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序文 
 

GBIF.org に掲げられた「生物多様性データへの自由でオープンなアクセス」
という文言は単なるスローガンではありません。 

 

使用許可を申請せずに誰もが自由にデータに

アクセスできれば、データアクセスに必要な

「取引コスト」は大幅に減ります。研究者は、

複数のデータ提供者と取り決めを交わすこと

なく簡単にデータにアクセスして研究を進め

ることができるのです。研究が仮に行き詰っ

たとしても、失敗のコストはわずかです。な

ぜなら 終的にうまくいかなかったものに対

するデータアクセスに無駄な時間を使わなか

ったからです。研究者を邪魔するものが少な

いほど、データは多岐にわたって利用され革

新的なものになるのです。 

このことは今年度のサイエンスレビューにも

反映されています。誰でも自由にアクセスで

きる GBIF ネットワークの生物多様性データを

使った研究が増えています。2015 年は 57 報、

年率で 17%の増加を見せ、GBIF 経由のデータ

を用いた査読付き論文が毎週 1報ずつ新たに

発表されたことになります。 

世界的な組織にふさわしく、GBIF 経由のデー

タを用いる著者の地理的多様性も拡大してい

ます。著者の所属機関情報に基づく集計では、

中国、メキシコ、スペイン、ブラジル、コロ

ンビアで勤務する研究者が執筆した論文数は、

ドイツ、オーストラリア、フランス、スイス

の研究者による論文数とほとんど同じか、そ

れを越えるほどに増えています。地域ごとの

総数もおおむね同じ傾向をもち、アジア(+44)、

北米(+51)、ラテンアメリカ(+57)の研究者は、

それぞれ数十以上の論文を 2014 年よりも多く

共同執筆しています。EUが出資した「開発の

ための生物多様性情報」プログラム（BID）に

より支援されているデータ可動化プロジェク

トをはじめとして、データ利用のギャップを

埋めるための活動によって、アフリカ、カリ

ブ諸国、環太平洋諸国での利用がさらに活発

化することが期待されています。 

GBIF 経由のデータがよく使われている分野

として種の分布のモデル化がありますが、こ

れはデータの本質を表していると言えます。

種の現在の分布状況を推定し、将来どのよう

に変化するかを予測することこそ、GBIF を

基盤とするサイエンスの重要な成果であり、

侵入種、ヒトの疾患の媒介種、食用作物等の

研究分野において実用的応用に寄与すること

は明らかです。 

GBIF 経由のデータは好奇心に基づく基礎研究

も支えています。生物多様性データのメタ解

析も増加しており、本レビューにも掲載され

ている「生態学的仮説の迅速な検証のための

統合的データセットとコミュニティツール」

（Synthetic datasets and community tools 

for the rapid testing of 

ecological hypotheses）もその一つです。

著者の一人 Miguel Araújo は過去に GBIF の

エビー・ニールセン賞を受賞したことがあり

ます。この論文の要約をここに引用したいと

思います。 

⾃由に閲覧できる⽣態学的データと
そのためのソフトウェアが利⽤しや
すくなることで、情報の迅速な収集
と統合が、あらゆる空間的・分類学
的スケールで可能になりました。こ
れは費⽤効率の⾼い⽅法でマクロ⽣
態学的問題に取り組む機会を与えて
くれるものです。 

言い換えるならば、「生物多様性データへの

自由でオープンなアクセス」によって、これ

まではできなかった方法で多様性の研究が可

能になったということです。ここに集められ

た論文は、オープンデータの恩恵をまさに示

すものです。 

 
ROD PAGE 

委員⻑、 GBIF 科学委員会 
副委員⻑ : Mark Costello, Anders G. Finstad & 

Philippe Grandcolas 
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サイエンスレビュー
とは 
GBIF のサイエンスレビューでは、事務局の
継続的な文献追跡プログラムから得られた年
次概況を報告しています。このプログラムは、
GBIF の世界的インフラを通してアクセスさ
れた生物多様性情報の研究利用及び引用につ
いて調べるものです。以下のページに示すの
は、GBIF の参加者や出版社のネットワーク
により誰でも自由にアクセスできるデータに
よって促進・支援された研究調査に関する査
読付き論文の要約であり、部分的ながらも有
益な情報を提供しています。 

今年は 2 つの新しい表記を導入しました。ま
ず、オープンアクセスの科学論文に a のマー
クを付けました。これは論文を読んでみよう
と思われた読者が学術誌の機関購読を検討す
る際に役立つ実用的な措置であると考えてい
ます。 

また、拡大を続ける文献表に対応するため 

（そして印刷費を削減するため）、GBIF 経 

 

 

 
 

経由のデータを使用した当該年度の文献の総
覧をサイエンスレビュー・ソースブックと
して別に出版しました。gbif.org/science-
review- sourcebook-2016 でご覧いただけま
す。 

前年度と同様に、ここで用いたカテゴリーは、
GBIF 関連研究に興味を持たれた読者が主要な
テーマを検索しやすくすることを意図したもの
です。従って、複数のトピックを扱った論文に
ついても、明瞭化を図るためサイエンスレビュ
ーでは、一つのカテゴリーにのみ含まれていま
す。著者の所在国は論文の著者情報に記載さ
れた所属機関の所在地に基づき、助成情報は
謝辞を参照しました。 

GBIF が見落としている研究利用がありま
したら communication@gbif.org までご連
絡ください。 
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利用と傾向 

GBIF 経由のデータの利用を可視化すると、査読付き論文の発表数だけでなく、

GBIF 経由データを用いた研究論文の著者が所属する機関が存在する国、島嶼、統

治領の数も毎年増え続けていることが分かります。GBIF ネットワークが生物学分

野に関連した科学研究に対して影響を与え、効果をもたらしていく様子がそれぞれ

よく表れています。 
 

 

 

 

GBIF 経由データを利用した査読付き論文の年間発表数 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 



 
2015 年に発表された

査読付き論文において 
GBIF 経由データを用い 
た著者が居住する国／ 

島嶼／統治領 

81

 
 

5 
 
 
 

著者が所属する国／島嶼／統治領ごとの論文数 
 

163 

59 

44 

38 

36 

33 

32 

30 

24 

23 

22 

19 

17 

アメリカ合衆国 

イギリス 

ドイツ  

オーストラリア  

中国 

メキシコ  

スペイン  

ブラジル 

 フランス  

コロンビア  

スイス  

ベルギー 

カナダ

16 オランダ 

15 スウェーデン 

14 チリ• デンマーク • イタリア 

12 ノルウェー 

    

10 南アフリカ 

9 ニュージーランド 

8 オーストリア • インド• ロシア連邦 

7 アルゼンチン 

6   

 

 

 

 

 

 

6 ペルー • ポーランド • ポルトガル • シンガポール 

5 コスタリカ • チェコ共和国• タイ 

4 ベナン • ボリビア• エクアドル • 日本• パナマ • サウジアラビア 

3 イラン• ケニア • パキスタン • 台湾 • エクアドル • ジンバブエ 

2 エストニア • ギリシャ • ハンガリー• アイスランド • インドネシア •  

  イスラエル• ナイジェリア• 韓国 

1 
バハマ • バングラデシュ • ベリーズ • ブルガリア• ブルキナファソ • カメルー 

ン• クロアチア ドミニカ共和国 • 仏領ギアナ • ガーナ • グリーンランド• アイルランド• 
クウェート•ルクセンブルグ•マレーシア • ナミビア • ネパール• オマーン • フィリピン • 

プエルトリコ ルーマニア • ルワンダ• スロベニア • スロバキア• スリナム• ウガン

ダ • ウルグアイ• ベネズエラ 
 

 
  オセアニア

 

GBIF 地域内に居住する 著 

者による論文の数と比率 
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マングローブ林、アンダマン諸島、インド.    ADHIKARI,  TIWARY  &  BARIK  (2015)  潜在的な侵入ホットスポットとしてのアンダマン諸島とイン
ドのマングローブ林の同定(IDENTIFY BOTH THE ANDAMANS AND INDIA’S MANGROVES AS LIKELY INVASION HOTSPOTS.) CC BY‐NC 2007 AMRE https://flic.kr/ 
 
p/3frJfX 

インドの侵入ホットスポット 
a  Adhikari D, Tiwary R & Barik SK (2015) インドにおける 
侵略的外来植物のホットスポットのモデル化 
(Modelling Hotspots for Invasive Alien Plants in India.) PLoS 
ONE 10(7): e0134665. doi:10.1371/journal.pone.0134665 
著者の居住地：インド 

侵略的外来種（IAS）の侵入を制御するためには、
まず侵入に対して脆弱な領域を同定することが必
要です。本研究では生物気候学的データと GBIF に 

 
本研究では米国における 15 種の侵入植物種を調査 
し、発生件数のみに基づくモデルは種の分布に関
して良い指標となるが、個体数に関してはうまく
予測できないという見解について検討しました。
著者は、個体数のデータは種の個体数を予測する
のに効果的であるため、個体数予測には個体数の
調査が必要であると示唆しました。 

基づく発生数データを組み合わせ、インドにおけ 

る 155 種の侵略的外来植物種に対する気候的ニッ
チをモデル化しました。このモデルを用いて気候
への適合性に関するマップを作成し、陸生生態域
と人為的生物群系をこれに重ねました。出来上が 
った「IAS ホットスポット」は、生態域の 50％超
が複数の侵入種に対して気候的に適した領域と重
なる場所を示し、少なくとも 3タイプの人為的生
物群系を含んでいました。これらのホットスポッ
トはインドの 47 生態域中 19 に出現し、西ガーツ
山脈、インドビルマ、東ヒマラヤや他の保護林、
諸島、沿岸のマングローブ林などの主要な生物多
様性ホットスポットと一致していました。 

 

分布 vs 個体数 
Bradley BA (2016) presence-only モデルを用いた個体数 
の予測(Predicting abundance with presence-only models.) 
Landscape Ecology 31(1): 19-30. doi:10.1007/ 
s10980-015-0303-4 
著者の居住地：アメリカ合衆国  

研究費助成：米国農務省、米国食糧農業研究所、 
マサチューセッツ州農業試験場、マサチューセッ 
ツ州環境保全局 

侵入海洋生物種の生息域の予測 
a Byers JE, Smith R, Pringle J et al. (2015) 侵入の拡大：海
洋侵入種の導入以降の時間は地球規模での生息域を
適に予測する(Invasion Expansion: Time since introduction 

best predicts global 
ranges of marine invaders.) Scientific Reports 5: 12436. 
doi:10.1038/srep12436 
著者の居住地：アメリカ合衆国、オーストラリ 
ア、ニュージーランド 

研究費助成：マクォーリー大学、ニューサウス ウ
ェールズ大学、全米科学財団 

侵入海洋生物種の生息域を予測するには、どのよう
な 良の方法があるのでしょうか？本研究では も
シンプルな答えを提示しています。それは、「侵入
種が導入されてからの時間」です。研究者らは、オ
ーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国
のいずれかの沿岸海洋侵入無脊椎生物種 138 種につ
いて、特性ならびに環境変数、並びに GBIF 経由の発
生件数のデータベースを編集しました。それぞれの
種の沿岸生息域の全長を推定したところ、生息域の
予測に関しては導入からの時間が も重要な変数で
あることを発見しました。 

侵略的外来種 
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侵入種は生息域を 10 年間あたり平均で約 400km
広げます。しかし、侵入後の時間は侵入が起こっ
てからしか測れないため、この計算は侵入の防止
や制御には役立ちません。したがって、 良の侵
入防止策が侵入の対象となりやすい地域を特定す
ることが明確に示唆されました。 

本研究では、オーストラリアにおけるあらゆる侵
入植物種を同定し、GBIF に基づく発生数を用い
て「地球の反対側」（イギリスから見たオースト
ラリアとニュージーランド）に導入される前のこ
れらの種の分布をマップしました。導入の目的地
と経路を用いて帰化のパターンを同定したところ、 

 

オーストラリアの全植物相の 12%が帰化されていま
したが、その 1/3 を超える種がたった 2つの科に
属することが示されました。これらの侵入植物種
は主にヨーロッパに起源し（47.4%）、65％は観葉
植物として導入されました。現在では、これらの
帰化植物の 1/3 超が雑草として分類されています。 

植物の起源と利用の観点では総体的に、長期的な
シフトを示す結果となり、ヨーロッパ起源の食糧
として始まり、北アメリカ由来の食糧と観葉植物
を経て、南アフリカ由来の観葉植物と偶生種とい
う流れになっています。このような変化にもかか
わらず、1880 年以降の種の導入は、年におよそ 20
種という一定の速度を保っています。

 

植物の繁殖戦略とニッチ動態 
a Dellinger AS, Essl F, Hojsgaard D et al. (2016) 有性生殖 
と単為生殖顕花植物との間では外来種のニッチ動
態に差異はない(Niche dynamics of alien species do not 
differ among sexual and apomictic flowering plants.) New 
Phytologist 209(3): 1313-1323. doi:10.1111/nph.13694  
著者の居住地：オーストリア、ドイツ、チェコ共
和国 

研究費助成：ドイツ学術協会（DFG）、オーストリア
科学基金（FWF）、植物多様性総合センター 
(PLADIAS)中核的研究拠点、チェコ科学財団、チェコ 
科学アカデミー 

本研究では、多くの侵入植物種で共通してみられ

るニッチ分化（ニッチシフト）の機構を理解する

ため、繁殖戦略の違いが個々の外来植物のニッチ

拡大能力に影響するかを検討しました。GBIF に基

づく発生数データと気候データを用いて、有性生

殖を行なう 13 種の顕花植物のニッチ動態をモデル

化し、これを無性生殖顕花植物と比較しました。

対応する植物は、同一の属または連に属します。

驚いたことに、二つの群の間に有意な違いは見出 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WWW.INATURALIST.ORG/PHOTOS/2028647 

されず、有性生殖とこの過程に含まれる遺伝的組 

換えがニッチ動態により顕著な変化をもたらすだ
ろうという仮定は支持されませんでした。本研究
の結果では、適応進化がニッチ動態の主要な原動
力ではないことが示されたのです。 

種分布モデルの移転可能性の評価 
a Fernández M & Hamilton H (2015) ) 侵入種を事例研究に用
いた生態的ニッチの移転可能性(Ecological niche 
transferability using invasive species as a case study.) PLoS 
ONE 10(3): e0119891. doi:10.1371/journal.pone.0119891 
著者の居住地：アメリカ合衆国 

 研究費助成：Russell  E. Train 自然教育研究奨励基金 

グローバリゼーションは種の帰化を増加 
させるのか？ 

Dodd AJ, Burgman MA, McCarthy MA & Ainsworth N (2015) 
オーストラリアにおける植物帰化の変わりゆくパ

ターン (The changing patterns of plant naturalization in 
Australia.) Diversity and Distributions 21(9): 1038-1050. 
doi:10.1111/ddi.12351  

 

著者の居住地：オーストラリア  

研究費助成：オーストラリア研究会議 

侵入種が新しい環境へ拡散することを予想し、これ
に対応することは、種の分布モデルの解析にしばし
ば依存しています。著者らは、種は本来の望ましい
生息地に似た環境に侵入するという、「生態的ニッ
チの移転可能性」の概念に基づいて安易な方法論的
予測をすることが、その一貫性を過度に単純化し、
歪曲させるという事例の記述から始めています。著
者らは、資料が十分にある 13 種の侵入種について、
GBIF経由データと一連の生物気候学的変数を用いて
モデルを構築し、これらの種の本来の生息地と侵入
生息地で観察された分布域を、モデル予測値と比較
しました。結果は侵入種の多様な反応を浮き彫りに
し、生態的ニッチの移転可能性は領域内での種間相
互作用のダイナミクスに大きく依存することを概ね、
示唆しました。この知見は、侵入後の管理対策の指 

侵
入

種
 



 

 
 

8 
 
 

 
針となるニッチ移転可能性モデルの価値に関心を
向けさせるとともに、予防的コントロールの重要
性を強調しています。 

 

本研究はイギリス、フランス、ベルギー、オラン 

  ダをはじめとするヨーロッパの一部に焦点を当て、 

侵入水生生物種(に関するデータ)の収集
と共有 
a Fuller P & Neilson ME (2015) 米地質調査所の非在来 
水生生物種データベース：アメリカ合衆国に導入 
された水生生物種の 30 年を超える追跡調査（継
続中）(The U.S. Geological Survey’s Nonindigenous Aquatic 
Species Database: over thirty years of tracking introduced 
aquatic species in the United States 
(and counting).) Management of Biological Invasions 6(2): 
159-170. doi:10.3391/mbi.2015.6.2.06 
著者の居住地：アメリカ合衆国 
研究費助成：米地質調査所、米国魚類野生生物 
局、米環境保護庁、米国海洋大気庁 

米地質調査所の非在来水生生物種(NAS)プログラ
ムは、1980 年代以降アメリカ合衆国に侵入した外
来淡水生物の発生を監視、記録、解析しています。
GBIF ネットワークの 12,000 件のデータを含め、
様々な情報源から記録が収集され、全て公的 

侵入種による地球規模の分布に係る環境的および
人為的要因の影響を調査しました。著者らは GBIF
経由データと気候データ、地球物理学的変数、そ
してヒトの足跡のプロキシとしての 5 つの人為的
変数を用いて、72 種の侵入種（陸生動植物、淡水
性および海洋性生物）に関する種分布モデル
(SDM)を創出しました。その結果、温度が も重
要な総体的因子であり、これにより陸生及び淡水
生生物種の分布の約半数について説明できること
が示されました。しかし、港や道路への近さ等に
よって推定されたヒトの足跡の指標は、分布の
1/4 をも占めていました。全てのモデルは一貫し
てヒトの生息場所利用と相関関係を示し、主要な
港に近い都市部を潜在的な侵入のホットスポット
として同定しました。 

にアクセスが可能なオンライン・データベース 
(http://nas.er.usgs.gov)に収録されています。
利用者は州、時間的範囲、あるいは他の変数ごと
に種を検索、表示、マッピングできます。このデ
ータベースは多くの研究に使用され、分布地図は
多数の出版物や報道機関に登場しています。USGS
は NAS データベースの 260,000 件の記録を
GBIF.org 上でデータセットとして公開していま 
す(doi:10.15468/ijccz9 を参照ください)。 

