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トニー・リース氏、 
エビー・ニールセン賞を受賞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GBIFは、2014年のエビー・ニールセン賞の受賞者をトニー・ 

リース（Tony Rees）氏に決定しました。彼が開発した革新

的なインフォマティクスツールは、地球上の生物に関するデ

ータの配信を著しく前進させました。 

リース氏はオーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）、

海洋研究データセンターのマネージャーです。彼は今年9月

16～18日にインド・ニューデリーで開催されるGBIFの第21

回理事会（GB21）において、エビー・ニールセン賞の賞金3

万ユーロを受け取ります。 

GBIF科学委員会は、バイオシステマティクスと生物多様性

インフォマティクスをエキサイティングかつ斬新な方法で

結びつける研究を進める研究者を毎年表彰しています。

GBIFのオーストラリア代表団は、生物多様性インフォマテ

ィクスを世界的に進展させた4つの革新的な業績を評価し、

リース氏を推薦していました。 
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CSIRO のトニー・リース氏、 

2014年エビー・ニールセン賞を受賞 

GBitsニュースレターの講読をご希望の方は、
www.gbif.org/newsroom/summary#signupか
ら登録、またはinfo@gbif.orgへメールをお送
りください。 

http://www.csiro.au/
http://gb21.gbif.org/
http://www.gbif.org/page/3109
http://www.gbif.org/newsroom/summary#signup
mailto:info@gbif.org
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2013年若手研究者賞 

今年のGBIF若手研究者賞（YRA）の受賞者が決定し
ました。1人は、生物多様性データに含まれるバイアス
の検出、不足の特定に資する研究を行ったアイルラン
ドの修士課程の学生、もう1人は貴重な生物多様性デー
タの提供においてソーシャルネットワークサイトがも
つ可能性に着目したインドの博士課程の学生です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者は、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン（写

真左）のキーヴァ・マーシャル（Caoimhe Marshall）

氏とインド・バンガロールの伝統医療復興財団

（FRLHT）のリサーチ・フェローであり、米国カンザ

ス大学の博士論文提出志願者でもあるビジェイ・バル

ウェ（Vijay Barve）氏です。研究におけるイノベーシ

ョンと独自性、生物多様性科学への多大な貢献の可能

性、GBIFデータの創造的な利用を称え、両氏には4,000

ユーロの賞金が贈られます。 

マーシャル氏の研究プロジェクトは、GBIFを介して利

用可能なデータに基づき、異なる場所で種を記録するた

めに投じられたエフォートの相対量を推定する統計的

手法を実証することを目指しています。バルウェ氏は

FlickrやFacebook、Picasawebなどのサイトでシェアさ

れる画像が、写真により裏付けられる膨大な種の分布記

録の未開発ソースとなりうるかどうか（特に発展途上国

において）を探索しています。 

 

 

 

GBIF2013年科学レビューを発表 
 

GBIFから公開されたデータを活用した研究論文（査読

済み）の2013年レビューを発表しました。 
  

 

 

 

この科学レビューは、 

侵入生物種や気候への 

影響、人類の健康、 

生態系サービス、生物 

多様性の保全、食糧、 

農業およびバイオ燃料 

といった幅広い科学分 

野にわたる250本を超 

える科学論文で構成さ 

れています。 

GBIFデータを大いに 

活用した研究や、科学 

および政策コミュニテ 

ィの重要な関心分野を 

反映した研究について 

は研究サマリーを紹介 

しています。GBIF事務 

局では、GBIFを介して公開されるデータを使用し、またはそれに

ついて論じる学術文献をモニタリングするプログラムを継続的に

実施しています。インターネットを利用するユーザーは、こうし

た研究の引用に関するアーカイブにアクセスできます。 

 

 

データ公開 

種の記録に生命を吹き込む 

GBIF.orgでは、視覚的・聴覚的記録を含む種の分布データ

を検索し、フィルタをかけることができるようになりまし

た。GBIF.orgのインデックスには現在、写真や音声、また

は動画が添付された150万を超える種の分布記録が表示さ

れています。 

この新しいマルチメディアフィルタの導入により、

GBIF.org.の訪問者は同サイト上に公開された個々の記録

に関連するより多くの詳細情報にアクセスできるように

なりました。こうしたカリスマ的とも言える機能性の向上

は、デジタルメディアがもつ種を証拠づける実用的な力を

浮彫りにするとともに、科学者の仕事を前進・拡大させる

実用的なアプリケーションを後押しします。 

ベルリンのフンボルト博物館のAnimal Sound Archiveの

キュレーターであるカール=ハインツ・フロモルト

（Karl-Heinz Frommolt）氏は次のように述べています。

「マルチメディアによるコレクションは、生物多様性を学

ぶ上での重要なツールを提供してくれます。特に、野外観

測技術が向上し、生物多様性のインベントリ作成およびモ

ニタリングを自動化されている現状では殊更です。」 
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詳しくはこちら YRA受賞者 キーヴァ・マーシャル 

