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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）神戸大学海外アドバイザリーボードを開催 

（２）工学研究科の齋藤 愛さんが木の家設計グランプリ 2018 で上位 10 選入賞・

竹原義二賞を受賞  

【２】お知らせ 

（１）神戸大学ブリュッセルオフィス第 9回シンポジウムを開催 

（２）京都大学・大阪大学・神戸大学 3大学シンポジウムを開催 

（３）欧州委員会研究イノベーション総局から訪問 

（４）神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)七期生が武田廣神戸大学長

を表敬訪問 

（５）海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸 第 5 回探査航海が 

終了 

（６）武田学長がオックスフォード大学を訪問し調印式 

【３】研究ニュース 

 （１）スマホアプリ『くもろぐ』リリース！ ～雲を撮影＆共有して雲日記を始めま

せんか？～ 

（２）神経細胞ネットワークを光で３次元操作し，高次脳機能操作を実現する光学

顕微鏡システムを開発 

（３）海外肥満国に在留する日本人の運動習慣別の座位時間と精神健康度 

（４）DNA を自己分解してリン栄養分にする生命現象の発見 ～種子植物の普遍現

象・細胞内共生由来の DNA で～ 

 

 

【１】トピックス 

（１）神戸大学海外アドバイザリーボードを開催しました 

神戸大学は 10月 23 日にベルギー・ブリュッセルの本学オフィスでアドバイザ

リーボードを開催しました。アドバイザリーボード委員からはヘルマン・ファン・

ロンプイ前欧州理事会常任議長ならびにロジャー・グッドマン オックスフォー

ド大学セントアントニーズカレッジ学寮長，イェルジ・ドラホシュチェコ科学ア

カデミー名誉会長の参加を得ました。 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【２】お知らせ 

（１）神戸大学ブリュッセルオフィス第 9回シンポジウムを開催しました 

神戸大学は 10 月 24 日にベルギー・ブリュッセルで第 9 回となるシンポジウム

" Smart Cities, Secure Societies: Breakthroughs in EU and Japan Research 

Cooperation"を開催しました。本シンポジウムには，日 EU 政府関係者，研究者，

学生，ビジネスパーソンなど 120 名を超える参加がありました。 

吉田健一神戸大学ブリュッセルオフィス所長の司会の下，オープニングでは，

武田廣学長，Romain Meeusen(ロマ・ミューセン)ブリュッセル自由大学(蘭語

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_10_31_01.html） 

 

（２）工学研究科の齋藤 愛さんが木の家設計グランプリ 2018 で上位 10 選入賞・竹

原義二賞を受賞しました 

木の家設計グランプリ 2018 において，工学研究科博士課程前期課程 1 年生の

齋藤 愛さんが上位 10選入賞・竹原義二賞（審査員賞）を受賞しました。 

木の家設計グランプリは，住宅建築のプロを目指す建築学生を対象として，日

本の建築文化を守り，建築を通して豊かで幸せな暮らしを築くこと目的として開

催されています。2018 年度は，「もう一度，庭付き一戸建て-郊外での暮らしの

再考-」を課題テーマとして開催

され，全国から 333 組のエントリ

ー，171 組の作品提出がありまし

た。1 次審査では，学生自らが持

ち込んだ模型の前に立って審査

員の質疑に応答し，その中で選ば

れた 10 作品が午後からのファイ

ナルプレゼンテーションに参加

して，200 名以上の観客の前でプ

レゼンテーションを行いました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_07_02.html） 
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系)(以下 VUB)国際担当理事，兒玉和夫欧州連合日本政府特命全権大使，Patrick 

Child(パトリック・チャイルド)欧州委員会研究イノベーション総局副局長が挨拶

し，日欧の一層の研究協力に対する期待が示されました。 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_10_31_02.html） 

 

