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インド-ノルウェーの能力強化パイロット 

プロジェクトの成果として、カメラ・トラ 

ッピング・カメラに関する新たなガイド 

が誕生 

2014年TDWG カンファレンス 

COP-12およびGBO-4 

EU BON 市民科学ステークホルダー・ 

ラウンドテーブル 

IOC UNESCO  

英語、フランス語、スペイン語、                           

ポルトガル語のパンフレット改訂 

エビー・ニールセン・チャレンジサイト 

 
科学者や情報科学者、データ・モデラー、地図製作者およ
びその他の専門家による、生物多様性のオープンアクセス
データの革新的な利用を促進するため、12月2日、事務局
はGBIFエビー・ニールセン・チャレンジを発表しました。 
ネットワークの誕生目前に非業の死を遂げたGBIFの主な
創設者の一人の名前に因んで名付けられたこのチャレン
ジは、生物多様性インフォマティクスの新たな進展を奨励
することを目的としたインセンティブ・コンペティション
として、既存のエビー・ニールセン賞（Ebbe Nielsen Prize）
に代えて新設されたものです。 
応募を希望される方は、GBIFエビー・ニールセン・チャレ
ンジのウェブサイトから、コンペティションに関する詳細
情報を閲覧し、更新情報の受信登録を行うことができます。
また、同サイトでは協力可能な研究者を探し、さらに第1
ラウンドの〆切である2015年3月2日に先がけて提案を提
出することができます。 
専門家による審査委員会が最初のエントリーを審査し、
1000ユーロの賞金を受けとる3～6名のファイナリストを
選出します。その後、2015年中に、1位に選ばれたファイ
ナリストには2万ユーロの賞金が贈られることとなります。 

詳しくはこちら 

チャレンジの案内 

GBIFエビー・ニールセン・チャレンジ 

能力強化 4 

2015年能力強化サポートプログラムの募集 

データ公開 4 
GBIF.orgに「データ・トレンド」チャート 

を追加 

旧版GBIF ポータルを閉鎖 

新規データ 4 
ベルギー 

ブラジル 

中国 

デンマーク 

ドイツ 

ポルトガル 

米国 

GBIFネットワーク内外の活動 6 

GBIFデータの活用 7 

今後の予定 8 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GBits ニュースレターを講読するには、

www.gbif.org/newsroom/summary#signup

にアクセスするか info@gbif.org までメール

をお送りください。 

http://gbif.challengepost.com/
http://www.gbif.org/newsroom/opportunities#ebbenielsen
http://www.gbif.org/newsroom/opportunities#ebbenielsen
http://gbif.challengepost.com/details/jury
http://www.gbif.org/page/62262
http://gbif.challengepost.com/
http://www.gbif.org/newsroom/summary#signup
http://www.gbif.org/newsroom/summary#signup
mailto:info@gbif.org
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GBIF コミュニティ 

インド-ノルウェーの能力強化パイロットプ
ロジェクトの成果として、カメラ・トラッピ
ング・カメラに関する新たなガイドを策定 

インドとノルウェーにおいてGBIFとパートナー機

関が進めた3年間の能力強化プロジェクトの主要な

成果の一つとして、カメラトラップ画像を用いた保

全政策のためのデータ取得を手助けするための新た

なガイドが策定されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真提供：インド国立野生動物研究所 

 

「生物多様性および生態系サービスに関する政府間
科学政策プラットフォーム（IPBES）」のため共同
で取り組んだキャパシティビルディングの成果を実
証するため、多国籍チームが最終レポートを発表し
ました。このレポートには、生物多様性データを政
策決定に活かすためにモビライズし、使用を妨げる
障壁を崩すことを目指したプロジェクトの成果が詳
細に記載されています。 

ガイドのエディターの1人である事務局のアルベル
ト・ゴンザレス=タラヴァンは次のように述べていま
す。「我々は、この協力的な取り組みにより、世界
の各地の実践家がベーシックな手順によりカメラト
ラップから有益なデータを作成する手助けができれ
ばと願っています。」 

 

