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2016 年度若手研究者賞の募集を開始 
 

GBIF 事務局は、2016 年度若手研究者賞への応募を開
始しました。この賞は、大学院生を対象に、GBIF が
仲介したデータを活用した革新的な研究と発見を奨
励することを目的としたものです。 

 

GBIF は今回、修士過程の学生と博士過程の学生、そ
れぞれに賞を設けました。それぞれ 1 名の受賞者には
4000 ユーロの賞金が準備されています。希望する学
生は、GBIF 参加国の代表団の長を通じて応募する必
要があります（全ての GBIF 参加機関のリストはこち
ら）。各国の代表団は、2016 年 7 月 15 日までに GBIF

事務局に最大 2名の推薦候補者を送付しなければなり
ません。 
 
 
 
 
 

 

能力強化 

2015 年度 BID アフリカプログラムにアフリ
カ地域 34 カ国から提案 
 
2015 年 9 月、開発のための生物多様性情報 (BID) 
プログラムがサブサハラアフリカ地域を対象とし
た初めての提案募集を開始し、アフリカ地域の 34
カ国から 143 件のコンセプトノートの提案があり
ました。 
 
提案総額は、今回の募集に用意された予算 90 万ユ
ーロの 6 倍を超えています。 
 
GBIF は、審査委員会とともに、一次選考を通過し
た申請者に対し詳細な提案書を提出するよう要請
しました。選考を通過した申請は、2016 年 4 月に
発表されます。 
 
欧州連合が資金を提供し、GBIF が主導する BID プ
ログラムは、サブサハラアフリカ、カリブ海、太平
洋地域の「ACP」諸国における生物多様性情報の可
用性を高める複数年プログラムです。 

ダウンロード 

候補者の募集 

http://www.gbif.org/newsroom/summary#signup
http://www.gbif.org/newsroom/summary#signup
mailto:info@gbif.org
http://www.gbif.org/about/awards#youngresearchers
http://www.gbif.org/contact/directoryofcontacts
http://www.gbif.org/contact/directoryofcontacts
http://www.gbif.org/bid
http://europa.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region_en
http://www.gbif.org/sites/default/files/users/kylecopas/2016-YRA-call-for-GBIF-nominations.pdf


 

  

 
 

これとあわせて、研究や意思決定のための生物多様性
情報の活用を促します。 

 

 

 

 

 

 

BIFA プログラム、4 つのプロジェクトを通
じてアジア 14 カ国をサポート 
 
アジア生物多様性情報基金 (BIFA) は研究者や政策
決定者のデータニーズに応える 4件のプロジェクトに
10 万 6000 ユーロを拠出しました。これらのプロジェ
クトは、アジア地域 14 カ国のデータ公開能力を高め
ることを目的に、8 つの GBIF ノードと新規参加候補
国の関与の下で実施されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉山国立公園、台湾 写真提供：KAILING3, 

WIKIMEDIA COMMONS. CC BY SA 3.0. 

 

 

 

2015 年度の提案募集で採択された 4 つのプロジェク
トは、以下のとおりです。 

 

 オープンアクセスの学習教材「生物多様性インフ
ォマティクスマニュアル」の開発– アジアでのト
レーニングの実施を支援するべく、インド、日本、
韓国、台湾の GBIF ノードが作成。 

 ベトナムの生物多様性データベースシステムの
開発。日本のナショナルノードの JBIF がサポー
トを提供。 

詳しくはこちら 

ニュースリリース 

 東南アジア諸国連合（ASEAN）の遺産公園
（Heritage Parks）における生物多様性データの
モビリゼーションを促すプロジェクト（遺産公園
は、生物多様性を特に保護する地域）。ASEAN 生
物多様性センター(ACB)、TaiBIF, GBIF ノルウ
ェーがサポートを提供。 

 GBIF フィリピンのデータ公開能力の向上。
ASEAN 生物多様性センター（ACB）およびベル
ギー生物多様性プラットフォームがサポートを
提供。 

 

 

BIFA の資金は、7 月にフィリピンで開催される次回
のGBIFアジアノードのミーティング費用にも使用さ
れます。BIFA は、日本の環境省が提供した追加の拠
出金を、アジア地域における GBIF 関連の活動に充て
ることとしています。 
 
