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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）学長予定者の決定 

 （２）神戸大学東京六甲クラブ第 8期ミニ MBA 講座受講生募集 

 （３）新型コロナウイルス感染症に対する抗体医薬開発に着手 

～兵庫県から世界へ向けて～ 

（４）京都・大阪・神戸 3大学シンポジウムを開催 

 （５）神戸大学の遠隔授業に関する学生アンケート調査結果を公表 

 （６）グローバル・イノベーションクラスター創出に向けて！ 国立大学経営 

改革促進事業に採択 

（７）「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）科学技術イノベーション研究科 年次定例シンポジウム『科学技術イノベー

ション研究科の挑戦～「分野・文理融合」教育・研究の現状と将来戦略～』

を開催 

（２）駐日欧州連合代表部公使が来学 

（３）Visegrad Project Workshop を開催 

（４）The International Workshop on Membrane in Kobe, 2020 online 

 (iWMK2020 online)を開催 

（５）工学部グローバルチャレンジに参加している学部 2 年生が「SDGｓに基づい

た理想的な“まちづくり”」の調査講演会を実施 

 （６）神戸大学海事博物館 2020 年度ミニ企画展 

「戦後 75年－太平洋戦争と船員」「和船の活躍した時代」を開催 

 

【３】研究ニュース 

 （１）日本古来のイネ品種に由来する強く倒れにくい茎にするゲノム領域を特定  

～未利用の遺伝子を利用した大型台風に耐えるイネ新品種開発に期待～ 

 （２）膵臓β細胞のシグナル変換が糖尿病治療薬の作用を決める 

 （３）Preferred Networks の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3、省電力性能

の前回記録を 23.3%更新 

 （４）紫外線による DNA 損傷の修復制御メカニズムを解明 

神戸大学学友会ニュースレター 
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 ～ DNA 損傷認識には適切なタンパク質分解応答が必要 ～ 

 （５）令和２（2020）年度 科学研究費助成事業（学術変革領域研究（A））におい

て、的場修教授が領域代表者をつとめる新規の研究領域が採択 

 （６）魚類の把握に効率的な環境 DNA 採取方法 

 ～ 河川の魚類、水から見るか泥から見るか？ ～ 

 （７）肥満は自分だけの責任ではない 子供時代の経験や環境も影響 

 （８）ピキア酵母においてターミネーター配列が RNA 安定性と遺伝子発現量を 

制御していることを発見 

～ タンパク質の発現を最適化する技術として期待 ～ 

 （９）トマトの複数遺伝子の同時ゲノム編集に成功  

〜 ゲノム編集技術 Target-AID による効率的品種改良 〜 

 

 

【１】トピックス 

 （１）学長予定者の決定 

11 月 24 日（火）開催の神戸大学学長選考会議において、学長予定者が決

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/info/public-info/selection/index.html#ed） 

 

 （２）神戸大学東京六甲クラブ第 8期ミニ MBA 講座受講生募集 

     神戸大学東京六甲クラブでは、第 8 期ミニ MBA 講座の受講生の募集を行っ

ております。 

     受講生募集の詳細情報の確認及びイベントへの参加登録は、KU-Net にログ

イン後行ってください。 

 

○ログインは、こちらから行ってください。 

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

イベント情報は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/Event_index.html） 

  

 （３）新型コロナウイルス感染症に対する抗体医薬開発に着手 

～兵庫県から世界へ向けて～ 

神戸大学大学院医学研究科の森 康子教授（臨床ウイルス学）と株式会社イ

ーベック（代表取締役社長：土井 尚人）は、兵庫県の全面支援を受けて、新

型コロナウイルス感染症（COVID－19）に対する治療効果を持つ抗体医薬の開

発に着手します。 

 

○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_12_01_03.html） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/index.html
https://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/Event_index.html
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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 （４）京都・大阪・神戸 3大学シンポジウムを開催 

京都・大阪・神戸の 3 国立大学法人の総長・学長が経済界と討論する 3 大

学シンポジウム（日本経済新聞社、日本経済研究センター主催）が 11 月 13

日（金）、大阪市内で開かれました。テーマは「関西から創る未来社会～コロ

ナが問う変革」。 

医療機器メーカーのシスメックス（本社・神戸市）の家次 恒会長兼社長、

地図情報サービスの Stroly（本社・京都市）の高橋 真知社長が参加し、湊 

長博・京都大学総長、西尾 章治郎・大阪大学総長、武田 廣・神戸大学長が、

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、大学や企業の役割と課題を討

議しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_27_01.html） 

 

