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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 

 

【２】お知らせ 

（１）「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～[2020 年

度]」を掲載 

 （２）「神戸日本語プログラム 1月セッション 2021 Discover the Kobe Area and 

Japan- Australia つながり!」を開催 

（３）神戸大学若手教員長期海外派遣制度 令和 2年度成果報告集 

 

【３】研究ニュース 

 （１）高速・高精度で細胞代謝物を解析する技術を開発 

―より効率的に高機能な物質を大量生産する細胞構築を実現― 

 （２）スマートセル開発に寄与する要素技術を集積したパイロットラボを整備 

 （３）植物が酸化障害を防ぐメカニズム「P700 酸化モデル」を内在的な生理現象 

で実証 －光呼吸の重要性を示唆 － 

 （４）ジャガイモの毒 α-ソラニンはトマトの苦味成分から分岐進化した 

 （５）メスだけのクローンは“進化の袋小路”からどうやって抜け出しているのか 

〜ゲノム規模の解析から明らかになった寄生蜂の無性生殖の進化と維持機 

構〜 

 （６）発見！根の先端は橋と同じだ！ 

― 器官の形に生物種を超えた共通性をもたらす物理 ― 

 （７）森から川へ陸生動物が落ちてくる季節の長さが川の生態系を変える 

 

【４】受賞 

 （１）的崎 尚教授が「第 5回生体の科学賞」を受賞 

 

 

【１】トピックス 

（１）神戸大学人の集い 

神戸大学では、卒業・修了生の皆様に大学の現状等についてご説明し、意見

神戸大学学友会ニュースレター 
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【２】お知らせ 

 （１）「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～ 

[2020 年度]」を掲載 

本学は平成 23 年(2011 年)から、ステークホルダーの皆様に対して、神戸大

学の今の姿をより分かりやすく伝えられるよう、「データと資料が語る神戸大

学の今の姿～神戸大学データ資料集～ 」を作成し公表しております。 

     このたび、2020 年度版を作成しましたので、是非ともご覧ください。 

     本資料集は、本学のデータを示し、比較・分析が可能な項目については、全国

データあるいは大規模大学との比較・分析を行っています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_02_25_01.html） 

 

（２）「神戸日本語プログラム 1 月セッション 2021 Discover the Kobe Area and 

Japan- Australia つながり!」を開催 

国際教育総合センター留学生教育部門では、「神戸日本語プログラム 1 月セ

ッション 2021 Discover the Kobe Area and Japan- Australia つながり!」

と題した短期プログラムを 1 月 6 日から 27 日にかけて開催しました。同プロ

グラムは主としてオーストラリアの本学協定校で日本語を学ぶ学生を対象と

したもので、第 2回目の開催となる今回は、新型コロナウイルス感染拡大に伴

う入国制限等の影響から、すべてオンラインでの開催となりました。 

同プログラムには非協定校 1校を含むオーストラリアの 5大学（ウーロンゴ 

ン大学、カーティン大学、西オーストラリア大学、ニューカッスル大学、モナ

シュ大学：五十音順）から 16名の留学生の参加がありました。初日の 6日は開

講式とオリエンテーション、27日は最終発表会と閉講式にあて、この 2日を除

く月曜日から土曜日の午前中を中心に、3 週間にわたり日本語の授業と地域研

究の授業を行いました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_02_24_01.html） 

 

交換・懇談いただける場として、毎年東京、大阪の 2会場で「神戸大学人の集

い」を開催しておりますが、今年度は未だ新型コロナウイルス感染症の収束の

見通しが立たず、大変残念ではございますが通常開催を断念し、オンラインで

の開催といたします。（開催期間：2月 25 日～3月 17 日） 

本年 3 月末に学長として 6 年間の任期の満了を迎える武田 廣より、学長在

任期間中の本学の歩みと 2022 年に創立 120 周年を迎える本学の今後担うべき

使命と役割、そして新たな挑戦に向けてお話させていただきます。 

お知り合いの神戸大学卒業・修了生の皆様にもお知らせいただき、多数ご視 

聴くださいますようご案内申し上げます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/tsudoi/index.html） 
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 （３）神戸大学若手教員長期海外派遣制度 令和 2年度成果報告集 