侵入種はいつまで経っても侵入種であるの 
か？ 

Gallien L, Saladin B, Boucher FC, Richardson DM & 
Zimmermann NE (2016) 歴史的生物地理学の遺産はマ
ツにおける現在の侵入性を形成するのか？(Does the 
legacy of historical biogeography shape current invasiveness 
in pines?) New Phytologist 209(3): 1096-1105. doi:10.1111/ 

   nph.13700 
著者の居住地： スイス、南アフリカ 

研究費助成：南アフリカ国立研究基金、スイス科学財団 
長期にわたる種の歴史は現在の侵入性とどのような関わりが
あるのでしょうか？本研究では も研究の進んだ侵入性クレ
ードの一つであるマツ属を詳細に調査することで、この疑問
に答えようとしました。著者らはまず、属全体の系統樹を新
たに作製し、GBIF 経由の発生データと他のデータに基づくマ
ツ属の分布データを用いて、全てのマツ種の生物地理学的な
変遷記録を作成しました。著者らは、非侵入性のマツに比べ
て侵入性のマツは、過去により多くの地域にコロニーを作る
傾向を有した系統に属することを見出しました。しかし、コ
ロニー形成の歴史と侵入性は、いかなる特異的な形態学的特
性とも相関を示しませんでした。例えば、侵入種が非侵入種
より極端な気候に対して耐性が高いことを示す証拠もありま
せんでした。むしろ、生物地理学的領域をより大きく拡げた
系統が、より速くニッチ進化を遂げたことを示したのです。 
 

 
影響するか？ 
a Gallardo B, Zieritz A & Aldridge DC (2015) 陸生、淡水
性、海洋性侵入種による地球規模の分布の形成に
におけるヒトの足脚との重要性 

ヨーロッパアカマツ(PINUS SYLVESTRIS). CC BY‐SA 2015 
SHINYPHOTOSCOTLAND     https://flic.kr/p/ruCxnx 

 

 

PLoS ONE 10(5): e0125801. 
doi:10.1371/journal.pone.0125801  

著者の居住地：イギリス、スペイン 

研究費助成：欧州連合、Spanish 
Ministerio de Economía y Competitividad 
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異なる遺伝子、異なるニッチ 
a Januario SM, Estay SA, Labra FA & Lima M (2015) 南アメ
リカ沿岸温帯地域周辺の被嚢類カタユウレイボヤ
の潜在的侵入性を評価するための環境適応性と集
団存在量の組み合わせ(Combining environmental 
suitability and population abundances to evaluate the 
invasive potential 
of the tunicate Ciona intestinalis along the temperate South 
American coast.) PeerJ 3: e1357. doi:10.7717/peerj.1357 

著者の居住地：チリ 

研究費助成：FONDECYT; CONICYT 

カタユウレイボヤ（Ciona intestinalis）は高度
に適応した侵入性の海洋性無脊椎動物で、北欧起
源ですが、世界中に広まっています。
C.intestinalis として知られる遺伝的複合体は、
少なくとも二つの異なる種に相当することが 近
発見されました。チリではホヤは国土の北部に限
定されていますが、いずれは南部の水産養殖の重
要拠点にまで広がるかもしれません。著者らは
GBIF に基づく発生数と気候データを用いて生態的
ニッチをモデル化し、中部と南部の両地域にホヤ
に適した生息域を発見しました。モデルを検証す
るためのフィールドサンプリングを行ったところ、
チリの南部は既にホヤに侵入されていることがわ
かりました。これらは C.intestinalis とは遺伝的
に異なる亜種であるばかりでなく、環境志向性も
異なることが示されました。 

 

 
 

世界中の帰化植物の追跡 

van Kleunen M, Dawson W, Essl F et al. (2015). 非自生植物 
の世界的な交換と蓄積(Global exchange and 
accumulation of non-native plants.) Nature 525(7567): 
100-103.    doi:10.1038/nature14910  
著者の居住地：ドイツ、オーストラリア、チェコ
共和国、アメリカ合衆国、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  
研究費助成：ドイツ研究振興協会、オーストリア 
気候エネルギー基金、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、Flora de Guinea Ecuatorial、キング・
サウード大学 

本研究では新規データベースである地球規模帰化
外来植物相(GloNAF)由来のデータと GBIF に基づく
発生データを組み合わせて、帰化植物種の世界全
体への拡散と分布を同定し定量化することを試み
ました。著者らは、地球の陸地表面の 83%をカバ
ーする重複の無い 843 地域における 13,168 種の帰
化維管束植物の解析を行いました。大陸ごとの自
生植物種数を決定し、全ての既知の帰化維管束植
物の少なくとも 3.9%が、本来の自生生息域の外部
で帰化していることを発見しました。他の大陸か
ら移動してきた帰化植物が も多かった地域はオ
ーストラリアと太平洋諸島で、主要な供給地は 

温帯地域のヨーロッパとアジアでした。本研究に 

より、植物の侵入は全体として旧世界から新世界
への移動というよりはむしろ、北半球から南半球
への移動現象であることが示唆されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ブタクサ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA). CC BY‐NC‐SA 2014 
DENDROICA CERULEA https://flic.kr/p/oLiKdK 

 
 

ブタクサの分布 

Leiblein-Wild MC, Steinkamp J, Hickler T & Tackenberg O 
(2016)  生理学的モデルを伴うブタクサの潜在
的分布、純一次生産量及び生物気候学のモデル
化 (Modelling the potential distribution, net primary  
production and phenology of common ragweed with a 
physiological model.) Journal of Biogeography 43(3): 544- 

554. doi:10.1111/jbi.12646 
著者の居住地：ドイツ  

研究費助成：ヘッセン州高等教育研究芸術省 

ブタクサ(Ambrosia artemisiifolia L.)は侵入種
で、ヒトの 10％～20％にアレルギー反応を生じさ
せるため、公衆衛生上の大きな問題となっていま
す。本研究による生理学的モデルはうまく機能し、
この植物の潜在的分布が、本来の生息地である北
米と侵入生息地であるヨーロッパでの GBIF 経由発
生データとよく対応していました。しかし、花粉
放出の量と時期の推定が改善されたこともあり、
このモデルにより予測されるブタクサの潜在的生
息域は、現在観察されている生息域より大きなも
のとなっています。 
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密航する侵入種 
Leidenberger S, Obst M, Kulawik R et al. (2015) 非在来海洋 
生物種のリスク評価の成分としての生態的ニッチ 
モデル化の潜在的能力評価(Evaluating the potential of 
ecological niche modelling as a component in 
marine non-indigenous species risk assessments.) Marine 
Pollution Bulletin: 97(1-2): 470-87. doi:10.1016/ 
j.marpolbul.2015.04.033 
著者の居住地：スウェーデン、ドイツ、イギリス 
研究費助成：スウェーデン研究評議会、欧州連合 

世界中で約 10,000 種の海洋生物は、貨物船のバ
ラスト水を経由して輸送されています。本研究で
は 22,550 件の GBIF 経由発生データを用いて、18
の非在来種(NIS)の航路沿いでの拡散を予測し、
バルト海と北東大西洋をこれらの種の潜在的な生
息域として適したものにする要因を検討しました。
61％の種に対しては温度と海氷濃度が生息地適合
性を決定する一方、驚いたことに塩分濃度は 11％
を占めるにすぎないことがわかりました。この発
見は、バラスト水交換の NIS リスク評価において
塩分濃度が標準的なパラメーターである現在の慣
行に異議を唱えるものでした。また、この研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アオガエル(LITHOBATES CLAMITANS). CC BY-NC 2013 REIGH LEBLANC 
https://flic.kr/p/gf4GLV 

によりバルト海の浅瀬地帯が潜在的な NIS ホット   

スポットであることが同定され、そこでのバラス
ト水交換を避ける必要があることが示され、NIS
拡散リスク低減のためには、「コールドスポット」
である北海中央部でバラスト水排出を行うことが
適切であることが指摘されました。 

 

 

水族館の侵入種 
Mendoza R, Luna S & Aguilera C (2015) メキシコでの観賞 
魚貿易のリスク評価：淡水種の解析と FISK(魚類
侵 入性スクリーニングキット)の有効性(Risk 
assessment of the ornamental fish trade in Mexico: analysis 
of freshwater species and effectiveness of the FISK (Fish 
Invasiveness Screening Kit).) Biological Invasions 17(12): 
3491-3502.  doi:10.1007/s10530-015-0973-5 
著者の居住地：メキシコ  

研究費助成：メキシコ国立水産研究所、
Universidad 
Autonoma de Nuevo Leon 

年間 5,000 種を超える 10 億匹もの観賞魚が世界中
で取引されています。メキシコでは在来魚の絶滅
の 60％に非在来魚の存在が関わっているため、本
研究では危険性の高い観賞魚を同定し、将来の侵
入を防ぐことを試みました。 著者らは GBIF 経由発
生データと他のデータを用いて、魚類侵入性スク
リーニングキット（FISK）と名付けられたリスク
解析方法を調整し、水族館の淡水魚 368 種の解析
を行いました。この解析により上位 30 種の侵入種
が同定され、うち 17 種は高リスク侵入種に分類さ
れました。本研究により、政策立案者への進言、
監視プログラムの実施、貿易業者やペットショッ
プ経営者らへの教育を行うために、高リスク侵入
種を同定することの重要性が強調されました。 

 

 

侵入の予測因子は気候だけではない 
Murray RG, Popescu VD, Palen WJ & Govindarajulu P 
(2015)  まばらに分布する種の侵入を予測するための
生態的ニッチモデルと占有モデルの相対的能力
(Relative performance of ecological niche and occupancy 
models for predicting invasions by patchily-distributed 
species.) Biological Invasions 17(9): 
2691-2706.   doi:10.1007/s10530-015-0906-3 
著者の居住地：カナダ  

研究費助成：生息環境保護信託財団、自然科学技術
研究評議会 

本研究ではカナダのブリティッシュコロンビアの湿地帯
に生息する 2 種の無尾類侵入種を調査し、占有モデルと
生態的ニッチモデル（ENMs）による侵入範囲の予測能力
を評価しました。著者らはアオガエル(Lithobates 
clamitans)とアメリカアカガエル (Lithobates 
catesbeianus)の GBIF 経由発生データを用いて分布モデル
を構築し、占有モデルと比較しました。その結果、ENMs
はアオガエルの様な気候依存的な種の侵入範囲の予測に
優れているものの、アメリカアカガエルのような生息地
特異性の高い種の予測に関しては、占有モデルに比べて
信頼性に劣ることを発見しました。著者らは、侵入種の
発生予測に気候データが役立つことを認めつつ、それだ
けでは全体像は掴み得ないと結論付けました。 
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近い親戚はより優れた侵入者 

Park DS & Potter D (2015). 近親者はなぜ好ましくない隣 
人になるのか：アザミ連でのニッチ志向性と散布 
における系統発生的な保守主義はダーウィンの帰 
化仮説の反証となる(Why close relatives make bad 

 
 

未来の気候シナリオに基づき作成されたモデルに
より、これらの地域は侵入に対して更に脆弱にな
ることが予測され、インドはこの有害な生物種を
制御する必要があることが強調されました。 

neighbours: phylogenetic conservatism in niche preferences    
and dispersal disproves Darwin’s naturalization hypothesis in 
the thistle tribe.) Molecular Ecology 24(12): 3181-3193. 
doi:10.1111/mec.13227 
著者の居住地：アメリカ合衆国 

研究費助成：全米科学財団 

アメリカ合衆国で帰化した外来植物の数は、他の
生物群の帰化数をはるかに上回ります。このアザ
ミ連アザミの研究では、GBIF 経由発生データを用
いてカリフォルニア州植物郡における非在来種の
生態的ニッチをモデル化しました。結果は、在来
種に対して近縁であるほど、導入されたアザミは
より侵入的であることを示しました。また、成功
した侵入種のニッチの重複度が、非在来種より在
来種に対してより高いことも示されました。この
研究では散布特性も調査し、非侵入性のアザミと
比べて侵入性アザミの棘は長く、種子は短く軽い
ことがわかりました。本研究の結論はダーウィン
の帰化仮説に反論を唱えるものであり、在来種に
近縁の侵入種は不利な立場には無いとする見解を
支持するものでした。 

  

ヘビの話：バレアレス諸島に導入された 
ヘビの侵入リスクの評価 

a Silva-Rocha I, Salvi D, Sillero N, Mateo JA & Carretero MA 
(2015)  バレアレス諸島のヘビ：自然の生物多様性の 
保全に影響する侵入の話(Snakes on the Balearic islands: 
an invasion tale with implications for native biodiversity 
conservation.) PLoS ONE 10(4): e0121026. doi:10.1371/ 
journal.pone.0121026 

著者の居住地： ポルトガル、スペイン  

研究費助成：Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 

バレアレス諸島とヒトとの関わりにおける波乱万
丈の歴史は、無数の生物学的侵入の機会をもたら
してきましたが、本研究では 近起こった次の 4
種の侵入に焦点を絞りました。バテイレーサー
(Hemorrhois  hippocrepis)、モンペリエヘビ (Malpolon 
monspessulanus)、ナミヘビ/false smooth snake 
(Macroprotodon mauritanicus)、そしてハシゴヘビ 
(Rhinechis scalaris)です。 

  著者らは組織標本のミトコンドリア DNA を解析し、 
カタツムリの歩みの様な侵入 
a Rekha Sarma R, Munsi M & Neelavara Ananthram A (2015)  
インドにおけるアフリカマイマイ(Achatina fulica 
Férussac, 1821: Achatinidae)の侵入リスクに対する
気候変化の影響(Effect of Climate Change on Invasion 
Risk of Giant African Snail (Achatina fulica 
Férussac, 1821: Achatinidae) in India.) PLoS ONE 10(11): 
e0143724.  doi:10.1371/journal.   pone.0143724  
著者の居住地：インド  

研究費助成：インド科学技術省 

本研究では GBIF 経由発生データを用いて、世界
で 悪の侵入種の一つと見なされているアフリカ
マイマイ(Achatina fulica)のインドにおける
現在と未来のパターンをマッピングする生態的ニ
ッチモデルを作成しました。アフリカマイマイは
東アフリカを起源とし、50 の植物種を摂食して、
通常、在来のカタツムリを脅かして、ヒトの疾病
の原因となる病原体を媒介します。インドの国土
の 60％が侵入の危機にさらされ、本研究ではイ
ンド西部、インド半島の一部、およびインド東部
の 3地域が高リスクの侵入ホットスポットとして
見出されました。 

 

ヘビの起源と侵入の経路を同定しました。そして主に
GBIF 経由データを用いて、それぞれの種の本来の分布を
特定し、地中海諸島における現在と未来の生息地適合性
を推測しました。分子学的解析と生態学的解析とを組み
合わせることによって、それぞれの侵入がオリーブ樹木
の苗床の交換のみに起因すること、そして気候変化が既
に広く拡散した外来種の状況を加速させる可能性がある
ことが示唆されました。 
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スリナムチェリー(EUGENIA  UNIFLORA) 
を食べるアフリカマイマイ (ACHATINA 
FULICA) CC BY 2015 SCOT NELSON https:// 

flic.kr/p/rvqRjC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
 
 
 

雑草リスク評価法の評価 

a Smith L, Tekiela D & Barney J (2015) バイオ燃料の侵 

入性の予測：作物と雑草の相対比較(Predicting biofuel 
invasiveness: a relative comparison to crops and weeds.) 
Invasive Plant Science and Management 8(3): 323-333. 
doi:10.1614/IPSM-D-15-00001.1 
著者の居住地：アメリカ合衆国 

関係機関は非在来植物種の導入を検討する際に、
しばしば雑草リスク評価（WRAs）に頼って、侵入
性の潜在力を決定します。用いられるパラメータ
ーやモデルの制限は国によって異なりますが、本
研究では 40 種の作物と侵入種を用いて、アメリ
カ合衆国およびオーストラリアで使用される
WRAs を比較しました。モデルはいずれも雑草を
作物と区別するのに失敗し、オオムギ、イネ、セ
イヨウアブラナ、アルファルファなどの主要作物
を高リスクと判定しました。一方のモデルでは、
ライ麦が、米国南東部の恐るべき侵入種であるク
ズよりも高リスクであると採点されました。本研
究の結果は WRA の深刻な脆弱性を明らかにし、こ
れらのモデルを使用する際の注意を喚起するもの
でした。著者らは、侵入リスクを評価する際には、
補足法として圃場試験のような追加的なスクリー
ニング行うよう示唆しています。 

バラスト水による北極圏侵略の脅威 

a Ware C, Berge J, Jelmert A et al. (2016) 温暖化しつつ 

ある北極圏における船舶による生物学的導入のリ 

スク(Biological introduction risks from shipping in a 
warming Arctic.) Journal of Applied Ecology 53: 340-349. 
doi:10.1111/1365-2664.12566 
著者の居住地：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  

研究費助成：トロムソ大学博物館、スバールバル 
大学センター、スバールバル環境保全基金、Fram 
センター、ノルウェー極地研究所、ノルウェー外 
務省 

船舶はバラスト水の中にいる無数の海洋生物を世
界中に運んでおり、バラスト水の交換時に、生育
に適した地域で侵入種となる外来種が持ち込まれ
る可能性があります。本研究ではノルウェーのス
バールバル諸島に寄港する 8隻の外国船のバラス
ト水を調査し、運搬された生物の形態学的および
分子学的解析を行いました。同定された種の地球
規模での分布に関する情報を GBIF 経由データから
得て、それを気候データと組み合わせて、スバー
ルバル諸島周辺の生育に適したニッチの有無を予
測しました。結果は、23 種中 1種のみが潜在的に
侵入性であること、そして 6種は将来の気候シナ
リオによって、侵入性が増加する可能性があるこ
とを示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノルウェー極北のスバールバルの海, CC BY‐NC‐ND 2014 NEIL MORALEE HTTPS://FLIC.KR/P/M9JGQC 
 

 
ここに引⽤された全ての侵略的外来種はサイエンスレビュー・ソースブックの p.4 をご覧ください。
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ヘラコウモリ（PLATYRRHINUS LINEATUS,） CC BY‐SA 2010 

DESMODUS 
HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/   WIKI/FILE:PLATYRRHINUS.JPG 

 

ブラジルのセラードのコウモリに対する 
気候変動の影響 

 

a Aguiar LMS, Bernard B, Ribeiro V, Machado RB & Jones G    
(2016)  留まるべきか、去るべきか？：新熱帯区サバ 
ンナに生息するコウモリの未来に及ぼす気候変動の

影響 

(Should I stay or should I go? Climate change effects on the 
future of Neotropical savannah bats. ) 
Global Ecology and Conservation 5: 22-33. doi:10.1016/j. 
gecco.2015.11.011 
著者の居住地：ブラジル、イギリス 
研究費助成：CNPq 

セラード生物群系として知られる熱帯性の生態地域 
は、ブラジルのほぼ 1／4に当たる 200 万平方キロ 
メートルにも及ぶ面積を占めています。また、世界
で も生物多様性に富むサバンナであり、多くのコ
ウモリを含め、250 種を超える哺乳動物の生息地と
なっています。本研究で、著者らは 13,000 件を超 

える GBIF 経由記録を現在と未来の気候データと統
合し、セラードに生息する 116 種のコウモリの分布
モデルを作成しました。結果として、36 種のコウ
モリは、生息に適した新天地に移住しない限り、気
候変動によって生息適地の 80％超を失う可能性が
示唆されました。一方で、セラードのコウモリが生
息に適した新天地に移住した場合、2/3 は 20％を下
回る生息地を失うだけで済みます。これらのモデル
は全体として、将来の生息地が主に南東に、平均
281km 移動することを予測しました。 

 
 

アラスカの保全計画に通告する予測 

a Baltensperger AP & Huettmann F (2015) アラスカに生息
する小型哺乳類の分布と変貌する未来の環境におけ
る生物多様性について予測したシフト(Predicted Shifts 
in Small Mammal Distributions and Biodiversity in the Altered 
Future Environment of Alaska: An Open Access Data and 
Machine Learning Perspective.) PLoS ONE 10(7): e0132054. 
 

