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GBIF、アフリカを対象としたBIDの提案
を募集

2015年9月、「開発のための生物多様性情報（BID：
Biodiversity Information for Development）」プログラム
の初回の提案募集が開始され、アフリカ34か国から143件
のコンセプトノートの応募がありました。
専門家により構成される委員会がこれらの提案を審査し、
採択された申請者は2016年2月末までを期限として、現在
詳細な提案書を作成中です。
90万ユーロの予算が割り当てられた今回の募集は、サブサ
ハラアフリカにおける以下のプロジェクトを対象として
います。

保護地域、絶滅危惧種、および侵略的侵入種に関す
る生物多様性データのモビリゼーション

自然史コレクションのデジタル化およびその他の
生物多様性データのモビリゼーションに関するベ
ストプラクティスの活用・拡大

意思決定および研究をサポートするための生物多
様性データの活用

継続的なデータの共有と再使用をサポートするた
めの国家レベル、地域レベル、テーマ毎の永続的な
ネットワークの構築
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湾岸地域・西アジアの生態系保全に重要なデータ
は民間セクターが保有
2015年9月15～16日、マスカット（オマーン）で湾岸協
力理事会（GCC）／西アジア地域の政府規制担当者と環
境コンサルタントが出席するワークショップが開かれ、
環境影響評価 （EIA）を通じて得られた種のデータをよ
り広く共有することのメリットについて議論が交わされ
ました。
「環境影響評価で得られた生物多様性データの開放
（Unlocking biodiversity data from environmental
impact assessment）」と題されたこのワークショップ
は、GBIF、国連環境プログラム – 西アジア地域事務所
（UNEP-ROWA）、およびオマーン環境・気候問題省
（MECA）の共催によるものです。

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。
To subscribe to the GBits newsletter, visit
www.gbif.org/newsroom/summary#signup
or email comms@gbif.org

GBi s
このワークショップは、GBIFが主導するプロジェクトの
一貫として開催されました。プロジェクト資金は「アイ・
オン・アース」イニシアティブを通じ、「アブダビ・グ
ローバル環境データイニシアティブ（AGEDI）」から提
供されています。その大きな目的は、EIAを通じて収集
された植物や動物、その他の種の分布に関して、デジタ
ル化されたデータを共有・再使用できるツールの利用を
促すことです。
GBIF事務局はこのプロジェクトを通じ、これまで全く
GBIFに加盟していない地域の政府当局と実務家の関与
を得ることに成功しました。現在すでに、アブダビ環境
庁は、EIAにより得られたデータセットを公開するため
GBIF 統 合 的 公 開 ツ ー ル キ ッ ト （ IPT ： Integrated
Publishing Toolkit）のセットアップを終えています。
詳しくはこちら
ワークショップについてのニュースリリース
（英語およびアラビア語）
ワークショップ資料およびプレゼンテーション

第1回GBIFエビー・ニールセン・チャレンジ
の受賞者を発表
専門家による審査委員会は賞を創設して初となる2015年
GBIF エビー・ニールセン・チャレンジの優勝者を、ベル
ギーを拠点として活動する研究者3人からなるチーム
「Datafable」と発表しました。彼らは、GBIF.orgを通じ
て利用可能なデータセットを一目で把握することができ
るブラウザ「GBIF Dataset Metrics」を開発しました。
また、
第2位には、
生物学者のリチャード・パイル氏
（Richard
Pyle）が受賞しました。彼が開発したウェブサービス
BioGUID.orgでは、生物多様性分野のデータオブジェクト
にリンクした識別子を、相互にリンク（クロスリンク）

DatafableのNicolas Noé氏

させることができます。優勝したDatafableの研究者は、ピ
エール・デズメ氏（Peter Desmet）、バート・アエルテル
マン氏（Bart Aelterman）、ニコラ・ノエ氏（Nicolas Noé）
の3名です。彼らの提案は6組のファイナリストの中で最も
高い審査員の評価を受け、2万ユーロの賞金を獲得しました。
詳しくはこちら
ニュースリリース
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GBIF、2014年版のサイエンス・レビューを発行
GBIFは2014年版のサイエンス・レビューを発行しました。
このレビューには、GBIFネットワークを通じて取得され
たデータを活用した学術論文であって、2014年に公開され
た350本の記録が収録されています。またこのレビューは、
科学者コミュニティおよび政策コミュニティが特に関心
を寄せた論文を選び出し、そのサマリーを掲載することで、
データがどこまで活用されているかも示しています。
ダウンロードする
2014年版サイエンス・レビュー

パブリック・コンサルテーション：GBIFデータ
ギャップ分析ガイドへのコメントを募集
GBIFは現在、「生物多様性関係者を対象としたデータギ
ャップ分析のためのベストプラクティスガイド」につい
て、関心をもつユーザーからの意見とフィードバックを
募集しています。このガイドには、実際にアクセス可能
なデータに存在するギャップを分析した16件の作業がま
とめられている他、ギャップ分析をデザインする上で検
討すべき基本原則の概要が示されています。同ガイドの
執筆者によれば、利用可能なデータに存在するギャップ
を分析することで、データのモビリゼーション活動に優
先順位を決めることができるようになる他、「政策決定
者および意志決定者に、適当なデータが揃っていないこ
とに起因する、避けるべき落とし穴について知らせる」
ことができます。
このガイドに対するフィードバックは、GBIFコミュニテ
ィサイトを通じて、2016年2月1日まで受け付けています。