詳しくはこちら YRA受賞者 ビジェイ・バルウェ 

ダウンロード GBIFの 2013年版科学レビュー 

詳しくはこちら ニュースリリース 

http://www.ucd.ie/
http://envis.frlht.org/frlht.php
http://envis.frlht.org/frlht.php
https://www.flickr.com/
https://www.facebook.com/
http://picasaweb.google.com/
http://www.mendeley.com/groups/1068301/gbif-public-library/
http://www.gbif.org/occurrence/search?MEDIA_TYPE=*
http://www.gbif.org/occurrence/search?MEDIA_TYPE=*
http://www.naturkundemuseum-berlin.de/
http://www.animalsoundarchive.org/
http://www.gbif.org/page/3119
http://www.gbif.org/page/3118
http://www.gbif.org/resources/3094
http://www.gbif.org/page/3100
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IPTのバージョン2.1をリリース 
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組織運営 

承認およびデータのライセンシングについて

のコミュニティ・コンサルテーション 
GBIF事務局は6月、ネットワーク内の手続き変更に関す

る2件の提案（GBIFネットワークへの公開者の追加、お

よびGBIFが仲介するデータのライセンシング）につい

てのコミュニティ・コンサルテーションを終了しました。 

前者に関するコンサルテーションでは、データ公開に

おける現行の承認過程に、専門家コミュニティの関与

を加えることによってより質の高いデータを潜在的ユ

ーザーに提供できること、さらに現在GBIFに参加して

いない国の機関からのデータ公開の促進にもつながる

ことなどが検討されました。 

後者のデータのライセンシングに関するコンサルテー

ションは、生物多様性データへのフリーでオープンな

アクセスを促進するというGBIFのミッションから生

まれた2013年のコンサルテーションをさらに推し進め

るものでした。この提案においては、ユーザーに対し

てデータセットの使用条件と再使用にあたっての制限

を明確にするための標準化された手続きが示されまし

た。 

GBIF事務局は、この2件のコンサルテーションに寄せ

られた意見を分析し、公開文書にまとめました。また、

9月にインド・ニューデリーで開催されるGBIFの理事

会、GB21ミーティングにおいてこれら2件の問題を前

進させるための提案を行います。 

 

 
 
 
インディア・ハビタットセンター内部。Photo 2011  
CC BY-NC-ND、Phillip  Kalantzis Cope （flic.kr/p/9nQa4J） 

ニューデリーで開催される GB21の登録受付 

を開始 
インド野生動物研究所とインド環境・森林省が共同で開

催する第21回のGBIF理事会（GB21）への公式の代表

団および招待オブザーバーの登録を開始しました。

GB21は、9月16～18日にニューデリーのインディア・

ハビタットセンター（上部写真）で開催されます。9月

17日には公開科学シンポジウム「GBIFを通じたイノベ

ーションと影響力」が開催されます。市民とジャーナリ

ストの方は無料で登録・参加できます。8月上旬に行わ

れる今年の講演者のリストの発表にご期待ください。 

詳しくはこちら GB21の開催詳細 
 
キャパシティ・ビルディング 
メンタリング・プロジェクト最新情報 

フランス、ポルトガル、スペイン 
フランス、スペイン、およびポルトガルの各GBIFノー

ドからスタッフが集まり、彼らが共同して進めるメン

タリング・プロジェクトの第2回ミーティングを開催し

ました（4月28～30日、在リスボン熱帯研究所）。議題

は以下の通りです。 

・GBIF統合的公開ツールキット（IPT）を使用した 

データペーパーの作成  

・eラーニングコースの準備  

・ジャーナルのオプションとデータペーパーの公開 

要件 

・アトラス・オブ・リビング・オーストラリアのALA-  

ポータルコードの使用を希望するノード機関に関す 

る課題と機会の探索 

・Open Refine を使用した生物多様性データのクリー 

 ニング 

この3ヶ国のグループは、10月14～16日、パリにおいて

再び、コレクションの分類と生物多様性データの空間的

可視化を実現するクラウドソーシングのプラットフォ

ームについて探究するミーティングを開催します（開発

者はGBIFフランス）。 
3  

3 

GBIF事務局内の開発者は、4月に統合的公開ツール
キット（IPT: Integrated Publishing Toolkit）のバ
ージョン2.1をリリースしました。リリースノート
に、今回のアップデートを構成するユーザー主導の
機能拡張（11件）とバグ解消（38件）の内容が概説
されています。主要な変更は以下のとおりです。 

・データの公開者は、データセット内の個々のレコ
ードがユニークな識別子を有していることを検証
できるようになりました（これにより、GBIFネッ
トワークを通じてレコードレベルの識別子の安定
性が向上します） 。 

