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いつも学友会の活動にご支援ご協力いただきありがとうございます。 

 

― インフォメーション － 

【１】トピックス  

（１）「神戸大学人の集い」を開催  

【２】お知らせ 

（１）駐日欧州連合代表部が訪問 

（２）新たに日本学士院会員に選定された教員による学術講演会を開催 

（３）相続/遺贈セミナーを大阪・東京で開催 

【３】研究ニュース 

（１）光合成をやめた植物「オキナワソウ」を発見 

（２）水 1Lの分析で絶滅危惧種ニホンウナギの河川内分布を明らかにできる！ 

（３）乾燥状態からよみがえる”復活植物”の乾燥耐性メカニズムを解明 

【４】受賞等 

（１）吉田健一教授が欧州微生物学会連合(FEMS)の大使に就任 

（２）山内靖雄助教が農芸化学技術賞を受賞  

（３）上田香織助教が 2018 年度 iPS アカデミアジャパン研究助成に採択 

 

 

【１】トピックス 

（１）「神戸大学人の集い」を開催しました  

各界で活躍する神戸大学卒業生と，学長をはじめとする神戸大学執行部との意

見交換・懇談の場として「神戸大学人の集い」がこのたび東京・大阪の 2会場で

開催されました。 

1 月 25 日に開催された大阪会場(大阪

市北区の AP 大阪駅前梅田 1 丁目)には約

50名，2月 8日の東京会場(東京都千代田

区の学士会館)には，約 80 名の参加者が

あり，広く各方面で活躍する卒業生らが

一堂に会する機会となりました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_08_03.html） 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【２】お知らせ 

（１）駐日欧州連合代表部から訪問がありました 

2月 21 日，Errol Levy(エロル・リーヴィ)駐日欧州連合代表部参事官が油井清

光学長補佐(国際連携担当)を表敬訪問しました。懇談には，本学の関根由紀国際

教育総合センター長・法学研究科教授，吉田健一ブリュッセルオフィス所長・科

学技術イノベーション研究科教授，坂井一成国際文化学研究科教授，花田エバ EU

総合学術センター准教授が同席しました。 

今回の訪問は，リーヴィ参事官が，2月 22 日に開催された「ジャンモネ COE 高

校生向けシンポジウム」に登壇することにあわせて実現しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_02_27_01.html） 

 

（２）新たに日本学士院会員に選定された教員による学術講演会を開催しました 

3月 4日，本学出光佐三記念六甲台講堂において，新たに日本学士院会員に選定

された教員による学術講演会を開催しました。 

本講演会は，平成 30年 12 月 12 日に

開催された日本学士院第 1124 回総会

において，学術功績顕著な科学者のう

ちから新たな会員として本学社会シス

テムイノベーションセンターに所属の

根岸哲（ねぎし あきら）特命教授，大

塚啓二郎（おおつか けいじろう）特命

教授が選定されたことを記念して開催

されたもので，当日は，教職員，学生，

卒業生及び一般の方を含め約 220 名の

参加者がありました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_08_02.html） 
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（３）相続/遺贈セミナーが大阪・東京で開催されました 

基金推進室では初めての企画として，このたび「相続/遺贈セミナー（Donation 

to Kobe University and Japan's Future）」を開催しました。 

この催しは，三井住友信託銀行の共催，神戸大学学友会・神戸大学六甲クラブの

協力のもと，大阪・東京の 2会場で行われました。1月 23 日に梅田インテリジェ

ントラボにて開催された大阪会場には 22名，2月 7日に東京六甲クラブにて開催

された東京会場には，21名の参加者が集まりました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/info/kikin/topics/20190311.html） 

 

【３】研究ニュース 

（１）光合成をやめた植物「オキナワソウ」を発見 

神戸大学大学院理学研究科の末次健司講師，

森林総合研究所九州支所の木下晃彦主任研究

員 (当時，国立科学博物館・非常勤研究員)，

(一財) 沖縄美ら島財団総合研究センターの赤

井賢成研究員らの研究グループは，沖縄県の沖

縄本島や石垣島の複数地点で未知の光合成を

やめた植物を発見し，新たに「オキナワソウ」

と命名しました。詳しく検討した結果，この植

物は，屋久島固有種であるヤクシマソウに近縁

であることから，ヤクシマソウの新変種として

発表されました。 

本研究成果は，2 月 28 日に国際誌「Acta 

Phytotaxonomica et Geobotanica」に掲載され

ます。 

沖縄本島で発見されたオキナワソウ 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_02_28_01.html） 

 

