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予告：アフリカ地域でBIDの提案公募を実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年9月、GBIFはサブサハラアフリカ地域を対象として

「開発のための生物多様性情報（BID：Biodiversity 

Information for Development）」プログラムの提案公募を行

います。同プログラムが同地域を対象として実施されるのは

初めてであり、今回の公募のために最大90万ユーロの予算が

準備されています。 

今回の公募は、大きく以下の3つのカテゴリーに分けられます。 

 国家レベルでの生物多様性データモビリゼーション：

国家的な生物多様性施設を設置・拡充するための助成金 

 地域レベルでの生物多様性データモビリゼーション：

国際協力を進めることで生物多様性データ（生物多様

性の保全における優先課題に関するもの）を拡充する

ための助成金 

 小規模な生物多様性データモビリゼーション：データ

ペーパーの作成を通じて生物多様性データのモビリゼ

ーションを促すための助成金（最高5000ユーロ） 

予告を読む 

英語 
フランス語 
ポルトガル語 

 

 

 

最新ニュース 

予告：アフリカ地域でBIDの提案公募
を実施 

アフリカで生物多様性データに関する
調査を実施――データ需要とデータリ
ソースを把握 

GBIFエビー・ニールセン・チャレンジ
に6名のファイナリスト選出 

能力強化のためのGBIF助成金、2015
年対象プロジェクト6件が決定 

GBIF若手研究者賞、2015年の受賞者発
表 

GBIF、2014年の年次報告書を発表 

重要な研究領域におけるデータの「使
用適合性」を向上させるため、タスク
グループが支援を提供 

データ品質ガイドのポルトガル語版を
公開 

生物多様性データの活用... ...... ...4 

新規データ... ...........................................5 

GBIF コミュニティ ... ................... ..8 

GBIFフランス、生物多様性のための新
たなデータポータルをリリース 

フィンランド、新たなデータポータル
の公開テスト板をリリース 

GBIFネットワーク内外の活動 ..8  

トレーニング ... ............................... ....9 

今後の予定... ............................................10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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。 
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アフリカで生物多様性データに関する調査を
実施――データ需要とデータリソースを把握 

あわせてGBIFでは、データ保有者と意思決定者を対象

として調査を行うことにより、BIDプログラムへのイン

プットを獲得する取り組みを進めています。 

データ保有者への調査（英語、フランス語、ポルトガル

語で利用可能）では、データ保有者が自らのデータを共

有し、研究や政策に利用する上で直面している財政的ま

たは技術的な障壁について意見を求めます。 

一方で、意思決定者への調査（こちらも同様に英語、フ

ランス語、ポルトガル語で利用可能）では、現在情報ニ

ーズがどの程度満たされているかについて意見を求め

ています。 

 

詳しくはこちら 

Gbif.orgの最新情報 

このBIDは4日間にわたるカンファレンス「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」（主催：南アフリカ国立生物多様性研
究所［SANBI］）において発表されました。このプロ
グラムは、サブサハラアフリカ地域・カリブ海・太平洋
上の「ACP（Africa, the Caribbean and the Pacific）」
諸国における生物多様性情報の可用性を向上させ、その
利用を促進することを目標としてするものです。 

詳しくはこちら 

Africa Risingの最新情報 

GBIFエビー・ニールセン・チャレンジに 

6名のファイナリスト選出 

今回初開催となるGBIFエビー・ニールセン・チャレン

ジには23件の提案が寄せられ、専門家による審査の結

果、革新性の高い提案を行った6名がファイナリストと

して選出されました。彼らは2次審査と最終審査へ進み、

賞金2万5000ユーロを競うこととなります。 

この6名のファイナリストによる提案は、GBIFネット

ワークを通じて提供されるオープンアクセスの生物多

様性データがいかに幅広く利用できるかを体現するも

のとなっています。具体的には、データセット品質に

関するブラウザベースの知見から、地域の鳥類・蛙の

サウンドスケープ、インタラクティブな予測モデリン

グを可能とするウェブアプリケーション、ソーシャル

メディアを利用した生物多様性評価に至るまで、多岐

にわたります。 

選出されたファイナリストは以下のとおりです（アル

ファベット順）。 

  Tom Augus（英国）：#myGBIF  

  Richard Pyle（米国）：BioGUID.org 

  Miguel Porto（ポルトガル）：ecoSpace 
 
 

  

 

 

 

  Peter Desmet、Bart Aelterman、Nicolas Noé（ベルギー）：

GBIFデータセットメトリクス 

  Ben Raymond、Peter Neish（オーストラリア）：

GBIF Soundscape 

  Robert P. Anderson、Matthew Aiello-Lammens、

Bob Muscarella、Bruno Vilela、Jamie Kass（米国、

デンマーク、スペイン）：Wallace 

 

詳しくはこちら 

Gbif.orgの最新情報 

 

能力強化のためのGBIF助成金、2015年対象 

プロジェクト6件が決定 

GBIFは、2015年の能力強化プログラムの助成金交付対

象として6件のプロジェクトを選定しました。これら6件

のプロジェクトには、16の参加国と3つの参加機関、そ

の他のパートナーが関わり、アフリカ、ラテンアメリカ、

そして欧州における能力強化のニーズに取り組みます。 

選出されたプロジェクトは、ディジタル形式の生物多様

性データのモビリゼーション・アクセス・使用の他、重

要な技術的文書や研修資料の翻訳に焦点を置いた内容

となっています。 

2015年の助成対象プロジェクト： 

  ウルグアイに国家的な生物多様性ウェブサイトを

構築し、さらにデータ公開の際のワークフローを策

定するラテンアメリカ協力プロジェクト（運営主

体：GBIF ウルグアイ） 

  アトラス・オブ・リビング・オーストラリアのソフ

トウェアを再利用して国家的生物多様性ポータル

を開発するための必要な技術的文書およびユーザ

ーインターフェースを翻訳する欧州プロジェクト

（運営主体：ベルギー生物多様性プラットフォーム

［ベルギーのナショナル・ノードのホスト］） 

  7つのGBIFノードに対して生態系ニッチモデリン

グに関する研修を行い、あわせてコミュニティで利

用できる教材を作成するアフリカのプロジェクト

（運営主体：Endangered Wildlife Trust） 

  ポルトガル語を使用するアフリカ諸国において

GBIFのプロモーション活動を行うアフリカプロジ

ェクト（運営主体：GBIF ポルトガル） 

  生物多様性データを管理し、またステークホルダー

がGBIFの活動におけるコミットメントを達成する

ために必要な研修とインフラを把握するマラウィ

プロジェクト（運営主体：GBIF マラウィ） 
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  GBIFフランスが国家的ネットワークの強化とデータの