（２）京都大学・大阪大学・神戸大学 3大学シンポジウムを開催しました 

10 月 19 日，京都大学・大阪大学・神戸大学の 3 大学シンポジウム(主催：日本

経済新聞社，日本経済研究センター)が大阪市北区で開催され，産業界，大学関係

者など合わせて約 500 名が出

席しました。このシンポジウム

は「関西経済人・エコノミスト

会議」の一環として一昨年，昨

年に続き第 3 回目の開催とな

るもので，「企業が求めるイノ

ベーション人材と大学連携」を

テーマに，3大学の総長，学長

と産業界の代表が産学連携の

取組と課題について活発な討

論を交わしました。 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_02_02.html） 

 

（３）欧州委員会研究イノベーション総局から訪問がありました 

10 月 31 日，Patrick Child(パトリック・チャイルド)欧州委員会研究イノベー

ション総局副局長一行が小川真人研究・産学連携担当理事を表敬訪問しました。

今回の訪問は，10 月 24 日にブリュッセルで開催した第 9 回神戸大学ブリュッセ

ルオフィスシンポジウムにおいて，チャイルド氏に開会の挨拶を依頼し，同シン

ポジウムが成功した事を契機に実現したものです。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_02_01.html） 
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（４）神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)七期生が武田廣神戸大学長を表

敬訪問しました 

11 月 1 日，神戸オックスフォード日本学プログラムの留学生 10 名が武田廣神

戸大学長を表敬訪問しました。懇談には，井上国際交流担当理事・副学長，及び人

文学研究科研究科長・奥村弘教授，KOJSP アドバイザリーボード長・芦津かおり准

教授も同席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_08_02.html） 

 

（５）海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸 第 5回探査航海が終了

しました 

海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸 第 5回探査航海（10月

19 日～11 月 2日）が終了しました。 

10 月 19 日 9 時 45 分，海事科学研究科（深江キャンパス）の繋船池から，矢野

船長，深江丸乗組員，海洋底探査センター教員及び学生等32名が深江丸に乗船し，

探査海域の鹿児島県鬼界カルデラ海域へ向け出航しました。2016 年以降，当海域

における海洋底探査を継続的に実施しており，今回で 5回目となります。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_08_01.html） 
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（６）武田学長がオックスフォード大学を訪問し調印式を行いました 

10 月 22 日，武田廣学長一行がオックスフォード大学を訪問しました。神戸大学

から油井清光学長補佐・国際連携担当，奥村弘人文学研究科長，増本浩子人文学

研究科教授，都築智国際部長と国際企画課の職員が同行しました。 

神戸大学とオックスフォード大学は研究者及び学生の交流で活発な交流を行っ

てきました。2011 年の大学間学術交流協定締結と同時に両大学が神戸オックスフ

ォード日本学プログラムを立ち上げました。このプログラムは，オックスフォー

ド大学東洋学部日本語専攻の 2 年生全員が 1 年間を神戸大学文学部で学習すると

いう，ユニット受け入れ型のプログラムです。また，毎年開催のオックスフォー

ド大学サマー・スクールは神戸大学の学生が参加し，両機関の間は複数分野で研

究者交流も行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_09_02.html） 

 

