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科学者チームは、数百もの研究機関がGBIFを介して提供す
る約3万種のデータを使って、植物の寒冷環境に定着する機
構の解明に新たな光を投じました。 
 
この「ネーチャー」誌に掲載された論文では、時系列系統樹
（timetree）を作成し、顕花植物が寒冷な地域に適応するた
めに落葉などの機構を進化させていったことを示しました。 
 
この国際チームは、GBIFを通して入手した4700万件を超え
る分布データから、27,000を超える植物種の分布状況を明ら
かにしました。地球環境データベースWORLDCLIMから最
低気温を抽出し、これらのデータに基づいて、どの植物が生
存不可能な温度にさらされたかを調べました。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「GBIFなくしては、これほど多くの植物種の分布データは
入手困難でしたし、今回の研究も実現しなかったでしょう。
これらの分布データによって、それぞれの種が凍結環境にさ
られたかどうかを知ることができました。」と研究代表者で
あり、ジョージワシントン大学コロンビアン・カレッジの生
物学科講師のエイミー・ザン氏は、語ります。 

 

この論文の共著者のなかには、ミシガン州立大学のネーサ
ン・スウェンソン氏もいます。スウェンソン氏は、2012年
GBIFエビー・ニールセン賞の受賞者です。 

詳細についてはこちらをご覧ください。 

GBIFネットワーク内外の活動 3 

大規模なディジタル化プロジェクト進行中 

オランダおよびスウェーデン 

新規ポータルサイト 

コロンビアの学術誌  データペーパーを掲載 

アイルランド 侵入種に関するIDシート公開 

トレーニングセミナー 4 

GBIFスペイン Eラーニングおよび 

データ品質管理に関する技術を提供 

GBIFスペインおよびアイルランド 

2014年トレーニング計画を発表 

今後の予定 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワシントン大学セント・ルイス校タイソン研究センターに
あるオーク・ヒッコリー林に射し込む日光（アメリカ・ミ
ズーリ州ユリーカ）。写真提供：ジョナサン・マイヤー。 

To subscribe to the newsletter, please contact info@gbif.org 

http://dx.doi.org/10.1038/nature12872
http://www.onezoom.org/vascularplants_tank2013nature.htm
http://www.onezoom.org/vascularplants_tank2013nature.htm
http://www.worldclim.org/
http://www.gbif.org/page/3028
mailto:info@gbif.org


 

GBits 

 

新規データ 

アメリカ 
チードル生物多様性生態系復元センター（CCBER）
では、コレクションの中から、両生類、鳥類および
ほ乳類24,500件のデータを新たに公開しました。 

 

CCBERには、カリフォルニア州の南西に位置するサ
ンルイスオビスポ、カーン、サンタバーバラ、ベン
チュラおよびロサンゼルスの各郡に生息する両生類
の貴重なコレクションがあり、この地域における両
生類の減少状況や分布変化を示す重要な資料となっ
ています。大多数の標本は、液浸保存され、フィー
ルドノートが付けられています。 

 

鳥類コレクションには、南カリフォルニアに生息す
る代表的な動物種が保存されており、ミヤマシトド、
コウウチョウ、カイツブリ、ドングリキツツキ、ミ
ソサザイモドキ、クサチヒメドリやホシワキカトウ
ヒチョウといった科学文献に頻繁に登場する種が多
く保管されています。鳥類コレクションには、およ
そ8千種の剥製や骨格標本があり、そのうち400種は
教育用です。 

 

ほ乳類コレクションも地域に特化したものであり、
サンタバーバラ郡のポイント・コンセプション岬や
南カリフォルニアのトランスバース山脈で採取され
た標本があります。 

 

また、オハイオ州立大学の生物多様性博物館も、新
たにデータの公開を開始しました。この博物館では、
独自のコレクションの他、セントラルフロリダ大学
（UFC）のスチュワート・フラートン・コレクショ
ンから2万件を超える動物データを公表しました。 

 

今回の公開データのうち半分以上は、「バグ・クロ
ーゼット」（Bug Closet）と呼ばれるUFCの昆虫コ
レクションによるものです。このコレクションは、
中央フロリダに生息する寄生蜂や昆虫類に強い関心
を示した昆虫学者スチュワート・フラートンが設立
したものであり、フラートン氏は、今もコレクショ
ンの仕事を続けています。GBIFに公開したデータは、
殆どがフロリダの昆虫に関するものです。 