 

気候変動はすでに鳥類に影響を及ぼしてい 
る可能性がある Bateman BL, Pidgeon AM, Radeloff VC 
et al (2015) アメリカ合衆国における過去の気候変動
のペース vs 潜在的な鳥類の分布と土地利用 (The 
pace of past climate change vs. potential bird distributions and 
land use in the United States.) Global Change Biology. 
doi:10.1111/gcb.13154  
著者の居住地：アメリカ合衆国、オーストラリア 
研究費助成：米航空宇宙局、ジェームズクック大学 

著者らは、地続きのアメリカ合衆国（アラスカと 
ハワイを除く）における 285 種の陸鳥に関して、60
年に及ぶ GBIF 経由発生データを解析しました。500
万件を超える記録を同時期の天候状況データと相互
参照し、気候変動が繁殖鳥の分布にどのように影響
するかを予測するモデルを作成しました。その結果、
分布は年平均 1.27km の速さで移動すると予測され、
これは地球規模での推定の 2 倍でした。驚いたこと
に、このような移動は北方だけでなく、27.4％の陸
鳥種が西方に移動すると予測されました。長期の変
動には平均気温が も重要な因子でしたが、短期間
降水量と極限状況も多くの種に影響を与えていまし
た。中西部と東部において種の豊かさが増加するこ
とが予測されましたが、それは人為的土地開発が続
くこれらの地域が将来、鳥類の生息を維持できるか
どうかにかかっています。 
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Institute pour la Conservation des Ecosystèmes 
Tropicaux、熱帯環境保全研究所、マダガスカル生物
多様性パートナーシップ 
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ユーカリの運命の行方 
a Booth TH, Broadhurst L, Pinkard E et al. (2015) 天然林と 
気候変動：ユーカリから学ぶ教訓(Native forests and 
climate change: Lessons from eucalypts.) Forest Ecology and 
Management 347:18-29. doi:10.1016/j. foreco.2015.03.002 
著者の居住地：オーストラリア 

研究費助成：CSIRO 

このレビューでは、オーストラリアにおける天然
のユーカリ群生に及ぼす気候変動の潜在的影響を
解析しました。ユーカリ属（Eucalyptus）は 100
種あり、20 世紀初頭以来、絶滅種と記載された種
はありませんが、現在 50 種が危急種または絶滅危
惧種と考えられています。ユーカリのような樹木
は気候変動により、進化や消失の可能性が低くな
るため、ユーカリの未来を把握するには、新たな
気候条件に対する耐性能力を予測することが重要
です。 

著者らは無数の研究を解析するとともに、GBIF を 
経由してアクセスした地球規模の発生データを、
自然分布だけでなく気候適応性の重要性も考慮し 

気候と土地被覆の変化は単独または複合で、生物
種が豊富な島国であるマダガスカルのような熱帯
環境でにおいて、陸生植物コミュニティーを再形
成させる潜在的な能力を持っています。変化に関
するこれら二つの主要な推進力における単独効果
と複合効果を識別するため、著者らはマダガスカ
ルの 828 属、2,186 種の植物の GBIF 経由データに
基づいて、種の豊かさの将来的なシフトをモデル
化しました。そして、国内の主要な生態地域と標
高毎の変化を定量化しました。 

その結果、気候と土地被覆のシフトは種の豊かさ 
と多様性に大規模な影響を与え、地域によっては 
プラスになるという不均質な効果が示されました。
懸念事項として、マダガスカルにある 4 つの主要
な山脈の高地に生息するエリコイドの茂みは固有
性が高く、これがいかなるシナリオにおいても極
めて脆弱であることが一貫して示されました。 

た BIOCLIM と MAXENT のモデルを用いて解析しま   

した。著者らは、変動しつつある気候が種の相互 
作用、害虫、疾患の予測を極めて困難にすると結 
論付けました。 

オーストラリアに生息するスキンクの脆弱性 
Cabrelli AL & Hughes L (2015) オーストラリアに生息す
るスキンクの気候変動に対する脆弱性の評価 
(Assessing the vulnerability of Australian skinks to climate 
change.) Climatic 

   Change 130(2): 
 

マダガスカルにおける植物の豊かさと 
多様性の変化の予測 

a Brown KA, Parks KE, Bethell CA, Johnson SE & Mulligan M 
(2015)  マダガスカルにおける植物多様性パターン 
の予測：生物多様性ホットスポットにおける気候 
と土地被覆の変化の影響の検討(Predicting plant 
diversity patterns in Madagascar: understanding the effects 
of climate and land cover change in a biodiversity hotspot.) 
PLoS ONE 10(4): e0122721. 
doi:10.1371/journal.pone.0122721  
著者の居住地：イギリス、カナダ  

研究費助成：マダガスカル国立公園、Madagascar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

マツカサトカゲ(TILIQUA RUGOSA). CC BY‐NC 2015 JOHN SULLIVAN 
HTTP://WWW.INATURALIST.ORG/PHOTOS/2664222 

 

223-233. doi:10.1007/s10584-015-1358-6 
著者の居住地：オーストラリア  

研究費助成：マクォーリー大学 

本研究は、事例研究の対象としてオーストラリアに
生息するスキンクを用いて、環境ニッチモデルによ
る予測と脆弱性の指標を統合させ、気候変動に対す
る種の脆弱性を評価するためのフレームワークを紹
介しました。スキンクはオーストラリアで 大の規
模の爬虫類群を形成し、およそ 400 種もの生物が属
しています。著者らは、70％を超えるスキンクの生
息地が 2050 年までに縮小し、21 種に至っては全て
の生息適地を失うことを予測しました。しかし、著
者らは全体的な脆弱性を評価し、生息地を失うと予
測された多くの種が同時に環境変化に対して非常に
優れた回復力を示す特性を有することを発見しまし
た。生息地消失の影響の少ない他の種はそのような
特性を欠き、実際は絶滅の危機に瀕する可能性が高
いかもしれません。ほぼすべての生息地を失い変
化に対する回復力も弱い種が、保全努力の主要な
対象として浮かび上がってきました。 

 
 

太古のオークのうろ 

a Gough LA, Sverdrup-Thygeson A, Milberg P et al. 古木
の特異種は一般種に比べて気候に影響されやす
い (Specialists in ancient trees are more affected by climate 
than generalists.) Ecology and Evolution 5(23): 5632-
5641. doi:10.1002/ece3.1799  

著者の居住地：ノルウェー、イギリス、 

スウェーデン 

研究費助成：ノルウェー環境庁 
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YOUNG        HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/DCYSURFER/6650123517  

ヨーロッパと北米では、古いオークのうろは昆虫の 
生物多様性にとって も重要な生息地の一つです。
古木は無数のカブトムシ種を育んでいます。本研究
では、このコミュニティーに気候変動がどのように
影響するかを調査しました。著者らは 100 ヵ所 300
本のオークのうろを調査し、対象の種を得意腫と一
般種にグループ分けして、GBIF 経由発生データを
用いて、地理学的分布で同定される種をクラスター
化しました。次に、将来の気候シナリオの影響を予
測するモデルを作成したところ、気温と降水量の変
化がカブトムシの特異種に対して一般種よりはるか
に大きな影響を与えることが分かりました。これに
より、気候変動の影響に対応するためには、うろの
あるオークの生息地の減少を食い止めることが重要
であることが示されました。 

マルハナバチと気候変動 
Kerr JT, Pindar A, Galpern P et al. (2015) 大陸を超えたマル 
ハナバチの収斂に対する気候変動の影響(Climate 
change impacts on bumblebees converge across 
continents.) Science 349(6244): 177-180.  doi:10.1126/ 
science.aaa7031 

著者の居住地：カナダ、イギリス、ベルギー、 
ドイツ、アメリカ合衆国 

 研究費助成：カナダ自然科学工学研究会議、     

 オタワ大学 

マルハナバチは、地球規模での生態系サ-ビスの重
要な提供者です。著者らはヨーロッパと北米の 
360,000件を超えるGBIF経由発生記録を用いて、マ
ルハナバチの将来に及ぼす気候変動の影響を評価し
ました。その結果、生息地が南部領域で急激に減少
しながらも、これに相当するような北方への拡大が
ないことを発見しました。これらの変化が防虫剤や
土地利用の変化に関連するか調べたところ、どちら
に対してもマルハナバチの生息域のシフトに関係し
ているという証拠は得られませんでした。この研究
は、気候変動に起因する生息域損失を軽減するには、
マルハナバチのコロニーを新しい領域に移転させる
努力が必要であることを示唆しました。 

 

後退する野ウサギ前線：ウサギ目の動物 
種に対する気候変動の影響 

a Leach K, Kelly R, Cameron A, Montgomery WI & Reid N (2015)  
専門的に検証されたモデルと系統発生学的 に調整
された解析により、ウサギ目の気候変動に対する
反応は、種特性に関係することが示唆される
(Expertly Validated Models and 

   Phylogenetically-Controlled Analysis Suggests Responses to 
スウェーデンの森林における昆虫の蔓延 
Hof AR & Svahlin A (2015) スウェーデンの北方林におけ
る有害昆虫種の地理的分布に及ぼす気候変動の潜在
的影響(The potential effect of climate change on the 
geographical distribution of insect pest species in the Swedish 
boreal forest.) Scandinavian Journal of Forest Research 31(1): 
29-39.   doi:10.1080/02827581.20    15.1052751 
著者の居住地：スウェーデン 

スウェーデンの林産業は毎年、害虫の蔓延により大
きな経済的損失を被っています。気候変動は特定種
の害虫の生息域を増加させる懸念があるため、本研 
究では大発生を起こす恐れのある種の予測を試みま
した。著者らは GBIF 経由発生データを用いて、候
補となった有害昆虫 30 種の 2070 年の潜在的分布モ
デルを作成し、ほぼすべての種で分布域が大きく拡
大することを予測しました。特定の種では地理的分
布域の増加が 90％を超える一方、1種のみはその生
息域が縮小すると予想されました。これらの結果は
気候温暖化の潜在的ストレス要因と相まって、現在
のスウェーデンの木々や森林にとって厳しい展望を
突き付けました。 

Climate Change Are Related to Species Traits in the Order 
Lagomorpha.) PLoS ONE 10(4): e0122267. doi:10.1371/ 
journal.pone.0122267 

著者の居住地：イギリス  

研究費助成：クィーンズ大学ベルファスト 

種分布モデルはしばしば、個々の種の生物気候学 
ニッチに及ぼす気候変動の影響を予測するために 
用いられますが、本研究では、野ウサギ、アナウ
サギ、ナキウサギなどのウサギ目(Lagomorpha)全
体の生物気候学な将来を評価するため、新しいフ
レームワークを用いました。著者らは、主に GBIF
ネットワークに由来する総数 139,000 件の発生デ
ータを用いて、58 種の将来的な分布をモデル化し、
2080 年までに地球上のほぼ 1/3 に相当する地域で、
ウサギ目の生物種が消失することを発見しました。
2100 年までに 3系統すべてが平均して極方向に
1.1°シフトし、標高で 165 メートル上昇します。
島や高地に生息する種は移動する能力が限られて
いるため、より大きな影響に曝されるでしょう。
後に、本研究はウサギ目の将来的な絶滅を予測

し、可能であればこれを阻止するために、ウサギ
目に関する知識のギャップを 小化する必要があ
ることを訴えました。 

気
候

変
動

 



 
 

16 
 
 
 
 

エクアドル、ペルー北東部の海抜 1,400～4,700 メートル 
の雲霧林と高山ツンドラ帯の生態系に限られています。 
研究者たちは GBIF 経由発生データを用いて、エクアドル
におけるヤマバクの分布をモデル化し、将来的な気候 
変化シナリオがその生息地に及ぼす影響を評価しました。
その結果、全般的なパターンとして高地方向へシフトし、
ヤマバク（T. pinchaque）の専有面積が減少し、場合に
よっては生息適地が完全に失われ、人間の活動により危
機がさらに高まることが示されました。この研究では、
かけがえのない自然の生息地を保全する保護地域の指定
における情報提供の重要性が強調されました。 

 

 
オオカバマダラ(DANAUS PLEXIPPUS). CC BY‐NC 2010 EPICNOM https://      
flic.kr/p/8m4uFV 
 

オオカバマダラの未来を予測するための 
トウワタの利用 
a Lemoine NP (2015) 気候変動は宿主のトウワタ属植 
物の生息域拡大を経て、東部移住性オオカバマダ
ラ(Danaus plexippus)の繁殖地の分布を変える
(Climate change may alter breeding ground distributions of 
eastern migratory monarchs 
(Danaus plexippus) via range expansion of Asclepias host 
plants.) PLoS ONE 10(2): e0118614. doi:10.1371/journal. 
pone.0118614 
著者の居住地：アメリカ合衆国 

研究費助成：スミソニアン研究所、フロリダ国際 
大学 

オオカバマダラは、おそらくは北米で も身近な
チョウですが、幼虫期の餌はもっぱらトウワタ植
物(Asclepias  spp.)に依存しています。本研究で
は、宿主植物、ひいてはチョウに対する気候変動
の影響を調査しました。本研究の著者らは、GBIF
ネットワーク由来の記録を含む 24,000 件の発生デ
ータと気候予測を組み合わせて、アメリカ東部の
トウワタとオオカバマダラの将来の分布をモデル
化し、トウワタの生息適地が北にシフトすること
を示しました。オオカバマダラがこれに続くのか
は不明です。遺伝を含めて多くの要因が彼らの渡
りのパターンを制御しますが、この植生のシフト
が渡りの距離の延長に繋がり、オオカバマダラに
悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

温度の上昇に対処できる海洋生物種とは？ 

Stuart-Smith RD, Edgar GJ, Barrett NS, Kininmonth SJ & Bates 
AE (2015) 世界の海洋動物相における熱的バイアス 
と温暖化に対する脆弱性(Thermal biases and 
vulnerability to warming in the world’s marine fauna.) Nature 
528:  88-92.  doi:10.1038/nature16144  

著者の居住地：オーストラリア、スウェーデン、
イギリス 

研究費助成：オーストラリア研究評議会、南極海 
洋研究所、海洋生物多様性ハブ、Ian Potter 財団、
CoastWest、米国地理学協会、コンサーベー ショ
ン・インターナショナル、インドネシア野生動物
保護協会、ウィンストン・チャーチル記念信託基
金、オーストラリア-アメリカ・フルブライト奨学
基金、ASSEMBLE Marine 

我々は、海洋動物コミュニティーに対する熱の必
要性とバイアスについてどのようなことを理解し
ているのでしょうか？本研究では約 400,000 件に
ものぼる GBIF 経由発生データを用いて、浅瀬の海
洋魚と可動性の大型無脊椎動物を含む 3,900 種の
熱的分布を分析し、モデル化しました。研究者ら
はコミュニティー温度指標（CTIs）を編集し、環
境温度に対する海洋生物コミュニティーの熱的バ
イアスを検査しました。その結果、ほとんどのコ
ミュニティーの CTI は平均海面温度と比較して高
い、または低いかのどちらかであり、大幅に種を 

 
 

一石二鳥：雲霧林の保護によるヤマバク 
の保護 

a Ortega-Andrade HM, Prieto-Torres DA, Gómez-Lora I & 
Lizcano DJ (2015) エクアドルに生息するヤマバク
(Tapirus pinchaque)の分布に関する生態的およ
び地理的解析：将来的な地球温暖化シナリオにお
ける保護地域の重要性(Ecological and geographical 
analysis of the distribution of the mountain 
tapir (Tapirus pinchaque) in Ecuador: importance of 
protected areas in future scenarios of global warming.) PLoS 
ONE  10(3):  e0121137.  doi:10.1371/journal.pone.0121137 
著者の居住地：メキシコ、エクアドル、    
ベネズエラ、スペイン 

研究費助成：エクアドル環境省  

深刻な絶滅の危機にさらされているヤマバク 

(Tapirus  pinchaque)は、その生息がコロンビア、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマバク(TAPIRUS PINCHAQUE),CC BY 2009 DAVID SIFRY 
https://flic.kr/p/6AhWaK 
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失うことなく温度上昇に対応できるコミュニティ

ーが存在する一方で、より大きな脅威にさらされ

たコミュニティーもあることが示唆されました。

この研究では、3か所の生態地域（タイ湾、カリブ

海南西部、ニュージーランドのノース岬）が同定

され、これらの地域で温暖化が進み 2025 年までに

現在生息する種の 50％の上限を超えることが予測

されました。重要な点として、種の消失が も大

きいと予測された地域は温暖化が 大となる地域

ではなく、むしろ熱的バイアス海が も高い地域で

す。 

洋生物種にお海洋温暖化と生息域のシフト 

a Sunday JM, Pecl GT, Frusher S et al. (2015) 種の特性
と気候変動速度が海洋温暖化ホットスポットにお
ける生息域の地理的シフトを説明する(Species 
traits and climate velocity explain geographic range shifts in 
an ocean-warming hotspot.) Ecology Letters 18(9): 944-
53. 
doi:10.1111/ele.12474  
著者の居住地：カナダ、オーストラリア、イギリ 
ス 