（５）神戸大学の遠隔授業に関する学生アンケート調査結果を公表 

令和 2年前期における新型コロナウイルス感染症対策として実施した、 

遠隔授業に関する学生アンケート調査結果が公表されました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/info/student/ 

enkakujugyou.pdf） 

 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/info/student/
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【２】お知らせ 

 （１）科学技術イノベーション研究科 年次定例シンポジウム『科学技術イノベーショ

ン研究科の挑戦～「分野・文理融合」教育・研究の現状と将来戦略～』を開催 

10 月 21 日（水）、神戸大学百年記念館六甲ホールにおいて、科学技術イノベー

ション研究科年次定例シンポジウム『科学技術イノベーション研究科の挑戦～

「分野・文理融合」教育・研究の現状と将来戦略～』を開催しました。同時に Webex

による Live 配信も行われ、会場には 44 名、Webex からは約 150 名が参加しまし

た。 

初めに、近藤 昭彦研究科長の開会挨拶があり、続いて武田 廣学長、文部科学

省高等教育局大学振興課大学改革推進室西 明夫室長から挨拶がありました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_13_01.html） 

 

 （６）グローバル・イノベーションクラスター創出に向けて！ 

 国立大学経営改革促進事業に採択 

「令和２年度 国立大学経営改革促進事業（タイプ：世界最高水準の教育研

究の展開が見込まれる国立大学法人）」の支援対象に、本学の構想『社会変革

を先導する大学になるための経営改革～「知」「人材」「資金」が循環するイ

ノベーション・エコシステムの形成を目指して～』が採択されました。 

本事業は、国立大学の経営改革の実装を実現・加速し、国立大学のモデル

となり得る意欲的で先進的な取組に対して文部科学省が支援を行うもので

す。 

本学の構想では、現代及び未来社会の課題の解決に資する新たな価値を創 

造するため、学長リーダーシップをさらに強化するガバナンス改革と、イノ

ベーションの連鎖を創出する「研究・教育・社会実装」の三位一体改革を実

施し、大学と社会との間で「知」「人材」「資金」を循環させるイノベーショ

ン指向研究大学に向けた経営の実現を目指します。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_30_01.html） 

 

（７）「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
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 （２）駐日欧州連合代表部公使が来学 

11 月 11 日（水）、Haitze Siemers (ハイツェ・ジーメルス) 駐日欧州連合代

表部公使・副代表が来学し、吉井 昌彦理事(国際・人事・評価担当)を表敬訪問

しました。懇談には増本 浩子副学長(国際連携・国際教育担当)、吉田 健一 EU

総合学術センター長・科学技術イノベーション研究科教授、坂井 一成ブリュッ

セルオフィス所長・国際文化学研究科教授、辛島 理人国際文化学研究科准教授、

安野 恵理学術研究推進機構 URA が同席しました。今回の訪問は、駐日欧州連合

代表部や EU 加盟国大使館の外交官が国内の高校に出張授業を行う「EU があな

たの学校にやってくる」プロジェクトで、ジーメルス公使が兵庫県下の高校に

来校され、大学レベルの機関とも意見交換するために実現したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_16_01.html） 

 

（３）Visegrad Project Workshop を開催 

神戸大学は、10 月 23 日（金）及び 11 月 5 日（木）に、Visegrad Project 

Workshop “Comparing Responses to Global Transformations – Regime Changes 

in the  V4 and Japan”をオンラインで開催しました。 

神戸大学は Visegrad Grants に採択され、2020 年 10 月から、体制変動を経験

しながらグローバル化に対応する中東欧と日本の事例を比較し、コロナ禍以降の

社会体制のあり方やグローバル社会について学ぶコースを開講しています。本コ

ースは、V4 諸国の協定校である、ヤゲウォ大学（ポーランド）、エトヴェシュ・

ロラーンド大学（ハンガリー）、コメニウス大学（スロバキア）、カレル大学（チ

武田 廣学長 西 明夫室長 
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ェコ）の研究者と協力し運営しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_24_02.html） 

 

（４）The International Workshop on Membrane in Kobe, 2020 online 

 (iWMK2020 online)を開催 

先端膜工学研究センターは 11 月 20 日（金）に、今年で第 7 回目となる、”