 
 
 

 

 

GBIF ノードのスタッフがデータ公開に関す
る最初のデジタルバッジを取得  

 
GBIF 事務局は、生物多様性データの公開サポートと
促進に関するトレーニングを修了した 10 の参加機関
に、デジタルバッジを付与しました。デジタルバッジ
は、GBIF コミュニティ内でスキルと専門知識を認証
するべく試行されている新たなアプローチです。 
 
バッジ取得者には、2015 年理事会に先立ちマダガス
カルで開催されたトレーニングイベントを終え、認証
を求めたノードスタッフが含まれました。 
 
GBIF では、将来的にこのバッジを、開発のための生
物多様性情報 (BID) プログラムのサポートや、プロ
ジェクトパートナーによる貢献度把握のために使用
できるものと期待しています。 
 
 
 
 
 

 

 

2016 年度の能力強化サポートプログラムの
提案募集を開始 

 
GBIF 事務局は、能力強化サポートプログラムの 2016

年度助成対象プロジェクトの提案募集を開始しまし
た。このプログラムは、共同プロジェクトを通じて
GBIF 参加機関の長期的な能力向上を図るものです。 

 

この募集には、GBIF 参加機関のみが応募できます。 

詳しくはこちら 

資金提供を受けたプロジェクトの詳細 

詳しくはこちら 

ニュースリリース 

http://www.gbif.org/newsroom/news/bid-2015-africa-call-for-full-proposals
http://www.gbif.org/programme/capacity-support
http://www.gbif.org/participation/list
http://www.gbif.org/programme/bifa
http://www.gbif.org/newsroom/news/GBIF-digital-badges


  

本プログラムの審査は 2 段階で行われ、コンセプトノ
ートの提出は 2016年 4月 11日 で締め切られました。
審査委員会がコンセプトノートを審査し、選考された
提案は 2016年までに年 5月 20日までに完全な提案書
を提出するよう求められます。 

 

プロジェクトの期間は 2016 年 6 月 16 日から 1 年間
です。メンタリング活動や地域内トレーニングのサポ
ート、GBIF アドボカシー活動、ドキュメンテーショ
ン、必要な能力の査定のために最大で 1 万 5000 ユー
ロの助成を受け取ることが出来ます。 

 

 

 

 

 

トレーニングワークショップの動画を公開 
 

2015 年 12 月に実施されたデータ品質に関するワーク
ショップの動画 16 本が、GBIF スペインのウェブサ
イト上で公開されました。スペインで撮影された動画
には、講師であるオックスフォード大学の Pablo 

Muñoz の他、GBIF スペインの Francisco Pando、
Katia Cezón、Santiago Martínez de la Riva、Cristina 

Villaverde によるプレゼンテーションが収められてい
ます。スペイン国立研究評議会（CSIC）のポータルで
は、高解像度のバージョンをご覧いただけます。 

 

また、アルゼンチンとブラジル、フランス、ポルトガ
ル、スペイン、オーストラリアの GBIF ノードスタッ
フが、ALA ポータルをベースとした国家的な生物多様
性ポータル構築作業の進捗状況について語ったインタ
ビューも YouTube 上にアップされました。このインタ
ビューは、グループミーティングの際に収録されたも
のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規メンバー 

北極の種に関するデータ交換の促進を目指
し、協定を締結 

 
GBIF は新たに、北極の植物相および動物相保全のた
めのワーキンググループ（CAFF）との間でパートナー
シップを締結しました。 

詳しくはこちら 

提案の募集 

試聴する 

データ品質に関するワークショップの
トレーニング動画 

GBIFノードスタッフのALAポータル
をベースとしたポータル構築について
のインタビュー 

このパートナーシップは、北極の生物多様性情報の品
質向上と範囲拡大を図り、学術界と社会の利用に供す
ることを目的とするもので、CAFF の北極生物多様性
データサービス (ABDS) と GBIF.org の間の効果的
な交換に重点的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

データ公開 
 

農業生物多様性研究におけるGBIFデータの
利用性向上について専門家が勧告 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トマトの多様性（ IBVderBLE）WIKIMEDIA 

COMMONS. CC BY SA 3.0. 