詳しくはこちら 

ニュースリリース 

カメラトラップデータの公開: ベストプラク
ティスガイド 

2014 TDWG カンファレンス 

10月27～30日、スウェーデンのヨンショーピングに
おいて生物多様性情報規格策定のための分類学デ
ータベースワーキンググループ（TDWG）の2014

年カンファレンスが開催されました。カンファレン
スでは、生物多様性に関連するアプリケーションと
データ規格の話題が中心でした。 
 
 

 

 

 
複数のGBIF事務局のスタッフが、市民科学やダーウ
ィン・コア、学術界からのニーズ、生物多様性インフ
ォマティクスに関する研修カリキュラムの案をテー
マに、プレゼンテーションやミーティング、ディスカ
ッションに参画しました。カンファレンスの中で
GBIFは、EU BONと共同して標本ベースのデータの
モビリゼーションおよび統合のための規格に関する
シンポジウムを開催し、事務局のエアモン・オトゥア
マが標本データをサポートするDarwin Core Archive

の拡張についてプレゼンテーションを行いました。 
 

詳しくはこちら 

シンポジウム: 標本ベースのデータのモビリゼ 

ーションと統合のための規格 

スライド： Darwin Core Archiveを用いた標本 

ベースのデータ公開 

 

COP-12およびGBO-4 

10月6～17日、国連生物多様性条約第12回締約国会議
（CBD COP-12）が韓国、ピョンチャン（平昌）で開
催され、愛知ターゲットに向けた進展を加速すること
を目指した一連の決定事項「ピョンチャン・ロードマ
ップ」が合意されました。 

ロードマップには地球規模生物多様性概況の第4版 

（GBO4）の公開 

が含まれています 

が、このGBO4は、 

多くの目標につい 

ては達成に向けた 

進展がみられるも 

のの、生物多様性 

のための戦略的プ 

ラン2011- 2020の 

下で設定された目 

標を達成するため 

には、この進展は 

充分ではないと結 

論付けています。 

 

 

 

GBO4により推奨され、COP-12において政府らに支
持された優先すべき行動は、生物多様性に関する一次
データのさらなるモビリゼーションおよびアクセス
の向上です。GBO-4および生物多様性指標パートナー
シップ（BIP：Biodiversity Indicators Partnership）
の最新アップデートは、「愛知ターゲット19（生物多
様性に関する情報および知識の共有）」に向けた進展
のモデルとして、GBIFを通じてモビライズされたデ
ータを選抜しました。 

2 

地球規模の生物多様性概況第 4版 

http://www.gbif.org/page/13391
http://www.gbif.org/resources/9314
http://www.gbif.org/resources/9314
https://mbgserv18.mobot.org/ocs/index.php/tdwg/2014/schedConf/trackPolicies#track6
https://mbgserv18.mobot.org/ocs/index.php/tdwg/2014/schedConf/trackPolicies#track6
http://www.tdwg.org/fileadmin/2014conference/slides/OTuama_PublishingSampleData.pptx
https://mbgserv18.mobot.org/ocs/index.php/tdwg/2014/schedConf/trackPolicies#track6
https://mbgserv18.mobot.org/ocs/index.php/tdwg/2014/schedConf/trackPolicies#track6
http://www.tdwg.org/fileadmin/2014conference/slides/OTuama_PublishingSampleData.pptx
http://www.tdwg.org/fileadmin/2014conference/slides/OTuama_PublishingSampleData.pptx
http://www.cbd.int/doc/press/2014/pr-2014-10-17-cop-12-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/press/2014/pr-2014-10-17-cop-12-en.pdf
http://www.cbd.int/gbo4/
http://www.cbd.int/gbo4/
http://www.bipindicators.net/
http://www.bipindicators.net/
http://www.bipindicators.net/
http://www.bipindicators.net/numberofgbifrecordsovertime
http://www.bipindicators.net/numberofgbifrecordsovertime
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COP-12では、GBIFおよび複数のパートナー機関による
情報を一元化する協力的取り組みとして「地球規模侵略
的外来種情報パートナーシップ（GIASIP：Global 

Invasive Alien Species information Partnership）ゲー
トウェイ」が発表されました。これは自国の侵入生物種
の脅威に取り組む政策決定者をサポートするものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIASIPゲートウェイ 

