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二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 22 年 12 月 16 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  愛知県立大学・情報科学部   

（ふりがな）         よこた   ゆきお 

職・氏 名  教授・  横田 幸雄   
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（イタリア）とのセミナー（振興会対応機関：イタリア学術研究会議） 

 

 

2． セミナー名 海洋生物に対する物理・化学的インパクトと生物多様性・持続可能性 

       Physical and Chemical Impacts on Marine Organisms – For Conservation 

       of Biodiversity and Sustainability -  

3． 期   間  平成 22年  10月 24日 ～ 平成  22年  10月  27日（  4日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 愛知郡 長久手町 愛知県立大学 学術文化交流センター     

 

5． 参加者数   日本側                11名 
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（代表者を含む） 

相手国側       8名    計  21名 
 

その他の国             2名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

岩田 久人＊ 

柿沼 誠＊ 

加藤 宏一 

 

北野 健＊ 

児玉 圭太＊ 

黒田 英世 

日高 道雄＊ 

堀口 敏宏＊ 

矢崎 育子 

横田 幸雄＊ 

渡邉 肇＊ 

 

愛媛大学・沿岸環境科学研究センター・教授

三重大学・生物資源科学・准教授 

名古屋市立大学・自然科学研究教育センタ

ー・教授 

熊本大学・理学部・准教授 

国立環境研究所・研究員 

富山大学・名誉教授 

琉球大学・理学部・教授 

国立環境研究所・統括研究官 

首都大学東京・客員研究員 

愛知県立大学・情報科学部・教授 

大阪大学・工学部・教授 

環境化学 

海洋生物化学 

細胞学 

 

内分泌学 

海洋生態学 

発生生物学 

海洋生物学 

環境科学 

動物発生学 

動物発生学 

分子生物学 

 

 



     

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare, CNR, 

    Primo Ricercatore（主席研究員）Valeria Matranga 

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Alice Barbaglio 

Laura Canesi 

Camilla Della 

Torre 

Marco Faimali 

Carla Falugi 

Francesca 

Garaventa 

Adrianna Ianora 

○Valeria 

Matranga 

Università degli Studi di Milano・研究員

Università degli Studi di Genova・准教授

Università degli Studi di Siena・研究員 

 

Istituto di Scienze Marine, CNR・研究員

Università degli Studi di Genova・教授 

Istituto di Scienze Marine, CNR・研究員

 

Stazione Zoologica di Napoli・主任研究員

Istituto di Biomedicina e Immunologia 

Molecolare, CNR・主任研究員 

細胞生物学 

細胞生理学 

環境生物学 

 

海洋科学 

環境生物学 

海洋科学 

 

海洋科学 

動物発生学 

   

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Maria Byrne 

 

Tracy K. Collier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Sydney・教授（オーストラ

リア） 

Oceans and Human Health Program, 

National Oceanic and Atmospheric 

Administration・Scientific Advisor（顧

問）（アメリカ合衆国） 

 

 

 

 

 

 

動物発生学 

 

環境生物学 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

フィールド調査の解析に基づく海洋環境・海洋生物・海洋生態系の現況，影響解析システムの研究開発，
化学物質・物理要因の実験室レベルでの評価，環境汚染因子の作用メカニズムの解析，新規モデル生物と基
準海水等の環境汚染，海洋生物に対する環境汚染因子の影響解析のための基盤的研究を行っている日伊両国
（アメリカ・オーストラリアから別途予算で招待）の研究者が研究発表・討論を行った．これまで，そして
現在の環境汚染因子のみならず，今後影響の拡大が予想される環境汚染因子に関する研究の発表も行い，そ
れらについて議論した． 
 
25 日 

Global warming, ocean acidification and emerging pollutants 
Impact of ocean warming and ocean acidification on echinoderm and molluscan life history stages: 

vulnerabilities assessed by ecotoxicology. 
Stress responses of coral-zooxanthella symbiotic system. 
Assessment of oil pollution in marine coastal areas: application of an integrated ecotoxicological 

approach. 
Environmental criteria for PAHs and implications of recent findings on aquatic animal health. 

Xenobiotic receptors and biomarkers of exposure 
Chemical impacts on aquatic birds and mammals: Xenobiotic receptor-based risk assessment. 
Analysis of the retinoid X receptor (RXR)-mediated mechanism of imposex induced by organotins 

in gastropods. 
Use of hypoxia inducible factor as a biomarker of exposure to hypoxia for megabenthos in Tokyo 

Bay, Japan. 
Molecular mechanisms of environmental sex determination in fish. 

From marine biology to applied biotechnology 
Industrial antifouling water treatment sustainability: A bio-technological approach to reduce the 

environmental impacts. 
An attempt at completely defined artificial sea water for the ecotoxicological study. 

26 日 
Toxic effects of harmful benthic microalgae Ostreopsis ovata on invertebrate and vertebrate 

marine organisms. 
The smart connective tissue of echinoderms: a promise for bio-innovation in applied technology 

and ecology. 
Toxicology of nanoparticles on marine organisms 

Toxic effects of engineered nanoparticles in the marine environment: model organisms and 
molecular approaches. 

Bivalve mollusks as a unique target group for nanoparticle toxicity. 
Uptake of metal nanoparticles in sea urchins: toxic effects on reproduction and immunity. 

Molecular approaches to marine ecotoxicology 
Effects of diatom diets on tubulin gene expression in the copepod. 
Combined effects of cadmium and UV-B exposure on sea urchin embryo development and 

expression of differentiation and stress genes. 
Molecular analysis of physiological responses to environmental changes in marine macroalgae and 

angiorperms. 
Daphnia genomics as a tool for ecotoxicological study. 

General Discussion 
 
本セミナーでは，フィールド調査による，環境汚染因子の海洋生物に対する影響に関する研究が報告され

た．フィールド調査による研究においてもこれまでの組織・細胞レベルに加えて遺伝子発現を対象とした研
究も報告され，ゲノムレベルでの解析から，予知への手掛かりが示唆された．また，地球温暖化による海水
温上昇，CO2 増加による海水 pH 低下の生物影響の研究報告により，地球温暖化，CO2 増加が海洋生物の生
殖・増殖に影響すること，サンゴ礁白化などが CO2増加をさらに促進することについて重大な懸念が認識さ
れた．今後，その生物影響が懸念されるナノ粒子について海洋生物を対象とした先行的な研究が報告されて，
その解析システムの確立と影響事前評価の必要性が強く認識された．海洋環境については世界各地で浸透圧
に 10％を超えるなどさまざまな違いがあり，海水は多かれ少なかれ汚染物質が含まれていることから，世界
レベルでの議論のために共通のプラットフォーム構築の必要性が議論された．環境インパクトの少ない着生
防止処理に関する研究も報告されて，新たな技術・ビジネスの可能性も議論された．本セミナープロジェク
トを継続し，発展させて，数理解析的技法を用いた海洋環境，海洋生態の予測モデル構築，海洋環境マネー
ジメントに関する研究も含めたものにしてゆくことの必要性が確認された． 




