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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）「新型コロナウイルス感染症対策緊急募金」について 

－学長からの緊急メッセージ－ 

（２）新型コロナウイルス感染拡大防止のための神戸大学の活動制限指針の制限 

レベル見直しについて 

 

【２】お知らせ 

 （１）公益社団法人神戸港湾教育訓練協会から海事科学研究科に寄附 

 

【３】研究ニュース 

 （１）緑藻に新属ボニンアオノリ属を設立 

       ～ Ryuguphycus “竜宮の藻” ～ 

（２）暗黒物質直接探索実験 XENON1T が電子散乱事象の超過を観測 

（３）南鳥島沖の「超高濃度レアアース泥」は地球寒冷化で生まれた 

（４）ステロイド感受性ネフローゼ症候群の新たな疾患感受性遺伝子の発見 

 ―発症機序の解明や新たな治療法開発に期待― 

（５）固体物質における正三角形の分子の形成をとらえた！ 

（６）APEC が神戸大学をバイオテクノロジー製品分野の優良研修センターに認定 

（７）Preferred Networks の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3 がスーパー 

コンピュータ省電力性能ランキング Green500 で世界 1位を獲得 

（８）不育症の重要な原因となる新しい自己抗体を発見 

 

【１】トピックス 

（１）「新型コロナウイルス感染症対策緊急募金」について 

－学長からの緊急メッセージ－ 

新型コロナウイルス感染症対策緊急募金について、学長からの緊急メッセ

ージが掲載されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/kikin/index.html） 
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【２】お知らせ 

（１）公益社団法人神戸港湾教育訓練協会から海事科学研究科に寄附 

6月 24 日、神戸港発展に寄与する海事人材の育成支援を目的として、公益社団

法人神戸港湾教育訓練協会から神戸大学海事科学研究科に1,000万円の寄附目録

が贈呈されました。 

公益社団法人神戸港湾教育訓練協会は昭和 49 年に設立され、神戸港港湾関係

従事者の社会的・経済的地位の向上、港湾経済発展への寄与、海事思想の普及を

図るため、教育訓練等の事業を進めてこられていましたが、全国的な研修施設で

ある港湾技能研修センターが神戸市ポートアイランドに移転開所したことから、

設立目的が引き継がれたとして令和 2年 3月をもって解散することとなり、同協

会の残余財産を神戸大学大学院海事科学研究科にご寄附いただくこととなりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_06_26_01.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）緑藻に新属ボニンアオノリ属を設立 

       ～ Ryuguphycus “竜宮の藻” ～ 

神戸大学内海域環境教育研究センターの川井 浩史特命教授、羽生田 岳昭 

助教は、高知大学、東京農業大学、鹿児島大学、国立科学博物館と共同で、日

本国内では小笠原諸島ではじめて発見された深所性の緑藻ボニンアオノリ（ア

オサ藻綱、アオサ目）について、形態および分子系統学的解析から、新属ボニ

ンアオノリ属Ryuguphycus（竜宮の藻）を設立し、新たな学名としてRyuguphycus 

kuaweuweu を提唱しました。 

（２）新型コロナウイルス感染拡大防止のための神戸大学の活動制限指針の制限 

レベル見直しについて 

6月 26 日からの第 2クォーターの授業開始に伴い、活動制限指針の制限レ

ベルをレベル 2（一部 3）としておりましたが、すべての活動において、制限

レベル 2に引き下げます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_06_23_01.html） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_06_23_01.html
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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/2020_06_17_01.html） 

 

 （２）暗黒物質直接探索実験 XENON1T が電子散乱事象の超過を観測 

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) はじ

め、東京大学宇宙線研究所、名古屋大学、神戸大学が参加する、米国・ヨーロ

ッパ・日本を中心とした国際共同実験グループ XENON コラボレーションは、

暗黒物質直接探索実験において世界最高感度を持つ XENON1T 実験で得られた

観測データに、これまで予想していなかった過剰な事象が見つかったと発表し

ました。 過剰な事象の原因についてはまだ完全には解明されていませんが、自

然に存在する水素の放射性同位体であるトリチウムが極僅かに検出器中に含

まれていた可能性、未知の素粒子である太陽アクシオンの可能性、または、こ

れまで知られていなかったニュートリノの性質による可能性があります。

XENON1T 実験は、次期計画の XENONnT 実験へのアップグレードを行っており、

今回発表された事象超過の原因を XENONnT 実験で明らかにできると期待され

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/2020_06_17_02.html） 

  