 

それ以外のデータは、オハイオ州立大学の生物多様
性博物館の四足類部門が保存する両生類、は虫類お
よびほ乳類に関するものです。このセクションは、
オハイオおよび北米に生息する重要な生物を保管し
ており、オハイオ州立大学が1870年に設立された直
後に開設されました。GBIFに公開したデータには、
コヨーテ（Canis latrans Say）やトウブシマリス
（Tamias striatus）など、オハイオ在来種が多く含
まれています。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

日本 

日本のナショナルノードである国立科学博物館では、
コレクションから環形動物30,900件のデータを公開し
ました。今回の公表資料には、南西諸島周辺で発見さ
れたコシマガリウロコムシ（Sigalion lituus）などがあ
ります。 

ポルトガル 

ポルト大学自然史博物館は、アウグスト・ノブレ氏が収
集した海洋軟体動物に関するデータを初めてGBIFネッ
トワークに公開しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
今回公表した880件のデータは、当博物館の前館長であ
ったアウグスト・ノブレ氏が1887年から1939年の期間
にポルトガル沿岸で採取した標本に関するものであり、
1940年版『ポルトガル海洋軟体動物』の元となった大規
模なコレクションの一部です。 

 

オランダ 

オランダ内陸水域の管理に際して重要な生物種リスト
がGBIFポータルに公開されました、このリストは、オ
ランダがGBIFに公開した最初のチェックリストです。
「オランダ水域生物群管理リスト」には、16,000種類を
超える生物種が掲載されており、公共事業および水域管
理を行う行政機関であるRijkswaterstaat（運輸水利管
理省）の専門官によって定期的に更新されています。 
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ホネガイの一種（Murex brandaris Lim）。 
写真提供：P.リベイロ。 

http://ccber.ucsb.edu/
http://ccber.ucsb.edu/
http://www.gbif.org/dataset/1050a336-b87a-44b1-b0ec-6fe5fcb3d298
http://www.gbif.org/dataset/1050a336-b87a-44b1-b0ec-6fe5fcb3d298
http://www.gbif.org/dataset/4ada1c77-3895-47d8-8dc9-9ce44e1df802
http://www.gbif.org/dataset/383f8172-fcf3-481d-b2fa-decd9e54bb69
http://mbd.osu.edu/
http://www.gbif.org/dataset/262f8270-f9c2-4bc6-a562-8ed71c0790e6
http://bugcloset.cos.ucf.edu/
http://bugcloset.cos.ucf.edu/
http://tetrapods.osu.edu/
http://www.gbif.org/dataset/3d84f407-8a76-473a-b8c8-54a58d5f581b
http://www.gbif.org/dataset/51fa0155-a545-4154-ac20-b89dbb2c312b
http://www.gbif.org/dataset/78dcfcbd-03c4-4d47-8618-830aac6f2ee5
http://www.gbif.jp/v2/en/
https://www.kahaku.go.jp/english/
http://www.gbif.org/dataset/4965c6a0-338c-4b27-8cf0-523abe237fac
http://www.fc.up.pt/fcup/contents/php/transform.php%3Fopt%3Destdependentes%26id%3D1
http://www.gbif.org/dataset/622f5dd7-f626-4364-9932-ce785cacd9ec
http://www.gbif.org/dataset/79f243f4-9c38-4305-997f-fa8ac3089dba
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オランダは、最近国内に生息するミミズに関する2,200
件のデータを公開しました。1997年から2011年の期間
390箇所の地点で毎年採取した土壌サンプルに関し、ミ
ミズの分析を行い、分布密度に関するデータを整備しま
した。このデータは、国立公衆衛生環境研究所（NIPHE）
から公開されています。 
 
 

GBIFネットワーク内外の活動 

大規模なディジタル化プロジェクト進行中  
オランダおよびスウェーデン 
 
目標を半ば達成 オランダ 

オランダ・ライデンにある国立自然史博物館ナチュラリ
スでは、7百万点を超えるコレクションのディジタル化
を5年で行う計画が進行中であり、今般この目標の折り
返し点に到達しました。 
 