ニューヨーク生物多様性インフォマティクス
シンポジウムからの動画をオンライン公開
シンポジウムとパネルディスカッション「生物多様性イン
フォマティクスと種の分布モデリングの最前線
（Frontiers of Biodiversity Informatics and Modelling
Species Distributions）」の動画がオンライン上で公開さ
れました。このイベントは2015年11月4日、アメリカ自然
史博物館（CBC-AMNH）とGBIFの主催により、同博物
館（ニューヨークシティ）において開催されたものです。
このイベントは、3日間にわたってニューヨークシティカ
レッジで開催された分布モデリングに使用するデータの
適合性に関するGBIFタスクグループの作業会合の一部を
一般公開したものです。GBIFはこのタスクグループに、
この分野での最新状況を評価し、全世界の科学コミュニテ
ィとモデリングコミュニティとつながりを構築し、そして
GBIFが今後10年間にわたってどのように彼らをサポー
トしていくかのビジョンを共有するよう要請しました。
視聴する
#GBIFfrontiers on Vimeo
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第22回GBIF理事会を開催
2015年10月8～9日、マダガスカルのアンタナナリボで
GBIFの第22回理事会 （GB22）が開催され、38カ国お
よび6の国際組織から代表者らが出席しました。
GB22とあわせて2日間のトレーニングイベントが開催
され、GBIFノードのスタッフに対して標本ベースのデ
ータの公開について説明されました。このトレーニング
イベントの他にも、この週のプログラムには2日間にわ
たるGBIFノードの会合が含まれました。半日の公開シ
ンポジウムではGBIFネットワーク全体で挙げられた成
果が示され、1日をかけて行われたナショナル・シンポ
ジウムではマダガスカルの生物多様性についてのプレ
ゼンテーションが行われました。
理事会の冒頭に流されたビデオメッセージの中で生物
の多様性に関する条約（CBD）のブラウリオ・ディアス
事務局長は、GBIFのオープンデータインフラについて、
「以前は不可能であった研究を可能とし、地球の生物資
源を保全し、持続的に使用するためのよりよい判断を行
うための情報を提供する」ものと評した上で、CBDがフ
ルサポートを提供していくと述べました。
理事会では、新しいGBIFの戦略計画（2017～21年）お
よびこの期間中GBIFが活動していくための新しい財政
モデル、ならびに改訂された2016年の作業プログラムが
承認されました。

エチオピア、ケニヤ、ソマリア、南スーダン、および
スーダン）で40を超える高等教育機関、研究機関、市
民社会団体を創設しています。
西アフリカの国ギニアが、38番目の議決権参加国とし
てGBIFネットワークに加盟しました。同国は2005年3
月に準参加者として参加していました。
GBIFに参加して以降、ギニアのスタッフは複数のトレ
ーニングイベント――特にSEP-CEPDECが主催するイ
ベント――に多く参加してきました。SEP-CEPDECは、
フランス語圏における国同士の生物多様性情報ネット
ワークの発展をサポートし、かつGBIFとの関わりを促
すイニシアティブです。
詳しくはこちら
ギニアのメンバーシップについての最新ニュース
DRCのメンバーシップについての最新ニュース
HoA-REC&NのGBIF加盟についての最新ニュース

事務局スタッフの交替
GBIF事務局のインフォマティクスチームは、高品質な
データ公開ツールの提供を後押しするため、4人の新し
いスタッフを採用しました。


視聴する
CBDのブラウリオ・ディアス事務局長から
のビデオメッセージ（YouTube）

新規参加国／機関



コンゴ民主共和国がGBIFコミュニティに準参加者とし
て加盟し、加盟国は合計54カ国となりました。このうち、
14カ国がアフリカの国です。
コンゴはアフリカで二番目に大きい面積を持ち、「メ
ガ・ダイバース」と呼ばれる17カ国のうちの一つです。
このメガ・ダイバース17ヶ国全体に、世界の種の過半数
が生息しています。
アディスアベバ大学の自治機関である「アフリカの角地
域環境センター・ネットワーク（HoA-REC&N）」が準
参加者としてGBIFに加盟しました。
HoA-REC&Nhは、アフリカの角（Horn of Africa）地域
における気候変動への適応とその緩和、環境団体の運営、
ならびに生態系保全について活動しており、
6ヶ国
（ジブチ、



モルテン・ヘフト（Morten Hoefft）はデンマ
ーク出身であり、ナビゲーションの向上と将来
的なGBIF.orgの発展を支援するために採用さ
れました。モルテンは設計者として、またソフ
トウェア開発者として教育を受けてきました。
彼は以前、オンラインマップの開発と地理デー
タの表示に関する仕事をしていました。
マシュー・ブリセット（Matthew Blissett）は
英国出身でコンピューティングで学位を取得
しています。彼はロイヤル・ボタニック・ガー
デンズ キュー植物園の生物多様性インフォマ
ティクスチームで6年間勤務した後、GBIFに着
任しました。同植物園で彼は、植物リストとネ
ーミング・バックボーン、コレクションシステ
ムなどを手掛けました。GBIFインフォマティ
クスチームの一員として、彼はGBIFの分類バ
ックボーンに取り組んでいきます。
クリステン・ジンドロー（Christian Gendreau）
はカナダ・ケベック出身のソフトウェア開発者
です。GBIFに着任する以前はCanadensysに4
年間勤務し、カナダの維管束植物のデータベー
ス（VASCAN）の基盤技術を高度化しました。
また、Canadensysのデータエクスプローラー
を含む一連の新しいコンポーネンツを開発し
ました。クリステンはGBIFにおいて、データ
品質の技術的な側面に集中的に取り組むこと
となります。
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アレッシオ・ケックーチ（Alessio Checcucci）
はイタリア出身で過去20年間にわたり様々な
国際機関（イタリア、スペイン、ドイツ、チリ、
オーストラリア、英国）でシステムエンジニア、
データベース管理者として勤務してきました。
アレッシオはシステム管理者として採用され、
インストールから実行、モニタリング、アップ
デートなど、システム運用に様々な面から主導
的に取り組むことが期待されています。