・ネイティブのデータソースとしてMicrosoft Excel

をサポートするようになりました 。 

・国立遺伝学研究所の山崎 由紀子博士のご厚意によ
り、インターフェースが日本語に翻訳されました。 

詳しくはこちら GBIF 開発者のブログ 

詳しくはこちら IPTユーザーマニュアル 

詳しくはこちら 承認手続きに関するコン
サルテーションの報告書 

詳しくはこちら 承認手続きに関し寄せら
れたすべての意見 

詳しくはこちら ライセンシングに関する
コンサルテーションの報告書 

詳しくはこちら データのライセンシング
に関し寄せられたすべての意見 

詳しくはこちら イベント資料 

http://flic.kr/p/9nQa4J
http://www.gbif.org/publisher/4a19e429-8f13-478e-86d7-93adb7534524
http://envfor.nic.in/
http://gb21.gbif.org/GB21/GB21reg/stage0
http://gb21.gbif.org/GB21/GB21reg/stage0
http://www.indiahabitat.org/main.htm
http://www.indiahabitat.org/main.htm
http://gb21.gbif.org/GB21/
http://www.gbif.org/ipt
http://www.gbif.org/ipt
https://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/wiki/IPTReleaseNotes21
https://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/wiki/IPTReleaseNotes21
http://www.nig.ac.jp/english/index.html
http://gbif.blogspot.dk/2014/04/ipt-v21.html
http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/wiki/IPT2ManualNotes
http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/get_file.php?FILE=004bfeff64eed0b6cc5e5ca55c9f97
http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/get_file.php?FILE=004bfeff64eed0b6cc5e5ca55c9f97
http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/DMS_list.php?ID=1230
http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/DMS_list.php?ID=1230
http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/get_file.php?FILE=368b7c3e812c52a405418fc2b0f500
http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/get_file.php?FILE=368b7c3e812c52a405418fc2b0f500
http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/DMS_list.php?ID=1230
http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/DMS_list.php?ID=1230
http://www.gbif.pt/node/160
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ベルギー、モーリタニア、トーゴ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規データ 

ブラジル  

ブラジルにおけるGBIFのナショナルノードである

ブラジル生物多様性情報システム （SiBBr）はベレ

ンのパラエンセ エミリオ ゴエルディ博物館から初

めて公開されたデータを、GBIFを介して利用できる

ように（モビリゼーション）しました。これは19世

紀に遡るアマゾンの生物多様性のコレクションのご

く一部にすぎませんが、この最初の10件のデータセ

ットには 30,000件を超えるレコードが含まれ、その

うち22,000件は同博物館が所蔵する真正クモ目

(Araneae、世界で2番目の多様性をもつ蜘蛛のグルー

プ)のコレクションです。 

SiBBrはまた、マナウスにある国立アマゾン研究所

（INPA）からの最初のデータ公開にも貢献しました。

INPA初となる2件のデータセットがGBIF.orgに表

示されたことは、研究コレクションへのアクセス向

上につながる記念碑的な一歩となりました。 

中国科学院 

中国科学院の生物多様性委員会がGBIF.orgを通じて

その歴史的な植物コレクションの一部を初めて公開

しました。このデータセットは中国南西部、雲南省内

の様々な地域から集められた生物種の分布記録

（163,199件）で構成されています。雲南省は中国に

おける生物多様性のホットスポットの一つです。 

 
 
 
 

  

 
 
 
オオカサモチ属（Pleurospermum arometicum）のタイプ標本 

, collected by Scottish botanist George Forrest in Lijiang, Yunnan, in 1910.  

写真提供 中国科学院 

 

これらのデータは2013年10月に準参加機関として 
GBIFに参加して以来、中国科学院がGBIF.orgを通じ
て公開した初めてのデータです。 

 