研究費助成：オーストラリア海洋科学研究ネット
ワー ク、NSERC、オーストラリア研究評議会、オ
ーストラリア環境研究プログラム、水産研究開発
公社、 マリー・キュリー国際奨学基金、欧州連合 

オーストラリア東部沿岸水域の海流が強まったこ
とで、この領域の気温の上昇が世界平均の 3～4倍
にまで高くなり、多くの生息域拡大が引き起こさ
れています。本研究で研究者たちは、侵入成功に
関する特性が生息域拡大の予測因子となるという
理論を検証しました。地域の 50 種の魚類と 53 種
の無脊椎動物種の GBIF 経由発生データを用いて、
緯度ごとの生息域のサイズを推定しました。また、 

これらの変化と気候データおよび他 5つの特性を

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

絶滅の危険性に及ぼす気候変動の相対的影響は、他の脅威と
比較してどのようなものでしょうか？この研究では、この疑
問に回答するため、GBIF 経由発生データを用いて低山帯熱帯
アンデス高地に固有の樹種 129 種の分布をモデル化し、将来
の気候シナリオで予測しました。その結果、2080 年までに 36
～46 種の集団サイズが絶滅危惧種と見なされる程度にまで縮
小することが示されました。IUCN のレッドリストで考慮され
る他の基準に照らし合わせると、気候変動は絶滅の危険性を
15％増加させ、この発見は気候変動が生物多様性損失の も
重要な原因であるとするこれまでの見解と相反するものでし
た。この研究の結論は、保全戦略の開発時には他の脅威につ
いても考慮する必要があることを強調するものでした。 

解析したところ、気候が生息域シフトの変動を説   
明する割合は 23％であるものの、種の特性を考慮
に入れるとこの寄与率が 2.5 倍に拡大すること、
そして成体の移動能力が高く生息域の緯度範囲が
大きな雑食性動物が も急速に生息域を拡大する
ことを示しました。 

 

 
   
気候変動が生物多様性損失の も重要な 
原因なのか？ 
a Tejedor Garavito N, Newton AC, Golicher D & Oldfield 
S (2015) 低山帯熱帯アンデスにおける樹木腫の絶滅
の危険性に及ぼす気候変動の相対的影響(The 
Relative Impact of Climate Change on the Extinction Risk of 
Tree Species in the Montane Tropical Andes.) PLoS ONE 10(7): 
e0131388.  doi:10.1371/journal.   pone.0131388  
著者の居住地：イギリス  
研究費助成：Bournemouth 大学、Franklinia 財団 

  

大洋を横断して種の交換を可能にする北
極温暖化 

Wisz MS, Broennimann O, Grønkjær P et al. (2015) 北極温暖 

化は大西洋と太平洋の間での魚類の交流を促進する

(Arctic warming will promote Atlantic–Pacific fish interchange.) 
Nature Climate Change 5: 261-265. doi:10.1038/nclimate2500  

著者の居住地：デンマーク、グリーンランド、ス 
イス、フランス 

研究費助成：デンマーク科学技術革新庁、欧州連

合、NAACOS (デンマーク）、カナダ・エクセレン

ス・リサーチ・チェア 

大西洋と太平洋は北東航路と北西航路によって繋
がれていますが、北極圏の不適な環境により二つ
の海洋間の海洋生物相の交流が妨げられてきまし
た。本研究では、GBIF 経由発生データと気候予測
に基づいて魚類 515 種の生態的ニッチモデルを作
成し、種の拡散を将来の気候条件下でシミュレー 
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キンムツ(OPHIODON ELONGATUS), CC BY 2012 ED BIERMAN https://flic.kr/p/dqjMBG 

 
 

ションをしました。 も控えめなシミュレーショ
ンでは、2100 年までに 13 種が太平洋から大西洋
に達し、16 種は逆の方向に移動し、そのほとん
どが北東航路に適切なコースを見つけて移動する
ことが予測されました。このような交換の結果を
予測することは困難ですが、北極圏の温暖化が続
くことから、交換は 2100 年以降も増加すると思
われます。 

 

 

 
 

 

改革の種子：アルバータ州における植物の
生息域の変化 
Zhang J, Nielsen SE, Stolar J, Chen Y & Thuiller W (2015) 北部高
緯度地域における植物種の増減と系統発生的多様性
(Gains and losses of plant species and phylogenetic diversity for 
a northern high-latitude region.) Diversity and Distributions  
21(12):  1441-1454  doi:10.1111/ddi.12365  
著者の居住地：カナダ、デンマーク、フランス  

研究費助成：気候変動排出管理公社、アルバータ州
生物多様性監視研究所、カナダ油砂革新同盟、 欧州
研究委員会、TEEMIO 

本研究で研究者たちは 160,000 件の発生データ 

（27,000 件は GBIF ネットワーク由来）を用いて、カ
ナダのアルバータ州の植物 1,500 種における生態的
ニッチをモデル化しました。将来の気象データを併
用して分析したところ、2080 年代までに種の 24％が
生息地の 80％超を失うものの、35％は生息適地を倍
加させると予測しました。

 

しかし、全体としてロッキー山脈を除くほとんどの地
域で、種の豊かさと系統発生的多様性が増加すること
を予測しました。 

この研究は、保全努力の優先順位を決定する際に種の
進化史の解析が新しい機会を提供することを示唆して
います。 

 
全ての気候変動に関する引⽤はサイエンスレビュー・ソースブックの 7 ページをご覧ください 

気
候

変
動

 



 
19 

 
 
 

 
 

基盤工事：絶滅の危機にある植物種の国
際理解に向けて 

a Brummitt NA, Bachman S, Griffiths-Lee J et al. (2015) レッ
ドゾーンの緑色植物：IUCN により抽出された植物種
のレッドリスト指標の世界的基礎評価(Green Plants 
in the Red: A Baseline Global Assessment for the IUCN 
Sampled Red List Index for Plants.) PLoS ONE 10(8): 
e0135152.     doi:10.1371/journal.pone.0135152  
著者の居住地：イギリス、南アフリカ  

研究費助成：Charles Wolfson 慈善信託、Esmé 
Fairbairn 財団、Rio Tinto、イギリス DEFRA、 
世界収集プログラム、ロンドン自然史博物館、 
キュー王立植物園 

鳥類、哺乳類、両生類や他の生物の保護の支援に 
対しては、それら生物の絶滅危険性に関する世界
的評価が可能ですが、植物種では生物圏において
基盤となる役割を果たしているにもかかわらず、
このような基準が存在しません。本研究で公開さ
れた IUCN のサンプル種のレッドリスト指標は、 
世界中で植物種がどのような脅威に直面している
かを初めて正確に示したものです。 

研究者たちは GBIF 経由記録を含む世界各地の植物 
標本集から収集した標本コレクションを利用して、
これまでに記述された世界の植物種およそ 380,000
種を代表する 5 つの主要植物種に属する 7,000 種
の標本を評価しました。その結果、1/5を超える植
物種がすでに絶滅の危機に瀕し、熱帯地域ではこ
の危険が倍加していると結論付けました。そして
世界はこのような大規模な損失を被る余裕はなく、
現状維持のために総力を結集すべきであると論じ
ました。 

する各ダムの重要性を計算しました。結果は、ウ
ナギが 12 ヵ所のダムを通過できるようにするだ
けで過去の生息域の 40％が回復し、76 ヵ所のダ
ムを改修すると生息域の 80％が回復することを
示しました。 

 
 

 

メソアメリカの森林の保護 

de Albuquerque FS, Benito B, Beier P et al. (2015) メソアメリカ

の過小評価された森林の支援(Supporting underrepresented 
forests in Mesoamerica.) Natureza & Conservação 13(2): 152-158. 
doi:10.1016/j. 
ncon.2015.02.001 
著者の居住地：アメリカ、デンマーク、スペイン 
研究費助成：Fundación  BBVA 

メソアメリカは 5,000 種にも及ぶ固有植物種の宝庫であり、
世界の生物多様性の 8％を占めています。しかし、この地
域の異なるタイプの森林を保全するために、この領域はど
のように保護されているのでしょうか？本研究では
742,000 件の GBIF 経由発生データを用いて、メソアメリカ
の自生樹木 1,224 種の種分布モデルを作成しました。保護
地域にはメソアメリカの森林タイプの約 1/4 が存在します
が、そこには、危機に瀕した乾燥林のわずか 5％しか生育
していないことがわかりました。価値の高い新しい森林保
全地区（FCA）がいくつか同定されましたが、残念な事に
これらの地区は既存の保護区とはほとんど重ならず、FCA
の半分超が保護区域の外部にあり、特にメキシコの乾燥し
た針葉樹林帯とパナマの湿性林帯に見つかりました。研究
者たちは、この研究による発見が地域の保護区ネットワー
クの拡大につながることを願っています。 

 
 

ヨーロッパウナギを救うための歴史的データの利用 
Clavero M & Hermoso V (2015)ヨーロッ
パウナギの回復を計画するための歴
史的データ (Historical data to plan the 
recovery of the European eel.) Journal of 
Applied Ecology 52(4): 
960-968. 
doi:10.1111/1365-2664.12446 
著者の居住地：スペイン、オース 
トラリア 

IUCN レッドリストはヨーロッパ
ウナギ(Anguilla anguilla)を絶
滅危惧種に指定しており、種の激
減の理由としてダム建設による生
息地の制限を挙げています。著者
らは GBIF 経由のデータと 16 世紀
および 19 世紀のスペインの淡水
魚類の記録を用いて、イベリア半
島の現在と歴史的な分布モデルを
作成しました。著者らは分布マッ
プ上に地域のダムを位置づけした
後、ウナギの生息地の回復に寄与 
 ヨーロッパウナギ  (ANGUILLA  ANGUILLA),  オランダ国立図書館、パブリック・ド 

メイン HTTP://J.MP/2DMPEBN 
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メキシコ東部低山帯雲霧林における危急 
種の同定 

Esperón-Rodríguez M & Barradas VL (2015) メキシコ東部 

低山帯雲霧林における環境に対する脆弱性の比 

較：脆弱性の指標(Comparing environmental 
vulnerability in the montane cloud forest of eastern Mexico: 
A vulnerability index.) Ecological Indicators 52: 300–310. 
doi:10.1016/j.ecolind.2014.12.019  
著者の居住地：メキシコ 

研究費助成：Universidad Nacional Autónoma de 
México、CONACyT-México 

本研究では、11種の樹木の物理特性、気候変数、
および潜在的分布を組み合わせて、メキシコ低山帯
雲霧林に生息する種の脆弱性の指標を作成しました。
その結果、 も脆弱な種はモミジバフウ
(Liquidambar styraciflua)であり、脆弱性の低い
種はペルセア・ロンギペス（Persea  longipes） 
であることが示されました。 

 

 

種分布モデルにおける局所的適応を振り 
返って 
Hällfors MH, Liao J, Dzurisin JDK et al. (2016) 種分布モデル 
における潜在的局所的適応の気候変動下での保全 
への影響の指摘(Addressing potential local adaptation in 
species distribution models implications for conservation 
under climate change.) Ecological Applications 26(4): 
1154-1169. doi:10.1890/15-0926.1 

著者の居住地：フィンランド、アメリカ合衆国 

研究費助成：LUOVA、全米科学財団、米国国立公
園局 

この論文では、チョウ 2種の事例研究について論
じ、種分布モデルにおける局所的適応をめぐる不
確実性を指摘しました。研究者たちは GBIF 経由発
生データを用いて、カーナーブルーチョウ
(Lycaeides melissa samuelis)とシベリアン・プ
リムローズ(Primula nutans)の集団ベースモデル
と種全体モデルを構築しました。結果はモデルに
よって顕著に異なり、重要な集団特異的な気候条
件が種全体モデルでは失われる可能性が示唆され
ました。このような発見から、著者らは、実験研
究により局所的適応の存在が示唆される場合は、
種全体モデルより集団ベースモデルを用いることを
推奨しています。さもなければ、保全管理が失敗に
陥るかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
カーナーブルー(LYCAEIDES MELISSA SAMUELIS), CC BY 2011 
USFWSMIDWEST https://flic.kr/p/9gp9ec 

ありません。本研究では GBIF 経由データと他の
情報を用いて、系統発生学的計測量と地理的分布
に基づき絶滅解析を行いました。その結果、種が
も豊かな生態地域では絶滅危惧種の比率が も

高かったものの、進化的冗長性のおかげでこれら
の地域における脅威が緩衝されていることがわか
りました。絶滅の危険性は同等であっても、その
ような領域では系統発生学的多様性の損失は 小
限に抑えられることから、保全計画に進化史を統
合させる必要性が強調されました。 

 

 
 

ブラジルにおける脊椎動物の多様性を保

  護するための国家的努力の地球規模での 
保全計画への進化史の統合 
a Huang D & Roy K (2015) サンゴ礁における進化的多 
様性の未来(The future of evolutionary diversity in reef 
corals.) Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London. Series B, Biological Sciences 
370(1662): 20140010. doi:10.1098/rstb.2014.0010 

著者の居住地：シンガポール、アメリカ合衆国 

研究費助成：シンガポール自然保護区、全米科学
財団 

気候変動と人間活動の影響で、世界の造礁サンゴ 
の 1/3 は差し迫った絶滅の危機に瀕していますが、 
全ての種が同じように影響を受けているわけでは 

影響 
a Jenkins CN, Alves MAS, Uezu A & Vale MM (2015) ブラジ ルに
おける脊椎動物の多様性と保護のパターン (Patterns of 
Vertebrate Diversity and Protection in Brazil.) PLoSONE 10(12): 
e0145064. doi:10.1371/journal. 
pone.0145064 
著者の居住地：ブラジル 

研究費助成： Ciência Sem Fronteiras; Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq); Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ); MCTI 

ブラジルは世界で も多様性に富む国の一つとし 

て、世界的保護の対象として重要です。
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研究者たちは GBIF.org をはじめとした様々な情
報源に由来するデータを用いて、ブラジルにおけ
る脊椎動物の多様性をマップしました。この研究
ではアマゾンと大西洋森林に注目し、 も絶滅が
危惧される鳥類と哺乳類がこれらの地域に生息す
ることがわかりました。固有種は大西洋森林に
も多く生息するため、著者らは保護と回復の努力
をこの地域に拡大することを推奨しています。ま
た、ブラジルには発生データのない地域が存在す
ることを強調し、誰でも自由に利用できる生物多
様性データの収集と共有を促進する活動への幅広
い支援を訴えました。 

 
 

メキシコ低山帯雲霧林の危機に瀕する両 
生類 

a Meza-Parral Y & Pineda E (2015) メキシコの大きく変 

貌した新熱帯区における両生類の多様性と絶滅危 

惧種(Amphibian diversity and threatened species in a 
severely transformed neotropical region in Mexico.) PLoS ONE 
10(3):   e0121652.   doi:10.1371/journal.pone.0121652  

著者の居住地：メキシコ 

研究費助成：Instituto de Ecología, Mexico 

メキシコ・ベラクルス州の熱帯低山帯雲霧林には、
生息域が限定された絶滅危惧の両生類が数種生息
しています。研究者たちはこの地域で 10 件のフ
ィールド調査を行い、その半数が絶滅の危機に瀕
する 16 種について、895 件の観察を記録しまし
た。過去の記録（GBIF 経由データを含む）の分
析結果に基づいて計算したところ、今回の研究で
は、現在は著しく分断されたこの地域において、
歴史的に記録の残る 43 種の両生類のうちわずか
37％を観察できたに過ぎないことを発見しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DONNA  POMEROY  HTTP://WWW.INATURALIST.ORG/PHOTOS/3449961 

著者らは、ヒトの人口密度の高い地域に生息地が
属していることが絶滅リスクの も強力な予測因
子であることを発見し、深刻な人為的圧力が現在
のウサギ目の生態的、生物学的、地理的変異を圧
倒していると結論付けました。  

特別保全地区における農薬の使用 

   Wagner N, Mingo V, Schulte U & Lötters S (2015) ヨーロッパ 

ヒトはウサギに圧力をかける 

Verde Arregoitia LD, Leach K, Reid N & Fisher DO (2015) ウサ 

ギ目における多様性、絶滅、そして現在の危機的

状況(Diversity, extinction, and threat status in Lagomorphs.) 
Ecography  38(11):  1155-1165.  doi:10.1111/ecog.01063 

著者の居住地：オーストラリア、イギリス  

研究費助成：Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT)、クイーンズ大学ベルファスト、自然遺
産研究パートナーシップ、北アイルランド環境庁、
オーストラリア研究評議会 

ウサギ目はナキウサギ、アナウサギ、野ウサギ、 
ジャックラビットを含む分類学上の階級ですが、 
その 1/4 が絶滅の危機に瀕しています。著者らは
ウサギ目の系統発生を分析し、GBIF 経由発生デー
タと組み合わせて、進化的特性と多様性ならびに
絶滅リスクのパターンとを関連付けようと試みま
した。しかし、絶滅リスクに関連する進化的特性
は検出されず、気候と、生息域のサイズや属ごと
の種数との間にも関連は認められませんでした。 

の爬虫類保護種に対する農薬使用のリスク評価(Risk 
evaluation of pesticide use to protected European reptile 
species.) Biological Conservation 191: 667-673. doi: 
10.1016/j.biocon.2015.08.002 
著者の居住地：ドイツ  

研究費助成：ドイツ研究財団 

欧州連合は特別保全地区（SACs）を創設し、指定さ
れた 900 種の生態学的な必要性を満たすため、現地
での管理を行っています。しかし、これらの地域で
は農用地利用が許可されているため、保護対象生物
種に対する農薬の影響が問題視されています。研究
者たちは GBIF と他の情報源に由来するデータに基づ
き、SACs に生息する爬虫類について種特異的リスク
指標を作成し、発生確率、生理、生活史の側面から
評価を行いました。その結果、農薬使用により平均
を超えるリスクに曝された種の半数はすでに IUCN レ
ッドリストに登録されており、特に各 SACに生息す
るカメ目種のリスクが高いことが示されました。こ
のような知見は、将来的な SAC管理計画に農薬リス
ク評価を組み込む必要性を主張するものでした。 

 

 種の保全と保護区のすべての引⽤についてはサイエンスレビュー・ソースブックの p.９をご覧ください。 
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マラリアの発生低減のための蚊の移動す 
る生息域の監視 
a Alimi TO, Fuller DO, Qualls WA et al. (2015) 気候、土地被
覆、人口集団の推定される変化に基づく南アメリ 
カ北部でのマラリアとマラリアの主要媒介生物の
潜在的生息域の予測(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. doi:10.1186/s13071-015-1033-9 
著者の居住地： アメリカ合衆国、コロンビア、ブ
ラジル 

