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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）学友会ホームページ及び学友会ニュースレターへの投稿のお願い 

 （２）谷野 裕一特命教授がクラウドファンディング目標達成！  

残り期間でネクストゴールを目指します 

（３）神戸大学長定例記者会見 

（４）「シンダイシンポ２０２０（第二回 統合報告書 発行報告会）」を開催 

（５）「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）北京外国語大学北京日本学研究センターと「第５回北京外国語大学・神戸 

大学国際共同研究拠点シンポジウム」を開催 

 

【３】研究ニュース 

 （１）魚類に由来するメッセンジャーRNA を水から検出することに成功 

 （２）珪藻の強光に対する防御策：集光性色素タンパク質の分子調節機構の解明 

 （３）母体の免疫活性が胎児ミクログリアの動態に持続的な変化を引き起こす 

ことを発見 ― 発達障害や統合失調症への関連を示唆 ― 

 （４）大量絶滅と恐竜の多様化を誘発した三畳紀の「雨の時代」  

〜日本の地層から 200 万年にわたる長雨の原因を解明〜 

 （５）微小領域をダイナミックに動く生物試料に適した高速度３次元動画像顕微 

鏡のモジュールを開発 

 （６）物理法則に忠実なシミュレーションを行う人工知能  

～デジタル解析学でエネルギー保存・減衰性を再現～ 

 

【４】受賞 

（１）国際農業サークル AGLOC が「地方創生☆政策アイデアコンテスト 2020」で 

近畿経済産業局長賞を受賞 

 

 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

 （１）学友会ホームページ及び学友会ニュースレターへの投稿のお願い 

学友会事務局です。 

学友会支部及び部局同窓会の活動をご紹介ください。 

学友会ホームページ及び学友会ニュースレターに掲載させていただきます。 

 

（２）谷野 裕一特命教授がクラウドファンディング目標達成！  

残り期間でネクストゴールを目指します 

医学部附属病院国際がん医療・研究センター副センター長谷野 裕一特命教

授が実施するクラウドファンディング(題 : 「トリプルネガティブ乳がん：

再発を防ぐ治療薬、確立のための臨床試験を」)を、10 月に公開・実施し、

2,000 万円を目標に皆様からのご寄付を募っておりました。 

これまで約 2 ヶ月間で、寄付者は 1,500 名を超え、12 月 11 日に第一目標

を達成しました。現在、ネクストゴール 3,000 万円を目指して 12 月 25 日ま

で、引き続き支援を募集しています。16 日時点で 2,400 万円以上が集まって

おり、ネクストゴール達成に向けて進捗しています。 

この取り組みの内容や谷野特命教授へのインタビューなどが12月2日(水)

夕方のサンテレビニュースで放送されました。現在、同局のHPや公式YouTube

で視聴できます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_12_17_01.html） 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/media/2020_12_03_01.html） 

 

 

 （３）神戸大学長定例記者会見 

11 月 27 日(金)に第 46回神戸大学長定例記者会見を開きました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/press/press_20201127.html） 

 

（４）「シンダイシンポ２０２０（第二回 統合報告書 発行報告会）」を開催 

11 月 21 日（土）に、第二回統合報告書発行報告会として、シンポジウム

「シンダイシンポ２０２０」を開催しました。今年は昨今の情勢を鑑みオン

ライン開催となりましたが、ZOOM・YouTube から多くの方（約 240 名）にご参

加いただきました。 

第一部では、学長講演並びに神戸大学の統合報告を、第二部では、ステー

クホルダーとのダイアログ（対話）として、各界で活躍されているお二方の

ご講演及び学長とのパネルディスカッションを実施しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_12_11_01.html） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_12_17_01.html
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【２】お知らせ 