公開についてGBIFマダガスカルを支援するプロジェク

ト（運営主体：GBIFフランス） 

 

詳しくはこちら 

Gbif.org上で最新ニュースを見る 

 

GBIF若手研究者賞、2015年の受賞者発表 

2015年のGBIF 若手研究者賞の受賞者は、メキシコ（ハラパ）

の国立生態学研究所で学ぶコロンビア人とベネズエラ人の

両親を持つ修士学生、ゴンザロ・エンリケ・ピニラ・ブイト

ラゴ（Gonzalo Enrique Pinilla Buitrago）氏と南アフリカの

博士学生、ファミタ・パーカー=アリー（Fatima Parker-Allie）

氏の2名に決まりました。 

 
 

A  

 

 

 

活用し、ニッチモデリング技術により動物相の歴史的

分布パターンを検討することを提案しました。そのた

めに493種の哺乳動物に関する50万件のデータと112種

の甲虫に関する7,000件を超える記録が利用されます。

またこの他、哺乳動物ネットワーク情報システム

（MaNIS）やメキシコのGBIFナショナル・ノードが運

営する生物多様性に関する国家的情報システムである

CONABIO、公開文献からのデータも利用されます。 

 

 

 

GBIF、2014年の年次報告書を発表 

 

ファミタ・パーカー=アリー氏の研究は、以下の3つの領域

とこれらの補完領域を対象に、南アフリカの生物多様性イ

ンフォマティクスを発展させることを目指すものです。 

  生物多様性インフォマティクスに関する国家的な   

学士教育カリキュラムの開発 

  研究利用への生物多様性データの適合性を向上さ

せるためのデータ品質の向上 

  異なる気候シナリオの下での南アフリカの商業的

に重要な魚類の種の分布モデル 

詳しくはこちら 

Gbif.org上で最新ニュースを見る 

一方、ピニラ・ブイトラゴ氏は今回の提案書類の中で、

GBIFその他のソースを通じて利用可能なデータを 

GBIF事務局が2014年度の年次報告書を公開しました。本

報告書においては、2014～2016年の作業プログラムの目

標に対する進捗状況などが説明されるとともに、GBIFネ

ットワークにおける主要な進展がまとめられています。 

ダウンロード 

GBIF2014年度年次報告書 

 

重要な研究領域におけるデータの「使用適合
性」を向上させるため、タスクグループが支
援を提供 

農生物多様性（agro-biodiversity）と分布モデリングの

領域でGBIFが仲介したデータをより多く使用し、さら

に応用していく最善の方法を探るため、GBIFは2つの

国際的な専門家の委員会を立ち上げました。 
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詳しくはこちら 

Gbif.org 上で最新ニュースを見る 

http://www.gbif.fr/
http://www.gbif.org/country/MG/participation
http://www.gbif.org/newsroom/news/2015-capacity-enhancement-grants
http://manisnet.org/
http://manisnet.org/
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.gbif.org/newsroom/news/young-researcher-award-fatima-parker
http://www.gbif.org/resource/annual_report_2014
http://www.gbif.org/newsroom/news/young-researcher-award-gonzalo-pinilla-buitrago


 
 
 
 
 
 
 
各タスクグループは、データのカバレッジと完全性（い

わゆる「使用適合性」）を評価した上で、テーマごと

に専門知識を活かしてデータの研究利用と活用を後押

しするアプローチを提言します。こうした業務は、利

害を共にする専門家コミュニティを巻き込み、特定の

使用事例において生物多様性データがどのように応用

されているかを理解する取り組みの一貫です。  

詳しくはこちら 
Gbif.org上で最新ニュースを見る 

データ品質ガイドのポルトガル語版を公開 

アーサー・チャップマン（Arthur Chapman）氏による 
決定版というべき「Principles of Data Quality（データ 
品質の基本原則）」のポルトガル語版が作成されました。 

今回の翻訳はGBIFポルトガルおよびブラジルのナショ 

ナル・ノードであるSiBBrの協力の下で行われました。 

ポルトガル語版をPDFで読む 

ポルトガル語版をGoogle Booksで読む 

オリジナルの英語版を読む 

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。 

Gwitiraa I, Murwira A, Zengeya FM, Masocha M &  

Mutambu S (2015). Modelled habitat suitability of  

a malaria causing vector (Anopheles arabiensis) 

relates well with human malaria incidences in 

Zimbabwe. Applied Geography 60: 130-138.  

著者出身国：ジンバブエ 

著者らは、より優れた、効果的なマラリア抑制戦略

に貢献したいとの願いから、マラリアの媒介昆虫の

一種（Anopheles arabiensis）の生息域の適合性モデ

ルを作成しました。その際、GBIF.org上の生物種の

分布記録およびその他のソースを利用しました。そ

の結果、A. arabiensisに適した生息域と、ジンバブエ

の保健機関により記録された疾病の発生との間には

弱い相関が示されました。また将来的にはこのモデ

ルを用いて、疾病予防または治療の活動に優先順位

をつけることができる可能性があることが示唆され

ました。 

Brown KA, Parks KE, Bethell CA, Johnson SE & 

Mulligan M (2015). Predicting plant diversity patterns 

in Madagascar: understanding the effects of climate 

and land cover change in a biodiversity hotspot. PLoS 

ONE 10(4): e0122721. 

