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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。 

 

厳しい寒さ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 ～孫文生誕 150周年を記念する国際学術シンポジウムが開催されました

～ 

【 2 】お知らせ２ ～「熊本地震復興支援まちづくりシンポジウム－地域社会の復興に向け

て－」を開催しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～Kobe University Academic Research and Education Forum（KUAREF）

in Indonesiaを開催しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～特別講義 日本総研×神戸大学 オープンイノベーションワークショ

ップ 「ITと金融ビジネスの最前線」を開催しました～ 

【 5 】お知らせ５ ～ＪＳＴさくらサイエンスプラン「持続可能な農業を支える最先端のバ

イオシステム工学」を実施しました～ 

【 6 】お知らせ６ ～シンポジウム「海賊の選択：出光佐三の企業家精神」を開催しました

～ 

【 7 】ニュース１ ～わずか１日の調査で魚種の８割を検出 ―海水からのＤＮＡ解析法で―

～ 

【 8 】ニュース２ ～貪食細胞を活性化する新たながん治療法を開発～ 

【 9 】ニュース３ ～太古に出現した細菌が植物光合成の仕組みを完成させていた！～ 

【 10 】ニュース４ ～子育てのあり方と親子関係－日本における実証研究－～ 

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

～孫文生誕 150周年を記念する国際学術シンポジウムが開催されました～ 

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

「孫文とアジア太平洋——ネイションを越えて」と題し，孫文生誕 150周年を記念する国際学

術シンポジウムが，神戸大学先端融合研究環統合研究拠点で開催されました。公益財団法人孫

中山記念会が主催し，孫文研究会，神戸華僑華人研究会が共催するシンポジウムで，神戸大学

国際連携推進機構アジア総合学術センターは後援として参加しました。 

  

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_06_01.html） 

 

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

～「熊本地震復興支援まちづくりシンポジウム－地域社会の復興に向けて－」を開催しました

～ 

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

平成 28年 12月 10日（土），本学が取り組んでいる，地（知）の拠点大学による地方創生推

進事業（COC+）の「安心安全な地域社会」領域事業の一環として，地域連携推進室，都市安全

研究センター，学生ボランティア支援室が中心となり「熊本地震復興支援まちづくりシンポジ

ウム－地域社会の復興に向けて－」を開催しました。平成 28年の熊本地震で被災された方々の

現在の生活状況や復興の状況とその課題を共有し，住民を主体とした安心安全なまちづくりに

ついて意見交換を行いました。約 45名の方々にご来場頂きました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_11_01.html） 

 

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

～Kobe University Academic Research and Education Forum（KUAREF）in Indonesiaを開催

しました～ 

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

神戸大学は，12月 21日に，インドネシア・ガジャマダ大学と共催し，また 12月 23日には，

同国・インドネシア大学と共催し，Kobe University Academic Research and Education Forum

（KUAREF） in Indonesiaを開催しました。本シンポジウムは，海外同窓会ネットワーク及び

海外協定機関とより積極的に連携協力し，学長をはじめ神戸大学関係者が海外に赴き，神戸大

学のブランドを世界に発信することを目的として始められた KOBE UNIVERSITY GLOBAL-LINK 

FORUM（KUGUL）を，教育研究を前面に出したよりアカデミックな行事として位置づけ，Kobe 

University Academic Research and Education Forum（KUAREF）として開催したシンポジウム

の第 1回目です。 

12月 21日に，シンポジウムに先立ってガジャマダ大学にて KUAREFプレカンファレンス「医

学及び保健衛生―神戸大学とガジャマダ大学の研究フロンティア」を行いました。神戸大学は，

ガジャマダ大学と，学術交流協定を結んでおり，緊密な協力関係にあります。オープニングで

は，井上典之神戸大学国際担当理事，Ova Emiliaガジャマダ大学医学部長が挨拶を行い，神戸

大学とガジャマダ大学との友好な協力関係，今後の更なる協力への期待が述べられました。そ
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の後は，保健衛生，災害，ジェンダーを軸として，学術報告及び質疑応答が行われました。ま

た，最後には，内田一徳神戸大学広報・社会連携担当理事が閉会挨拶を行いました。シンポジ

ウムは，大変盛況なシンポジウムとなりました。 

 

 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_17_01.html） 

 