 

詳しくはこちら 

地球規模の生物多様性概況第4版（GBO4）

をダウンロードする 

地球規模侵略的外来種情報パートナーシッ

プゲートウェイ 

EU BON 市民科学ステークホルダー・ラウンド

テーブル 
11月27日、ベルリンで「市民科学ステークホルダー・ラ
ウンドテーブル: EU BONはいかに市民科学をサポート
することができるか？」が開催されました。このラウン
ドテーブルにおけるプレゼンテーションとディスカッ
ションの焦点は、生物多様性データのソースとしての市
民科学の重要性でした。参加者らは、市民科学により生
成されるデータ品質を調和させるための、また市民科学
者たちに対して彼らの取り組みを継続し、得られたデー
タを広く利用可能なものとすることを奨励するための
提言を行いました。 

 

 

 
 

事務局のコンテンツ・モビリゼーション担当プロ
グラムオフィサーであるシロ・マシンデは、GBIF

が仲介するデータに対し市民科学がもたらす貢
献についての予備的分析を示しました。現時点で
市民科学は5億件の種のオカレンスデータの中で
約3分の1を占めています。この割合は今後増加の
一途をたどると予測されています。現在のソース
には、eBirdやiNaturalistなどの市民科学ネット
ワークの他、ナショナルノード・バイオブリッツ
で得られた記録、およびAustralian Volunteer 

Portalやles herbonautesなどのクラウドソース
のデジタル化の取り組みが含まれます。 

 

 

IOC UNESCO 

GBIFとUNESCOの政府間海洋学委員会（IOC）
の新たな取り組みは、海洋生物リソースの保全と
持続可能な利用に向け、政策決定者が利用可能な
情報の量と質を向上させることです。双方の機関
は、IOC-UNESCOをGBIFの加盟機関とする協定
書に署名しました。協定書は、GBIFと海洋生物
地理情報システム（OBIS）の間の技術的協力の
向上に焦点を置いています。OBISは、IOCの国
際的海洋生物データおよび情報交換（IODE）プ
ログラムの下での活動の一つです。協定はまた、
GBIFをIODEのアソシエート・データ・ユニット
に指定しました。 

 

 

 

詳しくはこちら 

ニュースリリース 

OBISウェブサイト 

 

英語、フランス語、スペイン語、 

ポルトガル語のパンフレット改訂 

事務局スタッフは、GBIFの組織
と活動を明確かつ簡潔に説明す
るコンパクトな6面パンフレッ
ト（3言語）を改訂しました。こ
のパンフレットは、GBIFが活動
している様々な領域を簡潔に説
明する他、詳細情報へのリンク
を紹介しています。 

 

 
ダウンロード 

英語版パンフレット 

フランス語版パンフレット 

スペイン語版パンフレット 

ポルトガル語版パンフレット 

 

GBIFパンフレット
Asilidae Latreille 写真：Thomas Walshが撮影、 
Naturalist. org によりGBIF.org 
（http://www.gbif.org/occurrence/1038314930）に公開  

3  

http://giasipartnership.myspecies.info/
http://giasipartnership.myspecies.info/
http://giasipartnership.myspecies.info/
http://giasipartnership.myspecies.info/
http://www.cbd.int/gbo4/
http://www.cbd.int/gbo4/
http://giasipartnership.myspecies.info/
http://giasipartnership.myspecies.info/
http://www.gbif.org/dataset/4fa7b334-ce0d-4e88-aaae-2e0c138d049e
http://www.gbif.org/dataset/50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7
http://www.gbif.org/dataset/68705ca0-5e04-4518-aec3-d6829d003570
http://www.gbif.org/dataset/68705ca0-5e04-4518-aec3-d6829d003570
http://volunteer.ala.org.au/
http://volunteer.ala.org.au/
http://lesherbonautes.mnhn.fr/
http://ioc-unesco.org/
http://www.gbif.org/page/11038
http://www.iobis.org/
http://www.gbif.org/resources/2311
http://www.gbif.org/resources/13409
http://www.gbif.org/resources/64040
http://www.gbif.org/resources/13241
http://www.gbif.org/publisher/28eb1a3f-1c15-4a95-931a-4af90ecb574d
http://www.gbif.org/occurrence/1038314930
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能力強化 