 

国際的な専門家グループが、農業生物多様性研究にお
ける GBIF がモビライズしたデータの活用について、
その範囲や完全性、利用性を高めるための勧告を 50

項目以上にわたってまとめました。 

農業生物多様性のためのデータの適合性に関する
GBIF のタスクグループは、調査とその他の専門家に
対する踏み込んだインタビュー、そしてパブリックコ
ンサルテーションを実施した上でこの勧告を整理し
ました。この最終報告は GBIF.org からダウンロード
することができます。 

 

 

 

 

 

 

分布モデリングにおけるGBIFデータの利用
性向上について、報告書に新たな勧告 
 

分布モデリングにおけるGBIFがモビライズしたデー
タの利用性向上を支援する専門家グループが、知見を
まとめた報告書を発表しました。 

詳しくはこちら 

協定に関するニュースリリース 

ダウンロード 

農業生物多様性研究におけるデータの適合
性に関するタスクグループ最終報告 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=143#descargas
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=143#descargas
http://www.cienciatk.csic.es/documentos_por_coleccion/videos/Proyecto+GBIF/
https://www.youtube.com/watch?v=molYVbldkwM&feature=youtu.be
http://www.caff.is/
http://www.caff.is/
http://www.gbif.org/newsroom/news/2016-call-for-capacity-enhancement-proposals
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=143#descargas
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=143#descargas
https://www.youtube.com/watch?v=molYVbldkwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=molYVbldkwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=molYVbldkwM&feature=youtu.be
http://www.abds.is/
http://www.abds.is/
http://www.gbif.org/resource/82612
http://www.gbif.org/resource/82612
http://www.gbif.org/newsroom/news/CAFF-GBIF-partnership
http://www.gbif.org/resource/82283
http://www.gbif.org/resource/82283


 

  

この報告書は、分布モデリングの研究者コミュニティ
が行った調査結果とタスクグループ独自の見解の他、
「生物多様性インフォマティクスとモデリング種の
分布」シンポジウムとパネルディスカッションにおい
て集約された意見に基づき作成されました。 

 

GBIF に対しては、以下の勧告がなされました。 

 ユーザーにデータの正確性、品質、および不確実
性に関する広く知られた指標を提供すること 

 ユーザーがデータのエラーや問題について注釈
をつけられる機能を採用すること 

 データの適切な使用と解釈について、ユーザーへ
の研修とガイダンスを支援すること 

 

GBIF 事務局では現在、分布モデリングのユーザーコ
ミュニティに対し、この報告書にフィードバックを送
る機会を提供しています（ただし、ユーザー登録が必
要です）。また、GBIF が仲介したデータの具体的な使
用事例と、それを利用して作業を行った経験をシェア
する機会も提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

メディア 

GBIF ベナンが国営放送に登場 
 

生物多様性インフォマティクスを通じたベナンの天
然資源の保全とその持続可能な管理について、ベナン
国営テレビが 52 分間のテレビ番組を放映しました。
この番組は現在 YouTube 上で公開されています。こ
の番組内では、ベナンの GBIF ノードを務めるアボメ
カラビ大学の Joseph Hounhouigan 農業科学学部長、
ベナン代表団の Gaston Akouehou 代表、GBIF ベナ
ンのノードマネージャ、Jean Cossi Ganglo 氏がイン
タビューに応えています。 

 

 

 

 

 

 

 

GBIF 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。 

詳しくはこちら 

タスクグループの報告 

報告書に関するニュースリリース 

試聴する 

TV 番組のパート 1 

TV 番組のパート 2 
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Pérez-Moreno H, Martínez-Meyer E, Soberón 

Mainero J et al. Climatic patterns in the 

establishment of wintering areas by North 

American migratory birds. Ecology and Evolution. 