著者出身国：英国、カナダ  
 
 

アンジャジャヴィ乾燥落葉樹林（マダガスカル北西部） 
C. MICHAEL HOGAN.パブリックドメイン. 

熱帯における植物の多様性パターンに、気候および土地

被覆変化が与える影響を理解するため、著者らはGBIF

が仲介した出現データ（828属、2186種）を利用して3

つのシナリオについてモデリングを行い、同国における

生物多様性の変化を予測しました。 

Kraemer MUG, Sinka ME, Duda KA et al. (2015). The 

global distribution of the arbovirus vectors Aedes aegypti 

and Ae. albopictus. eLife 4:e08347. 

著者出身国：英国、米国、ブラジル、スウェーデン、ベル

ギー、インドネシア、台湾 

過去50年間、蚊媒介性のウイルス感染症であるデング熱

とチクングンヤ熱の公衆衛生上の脅威はますます拡大

してきました。著者らは、これらのウイルスのヒトへの

媒介を担っている 2つの種（Aedes aegyptiとAe. 

albopictus）について、これまでに把握されている分布

と予測されている将来の分布をアップデートしました。

本研究は、これらの種の両方が現在すでに全ての大陸に

生息していること、そしてAe. Albopictusについては特に

生息域を拡大する可能性があることを示すことで、本研

究はこれらの2種の拡大に関する地理的因子と、これら

の疾病を抑制するにはどのような保健計画措置が効果

的であるかについて理解するためのベースラインを提

供しています。 

Moonlight PW, Richardson JE, Tebbitt MC et al. (2015). 

Continental-scale diversikcation patterns in a 

megadiverse genus: the biogeography of Neotropical 

Begonia. Journal of Biogeography 42: 1137-1149. 

著者出身国：英国、コロンビア、米国、シンガポール、

中国、台湾 

熱帯はなぜここまで植物の多様性に富んでいるのでし

ょう？進化のパターンは、どのような原因・メカニズム

により形成されるのでしょうか？著者らは、ベゴニア属

の起源と広がりを解明することにより、この「現代生物

地理学における最も魅力的な謎」に取り組みました。 

4 

http://www.gbif.org/newsroom/news/fitness-for-use-task-groups-announced
http://www.gbif.org/resource/80924
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http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.03.010
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本研究は、GBIFが仲介した22,374件の記録を利用して、

アンデス山系を中心とした約1,600の種の進化のペアリ

ング遺伝子解析とこれらの祖先の分布範囲の再現を行

うことにより、ベゴニアが拡散する膨大な数の事象の存

在、そして地域・大陸スケールで種が伝播する機会の重

要性を強調しました。 

Mylne AQN, Pigott DM, Longbottom J et al. (2015) 

Mapping the zoonotic niche of Lassa fever in Africa. 

Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine 

& Hygiene 109(8): 483-492. 

著者出身国：英国、米国 

ラッサ熱は診断が難しいウイルス疾患であり、米国西部

ではこの疾患により毎年約5,000人（推定）の命が失われ

ています。以前の研究により、マストミス（Mastomys 

natalensis）がラッサウイルスの宿主動物であることが

指摘されていることを受け、著者らはこのネズミ科の全

ての種について、宿主の分布モデルを作成しました。そ

の際、200万件以上のGBIFが仲介した記録が使用されま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マストミス（MASTOMYS NATALENSIS） 

写真：BATWRANGLER VIA FLICKR. CC BY-NC-ND 2.0. 

 

このモデルと、ラッサ感染症の発生（ヒトおよび動物）

が確認されている場所の情報とを組み合わせることに

より、感染症伝播に適した条件を備えた西アフリカ14

か国で3770万人が感染のリスクにさらされていること

が判明しました。この14ヶ国のうち4ヶ国ではこれまで

に症例は一件も報告されていません。この一連の報告で

は、エボラ熱ウイルス、マールブルグウイルス、クリミ

ア・コンゴウイルスの人獣共通ニッチマッピングも行っ

ており、その結果としてこれらの急性の疾患に対して脆

弱なサブサハラ地域における迅速な公衆衛生上の対応

を可能とする将来的な調査・診断・治療のための空間的

なガイドが示されました。 

 
 
 

Silva-Rocha I, Salvi D, Sillero N, Mateo JA & Carretero 

MA (2015). Snakes on the Balearic islands: an invasion 

tale with implications for native biodiversity 

conservation. PLoS ONE 10(4): e0121026. 

著者出身国：ポルトガル、スペイン 

人間とバレアレス諸島が関わってきた長く入り組ん

だ歴史から、数えきれない程の生物学的侵入の機会

が存在したことが示されますが、本論文では最近侵

入した次のヘビ4種に焦点を当てています：バテイレ

ーサー（Hemorrhois hippocrepis）、モンペリエヘ

ビ（Malpolon monspessulanus）、False Smooth 

Snake（Macroprotodon mauritanicus） ハシゴヘビ

（Rhinechis scalaris）。 

著者らは、組織サンプルから得られたミトコンドリ

アDNAを解析することで、これらのヘビの起源と侵

略の道筋を明らかにしました。その後、主にGBIF

が仲介したデータを使って各々の種の在来分布を理

解した上で、バレアレス諸島における現在と将来の

生息域の適合性を予測しました。これら分子レベル

の分析と生態系の分析を組み合わせることにより、

最も可能性が高く、かつ唯一の侵入機会がオリーブ

の樹の苗床取引であったこと、また気候変動により

すでに広まっている外来種にとっての条件は向上す

る可能性があることが示されました。 

新規データ 

ブラジルの植物および菌類データが大きく増加 

ブラジルのおよそ100の植物標本庫がGBIF.org を通じ

て初めてデータを公開しました。これにより、ブラジル

の機関から公開された記録の件数は一挙に3倍に増え、

430万件を超えました。  

 