【３】研究ニュース 

（１）スマホアプリ『くもろぐ』リリース！ ～雲を撮影＆共有して雲日記を始めませ

んか？～ 

スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区，代表取締役 執行役員社長：高田 真

治，以下スカパーJSAT)とバニヤン・パートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区，

代表取締役：釣 文男，以下バニヤン）と国立大学法人神戸大学大学院システム情

報学研究科及び海事科学研究科（所在地：兵庫県神戸市，学長：武田 廣，以下神戸

大学）は雲を識別するアプリ『くもろぐ』を共同開発し，各種アプリストアで無料

公開※1を開始したことをお知らせいたします。 

雲識別アプリ『くもろぐ』は，雲の名前がすぐに分かるアプリです。スマートフ

ォンやタブレットなどのカメラで撮影した雲の画像をそのままアプリに読み込ま

せ「この雲なあに？」で尋ねると，搭載している雲識別 AIの KMOMY（くもみ）が雲

の形（10種類）と雲の状態（下層・中層・上層の 27分類）を教えてくれます。こ

れらの種類や状態は世界気象機関（WMO）が定めている定義※2に沿って識別され，

例えば「巻雲（けんうん）－通称：すじぐも」「高積雲（高積雲）－通称：ひつじぐ

も」「積乱雲（せきらんうん）－通称：にゅうどうぐも」といった，誰にでもなじみ

のある名前で教えてくれますのでお子様にもご利用いただけます。 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/2018_10_30_01.html） 

 

（２）神経細胞ネットワークを光で３次元操作し，高次脳機能操作を実現する光学顕微

鏡システムを開発 

神戸大学大学院医学研究科の和氣弘明教授，システム情報学研究科の的場修 教

授らの研究グループは，京都工芸繊維大学電気電子工学系の粟辻安浩教授，宇都宮

大学オプティクス教育研究センターの早﨑芳夫教授らとの共同研究により，ホログ

ラフィー※1 技術を基に，神経細胞の 3 次元蛍光計測※2 とその情報を用いて選択

的に複数の細胞を同時光刺激することのできる，計測と刺激を一体化した新しい光

インタフェイスとしての光学顕微鏡システムを開発しました。これにより失われた

神経回路の再構築や高次脳機能の解明，植物細胞の光操作による増殖とそれによる

食料開発などに向けて，神経科学分野や植物学の研究者に新しいツールを提供する

ことができます。 

この研究成果は，11 月 1 日発行の，アメリカ光学会発行の学術雑誌「Optics 

Letters」に掲載される予定です。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_10_31_01.html） 

 

 

（３）海外肥満国に在留する日本人の運動習慣別の座位時間と精神健康度 

神戸大学大学院保健学研究科の井澤和大准教授，早稲田大学スポーツ科学学術院

の岡浩一朗教授ら研究グループは，アジアの中で特に肥満問題が深刻化しているマ

レーシアに在留する日本人を対象に，トランスセオレティカル・モデル※1 に基づ

いて運動行動を調査し，運動習慣の違いによる，座位時間※2 や健康関連 QOL(生

活の質)※3 の精神健康度の差を明らかにしました。 

この研究成果は，10 月 25 日に，国際学術雑誌「Gerontology and Geriatric 

Medicine」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/2018_11_09_01.html） 

 

（４）DNA を自己分解してリン栄養分にする生命現象の発見 ～種子植物の普遍現象・

細胞内共生由来の DNA で～ 

岡山大学資源植物科学研究所坂本亘教授と高見常明技術専門職員，神戸大学大学

院理学研究科の三村徹郎教授，広島大学大学院理学研究科の草場信教授らの研究グ

ループは，細胞内の DNA が自己分解され，リンの栄養分として再利用される生命現

象を明らかにしました。 

植物の光合成を行う葉緑体や呼吸をつかさどるミトコンドリアは，太古の昔に細

胞内共生[1]により獲得した，バクテリア由来のオルガネラ DNA[2]をたくさん持っ

ています。これらの，一見不要と思われる過剰の DNA は，リン栄養が欠乏した状態

になると積極的に分解され，再利用されていることが今回の研究で明らかになりま

した。 

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/2018_10_30_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_10_31_01.html
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http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_10_31_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_11_09_01.html
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リンは植物の三大栄養素の一つで，21 世紀にはリン肥料の枯渇や水質汚染が懸

念されています。本研究成果により，DNA 分解を介したリン酸利用効率の向上性が

分かり，これらの知見を用いて養分利用を改善させた作物の改良にも結びつくこと

が期待されます。 

この研究成果は，11 月 12 日英国時間午後 4 時（日本時間 13 日午前 1 時）に英

国の科学誌「Nature Plants」誌で公開されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_10_31_01.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   

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_10_31_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/
https://www.kobe-u.com/alumni/

