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free and open access to biodiversity data
データ公開

GBIFとEU、発展途上国の生物多様性
情報を向上
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種のサンプリング／
モニタリングデータを公開する機会が拡大
博物学コレクションデータへの迅速なアク
セスを目指し、GBIFに新タスクフォースが
発足
整合的なDOIベースの引用をサポートする
ソフトウェア
ノルウェーのデータが25%増加

GBIF コミュニティ
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新規GBIF参加国／機関
アフリカの持続可能な山岳開発の手引き
となる出版物をリリース
GBIO報告書の日本語版が公開
標本のデジタル化に関するワークショップ 写真：Jean Ganglo.

欧州連合（EU）およびGBIFは、発展途上国が利用できる
生物多様性情報を増やすことを目的に、4年間・390万ユー
ロ規模のプロジェクトを立ち上げました。
今回発表された「開発のための生物多様性情報 (BID：
Biodiversity Information for Development)」は、アフリカ
地域やカリブ海諸国、太平洋諸国における能力開発とこれら
の地域で得られたデータのモビリゼーションの促進にフォ
ーカスするプロジェクトです。BIDは、政策決定者にとって
有用な情報を集約することで、これらの国々が重要な政策ニ
ーズに応えるとともに、生物の多様性に関する条約（CBD）
や生物多様性及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）などの国際的な取り決めに基
づく責任を果たす支援をします。BIDはまた、EUが地球規
模での生物多様性の損失を回避するためのコミットメント
を果たす一助ともなるでしょう。

オーストラリアのデータポータル、新たに
市民科学者の記録を公開
ドイツ、生物多様性データに関する国家的
インフラのポータルを刷新

新規データ
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生物多様性データの活用
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トレーニング
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北米でデータ公開に関するトレーニング
開催
国家的チェックリストの作成を目指すハ
ッカソン開催
ブラジルでの「生物多様性インフォマティ
クス週間」の教材をオンライン公開
GBIFポルトガルが国内各地でセミナー
を開催

今後の予定

詳しくはこちら
GBIF.orgの該当ページ

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comms@gbif.orgまで
メールをお送りください。
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データ公開
種のサンプリング／モニタリングデータを公
開する機会が拡大
生物多様性に関する情報交換のための標準策定などを
行っているTDWG（生物多様性情報標準策定ワーキン
ググループ）は、GBIFネットワークを通じて標本ベー
スの種のデータのモビリゼーションの促進とアクセス
性の向上をサポートするための変更を承認しました。
今回、ダーウィン・コア (DwC) 標準としてすでに利用
可能となっているリッチな用語群を拡張することによ
り、GBIFが仲介したデータが「presence only（存在
していることを示す情報のみ）」の枠を超えて、他の
学術的分野における発見や研究に利用できる、よりリ
ッチでより定量的な情報の発見や利用をサポートでき
るようになります（特に生態系モニタリングおよびア
セスメントの分野）。
今回の変更は、新規なデータセットの提供につながる
だけではありません。すでにGBIFを通じて公開されて
いる、種の集団が空間・時間の中でどのように変化し
ているかを理解するために欠かせない、より複雑なソ
ースから得られたデータセットの品質と可用性もまた
向上するのです。

今回発表されたバージョン2.2では、GBIFが仲介したデー
タおよびダウンロードの帰属を整合的に追跡するサポート
を行うとともに、公開者がデータの適切な利用を定義する
手続きを簡素化し、データ品質管理を向上させます。
詳しくはこちら
ニュースリリース

ノルウェーのデータが25%増加
ノルウェー生物多様性情報センター（NBIC） は12月、
「ノルウェーの種の観察サービスデータセット」に350
万件の観察記録を追加しました。これによりデータセッ
トの合計数は約1,100万件となりました。
このデータセットのダイナミックな伸びの大部分は、ノ
ルウェーのArtsobservasjonerポータルが寄与していま
す。約9,000人のボランティアの観察データを集約する
このポータルサイトには1日平均5,000件の報告が寄せ
られます。Artsobservasjonerには現在14,000種を対象に
1,200万件の記録が存在します（25万件の画像含む）。
これらのデータはSpecies Map Service（ノルウェーの
34の機関から提供された1,900万種超、31,000件以上の
分布記録を公開）へと入力されます。