 （１）北京外国語大学北京日本学研究センターと「第５回北京外国語大学・神戸大学 

国際共同研究拠点シンポジウム」を開催 

11 月 28 日（土）、29日（日）、神戸大学は北京外国語大学北京日本学研究セ  

ンターと「第５回北京外国語大学・神戸大学国際共同研究拠点シンポジウム」

をオンラインで開催しました。 

北京外国語大学とは 2008 年に大学間学術交流協定を締結して以降、学術・教

育交流を深めてまいりました。本シンポジウムは、国際共同研究を推進するた

め、また優れた若手研究者の発掘及び育成に取り組むための共同研究、シンポ

ジウム、ワークショップなどを開催することを目的として設置された「神戸大

学・北京外国語大学国際共同研究拠点」の活動の一環として、2015 年度から開

催しています。 

今回のシンポジウムは、世界的に新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう 

中、我々の社会生活が大きく影響を受けたことを背景に、「疫病と人・社会」と

いうテーマで開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_12_15_01.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）魚類に由来するメッセンジャーRNA を水から検出することに成功 

～脊椎動物由来の環境 RNA を対象として mRNA の検出が可能であることを 

実証した初の報告例～  

龍谷大学先端理工学部の山中 裕樹准教授らの研究グループは、神戸大学大

学院人間発達環境学研究科の源 利文准教授、三重大学大学院医学系研究科の

（５）「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） 

北京外国語大学側の様子 

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


4 
 

島田 康人講師らとの共同研究で、環境水中に浮遊している魚類由来の RNA

（環境 RNA）試料から、メッセンジャーRNA（mRNA）の検出（タイピング）が

可能であることを世界で初めて実証しました。同じく環境中に含まれる DNA

を分析対象とした環境 DNA 分析では「どのような生物が生息しているのか」

を検出することができ、近年環境調査で利用されるようになってきました。

mRNA は生物の生理状態や成長段階に応じて発現パターンが変化するため、

mRNA を環境水中から検出できれば、将来、野生生物の健康状態や水産重要種

の成長の状況など DNA からでは読み取れなかったより詳細な生物情報を「水

から」取り出せるようになるかもしれません。本研究は脊椎動物由来の環境

RNAを対象としてmRNAの検出が可能であることを実証した初の報告例となり

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_12_03_01.html） 

 

 （２）珪藻の強光に対する防御策：集光性色素タンパク質の分子調節機構の解明 

岡山大学異分野基礎科学研究所の長尾 遼特任講師と神戸大学大学院理学研

究科の秋本 誠志准教授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、強光下における珪藻

Phaeodactylum tricornutum の集光性色素タンパク質 FCP の発現および時間分

解蛍光分光法を用いた励起エネルギー伝達機構の解析に成功しました。    

この結果から、Phaeodactylum は強光により FCP の分子構造および励起エネ

ルギー伝達経路の調節を行い、エネルギー消光を誘導することが明らかになり

ました。 

本研究成果は、「珪藻は強光ストレスを受けた際、どのようにして集光性色素

タンパク質 FCP を調節し、機能させるのか？」、という問いに対して知見を与え

るものです。この光応答メカニズムは珪藻にとって重要な生存戦略の一環であ

るかもしれません。 

 

○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_07_02.html） 

 

（３）母体の免疫活性が胎児ミクログリアの動態に持続的な変化を引き起こすことを

発見 ― 発達障害や統合失調症への関連を示唆 ― 

神戸大学大学院医学研究科産科婦人科学分野の尾﨑 可奈大学院生、山田 秀

人教授らは、母体炎症（Maternal Immune Activation; MIA）にさらされた仔マ

ウス（MIA マウス）において胎児期のミクログリアの突起の動きが変化し、こ

れが生後まで持続することで、自閉症などでみられる社会性行動の異常と関わ

ることを見出しました。 

脳の免疫細胞であるミクログリアはその突起を常に伸展退縮させることで、 

脳環境を監視することが知られています。さらに近年、その動きによって、神

経細胞の数やシナプスの数を制御することが着目されています。そのため、突

起動態はミクログリアが生理機能を発揮する上で非常に重要な役割を果たす

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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と考えられております。本研究では、ミクログリアの突起動態が発達障害や統