また、3名のスタッフが2015年に事務局を去りました。
生物多様性データの相互運用性の問題に取り組んだ
シニアプログラムオフィサーのエアモン・オトゥア
（Éamonn Ó Tuama）、ソフトウェア開発者のオリ
バー・メイン（Oliver Meyn）、そしてシステム管理
者のシプリアン・ヴィズティウ（Ciprian Vizitiu）で
す。さらに、システム管理者のアンドレイ・センジ
ャ（Andrei Cenja）も2015年12月31日を最後にGBIF
における勤務を終えました。彼らの今後の活躍を願
っています。

オープンアクセス、査読済み生物多様性データジャーナル
に提出することができるようになりました。
詳しくはこちら
EurekalertについてのPensoftのプレスリリース
合理化されたメタデータについてのPensoftのブログ記
事マニュスクリプトへの変換

GBIF コミュニティ
ルアンダでのワークショップにおいて、アンゴラ
のGBIFへの参加について協議

データ公開
IPT v2.3をリリース
生物多様性データをGBIFネットワークに公開・共有する
GBIF統合的公開ツールキット（IPT）の新しいバージョ
ンがリリースされ、ダウンロード可能となりました。
このバージョンv2.3は、標本ベースのデータセットの公開
をサポートしています。リリースノートには、インスト
ール済みの既存のIPTをアップデートし、および標本ベー
スのデータを公開する方法についての説明が記載されて
います。あわせて、IPTのユーザーマニュアルの改訂版も
公開されました。

ボタンをクリックするだけでメタデータを学
術的にマニュスクリプトへ変換する新たなプ
ラグイン
以前GBIFとPensoftによって開発されたワークフロー
に新しいプラグインが追加され、GBIFおよびDataONE
を通じて共有されたデータを用いてテストが実施され
ました。このプラグインにより、メタデータの学術的発
表のためのマニュスクリプトへの変換が合理化されま
した。
GBIFはこれまで、データ公開に携わるすべての人が信
頼され、評価されるようにするための一手段として、
Pensoftと協力し、データペーパー（特定のデータセット
を記述する、検索可能なメタデータドキュメント）の普
及促進に取り組んできました。この新しい機能を使うこ
とで、GBIFとDataONE、またはその他のポータルサイ
ト（メタデータを同一のフォーマットで保存するもの）
上のデータセット公開者は、わずかマウスを2回クリッ
クすることで、マニュスクリプトを作成し、かつそれを
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9月、ルアンダにおける生物多様性データの共有に関する
ワークショップが開催され、アンゴラの博物館、大学・
国家機関、および環境、農業、漁業に関する国の機関か
ら約30名が出席しました。 このイベントはアンゴラの科
学技術省が、GBIFポルトガルの協力を得て主催したもの
であり、第4回となる国家的科学技術会議とも連携してい
ました。
オープニングスピーチの中で、学術研究のナショナル・
ディレクターを務めるドミンゴ・ネト（Domingos Neto）
氏は、アンゴラにおけるデータポリシーの枠組みの必要
性について述べました。その後、5つの博物館や大学、研
究機関からの代表者らが、自らの所属機関のコレクショ
ンと研究についてプレゼンテーションを行いました。こ
れら5機関は、合計して約10万件の標本を所蔵しています。
また、GBIF事務局からティム・ハーシュ（Tim Hirsch）
がGBIFに参加するメリットを概説し、GBIF ポルトガル
のルイ・フィグエイラ（Rui Figueira）がGBIF.org上で
利用可能なアンゴラの生物多様性に関する情報について
説明し、ナショナル・ノードの創設についてのガイドラ
ンを示しました。
このワークショップでは、アンゴラの研究者らにGBIFへ
の参画およびそれに向けた次のステップを議論するよう
呼びかけが行われました。

詳しくはこちら
GBIF ポルトガルのウェブサイトについての最新情報
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国家的生物多様性データポータルの開発について、
6つのGBIFノードが会合
10月、アルゼンチン、ブラジル、フランス、ポルトガル、
スペイン、オーストラリアのGBIF各ノードのソフトウェア
開発者が、スペイン・マドリードの王立植物園に参集し、
アトラス・オブ・リビングオーストラリア（ALA）をベー
スとした国家的生物多様性ポータルの開発を進めるべく会
合を開きました。議論の焦点は、同ポータルのための種モ
ジュールと地理空間モジュールの開発です。

このイベントは、ロシアでのGBIFに対する関心を高め
るべく最近数々催されているイベントの一貫です。関心
を持つロシア国内のデータ保有者およびユーザーが、メ
ーリングリスト gbif-in-russia@googlegroups.comを通じ、
GBIFが仲介したデータの様々な側面について話し合い
ました。

ダウンロードする
セミナーのプレゼンテーション
GBIFのパンフレット（ロシア語）

マラウィのGBIFへの参画が国内のステーク
ホルダーに承認される
GBIFスペインが主催したこのミーティングは、生物多様性
情報を国家レベルで提供する共通のプラットフォームを構
築することを目指し、欧州委員会からの資金提供を受ける
CoopBioPlatワーキンググループの第2回会合でした。会合
では、ALA ポータルに関する重要な技術文書とウェブユー
ザーのインターフェースの翻訳（フランス語、ポルトガル
語、およびスペイン語）に関して進展がありました。この
活動は、2015年にGBIFのサポートを受けた6つのプロジェ
クトのうちの一つであるEncounter Bayプロジェクトの一
貫として行われたものです。
詳しくはこちら
CoopBioPlat ワーキンググループについての
詳細
Encounter Bay – ALAノードポータル国際化
プロジェクト