詳しくはこちら
ニュースリリース

博物学コレクションデータへの迅速なアクセス
を目指し、GBIFに新タスクフォースが発足
GBIFは、未だデジタル化されていない世界の標本コレ
クションについて、その発見と情報へのアクセスを加
速することを目的として新たに国際的な専門家チーム
を招集しました。
生物コレクションデータの発見を加速するためのタス
クフォースは、様々なタイプのコレクションを扱う上
で必須となる情報を定義することからスタートします。
この「メタデータ」は各コレクションのコンテンツを
記述するもので、データ保有者が自らのデジタル化活
動を評価し、優先順位を決める手助けをします。
詳しくはこちら
ニュースリリース

整合的なDOIベースの引用をサポートする
ソフトウェア
GBIF事務局は統合的公開ツールキット (IPT)のバー
ジョン2.2を公開しました。IPTは生物多様性データを
公開・共有するためのオープンソースのフリーソフト
ウェアです。
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ジ ャ コ ウ ウ シ (Ovibos moschatus) 。 写 真 ： Bernt Kåre
Knutsen（Artsobservasjoner.no上で公開）

国および地域の機関、国の政治家、地方自治体、民間企
業、および研究機関はこれらのデータを広く使用してい
ます。
NBICでは今年、GBIF.orgを介した種の報告・公開が着
実に増加すると予測しています。
問い合わせ先：NBIC のDag Endresen氏または Nils
Valland氏
詳しくはこちら
NBICサイト（Behind the scenes: creating and
operating the Species Observations database）
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GBIF コミュニティ
新規GBIF参加国／機関
東南アフリカの国マラウィとスイスの非営利団体Plazi
が、准参加国／機関として新たにGBIFに参加しました。
また、これまで准参加国としてGBIFに参加していたト
ーゴが議決権参加国にステータスを変更しました。
新たなGBIFノードのマラウィ科学技術委員会のマネー
ジャーであるLyson Kampira氏は「GBIFに参加すること
で、マラウィにおける政策決定者に有用な生物多様性デー
タの集約が促進されるでしょう」とコメントし、併せて
CBDやIPBESの下での国際的なコミットメントを果たす
ことにもつながると述べました。

日本語のバージョンにはオープンデータとセマンテ
ィック・ウェブについての解説や用語集など、ユー
ザーを助ける新規のマテリアルが含まれています。
報告書をダウンロード

オーストラリアのデータポータル、新たに
市民科学者の記録を公開

Plaziは、分類学に関する文献から抽出されたオープンア
クセスの生物多様性データのリンクをサポートします。
PlaziのDonat Agosti理事長は、「両機関の取り組みを共
有することで、生物多様性に関する文献に含まれる種に関
する膨大なデータと知識にアクセスすることが可能とな
るでしょう。このアクセスは極めて重要なものです。」
また、准参加国から議決権参加国に移行したことで、トー
ゴはGBIFの組織運営においてより直接的な役割を果た
すこととなりました。同国はこれまで、GBIFの能力強化
プログラムや国の植物標本室が所蔵する標本記録のモビ
リゼーション、マメ科植物、藻類、西アフリカのキノコ類
に関するチェックリストの公開に参加してきました。

アフリカの持続可能な山岳開発の手引きとな
る出版物をリリース
GBIFの准参加機関であるアルバーティーン地溝保全協
会は、UNEPやパートナー機関と共同で、2件の画期的な
出版物を発表しました－African Mountains Atlas（アフ
リカ山岳地帯アトラス［地図帳 ］）、および African
Mountains Status Report（アフリカ山岳地帯の現状レポ
ート）です。これらの発行物は、アフリカ大陸における
持続可能な山岳開発の手引きとして機能することを目的
としたもので、この地域のプランナーおよび政策決定者
を助けるものとなります。
詳しくはこちら
ニュースリリース

GBIO報告書の日本語版が公開
日本のGBIFノードであるJBIFは12月に東京で開催され
たワークショップで「地球規模生物多様性情報概況
（GBIO）」の日本語翻訳版をリリースしました。生物多
様性インフォマティクスへの取り組みと投資にフォーカ
スしたこのBIO報告書は、技術とオープンデータ・カルチ
ャーの力を活用して生物多様性に利益をもたらすフレー
ムワークを提供しています。

