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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）神戸大学オンライン・ホームカミングデイ（２０２０特設ページ）を開設 

（２）「新型コロナウイルス感染症対策緊急募金」について 

新型コロナウイルス感染症対策緊急募金へのお礼と引き続きのお願い 

 

【２】お知らせ 

 （１）高橋 ひなこ文部科学副大臣がポートアイランド地区の本学拠点を視察 

 （２）令和 2年度学長表彰 

 （３）終戦７５周年記念 － 戦場に行った学生たち － 

 

【３】研究ニュース 

 （１）NEDO 事業「ムーンショット型研究開発事業」に委託予定先として採択 

 （２）海底熱水鉱床の初期形成プロセスに微生物活動が寄与 

―海底下鉱床形成モデルを書き換える可能性― 

 （３）鉄欠乏環境で耐え忍ぶための光合成反応：isiA 遺伝子の多様な発現機構 

と機能の解明 

（４）科学技術振興機構（JST）2020 度戦略的創造研究推進事業 

（CREST、さきがけ）に採択 

 （５）史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発 

（６）「ブライダル業界の新たな価値創造」を目指すプロジェクトを開始 

（７）有機無機ペロブスカイトのイオン組成制御に成功 

- 柔らかさを活かしたデバイス応用に期待 – 
 （８）科学技術振興機構（JST）「研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム 

（START）」に採択 

 

【４】受賞 

 （１）牧秀志准教授が第 29回 日本無機リン化学会 学術賞を受賞 
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【１】トピックス 

 

【２】お知らせ 

 （１）高橋 ひなこ文部科学副大臣がポートアイランド地区の本学拠点を視察 

10 月 19 日（月）、高橋 ひなこ文部科学副大臣がポートアイランド地区の本学

拠点を視察されました。はじめに、10月にオープンしたばかりの「クリエイティ

ブラボ神戸（CLIK）」にて近藤 昭彦大学院科学技術イノベーション研究科長によ

るゲノム編集や長鎖 DNA など最先端の研究説明を受けながら、本学発ベンチャー

企業のラボを視察されました。つづいて、「統合型医療機器研究開発・創出拠点

（MeDIP）」へ移動し、本学が共同研究を行っている国産初の医療用ロボットであ

る「hinotori」を視察されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_10_20_01.html） 

 

 

 

 （１）神戸大学オンライン・ホームカミングデイ（２０２０特設ページ）を開設 

今年のホームカミングデイは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

らキャンパスでの開催を中止し、特設サイト（ホームページ）で動画配信等

のオンライン形式で実施いたしますので、お楽しみください。 

公開期間は 11月 1 日～11月 30 日の予定です。 

 

○特設サイトは、神戸大学のトップページからご覧いただけます。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/index.html） 

 

（２）「新型コロナウイルス感染症対策緊急募金」について 

新型コロナウイルス感染症対策緊急募金へのお礼と引き続きのお願い 

 

     引き続き皆様からのあたたかいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し

上げます。 

      

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/kikin/index.html） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/info/kikin/index.html


3 
 

 （２）令和 2年度学長表彰 

神戸大学は 10月 15 日（木）、令和 2年度学長表彰式を行いました。 

学長表彰は、教育研究、事務運営、その他業務上の功績が極めて顕著であると

認められる教職員と、外部資金に措置される間接経費の獲得を通じ本学の財務

上の貢献が著しい研究者（財務貢献者）に対し、その功績を称えるとともに、今

後の一層の活躍を願って学長から行うもので、本年度は、4グループと教員 1名

と、67名の財務貢献者が表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_10_23_01.html） 

 

 （３）終戦７５周年記念 － 戦場に行った学生たち － 

     神戸大学大学文書史料室主催で、令和２年度神戸大学史・特別展が開催され

ます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/news/2020/pdf/ 

20201102.pdf） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）NEDO 事業「ムーンショット型研究開発事業」に委託予定先として採択 

神戸大学先端膜工学研究センターの松山 秀人教授を学内研究開発代表とした、

国内 12 の委託機関が参画する「産業活動由来の希薄な窒素化合物の循環技術創

出―プラネタリーバウンダリー問題の解決に向けて（プロジェクトマネージャ

ー：産業技術総合研究所・川本 徹）」及び、本学大学院工学研究科の荻野 千秋教

授を学内研究開発代表とした、国内 8の委託機関が参画する「光スイッチ型海洋

分解性の可食プラスチックの開発研究（プロジェクトマネージャー：北陸先端科

学技術大学院大学・金子 達雄）」が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

の「ムーンショット目標 4「2050 年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資

源循環を実現」の達成を目指す研究開発プロジェクト」にそれぞれ委託予定先と

して採択されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_10_14_02.html） 

http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/news/2020/pdf/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
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 （２）海底熱水鉱床の初期形成プロセスに微生物活動が寄与 

