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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。 

 

秋を迎え朝晩は涼しい日が続いておりますが，皆様いかがお過ごしでしょうか。 

                                                                  

★「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。 

 

***** インフォメーション ******************************************************* 

【 1 】お知らせ１ ～武田学長と小林経営協議会委員（ノーベル物理学賞受賞者）との対談

を公開しました～ 

【 2 】お知らせ２ ～武田廣学長が学術交流のため台湾を訪問しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～【日本・ベルギー友好 150周年】協定校との記念シンポジウム及びベ

ルギー国王・王妃両陛下ご出席のもと Academic Lunchを開催しました

～ 

【 4 】お知らせ４ ～海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸 探査航海に出

航しました～ 

【 5 】お知らせ５ ～第 8回学長表彰式を行いました～ 

【 6 】お知らせ６ ～デトロイト支部同窓会を開催しました～ 

【 7 】ニュース１ ～咲かない花をつける新種のラン科植物 「クロシマヤツシロラン」を発

見～ 

【 8 】ニュース２ ～海洋底探査センター長 巽好幸教授が「第 40回井植文化賞」の特別賞

を受賞しました～ 

【 9 】ニュース３ ～土星の輪，誕生の謎を解明～ 

【 10 】ニュース４ ～沈み込んでいくプレートの流れる方向を解明－岡山大・神戸大など研

究グループ－～ 
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【 11 】ニュース５ ～インドネシア生鳥市場従業員の高病原性鳥インフルエンザ H5N1ウイ

ルスに対する抗体保有調査－多数の不顕性感染者が存在－～ 

********************************************************************************** 

 

【 1 】お知らせ１------------------------------------------------------------------- 

～武田学長と小林経営協議会委員（ノーベル物理学賞受賞者）との対談を公開しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

  

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/etc/special_talk_2.html） 

 

【 2 】お知らせ２------------------------------------------------------------------- 

～武田廣学長が学術交流のため台湾を訪問しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

9 月 23 日（金）から 29 日（木）までの日程で，武田廣学長が台湾を訪問しました。この度

の台湾出張は，本年 2月，張仁久台北駐大阪経済文化弁事処長が武田学長を表敬訪問した際に，

本学と台湾の大学との既存の学術交流，また今後の拡大についての話し合いの中で，張処長よ

り，既存の交流をいっそう活発にするために，武田学長を台湾に招待し，協定校候補の大学と

協議の場を設けることが提案され実現したものです。 
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詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_18_01.html） 

 

【 3 】お知らせ３------------------------------------------------------------------- 

～【日本・ベルギー友好 150周年】協定校との記念シンポジウム及びベルギー国王・王妃両陛

下ご出席のもと Academic Lunchを開催しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

日本・ベルギー友好 150周年を記念したフィリップ・ベルギー国王・マチルド王妃両陛下の

来日にあわせ，10 月 14 日，神戸大学は神戸大学統合研究拠点において，随行のベルギー大学

長一団を招聘し，国際共同研究の成果を報告するシンポジウムを開催しました。 

 

 

マチルドベルギー王妃陛下 
 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_20_01.html） 

 

【 4 】お知らせ４------------------------------------------------------------------- 

～海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸 探査航海に出航しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

海洋底探査センターと海事科学研究科附属練習船深江丸による探査航海が，10 月 13 日から

10月 27日まで，鹿児島県の薩摩硫黄島付近にある「鬼界カルデラ」で実施されています。 

 航海に当たり，10月 13日（木）10時 40分から，深江キャンパス繋船池（係留岸壁）で，武

田廣学長，小田啓二副学長，巽好幸センター長，西尾茂副研究科長，矢野吉治船長ら関係者が

出席し，出航式が行われました。 

出航式は，若林伸和副センター長の進行のもと，最初に，武田学長の挨拶がありました。 
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詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_13_04.html） 

 

【 5 】お知らせ５------------------------------------------------------------------- 

～第 8回学長表彰式を行いました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学は 10月 20日，第 8回目の学長表彰式を行いました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_21_01.html） 

 

 

 

【 6 】お知らせ６------------------------------------------------------------------- 

～デトロイト支部同窓会を開催しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

日  時 ： 2016年 9月 28日（水） 

場  所 ： Andiamo Italian Restaurant, Livonia, Michigan 

参 加 者 ： 向井 恭也（1981法），向井 夫人，山田  守（1982経営）， 

      伊吹 正紀（1986院工），浜岡 栄二（1984工） 

 

ミシガン州を初め，中西部の初秋はよく雨が降り，この日も三日連続の雨天で，当初予定し

ていたイタリアレストランで屋外席が取れなくなったせいで，あっという間に満席となり，急

遽，別のイタリアレストランで開催することになりました。 

話題は，アメリカ大統領選の第二回 debateが迫っていることもあり，共和党候補 Trump氏の

様々な発言の背景，多くの日系企業が駐在員の健康管理に神経質なほどの注意を払っているこ

と，日米の消費者物価・国民所得の話，来る落語研究会 OBの再公演の話など，に及びました。 
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昨秋，公演に来られた落語研究会 OB は今秋も来られ，East Lansing 市の MSU（10/25），

Ypsilanti 市の EMU（10/30）の各大学キャンパスほか，OB 浜岡氏勤務先の office building 

lobby(10/29&30)でも落語会を開かれます。 

また，前回の報告書をご覧になられた法学部の三井誠名誉教授から当会に教え子がいるとい

うことでご連絡をいただき，旧交を温めていただいたところです。 

 