Anthracophyllum archer、ALAのFungi mapより

オーストラリア最大の市民科学者のグループの一つであ
るFungimapは、20年近く活動してきた中で、最近GBIF
のナショナル・ノードであるアトラス・オブ・リビング・
オーストラリア（ALA）の支援を受け、保有するデータ
をより多くの人に提供できるようになりました。
詳しくはこちら
ブログ記事
また、ALAは、GPSを利用したスマートフォンアプリ
を提供することでNational Koala Countへの迅速な目
撃情報の報告を可能としました。
これらのデータは既存
のデータを補完するものとなります。現在、2014年の
調査結果に関する詳細なレポートが公開されています。
詳しくはこちら
ブログ記事

ドイツ、生物多様性データに関する国家的
インフラのポータルを刷新
ドイツ生物学データ連盟（GFBio）は、刷新したツー
ルとサービスをリリースしました。今回のリニューア
ルの結果、新たな検索機能の他、データライフサイク
ルに関する、より詳細な情報を利用できるようになり
ました。今回のGFBioの取り組みには、ナショナル・
ノード（ベルリン＝ダーレム植物園［BGBM］、自
然博物館［MfN］、ゼンケンベルク自然研究協会、バ
イエルン自然史コレクション、アレキサンダー・ケー
ニッヒ動物学研究博物館）を含む19のパートナー機
関が支援を提供しました。
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ベルギー
詳しくはこちら
ニュースリリース

新規データ

ベルギーの王立中央アフリカ博物館が、コンゴ民主共
和国においてペダゴジック・ナシオナル大学（キンシ
ャサ）が収集した46件の飼料植物の分布データを公開
しました。

GBIF.org 上で新たに公開された種のデータ

ベナン

GBIFでは「スモールデータ」に宿る価値をモビライ
ズし、保存することを目的としてPensoft Publishers
社との共同作業を続けてきましたが、その成果として、
査読済み論文誌Biodiversity Data Journalに新種と
種の分布に関する研究で得られた新規なデータセッ
トが続々と公開されています。
以下に注目の事案を紹介します。

GBIFベナンが最近の個体数調査から、3件の新規デー
タセットを公開しました。
 ベナンの動物を対象とした国家的地図を作成する
計画にもとづき2014年に収集された18,000件を
超える記録
 国家森林調査（センサス）で得られた40,000件超の
記録
 ベナン南部のAgrimey 保安林における3,161件の植
物の分布記録

カナダ

Neoniphon penceiの正基準標本、クック諸島、ラロ
トンガ島 写真：Richard Pyleおよび Brian Greene

 Neoniphon pencei、条鰭類の新種、クック諸島ラロ

トンガにて記録
 Margaromantis piza、ブラジルで確認された

neotropical mantid属の2番目の種
 Vigna yadavii, ササゲの新種、インド西ガーツ山脈
にて確認
 スレバルナ自然保護区の陸生巻貝類、ブルガリア
 ラオスイワネズミ (Laonastes aenigmamus) の分布
齧歯類の一種。同じ科に属する他の種は絶滅し、
唯一生存する種
 カグラコウモリの固有種の分布 (Hipposideros
durgadasi Khajuria)、南インド。

アルゼンチン
科学技術・生産革新省は、54の新規な鳥類のデータセ
ットコレクションから、10,919件の観察記録を公開し
ました。このコレクションは南米で最も長い歴史を持
つ 環 境 団 体 で あ る Aves Argentinas / Asociación
Ornitológica del Plataが所蔵するもので、公開された
データは、「Birds of Argentina and Uruguay, a
Field Guide」を著したアルゼンチンの鳥類学者Tito
Narosky氏の40年以上にわたる観察によるものです。

ロイヤルオンタリオ博物館が公開した脊椎動物化石
のコレクションには、アルバータ州から出土した白亜
紀の恐竜とサスカチュワン州から出土したジュラ紀
の魚竜の標本が含まれます。今回公開された24,600件
の記録は、100年の歴史をもち72,000を超える標本数
を誇るコレクションのおよそ3分の1にあたります。

