespertilionidae" （科）， 
"Manis"（属）， 
"Ctenomys sociabilis"（属＋種小名）， 
"Ambystoma tigrinum diaboli"（属＋種小名＋種以下），
"Roptrocerus typographi（Györfi, 1952）"（属＋種小名
＋命名情報）

Kingdom kingdom 界名 "Animalia"（動物界），"Plantae"（植物界）
Phylum phylum 門名 "Chordata"（脊索動物門），"Bryophyta"（コケ植物門）
Class class 綱名 "Aves"（鳥綱），"Marchantiopsida"（ゼニゴケ綱）

Order order 目名 "Charadriiformes"（チドリ目），
"Marchantiales"（ゼニゴケ目）

Family family 科名 "Scolopacidae"（シギ科），
"Marchantiaceae"（ゼニゴケ科）

Genus genus 属名 "Gallinago"，"Marchantia"

SpecificEpithet specificEpithet 種名 "hardwickii"，"polymorpha"

InfraspecificRank taxonRank

項目「ScientificName」に記入
した学名の中で、最も細かい分
類区分。統制語彙＊1の使用を推
奨。

"subspecies", "varietas", "forma", "species", "genus"