2015年能力強化サポートプログラムの募集 

GBIF能力強化サポートプログラムでは、GBIF参加
機関の実践能力の強化・情報交流を目的とした共同
プロジェクトに対して資金提供しています。この能
力強化は、メンタリング、トレーニング、およびア
ドボカシー活動、文書化とガイド資料の作成などを
通じて行われるものです。2015年の能力強化プログ
ラムに応募したいGBIF参加機関の代表者は、2015

年2月10日から3月3日の間に、短いコンセプトノート
の提出が求められます。2015年の募集に関する全情
報は、2015年にGBIF.orgに掲載される予定です。 

 

データ公開 

GBIF.orgに「データ・トレンド」チャート

とよりリッチな国ごとの情報を追加 

新たに利用可能となった GBIF.org 上の可視化デー
タにより、データのモビリゼーションに関する世界
的および各国のトレンドやパートナー国が彼らの生
物多様性情報ネットワークをどのように組織してい
るかなどについて新しい情報が提供されています。 

これらの「データ・トレンド」チャートは、GBIFネ
ットワークを通じて共有された種の分布情報の量と
内容を、地球規模および国レベル（日本の例はこち
らを参照）で解析したものです。もともとは EU BON

のためのギャップ分析において作成されこの可視化
されたデータにより、各国は自国の機関が公開した
データを追跡し、存在するデータギャップを見抜き、
さらに将来のデータ公開および品質に優先順位をつ
ける上での手引きとすることができます。 

GBIF.orgへの訪問者はまた、各国のページの
「Participation」セクションに追加された情報によ
り、GBIFのナショナルノードについてよりよく知る
ことができるようになりました（アンドラの例はこ
ちらを参照）。拡張されたこのセクションは、GBIF

の活動に携わる国のネットワークの歩みと構成や、
それぞれのミッションや資金源などをご覧いただけ
ます。また、GBIF.orgのユーザーがこうしたGBIF コ
ミュニティを構成する一員に直接つながることがで
きるウェブ上のリンクやソーシャルメディアのリン
クもシェアしています。 

 

 

詳しくはこちら 

ニュースリリース 
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旧データ・コミュニケーションポータルの閉鎖 

GBIF 事務局は、旧ウェブサイトおよび関連するウェ
ブサービス（現在は http://data.gbif.org および
http://www-old.gbif.orgに存在）を閉鎖することを計
画しています。近々、GBIF.org 上に新たなリソース
ライブラリがリリースされるまでの間、2015 年 1 月
31日（またはその前後）以降、旧リソースへのリンク
は GBIF.orgにリダイレクトされることになります。 

GBIF コミュニティのメンバーにおかれては、現在も
旧版のサービスを利用しているパートナー機関に対
し、そのサービスが2015年1月31日をもって終了する
旨知らせていただければ助かります。 

 

 

詳しくはこちら 

近日行われる閉鎖についての詳細な案内 

 

新規データ 

ベルギー 

ベルギー生物多様性情報ファシリティ（BeBIF）は、

新規公開者のボタニーク・ド・メイーズ庭園とともに、

コンゴ盆地の国 （々ブルンジ、ルワンダ、およびコン

ゴ民主共和国）の特産植物の標本記録24,121件（1890

～2014年）の公開に協力して取り組んできました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leptoderris congolensis (De Wild.) Dunn (FABACEAE)- 
Photo CC BY-NC-2.0  
https://www.lickr.com/photos/36517976@N06/3710999962 

 