このデータ数の飛躍的な増加は、ブラジルを拠点とする

speciesLinkのネットワークと国立科学技術研究所の植

物相・菌類バーチャル植物標本室（INCTHVFF）、ブ

ラジルのナショナル・ノードであるSiBBr、そしてGBIF

事務局のインフォマティクスチームが協力して取り組

んだ成果です。 

 

詳しくはこちら 

Gbif.org上で最新ニュースを見る 
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http://dx.doi.org/10.1093/trstmh/trv047
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0121026
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0121026
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0121026
http://www.gbif.org/country/BR/summary
http://www.gbif.org/country/BR/summary
http://splink.cria.org.br/
http://inct.florabrasil.net/
http://inct.florabrasil.net/
http://www.sibbr.gov.br/
http://www.gbif.org/newsroom/news/brazil-flora-fungi


 

Bits  
 
 
 

ベルギー 

ボタニーク・ド・メイーズ庭園の水鳥 

公開者：ボタニーク・ド・メイーズ庭園 

総記録件数：5,666件 

同庭園において収集されたハイイロガンとオオバンの記

録です。この記録は、これらの種の生息域に関する嗜好を

調査するプロジェクトの一貫として収集されたものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボタニーク・ド・メイーズ庭園（ベルギー） 
写真：DONAR REISKOFFER, VIA FLICKR. CC BY 3.0. 

 
フランダースにおける繁殖鳥アトラス 

公開者：自然森林研究所（INBO）  

総記録件数：330,046件 

このデータセットには、フランダースで繁殖する鳥類

（197分類群、183種、3亜種）を3度の繁殖期（2000-2002

年）にわたって観測したデータが含まれます。 

ベナン 

植物種センサス 

公開者：GBIF ベナン 

総記録件数：8,061件 

ベナン中央部のMonts-Kouffè保安林周辺、Pahou保安林内、

およびToffo保安林内で観測された植物に関する3件のデ

ータセットです。 

 

コロンビア 
最近公開された31件のデータセットのハイライトは以下

のとおりです。 

 ヴィルヘルム・フォン・フンボルト研究所により公

開された3件のデータセット。カサナレ州における野生

のカピバラの生息域の特定に関する合計6,839件の記

録が含まれます。 
 
 
 
 

この記録には、①パス・デ・アリポロおよびアト・コ

ロサル地方における野生のカピバラの集団の個体数、

②カピバラ生息域内に生育する植物種、③カピバラの

食料種の現状評価から得られた情報が含まれます。 

 ヴィルヘルム・フォン・フンボルト研究所が所蔵する

コレクションからの1万2962件の糞虫標本の記録。その

記録の一部はコロンビアのコーヒー生育域の糞虫に関

するもの、その残りは乾燥熱帯林に関連する種のもので

す。 

 公衆衛生にとって重要な昆虫（蚊や吸血性のサシガ

メなど）の記録3,535件。この記録はデータの公開者で

あるコロンビア熱帯医学研究所の研究者らが15年間

にわたりコロンビア国内で収集したものです。 

 ボゴタおよびアンティオキア東部のサバンナの花園

で観察された鳥類の記録6,677件。絶滅危惧IA類の脇

白鷭（Gallinula melanops bogotensis）や絶滅危惧IB

類のナンベイクイナ（Rallus semiplumbeus）、アカ

オタテガモ（Oxyura jamaicensis andina）の記録が含

まれます。公開者はボゴタ鳥類学協会です。 

 コロンビアとペルーの国境付近のアマゾンで2005年

3月から2015年5月にかけて観測された霊長類種11種

の記録1,623件。エントロピカ財団により公開されまし

た。 

 

 

コンゴ民主共和国 

新規公開者：キンシャサ教育大学（UPN）  

総記録件数：213件 

植物、食用昆虫、家畜および飼料に関する合計213件

の記録を含む5件のデータセット。 

 

 