「神戸大学若手教員長期海外派遣制度」は、次世代の教育研究を担う人材の

育成を目的に 2009 年に創設され、これまでに 150 名以上の若手研究者を海外

に派遣しています。この制度は、神戸大学における国際交流を推進していく上

でも特色ある、極めて画期的な取り組みのひとつです。 

これまで若手教員長期海外派遣制度帰国報告会として実施していましたが、 

新型コロナウイルス感染拡大の状況もあり、このたび成果報告集としてまとめ

ました。 

この制度を利用した若手教員が、派遣先で得た

貴重な研究の成果や体験談などを紹介していま

す。ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/organization/ 

ltovp_r2.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）高速・高精度で細胞代謝物を解析する技術を開発 

―より効率的に高機能な物質を大量生産する細胞構築を実現― 

NEDO と神戸大学、（株）島津製作所は、植物や微生物を用いた高機能品生産

技術の開発（スマートセルプロジェクト）に取り組んでおり、これまでに開発

した微生物細胞自動前処理技術に加え、このたび水溶性代謝物など 186 種類の

細胞代謝物を一斉分析できる「代謝物抽出トータルシステム」と、有望なスマ

ートセルの候補となる細胞を最短 1日で見つけられる「ハイスループット評価

システム」を新たに開発しました。これらのシステムを用いて、細胞の特性を

示す膨大なデータを高精度に高速で取得し、より適切な代謝経路を設計するこ

とで、これまでの 20倍の選抜効率でスマートセル候補細胞を得られます。長い

期間を要していたスマートセルの開発を圧倒的に短縮できることから、高機能

な物質の大量生産も可能となります。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/ 

2021_02_17_01.html） 

 

 （２）スマートセル開発に寄与する要素技術を集積したパイロットラボを整備 

― スマートセルを短期間で構築、「スマートセルインダストリー」の創出を 

目指す ― 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/organization/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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NEDO と神戸大学は、植物や微生物を用いた高機能品生産技術の開発（スマー 

トセルプロジェクト）に取り組んでおり、目的物質の生産能力を大幅に高めた

細胞である「スマートセル」を開発するプラットフォーム確立を目指すべく、

同プロジェクトで開発してきた要素技術を集積したパイロットラボを神戸大

学先端融合研究環の統合研究拠点内に整備しました。 

このパイロットラボでは、独自に開発した長鎖 DNA 合成技術やハイスループ 

ット組み換え技術、高速・高精度の細胞代謝物測定技術を組み合わせることで、

スマートセルを従来の 5分の 1以下の期間で開発できます。今後、実際に企業

などがパイロットラボを「スマートセル開発プラットフォーム」のプロトタイ

プとして広く活用することにより、ターゲットとする特定の物質に対するスマ

ートセルを高速で構築し、高機能な化学品や医薬品原料などをバイオプロセス

により効率よく生産する次世代

産業「スマートセルインダストリ

ー」の創出を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_02_17_02.html） 

 

 （３）植物が酸化障害を防ぐメカニズム「P700 酸化モデル」を内在的な生理現象 

で実証 －光呼吸の重要性を示唆 － 

神戸大学大学院農学研究科の古谷 吏侑大学院生、三宅 親弘教授らの研究グ 

ループは、これまでの研究において明らかにしてきた光合成モデルが植物の内

在的な生理現象に対する応答として当てはまることを示すとともに、Rubisco

により触媒される光呼吸が野外環境において重要な役割を持つことを強く示

唆しました。 

光合成のモデルに関しては、いまだ多くの議論が行われており、その詳細に

は不明な部分が多く残っています。本研究グループは近年、C3植物における新

しい光合成モデルを見出しており、

本研究において、このモデルを実際

の光合成に当てはめることができ

るかを検証しました。 
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○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_02_26_03.html） 

 