この事業によりディジタル化されたデータは、一部
GBIFにより既に公開されており、今後更にアクセス可
能なデータを増やす計画となっています。 
 
現在までの時点で、350万点のコレクションのディジタ
ル化が終了しています。樹木サンプル、地質・古生物学
コレクション、腊葉標本、軟体類コレクション、無脊椎
動物乾燥標本、液浸標本、顕微鏡スライド、挿絵や写真
などの平面画像および昆虫コレクションからなる9部門
には、それぞれ担当チームを配置し、作業が行われてい
ます。 
 
各標本には、バーコード、メタデータ、標本とラベルの
高解像度画像が付いています。ボランティアが顕微鏡ス
ライド標本のラベルを転記できるように、クラウドソー
シング用アプリが開発されています。 
 
ナチュラリスには、3,700万点のコレクションがありま
すが、残る3,000万点については、保管容器レベルの登
録になる予定で、コレクションが保管されている引き出
しや保管箱の全体の情報も提供します。 
 
ディジタル化が完成したコレクションにアクセスでき
るポータルサイトは、2014年に運用が開始されることと
なっています。 

詳細についてはこちらをご覧ください。 

 
スウェーデン自然史コレクション  
ディジタル化を検討 

スウェーデンの自然史博物館では、国内のコレクション
の全ディジタル化を行う野心的な事業を計画中です。こ
の計画は、GBIFスウェーデンとDIGISAMが1月9日にス
ウェーデン自然史博物館を会場として開催したシンポ
ジウムにおいて議論されました。DIGISAMとは、ディ
ジタル化、ディジタル保存および文化遺産のディジタル
アクセスに関する全国連絡会議事務局の略称です。 

 
 
 

このシンポジウムでは、国家規模でディジタル化を推
進する利点や問題点について、GBIF事務局のオラ
フ・バンキを含め、14名の招待講演者による講演が行
われました。 
 
スウェーデンの自然史コレクションには、推計で3300
万点の標本があります。そのうち、ディジタル化が行
われているものは、ごく僅かです。スウェーデン自然
史博物館のフレデリック・ロンキスト氏は、講演の中
で「従来の方法ではディジタル化の費用がかかりすぎ
ることと資金不足」とが問題であると指摘しました。 
 
「しかし、外国の博物館で最近行われているマス・デ
ィジタル化技術によって、新たな可能性が開かれてい
る」と述べています。 
 
国内の全コレクションをディジタル化するためには、
インフラの整備が必要であり、手始めとして、ヨーテ
ボリ植物標本館に所蔵されている100万点のコレク
ションからディジタル化が進められる予定になって
います。 
 
講演の要約については、こちらから。 
 

新規ポータルサイト 
 
オランダ生物多様性情報機構では、オランダ語による
ポータルサイトを新規に開設しました。このサイトで
は、ニュースや行事予定、オランダからGBIFネット
ワークに公開されたデータセットの概要の他、生物多
様性データを管理している国内の機関や団体、データ
を公開するためのツールなどの情報を知ることがで
きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウェブサイトの英語版も今後公開の予定。 
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http://www.gbif.org/dataset/1eaf5f7a-8f76-43eb-82f3-44979a433f0e
http://www.gbif.org/dataset/1eaf5f7a-8f76-43eb-82f3-44979a433f0e
http://www.rivm.nl/en/
http://www.rivm.nl/en/
http://www.naturalis.nl/en/
http://www.naturalis.nl/en/
http://www.gbif.org/publisher/396d5f30-dea9-11db-8ab4-b8a03c50a862
https://science.naturalis.nl/en/collection/digitization/digitization/
http://www.digisam.se/
http://www.nrm.se/
http://www.nrm.se/
http://www.gbif.se/blog/article/digitization-symposium-summary
http://www.nlbif.nl/
http://www.nlbif.nl/


 

 

 

 

 

 

コロンビアの学術誌データペーパーを掲載 

GBIFコロンビア・ノードであるフンボルト研究所が
出版する『Biota Columbiana』誌には、今般ラテンア
メリカで初めて、生物多様性データペーパーが掲載さ
れました。 
 