コロンビア 

コロンビア生物多様性情報システム （SiB）との協

力の下、森林・湿地財団がマグダレナ-カウカ流域

に生息するゴンズイ（Pseudoplatystoma 

magdaleniatum）に関する2,000件超の記録を公開

しました。これらのデータは、アンデスとカリブ双

方の生態系が豊富な流域に生息する、この新たに記

録された固有種に関する知識の礎を構成するもの

です。 

SiBはまた、コロンビア教育・工科大学のルイ・ゴ

ンサロ・アンドレド自然史博物館からの1,200件の

カブトムシの記録の公開を承認しました。これらの

初期データはその博物館が所蔵する標本（その40%

近くが甲虫目）のごく一部分にすぎません。  

4 

2014年 6月 18～19日、GBIFのトーゴ、モーリタ

ニア、およびベルギー各国ノードはトーゴのロメ大

学においてデータに関するワークショップを共催

しました。トーゴの学術界、および政府機関からフ

ランス語圏のおよそ 25 人が参加し、GBIF の活動

や オープンデータの取り組み、データの公開と使

用、使用適合性について理解を深めました。この開

かれたワークショップの後、この 3ヶ国のノードの

IT スタッフは、GBIF の IPT を介してデータを公

開する方法（データの準備も含む）についてハン

ズ・オンでの協力を開始し、実際にトーゴのヘビお

よび爬虫類のチェックリストの他、西アフリカの茸

類分布記録の計 2 件のデータセットを公開しまし

た。また、この他のいくつかのデータセットを公開

するための準備を開始しました。参加者らは 9月上

旬、ヌアクショット（モーリタニア）にてフォロー

アップ・ワークショップを開催することを計画して

います。 

詳しくはこちら ニュースリリース 

http://www.sibbr.gov.br/
http://www.gbif.org/publisher/4f1aa16c-ac1f-4e25-95fa-70bd71b7a0b4
http://www.gbif.org/dataset/eb521f93-d62d-4332-a5f0-989ed94d9cc4
http://www.gbif.org/dataset/eb521f93-d62d-4332-a5f0-989ed94d9cc4
http://www.gbif.org/publisher/c0d9c91a-0f83-4819-bf7e-bb5e1184eb6b
http://www.gbif.org/publisher/c0d9c91a-0f83-4819-bf7e-bb5e1184eb6b
http://www.gbif.org/dataset/aa02f601-c82e-41bd-9cb4-c8816e702369
http://www.gbif.org/dataset/aa02f601-c82e-41bd-9cb4-c8816e702369
http://www.gbif.org/dataset/1b412457-43cf-4a6f-b5c2-7acf01be5977
http://www.gbif.org/dataset/1b412457-43cf-4a6f-b5c2-7acf01be5977
http://www.gbif.org/dataset/1b412457-43cf-4a6f-b5c2-7acf01be5977
http://www.gbif.org/page/2952
http://www.gbif.org/publisher/a2fa5b68-3ebf-4845-abc5-f456d251386f
http://www.sibcolombia.net/
http://www.gbif.org/publisher/e174384d-ee9a-4ed8-b4f4-0ec3a8fa5e39
http://www.gbif.org/dataset/a77fe17a-6678-4996-b998-206c7c8430b3
http://www.gbif.org/dataset/a77fe17a-6678-4996-b998-206c7c8430b3
http://www.gbif.org/dataset/a77fe17a-6678-4996-b998-206c7c8430b3
http://www.gbif.org/publisher/ad3f9c5f-5021-45a3-a7c4-3e64895f6f79
http://www.gbif.org/publisher/ad3f9c5f-5021-45a3-a7c4-3e64895f6f79
http://www.gbif.org/dataset/c59e89fc-2fec-4fd8-8c3c-073843eb6441
http://www.gbif.org/dataset/c59e89fc-2fec-4fd8-8c3c-073843eb6441
http://www.gbif.org/dataset/c59e89fc-2fec-4fd8-8c3c-073843eb6441
http://www.gbif.org/page/3102
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DanBIFは、デンマーク博物学博物館のために市民科学

者が収集したデータセットの公開を促進してきました。

コペンハーゲン中心地にある公共公園、「Østre Anlæg

公園」において1日間のバイオブリッツが開催され、子

どもから大人、学生、および博物館の研究員が協力して

582件の記録を収集しました。DanBIFの研究員および

専門家は全342種を同定し、専用の登録システムに記録

しました。 

ドイツ 

ドイツの脊椎動物データ担当ノードとしての役割の中

で、ボン市内のアレキサンダー・ケーニッヒ動物学研究

博物館が1900年から現在に至る、150,000件超のコウモ

リの標識調査記録の大規模なコレクションを公開しま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FLORIVON データセットには「ミツバチラン」として知られ
るオフリス属51件の出現データが含まれる。 

Photo © 2011 Jurgen Rotteveel. 

 

オランダ 

オランダ植物研究基金（FLORON）は600,000件近い維

管束植物類の観察記録を含むFLORIVON データセット

を公開しました。これらの記録は、主として1901年から

1949年の間に実施された全国レベルの調査において収

集されたものです。今後、より多くの記録がデジタル化

され、当該データセットのコンテンツは増加していくと

見られます。 

 

 

 

 

GBIFネットワーク内外の活動 

アイルランド バイオブリッツ2014が
示したNBDCへの市民科学者の貢献 

5月23～24日、アイルランドで例年のバイオブリッツ

が開催されました。アイルランド島各地に設けられた

4つの会場に、国立生物多様性データセンター

（NBDC）が200人超の科学者および記録者を招集し、

24時間の間にどの会場が最も多くの種を記録するこ

とができるかを決定しました。このバイオブリッツは、

ヨーロッパにおけるこの種の最大のイベントとして、

市民科学者と専門家らにネットワークを広げ、かつス

キルを交換する貴重な機会を提供しています。 

今年、アントリム州グレナーム・エステートのボラン

ティアらは1,116種を記録し、他の3会場（ケリー州デ

リナン国立歴史遺産、ダブリン州ホウスヘッド、ゴー

ルウェイ州クロンバー／コン森林地帯）を上回る結果

を残しました。 このバイオブリッツをNBDCが開発し

たダイナミック・リアルタイム・レコード捕捉システ

ムがサポートしました。このシステムは、アイルラン

ドの市民科学ネットワークを支援するオンラインレ

コード提出・管理システムとして開発されたものです。

これまでにこのシステムは市民メンバーから提供さ

れた80,000件超のレコードを記録してきました。 

 

 

GBIFノルウェー、ラベルの文字起こしに
協力するボランティアを募集 

GBIFノルウェーは、新しい市民科学者によるクラウド

ソーシングの取り組みを打ち出しました。GBIFノルウ

ェーはオスロの自然史博物館の植物園の創設200年を

祝う記念祝賀会において、同館が所蔵する数千件のア

フリカの地衣類の標本の記録の文字起こし作業に協力

するボランティアを募集しました。 

ボランティア アフリカ地衣類標本 
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ノースカロライナ州自然科学博物館が所蔵する 