ロシアにおけるGBIF の活動を促進するため
のネットワーク・モビリゼーション
10月、ロシアの研究者の間で高まる関心を背景に、モスク
ワでセミナーが開催され、彼らが保有するデータを、GBIF
を通じてグローバルに公開するよう後押ししました。ロシ
ア連邦全土の17の学術機関、大学、自然保護団体および
NGOから23名が参加し、その大半はデータ保有者でした。
このセミナーは、ロシア科学アカデミー生物学数理問題研
究所の代表、ナタリヤ・イヴァノヴァ（Natalya Ivanova）
氏およびマキシム・シャシコフ（Maxim Shashkov）氏が
主催しました。彼らはロシア語でGBIF関連の情報を提供
する新規なウェブサイト www.gbif.ruのクリエイターおよ
び管理者です。このセミナーのホストはロシア科学アカデ
ミーのA.N.セベルツォーフ生態学・進化研究所のヴァロ
ス・ペトロシン（Varos Petrosyn）氏でした。

GBIFマラウィが、新しいノードの活動について紹介し、
それへのコミットメントを求めるため、国の重要なステ
ークホルダー機関とコンサルテーションを開催しまし
た。マラウィは、2015年2月にGBIFに参画しています。
このコンサルテーションには、マラウィ国立植物標本
室・植物園、マラウィ森林研究所、マラウィ博物館、ム
ランジェ山保全トラスト、マラウィ大学・チャンセラー
（総長）校－生物学科、マラウィ植物遺伝子リソースセ
ンター、漁業研究所、アフリカ公園、科学技術委員会
（NCST）からの代表者に加えてホスト機関であるGBIF
ナショナル・ノードが参集しました。
会合の参加者らは、NCSTが自らの記録・情報サービス
部門を通じて、国家的生物多様性ポータルをホスティン
グすること、およびステークホルダーとの間で締結され
た協定が生物多様性データの公開を促進することに合
意しました。
また、このイベントは2015年の「GBIF能力強化サポー
トプログラム」を通じて支援を受けているGBIF マラウ
ィのアドボカシープロジェクトの活動です。

ブラジルで標本ベースのデータ公開を促進
するワークショップを開催
ブラジリアにある国家科学技術開発審議会（CNPq）に
おいてワークショップが開催され、様々な国家プログラ
ムから16名の研究者が参加しました。参加者は、ブラジ
ル生物多様性情報システム（SiBBr）およびGBIFにおい
て生物多様性データの公開のために使用されている手
法、ツール、標準についてトレーニングを受けました。
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ワークショップの焦点は、ブラジルの長期生態系研究プログ
ラム（LTER / PELD）を通じて収集された標本ベースのデ
ータの公開でした。この研究プログラムは、ブラジルの生物
多様性を保全するため、生物多様性に関する情報を収集する
取り組みです。LTERプログラムは様々なブラジルの生態系
に永続的な研究サイトを構築することを焦点とするもので
あり、そのネットワークは現在、30の研究サイトを擁して
います。ワークショップには、このうちの15のサイトから
研究者が出席しました。

詳しくはこちら
SiBBrウェブサイトのニュースリリース（ポルト
ガル語）

アフリカの5カ国のGBIFネットワークのメンバー
が生態系ニッチモデリングについてトレーニング
を受講

ウルグアイのデータ技術者が公開ツールにつ
いてのトレーニングを受講
GBIFウルグアイ、SiBコロンビア、SiBブラジル、および
Canadensysの共催によりデータ公開ワークショップが開
催され、24名のデータ技術者がトレーニングを受けました。
その大半は政府、非政府組織、および学術界からの参加者
です。参加者の内訳は、21名がウルグアイ、3名がアルゼ
ンチン、チリ、キューバからでした。
このワークショップの目的は、計画されているウルグアイ
の国家的生物多様性ポータルおよびGBIFにデータを公開
するためのデータ公開能力を構築することでした。このワ
ークショップはまた、データ品質を評価する能力の強化に
も焦点を置いていました。2015年11月30日から12月2日に
かけてウルグアイのモンテビデオで開かれたこのワーク
ショップは、ウルグアイのデータポータルを立ち上げるこ
とを目指す2015年の能力強化サポートプロジェクトの一
貫として開催されたものです。このトレーニングイベント
は、2014年の能力強化サポートプロジェクトの成果と、こ
れによりコロンビアに培われたリソースを基礎として実
施されました。

ワークショップにより、サブサハラアフリカに
おける侵入生物種の広がりを抑制するための
行動が明らかに

2015年11月3～6日、ワークショップが開催され、モーリタニ
ア、ベナン、ウガンダ、ケニヤ、南アフリカのGBIFノード
のスタッフと協力者が生態系ニッチモデリングおよびデー
タペーパーの作成についてトレーニングを受けました。この
ワークショップの主催者はヨハネスブルグの絶滅危惧野生
動物保護トラスト（EWT）です。各参加者は、自国から演
習用のデータセットを持参するよう求められ、分析用にデー
タセットを作成し、GISおよびMaxENTのソフトウェアを使
用し、またモデルを解釈し、改善する方法を学びました。
このワークショップは、2015年のGBIF能力強化サポートプ
ログラムから支援を受けるプロジェクトの一貫として開催
されたものです。
研修の教材は、間もなくEWT eラーニングプラットフォーム
上で公開されます。
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11月、モーリタニア・ヌアクショットに4カ国（モーリタ
ニア、ブルキナファソ、セネガル、フランス）から10の組
織の代表者が一堂に会し、サブサハラ地域における侵入生
物種に対し連携して注意喚起および対応にあたるネット
ワークの構築について話し合いました。また、もう一つの
焦点は、国レベルおよび地域レベルでの外来種および侵入
生物種インベントリの開発でした。
ワークショップ参加者は、この2、3年において最も劇的な
広がりを見せたのは水生植物および湿地の植物であると
いうことに合意しました。これには具体的に、ボタンウキ
クサ（Pistia stratiotes）、オオサンショウモ（Salvinia
molesta）およびヨシ（Phragmites australis）などが含ま
れます。
ワークショップの参加者は、侵入生物種の広がりの範囲に
関する理解を深めるよう勧告を行った他、それらの影響を
抑制するための具体的な研究プログラムと行動プログラ
ム、および行動を特定しました。
このワークショップは、2014年GBIF能力強化プログラム
の助成金を受けているプロジェクトの活動であり、モーリ
タニアのGBIFノードのホストである高等師範学校（Ecole
Normale Supérieur）により主催されました。

A
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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。
Brummitt NA, Bachman S, Grifkths-Lee J et al. (2015)
Green plants in the red: a baseline global assessment for
the IUCN Sampled Red List Index for Plants. PloS ONE
10(8): e0135152.