フランス 

フランス領ギアナの蚊 

公開者：EDB（Evolution et Diversité Biologique：

生物進化・多様性）研究所 

総記録件数：1,138件 

この地域を対象とした蚊の分布調査で収集された記

録です。 
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http://www.gbif.org/dataset/c0cc29de-f49f-4b66-b4ec-c83afbb7101d
http://www.gbif.org/publisher/a344ee9f-f1b7-4761-be2c-58ee6d741395
http://www.gbif.org/dataset/81c5a091-6e94-40db-a2a4-48f4de42d410
http://www.gbif.org/publisher/1cd669d0-80ea-11de-a9d0-f1765f95f18b
http://www.gbif.org/publisher/b2db85d5-c5fe-4125-9e36-590a5f651829
http://www.gbif.org/dataset/ebb766c1-6036-4b58-a0cb-ad8c35c03850
http://www.gbif.org/dataset/f0a99f2c-2670-4ae8-8b9f-8661e02a33a8
http://www.gbif.org/dataset/69608318-64d6-4267-9bc3-ac1aa47866cd
http://www.gbif.org/dataset/8e921f3a-f567-4c8e-99ba-8d9cde75b9a3
http://www.gbif.org/dataset/8e921f3a-f567-4c8e-99ba-8d9cde75b9a3
http://www.gbif.org/dataset/7d5a76b9-819f-4fb8-aab0-664d4089aa54
http://www.gbif.org/dataset/fbaea48e-35ff-490c-a108-20ae943ea03f
http://www.gbif.org/dataset/fbaea48e-35ff-490c-a108-20ae943ea03f
http://www.gbif.org/dataset/d75ef2bb-a01a-4899-8bca-d70421343f27
http://www.gbif.org/dataset/ed195c7e-2727-46f8-ac2e-37c0af2c8c59
http://www.gbif.org/dataset/1ccde8b1-a675-4208-ad70-9c0dfb6b7abc
http://www.gbif.org/dataset/1ccde8b1-a675-4208-ad70-9c0dfb6b7abc
http://www.gbif.org/publisher/831c8ca0-3806-4796-b8a3-fb5f15813749
http://www.gbif.org/dataset/ac2d4971-4b88-4339-ad10-0ed2b0b4d690
http://www.gbif.org/dataset/ac2d4971-4b88-4339-ad10-0ed2b0b4d690
http://www.gbif.org/publisher/8251fe14-04e1-483f-9ae6-46cf83ff76fa
http://www.gbif.org/dataset/8e60f836-c6cb-4c37-83c5-5966af2428f1
http://www.gbif.org/dataset/8e60f836-c6cb-4c37-83c5-5966af2428f1
http://www.gbif.org/publisher/3a56fbe7-467b-4018-8876-f73dede15ea2
http://www.gbif.org/publisher/8b681d05-5039-4bd0-a8b7-ea260e457808
http://www.gbif.org/dataset/d93a707d-e232-4b46-947b-67fcd4000d86
http://www.gbif.org/dataset/89ec855f-1478-46ad-a80f-b5249593ba24
http://www.gbif.org/dataset/5d56b7b0-61d0-4522-ab84-eb75b3afc568
http://www.gbif.org/dataset/82448a85-e723-4c19-92db-98fe2b1d076e
http://www.gbif.org/dataset/5a8aa2ad-261c-4f61-a98e-26dd752fe1c5
http://www.gbif.org/publisher/10b52165-656c-4d06-92c9-4fadb892934c
http://www.gbif.org/publisher/10b52165-656c-4d06-92c9-4fadb892934c


 
 
 

no. Jul 

 

 

ドイツ 

 
 
A 

シュトゥットガルト州立自然史博物館の古生物コレク

ション 

公開者：シュトゥットガルト州立自然史博物館 

総記録件数：46,025件 

琥珀内に保存された標本、5億4000万年前の無脊椎動物、

6600万年前の哺乳動物を含む化石のデータセット9件で

す。 

 

アイルランド 

鳥類アトラス2007-2011 

公開者：国立生物多様性データセンター 

総記録件数：458,185件 

4年間（2007～2011年）にわたってブリテン島およびア

イルランド全土を対象として実施された広範囲な鳥類の

分布調査の中で、夏季と冬季に収集された観察データで

す。この調査には2,000名を超えるアイルランドの市民科

学者が参加しました。この知見は動画にまとめられ、You 

Tube上で閲覧することができます。 

 

イスラエル 

公開者：イスラエル自然・公園局（INPA）  

総記録件数：406,535件 

INPA、HaMAARAG（イスラエル国家生態系評価プロ

グラム）を含む8つのデータ保有機関から、ならびにヘ

ブライ大学の所蔵コレクションから公開された21件の

データセットです。 

 

オランダ 

歴史的文献から得られた魚類の観察記録 

公開者：RAVON（オランダ爬虫類・両生類・魚類保全）

財団 

総記録件数：19,700件 

1860年から1907年にかけて記録された、タイセイヨウ

チョウザメ（Acipenser sturio）やタイセイヨウサケ

（Salmo salar）、アロサアロサ（Alosa alosa）などの

重要な侵入種の魚市場における水揚げ高の記録。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タ イ セ イ ヨ ウ サ ケ （ SALMO SALAR ） 写 真 ：
HANS-PETTER FJELD VIA WIKIMEDIA. CC-BY-SA. 

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センター 

総記録件数：94,696件 

1969年から2009年にかけて行われた調査プロット

で鳥類の生息域をマッピングして収集されたデータ

です。 

 

ノルウェー 

ノルウェー自然研究所（NINA）の昆虫データベース 

公開者：ノルウェー自然研究所 

総記録件数：125,572件 

ノルウェーで収集された昆虫のデータ 

 

ポルトガル 

ポルトガル本土の植物相 

公開者：ポルトガル植物学会 

総記録件数：140,687 件 

市民が観察し、プラットフォームFlora-Onにアップ

ロードし、それを専門家が検証した植物の記録です。

ポルトガル植物学会がプラットフォームを製作、学

会員のボランティアがこれを運営しています。 

 

ロシア 

ロシア科学アカデミーのクモヒトデのコレクション 

公開者：ロシア科学アカデミー動物学研究所（サン

クトペテルブルグ） 

総記録件数：8,401件 

1800年以降、最も古くは、カナダとグリーンランド

で収集された標本の記録です。 

 

スペイン 

イベリアの水生甲虫アトラス 

公開者：ムルシア大学生態学・水文学部 

総記録件数：62,015件 

このアトラスには2013年までの文献（博物館と個人

が所蔵するコレクション、博士論文、その他の未公

開ソース）から抽出された利用可能な分布データが

全て含まれています。 

 