合失調症においてどのように変化し、そしてこれらの病態へどのように関わる

か検証することで、その役割の一端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_12_07_01.html） 

 

 （４）大量絶滅と恐竜の多様化を誘発した三畳紀の「雨の時代」  

〜日本の地層から 200 万年にわたる長雨の原因を解明〜 

中生代の三畳紀（約 2億 5190 万年前〜2 億 130 万年前）という時代は、全体 

として高温で乾燥した気候だったことが知られていますが、その中には約 200

万年間にわたって降雨量が劇的に増加した「雨の時代」がありました。1989 年

にイギリスの地質学者らにより、この雨の時代（「カーニアン多雨事象」とよば

れます）の存在が明らかになってから、研究者は長らくその原因の解明に取り

組んできました。九州大学大学院理学研究院の尾上 哲治教授、奈良岡 浩教授、

熊本大学大学院自然科学研究科の冨松 由希氏（博士 3 年、九州大学委託研究

生）、海洋研究開発機構の野崎 達生グループリーダー代理らの共同研究グルー

プは、神戸大学、千葉工業大学、早稲田大学と共同し、この約 200 万年間にわ

たる雨の時代は、非常に大規模な火山活動が引き金となって起こったことを明

らかにしました。また、詳しい解析の結果により、火山活動の活発な時期に雨

の時代が訪れ、海洋での生物群の大量絶滅や陸上での恐竜の多様化といった生

態系の変化が同時に引き起こされた可能性を示しました。 

 

○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_12_08_01.html） 

 

（５）微小領域をダイナミックに動く生物試料に適した高速度３次元動画像顕微鏡の

モジュールを開発 

京都工芸繊維大学電気電子工学系粟辻 安浩教授、大学院生稲本 純也、井上

智好、神戸大学先端融合研究環的場 修教授、産業技術総合研究所夏 鵬主任研

究員らの研究グループは、微小領域をダイナミックに動く生物試料に適した高

速度 3 次元動画像顕微鏡のモジュールを開発しました。これは、3 次元画像技

術であるディジタルホログラフィを応用した高速イメージング技術を用いて、

3 次元動画像計測の簡便な実施を可能とする顕微鏡です。開発した顕微鏡と画

像処理技術を用いて、微生物の 3次元的な動きを検出し、開発した顕微鏡が微

小領域をダイナミックに動く生物試料の三次元動画像計測に対して有効であ

ることを実証しました。 

 

○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_12_08_03.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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（６）物理法則に忠実なシミュレーションを行う人工知能  

～デジタル解析学でエネルギー保存・減衰性を再現～ 

神戸大学大学院システム情報学研究科の谷口 隆晴准教授、大阪大学大学院基

礎工学研究科の松原 崇准教授らの研究グループは、人工知能を利用して、詳細

なメカニズムや方程式が未解明の現象に対して観測データから物理法則に忠実

なモデルを作成し、シミュレーションを行う技術の開発に成功しました。 

今後、これまで詳細なメカニズムが不明だったためにシミュレーションが難し 

かった現象の予測が可能となり、また、シミュレーション自体も高速化されるこ

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_12_08_02.html） 

 

【４】受賞 

（１）国際農業サークル AGLOC が「地方創生☆政策アイデアコンテスト 2020」で 

近畿経済産業局長賞を受賞 

地方創生☆政策アイデアコンテスト 2020」（主催：内閣府、共催：経済産業

省）にて、神戸大学の国際農業サークル「AGLOC」が、近畿経済産業局長賞を受

賞し、12月 1日（火）エル・おおさか南館ホールで、表彰式とプレゼン会が開

催されました。 

AGLOC は、丹波篠山市の岡野地区で、“地域と世界を繋ぐ” という活動理念

を掲げ、留学生を交えた農業ボランティアや地域交流などの活動を行っている

団体です。神戸大学農学部の授業「実践農学入門」をきっかけに 2016 年に結成

され、日本人学生と留学生のメンバーが活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_12_08_02.html） 

 

 

  

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/