今回このジャーナルには、6件のデータペーパー（下
記参照）の他、投稿規定が掲載されています。今回の
論文に関連するデータは、GBIFから入手できます。 

データペーパーの出版に際しては、GBIFインテグレ
ーテッド・パブリッシング・ツールキット（IPT）を
用いてメタデータ（データに関するデータ）を作成す
るとともに、作成した原稿に対して、出版前の査読審
査が行われます。 
 
GBIF事務局では、研究者がデータペーパーを作成し、
データを科学者コミュニティーに提供するための動
機付けと認知度を高めることを目的として、これまで
に3プロジェクトを支援しており、今回、これらのス
ペイン語論文が発表に至ったのは、このような活動の
成果によるものです。 
 
論文のダウンロードは、こちらから。 
 

掲載論文の一覧 

「バジェ大学（コロンビア・カリ）昆虫博物館が保管
するコロンビア産Anacroneuria属（カワゲラ目カワゲ
ラ科）」 
著者：María del Cármen Zúñiga、Bill P. Starkおよ
びCarmen Elisa Posso 
データ公開機関：バジェ大学およびミシシッピ・カレ
ッジ 
 
「コロンビア・カリブ海沿岸のオレンジ種（Citrus 
sinensis L. Osbeck）に寄生するアリ」 

著者：Juan Carlos Abadía Lozano、Ángela María 
Arcila CardonaおよびPatricia Chacón de Ulloa 

データ公開機関：バジェ大学およびCORPOICA（コ
ロンビア農牧研究公社） 
 
「コロンビア産クモ（クモ綱クモ目）のリスト」 
著者：Javier C.BarrigaおよびAna G. Moreno 
データ公開機関：フンボルト研究所およびマドリー
ド・コンプルテンセ大学 
 
「バジェ・デル・カウカ県カリにあるファラリョネス
国立公園内の環境破壊地域で確認された鳥類」 

著者：Julio César Bermúdez-Vera、Sebastián Duque 
López、Manuel A. Sanchez Martínezおよび Elkin 
Tenorio 

データ公開機関：バジェ大学およびカリマ財団 
 
「コロンビア新熱帯区水鳥調査（CNAA）：2002～
2011年」 
著者： Jeisson ZamudioおよびYanira Cifuentes- 
Sarmiento 
データ公開機関：全国鳥類観察ネットワーク（RNOA）
およびカリドリス協会 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

「エル・ビンクロ自然公園とその緩衝地域（コロンビア
国バジェ・デル・カウカ県ブガ）に生息するコウモリ（翼
手類）」 
著者：Daniela ArenasおよびAlan Giraldo 
データ公開機関：バジェ大学 
 
アイルランド  
侵入種に関するIDシート公開 
 
アイルランドのGBIFノードである国立生物多様性デー
タセンター（NBDC）では、外来種早期警戒制度の設立
を目指した活動の一環として、侵入種の発見・報告を行
うための情報シートを発表しました。 
 
IDシートのダウンロードは、こちらから。 
 
NBDCでは、国内の内水面漁業の管理を担当するアイル
ランド内水面漁業省との共同事業により、侵入種リスク
アセスメントを開始しました。この事業は、アイルラン
ドの絶滅危惧種に対する商取引禁止を定めた規則に重
要なデータを収集すると共に、広報活動を行うものです。 
 

 

トレーニングセミナー 

GBIFスペイン   Eラーニングおよびデータ 

品質管理に関する技術を提供 
 

フランス、ポルトガルおよびスペインのGBIFノードで

は、それぞれの専門領域の知識・技術を共有し、相互支

援を推進するメンタリング・プロジェクトの一環として、

専門家がマドリッドに集まりました。 

 

この技術交換会合は、2013年メンタリング・プログラム

としてGBIFの資金援助により行われる3事業の一つと

して、1月21日から23日まで開催されました。この会合

において、GBIFスペインは、ATutorと呼ばれるEラー

ニング技術を用いて学習教材を作成する方法を発表し、

他のノードでも利用できるよう提供しました。GBIFス

ペインが国内の生物多様性データの公開に用いている

ツールや方法も公開され、活発な意見交換が行われまし

た。 

 

会合の配付資料は、こちらから入手できます。 

 