The International Workshop on Membrane in Kobe, 2020“ (iWMK2020 online) 

をオンラインで開催しました。 

iWMK とは、先端膜工学研究センターが学術協定を結んでいる海外の膜工学研

究機関（現在 14 機関）との国際交流事業であり、先端膜工学研究センターが

中心となり、毎年神戸大学で開かれています。今年は新型コロナウイルス感染

症拡大の状況を受け、iWMK2020 は対面での開催を取り止め、初めてのオンライ

ン開催で実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_27_02.html） 

 

（５）工学部グローバルチャレンジに参加している学部 2年生が「SDGｓに基づいた理

想的な“まちづくり”」の調査講演会を実施 



7 
 

11 月 19 日（木）、工学部グローバルチャレンジに参加している学部 2年生に

よる「SDGｓに基づいた理想的な“まちづくり”」の調査講演会をオンラインに

て実施しました。 

学部 2 年生の講演者 11 名に加え、工学部 GCP に参加中の 1 年生 3 名、工学

部市民工学科の 3 年生 1 名も参加し、教職員も加えて合計 22 名の参加となり

ました。学生らが 3 つのグループに分かれ、それぞれ約 20 分間英語で発表を

行いました。 

今回は、フランスから OECD(経済協力開発機構)の ITF(International 

Transport Forum:国際交通フォーラム）政策分析官・伊藤 明日香さんを招い

て、専門家の立場から各発表に対してコメントを頂き、質疑応答を英語で行い

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_12_01_01.html） 

 

（６）神戸大学海事博物館 2020 年度ミニ企画展 

「戦後 75年－太平洋戦争と船員」「和船の活躍した時代」を開催 

海事博物館では今年度、ミニ企画展として「戦後 75 年 ―太平洋戦争と船員 

―」および「和船の活躍した時代」を 11月からの開館再開に合わせ、開催する

ことといたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2020_11_26_01.html） 
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【３】研究ニュース 

 （１）日本古来のイネ品種に由来する強く倒れにくい茎にするゲノム領域を特定  

～未利用の遺伝子を利用した大型台風に耐えるイネ新品種開発に期待～ 

東京農工大学大学院農学研究院生物生産科学部門大川 泰一郎教授、同大学

院農学府農学専攻千装 公樹氏、小島 奈津子氏、連合農学研究科生物生産科学

専攻野村 知宏氏、神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター山

崎 将紀准教授らの共同研究グループは、強稈性（茎が強く倒れにくい性質、”

稈“はイネ科の茎）に関わる形質を制御するゲノム領域を特定することに成功

しました。この成果により、未利用の強稈遺伝子を利用し、地球温暖化により

強大化する台風に耐えるイネ新品種を開発することで、米を主食とする我が国

を含む東アジアおよび東南アジアや米消費量が増大しているアフリカをはじ

めとする世界の米生産の増加、気候変動下における米の安定生産に貢献するこ

とが期待できます。 

 

○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_11_16_01.html） 

 

（２）膵臓β細胞のシグナル変換が糖尿病治療薬の作用を決める 

神戸大学大学院医学研究科細胞生理学分野分子代謝医学部門の清野 進特命

教授、オケチ・オドゥオリ研究員らと福島県立医科大学の下村 健寿教授、オッ

クスフォード大学のパトリック・ロスマン教授らの研究グループは、糖尿病治

療薬であるインクレチン関連薬が効くメカニズムを世界で初めて解明しまし

た。 

  インクレチン関連薬は世界中で使用され、日本国内でも現在 7割近くの糖尿 

病患者に服用されていますが、これまでインクレチン関連薬が血糖値を改善さ

せるメカニズムは不明でした。 

 

○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_11_17_01.html） 

 

（３）Preferred Networks の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3、省電力性能の 

前回記録を 23.3%更新 

26.04 Gflops/W の超省電力性能を実現し、Green500 リストで世界２位にラン

キング 

株式会社 Preferred Networks（本社：東京都千代田区、代表取締役 最高経

営責任者：西川 徹）と国立大学法人神戸大学は、 PFNのMN-3が、26.04 Gflops/W

（1W・1 秒あたり約 260 億回の演算）の省電力性能を実現したことを発表しま

した。これは、前回のスーパーコンピュータの省電力性能ランキング Green500

リストで MN-3 が達成した世界記録を 23.3%上回るものです。なお、MN-3 は、最

新の Green500 リストで世界２位にランキングされました。 

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。 

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

2020_11_17_02.html） 

 