著者出身国：メキシコ、米国 

Ramirez-Cabral NYZ, Kumar L & Taylor S. Crop 

niche modeling projects major shifts in common 

bean growing areas Agricultural and Forest 
Meteorology 218-219: 102-113 著者出身国：オース
トラリア、メキシコ 

 

Spalink D, Drew BT, Pace MC et al. Evolution of 

geographical place and niche space Patterns of 

diversification in the North American sedge 

(Cyperaceae) flora. Molecular Phylogenetics and 
Evolution 95: 183-195 著者出身国：米国、中国  

 

Trowbridge CD, Little C, Ferrenburg LS et al. 
Shallow subtidal octocorals in an Irish marine 

reserve. Marine Biodiversity. 著者出身国：米国、英
国、アイルランド 

 

 

 

新規データ 

アンドラ 

アンドラにおける種の観察 

公開者：アンドラ雪・山岳研究センター (CENMA)、
アンドラ学術研究所 

総記録件数：108,287 

 

CENMA – アンドラ学術研究所が所蔵する、アンド
ラにおける節足動物類、菌類、脊椎動物および植物
相の観察記録 

 

北極 

ジャコウウシ個体数 

公開者：北極圏植物相・動物相保存作業部会  

総記録件数：117 

 

1970 年から 2016 にかけて記録された北極付近のジ
ャコウウシの出現記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャコウウシ (OVIBOS MOSCHATUS)、カナダ・
ケベック、写真提供：LAURENT 

BELANGER. CC BY-SA 4.0 
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http://dx.doi.org/10.1111/ecog.01937
http://dx.doi.org/10.1111/ecog.01937
http://dx.doi.org/10.1111/ecog.01937
http://dx.doi.org/10.1007/s10531-016-1052-7
http://dx.doi.org/10.1007/s10531-016-1052-7
http://dx.doi.org/10.1111/nph.13856
http://dx.doi.org/10.1111/nph.13856
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http://dx.doi.org/10.1111/nph.13856
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http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2015.09.028
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http://www.gbif.org/dataset/a8adde1c-1d66-4ad0-846f-cdf59fc4cb0f
http://www.gbif.org/dataset/a8adde1c-1d66-4ad0-846f-cdf59fc4cb0f
http://www.gbif.org/dataset/8d0f3ad4-df7e-4e7c-9a48-6c275fea3d28
http://www.gbif.org/publisher/44862593-2fdd-4491-ab79-b500b8272aac


  蜘蛛の多様性 

公開者：北極圏植物相・動物相保存作業部会  

総記録件数：652 

カナダ・ヌナブト準州ケンブリッジ湾の 2 カ所の湿地
帯および 2 カ所の乾燥帯生息域に設置したパン・トラ
ップが収集した蜘蛛の観察記録. 

 

オーストラリア 

CSIRO 海洋・大気研究所(OBIS Australia) が 24 件
のデータセットを追加／更新 

グレートバリアリーフにおける魚類センサス 

公開者：オーストラリア連邦科学産業研究機構
（CSIRO）海洋・大気研究所 

総記録件数：147,466 

グレートバリアリーフにおける長期的センサスによ
り収集された 191 種の魚類の観察記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリンリーフ、オーストラリア・クイーンズランド州
ケアンズ近海グレートバリアリーフの一部  

写真提供：TOBY HUDSON, VIA WIKIMEDIA 

 
ソビエトの漁業データ 

公開者：オーストラリア連邦科学産業研究機構
（CSIRO）海洋・大気研究所 

総記録件数：79,717 

オーストラリア水域において 1965 年から 1978 年の
間に 35 回にわたって出航したロシアの漁業研究船が
捕獲した魚の構成とトロール網の位置のデータ 

 

ベルギー 

Vlinderdatabank –フランダースおよびブリュッセル
の蝶類 

公開者：自然森林研究所 (INBO) 

総記録件数：761,660 

歴史的コレクション、文献およびモニタリング記録に
含まれる蝶類の出現記録。地域に生息する種をほぼ完
全に網羅。 

Zomerganzen – 夏鳥のガン  

公開者：自然森林研究所 (INBO) 

総記録件数：20,416 

フランダースで行われたガンの管理／生息数計測活
動において観測された夏鳥のガンの記録。このデー
タセットには 3,700 件超のサンプリングイベントが
含まれます 