グラナダ大学のアリのコレクション 

公開者：グラナダ大学動物学部 

総記録件数：8,196件 
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http://www.gbif.org/publisher/99ea0c90-61e5-11dc-a64c-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/publisher/99ea0c90-61e5-11dc-a64c-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/dataset/115f45ed-4334-4144-b5c5-669027e9b191
https://www.youtube.com/watch?v=g46aqIQJjag
https://www.youtube.com/watch?v=g46aqIQJjag
http://www.gbif.org/publisher/4f160e00-329d-11d9-8439-b8a03c50a862/datasets
http://www.gbif.org/dataset/494ceb90-924c-483d-ae58-9dd89efb85a1
http://www.gbif.org/publisher/8629d002-c1cf-4c61-9895-55ca7cd0e149
http://www.gbif.org/publisher/8629d002-c1cf-4c61-9895-55ca7cd0e149
http://www.gbif.org/dataset/19c50cd5-d538-43ce-a794-467da1130330
http://www.gbif.org/publisher/1c51595e-f1e9-467f-94e5-e1b65d15b30f
http://www.gbif.org/dataset/346a9b13-5c96-4793-bcd7-d6614950e726
http://www.gbif.org/publisher/46fec380-8e1d-11dd-8679-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/dataset/7fe3eb5c-42bd-49d7-a30b-82c353ef6575
http://www.gbif.org/publisher/d1805d75-066e-42d6-8cab-1c0d30323db3
http://www.flora-on.pt/
http://www.gbif.org/dataset/98333cb6-6c15-4add-aa0e-b322bf1500ba
http://www.gbif.org/publisher/c14b9ce2-9545-4376-8a3b-6741558c256a
http://www.gbif.org/publisher/c14b9ce2-9545-4376-8a3b-6741558c256a
http://www.gbif.org/dataset/3eaec825-e7a4-49b2-b6e5-f406595f8555
http://www.gbif.org/publisher/74249eb0-0df2-48dd-96a6-be8770eb175b
http://www.gbif.org/dataset/a387171f-c9c2-47ba-a02a-bcb99b2a0fa0
http://www.gbif.org/publisher/cc69bc8a-3015-45af-971b-af69fe82ab2f


 

Bits 
    

脚環の回収データ 

公開者：アランサディ科学協会 

総記録件数：304,689件 

1950年から続くアランサディ脚環プログラムを通じ

て収集された脚環のデータです。 

 

スウェーデン 

スウェーデン自然史博物館の無脊椎動物の基準標本 

公開者：GBIFスウェーデン 

総記録件数：6,948件 

同博物館の無脊椎動物コレクションの基準標本の記

録です。土壌線虫（nematodes）、海洋多毛類

（polychaetes）、棘皮動物が含まれます。 

 

ウガンダ 

国立生物多様性データバンクの観測記録 

公開者：アルバーティーン地溝保存協会（ARCOS）  

総記録件数：57,218件 

この観察記録には、チンパンジー（Pan troglodytes）、

ロエストグエノン（Cercopithecus lhoesti）、アフリ

カのバッファロー（Syncerus caffer）、ブルーダイカ

ー（Cephalophus monticola）の他、絶滅危惧種のコ

ウモリ（英名White-winged serotine [Eptesicus 

tenuipinnis]）の記録が含まれます。 

 

米国 

フロリダ自然史博物館の無脊椎動物の古生物学コレ

クション 

公開者：フロリダ自然史博物館 

総記録件数：249,368件 

この標本コレクションの中心は、米国南東部の軟体動

物です。  

 

ニューヨーク植物園植物標本室の維管束植物コレク

ション 

公開者：ニューヨーク植物園 

総記録件数：1,432,584件 

世界で4番目に大きいウイリアム＆リンダスティア植

物園が所蔵する標本のデータです。 

 

無脊椎動物の古生物学標本 

公開者：サム・ノーブル・オクラホマ自然史博物館 

総記録件数：210,019件 

 

同博物館は、主要な全ての無脊椎動物属の化石標本を

100万件近く所蔵しています。今回公開された記録に

は多くの正基準標本（種の説明と名称を基本となる一

体の標本）が含まれています。 

 

 

 

GBIFコミュニティ 

GBIFフランス、生物多様性のための新たな 

データポータルをリリース 

GBIFフランスがアトラス・オブ・リビング・フランスをリ

リースしました。これはフランスの機関が公開した1700万

件を超える生物多様性データへのアクセスを提供する新た

なデータポータルです。 

生物種の分布記録とメタデータを検索することができるこ

のポータルサイトには、GBIFのオーストラリアの参加機関

であるアトラス・オブ・リビング・オーストラリア（ALA）

が開発したオープンソースコードが使用されています。 

この新しいフランスのアトラスは、昨年リリースされた

GBIF スペインのものに続き、ALAのツールを用いて開発

された2番目の国家的ポータルとなります。 

    

GBIF.orgで詳しく読む 

アトラス・オブ・リビング・フランスにアクセスする 

 

フィンランド、新たなデータポータルの公開 
テストバージョンをリリース 
フィンランド生物多様性情報ファシリティ（FinBIF）が
新しいポータルをリリースしました。このポータルを利
用して、フィンランドで記録されたおよそ5万種、3500万
件の生物種の分布記録にアクセスすることができます。  

今回の公開テストバージョンの中でリリースされた
Laiji.fi（species. fi）は、GBIFナショナル・ノードのホス
ト機関であるフィンランド自然史博物館（LUOMUS）が
開発したものです。 

 

GBIF.orgで詳しく読む 

Laji.fiにアクセスする 

 

GBIFネットワーク内外の活動 

世界外来海洋種レジストリがリリース 

侵入海洋種を記録する世界外来海洋種レジストリ

（WRIMS）データベースが正式にリリースされました。こ

のデータベースには、国ごとの原産地、海域、および地理座

標とともに1,500を超える外来種が記録されています。 

WRIMSは、世界海洋種レジストリ（WoRMS）用にアノテ

ーション付きのデータセットを作成するべくIUCN侵入生

物種専門家グループが過去に行った作業を踏襲しています。 

 
 
 