そのモデルをGBIFやVertNet、およびその他のソース
を通じて利用できるデータでテストし、結果として得
られる長期的に適した生息地の測定を改善することを
目指してきました。人間の居住の代替として人工的な
夜間照明のデータを使用することで、人間がツキノワ
グマの生息の妨げとなることが説明され、同時に長期
的な保全および保護地域計画のための最も損なわれて
いない地域が浮彫りとなりました。

著者出身国：英国、南アフリカ
研究資金：ラフォード財団、MAVA財団、アブダビ環境庁
鳥類や哺乳類、両生類、その他の生物については、絶
滅リスクを地球規模で評価し、保全につなげることが
できます。しかし、植物については、彼らが生物圏に
おいて基盤的な役割を果たしているにも関わらず、こ
れと同様の評価基準が存在しませんでした。IUCNの
サンプリングによるレッドリスト指数により、絶滅に
瀕した世界各地の植物を正確に評価する方法が初め
て提示されました。
世界の植物標本庫の標本コレクション（GBIFを通じ
て利用可能な記録を含む）を利用して、執筆者らは5
つの大きな属から38万近い植物の記載種を代表す
7,000種のサンプルを評価しました。著者らは、5種の
うち1種以上がすでに絶滅の脅威に瀕している（これ
は、熱帯におけるリスクの2倍です）との結論に至り、
気候変動の影響を軽減するための行動（ただし本論文
にては述べられていない）と生物多様性の損失を減ら
すための努力を組み合わせるよう奨励しています。
Escobar LE, Awan MN & Qiao H (2015)
Anthropogenic disturbance and habitat loss for the
red-listed Asiatic black bear (Ursus thibetanus): Using
ecological niche modeling and nighttime light satellite
imagery. Biological Conservation 191: 400-407.

著者出身国：米国、パキスタン、中国
研究資金：米国軍健康監視センター、中国国家自然科学
基金委員会
ツキノワグマ（Ursus thibetanus）は、ロシア東部から
インド北部、中国北東部に至る広範な領域に生息する
にも関わらず、地球規模で絶滅に瀕しており、その個
体数の減少は人間との間で生息域および資源をめぐる
争いを引き起こしています。米国、パキスタン、中国
出身のユニークな研究チームは、ツキノワグマの生態
系ニッチをモデリングしました。

ツキノワグマ（URSUS THIBETANUS）写真：Ruholah
Ahmadi. CC BY SA 3.0
Alimi TO, Fuller DO, Qualls WA et al. (2015)
Predicting potential ranges of primary malaria
vectors and malaria in northern South America based
on projected changes in climate, land cover and human
population. Parasites & Vectors 8: 431.
者出身国: 米国、コロンビア、ブラジル
研究資金：アメリカ国立衛著生研究所
Byers JE, Smith R, Pringle J et al. (2015)
Invasion expansion: time since introduction best
predicts global ranges of marine invaders. Scientikc
Reports 5: 12436.
著者出身国: 米国、オーストラリア、ニュージーランド
研究資金：マッコーリー大学、ニューサウスウェールズ
大学、アメリカ国立科学財団
van Kleunen M, Dawson W, Essl F et al. (2015).
Global exchange and accumulation of non-native
plants. Nature 525(7567): 100-103.
著者出身国: ドイツ、オーストラリア、チェコ共和国、米
国、ロシア、ニュージーランド、スペイン、コロンビア、
コスタリカ、スイス、南アフリカ、ポルトガル、ベルギー、
チリ,インド、ブラジル、ウルグアイ、ベリーズ,オマーン、
タイ、中国、サウジアラビア、オランダ
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研究資金：ドイツ研究振興協会、オーストリア気

Ware C, Berge J, Jelmert A et al.

候・エネルギー財団、チェコ科学財団、チェコ科
学アカデミー、ニーダーザクセン州科学文化省、
VW財団、赤道ギニア植物相、キングサウド大学

Biological introduction risks from shipping in a
warming Arctic. Journal of Applied Ecology.
著者出身国: ノルウェー、オーストラリア、
デンマーク、スイス、ロシア連邦、ポーランド
研究資金：トロムソ大学博物館、スバルバール
大学センター、スバルバール環境保護財団、フラム
センター、ノルウェー極地研究所、ノルウェー外務省

Leiblein-Wild MC, Steinkamp J, Hickler T, et al.
Modelling the potential distribution, net primary
production and phenology of common ragweed with a
physiological model. Journal of Biogeography.

著者出身国：ドイツ
研究資金：ヘッセン州高等教育研究技術省
Magwé-Tindo J, Zapfack L & Sonké B.
Diversity of wild yams (Dioscorea spp., Dioscoreaceae)
collected in continental Africa. Biodiversity and
Conservation.
著者出身国：カメルーン
Mendoza R, Luna S & Aguilera C (2015)
Risk assessment of the ornamental ksh trade in
Mexico: analysis of freshwater species and
effectiveness of the FISK (Fish Invasiveness
Screening Kit).
Biological Invasions 17(12):
3491-3502.