注：サンプリングイベントデータセット 

フランダースとブリュッセルにおける蝶類の観察記録 

公開者：Natuurpunt 

総記録件数：612,934 

Waarnemingen.be ポータルを通じて集約された、市
民科学者によるフランダースとブリュッセルの蝶類
の観察記録 

 

ブラジル 

アクレ連邦大学植物標本室所蔵コレクション  

公開者：アクレ連邦大学 

総記録件数：18,133 

アクレ連邦大学の植物標本館に所蔵されたブラジ
ル、ペルー、およびボリビアで採取されたアマゾンの
植物標本。 

 

コロンビア 

フンボルト研究所の昆虫学的コレクションに所蔵さ
れる半翅目の記録 

公開者：アレクサンダー・フォン・フンボルト生物資
源研究所 

総記録件数：17,369 

半翅目の標本 – コロンビアのカメムシ科、セミ科、
アブラムシ科、ヨコバイ科（ほぼ全てが位置参照情報
付き）. 

カメ類の調査データ 

公開者：WCS コロンビア 

総記録件数：281 

コロンビアの乾燥林に生息する絶滅危惧種のカメを
対象とした調査で収集された、ダールカエルガメ 

(Mesoclemmys dahlia) と ア カ ア シ ガ メ 

(Chelonoidis carbonaria) の観察記録。 

 

デンマーク 

デンマークの動物学博物館が 18 年間にわたっ
てモニタリングした蛾の観測記録を公開 

コペンハーゲンにある動物学博物館が、18 年にわた
り実施した屋上モニタリングプログラムでライトト
ラップにより収集した昆虫の記録を公開しました。 

http://www.gbif.org/dataset/24814443-5120-4da1-8b49-f345383ed4b4
http://www.gbif.org/publisher/44862593-2fdd-4491-ab79-b500b8272aac
http://www.gbif.org/publisher/5fa89f68-9af0-4a0d-8998-ea39695c1db9
http://www.gbif.org/dataset/41f52fa4-f22f-4f46-8a8c-9864de450e0f
http://www.gbif.org/publisher/5fa89f68-9af0-4a0d-8998-ea39695c1db9
http://www.gbif.org/publisher/5fa89f68-9af0-4a0d-8998-ea39695c1db9
http://www.gbif.org/dataset/42793207-9afe-4991-bff4-db2be2e6182e
http://www.gbif.org/publisher/5fa89f68-9af0-4a0d-8998-ea39695c1db9
http://www.gbif.org/publisher/5fa89f68-9af0-4a0d-8998-ea39695c1db9
http://www.gbif.org/dataset/7888f666-f59e-4534-8478-3a10a3bfee45
http://www.gbif.org/dataset/7888f666-f59e-4534-8478-3a10a3bfee45
http://www.gbif.org/publisher/1cd669d0-80ea-11de-a9d0-f1765f95f18b
http://www.gbif.org/dataset/2b2bf993-fc91-4d29-ae0b-9940b97e3232
http://www.gbif.org/publisher/1cd669d0-80ea-11de-a9d0-f1765f95f18b
http://www.gbif.org/dataset/1f968e89-ca96-4065-91a5-4858e736b5aa
http://www.gbif.org/publisher/4d3ceea8-5699-439d-a899-decac9cbbdac
http://www.gbif.org/dataset/bf0dd71d-364c-4f16-8612-2661f07f40a2
http://www.gbif.org/publisher/61b0ba19-5ebf-4bb2-8591-531d6f3b7eb7
http://www.gbif.org/dataset/f0ec8e74-b507-44a0-822c-ac7705081787
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公開された記録には、デンマークの既知の 2,522 種の

蝶と蛾のうち 1,063 種が含まれ、これはデンマークで

記録された鱗翅類の種の 42%に相当します。 

この調査により収集された 37,477 件の鱗翅類の記録

は、サンプリングイベントによるデータセットとして

GBIF.org を通じて公開された初めてのデータセット

です。昨年承認された Darwin Core 標準の拡張によ

り実現したこのデータセットの分類は、調査手法と種

の個体数について、より充実した詳細なデータを提供

するものです。 

 

 

 

 

 

 