自然森林研究所（INBO）のPeter Desmet氏がこの
ブログ記事に記したように、「Watervogels - 

Wintering waterbirds in Flanders, Belgium（ベル
ギー、フランダースの越冬性水鳥）」には「23年間の
冬の水鳥の計測」が含まれます。フランダースの越冬
性水鳥の個体数の大きさ、分布および傾向を評価・モ
ニタリングするこの長期的取り組みにより、1991年
からこれまでに170種・64万件近い観察データセット
が得られています。 

http://gbif.org/
http://www.gbif.org/analytics/global
http://www.gbif.org/analytics/global
http://www.gbif.org/analytics/country/JP/about
http://www.gbif.org/analytics/country/JP/about
http://www.eubon.eu/
http://www.eubon.eu/
http://www.gbif.org/country/AD/participation
http://www.gbif.org/country/AD/participation
http://www.gbif.org/page/12572
http://data.gbif.org/
http://www-old.gbif.org/
http://www.gbif.org/page/13635
http://www.gbif.org/country/BE/participation
http://www.gbif.org/publisher/a344ee9f-f1b7-4761-be2c-58ee6d741395
http://www.gbif.org/dataset/3fcd9370-1d47-4b61-aa55-19f61776eb72
https://www.lickr.com/photos/36517976@N06/3710999962
http://www.gbif.org/publisher/1cd669d0-80ea-11de-a9d0-f1765f95f18b
http://lifewatch.inbo.be/blog/posts/watervogels-data-published.html
http://lifewatch.inbo.be/blog/posts/watervogels-data-published.html
http://www.gbif.org/dataset/7f9eb622-c036-44c6-8be9-5793eaa1fa1e
http://www.gbif.org/dataset/7f9eb622-c036-44c6-8be9-5793eaa1fa1e
http://www.gbif.org/dataset/7f9eb622-c036-44c6-8be9-5793eaa1fa1e
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ブラジル 

GBIFのブラジルのナショナルノードがデータポータル
を開設すると同時に（以下の新ポータルを参照）ブラジ
ルのアマゾン地域における生物多様性を専門とする2つ
の主要機関がGBIFを通じてデータセットを公開しまし
た。マナウスに拠点を置く国立アマゾン研究所（INPA）
は、その植物標本室から25万件を超える植物の記録
（1846年～2008年）を公開しました。ベレンに拠点を
置くパラ・ゴエルディ博物館は、2万5000件を超えるア
マゾンの魚の標本記録の他、2万3000件の爬虫類の記録、
2万件の記録鳥コレクション、さらにいくつかの無脊椎
動物コレクションを公開しました。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウグイスアメリカムシクイ - Photo CC BY-SA-2.0 - 
https://www.lickr.com/photos/dariosanches/4301809987 

 

中国 

中国科学院が新規に植物のデータセットを公開しまし
た。これらのデータセットは、廬山、武漢、成都、広西
壮族自治区、および江蘇省の5つの中国の植物標本庫か
ら提供されたものです。これにより、中国から36万件を
超える植物の記録が追加された他、同国における地理的
分布範囲データが著しく増加しました。 

 

デンマーク 

DanBIFは、デンマーク自然史博物館のユニークなデー
タセットのデジタル化および公開を主導してきました。
具体的には、1883年から1939年の間にデンマークの灯台
の下に落下し、倒れていた鳥のコレクションです。これ
までにデジタル化された1,200件のデータには、出版され
た観察データに加え、デンマーク西部ユトランド半島に
あるロズビェア灯台およびハンストホルム灯台で収集さ
れた標本の双方が含まれます。 

 

ドイツ 

GBIFドイツと連携してきたPOLLICHIA（自然史および
景観保全のためのパレンティン協会）がArtenFinderか
らの18万件を超えるデータを公開しました。 

 

 

 
このデータセットは、市民がラインラント＝プファ
ルツ地域のローカルな動植物相の観察をするとい
う環境保護プロジェクトの成果です。 

 

ポルトガル 

GBIF ポルトガルは、2つの新規データセットを承
認しました。最初のデータセットはリスボン大学附
属国立自然史・科学国立博物館の昆虫コレクション
からの3万件を超える記録です。もう一つが、7,500

件の蘚類、 苔類およびツノゴケ類の分布データか
らなるポルト大学自然史博物館からの初めての植
物コレクションです。これは1837年に遡り、61名
により収集されたものです。 

 
 

詳しくはこちら 

ポルト大学のデータセットに関するGBIF 

ポルトガルのリリース 

リスボン大学のデータセットに関するGBIF 

ポルトガルのリリース 

米国 

VertNetの支援により、デンバー植物園は南ロッキ
ー山脈からの 2 つの新規データセットを公開しま
した。1つは、サム・ミッチェル菌類標本室の保存・
文書化された菌学的標本から 1万件の記録、もう 1