研究費助成：アメリカ国立衛生研究所 

近年、南アメリカ北部の国々では当該地域のマラ
リア管理のため、有効な公衆衛生上の施策をとっ
てきました。しかしながら、気候の変化と増え続け
る人口と相まって、この地域の も優勢な病原媒介
生物である 2種の蚊、Anopheles darlingi と
Anopheles nuneztovari s.l.が繁殖しやすい環境を
引き続き提供することが予想されます。 

マラリア治療と予防の伝染地域への導入 
Gwitira I, Murwira A, Zengeya FM, Masocha M & Mutambu 
S (2015) マラリア媒介生物(Anopheles arabiensis)
の生息地適応性のモデル化はジンバブエのヒトの
マラリア発生率とよく関連する(Modelled habitat 
suitability of a malaria causing vector (Anopheles arabiensis) 
relates well with human malaria incidences in Zimbabwe.) 
Applied Geography 60: 130-138.    
doi:10.1016/j.apgeog.2015.03.010 
著者の居住地： ジンバブエ 

著者らは、効率的で優れたマラリア管理戦略に貢
献することを目的として、GBIF.org と他の情報源
に由来する発生記録を用いて、マラリア媒介生物
の一つである Anopheles arabiensis の生息地適応
性モデルを開発しました。その結果、ジンバブエ
の医療施設で記録された疾病発生率と
A.arabiensis の生息適地との間に弱いながらも正
の相関が認められ、疾病予防と治療努力の優先順
位決定時の指標としてモデルの潜在的有用性が示
唆されました。 

本研究では GBIF や他の情報源に由来する蚊の発生

データとマラリア発生率を将来の気候シナリオに 
おいてモデル化し、感染が低下し続けるとしても、
これらの病原媒介の生息域がどこでどのように拡
大するのかを解明しました。変貌した環境下にお
いて、2 種の蚊はいずれも繁殖することが分かり、
An. nuneztovari s.l.は騒乱地の周辺で、An. 
Darlingi は栄養源となるヒトの血が存在する所で
はどこでも繁栄することが予測されました。病原
媒介生物と疾病発生率に対する現在進行中の監視
が、潜在的あるいは出現しつつある高リスク地域
を迅速に標的化する公衆衛生管理と計画に役立つ
ことが示されました。 

蚊に伝播されるアルボウイルスの生息域シフ
トを予期して 
a Kraemer MUG, Sinka ME, Duda KA et al. (2015) アルボウイルス
媒介生物の Aedes aegypti と Ae. Albopictus の世界的分布(The 
global distribution of the arbovirus vectors Aedes aegypti and Ae. 
albopictus.) eLife 4: e08347. doi:10.7554/ eLife.08347 

著者の居住地： イギリス、アメリカ合衆国、ブラジル、 
スウェーデン、ベルギー、インドネシア、台湾  

研究費助成：ドイツ学術交流会留学生奨学金、ビル・ア
ンド・メリンダ・ゲイツ基金、Rhodes 信託、 

   
HIV に対するサハラ以南のアフリカ原産植 
物種の潜在的能力 
Chingwaru W, Vidmar J & Kapewangolo PT (2015) ヒト免疫不 
全ウイルス感染の管理に対するサハラ以南のアフリ
カ原産植物種の潜在的能力：レビュー(The potential of 
sub- Saharan African plants in the management of Human 
Immunodeficiency Virus infections: a review.) Phytotherapy 
Research  29(10):  1452-1487.  doi:10.1002/ptr.5433 

著者の居住地： ジンバブエ、スロベニア、ナミビ 
ア 

植物生成物はたびたび新薬開発の供給源となり、 
伝統薬の 25％を供給しています。2015 年には世界 
で一日に約 5,700 人が HSV に罹病し、その 2/3 は
サハラ以南のアフリカに居住していますが、この
地域では伝統的な植物療法が公衆衛生に統合され
ています。この論文では、HIV の治療と予防の候補
となる植物種を同定し検証するための追加的研究
の重要性に焦点を当てつつ、GBIF 経由データを用
いて当該地域の植物種の発生を検証し、サハラ以
南のアフリカ起源植物の潜在的な HIV 抑制能力を
レビューしました。 

米国航空宇宙局、米国立衛生研究所、ウェルカ ム・
トラスト、VBORNET、欧州委員会、オックス フォード
大学、米国土安全保障省 

デング熱とチクングニヤ熱は蚊に媒介されるウイ
ルス感染症で、過去 50 年間で公衆衛生上の脅威が
ますます拡大しています。本研究では、GBIF 経由
記録を用いてサンプリングのバイアスを除去し、ア
ルボウイスをヒトに感染させる主要な媒介生物種で
ある Aedes aegypti と Ae. Albopictus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ヒトスジシマカ(AEDES ALBOPICTUS), CC BY‐NC‐ND 2010 AFPMB 
https://flic.kr/p/8uLqBa 
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の既知の分布および予測される分布を更新しまし
た。両種は現在すべての大陸に生息し、特に Ae. 
Albopictus はその生息域を将来拡大する余地があ
ることが発見されました。これらの知見は、当該
種の地理的拡散の要因を理解する基盤となり、そ
の管理に役立つ保健計画方策を提供するでしょう。 

 
 

西アフリカにおけるラッサ熱の 
リスク評価 
a Mylne AQN, Pigott DM, Longbottom J et al. (2015) アフリ 
カにおけるラッサ熱の動物原性感染ニッチのマッ 
ピング(Mapping the zoonotic niche of Lassa fever in Africa.) 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene  109(8):  483-92.  doi:10.1093/trstmh/trv047  
著者の居住地：イギリス、アメリカ合衆国 

研究費助成：ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ基 
金、Rhodes 信託、オックスフォード大学、ウェル 
カム・トラスト、米国土安全保障省、米国立衛生 
研究所、欧州委員会  

ラッサ熱は診断の困難なウイルス性疾患で、西ア 
フリカでは毎年 5,000 人が罹病すると推定されて
い ます。先行研究によりウイルスの動物宿主はマ
ストミス(Mastomys  natalensis)であることが指
摘されています。著者らは 200 万件を超える GBIF
経由記録を用いて、ネズミ科の全メンバーについ
て宿主種分布をモデル化しました。 
著者らは、ヒトと他の動物のラッサ熱感染におけ
る既知の発生場所とこのモデルを組み合わせて、
西アフリカの 14 か国で 37,700 万人が高リスク集
団であること、うち 4か所ではこれまでに発生が
報告されていないが、ラッサ熱の伝染に適した条
件であることがわかりました。この論文は一連の
報告の 終報であり、エボラ出血熱、マールブル
グ出血熱、 クリミア・コンゴ出血熱のウイルスに
関する動物原性感染ニッチのマッピングも行い、 

作成しました。その結果、メキシコの 91.2％に寄
生虫が発生し、1億人近くのメキシコ人が 1種以
上の媒介動物種に曝される危険性があることが示
されました。寄生虫伝染モデルに基づき、メキシ
コ 32 州のうち 9州におけるヒトの地域集団で感染
のリスクが存在すると結論されました。現在 200
万人ものメキシコ人が感染しており、直ちに公的
な衛生活動を行わなければ、感染者数は増大し続
けることが示唆されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ナツメヤシの実(PHOENIX DACTYLIFERA), CC BY-NC 2006 
MARTIN  LABAR  https://flic.kr/p/abWeW 

将来的なラッサ熱の監視、診断、治療に向けての   
 

空間的ガイドも提供しています。また、この急性
ウイルス性疾患の被害を受けやすいサハラ以南の
地域における公的衛生活動への迅速な対応を可能 
にすることも期待されます。 

 
ャーガス病寄生虫のニッチマッピング 

a Ramsey JM, Peterson AT, Carmona-Castro O et al. (2015) メキシ
コのサシガメ(Reduviidae: Hemiptera)の地図とシャーガ
ス病の媒介生物による伝染(Atlas of Mexican Triatominae 
(Reduviidae: Hemiptera) and vector transmission of Chagas disease.) 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 110(3): 339-52. 
doi:10.1590/0074-02760140404 

著者の居住地： メキシコ、アメリカ 

メキシコで発見されるサシガメ(オオサシガメ亜
科)の全 31 種は、ヒトのシャーガス病の原因とな
る寄生虫 Trypanosoma cruzi を保有することで知
られています。研 究者たちは GBIF を含む情報源
に由来する発生データを用いて、T. cruzi と 19 

の も豊富な triatomine 種についてモデルを 

ナツメヤシで世界を養う？ 

Shabani F, Kumar L, Nojoumian AH, Esmaeili A & 
Toghyani M (2015)  予測されるナツメヤシの未来
の分布と微量栄養素欠乏症の緩和に向けた潜
在的用法(Projected future distribution of date palm 
and its potential use in alleviating micronutrient 
deficiency.) Journal of the Science of Food and 
Agriculture 96(4)   1132-1140.   doi:10.1002/jsfa.7195 
著者の居住地： オーストラリア、イラン 

世界中で何十億人もの人々が微量栄養素欠
乏症と、これに起因する深刻な健康被害に
悩まされています。ナツメヤシの実 100g
を摂取すると、微量栄養素の必要量の半分
が満たされます。本研究では GBIF と他の
情報源に由来するナツメヤシ(Phoenix  
dactylifera)に関するデータを用いて、微
量栄養素欠乏の被害が も著しい地域は近
い将来、ナツメヤシ栽培に極めて適した場
所になることが予測されました。 
 

 

ヒ
ト

の
健

康



 

24 
 
 
 
 

 
シカネズミ(PEROMYSCUS MANICULATUS), CC BY 2010 USFWS https://flic.kr/p/aNW87t 

 
   

伝染病のニッチのモデル化 
a Walsh M & Haseeb MA (2015) 合衆国西部でのヒト曝
露源を記述するための森林動物宿主と家畜宿主に
おける伝染病の生態的ニッチのモデル化 

(Modeling the ecologic niche of plague in sylvan and 
domestic animal hosts to delineate sources of human 
exposure in the western United States.) PeerJ 3:e1493. 
doi:10.7717/peerj.1493 
著者の居住地： アメリカ 

ペスト菌(Yersinia pestis)はヒトの胸腺ペスト
と肺ペストの原因となる細菌で、シカネズミ
(Peromyscus maniculatus)のようなげっ歯類にも疾
患を引き起こします。アメリカ合衆国西部は現代
世界で 大規模のペスト集中地であり、本研究で
は、この領域での野生動物と家畜におけるペスト
菌(Y. pestis)感染発生のモデル化を試みました。
研究者たちは95,000件の GBIF経由発生データを動
物ペストの確認事例と組み合わせて潜在的な疾病保
有宿主のモデルを作成し、感染の大発生を予測する
も重要な因子はシカネズミの存在、高度、降水量、

造成地への近接であることを発見しました。これ
らの結果は、動物からヒトへのペストの伝染リス
クが高い地理上の区域を特定するのに役立つでし
ょう。 

北へ、南へ突き進むヘビたち 

Yañez-Arenas C ,Peterson AT, Rodríguez-Medina K & Barve N 
(2016)  新世界における現在と未来のヘビによる咬 

傷リスクのマッピング(Mapping current and future 
potential snakebite risk in the new world.) Climatic Change 
134(4):  697-711.     doi:10.1007/s10584-015-1544-6 
著者の居住地： アメリカ合衆国 

研究費助成：CONACYT 

全米では毎年、ヘビによる咬傷が 300,000 件報告
されています。本研究では GBIF 経由発生データを
用いて、全米の毒ヘビ 90 類の将来的な咬傷リスク
の予測を行いました。その結果、気候変動は咬傷
危険地域をカナダに向けて北に、アルゼンチンと
チリに向けて南に拡大することが示されました。
アルゼンチンとチリには現在、毒ヘビは生息して
いません。 

 

 

 

 

 

 

 
⽣物多様性とヒトの健康についての引⽤はサイエンスレヴュー・ソースブックの p.10 をご覧ください。 
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ヘイ、ジョー：コーヒーの未来 
a Bunn C, Läderach P, Pérez Jimenez JG, Montagnon C & 
Schilling T (2015) アラビカコーヒーの農業生態学地
帯におけるマルチクラス分類：気候変動の影響に
関する理解の向上(Multiclass Classification of Agro-
Ecological Zones for Arabica Coffee: An Improved 
Understanding of the Impacts of Climate Change.) PLoS ONE 
10(10): e0140490. doi:10.1371/journal.pone.0140490 
著者の居住地： コロンビア、ニカラグア、アメリ 
カ合衆国 

研究費助成：ワ-ルド・コーヒー・リサーチ、テキサ
スA&M大学 

アラビアコーヒーノキ(Coffea arabica)あるいは

アラビカコーヒーは、世界のコーヒー生産量の 75

～80％を占めています。先行研究では、コーヒー

生産に適した地域は 2050 年までに 50%減少すると

推定されました。本研究では GBIF 経由発生データ

とコーヒー農園の既知の所在地とを用いて、アラ

ビカコーヒーの現在の生産地をマップした後、現

在の気候データを用いていわゆる農業生態学地帯

(AEZs)上にアラビカコーヒーの生産をモデル化し

ました。研究者たちはこれを地球規模気候モデル

と組み合わせてコーヒー生産に適した地域を新た

に同定し、将来の気候においてはより安定的であ

ると考えられる AEZs 内の代替地を提案しました。

著者らはまた、コーヒー品種の試験栽培に関する

情報を提供し、一つのタイプから別のタイプへと

将来的な AEZ のシフトについてのガイドラインを

コーヒー農家に提供することに努めています。 

ジャガイモ野生近縁種の保全計画 

Castaneda-Alvarez NP, de Haan S, Juarez H et 

Al.(2015)ジャガイモの野生近縁種の ex situ 保全の

優先順位(Ex situ conservation priorities for the wild 
relatives of potato(Solanum L. Section petota).) PLoS ONE 
10(4): e0122599. doi:10.1371/journal.pone.0122599 
著者の居住地： コロンビア、イギリス、ペルー、 
オランダ、アメリカ合衆国 

研究費助成：ノルウェー政府、世界作物多様性信
託、キュー王立植物園 

本研究では、保全努力の対象とする種と地理的領
域を同定するために、ジャガイモの近縁野生種 73
種を評価しました。GBIF 経由発生データを含む
50,000 件の記録を用いて 32 種を 優先して分類
し、そのような種がペルーに も多く存在してい
ることを同定しました。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アラビカコーヒー(COFFEA ARABICA), CC BY 2011 MALCOLM MANNERS 
https://flic.kr/p/ivaMdm 

ンを調査しました。研究者たちは GBIF 経由発生デ
ータに基づく分布モデルと遺伝解析を用いて、こ
の重要な地域固有の特産物の歴史に関して新たな
知見をもたらしました。結果は、モモヤシが野生
種から進化し、アマゾン南西部で栽培化されたこ
とを示唆しました。モデルではモモヤシの生息適
地はごくわずかな損失を伴って増加すると予測さ
れましたが、著者らは遺伝的また表現型多様性の
ために多くの優先保全地域を選出しました。 

 
 

サツマイモの作物近縁野性種の保全対象 

Khoury CK, Heider B, Castañeda-Álvarez NP et al. (2015) サツ 

マイモの作物近縁野性種の分布、ex situ 保全優

先順位、潜在的遺伝資源可能性 (Distributions, ex situ 
conservation priorities, and genetic resource potential of crop 
wild relatives of sweetpotato 
[Ipomoea batatas (L.) Lam., I. series Batatas].) Frontiers in 
Plant Science 6: 251 doi:10.3389/fpls.2015.00251 
著者の居住地： コロンビア、オランダ、ペ

ルー、著者の居住地： コロンビア、コスタリカ 

Initiative、CGIAR 本研究ではモモヤシ

(Bactris gasipaes)の栽培化と分散パター 

   

モモヤシの明るい未来？ 
a  Galluzzi G, Dufour D, Thomas E et al. (2015)  チョンタ
ドゥーロ(Bactris gasipaes)の栽培化に関する総
合 的 な 仮 説 (An Integrated Hypothesis on the 
Domestication of Bactris gasipaes.) PLoS ONE 10(12): 
e0144644. doi:10.1371/journal.pone.0144644 

 

イギリス、アメリカ合衆国 
研究費助成：CGIAR 

本研究では保全を要する種を同定するために、サツマ
イモ(Ipomoea  batatas)の作物近縁野性種 14種を解析
しました。GBIFと他の情報源に由来する 5,600件の記
録を用いて 11種を 優先に分類するとともに、生殖細
胞質の保全技術を改良する必要性を指摘しました。 

食糧、農業、生物燃料 
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インゲンマメ(PHASEOLUS VULGARIS), CC BY 2013 ICIPE https://flic.kr/p/pDLe6J 

 
   

ワイルドヤムの多様性 
Magwé-Tindo J, Zapfack L & Sonké B (2015) アフリカ大陸 
で採集されたワイルドヤム(Dioscorea spp., 
Dioscoreaceae)の多様性(Diversity of wild yams 
(Dioscorea spp., Dioscoreaceae) collected in continental 
Africa.) Biodiversity and Conservation 25(1):  77-91. 
doi:10.1007/s10531-015-1031-4 
著者の居住地：カメルーン 

作物の近縁野生種は、害虫抵抗性や温度許容性等 
の潜在的に有用な形質を主要農産物に導入育種す
るために、貴重な遺伝的資源を提供します。本研
究では、アフリカにおけるワイルドヤム
(Dioscorea spp.)の多様性について解説しました。
野性種は生息地破壊や気候変動などの要因による
絶滅の危機にさらされています。研究者たちは
GBIF と他の情報源に由来する発生データ 4,000 件
を解析して、43 種、5亜種、4品種、7形態種を同
定し、ワイルドヤムの多様性がシエラレオネから
タンザニアにまで広がるアフリカ一帯で も豊か
であることを発見しました。著者らはまた、アフ
リカにおいてワイルドヤムの保全に適した多くの
潜在的候補地を選出しました。 

マメは北に移動する 

Ramirez-Cabral NYZ, Kumar L & Taylor S (2015) (Crop niche 
作物ニッチのモデル化はインゲンマメ栽培地域
の大きなシフトを予測する (Crop niche modeling 
projects major shifts in common bean growing areas 
113. Agricultural and Forest Meteorology 218-219:102-113 
doi:10.1016/J.agrformet.2015.12.22 
著者の居住地：オーストラリア、メキシコ 