この事業による次回メンタリング会合は、4月28日から

30日までポルトガルのリスボンで行われ、GBIFのIPT

を活用した生物多様性データペーパーの公開方法が取

り上げられる予定となっています。 
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http://humboldt.org.co/
http://www.gbif.org/ipt
http://www.gbif.org/ipt
http://www.gbif.org/page/158
http://www.humboldt.org.co/component/k2/item/212-revista-biota-colombiana-vol-14-2-suplemento-especial-articulos-de-datos
http://www.gbif.org/dataset/01c5963f-25c7-4361-8ee8-30f6a6ff98e4
http://www.gbif.org/dataset/01c5963f-25c7-4361-8ee8-30f6a6ff98e4
http://www.gbif.org/dataset/01c5963f-25c7-4361-8ee8-30f6a6ff98e4
http://www.gbif.org/dataset/90e99b1e-6ae4-4577-9679-ba4603e24f5c
http://www.gbif.org/dataset/90e99b1e-6ae4-4577-9679-ba4603e24f5c
http://www.gbif.org/dataset/e45d425d-2404-40a5-b784-3634adc76d08
http://www.gbif.org/dataset/f3f10afc-257f-47ef-8b0c-4bcaebdc09dc
http://www.gbif.org/dataset/f3f10afc-257f-47ef-8b0c-4bcaebdc09dc
http://www.gbif.org/dataset/6d5fced1-6e85-4d9e-88f4-e1459772d2fd
http://www.gbif.org/dataset/6d5fced1-6e85-4d9e-88f4-e1459772d2fd
http://www.gbif.org/dataset/96e5a2f0-d008-4136-955c-83cd139b23c6
http://www.gbif.org/dataset/96e5a2f0-d008-4136-955c-83cd139b23c6
http://www.gbif.org/dataset/96e5a2f0-d008-4136-955c-83cd139b23c6
http://www.biodiversityireland.ie/
http://www.biodiversityireland.ie/
http://invasives.biodiversityireland.ie/id-sheets/
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=124
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GBIFスペインおよびアイルランド  

2014年トレーニング計画を発表 

 
スペインおよびアイルランドの GBIFノードでは、

2014年度トレーングワークショップ計画の詳細を公

表しました。GBIFスペインでは、生物多様性データを

GenBankに統合する方法、サイバー分類学

（cybertaxonomy）、Plinian Coreを用いて種データを

公開する方法や、生物多様性データの永続識別子（PI）

など、多様なテーマについて 10回のワークショップを

開催する予定です。 

 

計画については、こちらから見ることができます。 

 

アイルランドの国立生物多様性データセンターは、野

外記録活動に参加する一般市民を対象として、生物の

特定方法や記録技術の向上を目的とした 22回のセミ

ナーを開催します。2014年度の計画には、継続専門能

力開発プログラムの一環として、生態学者を対象とし

た上級トレーニングコースも含まれています。 

 

詳細については、こちらから。 

 

今後の予定 

Pro-iBiosphere会議 

2014年 2月 10～13日、ドイツ、ベルリン 

詳細は、こちら。 

10月開催ワークショップの報告書は、こちら。 

 

生物種形質語彙に関する EMODnetワークショップ 

2014年 2月 12～13日、フランス、パリ 

詳細は、こちら。 

 

生物多様性データベースのデータ品質に関する 

バーチャル Eラーニング・ワークショップ 

企画：GBIFスペイン 

2014年 2月 19日～3月 5日（オンライン） 

詳細は、こちら。 

 

研究データ同盟（RDA）第三回総会 

2014年 3月 26～28日、アイルランド、ダブリン 

詳細は、こちら。 

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 
DK-2100 Copenhagen Ø 
Denmark 
 
http://www.gbif.org/ 

GBIFのMission：生物多様性情報を提供する世界随一
の情報発信源となると共に、環境と人類の福祉に役立つ
賢明な解決策を提供することを目指します。 

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 5 
 

http://www.gbif.es/Plan_formacion_in.php
http://www.biodiversityireland.ie/wordpress/wp-content/uploads/NBDC-Workshops-2014_WEB1.pdf
http://wiki.pro-ibiosphere.eu/wiki/Workshops_Berlin%2C_February_2014
http://wiki.pro-ibiosphere.eu/wiki/Workshop_Berlin_1:_How_to_improve_technical_cooperation_and_interoperability_at_the_e-infrastructure_level_Minutes
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=122
https://www.rd-alliance.org/rda-third-plenary-meeting.html
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