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

～特別講義 日本総研×神戸大学 オープンイノベーションワークショップ 「IT と金融ビジ

ネスの最前線」を開催しました～ 

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

文理融合の総合大学である神戸大学と IT と金融ビジネスの最前線を知る日本総研とが協働

して次世代の人材を育成する，新しい産学連携の取り組みとして，2016 年 12 月 26 日（月），

27日（火）に，特別講義 日本総研×神戸大学 オープンイノベーションワークショップ「IT

と金融ビジネスの最前線」を開講しました。  

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_23_02.html） 

 

【 5 】おしらせ５------------------------------------------------------------------- 

～ＪＳＴさくらサイエンスプラン「持続可能な農業を支える最先端のバイオシステム工学」を

実施しました～ 

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

JST 「さくらサイエンスプラン」の支援により，2016年 11月 28日から同年 12月 3日まで

の 6日間で科学技術研修コース「持続可能な農業を支える最先端のバイオシステム工学」を実

施しました。タイ王国のタマサート大学工学部機械工学科，スリランカ民主社会主義共和国の
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ルフナ大学農学部農業工学科およびインドネシア共和国のボゴール農科大学農業工学部の各大

学から引率教員 1名と学生 7名，合計 24名が参加しました。 

参加者たちは，植物工場（伊藤博通准教授），水田の機械除草（庄司浩一准教授），畜産廃

水浄化（井原一高准教授）および食品品質評価（黒木信一郎助教）の 4グループに分かれて科

学技術研修を行い，プログラム最終日には各グループがそれぞれ研修成果について発表を行い

ました。研究期間が短期間であったにもかかわらず各グループ共に目的，方法，結果および考

察の各項目について的確にまとめられており，高水準の発表でした。 

最後に，修了証を各参加者に授与してプログラムを終えました。 

 

 

 

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

～シンポジウム「海賊の選択：出光佐三の企業家精神」を開催しました～ 

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

1月 23日(月)，出光佐三記念六甲台講堂で経済経営研究所公開シンポジウム「海賊の選択：

出光佐三の企業家精神」（社会システムイノベーションセンター共催）を開催し，約 230人が

参加しました。 

映画「海賊とよばれた男」の主人公のモデルとなった出光興産創業者の出光佐三は神戸大学

の前身・神戸高等商業学校(神戸高商)の卒業生。 今回は学内で保管されている神戸高等商業学

校時代の資料研究に基づき，「出光佐三の企業家精神」の源流に脚光を当てました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_25_01.html） 

 

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

～わずか１日の調査で魚種の８割を検出 ―海水からのＤＮＡ解析法で―～ 

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

ＪＳＴ 戦略的創造研究推進事業において，山本 哲史 学術研究員（神戸大学大学院人間発
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達環境学研究科），益田玲爾 准教授（京都大学），荒木 仁志 教授（北海道大学），近藤 倫

生 教授（龍谷大学），源 利文 特命助教（神戸大学大学院人間発達環境学研究科），宮 正

樹 生態・環境研究部長（千葉県立中央博物館）らの研究グループは，海水中に含まれる排泄

物などのＤＮＡから周辺に生息する魚種を明らかにする新技術を使うことで，目視観察よりも

効率の良い魚類生物相調査が可能なことを明らかにしました。 

従来，海洋での魚類生物相調査は魚種を外見によって区別する潜水や捕獲のような方法に頼

って行われていましたが，多くの人手が必要な上，魚種を区別する専門知識も必要としていま

した。この問題を解決する新しい魚類生物相調査法として「環境 DNA多種同時検出法（メタバ

ーコーディング）注）」と呼ばれる方法が注目されています。この新しい調査法は，魚が放出

して海水中に存在する DNA（環境 DNA）を回収・分析し，放出源となった魚種を特定するという

ものです。しかし，この調査法の有効性の確認は限定的なものでした。なぜなら，これまでは

生息する魚種が少ない場所でしか検証されていなかったためです。日本沿岸のように魚種の多

い場所では，従来法によって調査されたデータが乏しく，結果を比較できないためこの環境 DNA

メタバーコーディング法の有効性は未確認でした。 

本研究グループは，京都府北部の舞鶴湾において，環境 DNAメタバーコーディングを利用す

ることで，現地調査をたった 1日で行い，この方法によりその海水試料から 128種もの魚類の

DNAを検出することに成功しました。この 128種には 2002年から 14年間，計 140回の潜水目

視調査で観察された種の 6割以上が含まれます。ある年だけ偶然舞鶴湾へ回遊してきた魚種を

除くと，8 割近くを 1 日の調査で確認できたことになります。さらに，目視では確認されてい

ない魚種も検出できました。目視では区別しにくい仔稚魚期を調査海域で過ごす魚種を，本調

査法で初めて検出できたと考えています。 

本研究で，魚種が多い場所でも，短期間で多地点の魚類相を環境 DNAメタバーコーディング

で調べることが可能なことが分かりました。広域にわたっての外来種の侵入や分布拡大の調査，

さらには，アクセスが難しい深海や地底湖，危険な汚染水域や生物の採集が禁止されている保

護区でも活用が期待されます。 

本研究成果は，2017年 1月 12日（英国時間）発行の科学誌「Scientific Reports」に掲載

されました。 

 