コロンビア
コロンビアのGBIFナショナル・ノードであるアレク
サンダー・フォン・フンボルト研究所が高度の高いパ
ラモス（草原地帯）生態系における植物、地中動物群、
両生類、および鳥類のデータを公開しました。対象地
域はコロンビア・アンデス地方のロス・ネバドおよび
チリ-バラガンです。
同研究所はこの他、2006年にカルダス県で行われた研
究で得られた鳥類のデータを公開しました。このデー
タには、2つの絶滅危惧種（オリーブヤブシトド
［Atlapetes flaviceps］とオタテドリ科の新種である
Stiles’ tapaculo［Scytalopus stilesi］）が含まれます。
また、国内複数の大学が、以下を含むデータセットを
新たに公開しました。
 テクノロヒカ・デル・チョコ大学が所蔵する 昆虫の
コレクション
 サンタンデール工科大学が所蔵する魚類のコレクシ
ョン
 アンデス大学が所蔵するオリノキア地方の水生植物
 カトリカ・デ・オリエンテ大学が所蔵する魚類のコ
レクション
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ポルトガル
この他にも、レッドプラス (REDD+：Reduced Emissions
from Deforestation and Forest Degradation) プロジェク
トによる、コロンビア国内の以下の地域における熱帯植生
をプロットしたデータセットも公開されました。
 バイア・マラガ（バジェ・デル・カウカ県）
 リオ・カヤンブレ（バジェ・デル・カウカ県）
 チョコ

ドイツ
ベルリン＝ダーレム植物園が1778年から1930年の間に中
南米で収集された15,000を超えるタイプ標本の写真を含
むデータセットを公開しました。この写真は植物学者の
J.Francis Macbride氏の仕事によるものです。彼が撮影し
たヨーロッパの植物園にある熱帯アメリカの植物コレク
ションの写真は、第二次世界大戦によってこれらの植物の
コレクションの一部が破壊されたことで、より一層貴重な
ものとなりました。

市民科学者らによるポルトガルにおける侵入種植
物の観察記録がinvasoras.ptにて公開されました。
invasoras.ptは、コインブラ大学の機能的生態学セ
ンターにおいて開発されたウェブプラットフォー
ムと携帯電話アプリケーションを組み合わせたサ
ービスです。
リスボン大学の国立自然史科学博物館は、植物標本
室に所蔵されたアンゴラ地方の植物標本から6,000
件を超える記録を公開しました。これらの収集時期
は19世紀半ばに遡ります。

スペイン
スペイン、アラバ自然科学博物館のVIT 植物標本室
は85,000を超える植物標本の記録を公開しました。
これらは大半がスペインで収集されたものです。

生物多様性データの活用
GBIF事務局では、学術的文献の中でGBIFが仲介した
データが活用された事例を継続的にモニタリング
しています。以下に最近のハイライトとなる査読済
み論文をご紹介します。

Bradley BA, Early R & Sorte CJB (2015)
Space to invade? Comparative range inklling
and potential range of invasive and native
plants. Global Ecology and Biogeography .

Oreopanax trollii Harms基準標本の写真、BGBMの歴史的写真
コレクションより

インド
GBIFナショナル・ノードであるインド野生動物研究所は、
インド北部にあるケオラデオ国立公園で最近観察された
31,936件の鳥類の記録を公開しました。以前はバラトプ
ル・バードサンクチュアリとして知られたこの公園は、渡
り鳥の越冬地としての重要性からUNESCOの世界遺産に
指定されています。

日本
国立遺伝学研究所が北海道の沼地や湖でとらえた渡り鳥
（シギ・チドリ類）の観測データを公開しました。このデ
ータは、西ナイルウイルスおよび血液原虫の鳥類への感染
に関する研究の一貫として収集されたものです。

種の分布モデルが非在来種の潜在的分布範囲を在
来種よりも不当に小さく見積もっているとの仮説
を検証すべく、著者らは米国の13,575種の在来植物
種、固有植物種、外来侵入植物種を比較し、これら
の異なる範囲属性がどのように生態学的予測に影
響を与えうるかを決定しました。本論文では、GBIF
を「すべてのターゲット種について、分布データを
地球規模で一貫した方法で提供している唯一のソ
ース」と評している。この研究は、侵入種は予測さ
れる侵入の範囲全体に未だ埋めきっていないと結
論付けた上で「米国に導入された植物には、まだ進
出しうるスペースが多く残されている」と示した。

Campbell J (2014) Access to scientikc data in the
21st century: rationale and illustrative usage
rights review. Data Science Journal.
情報ポリシーおよび情報アクセスについて研究す
る著者らは、「オープンアクセス」の概念をより明
確に定義する必要性を説明し、併せて自由に利用で
きる科学的データが研究結果の検証やおよび経済
発展をどのように促すかについて論じています。
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Candela L, Castelli D, Manghi P & Tani A (2015)
Da journals: A survey. Journal of the Association
for Information Science and Technology.
著者らは、GBIFの統合的公開ツールキット（IPT）
について、査読済みデータセットの記述およびオーサ
リングをダイレクトにサポートし、そのことによって
データの見つけやすさや有効性、他者による再利用性
を高める1つのツールであると述べています。