著者出身国：メキシコ
研究資金：メキシコ国立漁業研究所、ヌエボレオ
ン州立大学
Meyer C, Kreft H, Guralnick RP & Jetz W.
Global priorities for an effective information basis of
biodiversity distributions. Nature Communications 6:
8221.
著者出身国: ドイツ、米国
研究資金：ドイツ連邦環境財団（DBU）、ドイツ
学術交換サービス（DAAD）、ドイツ研究振興協
会（DFG）、NSF、イェール大学、ゲッティンゲ
ン大学
Wagner N, Mingo V, Schulte U & Lötters S (2015)
Risk evaluation of pesticide use to protected
European reptile species. Biological Conservation
191: 667-673.
著者出身国：ドイツ
研究資金：ドイツ研究振興協会
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Yañez-Arenas C ,Peterson AT, Rodríguez-Medina K
& Barve N.
Mapping current and future potential snakebite
risk in the new world. Climatic Change.

著者出身国：米国
研究資金：CONACYT

新規データ
eBirdが5800万件の新規観察記録を追加
eBirdの2014年度のアップデートにおいて5800万件
を超える新たな観察記録が追加され、eBirdのデー
タセットに含まれる記録は2億1200万件近くとなり
ました。これは世界の既知の鳥類種の98%をカバー
しています。この1回のアップデートにより、
GBIF.orgを通じて利用可能なデータ数は6億件を超
えました。
コーネル大学鳥類研究所（CLO）が主導するeBird
は、25万人のボランティアのバード・ウォッチャー
の協力を得て、観察記録を収集しています。このア
ップデートされたデータセットのDarwin Core
Archiveバージョンは、米国を拠点とする共同プロ
ジェクトであるVertNet とGBIFの参加者が作成・
公開しました。
詳しくはこちら
eBirdのアップデートについてのニュース
リリース

南極
南極における潮間帯コミュニティの生物多様性
公開者：南極生物多様性情報機構（ANTABIF）
総記録件数：3,902件
1897年に遡る、229箇所における1,416の潮間帯種
／分類群の記録。
世界海洋種レジストリ
（WoRMS）
を利用して検証を実施したこのデータは、その過
半数が公開された原稿から得られたものです。
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砕氷探検における海洋観察
公開者：南極生物多様性情報機構 （ANTABIF）
総記録件数：4,343件
2013年に行われた砕氷探検において収集された海鳥お
よび海洋哺乳動物の観察記録。これらのデータは、彼
らの定量的分布を把握するために収集されました。

北極
周極海鳥モニタリング計画
公開者：Conservation of Arctic Flora and Fauna
総記録件数：3,439件

中国および韓国の太平洋湾岸の固有種であるモクズ
ガニは、1900年初頭には欧州の湾岸に到達し、ベル
ギーでは1933年に初めて記録されました。この種は
船舶のバラスト水を介して移入したものと考えられ
ており、漁業を行うために意図的に放された可能性
があります。

ベナン
ヒメウミガメの国家的センサス
公開者：GBIFベナン
総記録件数：589件
ベナンの湾岸線に沿って観察されたヒメウミガメの
記録。
チーク植林地の生態学
公開者：GBIF ベナン
総記録件数：2,416件
ベナン南部のチーク（Tectona grandis）の私有植林地
における区切られたプロットエリア16箇所で収集さ
れた種の記録。
ラムサール保護森林における植物および動物種のセ
ンサス
公開者：GBIF ベナン
総記録件数：837件

ツノメドリ（FRATERCULA ARCTICA）、アイスランド
写真：RICHARD BARTZ. CC BY-SA

北極周辺の国の行政機関に周極の種の情報を提供する
ため、Conservation of Arctic Flora and Faunaが北極の
海鳥種の集団をモニタリングし、収集した観察記録。

ベルギー
フランダースにおける侵略的アメリカウシガエルの
観察
公開者：自然森林研究所 （INBO）
総記録件数：7,623件
侵略的侵入生物種の個体数を管理するためモニタリン
グにおいて収集されたアメリカウシガエル
（Lithobates catesbeiana）の出現記録。データセット
に関する問題は、Githubのリンクから報告することが
できます。
フランダースのチュウゴクモクズガニ
公開者：自然森林研究所 （INBO）
総記録件数：6,186件
2000年初頭に遡る、侵入種であるチュウゴクモクズ
ガニ（Eriocheir sinensis）の観測記録。

ベナン南部のRAMSARで保護対象とされている2つ
の森林において2013年11月に記録された植物および
動物種の出現記録

BIOFRESH
淡水魚生物多様性の保全を目的としてEUの資金提
供を受けたBioFresh プロジェクトの一貫で収集さ
れたデータ。

バルカン
半島西部諸国の淡水魚
公開者：BioFresh
総記録件数：10,007件
地域および国家レベルの機関が所蔵するデータベー
スおよび文献から収集されたスロベニア、クロアチ
ア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、マ
ケドニアの淡水魚の種の分布記録。

イタリア
イタリアの淡水魚
公開者：BioFresh
総記録件数：52,545件
イタリアの漁業計画、行政データベース、および研
究に基づく過去20年間にわたる魚類の観察記録。
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欧州の水辺のゴミムシ類
公開者：BioFresh
総記録件数：7,950件文献、未公開コレクション、および
プライベートデータバンクから収集された欧州中央部の
オサムシ類の出現記録。

ブラジル
ヴィトリア=トリニダード海山列の魚類の生物多様性
公開者：ブラジル海洋生物多様性データベース
総記録件数：531件
2009年および2011年に大西洋南西部のVTC海山列および
島々において実施された3度の学術的潜水探検により収
集されたデータ。このデータベースには、後に、漁業調
査により得られた記録も統合されています。
Seu Nico森の樹木の多様性
公開者：ヴィソーザ連邦大学、植物生態学・進化研究所
総記録件数：2,868件
豊富な種が生息するブラジル南東部の原生林（Seu Nico
森）における1ヘクタール単位のプロットでの2,868本の樹
木の観測記録。