 （４）ジャガイモの毒 α-ソラニンはトマトの苦味成分から分岐進化した 

神戸大学大学院農学研究科の水谷 正治准教授、秋山 遼太研究員らと、京都大

学化学研究所の渡辺 文太助教、理化学研究所環境資源科学研究センターの梅基

直行上級研究員、大阪大学大学院工学研究科の村中 俊哉教授らの研究グループ

は、ジャガイモの芽などに含まれる有毒成分であるα-ソラニンが、トマトのα-

トマチンに代表される苦味成分から分岐したことを解明しました。 

今後、本研究の成果をもとに、ジャガイモの毒性成分の合成能をコントロール

した育種が可能となることが期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_02_26_01.html） 

 

 （５）メスだけのクローンは“進化の袋小路”からどうやって抜け出しているのか 

〜ゲノム規模の解析から明らかになった寄生蜂の無性生殖の進化と維持機構〜 

琉球大学・戦略的研究プロジェクトセンターの和智 仲是特命助教、神戸大学・

大学院農学研究科の前藤 薫教授、同大学・大学院生の Jin-Je Gau 氏（当時）と

藤江 隼平氏（当時）・深野 堅哉氏らの研究グループによる成果が、生態学・進化

生物学・生化学および分子生物学の 3 分野でのトップジャーナルである

「Molecular Ecology」の電子版に掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_02_26_02.html） 

 

 （６）発見！根の先端は橋と同じだ！ 

― 器官の形に生物種を超えた共通性をもたらす物理 ― 

大阪大学大学院理学研究科の藤原 基洋さん(研究当時：博士後期課程 3 年)

と藤本 仰一准教授、奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科の郷 達 

明助教と津川 暁特任助教と中島 敬二教授、神戸大学大学院理学研究科の深城 

英弘教授の研究グループは、根の先端の輪郭が多くの生物種で共通して、橋な

どの建築物に広く見られるカテナリー曲線と一致することを明らかにしまし

た。 

動物の骨や植物の根など器官の輪郭の形は、種を超えて共通しているように
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見えます。この見かけの共通性を数学的に検証すること、また共通性を生み出

す仕組みを生物学的に解明することは、生き物が進化を通じて環境にどう適応

してきたかを知る手がかりになります。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_03_03_01.html） 

 

 （７）森から川へ陸生動物が落ちてくる季節の長さが川の生態系を変える 

神戸大学大学院理学研究科の佐藤 拓哉准教授・上田 るい（大学院生）と東

京大学大学院農学生命科学研究科の瀧本 岳准教授からなる研究グループは、

河川の食物網構造と生態系機能に対し、隣接する森の虫が川に落下して魚の餌

となる季節の長さが、大きな影響を及ぼすことを明らかにしました。 

本研究の結果は、森の季節性が変化すると、その影響が隣接する川の生態系

にまで及ぶことを実証するものであり、気候変動による生態系への影響予測に

も重要な示唆を与える知見です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_03_04_01.html） 

 

 

【４】受賞 

 （１）的崎 尚教授が「第 5回生体の科学賞」を受賞 

神戸大学大学院医学研究科の的崎 尚教授が「第 5回生体の科学賞」を受賞し

ました。 

同賞は、公益財団法人金原 一郎記念医学医療振興財団が、基礎医学医療研究

領域における独自性と発展性のある課題に対して、研究に要する費用への支援

を目的として助成と顕彰を行うものです。 

 

受賞者：医学研究科 教授 的崎 尚 

受賞名：第 5回生体の科学賞 

受賞テーマ：自然免疫制御によるがん細胞の生存・維持の分子機構 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2021_02_22_01.html） 
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★「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)」を昨年 10月 1日からリニューア

ルし公開しております。 

 

従来からの、「OB・OG 訪問」の機能に加え、「卒業生からのメッセージ」や「在学生

の今」の掲載を予定しております。また、卒業生等が開催するイベントへの参加申し

込み機能も追加しました。 

 

  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。 

 

 是非ご登録ください。 

 

 

★学友会ホームページ移転のお知らせ。 

旧 ： https://www.kobe-u.com/alumni/ 

↓ 

 新 ： http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/ 

 

 

■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   

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/
https://www.kobe-u.com/alumni/