（３）南鳥島沖の「超高濃度レアアース泥」は地球寒冷化で生まれた 

東京大学大学院工学系研究科の加藤 泰浩教授を中心とする研究グループ

は、2013 年に南鳥島沖の排他的経済水域内で、有望な海底鉱物資源「超高濃

度レアアース泥」を発見しました。この超高濃度レアアース泥は、レアアー

スを濃集する魚の骨を大量に含んでいます。しかし、そのような大量の魚の

骨が、いつ、どのようにして堆積したのかは、依然として謎に包まれていま

した。今回、本研究グループは、魚の歯の化石と海水中の極微量元素である

オスミウムの同位体比を組み合わせた年代決定法を用いて、超高濃度レアア

ース泥が約 3,450 万年前に生成したことを突き止めました。この時代は地球

規模の寒冷化の開始時期にあたり、海洋大循環が強まりました。深海底を流

れる底層流が巨大な海山にぶつかり湧昇流を発生させ、大量の栄養塩を表層

にもたらし、海山周辺で魚類が急激に増えたと考えられます。その結果、魚

の骨が大量に海底に堆積し、超高濃度レアアース泥が生成しました。南鳥島

を含む現在の北西太平洋から中央太平洋にかけては、大きな海山が多数存在

するため、これらの海山の周辺を探査することで新たな超高濃度レアアース

泥が発見できると期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_06_18_01.html） 

 

 （４）ステロイド感受性ネフローゼ症候群の新たな疾患感受性遺伝子の発見 

     ―発症機序の解明や新たな治療法開発に期待― 

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野の飯島 一誠教授、野

津 寛大特命教授、山村 智彦助教、長野 智那特命助教、堀之内 智子特命助

教及び国立国際医療研究センターゲノム医科学プロジェクト・戸山プロジェ
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クトの徳永 勝士プロジェクト長、Xiaoyuan Jia 特任研究員、星薬科大学微

生物学教室の人見 祐基特任講師らのグループが、ボストン小児病院腎臓内

科の Matthew G. Sampson 准教授、ソルボンヌ大学腎臓内科の Pierre Ronco

教授、デューク大学医療センター小児科腎臓部門の Rasheed Gbadegesin 教

授、ソウル大学小児病院小児科の Hae Il Cheong 教授、ウルサン医科大学生

化学・分子生物学の Kyuyong Song 教授らとの国際共同研究で、タンパク尿

を防ぐ腎糸球体スリット膜の構成タンパク質であるネフリンの遺伝子 NPHS1

が小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群の疾患感受性遺伝子であることを

明らかにしました。この研究成果によって、小児ネフローゼ症候群の発症機

序の解明や新たな治療法の開発が期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_06_19_01.html） 

 

（５）固体物質における正三角形の分子の形成をとらえた！ 

名古屋大学大学院工学研究科の岡本 佳比古准教授、天野 春樹大学院博士

前期課程学生（当時）、二木 健太大学院博士前期課程学生（当時）、澤 博教

授（兼 高輝度光科学研究センター外来研究員）、竹中 康司教授らの研究グ

ループは、神戸大学大学院理学研究科の播磨 尚朝教授、広島大学大学院先進

理工系科学研究科の長谷川 巧准教授、荻田 典男教授、東京大学、国立研究

開発法人物質・材料研究機構との共同研究により、3個の原子が 2個の電子を

共有する正三角形の分子の形成を、固体の物質において初めて発見しまし

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/2020_06_19_02.html） 

 

 （６）APEC が神戸大学をバイオテクノロジー製品分野の優良研修センターに認定 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科の内田 和久特命教授、李 

仁義特命教授らの活動により、神戸大学は国内のアカデミアとして初めて、

2020 年 6月 15 日にアジア太平洋経済協力ライフサイエンスイノベーションフ

ォーラム規制調和執行委員会から優良研修センター（CoE）に認定されまし

た。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_06_22_01.html） 

 

（７）Preferred Networks の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3 がスーパー 

コンピュータ省電力性能ランキング Green500 で世界 1位を獲得 

株式会社 Preferred Networks（以下、PFN）と国立大学法人神戸大学は、共

同開発した超低消費電力の深層学習用プロセッサーMN-Core を搭載した、PFN

の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3 が、最新の Green500 リストにおい

て、世界第 1位に認定されたことを発表しました。 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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神戸大学からは、大学院理学研究科惑星学専攻の牧野 淳一郎教授、惑星科

学研究センターの野村 昴太郎特命助教、細野 七月特命助教が、本共同開発

に参加しています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_06_23_01.html） 

 

 

（８）不育症の重要な原因となる新しい自己抗体を発見 

神戸大学大学院医学研究科の山田 秀人教授と谷村 憲司准教授（産科婦人

科学分野）、大阪大学微生物病研究所の荒瀬 尚教授らを中心とする研究グル

ープは、2015 年に神戸大学と大阪大学の共同研究によって発見された血栓症

などの原因となる新しい自己抗体が、不育症に苦しむ女性に高頻度に検出さ

れることを世界で初めて証明しました。 

今後、これまで多くが原因不明とされてきた不育症、血栓症、妊娠高血圧

症候群などの発症メカニズムの解明や治療薬の開発に役立つことが期待され

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/2020_06_26_01.html） 

 

 

 

  

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