Biodiversitet Nu and NaturTjek プロジェクトで収集

されたデータ 

公開者：デンマーク自然保護協会 

総記録件数：52,612 

 

市民科学者による 30 件の指標種の観察記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ヨーロッパアカリス(SCIURUS VULGARIS)  
写真提供：TOIVO TOIVANEN & TIINA TOPPILA 
VIA WIKIMEDIA COMMONS、パブリックドメイン 

詳しくはこちら 

データセットに関するニュースリリース 

グリーンランドの大型節足動物 

公開者：オーフス大学生物科学部 

総記録件数：336 

グリーンランド・イスア地方においてピットフォ
ールトラップで収集された大型節足動物の標本 

 

デンマークの半翅類の昆虫  

公開者：デンマーク生物多様性情報機構 

総記録件数：9,789 

オーフスおよびコペンハーゲンの自然史博物館が所
蔵するデンマークの昆虫の標本 

 

アイルランド 

ハイイロアザラシの分布記録 

公開者：国立生物多様性データセンター 

総記録件数：48,944 

アイルランド沿岸で標識を付したハイイロアザラシ
(Halichoerus grypus) の GPS 観測記録 

 

イスラエル 

カメラトラップによる大型哺乳類の記録 

公開者：Hamaarag 

総記録件数：7,667 

Hamaarag（イスラエル国家生態系評価プログラム）
で実施したカメラトラップによる大型哺乳類の観察
記録 

注：サンプリングイベントデータセット 

 

ケニア 

ケニアの沿岸地域における絶滅危惧種のチェックリ
スト 

公開者：ケニア国立博物館 

分類群: 182 

ケニアの沿岸森林地帯に生息する絶滅危惧種のチェ
ックリスト。これはケニアが公開した初めてのデー
タセットです。 

 

マダガスカル 

マハファリ高原における種の観察記録 

公開者：自然史博物館 ベルリン 

総記録件数：10,634 

マダガスカル南西部のマハファリ高原で観察された
鳥類、マダガスカル・トルトイスティック、ブライ
ンド・ケーブ・フィッシュ、オオヒロスジマングー
ス (Galidictis grandidieri)、セアカネズミキツネザ
ル (Microcebus griseorufus)、植物、爬虫類、ヤマ
ノイモ属の記録 
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  オランダ 

Vogeltrekstation－雛の標識調査データ  

公開者：Vogeltrekstation－ドイツ渡り鳥統計センター 

総記録件数：157,978 

1911 年から 1959 年の間に実施されたボランティア
による雛の標識調査の歴史的データ。繁殖期の時期に
ついての情報が含まれる。 

 

北海のモニタリングデータ 

公開者：オランダ生物多様性情報機構 (NLBIF) 

総記録件数：29,691 

アムステルダム動物学博物館が 1990 年から 2002 年
にかけて北海で実施した深海底モニタリングによる
観察記録 

 

ノルウェー 

動吻動物–ノルウェーに生息するマッドドラゴンのマ
ッピング  

公開者：オスロ大学自然史博物館 

総記録件数：119 

あまり知られていない海洋無脊椎動物群、動吻動物の
観察記録。ノルウェー水域の動吻動物を命名し、記録
するプロジェクトにおいて収集されたもの。 

 

高山地帯における植生データ 

公開者：NTNU 大学博物館 

総記録件数：15,973 

高地での羊放牧実験におけるサンプリングイベント
で収集された植物の観察記録。 

注：サンプリングイベントデータセット 

 

ロシア 

極地高山植物園が所蔵する植物コレクション 

公開者：N.A. Avrorin ロシア科学アカデミー・コラ科
学センター（KSC RAS）極地高山植物園 

総記録件数：37,352 

極地高山植物園の所蔵コレクションに含まれる地衣
類、苔類およびラン藻類 (cyanoprocaryota)  

 

セルビア 

セルビアのハナアブ 

公開者：セルビアノビ・サド大学 生物・生態学部 理学部 

総記録件数：2,166 

ハナアブの保全のための重点エリアを特定するため
に実施された長期モニタリング（1970 年～2014 年）
において収集されたデータ。セルビアが公開した初め
てのデータ。 