Elmendorf SC, Henry GHR, Hollister RD, Fosaa AM,
Gould WA et al. (2014) Experiment, monitoring, and
gradient methods used to infer climate change
effects on plant communities yield consistent
patterns.
気候の潜在的な影響をモデリングする3つの一般的な
手法に含まれる潜在的な矛盾を評価、解決するべく、
広域の専門家からなる国際的チームは、北米と欧州の
北極地帯／高山地帯で予測される植物群落の構成の
変化を分析しました。分析にはGBIFが仲介したデー
タやその他のデータが用いられました。in situでの実
験的温暖化・モニタリングアプローチの結果、現在起
こっている気候温暖化に対する群落の反応の大きさ
について、矛盾のない予測が得られました。一方で、
現代の生態系のパターンに基づき推論を行うと、変化
を過大評価する傾向があるとしています。

また彼らは大西洋におけるノコギリエイの保全について
新たなオプションを示すとともに､生態系のベースライ
ンを復元し、回復の目標値を設定するため、歴史的解析
を実施する重要性を強調しました。

Ficetola GF, Rondinini C, Bonardi A, Basiero D &
Padoa-Schioppa E (2015) Habitat availability for
amphibians and extinction threat: a global analysis.
Diversity and Distributions. Journal of Biogeography.
過去10年間、IUCNのレッドリストにより生息域の消
滅・劣化の脅威が示されてきたにも関わらず、生息域
の定量的な計測は、一部の両生類の種に対してのみ実
施されてきました。GBIFが仲介した20万件以上の記録
とその他のデータも利用して、研究者らは5,363種の両
生 類 （ IUCN に よ る 地 球 規 模 両 生 類 ア セ ス メ ン ト
［Global Amphibian Assessment］で評価された種の
84%に相当）のためのモデルを作成しました。研究の
結果、このモデルは多くの種の詳細な分布を正確に予
測でき、専門家の主導による保全アセスメントを補完
する高い有効性を備えていることがわかりました。

Fuller P & Neilson ME (2015) The U.S. Geological
Survey’s Nonindigenous Aquatic Species Database:
over thirty years of tracking introduced aquatic
species in the United States (and counting).
著者らは、この米国のデータベースの能力と機能、40
年の歴史を説明する中で、このデータベースが豊富に
存在する他の生物多様性および生物地理学ソースに含
まれる観察データをどのように活用しているかを概説
しています。この観察データには、GBIFのAPIを介し
て得られた12,000件を超える記録が含まれます。

ノコギリエイ (Pristis pectinata) 写真：David Iliff

Ferretti F, Verd GM, Seret B, Šprem JS &
Micheli F (2015) Falling through the cracks:
the fading history of a large iconic predator.
Fish and Fisheries .
ノコギリエイ類は世界で最も絶滅が危惧されている海
生脊椎動物の一つです。多くの沿岸水域からノコギリ
エイ類が消えている状況には人間の影響が寄与してお
り、地中海における過去の彼らの生存と絶滅可能性に
ついては、何十年も議論が続けられてきました。この
研究チームは主にGBIFを通じてアクセスできる記録
を利用して、1576年から1959年にかけての地中海西部
の2種のノコギリエイの出現の歴史を再構築しました。
研究の結果、地中海ではこの双方の種は1960～70年代
に絶滅に向かったということが示され、ノコギリエイ
の生態系および生物地理学に関する現在の仮説に懐疑
的な結論が提示されました。
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デビルファイアフィッシュ (Pterois miles)、米国東海岸
における侵入生物種。写真：Lindley Ashline
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García-Roselló E, Guisande C, Manjarrés-Hernández
A, Gonzálex-Dacosta J, Heine J et al. (2014) Can we
derive macroecological patterns from primary Global
Biodiversity Information Facility data? Global
Ecology and Biogeography.
地球規模のマクロ生態学的モデルにデータのサンプ
リングに起因するバイアスと品質上の問題の影響が
与える影響を理解するため、研究チームは GBIF が仲
介した魚類（海洋種のみ）のデータのうち利用可能な
ものをすべて利用して、4 つの一般的な手段を比較し
ました。研究の結果、原データのクリーンアップおよ
び自己相関のための補正がなされ、また種の豊富さに
おける明白な過小評価が示されないことを前提とし
て、分布を予測する上では高度な数理モデルよりもデ
ータの量と質の向上の影響力が大きいことが示唆さ
れました。