4つのコレクションからの記録（当初 85,000件）は

急激にその数を増やし、現在 8つのコレクションか

らの標本は 216,000件に至っています。 

詳しくはこちら バイオブリッツ 2014 

詳しくはこちら NBDCへのレコード提出 

http://danbif.dk/
http://www.gbif.org/publisher/2e7df380-8356-4533-bcb3-5459e23c794e
http://www.gbif.org/dataset/2fce3ac5-5bd1-4c11-82c8-68bfb937399a
http://www.gbif.org/publisher/6e1cad80-bdf5-11d8-84ea-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/publisher/6e1cad80-bdf5-11d8-84ea-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/dataset/c5c2542c-408f-442f-97d0-3a97562fe5ec
http://www.gbif.org/dataset/c5c2542c-408f-442f-97d0-3a97562fe5ec
http://www.gbif.org/publisher/2d08e940-df21-45b4-9d17-1eff118907ff
http://www.gbif.org/dataset/20e3fcbb-c285-49ee-a93d-cc6ccd06ca9e
http://www.gbif.org/dataset/20e3fcbb-c285-49ee-a93d-cc6ccd06ca9e
http://www.biodiversityireland.ie/
http://www.biodiversityireland.ie/
http://gbif.no/transcribe
http://www.gbif.org/publisher/69e7f900-ed5b-11dd-ac7e-b8a03c50a862
http://bioblitz.biodiversityireland.ie/
http://records.biodiversityireland.ie/index.php
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各地域ノード・ミーティング 

GBIFの 2014年の事業計画には各地域のノード・ミーテ

ィングを支援するための資金提供が含まれています。

これはネットワーク共通の優先事項を進展させること

を目的としたものです。実際にGBIFの6地域のうち4地

域がすでに2014年ノード・ミーティングを開催し、中

南米地域は今年後半にもブラジル、ペトロポリスで開

催することとしています。以下は、アフリカ、アジア、

ヨーロッパ、北米において最近終了したミーティング

の概要です。 

アフリカにおけるGBIFの動き 
7月にベナン、コトヌーで開催された第5回GBIFアフリ

カ地域ノード・ミーティングには、アフリカの13の参

加国が出席しました。アボメーカラビ大学農学部、

GBIFベナン、そしてベナン環境省の支援を受けて開催

されたこのミーティングは、第1回GBIFアフリカ科学

委員会ミーティングおよび第3回ワークショップ(テー

マ：アフリカの政策関連生物多様性データのモビリゼ

ーションにおける地域の連携、後掲)を受けたものです。 

データの引き揚げ、侵略的外来種、および都市部にお

ける生物多様性に関連したプロジェクトについてとり

上げた後、参加者らはデータのモビリゼーションのた

めに以前採択された9項目の地域の優先事項について

議論を交わし、共通の目標に向かって前進するために

協力していくことに合意しました。ノードのスタッフ

はアフリカにおけるGBIF関連活動のための協働メカ

ニズムを立ち上げるために必要なステップを説明する

とともに、エンゲージメント（関係者の取り込み）、

インフォマティクス、およびコンテンツに関するアフ

リカでの取り組みをGBIFの戦略的プランと沿った形

で確実に進めていくため、リーダーを任命しました。 

アジアにおけるGBIFの動き 

GBIFの日本ノードであるJBIFが開催した第5回アジア

ノードミーティングは、国立科学博物館の主催、資金

提供により、茨城県つくば市において開催されました。 

8つの参加ノードおよびオブザーバー1機関は地域内の

科学ベースのプロジェクトの現在までの進捗状況につ

いて協議しました。1つ目はアジアにおける最も広範囲

におよぶチェックリストデータベースFishBaseの活用

です。これは、アジア地域全土にわたる海水・淡水双

方の魚のドキュメンテーションを進めることを目指す

プロジェクトであり、まずASEAN加盟国（彼らの現地

語および種の分布）に照準を当てます。 

2つ目は、侵略的外来種および絶滅危惧種に関するチ

ェックリストデータのモビリゼーションです。ここで

も、まずASEAN加盟国にフォーカスします。この業

務には一定の外部の分類学の専門家の力が必要になる

と考えられますが、アジアノードではデータ解析やデ

ータ比較、その他のインフォマティクス的技法および

プロセスを通じて、自給的なサポートを提供すること

ができると見込んでいます。 
 

 

 

 