つがキャスリン・カルムバック植物標本室からの 5

万 6000件を超える維管束植物の標本のコレクショ
ンです。 

VertNetは、同じく初めての公開者であるオハイオ
大学が、無脊椎動物の古生物学コレクションから
2,200件を超えるデータの公開をサポートをしてき
ました。このコレクションには、シンシナティ付近
のかつて浅海であった生息域における後期オルド
ビス紀の化石が含まれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Astragalus bisulcatus - Photo CC BY-SA-2.0  - 
https://www.lickr.com/photos/plant_diversity/4001370498 
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GBIFネットワーク内外の活動 

イベロアメリカのデータ品質ワークショップ、 

コロンビア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真提供： SIB コロンビア 

 

11月 18～21日にコロンビア、ボゴタのアンデス大学
において開催された「データ品質ワークショップ」に、
イベロアメリカ 6ヶ国から 25の参加機関が出席しま
した。このワークショップでは、データ品質の概念、
ジオリファレンシング（地理参照）および点-半径法
（point–radius method）に加えて、分類学的および
地理的な検証ツールやその他のソフトウェアの利用
をテーマに、多彩なプレゼンテーションおよび実技講
習が行われました。 

 

ワークショップの後、ウルグアイ住宅・地域計画・環
境省のアンドレ・カルバハルス氏は次のように述べま
した。「このワークショップは、ウルグアイにとって、
生物多様性データの品質に関するツールや手法を共
有し学習するためのよい経験となりました。他国がど
のように生物多様性情報およびデータ品質に関する
自国のニーズに応えているかを知ることは、わが国の
国家的生物多様性情報システムを設計し、まとめ上げ
る上で確実に役に立ちます。」ウルグアイは最近、
GBIFに再び議決権参加国として参加しました。 

 

GBIFの2014 能力強化サポートプログラムを通じて
共同資金提供を受けたこのワークショップは、データ
品質に関する利益団体の創出につながると期待され
ています。この利益団体は、中南米地域の統合を後押
しし、かつGBIFおよびTDWGが主導する世界的なデ
ィスカッションをフォローするものとなるでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ブラジルのナショナルノード、新しいデータ
ポータルをリリース 

ブラジルにおける GBIF のナショナルノード SiBBr

は 11 月 24 日、データ・情報ポータルを新たにリリ
ースしました。このポータルは、GBIFのコアファン
ドの支援を受け、SiBBrとそのコロンビアのパートナ
ー機関である SiB コロンビアの間で実施されたメン
タリングプロジェクトの中で開発されたものです。開
発にあたっては、 GBIF の准参加者である
Canadensys からの協力も提供されました。
Canadensysは、カナダの自然史コレクションへのデ
ジタルアクセスを可能にしているデータエクスプロ
ーラのバックで動作しているツールをブラジルが再
利用するサポートをしました。 

 

SiBBrポータルにより、ユーザーは、ブラジルの機関
（上記のデータ公開を参照）が公開したコレクション
に加えて、他国の機関が公開したブラジル本土の生物
多様性データも閲覧することが可能になりました。 

 

ブラジリアで行われた今回のリリースは、生物学的コ
レクションの管理およびデジタル化におけるベスト
プラクティスに関するワークショップの機会をとら
えて行われ、iDigBioやDigitarium（フィンランド）、
GBIF事務局によるプレゼンテーションも併せて行わ
れました。 

 

GBIFスペイン、新しい国家的生物多様性

ポータルをリリース 
GBIFスペインは11月28日、マドリードの王立植物園
-スペイン科学研究高等会議（CSIC）で開催されたイ
ベントにおいて、新しい国家的生物多様性データポ
ータルをリリースしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GBIF スペインの新たな国家的生物多様性データポータル 
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この新しいサイトは69のスペインの機関およびプロジ

ェクトからの1,000万件を超える生物多様性記録に加え

て、他国が公開したスペインの生物多様性に関する100

万件近い記録への自由なアクセスを提供しています。 

 