      
 

【 7 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～咲かない花をつける新種のラン科植物 「クロシマヤツシロラン」を発見～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院理学研究科の末次健司特命講師は，鹿児島県三島村黒島で未知の菌従属栄養

植物を発見し，発見場所の地名を冠して，「クロシマヤツシロラン（Gastrodia kuroshimensis）」

と命名しました。本研究成果は，10月 12日に，国際誌「Phytotaxa」に掲載されました。 

植物の中にはその最たる特徴である光合成をやめ，菌類に寄生して一方的に栄養を搾取する

もの，すなわち菌従属栄養植物(※1)が存在します。菌従属栄養植物は光合成を行わないため，

花期と果実期にしか地上に姿を現しません。また花期も短く，サイズも小さいものが多いため，

見つけることが非常に困難です。これらの要因から，植物の調査研究が比較的進んでいる日本

においても，菌従属栄養植物の正確な分布情報についてはあまり解明が進んでいないのが現状

です。そこで末次健司特命講師は，日本国内における菌従属栄養植物の分布の調査と，その分

類体系の整理に取り組んでいます。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_10_13_01.html） 

 

【 8 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～海洋底探査センター長 巽好幸教授が「第 40回井植文化賞」の特別賞を受賞しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

海洋底探査センター長 巽 好幸教授がマグマの成因論と地球進化の研究分野をリードして

きたとして「第 40回井植文化賞」の特別賞を受賞しました。 

 井植文化賞は文化，科学，芸術，社会福祉，地域活動，国際交流などの分野で活躍する兵庫

県ゆかりの個人・団体をたたえるもので文化芸術部門，科学技術部門，社会福祉部門，地域活

動部門，報道出版部門，国際交流部門で選考が行われます。 
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 巽教授は，近年，日本列島で度々起きていたカルデラ噴火のリスクとハザードを明示され，

噴火メカニズムの解明にむけた研究の推進や教科書・一般書の執筆やマスコミ活動にもこれら

の成果を広められました。その成果と功績が評価され，今回，特別賞を受賞しました。表彰式

は 10月 1日（土）に井植記念館（神戸市垂水区）で執り行われました。 

 

【 9 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～土星の輪，誕生の謎を解明～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院理学研究科の兵頭龍樹研究員，大槻圭史教授，東京工業大学地球生命研究所

の玄田英典特任准教授，パリ地球物理研究所/パリ・ディドゥロ大学のシャノーズ教授の研究グ

ループは，コンピュータ・シミュレーションを用いた研究に基づき，土星リング形成に関する

新たなモデルを発表しました。本研究の結果は他の巨大惑星にも適用でき，土星と天王星のリ

ング組成の違いも説明可能です。この研究成果は 10月 6日に米国の国際学術雑誌 Icarus に

オンライン掲載されました。 

太陽系の巨大惑星は非常に多様性に富むリングをもっています。例えば観測によると，土星

リング粒子は 95％以上が氷から成りますが，天王星や海王星のリングは暗く，リングを構成す

る粒子は岩石成分も多く含むことが示唆されています。 17世紀に初めて土星リングが観測さ

れて以来，地上の望遠鏡のほか，探査機ボイジャーやカッシーニによってリングの詳細な観測

が進んできました。しかし，リングの起源には不明な部分が多く，またその多様性の原因を説

明することはできていませんでした。 

 

 

（左）探査機カッシーニによる土星リングの観測画像。NASA 提供 
                 （http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA06077）。 
          （右）ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した天王星リングの観測画像。NASA 提供 
                 （http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02963）。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_10_17_01.html） 

 

【 10 】ニュース４------------------------------------------------------------------ 

～沈み込んでいくプレートの流れる方向を解明－岡山大・神戸大など研究グループ－～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

岡山大学惑星物質研究所の辻野典秀 JSPS特別研究員（PD），山崎大輔准教授と愛媛大学の西

原遊准教授，神戸大学大学院理学研究科の瀬戸雄介講師，公益財団法人高輝度光科学研究セン

ターの肥後祐司研究員，東京工業大学理学院の高橋栄一教授らの共同研究グループは，ブリッ

ジマナイト多結晶体の大歪(だいひずみ)せん断変形実験に成功し，沈み込んだプレート近傍の

地球下部マントルの流れの方向を明らかにしました。本研究結果は 10月 17日（英国時間午後

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_10_17_01.html
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4時），英国科学雑誌「Nature」の Letterとして公開されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_10_18_01.html） 

 

【 11 】ニュース５------------------------------------------------------------------ 

～インドネシア生鳥市場従業員の高病原性鳥インフルエンザ H5N1ウイルスに対する抗体保有

調査－多数の不顕性感染者が存在－～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院医学研究科附属感染症センターの清水一史客員教授と森 康子教授／センタ

ー長らの研究グループは，感染症研究国際展開戦略プログラム （J-GRID）の支援で設立／運

営されているインドネシア神戸大学国際共同研究拠点(アイルランガ大学熱帯病研究所内)での

研究により，インドネシア生鳥市場従業員における高病原性鳥インフルエンザ H5N1 ウイルス

の高頻度感染を血清疫学的に証明しました。この研究で得られた知見は，今後の新型インフル

エンザ対策策定に科学的根拠を与えるものです。 この研究成果は 10 月 7 日に「The Journal 

of Infectious Diseases」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/NEWS/research/2016_10_24_01.html） 

 

 

★学友会のホームページ 

（http://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課内 

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

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