―海底下鉱床形成モデルを書き換える可能性― 

海洋研究開発機構（理事長：松永 是）海洋機能利用部門海底資源センターの

野崎 達生グループリーダー代理らは、神戸大学、千葉工業大学、東北大学、九

州大学と共同で、中部沖縄トラフの海底熱水鉱床から採取された試料を詳細に

分析した結果、極めて低い硫黄同位体比組成（δ34S）を持つ黄鉄鉱（FeS2）粒

子を発見し、微生物活動に由来するものであることを明らかにしました。 

 

○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_10_14_01.html） 

 

 （３）鉄欠乏環境で耐え忍ぶための光合成反応：isiA 遺伝子の多様な発現機構 

と機能の解明 

岡山大学異分野基礎科学研究所の長尾 遼特任講師、神戸大学大学院理学研

究科の秋本 誠志准教授、東京都立大学大学院理学研究科の得平 茂樹准教授ら

の共同研究グループは、理化学研究所環境資源科学研究センターの堂前 直ユ

ニットリーダーらと共に、シアノバクテリア Anabaena sp. PCC 7120 の鉄欠乏

状態において誘導される IsiA タンパク質の発現解析および時間分解蛍光分光

法を用いた励起エネルギー伝達解析に成功しました。この結果から、IsiA タン

パク質が選択的な発現制御機構を持ち、光合成光化学反応に必要な励起エネル

ギー供給を担っていることが明らかになりました。 

 

○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_10_16_01.html） 

 

 （４）科学技術振興機構（JST）2020 度戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ） 

に採択 

神戸大学大学院医学研究科榎本 秀樹教授が科学技術振興機構（JST）2020 度

戦略的創造研究推進事業（CREST）に、神戸大学大学院工学研究科塩澤 大輝准

教授、神戸大学大学院システム情報学研究科土持 崇嗣講師が戦略的創造研究

推進事業（さきがけ）に採択されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_10_19_02.html） 

 

 （５）史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発 

東京大学大学院農学生命科学研究科大西 康夫教授、北陸先端科学技術大学

院大学先端科学技術研究科金子 達雄教授、神戸大学大学院工学研究科荻野 千

秋教授、大学院科学技術イノベーション研究科川口 秀夫特命准教授、筑波大学

生命環境系高谷 直樹教授らの研究チームは、史上最高耐熱のプラスチックを

植物原料から開発しました。開発した超高耐熱性バイオプラスチックは、強度

や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めるため、脱石油化・

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
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低炭素化社会構築への貢献が期待されます。 

 

○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_10_19_01.html） 

  

（６）「ブライダル業界の新たな価値創造」を目指すプロジェクトを開始 

神戸を中心にウエディングサロンを展開する いのうえ株式会社（本社：神戸

市長田区、代表取締役：井上 芳昌）と神戸大学バリュースクール（神戸市灘区、

スクール長：國部 克彦）は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って深刻な影響

を受けているブライダル業界を支援するため、「ブライダル業界の新たな価値創

造」や「人生の門出における衣装の新たな価値創発」を目的としたプロジェクト

を、2020 年 10 月より神戸信用金庫（理事長：西多 弘行）と神戸大学産官学連携

本部（本部長：小田 啓二）の協力により開始致します。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_10_21_01.html） 

 

（７）有機無機ペロブスカイトのイオン組成制御に成功 

- 柔らかさを活かしたデバイス応用に期待 - 

有機無機ペロブスカイトは次世代の太陽電池・発光デバイス材料として注目さ

れています。今回、神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの立川 貴士 准

教授と大学院理学研究科の狩俣 出大学院生（研究当時）の研究グループは、ペロ

ブスカイトナノ結晶のハロゲン化物イオンを、形状と発光効率を維持したまま完

全に入れ替えることに成功しました。また、1 粒子レベルの発光観測などから、

発光挙動や結晶構造が時々刻々と変わる様子をとらえることで、イオン組成を制

御するための指針を得ることができました。 

これらにより、様々な組成を持つペロブスカイトの合成やそれらを用いたデバ

イスの開発が進むことに加え、構造の柔軟性を活かした新しい機能性材料の創製

やデバイス応用が期待されます。 

 

○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_10_21_02.html） 

 

 （８）科学技術振興機構（JST）「研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム 

（START）」に採択 

神戸大学大学院工学研究科の竹内 俊文教授を研究開発代表とするグループに

よる「癌・ウイルス等の簡便、迅速、超高感度な検査・分析プラットフォーム

テクノロジーの開発」が、科学技術振興機構 (JST) の「研究成果展開事業 大

学発新産業創出プログラム（START）」に採択されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
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2020_10_26_01.html） 

【４】受賞 

 （１）牧秀志准教授が第 29回 日本無機リン化学会学術賞を受賞 

環境保全推進センター（大学院工学研究科兼担）の牧 秀志准教授が、「第 29

回日本無機リン化学会学術賞」を受賞しました。 

この賞は、無機リン化学に関し、格別にすぐれた研究業績を挙げた 40歳以上の

者に与えられる賞です。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_10_15_01.html） 

 

 

 

 

 

  

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