カナダ
rare Charitable Research Reserve
公開者：ゲルフ大学
総記録件数：28,924件
900エーカーを超えるrare Charitable Research Reserve
の保全地における4か月にわたるインベントリおよびバ
イオブリッツの観察記録。
マリー＝ヴィクトリン植物園の蘚苔類
公開者：モントリオール大学・生物多様性センター
総記録件数：26,193件
デジタル化されたマリー＝ヴィクトリン植物園の5万件
を超える非維管束植物の標本の半数を含むデータセット。

コロンビア
移入種のヤモリの分布
公開者：アレクサンダー・フォン・フンベルト生物資源
調査研究所
総記録件数：81件
コロンビアの外来種であるホオグロヤモリ
（Hemidactylus frenatus）の標本記録。
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デンマーク
デンマークの沿岸草原維管束植物
公開者：コペンハーゲン大学・生物学部
総記録件数：3,595件
デンマーク南東部の沿岸草原（海水および汽水）にお
いて1982～85年にかけて実施された維管束植物の観
察記録。
市民科学者の調査データ
公開者：Danske-Dyr、Condidact
総記録件数：15,311件
市民科学者による合計8件の調査記録：テントウムシ
（2013年）、クモ（2004、2011、2014年）、カタツ
ムリ（2012、2015、2006年）、両生類（2007年）、
および蝶（2005年）。データ提供者のConDidactは、
オンライン研修資料の発行者です。

エストニア
PlutoF プラットフォームの観察記録
公開者：タルトゥ大学自然史博物館
総記録件数：741,967件
PlutoFプラットフォームをホストとする市民科学・
研究プロジェクトにより収集され、PlutoFのワーク
ベンチ上で委託された専門家の検証を受けた観測記
録。PlutoFプラットフォームは、生態学者および分
類学者が研究データを管理するために作成されたも
のです。
市民科学者による音声記録を伴う観察記録
公開者：タルトゥ大学自然史博物館
総記録件数：371件
市民科学者が、分類学研究のためのウェブベースの
ワークベンチであるPlutoFおよびこれに接続された
モバイルアプリケーションMinu loodusheli （「私の
自然音」の意味）を通じて収集した種の分布を示す
音声記録。
エストニアの自然史博物館コレクション
公開者：タルトゥ大学自然史博物館
総記録件数：212,157件
エストニア自然史博物館のコレクションに所蔵され
る基準標本を含む標本。
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ドイツ
同博物館は26万件近い標本を所蔵しており、この中には
エストニアで見られる植物、甲虫、蝶、蛾、鳥類、哺乳
類の約90%が含まれます。

プファルツの森／北ボージュの鱗翅目と毛翅目
公開者：カイザースラウテルン大学
総記録件数：3200件

フランス

ドイツ南西部、UNESCO生物圏保存地域であるプファ
ルツの森／北ボージュ山地で観察された蝶類と毛翅目
の記録。

FCBNが集約したCBNの植物相のデータ
公開者：フランス国立自然史博物館・自然遺産部門（SPN）、
パリ
総記録件数：20,855,528件
11の国立の植物温室（CBN）から提供されたフランスの
植物相に関する2000万件を超えるデータ。これらの温室
は、1999年に国立植物保存連盟（FCBN）を結成し、植
生データを共有するための情報システムの構築に取りか
かっていました。このプロジェクトは、2014年初頭に完
遂されました。
データは、野外調査、植物標本庫、文献から収集された
ものです。
ニューカレドニアの海洋生物多様性データ
公開者：フランス国立自然史博物館・自然遺産部門（SPN）、
パリ
総記録件数：4,791件

アイルランド
Lichen.ie データ
公開者：国立生物多様性データセンター
総記録件数：895件
国内の異なる地点で採取された地衣類の記録。
クジラ目の目撃記録
公開者：国立生物多様性データセンター
総記録件数：7,763件
アイルランドクジラ・イルカグループ（IWDG）によ
る市民科学者によるクジラ観察およびコンスタン
ト・エフォート・サイティング・スキーム（IWDGが
展開するモニタリングの取り組み）により収集された
鯨の目撃記録、ならびに鯨類の座礁記録を含む3件の
データセット。

オランダ
繁殖鳥 モニタリングプログラム
公開者：オランダ野外鳥類学研究センター（Sovon）
総記録件数：94,696件
区画化された調査プロットにおける鳥類の生息域の
マッピングにより収集された繁殖鳥の観察記録。
欧州無脊椎動物調査 - 直翅目の観察記録
公開者：欧州無脊椎動物調査（EIS） - オランダ
総記録件数：68,939件

アニバル・リーフ、ニューカレドニア
写真：J BREW. CC BY SA 2.0

同エリアの 海洋生物 多様 性に関する 情報シス テム
LAGPLONが所蔵するニューカレドニアの珊瑚礁およ
び礁湖の海中観察記録。LAGPLONの立ち上げは、フラ
ンスの研究機関開発研究所（IRD）により行われました。

1800年から2002年に収集されたオランダの直翅目
(バッタ、イナゴ、コオロギ、ツユムシ）、ハサミムシ、
ゴキブリの観察記録。
モンゴル北東部におけるムナグロの移動
公開者：国際水鳥・湿地研究ワーキンググループ
（WIWO） - オランダ
総記録件数：12,808件
2005年5月、モンゴル北東部に位置する厳格に保護され
たモンゴル－ダグウル地区において16日間にわたり実
施されたムナグロのモニタリング探検からのデータ。
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オオモズの個体数計測
公開者：Waarneming.nl
総記録件数：13,559件

ノルウェー・オスロの自然史博物館の鳥類コレクション
公開者：オスロ大学自然史博物館
総記録件数：110,660件

オランダで例年実施されているオオモズの個体数計測
で得られた観察記録を含む8件のデータセット。データ
は、Waarneming.nlが同国でのオオモズ種の集団をモニ
タリングするべく主催している冬季調査において、市民
科学者が収集したものです（2007～2015年）。