本件に係る詳細はこちらをご覧ください：詳細資料(PDF)  

 

     

採水の様子 

http://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/research/2017_01_13_01-01.pdf
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【 8 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～貪食細胞を活性化する新たながん治療法を開発～ 

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

神戸大学大学院医学研究科シグナル統合学分野の的崎尚教授と村田陽二准教授，栁田匡彦大

学院生らの研究グループは，がん細胞を食べる（貪食）能力を持つマクロファージ注 1）上の

SIRPαという特殊なタンパク質に対する抗体注 2）を用いることで，マクロファージが活性化

され，がん細胞を効率よく排除することが出来ることを明らかにしました。この発見は，今後，

新たながん治療薬の開発に繋がることが期待されます。この研究成果は，平成 29年 1月 12日

に，米国医学誌「JCI Insight」にオンライン掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_01_13_02.html） 

 

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

～太古に出現した細菌が植物光合成の仕組みを完成させていた！～ 

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

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業において，神戸大学人

間発達環境学研究科の蘆田 弘樹 准教授と河野 卓成 学術研究員，立命館大学の松村 浩由 

教授らは，光合成で CO2から糖を合成する生物機能の進化的な原型を，光合成を行わない原始

的な微生物に発見しました。 

光合成は，太陽光，水，CO2 から糖などの炭水化物や酸素を作り出す，地球上の生物が生き

ていく上で欠かすことのできない生物の営みです。しかし，生物が進化の過程で，光合成の能

力をどのようにして獲得したのか，またその進化的な起源については不明で，長い間，科学者

の興味を惹いていました。 

本研究グループは，光合成が誕生するよりも前に出現したと考えられているメタン生成菌が，

光合成で働く遺伝子とよく似た遺伝子を持っていることを発見しました。これらの遺伝子から

合成した酵素の解析や生体内の代謝物質を調べ，取り込まれた CO2の行方を明らかにするため

のメタボローム解析を行うことで，糖などの炭水化物を合成する光合成の代謝経路とよく似た

原始経路をメタン生成菌が利用していることを明らかにしました。 

本研究により光合成の原始的な代謝経路の一部が明らかになったことから，今後，生物進化

の過程でどのように光合成システムが完成されていったのかという，これまで科学が立ち入る

ことができなかった進化の謎が明らかになっていくと期待されます。また，さらに光合成の進

化が明らかになることで，光合成機能を高度に改良・利用することができ，食糧やバイオ燃料

の増産にもつながると期待されます。 

本研究は，神戸大学，立命館大学，奈良先端科学技術大学院大学，ビルラ理工大学（インド），

大阪大学，静岡大学と共同で行ったものです。 本研究成果は，平成 29年 1月 13日（英国ロン

ドン時間）発行のオンライン総合科学誌「Nature Communications」に掲載されました。 

 

本件に係る詳細はこちらをご覧ください：詳細資料(科学技術振興機構（JST）HP) 

 

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

～子育てのあり方と親子関係－日本における実証研究－～ 

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

神戸大学の西村和雄特命教授と同志社大学の八木匡教授は，両親の子育ての方法が子どもの
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http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_01_13_02.html
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http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_01_23_01.html


7 
 

既婚率や，持ちたいと考える子どもの数に影響を与えていることを，初めて実証的に明らかに

しました。 

本研究では，独立行政法人経済産業研究所のプロジェクト「活力ある日本経済社会の構築の

ための基礎的研究」の一環として，株式会社楽天リサーチを通じて 2016年 1月に行った Web調

査による 1万人のデータを用いて，日本人の親に多い子育てのタイプと子育ての成果との関係

を分析しました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_01_23_01.html） 

 

 

★学友会のホームページ 

（http://www.kobe-u.com/alumni/） 
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E-mail:plan-gakuyukai@office.kobe-u.ac.jp                              

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_01_23_01.html
http://www.kobe-u.com/alumni/