WRIMのウェブサイトにアクセス 
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http://www.gbif.org/dataset/52f2051b-c47e-403a-8e32-04b2f2273c20
http://www.aranzadi.eus/ornitologia-oficina-de-anillamiento
http://www.aranzadi.eus/ornitologia-oficina-de-anillamiento
http://www.gbif.org/dataset/f2ec825d-145a-42fd-9bfe-a411a557bc47
http://www.gbif.org/publisher/4c415e40-1e21-11de-9e40-a0d6ecebb8bf
http://www.gbif.org/dataset/026af01f-d227-476f-9e81-d5273eca6a2b
http://www.gbif.org/publisher/b41e07a6-63ec-4903-afa1-6bee41498326
http://www.gbif.org/dataset/989f6285-841c-47a4-991b-3d3396427f02
http://www.gbif.org/dataset/989f6285-841c-47a4-991b-3d3396427f02
http://www.gbif.org/publisher/8483a1f0-1032-11db-ae00-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/dataset/d415c253-4d61-4459-9d25-4015b9084fb0
http://www.gbif.org/dataset/d415c253-4d61-4459-9d25-4015b9084fb0
http://www.gbif.org/publisher/ae447c50-b8a8-11d8-92a4-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/dataset/486ca376-f3a2-4084-8618-1c82a59c5240
http://www.gbif.org/publisher/609765e0-4ce8-11db-b80e-b8a03c50a862
http://185.26.127.140/
http://www.ala.org.au/
http://datos.gbif.es/
http://datos.gbif.es/
http://www.gbif.org/newsroom/news/new-national-data-portal-in-france
http://185.26.127.140/
http://laji.fi/
http://laji.fi/
http://www.gbif.org/newsroom/news/new-national-data-portal-in-finland
http://laji.fi/
http://www.marinespecies.org/introduced/
http://www.marinespecies.org/introduced/
http://www.marinespecies.org/
http://www.issg.org/
http://www.issg.org/
http://www.marinespecies.org/introduced/
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ロンドン自然史博物館がオープンアクセスデータ

を公開 

ロンドンの自然史博物館（NHM）が所蔵する8000万件の

標本は世界で最も重要な科学的コレクションのひとつで

す。2月、NHMは、GBIF.orgを通じて250万件を超える標

本記録を含むデータセットを公開しました。 

このデータセットについて、またNHMの大規模なディジ

タル化の作業には、GBIF事務局のカイル・コーパスが知

見を提供しました。 

 

NBN.org.ukで記事全文を読む 

ノルウェーの種の分布データを公開するため

の資金を公募 

GBIFノルウェーでは、ノルウェーの種のデータを

GBIF.org上へ公開する取り組みに共同出資するため、プロ

ジェクトの提案を募集しています。この公募は一義的には

ノルウェー国内機関を対象としたものですが、ノルウェー

国内の分布データを保有する国際機関も応募することがで

きます。 

応募の詳細を見る 

伝承知識を、ALAを通じて保存するためのパイ
ロットプロジェクトを実施 

オルコラの住人と研究者、そしてオーストラリアの国立研

究機関であるオーストラリア連邦科学産業研究機構

（CSIRO）、熱帯土着民族植物学センター（TIEC）がア

トラス・オブ・リビング・オーストラリアと先住民族との

間で双方向の情報交換を行うためのモデルを探索してい

ます。このパイロットプロジェクトは、2015年中頃に開始

することが見込まれています。 

これは、アトラス・オブ・リビング・オーストラリアが支

援している2つの「土着生態系知識（IEK） パイロットプ

ロジェクト」の1つです。 
 

関連するALAのブログ記事を読む 

ベルギーの生物多様性インフォマティクス 

プロジェクトを紹介するカンファレンス 

ベルギー生物多様性プラットフォームとそのパートナー

機関は5月、ブリュッセルにおいて1日間（全日）のカンフ

ァレンスを開催し、ツールに焦点を当てた国内の研究プロ

ジェクトをテーマに取り上げました。 

このイベントの冒頭、次の3つの基調プレゼンテーション

が行われました。 

   ベルギーにおける生物多様性インフォマティクス

の現状：ヒルデ・エガーモント氏（Hilde Eggermont：

ベルギー生物多様性プラットフォーム） 

   生物多様性インフォマティクスの将来：ヴィンス・

スミス氏（Vince Smith：ロンドン自然史博物館） 

 
 
 

   オープンウェブ上へのデータ公開に存在する論

争：ピートル・コルパート氏（Pieter Colpaert：

オープンナレッジベルギー） 

これらのプレゼンテーションは、カンファレンスのウ

ェブサイトから閲覧出来ます。また、生物多様性イン

フォマティクスに関する取り組みについての他のプ

レゼンテーションも閲覧可能です。 

 

クロスマップチェックリストのためツール開発 

ライデンで3月にトレーニングハッカソンが開催さ
れ、ここで参加者により新たなツールgn_crossmap

が開発されました。このツールを使うと、学名のチェ
ックリストと参照リソースの名前とを比較すること
ができます。Naturalisが主催したこのハッカソンは、
GBIFが資金を提供した2014年の能力強化のための
助成金プロジェクト5件のうちの1つです。 

gn_crossmapについて、Global Names  

Architectureのブログ記事を読む 

ツールの使い方を読む 

ライデンでのトレーニングハッカソンについて 

詳しい報告を読む 

 

ドイツのデータポータルに対する3年間580万
ユーロの助成金が決定 

ドイツの研究財団DFG は、ドイツに拠点を置く財団ド

イツ生物学データ連盟（GFBio）に対し今後3年間、580

万ユーロの助成金を承認しました。この資金は、国家的

生物多様性データインフラであるGFbioが提供するサ

ービスを向上させ、アップグレードするために使われま

す。2013年12月に創設され、ブルーメン大学と連携し

たGFBioの活動には、GBIFのドイツノードを含む19の

国のパートナーとの協力関係が反映されています。 

 

詳しくはこちら GFBio ウェブサイト 

 