オスロ自然史博物館のコレクションに含まれる保存さ
れた鳥類の標本、卵殻、精子、およびDNA。このうち、
標本は17世紀、卵殻は18世紀に遡る歴史的コレクション
の一部です。

ノルウェー
以下の冒頭2件のデータセットは、新しいバージョンの
IPTが提供する新規なサンプルイベントデータ標準を使
用して公開された初めてのデータセットの一例です。
グリーンランド北東部におけるヘラオカブトエビの調
査（2013年）
公開者：NTNU大学博物館
総記録件数：16件

スペイン
Neotropicmyxo -新熱帯区の粘菌類のデータベース
公開者：スペイン王立植物園（CSIC）
総記録件数：43,066件
メキシコからアルゼンチンのティエラ・デル・フエゴ、
チリに至る新熱帯区の粘菌の出現記録。データは文献、
植物標本庫、および所蔵コレクションに由来するもの
です。

2013年7～8月にかけて実施されたグリーンランド北西
部ザッケンバーグ地区の池や湖のヘラオカブトエビ
(Lepidurus arcticus）観察のサンプリングデータセット。

イタリア南部、ヴァラーノ湖の自由生活性の線形動物
種
公開者：バルセロナ自然史博物館
総記録件数：284件

ローランド湖畔（ヌール・トロンデラーグ）の植生
公開者：NTNU大学博物館
総記録件数：782件

ヴァラーノ湖の線虫、線形動物を記録する初めての調
査により得られたアドリア海南部における40の新記録
種を含むデータ。

ノルウェーのヌール・トロンデラーグ県の保護地域（6
カ所）における植生プロットで収集された391の植物の
観察記録。

スウェーデン

タグ付けされた魚類のデータベース
公開者：ノルウェー自然研究所
総記録件数：32,762件
タグ付けされたサケ科魚（大西洋サケ、ブラウントラ
ウト 、ホッキョクイワナ）に関する国家的データベー
スの生物種の分布記録。
ARKO ストランデン
公開者：ノルウェー自然研究所
総記録件数：3,669件
ノルウェー南部の海水草原の維管束植物観察記録。
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ネズミイルカ
公開者：スウェーデン自然史博物館
総記録件数：2,188件
スウェーデン自然史博物館の検証を経て公開された市
民によるネズミイルカの観察記録。
スウェーデン自然史博物館のコレクション
公開者：スウェーデン自然史博物館
総記録件数：218,982件
スウェーデン自然史博物館のコレクションに含まれる
魚類の標本、昆虫、クモ形類および多足類の標本、な
らびに新生代の脊椎動物および古生代の無脊椎動物の
標本。
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スウェーデンのマレーズトラップ プロジェクトコレクシ
ョンインベントリ
公開者：スウェーデン自然史博物館
総記録件数：99,083件
スウェーデン・マレーズトラップ・プロジェクトの一貫と
してマレーズトラップ（飛翔昆虫を捕獲するために利用さ
れるテント型の罠）により捕獲された昆虫の記録。同プロ
ジェクトは、2003年から2006年の間に収集された8000万
匹の昆虫標本の同定を目標としたものであり、このプロジ
ェクトにより、500種を超える未記載種およびスウェーデ
ンで過去に記録されたことのない種が発見されました。
ベーナシュボリ博物館のアクセル・W・エリクソンによる
アフリカの鳥類コレクション
公開者：GBIFスウェーデン
総記録件数：1,000件
スウェーデンの鳥類学者アクセル・W・エリクソン（Axel
W. Eriksson）が1867年から1887年にかけてアフリカ南西
部（今日のナミビア、アンゴラ、南アフリカ、およびボツ
ワナを含む地域）で収集した鳥類の記録。

スイス
ジュネーブ植物園のコレクション
公開者：ジュネーブ植物研究所・植物園
総記録件数：252, 889件
ジュネーブ植物園の一般所蔵コレクションからの植物標
本、および植物カタログ「Prodromus」（17巻の植物学に
関する論文をまとめたもの）の作成に使用された標本。
Prodromusは、すべての既知の種子植物をまとめることを
目的として、ドゥ・カンドール（de Candolle）が1824年
に編集を開始したもの。またこの他、ブルナート植物標本
室が所蔵する欧州の植物標本、および1960年代にスイスの
植物学者エドモンド・ボアシエ（Edmond Boissier）の著
書「Flora Orientalis（オリエンタリスの植物相）」の引用
に基づき再構築された植物標本室の標本。後者の3つのコ
レクションは、一度として他者に貸し出されたことがない
「閉じられた植物標本庫」のものです。
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米国
ビッグアイランド侵入生物種委員会 –2005-2010年
ペストレポート
公開者：米国地質調査所
総記録件数：9,264件
ハワイ侵入生物種委員会の報告システムを通じて
ビッグアイランド侵入生物種委員会が収集した侵
入種植物の観察記録。
Changing Arctic Ecosystems – アラスカの鳥類
公開者：米国地質調査所
総記録件数：3,377件
気候変動に対する生態系の応答に関する科学的な情
報を提供するUSGSの Changing Arctic Ecosystems
イニシアティブを通じて収集された鳥類の観察デー
タ。データは、アラスカの生態系の代表として、複数
の場所で鳥類の群れを観察しているUSGSアラスカ
科学センターが収集したものです。
ミツバチの在来種に関するインベントリおよびモニ
タリング研究所
公開者：米国地質調査所
総記録件数：266,346件
標本ベースのハナバチ、昆虫、カリバチの出現記録。
一つはカナダ、メキシコ、米国 （米国領および国外
諸島を含む）
の記録、
もう一つはアルメニア、
バハマ、
ベルギー、ブータン、ボリビア、チリ、キューバ、
ドミニカ共和国、ガーナ、イスラエルの基礎的なハナ
バチの種の分布記録。

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/

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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