Lira-Noriega A & Soberón J (2014) The relationship
among biodiversity, governance, wealth, and
scientific capacity at a country level: Disaggregation
and prioritization. AMBIO.
著者らは生物多様性の豊かさと豊富さ、そして組織の
能力の関係を調べるため、 200 以上の国と地域で
GBIF を通じてモビライズされたデータの数を科学
的な能力の指標の一つとして使用しました。この関係
はシンプルなものではなく、豊富さと能力のパターン
に関しては、従来の知見を覆すより複雑なパターンが
示されました。この論文は締めくくりにあたって、分
析、科学、および政策のために利用可能となっていな
い生物多様性関連の一次データ（デジタル化されてい
るものもそうでないものも含め）へのアクセス性向上
にあたるよう促しています。

Mathew C, Güntsch A, Obst M, Vicario S, Haines R
et al. (2014) A semi-automated workflow for
biodiversity data retrieval, cleaning, and quality
control. PNAS.
種の分布に関する分析と予測のためのデータを蓄
積・編集するプロセスが複雑で時間がかかる状況を改
善すべく、著者らは GBIF.org や GBIF API を含むデ
ータソースから分類学データを読み出し、クリーンア
ップし、選択するためのデータ・リファインメント・
ワークフローを Taverna ベースで設計・実行する方
法を説明しています。

Pristimantis cruentus 写真：Brian Gratwicke

Mendoza ÁM, Ospina OE, Cárdenas-Henao H &
García-R JC (2015) A likelihood inference of
historical biogeography in the world’s most
diverse terrestrial vertebrate genus: Diversikcation
of direct-developing frogs (Craugastoridae:
Pristimantis) across the Neotropics. Molecular
Phylogenetics and Evolution.
この研究は、公開された新しいDNA シークエンシング
データを解析することにより、420を超える種で構成さ
れるカエル属、Pristimantisの驚異的な多様性に、ア
ンデス山脈の地理的な複雑さがどのように寄与してい
るかについての理解を促すものです。GBIFが仲介した
データに、地球規模の両生類アセスメント（Global
Amphibian Assessment）で得られた情報、そして最
近発表された新たな記録および範囲の広がりを記した
文献と組み合わせることで、著者らは祖先の分布範囲
のマップを再構成し、アンデス北西部における古地質
学的な変化がこの属の多様化と、中南米に広く帯状の
分散を促したことを示唆しました。

Owen CL, Bracken-Grissom H, Stern D & Crandall
KA (2015) A synthetic phylogeny of freshwater
crayksh: insights for conservation. Philosophical

Transactions B.

GBIFが仲介したデータやその他のソースを用いて、
著者らはOpen Tree of Lifeを使用して淡水ザリガニの
統合的な系統樹を作成しました。Open Tree of Lifeと
は、ユーザーがキュレーションを行う分類学プロジェ
クトです。著者らは結論として、種全体に広がる脅威
と分子系統学的予測を示すとともに、優先的に保全の
取り組みが必要な淡水ザリガニの種を特定しました。
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van Andel TR, Croft S, van Loon EE, Quiroz D,
Towns AM & Raes N (2014) Prioritizing West African
medicinal plants for conservation and sustainable
extraction studies based on market surveys and
species distribution models. Biological Conservation.
サブサハラ・アフリカに住む人々にとって、野生の薬
草は健康上および商売上の重要なソースです。著者ら
は、ガーナとベナンの薬草市場における定量的調査に、
商業的抽出の対象となる薬草12種の分布を詳細に記し
た初めての地図とを組み合わせ、過度な伐採に対する
種の潜在的脆弱性を評価しました。地図の作成には
GBIFが仲介したデータが利用されました。この研究は、
西アフリカの生態系により提供される重要なサービス
を保全することを目的としたものです。

Paknia O, Rajaei Sh. H & Koch A (2015) Lack of
well-maintained natural history collections and
taxonomists in megadiverse developing countries
hampers global biodiversity exploration. Organisms

Diversity & Evolution.