この新たなGBIFスペインのサイトは、もともとアトラ
ス・オブ・リビングオーストラリア（ALA）により開発
されたオープンソースシステムを基礎としており、今年
実施されたGBIFネットワークの境界を越えたコラボレ
ーションの最初の成果といえます。 

 
 
詳しくはこちら 

New GBIFスペインのデータポータル 

ニュースリリース 

 

GBIF事務総長、iDigBioで講演 

10月、iDigBioサミット IV においてGBIFの事務総長
ドナルド・ホバーンがデータ品質およびデータ引用
の向上について講演を行いました。 

 

視聴する 

動画：iDigBioサミットにおけるドナルド・
ホバーン 

 

GBIFデータの活用 

GBIF事務局は、プログラムを使って科学文献における
GBIFデータの利用をモニタリングしています。以下に
最近のハイライトである査読済み論文をご紹介します。 

Burkhards, U., et al. 2014. The Edaphobase project 

of GBIF-Germany - New online soil-zoological data 

warehouse. Applied Soil Ecology. 

GBIFネットワーク内で統合された土壌生物に関する非
商業的データウェアハウス「Edaphobase」の紹介です。
Edaphobaseは分類法、動物地理学および生態学に関す
るデータを組み合わせるものであり、現在はドイツにフ
ォーカスしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

茶色ムカデ（ムカデ綱: イシムカデの種）Photo CC BY-SA 2.0 
https://www.flickr.com/photos/gbohne/7272889354 

 

Ivanova, N. V., et al. 2014. Approaches to Development 

of Common Information Resource on Species 

Biodiversity. Mathematical Biology and Bioinformatics. 

 

 
著者らは、GBIFについて記載し、GBIFネットワ
ークを通じて促進されるコミュニティスタンダー
ドをどのように利用すれば、ロシアの生物多様性デ
ータを国家レベルで集約・統一したデータベースの
開発を促進することができるのか、について言及し
ています。 

 

Jones, T. M., et al. 2014. Trends in access of 

plant biodiversity data revealed by Google 

Analytics. Biodiversity Data Journal. 

著者らはGoogle Analyticsを利用して、GBIF.org

を含む15の異なるサイトから提供される植物の生
物多様性データの利用状況を分析しました。この
分析により得られた知見から、生物多様性インフ
ォマティクスにおける利便性、設計、および考え
られる将来の発展についての測定基準が得られま
した。 

 

Li G. Q., et al. 2014. Mapping the Global 

Potential Geographical Distribution of Black 

Locust (Robinia Pseudoacacia L.) Using 

Herbarium Data and a Maximum Entropy 

Model. Forests. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ニセアカシア （Robinia pseudoacacia）- Photo CC 
BY-NC-ND 2.0 
https://www.lickr.com/photos/laurentbreillat/4641237419 

著者らは、GBIFが仲介する3万件の生物種の分布
記録および中国のバーチャル植物標本室からの記
録 を 利 用 し て 、 ニ セ ア カ シ ア （ Robinia 
pseudoacacia）の潜在的な分布を予測しました。
ニセアカシアは、高い経済的価値と高い侵略性を
兼ね備えた樹木種です。 

 

Meseguer, A. et al. 2014. Integrating Fossils, 

Phylogenies, and Niche Models into Biogeography 

to reveal ancient evolutionary history: the Case of 

Hypericum (Hypericaceae). Systematic Biology. 

 

著者らは、化石の記録により得られる時間的、空間
的、および環境的な情報を組み合わせ、歴史生物地
理学に対する新規なアプローチを導入しました。 
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この新しい生物地理学的モデルの有用性を示すため、
著者らは、GBIF.orgが提供する分布データを特に活
用して、オトギリソウ属の生物地理学的歴史を再構築
しました。 

 

Pappalardo, P., et al. 2014. The Location, strength, 

and mechanisms behind marine biogeographic 

boundaries of the east coast of North America. 

Ecography. 