メンタリング＆トレーニング 

ノルウェーのデータペーパーワークショップの
資料がオンライン上で公開 

2015年3月24～25日、GBIFノルウェーはデータペーパー

の作成に関する第2回ワークショップを開催しました。

これにはベルギー生物多様性情報ファシリティの協力

を得ました。 

データペーパーとは、データセットを記述し、ピアレビ

ューのプロセスを経て公開される検索可能なメタデータ

ドキュメントです。NTNU大学博物館（トロンヘイム）、

ノルウェー自然研究所（NINA）、ノルウェー生物多様性

情報センター（Artsdatabanken）、GBIFネットワーク

から出席した23名の参加者が、既存のデータセットから

マニュスクリプトを作成しました。 
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http://www.nbn.org.uk/News/Latest-news/Open-access-data-comes-to-Natural-History-Museum,.aspx
http://gbif.no/application
http://www.csiro.au/
http://www.csiro.au/
http://www.ath.org.au/JCU_077417.html
http://www.ala.org.au/blogs-news/indigenous-ecological-knowledge-the-olkola-people/
http://www.biodiversity.be/
http://www.biodiversity.be/2900
http://www.biodiversity.be/2900
http://www.biodiversity.be/2901
http://www.biodiversity.be/2902
http://www.biodiversity.be/2902
http://biodiversity.be/conference2015/program/
http://biodiversity.be/conference2015/program/
https://github.com/GlobalNamesArchitecture/gn_crossmap
https://github.com/GlobalNamesArchitecture/gn_crossmap
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/current-projects#checklist_hackathon
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/current-projects#checklist_hackathon
http://globalnamesarchitecture.github.io/gna/resolver/checklist/2015/05/11/gn-crossmap-gem.html
http://globalnamesarchitecture.github.io/gna/resolver/checklist/2015/05/11/gn-crossmap-gem.html
https://github.com/GlobalNamesArchitecture/gn_crossmap/blob/master/README.md
https://docs.google.com/document/d/1EJ5GPw83CL3Rgz3LS6jW5gDYxuhuLnbhRlcdZjn_BOs/edit
https://docs.google.com/document/d/1EJ5GPw83CL3Rgz3LS6jW5gDYxuhuLnbhRlcdZjn_BOs/edit
http://www.gfbio.org/
http://www.gfbio.org/
http://www.gfbio.org/news-events


 

Bits 
   
 

 

この成果のうち、いくつかは公開される予定です。 

 

アジェンダと研修資料を見る 

 

GBIFベナン、国内のテレビ放送で取り上げられる 

ベナンで2番目に大きいテレビネットワークであるBB 

24系列で、GBIFベナンとその活動を紹介する13分間の

番組が放送されました。この放送は、コトヌーで5月に

ベナンのナショナル・ノードが開催したデータモビリゼ

ーションに関するワークショップの機会をとらえて行

われたものです。番組ではベナンの代表団長ガストン・

アコウェホウ（Gaston Akouehou）氏、およびノードマ

ネジャーのジーン・コッシ・ガングロ（Jean Cossi 

Ganglo）氏のインタビューが放映されました。 

GBIF ベナンに関するテレビスポットを見る 

GBIフランス、マダガスカルのデータマネジャー

に対しデータの公開と使用に関する研修を実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マダガスカルにおけるトレーニングワークショップの参加者 

 

 

 

地域ノードMadBIFが主催した4日間のイベントにマダガ

スカル国内12の生物多様性機関から32名が出席し、GBIF

フランスから派遣された専門家から研修を受けました。 

6月に開かれたこのワークショップは、GBIFが資金を提供す

る2015年の能力強化プロジェクト6件のうちのひとつです。 

このワークショップでは、参加者らが既存のデータセットを

使用して作業を行い、その結果、トゥリアラ大学生物多様

性・熱帯環境研究科はベザマハファリ特別保護区（マダガス

カル南西部 ）の植物インベントリから527件の出現データの

コレクションを公開することができました。 

 

イベントの最新情報をTwitter 

 (#FormationMadBIF) で見る 

今後の予定 

第6回 バーコードオブライフ国際会議 

2015年8月18 ～21日、ゲルフ、カナダ 

分類学会隔年大会 

2015年8月26～28日、オックスフォード、英国 

第50回欧州海洋生物学シンポジウム 

2015年9月21～25日、ヘルゴラント島、ドイツ 

第17回欧州菌学者会議 

2015年9月21～25日、マディラ、ポルトガル 

RDA第6回総会 

2015年9月23～25日、パリ、フランス 

アフリカにおける保全・資源管理のための能力強化 

2015年9月28日～10月2日、ナイロビ、ケニヤ 

2015年TDWG年次会合 

2015年9月29日～10月3日、ナイロビ、ケニヤ 

2015年アイ・オン・アースサミット 

2015年10月6～8日、アブダビ、UAE 

GBIF - GB22ノードトレーニングコース 

2015年10月4～5日、アンタナナリボ、マダガスカル 

第22回GBIF 理事会（GB22）  

2015年10月8～10日、アンタナナリボ、マダガスカル  

 

 

 

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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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 

http://goo.gl/Ef1ZAy
https://youtu.be/j9Nm7jxBrCc?t=1m52s
https://youtu.be/j9Nm7jxBrCc?t=1m52s
https://youtu.be/j9Nm7jxBrCc?t=1m52s
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/current-projects#Mentoring_Madagascar
http://www.gbif.org/dataset/3d0fc1a4-9102-4a7d-98f6-563e5252979a
http://www.gbif.org/dataset/3d0fc1a4-9102-4a7d-98f6-563e5252979a
https://twitter.com/hashtag/FormationMadBIF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FormationMadBIF?src=hash
http://dnabarcodes2015.org/
http://systass.org/biennial2015/
http://www.awi.de/ueber-uns/service/veranstaltungen/details/events/50-europaeisches-meeresforschungs-symposium-auf-helgoland.html
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/xviicem2015/home.php
https://www.rd-alliance.org/plenary-meetings/rda-sixth-plenary-meeting.html
http://www.ert-conservation.co.uk/africa_introduction.php
http://www.tdwg.org/2015-conference/
http://www.eoesummit.org/summit-2015/
http://gb22.gbif.org/
http://www.gbif.org/
mailto:info@gbif.org
http://www.gbif.org/newsroom/newsletter