この研究は、莫大な生物多様性をもつ発展途上国にお
ける制度的インフラの現状について重要な評価を初
めて行い、習熟した分類学者が不足していること、お
よびコレクションインフラが整備されていないこと
が生物多様性の探究において大きなボトルネックと
なっていることを強調しました。GBIF.orgに含まれる
データのうち大部分が観察データであり、証拠標本の
写真が含まれる記録の割合が少ないことに言及して、
著者らは、デジタル化プロジェクトを拡大し、すべて
のコレクションの証拠標本をカバーする必要性を主
張しました。
Wisz MS, Broennimann O, Grønkjær P, Møller PR,
Olsen SM et al. (2015) Arctic warming will promote
Atlantic-Pacikc ksh interchange. Nature Climate
Change.
北極の急速な温暖化により、長らく北極海と北太平
洋の海洋生物を分離していたバリアの脆弱化が進ん
でいます。著者らは、GBIFおよびOBIS（Ocean
Biogeographic Information System）から集めたデ
ータを利用して、潜在的には515種の魚類が気候変動
を原因として北に向かって進出する可能性があると
予測し、あわせて2100年までに41もの種が太平洋に、
44もの種が大西洋に進出する可能性があることを明
らかにしました。

トレーニング
北米でデータ公開に関するトレーニング開催
2015年1月13～14日、カナダ・オタワおよびフロリダ
州・ゲーンズビルにおいてGBIF統合的公開ツールキッ
ト（IPT）を利用した生物多様性データの公開・共有に
ついてのトレーニングイベントが開催され、74名のデ
ータ・コレクション管理者、分類学者、キュレーター、
研究者らが参加しました。

西アフリカ黒胡椒の実の天日乾燥の様子（ナイジェリア、
イバダンのボデ市場）写真：国際熱帯農業国立研究所

iDigBio、VertNET、Canadensys、カナダ農業農産食糧
省、カナダのGBIFノードであるCBIF、USGS-BISON、
およびGBIFの共同開催によるこのイベントにおいて、参
加者はテスト用データセットを公開し、インターネット
経由でつながりました。これに先立ち、1月7日にはIPT
のインストールをテーマとして予備ウェビナーが開催さ
れました。
詳しくはこちら
iDigBioウェブサイト
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国家的チェックリストの作成を目指すハッカ
ソン開催
オランダで、GBIFが仲介したデータを利用して国家的
な種のチェックリストを生成する方法をテーマとした
トレーニング・ハッカソンが開催され、ヨーロッパの各
GBIFノードからスタッフが参加しました。参加者はク
ロスマッピングツールについて、またチェックリストの
創出に必要なワークフローの作成についてトレーニン
グ を受けました。
このイベントは、2014年にGBIFから能力強化のための
助成金を支給された5件の1つです。プレゼンテーション
資料はこちらから利用できます。

ブラジルにおける「生物多様性インフォマティ
クス週間」の教材をオンライン公開
ブラジルのGBIFのナショナル・ノードである国立科学計
算研究所（LNCC：Laboratório Nacional de Computação
Científica）は1週間にわたる生物多様性情報学コースを開
催しました。同コースは2015年の夏期プログラムの一貫
として設置され、データ公開やデータ品質、ニッチモデリ
ング、データの可視化に関する国際的な専門家が教鞭を取
りました。
コースの教材はSiBBrにおいて公開されています。
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開催され、参加者はデータペーパーおよびデータの
公開者に信用を供与する方法について関心を示し
ていました。
詳しくはこちら
ニュースリリース

今後の予定
ICLEI世界会議2015
2015年4月8～12日、ソウル、韓国
第7回ヨーロッパノード会合
2015年5月5～7日、パリ、フランス
Africa Rising: 持続可能な開発のための生物多様性
データのモビリゼーション
2015年5月19～22日、ケープタウン、南アフリカ

GBIFポルトガル国内各地でセミナーを開催
GBIFポルトガルが国内6都市でセミナー「Information
Days」を開催し、26の機関から159名が参加しました。
イベントでは大学や研究機関、ICNF（自然森林保護協
会）、地方／地域の行政機関、民間企業、NGO、水族館
の代表者らに対し、利用可能なデータリソース、ソフト
ウェア、プロトコルなどが紹介されました。セミナーで
はまたデータの利用に関するハンズオン・セッションも

GBIF 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/

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
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