研究費助成：オーストラリア国立森林農業家畜研 

究所、ニューイングランド大学(オーストラリア)、 
オーストラリア国際開発庁 

アフリカとラテンアメリカでは、インゲンマメ
(Phaseolus vulgaris L.)がタンパク質と栄養素の主要
な供給源です。本研究では、気候変動の影響と将来の
気候シナリオが植物発育のストレスをいかに強めるの
かについて評価することに焦点を当てました。研究者
たちは主に GBIF 経由発生データを用いて生態的ニッ
チモデルを作成し、現在と将来の豆類の分布について
記述しました。そのモデルにより、2100 年には南半球
は豆類の栽培にもはや適さず、他方、北半球では潜在
的な気候的適性が上昇すると予測されました。特に主
要農作物として豆類に依存している発展途上国におい
ては将来的に豆類の栽培能力を失う可能性があり、以
上の発見はそのような発展途上国の戦略計画を立案す
る上で重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 
⾷糧、農業、⽣物燃料（農業、燃料、繊維）の引⽤についてはサイエンスレヴュー・ソースブッ クの p.11 をご覧ください。 
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生物多様性科学の進歩 
 

 

リバイアサンのインパク 
ト：過去、そして未来？ 
大西洋コククジラの現在 

Alter SE, Meyer M, Post K et al. (2015) 
更新世から 2100 年にかけてのコク

クジラの大洋横断分散と生息域に

及ぼす気候の影響(Climate impacts on 
transocean dispersal and habitat in gray 
whales from the Pleistocene to 2100.) 
Molecular Ecology 24(7): 1510-1522. 
doi:10.1111/mec.13121  
著者の居住地： アメリカ合衆国、
ドイツ、オーストラリア、イギリ
ス、オランダ  

研究費助成：マックス・プランク
協会、パッカード財団、ヨーロッ
パ研究協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コククジラ (ESCHRICHTIUS  ROBUSTUS)の尾びれ CC  BY-NC-ND  2013  KAREN  https://flic.kr/p/e42AYM

大西洋からのコククジラ(Eschrichtius robustus) 

の駆逐は、近代捕鯨業における過剰捕獲が原因と

されることがしばしばあります。しかしこの仮説

では捕獲記録の欠如を説明できず、現在太平洋に

生 息している集団と関係がある可能性も見過ご

されます。 

本研究では、化石と現在の太平洋コククジラ（新
たに報告された北海の標本を含めて）の DNA 解析 
を、162 件の GBIF 経由記録を含む発生データに基
づき作成された予測生息域モデルと組み合わせま
した。その結果、（現在あるいは）完新世期に海
水位が低下して氷冠面積が減少すると餌場が高緯
度になるため、歴史的な大西洋の三系統が太平洋
の集団と混血したことが示されました。この知見
は、北極圏の当該の指標種の気候に起因する分散
を継続して監視することの有用性を示唆していま
す。 

 
結果は、熱帯と非熱帯地域間に加えて、アフリカ、アジア、
アメリカの熱帯地域間の植物における多様性の違いを明らか
にしました。著者らは過去 6,000 万年間に存在した 27,500 種
を超える顕花植物(被子植物)を調査し、種形成と絶滅の速度
に関して熱帯と非熱帯地域との間に差がないことを発見し、
いわゆる「多様性の緯度勾配」を説明するには他のモデルが
必要であろうと述べました。以上の結果は世界の三大熱帯地
域間の顕著な相違も指摘し、およそ 5,700 万年前にアメリカ
からの移住が爆発的に増加したことから、この領域が世界の
他の領域に対する「種のポンプ」となったことが示唆されま
した。 

 

ヒメヤマコウモリの起源の解明 
Boston ESM, Ian Montgomery W, Hynes R et al. (2015) 西 

 ヨーロッパにおける氷河期後のコロニー形成につ 

アメリカ：植物世界に対する「種のポン 
プ」 
a Antonelli A, Zizka A, Silvestro D et al. (2015) 世界的な植 
物多様性のためのエンジン：熱帯アメリカにおけ 
る 大の進化的ターンオーバーと移住(An engine for 
global plant diversity: highest evolutionary turnover and 
emigration in the American tropics.) Frontiers in Genetics 6: 
130.    doi:10.3389/fgene.2015.00130 
著者の居住地： スウェーデン、スイス、ベルギ
ー、コロンビア 

研究費助成：スウェーデン研究委員会、ヨーロッ
パ研究協議会、Carl Tryggers and Wennergren 
stiftelse、 リエージュ大学 

本研究では約 2,500 万件の GBIF 経由記録、9,000
件の化石記録、ならびに一年齢系統樹を用いて、
植物の多様化と生物地理学的なパターンに関する
洞察を提供しました。 

いての新たな洞察：ヒメヤマコウモリの系統地理
学 (New insights on postglacial colonization in western 
Europe: the phylogeography of the Leisler’s bat (Nyctalus 
leisleri).) Proceedings of the Royal Society B: Biological 
Sciences  282(1804):  20142605.  doi:10.1098/ 
rspb.2014.2605  
著者の居住地： イギリス  

研究費助成：英国教育省 

本研究では DNA マーカーおよび(GBIF 経由データで
支援された)古気候の種分布モデルを組み合わせて、
ヒメヤマコウモリ(Nyctalus leisleri)の起源と
系統地理学的側面を検討しました。結果は 2つの
異なるミトコンドリアの系統を示唆し、およそ
20,000 年前の 後の氷河期中に他の種も利用した
と思われる新たな生息適地を同定しました。 
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大西洋森林のハリナシミツバチ 
Carvalho AF & Del Lama MA (2015) 歴史的気候モデルに 
よる保全優先地区の予測：大西洋森林のハリナシ
ミツバチのホットスポットの事例研究 (Predicting 
priority areas for conservation from historical climate 
modeling: stingless bees from Atlantic Forest hotspot as a 
case study. Journal of Insect Conservation 19(3):581-
587.dol:10.1007/s10841-015-9780-7 
著者の居住地：ブラジル、アメリカ 
研究費助成： Fundacao de Amparo a Pesquisa 
do Estado de Sao Paulo 

本研究では GBIF 経由発生データを用いて、第四紀
後期から現在に至るまでの異なる時期の極端な気
候条件下におけるハリナシミツバチ 19 種の潜在的
分布をモデル化しました。その結果、ブラジルの
大西洋森林においてハリナシミツバチの保全に重
要となる気候的に安定した避難所が 3ヶ所同定さ
れました。 

 

アリと植物の相利共生の反復進化 

Chomicki G & Renner SS (2015) 系統発生学と分子
時計によって、アフリカでは後期中新世後に、オ
ーストラレーシアと新熱帯地区では初期中新世に
アリと植物の相利共生の反復進化が示された
(Phylogenetics and molecular clocks reveal the repeated 
evolution of ant-plants after the late Miocene in Africa and the 
early Miocene in Australasia and the Neotropics.) The New 
Phytologist 207(2): 411-425. doi:10.1111/nph.13271 
著者の居住地： ドイツ 

本研究では既知のアリ関連植物種 681 種の包括的
データベースを編集しました。GBIF 経由発生デ
ータに 依存したモデルにより、種の実数は
1,140 と推定しました。植物がアリの

ータに頼って、植物形質の変異を地球規模で調査し、
維管束植物 46,000 種の機能的多様性を定量的に記述
しました。著者らは 6次元の形質マトリックスに植
物を配置し、形質がどのように相関および制約され
るかを示すことで、形質の組み合わせのごく一部の
みがそれに成功することを示唆しました。この研究
は全体として、植物生理学と個々の形質の変異にお
ける進化をマッピングする地球規模のモデルを理解
するための一般化された背景を提供しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ツキノワグマ (URSUS THIBETANUS), CC BY 2014 MIKE PRINCE 
https://flic.kr/p/nTcpUY 

宿主として機能する構造（うろ）を有する、ある 
タイプのアリ-植物の共生関係の解析では、カイガ
ラムシとの寄生関係が原因で、それが繰り返し進
化したことが示唆されました。この適応の開始は
早くとも中新世で、これまでに考えられていた時
期よりも遅いことがわかりました。以上のデータ
は、アリと植物の共生は宿主植物の多様化速度に
対して単純な影響を与えた訳ではないことを示唆
しました。 

ツキノワグマのニッチモデルの夜間照明 画像によ
る微調整 

Escobar LE, Awan MN & Qiao H (2015) レッドリストに登 
録されたツキノワグマに対する人為的な攪乱と生 
息地損失：生態的ニッチのモデル化と夜間照明衛 
星画像を用いて(Anthropogenic disturbance and habitat 
loss for the red-listed Asiatic black bear (Ursus thibetanus): 

  
地球上で植物が成功するにはどのような 
形質が重要なのか？ 
Díaz S, Kattge J, Cornelissen JHC et al. (2016) 植物の形態 
と機能の地球規模スペクトラム(The global spectrum of 
plant form and function.) Nature 529: 167-171. doi:10.1038/ 
nature16489  

著者の居住地：アルゼンチン、ドイツ、オラン 
ダ、オーストラリア、フランス、コロンビア、イ
ギリス、アメリカ合衆国、パナマ、ロシア連邦、
仏領ギニア、イタリア、カナダ、コスタリカ 

研究費助成：Universidad Nacional de Córdoba、CONICET、
FONCyT and SECyT (アルゼンチン)、Leverhulme 信託、
米州地球変動研究協会、全米科学財団 

植物の形態と機能は驚くほどの変化に富んでいま
す。しかし、進化的な生存能力と成功に関して言
えば、形質はどのように拘束されているのでしょ
うか？この大規模な研究では、一部を GBIF 経由デ 

Escobar LE, Awan MN & Qiao H (2015)レッドリストに登録

されているツキノワグマ(Ursus thibetanus)の生息地損失

と人為的錯乱：生態学的ニッチモデルと夜間照明衛星画

像を利用して(Anthropogenic disturbance and habitat loss 
for the red‐listed Asiatic black bear (Ursus thibetanus): Using 
ecological niche modelling and nighttime light satellite 
imagery. Biological Conservation 

191: 400‐407. doi:10.1016/j.biocon.2015.06.040 

著者の居住地： アメリカ、パキスタン、中国 

研究費助成：米国防軍健康監視支部、中国国家自然科
学基金委員会 

ロシア東部、インド北部、中国北東部に広がる広
大な生息域を有するにも関わらず、ツキノワグマ
(Ursus thibetanus)は危急種として世界規模で
レッドリストに登録されています。そして、減少
を続けるこの集団は生息地と資源をめぐって、ヒ
トとの対立にますます直面しています。米国、パ 
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キスタン、中国から成るこのユニークな研究チー
ムは、クマの生態的ニッチをモデル化し、これを
GBIF、VertNet、ならびに他の情報源を経由してア
クセスしたデータに対して検証することで、結果
として得られた長期的な生息適地の測定基準を改
良することを目指しました。人工的な夜間照明デ
ータをヒト居住地への隣接度の指標として用いる
と、結果は人為的な攪乱によって説明でき、長期
的な保全と保護地区計画に向けた至適の（攪乱の
少ない）地域が強調されました。 

 
 
の記録を編集し、そのデータベースを構築しま
した。そして地中海のエイの盛衰、および絶滅
の可能性について解明しました。著者らは 24 件
の捕獲記録を含む 48 件の独立した発生記録につ
いて記述し、地中海のノコギリエイはおそらく
1960 年代か 1970 年代に絶滅したであろうと結論
しました。 

 
ダニのネットワーク 

a Estrada-Peña A, de la Fuente J, Ostfeld RS & Cabezas-Cruz 
A (2015) ダニとこれに媒介される病原菌の相互作用
は、入れ子型の密着したネットワークを介して競
争を 小化するように進化した(Interactions between 
tick and transmitted pathogens evolved to minimise 
competition through nested and coherent networks.) 
Scientific Reports 5: 10361. doi:10.1038/srep10361 
著者の居住地： スペイン、アメリカ合衆国、フラ
ンス  
研究費助成：欧州連合 

本研究ではネットワーク手法を用いて、ダニ、そ
の宿主、それが媒介する病原菌との間の生態的関
係を体系的に記述しました。著者らは 300万件を
超えるGBIF経由発生データ用いて宿主脊椎動物の
生息域276箇所をマップし、系統樹と種間相互作
用の体系的レビューを併用して、関係性のクラス
ター化ネットワークを作成しました。この新しい
手法によって、高度に結合され頑強に構築された
ネットワークが示されました。さらに、ダニの
70％が遺伝ではなく環境要因のみによって宿主を
共有していることが示されました。これは、寄生
虫生態学において特筆すべき発見です。 著者らは、
このフレームワークが類似する科学的課題に対し
て容易に適用することができると結論しました。 

 

 

地中海ノコギリエイの運命

 
 

 
ヨーロッパモグラの進化 
Feuda, R, Bannikova AA, Zemlemerova ED et al. (2015) ミトコン
ドリア DNA の系統地理と種分布のモデル化によるモグ
ラ(Talpa europaea)の進化史の追跡(Tracing the 
evolutionary history of the mole, Talpa europaea, through 
mitochondrial DNA phylogeography and species distribution 
modelling.) Biological Journal of the Linnean Society, 114(3): 
495-512. doi:10.1111/bij.12459 
著者の居住地：イタリア、アメリカ合衆国、ロシア、
ドイツ 
研究費助成：ロシア基礎研究財団 

更新世期における地下哺乳動物に及ぼす気候変動の影
響についてはほとんど知られていません。本研究では、
分子的解析と GBIF 経由発生データを用いた種分布モ
デルを併用して、ヨーロッパモグラ(Talpa europaea)
の進化史について検討しました。その結果、スペイン、
イタリア、他のヨーロッパ地域にそれぞれ特異的な生
息域を有する 3つの異なる系統を発見しました。後者
2系統の系統地理学的構造は、 後の更新世氷河期後
に分岐したことが示唆されました。モグラは現在の生
息域のほとんどが不適であった時期に、南ヨーロッパ
に避難せざるを得なかったようです。

a Ferretti F, Verd GM, Seret B, Šprem JS & Micheli F (2015)   
見過ごされている事柄：象徴的な大型捕食動物の
消えゆく歴史(Falling through the cracks: the fading history 
of a large iconic predator.) Fish and Fisheries. 
doi:10.1111/faf.12108.  
著者の居住地： アメリカ合衆国、スペイン、フラ

ンス、 クロアチア 

研究費助成：Lenfest 海洋プログラム 

本研究では、GBIF 経由発生データと他の歴史的記
録を含め、ノコギリエイに関する入手可能な全て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ノコギリエイ(PRISTIS PRISTIS)のイラスト, CC BY 2012 

BIODIVERSITY    HERITAGE LIBRARY https://flic.kr/p/bQeTWg 

生物多様性研究のための遺産文献の
利用 

a Groom Q (2015) 系統地理学的データに関

する情報源としての遺産植物誌の利用(Using 
legacy botanical literature as a source of 
phytogeographical data.) Plant Ecology and Evolution 
148(2): 256–266. doi:10.5091/ plecevo.2015.1048 
著者の居住地： ベルギー  
研究費助成：欧州連合 
GBIF ネットワークによって何億件もの発生記録を
利用することができるようになりましたが、未だ
に大量のデータが非デジタル形式のみとなってい
ます。著者らはデータ可動化の事例研究 2例をレ
ビューし、遺産文献からどれくらい多くの情報が
抽出でき、それらがどの程度有用であるかを検討
しました。これらの文献から得られる情報は、量
としては多いものの、正確な日付が記載された記
録はほとんどなく、地理情報も得られないことが
多いことがわかりました。本研究では、アカザ
(Chenopodium vulvaria)に関して現存する記録を
全て収集するという骨の折れる努力により、遺産
文献が入手可能な全観察記録の 20％を占めると推
定されました。 
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ガンビアケンショウコウモリ(EPOMOPHORUS GAMBIANUS), CC BY‐NC 2008 STEPHEN C SMITH https://flic.kr/p/aP1kZx 

 
   

CRACLE：植生からの気候の推測 
Harbert RS & Nixon KC (2015) 共存尤度推定を用いた気 

候再構築解析(CRACLE)：植生を用いた気候の推定

方法(Climate reconstruction analysis using coexistence 
likelihood estimation (CRACLE): A method for the estimation 
of climate using vegetation.) American Journal of Botany 
102(8):   1277-89.   doi:10.3732/ajb.1400500 
著者の居住地： アメリカ合衆国 

植物分布と種が適応した環境条件ならびに気候と
の間の相関についてはよく知られており、モデル
を用いると気候と発生に基づいて分布を正確に予
測できます。本研究では、植生から気候を推定す
るための新しい手法について記述しました。研究
者たちは GBIF 経由発生データ 375 万件を気候デー
タと組み合わせて、4,300 を超える種に対する気
候耐性プロファイルを作成し、観察地 165 箇所に
存在する同植物を用いて局地気候を予測しました。
他の手法と比較すると、「共存尤度推定を用いた
気候再構築解析」(CRACLE)法では、実際の気候と
の間の線形相関が強く、気温や降水量などの変数
の推定における誤差率も低いことが示されました。 

アフリカのコウモリの分布と多様性 

a Herkt KMB, Barnikel G, Skidmore AK & Fahr J. アフリカ大陸

におけるコウモリの多様性の高解像度モデルとそ

の固有性 (A high-resolution model of bat diversity and 
endemism for   continental Africa.) Ecological Modelling 320: 
9-28. doi:10.1016/j.ecolmodel.2015.09.009  
著者の居住地： ドイツ、オランダ 

研究費助成：ドイツ教育科学・研究技術省、トゥウ
ェンテ大学 

コウモリは夜行性で飛行する動物であるため、その
分布と多様性に関する知識は限られています。本研
究ではアフリカのコウモリ 250 種に関する膨大な
（GBIF 経由記録を含む）発生データを用いて、
新鋭の分布モデルを作成しました。著者らはそのモ
デルを累積し、結論としてコウモリの多様性につい
ては全般的に赤道側に向かって増加しているが、赤
道帯の内部では本質的に異なっていることを示しま
した。この研究により、実質的に高度の生息域を特
徴とした地域における固有性の中心と、アルバート
湖の南西に位置するセムリキ川流域を含む多様な種
のホットスポットが同定され、この地域には少なく
とも 84 種のコウモリが生息していることが示され
ました。結論として、この研究により、哺乳動物の
生物多様性データに関する非常に解像度の高い一覧
が提供され、これは広大な地理的および分類学的領
域を網羅するものでした。 
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過去と現在における生物の
包括的見解の可視化 

a Hinchliff CE, Smith SA, Allman JF et al. 
系統発生と分類学の統合による包
括的な生命の樹 (Synthesis of 
phylogeny and taxonomy into a 
comprehensive tree of life.) Proceedings 
of the National Academy of Sciences of 
the United States of America 112(41): 
201423041. doi:10.1073/ 
pnas.1423041112 