注：セルビアが公開した最初のデータセット 

南アフリカ 

水鳥の計測記録 

公開者：ケープタウン大学 動物学部 動物統計ユニッ

ト 

総記録件数：288,393 

南アフリカの 400 を超える湿地で実施された市民科

学者による真夏と真冬の水鳥センサス 

 

スペイン 

ドニャーナ国立公園沿岸で実施された鳥類センサス 

公開者：ドナーニャ生物学研究ステーション(CSIC) 

総記録件数：888 

ドナーニャ生物学研究ステーションがトランセクト

法を用いてカウントした沿岸の鳥類のデータ 

注：サンプリングイベントデータセット 

 

ペリットサンプル内の哺乳類 

公開者：ナバラ大学 動物学博物館 

総記録件数：73,574 

フクロウのペリットから収集された小型哺乳類 36 種

の標本 

 

BrioCAT：カタルーニャの苔類 

公開者：カタルーニャ生物多様性データベース 

総記録件数：33,318 

カタルーニャ生物多様性データバンクに所蔵された

コケ植物の観察記録 

 

米国 

藻類のカルチャーコレクション 

公開者：テキサス大学オースティン校が所蔵する藻類

のカルチャーコレクション 

総記録件数：2,813 

生きた藻類のカルチャーコレクション（1920年代～）。

微小な細胞、土壌および淡水から得られた繊維体また

は群体藻類が含まれる。 

 

LACM 昆虫学コレクション 

公開者：ロサンゼルス郡自然史博物館 

総記録件数：184,364 

主に北・南米で収集されたタイコバエのコレクション 
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イリノイ州博物館所蔵の標本 

公開者：イリノイ州博物館 

総記録件数：28,784 

爬虫類と両生類、サメ、ヤツメウナギと硬骨魚、鳥
類、哺乳類の標本。同博物館のコレクションに所蔵
される標本であって、中西部に生息する種を多く
含む。 

 

ハエ（Afrotropical Mydidae） 

公開者：国立自然史博物館、スミソニアン博物館 

総記録件数：1,754 

Manual of Afrotropical Dipteraに含めるためのコ
レ ク シ ョ ン デ ー タ か ら 編 集 さ れ た ハ エ
（Afrotropical Mydas 種）の出現記録  

 

北米のマルハナバチの記録 

公開者：ZooKeys 

総記録件数：10,211 

全米 50 州のうち 41 州で実施された、授粉媒介者
としてのミツバチの状況を記録するための調査で
得られたデータ 

 

 

ウズベキスタン 

フェルガナ盆地の地中植物類 

公開者：ウズベキスタン科学アカデミー動植物遺
伝子保存機関 

総記録件数：1,201 

ウズベキスタン東部のフェルガナ盆地で収集され
た 9 科、210 種の単子葉植物の地中植物類の観察
記録 

注：ウズベキスタンが公開した初めてのデータセット 

 

今後の予定 

データ公開ワークショップ 1 

2016 年 3 月 31 日～4 月 1 日、タマタブ、マダガス

カル 

 

データ公開ワークショップ 2 

2016 年 4 月 4～5 日、マハザンガ、マダガスカル 

 

第 8 回ヨーロッパノードミーティング 

2016 年 4 月 19～21 日、リスボン、ポルトガル 

 

第 20 回科学技術助言補助機関会合 (SBSTTA 20) 

2016 年 4 月 25～30 日、モントリオール、カナダ 

 

ALA サイエンスシンポジウム 2016 

2016 年 5 月 11～13 日、パース、オーストラリア 

 

自然史標本保存学会 (SPNHC) 2016 年会合 

2016 年 6 月 20～25 日、ベルリン、ドイツ 

 

第 2 回生物多様性バイオバンク国際会議 

2016 年 6 月 21～24 日、ベルリン、ドイツ 

 

第 23 回 GBIF 理事会 (GB23) 

2016 年 10 月 24～27 日、ブラジリア、ブラジル 

GBIF本部 
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DK-2100 Copenhagen Ø 

Denmark 
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Fax：+45 35 32 14 80 
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過去の GBits ニュースレター・アーカイブ：  

http://www.gbif.org/newsroom/newsletter 

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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