アジアノードは、GBIFの分類学的バックボーンを拡充

し、各国のチェックリストを比較し、調和させるための

サービスを向上させる（名称の誤りの修正など）ために

GBIF事務局と連携していくこととしています。 

また、ノード内で選挙が実施され、新しいアジアノード

代表にGBIF日本の細矢 剛氏、および副代表にTaiBIFの

ユウ・ファン・ワン（Yu-Huang Wang）が選出されま

した。彼らは、アジア生物多様性センターのシェイラ・

ヴェルゲラ（Sheila Vergara）氏およびICIMODのナク

ル・チェトリ（Nakul Chettri）氏の後任となります。

ウェルゲラ氏、チェトリ氏のGBIFネットワークに対す

る貢献に心から感謝します。 

ヨーロッパにおけるGBIFの動き 

4月6日にベルギー・ブリュッセルで開催されたヨーロッ

パ・ノード・ミーティングにはGBIF参加24ヶ国から約

40名のスタッフが参加しました。このミーティングはベ

ルギー生物多様性プラットフォーム、およびベルギー連

邦政府科学政策局のサポートを受けて行われました。複

数のEU関連プロジェクトおよびイニシアティブに関す

る最新状況をシェアする中で、参加者は侵略的淡水生物

種データのモビリゼーションやノード・ポータル・ツー

ルキット（Nodes Portal Toolkit）、メンタリングにおけ

る協力に関する地域内および国際的な連携から得られ

た教訓を分析しました。 

ノードのマネージャーおよびスタッフは、ヨーロッパ内

の一連の優先事項を特定しました。具体的には、GBIF

のカバーエリアを拡大するために東欧諸国の参画を促

すこと、大規模なデジタル化を通じて地域のデータギャ

ップを埋めるコンテンツのモビリゼーションを進める

こと、そして大陸横断的に他の生物多様性インフォマテ

ィクス関連イニシアティブとのつながりを構築するこ

とが優先事項とされました。いくつかのノードは、欧州

の森林および植生のデータの公開に共同して集中的に

取り組み、欧州環境機関をサポートしていくことに合意

しました。 

北米におけるGBIFの動き 
国際バーコード・オブ・ライフ・プロジェクトおよびオ

ンタリオ生物多様性研究所のサポートを受けて、北米地

域の第4回ミーティングがカナダ・ゲルフにおいて開催

されました。 出席した、または電話で参加した参加者は、

現在のプロジェクトに関するニュースの他、北米地域の

組織運営モデルをどのように修正すればさらなる地域

内協力を掘り起こすことができるかについて話し合い

ました。データの収集およびライセンシングに関する名

古屋プロトコルの示唆には、レコードにユニークな識別

子を付ける必要性、およびGBIFを通じてその他の情報

（遺伝的データおよび標本ベースのデータなど）を含め

るためのモデルなどが議論の中心でした。また、北米ノ

ードは、ボブ・ハナー（Bob Hanner）氏を今後2年間の

ノード代表として再選しました。 
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アフリカの参加国、生物多様性データの 

モビリゼーションの計画を具体化 

7月1日、20人を超えるアフリカの専門家らがベナン、コ

トヌーのホテル・パンタグリュエルに集まり、政策関連

の生物多様性データをモビライズするためのトレーニン

グプログラムの設計とビジネスケースの構築に取り組み

ました。このワークショップは、GBIFアフリカ科学委員

会（2014年6月30日）およびGBIF アフリカノード委員会

(2014年7月2～4日）の合間に、GBIFのアフリカの参加各

国と親しい関係にあるJRS生物多様性基金から資金提供

を受けたプロジェクト「アフリカの政策関連生物多様性

データのモビリゼーション」を支援する3つ目の取り組み

として開催されました（コーディネーター：南アフリカ

生物多様性情報機構、SABIF）。そのプロジェクトの目

標は、地域の連携および生物多様性インフォマティクス

の能力を強化しつつ、アフリカの生物多様性データをモ

ビライズするための戦略を策定し、実行することです。 

ワークグループは、長期的な容量制限の緩和と、「デー

タ-科学-政策のバリューチェーン」の合理化に併せて、生

物多様性インフォマティクスに関する実用的なトレーニ

ングプログラムを設計しました。ワークショップでは、

UNEP-WCMCのナディーヌ•ボウルズ=ニューアークに

よるプレゼンテーションなどが行われ、参加各国が2015

年に大規模なアフリカのデータ-科学-政策をテーマとす

るカンファレンスを開催する可能性について議論を交わ

して終了しました。 

ベナン、全国的データソースを発表 

GBIFベナンはINBio（コスタリカのナショナルノード）

との緊密な協力の下、GBIFが仲介するデータを単一のリ

ソースにて表示する新しい国内ポータルを構築しました。

JRS生物多様性基金からの支援を受けて開発された

gbif-benin.orgは、NPT Startupに基づきDrupalを実装し

ています。 

BGBM、生物多様性データにアノテーションを
付けるためのシステムを発表 

ベルリン=ダーレム植物園（BGBM）は、生物多様性デー

タへのオンライン上のコメント付けを可能とする新しい

システムをリリースしました。 

この AnnoSysアノテーション・データ・リポジトリでは

ユーザーが種の出現に関するレコードに含まれるエラー

や漏れを見つけ、修正を提案することができます。アノ

テーションを付された各レコードについて、AnnoSysリ

ポジトリはアノテーションとオリジナルのレコードの双

方を保存します。その際には永続的な識別子を通してそ

れらをリンクさせます。これらのレコードはAnnoSysユ

ーザーのインターフェースおよびウェブサービス上のイ

ンターフェースを通してアクセスすることができます。 

 

 

 

 

言語グループ関連ニュース 

フランス語、スペイン語、ポルトガル語 

互いの協力の下でコミュニティ・コンサルテーション

を翻訳するという最近の取り組みから、喜ばしい副次

的効果が生まれました。GBIFおよび生物多様性インフ

ォマティクスに関連してよく使われる用語について、

フランス語、スペイン語、そしてポルトガル語の用語

集を作成する取り組みです。未だ進行中ではあります

が、これらの用語集はすでにGBIFのネットワークを構

成する言語間のコミュニケーションの効率化に役立っ

ています。事務局スタッフは、これらの取り組みに対

する貴重な貢献をしたコミュニティのメンバーに心か

らの感謝を表します。 

 

  詳しくはこちら GBIF用語集 英語>フランス語  

 

  詳しくはこちら GBIF用語集 英語>スペイン語 

 

  詳しくはこちら GBIF用語集 英語>ポルトガル語 

 

種の分布のモデリングおよび可視化のための
世界海洋データセット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界海洋環境データセット（GMED：Global Marine 