GBIFの約1,800件の深海底種のデータを使用して、著
者らは北米東海岸に沿って底生性海洋無脊椎動物の
地理学的な範囲を記録したデータベースを構築しま
した。著者らは、高頻度に出現する場所の範囲境界を
特定し、それらが生息する地理的範囲の狭さを説明し
得る因子を割り出しました。 

 

            Savage, J. et al. 2014. Elevational shifts, biotic 

homogenization and time lags in vegetation change 

during 40 years of climate warming. Ecography. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

野花、南ケベック- Photo CC BY-ND 2.0 
https://www.lickr.com/photos/off-the-road/14799808620 

 

より標高の高い方へ種の分布がシフトするのは気候
が原因なのだろうか？地球温暖化が種の分布に与え
る影響をテストするため、著者らはカナダ、南ケベッ
クの山地性の保護地域において半永続的な植生プロ
ットの反復調査を行い、これを北米東部の気候データ
とGBIFの分布記録に重ねました。その結果、過去40

年間にわたる標高上の分布域のシフト、生物多様性の
変化、および生物の均一化は、気候温暖化に基づく予
測に一致するようです。しかし、気候の温暖化に対す
る生物的な変化の速度が比較的遅いことから、気候変
動と生物の変化にはタイムラグがあることが示唆さ
れています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
Silva, D.P., et al. 2014. Using Ecological Niche 

Models and Niche Analyses to Understand  

Speciation Patterns: The Case of Sister Neotropcial 

Orchid Bees. PLoS ONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eulaema polycroma - Photo CC BY-NC-SA 2.0 
https://www.lickr.com/photos/adrian-afonso/3357270387 

著者らは、GBIFやその他のソースからアクセスできる
分布データを用いて、アマゾンおよび大西洋森林のシタ
バチ族（EulaemaおよびEufriesea）の多様性における
生態学的ニッチ分化の影響について研究しました。著者
らの発見により、これらの種を異なる確定種とする現在
の分類学的の妥当性を示すとともに、今後の調査研究に
求められる新たな領域が特定されました。 

 

Van Erp, M. et al. 2014. Georeferencing Animal 

Specimen Dataset. Transaction in GIS. 

GBIF.orgから得られる種の地理的な分布に関する専門
知識を利用して、研究者らは自動ジオリファレンシング
アプローチを開発しました。この論文の中で、著者らは
外部からの専門知識を追加することで、単に地理的な情
報の分析にのみ焦点を当てる手法に比較して、ジオリフ
ァレンシングの精度がどのように向上するかを示しま
した。この新しいアプローチはすでにナチュラリスで試
行されているプロトタイプで実際に使われています。 

 

今後の予定 

ミーティングとカンファレンス 

生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学
政策プラットフォーム（IPBES）第3回全体会議 

2015年1月12日、ボン、ドイツ 

 

データの共有、データ規格、およびIPTの説明 

2015年1月13日、ゲーンズビル、米国フロリダ州および
オタワ、カナダ 

 

AAAS 2015年次会合– イノベーション、情報、および
イメージング 

2015年2月12～16日、サンノゼ、米国カリフォルニア州 

8 

http://www.dx.doi.org/10.1111/ecog.01135
http://www.dx.doi.org/10.1111/ecog.01135
http://www.dx.doi.org/10.1111/ecog.01135
http://dx.doi.org/10.1111/ecog.01131
http://dx.doi.org/10.1111/ecog.01131
http://dx.doi.org/10.1111/ecog.01131
https://www.lickr.com/photos/off-the-road/14799808620
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0113246
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0113246
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0113246
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0113246
https://www.lickr.com/photos/adrian-afonso/3357270387
http://www.dx.doi.org/10.1111/tgis.12110
http://www.dx.doi.org/10.1111/tgis.12110
http://www.gbif.org/event/63325
http://www.gbif.org/event/63325
http://www.gbif.org/event/59945


 
 
 
 

 

ブラックリスティング・ミーティング 

2015年3月1～4日、ライプツィヒ、ドイツ 

 

RDA/US 第5回研究データアライアンス総会  

2015年3月9～11日、サンディエゴ、 

米国カリフォルニア州 

 

EU BONおよびCETAF 共同インフォマティクス会合 

2015年3月17～20日、ヨエンスー、フィンランド 

 

Africa Rising：持続可能な開発に向けた生物多様性 

データのモビリゼーション 

2015年3月24～26日、ケープタウン、南アフリカ 
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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。 
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