著者の居住地： アメリカ合衆国 

研究費助成：全米科学財団 

本研究では、系統発生と分類学的
分類の公表データを初めて自動的
に統合し、一つの完全な生命の樹
を作成しました。GBIF 由来の分類
バックボーンを他の無数の分類学
的および系統発生的な情報と統合
し、230 万のチップを含む 新の
包括的な系統樹を作成し、「Open 
Tree of Life」と名付けました。 

 

古代のタスマニア植物 
から読み解く気候の秘
密 

Jordan GJ, Harrison PA, Worth JRP, 

 
MICROCACHRYS   TETRAGONA はタスマニアの針葉樹分岐群に属し、1 億 3000 万年前に出現
したと推定される。https://flic.kr/p/6UCB54 

Williamson GJ & Kirkpatrick JB (2015) 原始固有植物は 
白亜紀以降の十分に水分を与えられた疎生群落の 
持続を証明する(Palaeoendemic plants provide evidence 
for persistence of open, well-watered vegetation since the 
Cretaceous.) Global Ecology and Biogeography. doi:10.1111/ 
geb.12389 
著者の居住地： オーストラリア、日本 

研究費助成：オーストラリア研究評議会 

本研究では GBIF と Atlas of Living Australia に
由来する発生データを用いて、タスマニアの原始固
有植物 51 種を同定し、これらの植物種が極端な気
温変化がなく世界的に稀な湿潤気候を有する空地に
群生する傾向があることを示しました。本研究の結
果は、この地域が白亜紀以降に温暖で湿潤な気候に
生息する疎生群落を有したことを示唆しました。  
 

 

カイノキ（PISTACIA）を手掛かりに、気
候誘導性の過去の変化から未来を予測 
Kozhoridze G, Orlovsky N, Orlovsky L, Blumberg DG & Golan- 
Goldhirsh A (2015) カイノキの地理的分布と移住経
路：過去、現在、そして未来(Geographic distribution 
and migration pathways of Pistacia - present, past and future.) 
Ecography 38: 1-14. doi:10.1111/ecog.01496  

著者の居住地： イスラエル 

研究費助成：Albert  Katz 砂漠研究国際学校、欧
州委 員会、米国・イスラエル共同開発研究プログ
ラム、経済発展農業貿易事務局、米国国際開発庁 

 

多岐にわたる気候条件がこれまで種の分布にどのよう
に影響したかについて長期的な展望を得るため、研究
者たちはカイノキ属（Pistacia）の遺伝的近縁種を対
象に事例研究を行いました。GBIF 経由記録 125,000 件
を用いてカイノキ（Pistacia）10 種の分布モデルの基
礎を作成し、気候、地勢、土壌のデータと組み合わせ
て、121,000 年前から 2100 年までの推定分布を予測し
ました。その結果、落葉性の植物種は常緑性に比べて
極端な気温に対する耐性が高く、カイノキ属は気候変
化に反応して移住する前に北方林に起源した可能性が
示唆されました。 

 

 

 
 

野性のカラスムギが育つ処 

Loskutov IG, Melnikova SV & Bagmet LV (2015) VIR 植物標
本集とジーンバンクコレクションにおける Avena 
L. 野生種の生態地理的評価(Eco-geographical 
assessment of Avena L. wild species at the VIR herbarium 
and genebank collection.) Genetic Resources and Crop 
Evolution. doi:10.1007/s10722-015-0344-1 
著者の居住地： ロシア連邦 

研究費助成：ロシア科学基金 

本研究では、GBIF を経由してアクセスした遺伝
的記録と植物標本記録に基づいて、カラスムギ野
生種の生息域を解析しました。その結果得られた
分布から、ほとんどのカラスムギ野生種は半乾燥 
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j.ympev.2015.02.001 Author countries: Colombia, Puerto 
Rico, New Zealand Research funding: Universidad del Valle 
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および乾燥した適度に熱帯の気候を有す山土条
件を好むことがわかりました。 

 

 

生物多様性保全会議の愛知目標第 19 条は、生物
多 様性に関する最新の知識ベースの開発と共有
のた めの特別な使命を記すものです。    GBIF ネッ
トワー 

 クには何億件もの記録が登録されていますが、そ 
 

アンデス山脈と無尾類の多様性 

Mendoza ÁM, Ospina OE, Cárdenas-Henao H & García-R JC 
(2015)  世界で最も多様性に富む陸生脊椎動物属に 
おける歴史的な生物地理の尤度推論：新熱帯地域 
の直接発生カエル種の多様化(A likelihood inference of 
historical biogeography 
in the world’s most diverse terrestrial vertebrate genus: 
Diversification of direct-developing frogs (Craugastoridae: 
Pristimantis) across the Neotropics.) Molecular 
Phylogenetics and Evolution 85: 50-58. doi:10.1016/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

W RAINFROG (PRISTIMANTIS W-NIGRUM), CC BY‐NC 2013 KOVASKA 
HTTP://WWW.INATURALIST.ORG/PHOTOS/259592 

 
著者の居住地： コロンビア、プエルトリコ、ニュージーラ ンド 

 

研究費助成：Universidad del Valle 

d 熱 y 帯アメリカの地勢は過去 5000 万年に亘って
絶え ず改変されてきました。そして造成された障
壁や 結合によって地域の野生生物の生息が形成さ
れて きました。 

本研究ではアンデス山脈の形成が Pristimantis 属のカ 
エルの進化と多様化に果たした役割を検討しまし 
た。研究者たちは DNA 配列と GBIF 経由発生デー
タ を用いて新しい系統樹を作成し、この属の先祖
の 生息域を再構築しました。その結果、Pristimantis 
属の起源と放散のホットスポットがアンデス山脈 
北西部の中山地帯に特定され、そこでの古生代地 
質学的変化がこの属における種形成の主な原動力と
なったことが示唆されました。 

 

 

れでもギャップやバイアスは存在します。本研究 
では陸生脊椎動物の 2 億件近くの GBIF 経由発生デ
ー タを検査してギャップとバイアスを同定しまし 
た。その結果、アジア、アフリカ、南アメリカに 
記録の存在しない大きな領域が示されました。専 
門的な監督を受けた地図上に発生記録を重ね合わ 
せて網羅性のレベルを調べたところ、アメリカや 
アフリカの熱帯地域など非常に種の多い地域を除 
いては、記録密度との間に高い相関性が認められ 
ました。データ網羅性の最も強力な制限因子は収 
集自体ではなく、デジタル化や可動化に関するも 
のでした。国家的研究資金と GBIF 参画は、一貫して 
網羅性を決定する強力な要因でした。 

 
 

熱帯植物多様性の起源を求めて 

Moonlight PW, Richardson JE, Tebbitt MC et al. (2015) 多様性 
に富む属における大陸規模での多様化パターン： 

新熱帯地区ベゴニアの生態地理(Continental-scale 
diversification patterns in a megadiverse genus: the 
biogeography of Neotropical Begonia.) Journal of 
Biogeography 42(6): 1137-1149. doi:10.1111/jbi.12496 著 

者の居住地： イギリス、コロンビア、アメリカ、 
中国、台湾 
研究費助成：Academica Sinica、スコットランド政府地 
域環境科学分析サービス支部 

熱帯はなぜ植物多様性の温床なのでしょうか？こ 

のような進化的パターンを形作る最も強力な機構 

はどのようなものでしょうか？本研究は「現代生 

物地理学おける最も興味深い問題の一つ」に取り 

組むことを目指して、ベゴニア属の起源と拡大に 

アンデス山系を中心に分布するベゴニア約 1,600 種 

ついて調査しました。 

の遺伝解析と GBIF 経由発生データ 22,374 件に基づ 

き再構築された先祖の生息域を組み合わせて、ベ 

ゴニアが無数の放散を繰り返したこと、種の大陸 

規模での分散と生息域の変化における偶然の重要 

性を発見しました。 

と
生物多様性データにおけるギャップとバ イアスの優先順位付け 

a Meyer C, Kreft H, Guralnick RP & Jetz W (2015) 生物多 様
性分布の有効な情報基盤のための地球規模での 優
dis 先 trib 順 ut 位
ion(Gsl.o)bNaaltpurrieorCitoiemsmfournaincaetfifoencstiv6e: 
8in2f2o1rm.   ation basis 
odfobi:i1o0d.i1v0er3s8it/yncomms9221 
著者の居住地： ドイツ、アメリカ 研究費助成：
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)、独 学術交流会留
学生奨学金(DAAD)、ドイツ研究評議会 (DFG)、全米科
学財団、イェール大学、University ofGöttingen 

南極海のヒトデ 

a Moreau CVE, Aguera A, Jossart Q & Danis B (2015) 南極
海のヒトデ綱：南極海洋生物種登録リス ト Reg
の is 更 ter 新 of の An 提 tar 案
ctic(SMoaurtihneerSnpOecceieasn.)ABstieordoivideersai:ta
y Data pJorouprnoasel   
3d:uep7d0a6te2.fodrotih:1e0.3897/BDJ.3.e7062 著者の居
住地： ベルギー 研究費助成：ベルギー科学政策
室 
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本研究の著者らは GBIF ネットワークを含む異なる情 
報源に由来する 13,000 件を超える発生記録を用い 
て、南極海のヒトデ綱（ヒトデ）の種のチェック リ
ストの更新版を提案しました。出来上がったリ スト
は南極海洋生物種登録リストの更新版として 
GBIF.org を経て発行されました。 

 
 

 

種子植物の柔組織成分 

Morris H, Plavcová L, Cvecko P, et al. 種子植物の二次木部 

の柔組織画分の大域解析(A global analysis of 
parenchyma tissue fractions in secondary xylem of seed 
plants.) New Phytologist. doi:10.1111/nph.13737 
著者の居住地： ドイツ、カナダ、アメリカオース 

トラリア、中国 研究費助成：ドイツ科学研究財団
(DFG)、Alexander von Humboldt 基金、, Ulmer Universität、
Ulmer Universitätsgesellschaft、公共福祉森林科学研究
特別 基金（中国） 

柔組織は種子植物において重要な組織で、異なる 
タイプの細胞から成りますが、その成分に関して 
はほとんど知られていません。本研究では GBIF
経 由発生データを用いて柔組織細胞画分の大域
解析 を行い、気温と成長型が全柔組織組成の予
測因子 であることを示しました。 

 
 

 

「合成」データセットを用いた生態学的 
仮説の検証 

Poisot T, Gravel D, Leroux S, et al. (Synthetic datasets 
and community tools for the rapid testi 生態学的仮説を
迅 
速に検証するための合成データセットとコミュニ 
テ ィ ー ・ ツ ー ル ng of ecological hypotheses.) 
Ecography 39(4):  402-408.  doi:10.1111/ecog.01941 
著者の居住地： カナダ、アメリカ、ニュージーラ 
ンド、スペイン 

研究費助成：カナダ生態進化研究所、Université de 
Montréal、カナダ自然科学技術研究評議会、ニュー 
ジーランド王立協会 

大容量データネットワークによって研究者たちは 
新たにデータを収集することなくマクロ生態学的 
な問題に取り組むための新しい手段を手に入れま 
した。本研究では一般的な手法と原理をレビュー 
し、ボトルネックを同定し、このような手法を用 
いる明確な勧告を提供しました。    著者らは GBIF
経 由発生データを用いて作成した種分布モデルと、 
種々のデータベースに由来する相互作用に基づい 
て、マツ湖沼食物網構造を対象とした事例研究を 
行いました。著者らはこのような合成データベー 
スによって大規模定量的予測が支援されることを 
示す一方、生物系に関する我々の知識における 
ギャップを同定しました。これらの結果はフィー 
ルドワークにおける優先度の高い領域の同定を支 
援する方法について示すものでした。 

 

 

 

 

 

 

 
ウツボカズラ(NEPENTHES RAFFLESIANA), CC BY‐SA 2014 BERNARD 
DUPONT    https://flic.kr/p/q2GUdF 

 
 

食虫植物の生態的ニッチの分岐 

a Schwallier R, Raes N, de Boer HJ, Vos RA, van Vugt 
RR, Gravendeel B (2016) ニッチ分岐の系統発生解析に 
より熱帯性食虫植物の独特の進化史と 気候変動の 
影響が解明された(Phylogenetic analysis of niche 
divergence reveals distinct evolutionary histories and 
climate change implications for tropical carnivorous pitcher 
plants.) Diversity and Distributions 22(1): 97-110. 
doi:10.1111/ddi.12382 
著者の居住地： オランダ、スウェーデン、ノル ウ
ェー 

研究費助成：オランダ研究評議会 

本研究では、マレー諸島の食虫植物(Nepenthes 
genus) における遺伝的な近接性と生態的ニッチの 分
岐との関係を検討しました。69 種に関する 735 件の
GBIF 経由記録に基づいて高地と低地の種から は異
なる系統樹が構築され、これらの群は進化史 の分岐
を反映し、将来の気候条件に対して異なる 反応と許
容性を示す可能性が示唆されました。 
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生物地理データを利用した生息域とニッ チの
系統発生の検討 
Spalink D, Drew BT, Pace MC et al. (2016) 北米のツゲ(カヤ 
ツリグサ科)植物相の分布の地理的場所とニッチ空 
間パターンの進化(Evolution 
of geographical place and niche space Patterns of 
diversification in the North American sedge (Cyperaceae) 
flora.) Molecular Phylogenetics and Evolution 95: 183-195. 
doi:10.1016/j.ympev.2015.09.028 
著者の居住地： アメリカ、中国 研究費助成：全米
科学財団、ウィスコンシン大学 マディソン校 

本研究では地理と生態的ニッチが種の進化過程で 果
たす役割を理解するために、研究チームは 200,000 件
の GBIF 経由発生データをダウンロード し、北米のカ
ヤツリグサ科(ツゲ)植物を対象に事 例研究を行いまし
た。20,000 件を超える遺伝的 データと組み合わせて、
ツゲ植物相の多様化は種 の分布と気候ニッチの進化
と関連しているという 仮説を支持する結果が得られ
ました。この研究に より系統的背景において生物地
理学的データを用 いて逐次改善を加える新しい手法
が提供されまし た。 

 

 

 
ブラジルカンゾウの花の上のシタバチ CC BY 2008 ALEX 
POPOVKIN   HTTP://BIT.LY/2DZYZTJ 

 
 

巣を盗むハチの分布には宿主ではなく気 
候が影響する 

a Silva DP, Varela S, Nemésio A & De Marco P Jr (2015) ) 
Paleodistribution モデルへの生物的相互関係の追加： 
新熱帯地区のシタバチの寄主と盗寄生性生物の複 
合体(Adding Biotic Interactions into Paleodistribution 
Models: A Host-Cleptoparasite Complex of Neotropical Orchid 
Bees.) PLoS ONE 10(6): e0129890. doi:10.1371/journal. 
pone.0129890 
著者の居住地： ブラジル、ドイツ 
研究費助成：Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 

シタバチは新熱帯地区でのみ見られる色彩豊かな 
授粉媒介昆虫です。中には他の寄主生物種の巣を 
乗っ取る盗寄生性の種もあります。この事例では 
研究者たちはシタバチ(Aglae caerulea)の分布モデル 
における寄主ハナバチ種 Eulema    nigrita の一体性を
検 討しました。研究者たちは GBIF 経由発生デー
タを 用いて、歴史的な気候データおよび E.     nigrita
の有無 と組み合わせてこの寄生性昆虫の分布モデ
ルを作 成しました。驚いたことに、寄主と寄生種
との相 互複合体はモデルの改善に寄与しないとい
う結果 が示されました。そうではなくて A.    
caerulea の生息 域は寄主の存在ではなく、主とし
て気候要因に よって制限されるようでした。 

 
 

多様性の緯度勾配の原因は何なのか？ 
Spano CA, Hernández CE & Rivadeneira MM (2015) 進化的分 

散がイシサンゴにおける多様性の緯度勾配を推進 

する(Evolutionary dispersal drives the latitudinal diversity 
gradient of stony corals.) Ecography 39(9): 836-843. 
doi:10.1111/ecog.01855 
著者の居住地： チリ 研究費助成：
FONDECYT; CONICYT 

「多様性の緯度勾配」は極域から赤道にかけての 種の
豊かさの急増につけられた名称です。この勾 配を推進
する進化力についてはあまり理解されて いません。本
研究では全ての分岐群の中で最も明 確な典型的勾配を
有するイシサンゴ（イシサンゴ 目）を例に検討を行いま
した。研究者たちは GBIF と 他の情報源から得られた歴
史的発生データに基づ き、イシサンゴで認められる勾
配は比較的年代が 新しく、白亜紀の大量絶滅の終了後
に起源するも のであると結論しました。結果として高
緯度の熱 帯地区に起源は見つけられず、勾配パターン
を推 進する進化力はいわゆる「熱帯地方を離れて」 
(OTT)モデルの予測とは合致せず、逆に熱帯地方に 向け
ての移住傾向がはるかに強いことが示されま した。 
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アバコ島ではヒトの影響が気候を追い越 
す 
Steadman DW, Albury NA, Kakuk B, et al. 氷河期のカリブの 

島の脊椎動物コミュニティー(Vertebrate community on 
an ice-age Caribbean island.) Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United 
States of America 112(44): E5963-E5971. doi:10.1073/ 
pnas.1516490112 
著者の居住地： アメリカ、バハマ 

研究費助成：全米科学財団、米国地理学協会、フ 
ロリダ大学、アメリカ自然史博物館 

本研究ではバハマのアバコ島に存在するソーミ 
ル・シンクと呼ばれる水中洞窟から回収された 95 
種の脊椎動物の 5,000 点を超える化石を紹介してい 
ます。GBIF 経由データに基づき構築された現在のモ 
デルと、この一群の更新世後期の化石の解析によ 
り、17 種は 9,000～15,000 年前に気候変動によって 
絶滅したが、22 種もの生物は過去 1,000 年の間に
ヒ トの直接的な影響によって絶滅に至ったことが
示 されました。 

 
 