Environment Datasets）は、現在、過去、そして将来に

おける海洋環境の条件のための地球規模の気候、生物学

的、地球物理学的な環境層をコンパイルしたものです。 

表面から深海まで、広範囲にわたって環境の層をカバー

するGMEDは、標準化された、すぐに使用可能なデータ

セットを、統一された空間的広がりおよび高い空間分解

能（5 arc-min、c. 9.2 km 赤道付近）にて提供します。  

7 

AnnoSysは、Virtual Herbarium Berolinense、欧

州の生物多様性データのための SYNTHESYSポー

タル、EDIT Specimen Explorerに統合、展開され

ています。 

http://jrsbiodiversity.org/
http://www.sanbi.org/node/8647
http://www.sanbi.org/node/8647
http://www.sanbi.org/
http://www.sanbi.org/
http://gbif-benin.org/
http://gbif-benin.org/
http://jrsbiodiversity.org/
http://www.gbif.org/capacityenhancement/npt
http://www.bgbm.org/
http://www.gbif.de/annosys-online-en
http://community.gbif.org/pg/pages/view/42560/glossaire-anglais-franais-pour-les-termes-utiliss-par-le-gbif
http://community.gbif.org/pg/pages/view/42527/diccionario-ingls-gt-espaol
http://community.gbif.org/pg/pages/view/42619/glossrio-ingls-portugus
http://ww2.bgbm.org/herbarium
http://search.biocase.org/europe/index
http://search.biocase.org/europe/index
http://search.biocase.org/europe/index
http://search.biocase.org/edit
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これについてオークランド大学、リー海洋研究所（兼

GBIF科学委員会の副委員長）マーク・コステロ（Mark 

Costello）氏は次のように述べています。「研究者らは、

種の分布を迅速に可視化するため、これらの層上に

GBIFが仲介するデータをマッピングすることができ

ます。MaxEntその他の種の分布をモデリングするソフ

トウェアもまたGMEDをインポートして地域の地理的

な範囲の予測をすることができます。これを導入すれ

ば、所定の種についての適切な条件を見つけることが

できるでしょう」 

 

詳しくはこちら 世界海洋環境データセット

（GMED） 

公募情報 

BeBIFが求人公募 
GBIFのベルギーのナショナルノードであるベルギー生
物多様性プラットフォーム（BeBIF）は現在2件の求人
募集を行っています(フルタイム1名、パートタイム1名）。
BeBIFはブリュッセルを拠点として科学と政策のイン
ターフェースとして機能している組織であり、生物多様
性研究に従事する研究者および政策決定者に対してサ
ービスを提供しています。 

詳しくはこちら 生物多様性に関する科学-政策コ

ミュニケーション担当サイエンス・オフィサー（フ

ルタイム） 

詳しくはこちら 科学-政策インターフェース担当

生物多様性スペシャリスト（パートタイム） 

CESABが研究プロジェクトの提案募集を開始 

ハイレベルな生物多様性研究に資金を提供するCESAB

（生物多様性統合・分析センター）は、例年の研究プロ

ジェクトの提案募集を開始しました。 

 CESABは、フランスの生物多様性研究基金(Foundation 

for Research on Biodiversity）が進めるイニシアティブ

です。CESABは専門家グループと資金面でのサポート、

そしてデータセットを共有するためのリソースとイン

フラの提供を提案します。また、生物多様性関連のコン

セプトに関する広範な調査を実施します。プロジェクト

は通常3年間にわたって資金提供を受けられ、また新し

い一次データの収集を義務づけることはありません。提

案の締め切りは2014年9月16日です。 

   詳しくはこちら 提案の募集（英語） 

人事情報 

GBIF事務局はここ数か月で3名のスタッフを迎え、さら

に間もなく2名を迎えることとなりました。 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

9月初旬、シロ・マシンデ 

博士がコンテンツ・モビリ 

ゼーションを担当する新 

しいプログラムオフィサ 

ーとして事務局に加わり 

ます。彼は東アフリカ植 

物標本室とナイロビ植物 

園を含むケニア国立博物 

館のシニア・リサーチ・ 

サイエンティスト、また 

前植物部門長として、デ 

ータのデジタル化および 

データベース化に関する広範囲に及ぶ経験を有し、

JSTOR/ITHAKAのアフリカの地域内コーディネーター

としてグローバル・プランツ・イニシアティブの発展に

貢献しました。 

10月中旬には、ディミトリー・シゲル博士が新しいコン

テンツ解析・使用を担当するプログラムオフィサー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーターとして貢献するとともに、ヘルシンキ大学の器官

個体群研究グループにおいて木材腐朽菌に関する研究プ

ロジェクトを進めています。 

 