（４）紫外線による DNA 損傷の修復制御メカニズムを解明 

    ～ DNA 損傷認識には適切なタンパク質分解応答が必要 ～ 

神戸大学バイオシグナル総合研究センターの酒井 恒助教、菅澤 薫教授らの

グループは、国立医薬品食品衛生研究所、ルーヴァン・カトリック大学（ベル

ギー）、京都大学、国立遺伝学研究所の研究者との国際共同研究により、紫外線

によって生じる DNA 損傷の認識・修復においてユビキチン-プロテアソーム系

が関与する制御機構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_11_17_03.html） 

 

（５）令和２（2020）年度 科学研究費助成事業（学術変革領域研究（A））に 

的場 修教授が領域代表者をつとめる新規の研究領域が採択 

令和２（2020）年度 科学研究費助成事業（学術変革領域研究（A））において、  

先端融合研究環の的場 修教授が領域代表者をつとめる新規の研究領域が採択

され、11月 19 日（木）に交付の内定を受けました。 

 

○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_11_25_02.html） 

 

（６）魚類の把握に効率的な環境 DNA 採取方法 

    ～ 河川の魚類、水から見るか泥から見るか？ ～ 

神戸大学、パシフィックコンサルタンツ株式会社、龍谷大学らからなる研究

グループは、神奈川県内を流れる小出川で調査を実施し、水と堆積物に含まれ

ている環境 DNA を分析しました。その結果、検出される種の組成には違いがあ

ることが分かりました。また、採水によって検出できる種数は、1L程度を分析

すれば効率が良いという結果も得られました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2020_11_25_01.html） 

 

 （７）肥満は自分だけの責任ではない 子供時代の経験や環境も影響 

神戸大学大学院医学研究科健康創造推進学分野の田守 義和特命教授らの研

究グループは、肥満の原因として、現在の個人の社会経済的な状況の他に、子

供時代の経験、とくに被虐待体験が関わっていることを、2 万人を対象とした

アンケート調査（最終有効数 5425 件）に基づく研究で明らかにしました。 

従来、肥満は「生活習慣改善のための個人の努力の不足」という視点で捉え

られがちでしたが、今回の研究で、女性では、経済的状況や教育といった社会

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/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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環境などの他に、子供時代の経験、とくに被虐待体験が成人後の肥満と関係す

る事が明らかとなりました。 

虐待防止の取り組みの推進など、子供の福祉の増進は、成人の肥満の予防に

も繋がる可能性があります。 

 

○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_11_26_01.html） 

 

 （８）ピキア酵母においてターミネーター配列が RNA 安定性と遺伝子発現量を 

制御していることを発見 

～ タンパク質の発現を最適化する技術として期待 ～ 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科の伊藤 洋一郎研究員・近藤

昭彦教授、先端バイオ工学研究センターの石井 純准教授、東京大学大学院新領

域創成科学研究科の寺井 悟朗特任准教授・浅井 潔教授らの研究グループは、

タンパク質の生産能力に優れた Pichia pastoris（ピキア酵母）内で、RNA の安

定性と遺伝子の発現量がターミネーター配列によって制御されていることを

明らかにしました。 

今回の発見により、ターミネーター配列を交換することでタンパク質の発現

レベルを細かく調節することが可能となるため、バイオ医薬品の生産やバイオ

化学品の発酵生産など、有用物質の生産性を向上させる技術に繋がると期待さ

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_12_01_01.html） 

 

 （９）トマトの複数遺伝子の同時ゲノム編集に成功  

〜 ゲノム編集技術 Target-AID による効率的品種改良 〜 

ゲノム編集技術は、生物が持つ遺伝子の DNA 配列を狙い通りに書き換えるこ 

とができる画期的な技術で、とりわけ農作物の品種改良への応用が期待されて

います。本研究グループは、新しいゲノム編集技術として 2016 年に開発された

「Target-AID」が、トマトの１遺伝子の塩基編集に有効であることを報告して

います。今回さらに、この技術により、トマトの複数遺伝子を同時に塩基編集

することに成功しました。 

研究代表者：筑波大学生命環境系つくば機能植物イノベーション研究センター

江面 浩教授、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科西

田 敬二教授 

 

○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_12_01_02.html） 

 

 

  

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/news/
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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/