（２）水 1Lの分析で絶滅危惧種ニホンウナギの河川内分布を明らかにできる！ 

神戸大学大学院理学研究科の板倉光学振特別研究員，中央大学の脇谷量子郎機

構助教，京都大学の山本哲史助教，中央大学の海部健三准教授，神戸大学の佐藤

拓哉准教授と源利文准教授からなる研究グ

ループは，1L の河川水中の環境 DNA（※1）

量を分析することで，ニホンウナギの河川

での生息状況を把握できることを世界で初

めて明らかにしました。これにより，ニホン

ウナギの河川でのモニタリングを短期間で

効率的に行うことが可能となり，絶滅が危

惧される本種資源の保全に大きく貢献でき

るものと期待されます。 
                   絶滅が危惧されるニホンウナギ (Anguilla japonica) 
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この研究成果は，2月 28 日 (現地時間) に，英国科学誌「Aquatic Conservation: 

Marine and Freshwater Ecosystems」に掲載されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_03_01_01.html） 

 

（３）乾燥状態からよみがえる”復活植物”の乾燥耐性メカニズムを解明 

神戸大学大学院農学研究科の Roumiana Tsenkova（ツェンコヴァ・ルミアナ）教

授の研究グループは，ブルガリア・アグロバイオ研究所の Dimitar Djilianov 教

授が率いる研究グループと共同で，「復活植物 ※1」として知られる小さな植物群

が水なしで長期間（数ヶ月，数年）生き残ることができるメカニズムの一部を解

明しました。 

アクアフォトミクス ※2 と呼ばれる，近赤外分光 ※3 を用いて水分子を解析

する手法で「復活植物」の 1つである Haberlea rhodopensis の乾燥 ※4 および

復活の全過程を研究した結果，乾燥中の復活植物は葉の中の水を再構成し，水分

子を結びつけた状態で蓄積することによって乾燥期間に備えていることを明らか

にしました。このような水構造の調節が，植物を脱水誘発損傷から保護し，乾燥

状態で生き残ることを可能にするメカニズムであると考えられます。 

水構造が乾燥ストレス時における植物の生命維持に重要であるという発見は，

植物の干ばつ耐性能力向上そして生物工学の発展において，新たな方向性を見出

すものです。 

この研究論文は，2019 年 2 月 28 日午前 10 時（イギリス時間）に Scientific 

Reports にオンライン出版されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_03_01_02.html） 

 

【４】受賞等 

（１）吉田健一教授が欧州微生物学会連合(FEMS)の大使に就任しました 

神戸大学は，欧州における国際交流の充実を目的として，2010 年 9月にブリュ

ッセルオフィスを開所し，欧州における学術ネットワーク拡大および本学のプレ

ゼンス向上を目指して，ブリュッセルオフィスを拠点としたシンポジウム，セミ

ナー等を開催してまいりました。吉田健一科学技術イノベーション研究科教授は

2014 年 4月にブリュッセルオフィス所長に就任し，University Informal Liaison 

Office Network (UnIiON：ブリュッセルオフィスネットワーク)等を通じた国際共

同研究創出や新規協定校の開拓にむけたブリュッセルオフィスの活動を強化して

きました。欧州における協定校は 141 校(2018 年 11 月 1 日現在)に達し，活発な

研究者・学生交流を実施しています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_03_07_01.html） 

 

（２）山内靖雄助教が農芸化学技術賞を受賞しました  

農芸化学技術賞は，「農芸化学分野において注目すべき技術的業績をあげた正会

員あるいは賛助会員に授与する。その業績は実用的価値があることを要する。」も
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ので，山内助教は，作物の高温耐性を向上させて収量を増加させる揮発性バイオス

ティミュラントの開発と実用化が評価されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_03_12_01.html） 

 

（３）上田香織助教が 2018 年度 iPS アカデミアジャパン研究助成に採択されました 

医学研究科 上田香織特定助教によるレーベル遺伝性視神経症患者 iPS 細胞を

用いた病態解明に関する研究が，iPS アカデミアジャパン研究助成に採択され，２

月６日に授賞式が行われました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_03_12_02.html） 

 

 

★「KU-Net」からのお知らせ 

「神戸大学コミュニティネットワーク(KU-Net)」に在学生の登録が増えてきています。 

ネットワークを通じて卒業生と在学生が連絡を取り合える機能を有していますので，

卒業生のみなさまも，奮って登録をお願いいたします。 

登録いただく折，又は登録内容の更新の際に「OB・OG 訪問」受付可能とすることによ

り在学生との交流が可能となります。 

在学生にとって，先輩である卒業生の皆様との接点はとても貴重なものです。もし，

OB・OG 訪問を受けていただける方は，KU-Net ログイン後，利用設定の「OB・OG 訪問を受

ける」にチェックし，保存すると設定完了となります。 

詳しくは，神戸大学コミュニティネットワークホームページ 

(http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/)でお知らせしています。 

 

 

★学友会のホームページ 

（https://www.kobe-u.com/alumni/） 

 

 

■無断での転載，再配布を禁止します。 

(支部所属の会員の皆様にもお知らせください)  

神戸大学学友会事務局 

657-8501 神戸市灘区六甲台町１-１ 

      神戸大学企画部卒業生･基金課内 

          TEL 078-803-5042  FAX 078-803-5024 

E-mail:plan-gakuyukai@office.kobe-u.ac.jp   
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