一方で、産休取得中のサンプリーチ・アイパンジギュリ

（Sampreethi Aipanjiguly、2015年2月に復職予定）の

代理として、マエヴァ・バガード・ローセン（Maheva 

Bagard Laursen）がコミュニケーション・オフィサー

として加わりました。マエヴァは、ヨーロッパや中国に

おいてコミュニケーション、ネットワーキング、そして

プロジェクトマネジメントに従事し、直近では欧州環境

機関（EEA）においてアウトリーチ・コミュニケーショ

ン・コンサルタントとして勤務していました。マエヴァ

は今後数か月間のGBitsに対する貢献の提案に関する主

たる連絡先となります。彼女の連絡先はメール

（mblaursen@gbif.org）およびSkype（mahevalaursen）

です。 
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として事務局に加わ

ります。現在フィン

ランドにおいて勤務

するロシア人のシゲ

ル氏は、ヘルシンキ

大学において菌学の

非常勤講師として教

鞭を取っています。

また、フィンランド

の GBIF のナショナ

ルノードであるフィ

ンランド自然史博物

館の ICTチームにお

いて分類コーディネ 

http://gmed.auckland.ac.nz/
http://gmed.auckland.ac.nz/
http://biodiversity.be/2690
http://biodiversity.be/2690
http://biodiversity.be/2687
http://biodiversity.be/2687
http://www.cesab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=105&lang=en
http://www.museums.or.ke/content/view/116/83/1/4/
http://www.museums.or.ke/content/view/116/83/1/4/
http://www.museums.or.ke/content/view/116/83/1/1/
http://www.museums.or.ke/content/view/116/83/1/1/
http://www.museums.or.ke/
http://www.museums.or.ke/
http://www.jstor.org/
http://plants.jstor.org/
mailto:mblaursen@gbif.org
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コミュニケーション戦略を形成し、その実施をリード

することです。過去7年間、GBIFネットワークの参加

機関であるNatureServe（米国）においてコンテンツ、

コミュニケーション、戦略に関する多様な役割に従事

したカイルは、生物多様性の保全および持続可能性の

領域における経験を提供してくれます。連絡先はメー

ル（kcopas@gbif.org）とSkype（Kylecopas）です。 

 
 

 

 

ミーティングとカンファレンス 

北極研究に関する科学委員会（SCAR） 

2014年オープン・サイエンス・ミーティング 

2014年8月27～28日、オークランド、ニュージーランド 

 

第4回GBIF 中南米ノード・ミーティング 

2014年9月1～3日、リオデジャネイロ、ブラジル 

 

2014年 ALTER-Netサマースクール: 「生物多様性と 

生態系サービスに関する学際的視点」 

2014年9月3～13日、ペレスク、フランス 

 

GB21: 第21回GBIF理事会 

2014年9月16～20日、ニューデリー、インド 

 

COP12: 生物多様性条約（CBD）締約国会議 

2014年10月3～17日、ピョンチャン（平昌）、韓国 

 

2014 TDWG カンファレンス 

2014年10月27～31日、ヨンショーピング、 

スウェーデン 

 

IUCN 世界公園会議 

2014年11月12～19日、シドニー、オーストラリア 

 

第2回国際海洋研究カンファレンス 

2014年11月17～21日、バルセロナ、スペイン 

 

北極生物多様性会議 

2014年12月2～4日、トロンヘイム、ノルウェー 

トレーニングコース 

Marxanを用いた空間的保存計画 

2014年8月18～22日、 

アルス・オスタレッツ・デ・ピエローラ、スペイン 

 

生物多様性診断コース 

2014年9月1～9日、コトヌー、ベナン  

 

 

 

 

GBIFのVision：科学、社会及び持続可能な未来のために、生物多様性情報が全域で自由に 

利用可能な世界の実現を目指します。 

 
 

GBIF本部 

Universitetsparken 15 Tel +45 35 32 14 70 

DK-2100 Copenhagen Ø Fax +45 35 32 14 80 

Denmark Email   info@gbif.org 

http://www.gbif.org/ GBits Archive  http://www.gbif.org/newsroom/newsletter 
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5 月、カイル・コパ

(Kyle Copas）が事

務局のサイエンス・

ライターとしての仕

事を開始しました。

彼のメイン業務は、

GBIF.org およびそ

の他のコミュニケー

ション・プラットフ

ォームのコンテンツ

作成の他、GBIFの 

最後に、マーリーン・ダ

ルスガード・ニールセン

(Marlene Dalsgaard 

Nielsen）が 3月 1日から

事務局の事務補佐員とし

て加わりました。コペン

ハーゲンの外務省におい

て訓練を受けたマーリー

ンはこれまで、ロンドン

のデンマーク王国大使館

お よ び 欧州 医 薬品 庁

（EMA）、直近ではコペ

ンハーゲンのノボ・ノル 

ディスク社にて勤務してきました。彼女の連絡先は

mdnielsen@gbif.orgです。 

GBIF本部 

Universitetsparken 15 

DK-2100 Copenhagen Ø 

Denmark 

http://www.gbif.org/ 

電話：+45 35 32 14 70 

Fax：+45 35 32 14 80 

E-mail: info@gbif.org 

過去の GBitsニュースレター・アーカイブ：  

http://www.gbif.org/newsroom/newsletter 

mailto:kcopas@gbif.org
http://www.scar2014.org/
http://www.scar2014.org/
http://www.alter-net.info/about-alter-net/what-we-do/training-summer-school/summer-school
http://www.alter-net.info/about-alter-net/what-we-do/training-summer-school/summer-school
http://gb21.gbif.org/
http://cbdcop12.kr/en
http://www.tdwg.org/conference2014/
http://worldparkscongress.org/index.html
http://www.iocunesco-oneplanetoneocean.fnob.org/
http://www.arcticbiodiversity.is/index.php/congress
http://www.transmittingscience.org/courses/eco/spatial-con-marxan/
http://www.gbif.org/page/3057
mailto:mdnielsen@gbif.org
http://www.gbif.org/
mailto:info@gbif.org
http://www.gbif.org/newsroom/newsletter