やがて多様性が訪れる 

Tanentzap AJ, Brandt A, Smissen R et al. (2015) 植物の放散 
は社会形成にいつ影響するのか？ニッチ空間のため 

の競争における歴史的偶発性の重要性 (When do plant 
radiations influence community assembly? The importance 
of historical contingency in the race for niche space.) The New 
Phytologist  207(2):  468-79.  doi:10.1111/nph.13362 

著者の居住地： イギリス、ニュージーランド、アメ 
リカ 

研究費助成：ニュージーランド王立協会 

この論文では植物の進化的放散が出現し生態的動 
態に影響を及ぼす機構を、ニュージーランドの高 

 

 
PATRICK RANDALL https://flic.kr/p/mbc2ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カオグロベニフウキンチョウ(RAMPHOCELUS   NIGROGULARIS).   CC 
BY‐NC  2016  SAINTCHARLES  HTTP://WWW.INATURALIST.ORG/ 
PHOTOS/4396470 

山植物帯の種数の多い 16 属に注目して検証しまし た。
GBIF 経由発生データを用いて、各属が過去 2000 万年
にわたって占有してきたニッチ空間を再 構築し、海
洋堆積物コア内に沈殿した有孔虫綱の 同位体測定に
より新生代の海面温度を計算するな どの野心的なス
テップを経て、過去の陸地温度を 推定しました。そ
の結果、ニュージーランドにコ ロニーを形成した属
はその初期により「空閑な」 環境空間に遭遇し、こ
れによって種の多様化が促 進され環境の占有が進ん
だことが示唆されまし た。従って時間は多様性が出
現した理由だけでな く、この多様性がどのように生
態的動態に影響し たかも説明します。 

 

 

フウキンチョウの多様化 

Title PO & Burns KJ (2015) 鳴禽の大きく生態学的に多岐 
にわたる放散において気候ニッチの進化速度は種 の

豊かさと相関する(Rates of climatic niche evolution are 
correlated with species richness in a large and ecologically 
diverse radiation of songbirds.) Ecology Letters 18(5): 
433-440. doi:10.1111/ele.12422 
著者の居住地： アメリカ 研究費助成：全米科
学財団 

生物のあるグループが他のグループより多くの種 を
有するのは何が原因なのでしょうか？本研究で は、
鳴禽で最も大きな科であるフウキンチョウ 
(Thraupidea)における多様化と生態的ニッチの進化と の
関係を調査してこれに答えようとしました。研 究者
たちは GBIF と他の情報源に由来するデータを用 いて分
布を編集し、19 の生物気候学的変数を用い てニッチ
モデルを構築しました。系統発生解析に よりフウキ
ンチョウ科は気候ニッチの進化に応じ て採点し、複
数の分岐群に分類されました。これ らのスコアは種
の豊かさと強く相関し、ニッチ量 分岐群齢および地
理的領域とも相関していまし た。著者らは大きく広
範囲にわたる分岐群のニッ チ進化の解析のための反
復可能な方法がこの研究 によって供給されると示唆
しています。 
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種の豊かさは気候によって形成される 
a Velasco JA, Martínez-Meyer E, Flores-Villela O et al. 
(2016)  アノールトカゲにおける気候ニッチ特性と多 
様化(Climatic niche attributes and diversification in Anolis 
lizards.) Journal of Biogeography 43(1):  134-144. 
doi:10.1111/jbi.12627 
著者の居住地： ドイツ、メキシコ、イギリス、コ 
ロンビア 

研究費助成：全米科学財団 

本研究では研究者たちは主に GBIF を経由してアクセ 
スした 13,500 件の記録に基づいて、アノールトカゲ 

われてしまうのはなぜでしょうか？この疑問の解 
明を目指して、本研究では研究者たちはマメ科植 
物に関する 300 万件を超える GBIF 経由発生データを 
用いて、特定の生態学的特性が共生関係の継続に 
繋がるかを検討しました。その結果、解析された 
種の半数は共生関係を絶対的に必要としない場合 
でさえ、この関係を長期に亘って持続する可能性 
の高いことが示されました。その様な種は葉の窒 
素とリン酸の含有率が高い傾向にあり、年間の平 
均気温の低い気候に生息していました。 

の種数の多い属における気候ニッチ動態と種の多   

様性との間の関連性を調査しました。ニッチ位置 
幅と多様化との間には有意な相関が認められ、気 
候が種の豊かさを形成するために強力な役割を果 
たしたことを示唆する証拠を提供しました。 

 
 

近いけれど数千年離れて 

Wasof S, Lenoir J, Aarrestad PA et al. (2015) ヨーロッパの 
維管束植物の分断集団は同じ気候ニッチを維持す 
る(Disjunct populations of European vascular plant species 
keep the same climatic niches.) Global Ecology and 
Biogeography  24(12):  1401-1412.  doi:10.1111/geb.12375 
著者の居住地： フランス、ノルウェー、アメリ カ、
イギリス、スウェーデン、デンマーク、ドイ ツ、
オーストリア、スイス、アイスランド、フィ ンラ
ンド、ベルギー、エストニア 研究費助成：ヨーロ
ッパ研究評議会、スウェーデ ン研究評議会、ノル
ウェー研究評議会、ストック ホルム大学 

種の気候ニッチは空間及び時間的に持続されるか 
を検討するため、研究者たちは GBIF と他の情報源に 
由来するデータを用いてアルプスとフェノスカン 
ディアの両方に生息する 888 種の高山植物の長期
に 亘って分断された 2 集団を調査しました。この
研究 ではニッチ動態を定量化するために 2 種類の
手法を 用いて、気候ニッチは実際に 2 集団間で全
体として 保全されていたことを示しました。 
 
共生関係のダイナミクス 
a Werner GDA, Cornwell WK, Cornelissen JHC & Kiers ET 
(2015)  マメ科植物と根瘤菌との共生関係における共 
生継続の進化のシグナル(Evolutionary signals of 
symbiotic persistence in the legume–rhizobia mutualism.) 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America 112(33): 201424030. doi:10.1073/ 
pnas.1424030112 
著者の居住地： オランダ、オーストラリア 

研究費助成：オランダ科学研究助成協会、ヨー ロ
ッパ研究評議会、DIVERSITAS/未来の地球、ドイツ 統
合生物多様性センターHalle-Jena-Leipzig 

共生関係は生物の多様化における重要な原動力で 
す。例えば マメ科植物と窒素固定細菌の関係は古 
くから存在しますが、進化において重要な役割を 
果たす例がある一方で、このような関係が時に失 

局地生態的フットプリント・ツール(LEFT) 
の構築 
Willis KJ, Seddon AWR, Long PR et al. (2015) 遠隔地の局地 
的に重要な生態的特性の遠隔評価：どれほど実際 
を代表するのか？((Remote assessment of locally 
important ecological features across landscapes: how 
representative of reality?) Ecological Applications 25(5): 
1290-1302.    doi:10.1890/14-1431.1 
著者の居住地： イギリス、ノルウェー 研究費
助成：Statoil、オペレーション Wallacea、 オック
スフォード大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地球規模のオンラインデータベース「LEFT」(A)または地域の フィ
ールドデータ(B)を用いて計算されたマダガスカルの MAHAMAVO の 
β 分布マップ 

 

本研究では、使用者による入力を最小化して環境
影響評価を迅速かつ簡便に行うための自動化され
たウェブサービス、局所生態的フットプリントツ
ール（LEFT）が開発されました。このサービスを使
うと生物多様性、脆弱性、分断化、接続性、回復
力の測定に基づき、GBIF と他の情報源から自由に
利用できるデータを用いてマップを出力し、生態
学的特性とリスクに関する報告を作成することが
できます。このツールの性能を検証するために研
究者たちは、多くの検証地点に対して自動作成さ
れた報告を生物学的野外調査のデータと比較しま
した。その結果このツールによって非常に安定し
た結果が得られることを示しました。しかし、生物
学的発生データに地域的なギャップが存在すると
結果の不確実性が増大する可能性があることも明
らかになりました。 
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  ⽣物多様性科学の引⽤はサイエンスレヴュー・ソースブックの p.12 をご覧ください。  
 
 
 
 
 

 
 

  

生物学的記録の未来はここにある 

August T, Harvey M, Lightfoot P et al. (2015) 生物学的記録 
の技術の台頭(Emerging technologies for biological 
recording.) Biological Journal of the Linnean Society 115(3): 
731-749.    doi:10.1111/bij.12534 

著者の居住地： イギリス 

研究費助成：自然保全合同委員会、自然環境研究 
評議会 

顕微鏡の発明から今日の研究におけるスマートフ
ォン・アプリケーションの利用に至るまで、急激
な技術の変化は生物科学に常に影響を与えてきま
した。この論文では生物学的データ記録の過去、
現在そして未来の技術が系統的にレビューされ、
新たな技術の導入には多少の困難が伴うものの、
より開かれた信頼性の高い優れた科学的データが
もたらされると述べられています。 

データ専門誌の調査 
Candela L, Castelli D, Manghi P & Tani A (2015) データ専門 

誌に関する一調査(Data journals: A survey.) Journal of 
the Association for Information Science and Technology 
66(9): 1747-1762.    doi:10.1002/asi.23358 

著者の居住地： イタリア  

研究費助成：OpenAIREplus、iMarine 

本論文ではデータ関連の論文を掲載する 100 超の専門誌につ
いてレビューが行われ、査読を経たメタデー タの取り扱いと
準備に対する様々な手法が述べられています。この調査には
GBIF の統合公開ツールキット（IPT）が提供する機能、原稿の
自動作成も含まれています。 

 

未来のための分類学的カタログ 

a Dikow T & Agosti D (2015) 分類学のためのオンラ イ
ン情報の利用：アフリカ熱帯性のハエ(昆虫綱：
双 

  翅目：Apioceridae)のサイバーカタログ(Utilizing 
地理空間的プロセシングの再考 

Authmann C, Beilschmidt C, Drönner J, Mattig M & Seeger B. 
VAT：科学における空間データを可視化、解析、変 
換するためのシステム(VAT: A system for visualizing, 
analyzing and transforming spatial data in science.) 
Datenbank-Spektrum  15(3): 
175-184.  doi:10.1007/s13222-015-0197-y 
著者の居住地： ドイツ  

研究費助成：Deutsche 
Forschungsgemeinschaft、Bundesministerium  für  Bildung 
und Forschung 

本研究では研究において空間データを可視化、解

析、変換するための汎用システム(VAT)が提案され

ています。GBIF 経由発生データを用いてこのシス

テムを検証し、スピードと画像機能の点で VAT は  は

他のシステムをしのぐとという結論に達しました。 

オープンデータはどれほどオープンなの 

か？ 

Campbell J (2014) 21 世紀における科学データのア
クセサビリティー：使用権に関する論拠と事例的
レビュー (Access to scientific data in the 21st century: 
Rationale and illustrative usage rights review.) Data Science 
Journal 13: 203-230.    doi:10.2481/dsj.14-043 
著者の居住地： アメリカ合衆国 

無数のオンラインデータ・リポジトリが科学デー

タへのオープンアクセスを主張しています 

が、特別な利用条件が適用されることが多く、
「オープン」とは正確に何を意味するかに関する
統一した見解は得られていません。この論文では
49 の科学データ・リポジトリを取り上げ、それら
の使用権についてレビューし、データを真にオー
プンにするためには、リポジトリはクリエイティ
ブ・コモンズによって提供されるようなデータ・
ライセンスの認証と標準化を行うべきであるとし
ています。 

online resources for taxonomy: a cybercatalog of 
Afrotropical apiocerid flies 
(Insecta: Diptera: Apioceridae).) Biodiversity Data Journal 
3: e5707 doi:10.3897/BDJ.3.e5707 
著者の居住地： アメリカ合衆国、スイス 

研究費助成：エンサイクロピーディア・オブ・ラ
イフ、フィールド自然史博物館、全米科学財団 
この論文ではアフリカ熱帯の apiocerid ハエの分類学
的サイバーカタログの作成について述べられてい
ます。このカタログは GBIF.org のようなオープン
アクセスのオンライン・レポジトリに基づいてお
り、対象範囲は狭いものの連結されたデータを用
いて他のオライン情報源を開発する可能性が示され
ています。 

 

種の豊か、さを解析するための淡水デー
ンタの統合 
González Vilas L, Guisande C, Vari RP et al. (2015) マクロ生 
態学的研究のための淡水生息環境の地理空間デー
タ：淡水魚の一例(Geospatial data of freshwater habitats 
for macroecological studies: an 
example with freshwater fishes.) International Journal of 
Geographical Information Science 30(1): 126-141. doi:10.10 
80/13658816.2015.1072629 
著者の居住地： スペイン、アメリカ合衆国、コロ
ンビア 

本研究では ModestR パッケージを用いて大量の淡水
生息環境データを一つのデータセットにまとめて
います。データの中には、淡水魚類 についての
GBIF 経由発生データも含まれています。本研究は
様々な生息環境における種の豊かさの評価に焦点
を置きながら、淡水生息環境に対する大陸規模で
のデータの偏りの影響についても示しています。 

データ管理 



果を概括し、参加者に共通の見解についてまとめ
たものです。 
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相互運用性は地球規模での固有識別子によっ
て実現する 

Guralnick RP, Cellinese N, Deck J, et al. (2015) 生物採集デ

ータの地球規模での固有識別子の作成作業に向け

たコミュニティーにおける次のステップ 
(Community next steps for making globally unique identifiers 
work for biocollections data.) ZooKeys 494: 133-54. 
doi:10.3897/zookeys.494.9352 
著者の居住地：アメリカ合衆国、ブルガリア、ド
イツ、スイス 

研究費助成：全米科学財団、ゲノミック・スタン
ダーズ・コンソーシアム、欧州連合 

インターネットのリンク（GBIF で用いられる DOI など）
を作成し保存することは、大規模なオンライン版の
生物学的データセットを編集、追跡、連結するため
に極めて重要です。このレビューはスウェーデンの
ストックホルムで 2014 年 10月に開かれた情報学の
専門家と利害関係者のワークショップの結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NATURALIS のデジタル化処理は個々のタイプの採集対象物に対して
最大限の効率を与えるよう設計されている 

 

産業的強みを生かした博物館の標本のデジタ
ル化 

Heerlien M, Van Leusen J, Schnörr S et al. (2015) 自然史の 

生産ライン(The Natural History Production Line.) Journal 
on Computing and Cultural Heritage 8(1). 
doi:10.1145/2644822 
著者の居住地： オランダ 

研究費助成：オランダ経済構造基金 

この論文では世界で五指に入る自然史コレクショ 
ンを誇るオランダの Naturalis 生物多様性センターの
デジタル化について概説されています。著者らは
意思決定プロセスと 1300 万ユーロの資金を最大限
に活用する方法について述べています。この資金
は、3700 万件に及ぶ標本の中の 700 万件をデジタ
ル化して GBIF.  o rg などの情報源からアクセス可能に
することを目指したプロジェクトに出資されていま
す。 

バイアスを理解することはバイアスを知 ること 
Isaac NJB & Pocock MJO, (2015) 生物学的記録における
バイアスと情報(Bias and information in biological 
records.) Biological Journal of the Linnean Society 115(3): 
522-531. doi:10.1111/bij.12532 
著者の居住地： イギリス 

研究費助成：自然保全共同委員会、英国自然環境
研究評議会 

本研究は生物学的記録データセットに潜在的に存在
するいくつかのバイアスについて述べています。著
者らは、データを利用する際にバイアスの出所を理
解することの重要性を強調する一方で、英国生物多
様性国家ネットワーク・ゲートウェイ（UK National 
Biodiversity Network Gateway）と GBIF で記録が共有され
る場合に、市民参加型科学プロジェクトと対象調査

に由来する種のチェックリストが持ち  得る価値を

特ーに強調しました。 
 

GBIF 経由デタのウェブによる収集とクリ
ーニング 
Kong X, Huang M & Duan R (2015) SDMdata ：種発生記録 を収
集するためのウェブベースのソフトウェアツール
(SDMdata: A Web-Based Software Tool for Collecting Species 
Occurrence Records.) PLoS ONE 10(6): e0128295. 
doi:10.1371/journal.    pone.0128295 
著者の居住地： 中国 

研究費助成：中国国家自然科学基金、中国ポスド

ク科学財団 

高品質の発生データは信頼性の高い種分布モデル
を作成するために極めて重要です。この論文では
GBIF の API を用いて種名を確認し、発生データを収
集してデータエラーを自動的に照合できる、単純
ながら信頼性の高いウェブ・アプリケー ション
が紹介されています。データ処理後、使用者は研
究目的に応じて不要情報が除去された発生データ
セットをダウンロードすることができます。 

 
 

大規模デジタル化プロジェクトで利用可能なワー
クフロー 

Nelson G, Sweeney P, Wallace LE et al. (2015) 植物、藻類、菌
類の平板とパケットのデジタル化ワークフロー
(Digitization Workflows for Flat Sheets and Packets of Plants, Algae, 
and Fungi.) Applications in Plant Sciences 3(9): 1500065. 
doi:10.3732/apps.1500065 
著者の居住地： アメリカ合衆国 

研究費助成：全米科学財団 

著者らは全米の 30 を超える平板やパケット状態の
植物標本集で現在採用されているデジタル化のワー
クフローに関する包括的な見解を紹介しています。
関係者によって吟味されたワークフローは、デジタ
ル化の準備からキュレーションおよび出版に至るま
での全ての手順を網羅しています。自由にダウンロ
ードできるモジュールは各地域の研究機関の必要性
と実務に応じて完全にカスタマイズが 

 
 
 
データ管理のすべての引⽤はサイエンスレビュー・ソースブックの p.21 をご覧ください。 
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次は何？ 

GBIF サイエンスレヴュー・ソースブック 2016 はこちらからダ 

ウンロードできます。 

gbif.org/science‐review‐sourcebook‐2016 

最新のデータ利用のサマリーはこちらを ご覧ください 

gbif.org/newsroom/uses/summary 

GBIF でアクセス可能なデータはこちらをご 覧ください。 

gbif.org/occurrence/search 

GBIF ニュースやデータ更新はこちらからご登録 いただけます。 

gbif.org/newsroom/summary#sign‐up 

GBIF  Mendeley  グループにはこちらからご参加いただけま す。 

mendeley.com/groups/1068301/gbif‐public‐library 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GBIF 事務局 Universitetsparken 15 DK‐2100 Copenhagen Ø 

Denmark 
 

tel 
+45 35 32 14 70 

email communication@gbif.org web 
www.gbif.org 

 
 
 


