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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）新型コロナワクチンの職域接種を開始 

 

【２】お知らせ 

（１）第 16回神戸大学七夕祭-online-  

 

【３】 研究ニュース 

 （１）南海トラフのスロー地震震源域近傍に高圧の間隙水帯を確認  

― スロー地震発生のメカニズム解明へ前進 ― 

 （２）小売企業が製造企業の費用削減を手助けすることの戦略的役割 

 （３）金星大気中の自発的な波の励起を初めて再現 

 （４）インドの大気中窒素酸化物レベルの大幅な低下はロックダウンのせいだった 

 （５）ハリガネムシは寄生したカマキリを操作し水平偏光に引き寄せて水に飛び込

ませる 

 （６）一過性運動が認知機能に与える効果： なぜ半数の研究が効果を認めていな

いのか？ 

 （７）特定健診では異常なしとされるフレイルの進行を下腿周囲径や握力で診断 

 ― 痩せ・運動不足でリスク増 ― 

 （８）PFN の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3、省電力性能ランキング 

Green500 で再び世界 1位を獲得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

 

【２】お知らせ 

 （１）第 16回神戸大学七夕祭-online- 

「神戸大学七夕祭」は、毎年 7月に神戸大学のキャンパスを使って開催され

る夏祭りで、今年で 16回目の開催を迎えます。 

今年度は前年度に引き続き神戸大学のキャンパスではなく、オンラインにて 

開催いたします。前年度からパワーアップを果たした七夕祭を楽しんでいただ

けたら幸いです。 

毎年ご来場いただいている方も、七夕祭を初めて

知った方も、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2021_07_07_01.html） 

（１）新型コロナワクチンの職域接種を開始 

6月 28 日(月) から、新型コロナワクチンの職域接種がスタートしました。 

初日は、特に混乱もなく神戸大学百年記念館（神大会館）にて、教職員へ

の接種が行われました。 

今後、本学学生・教職員や大学構内における業務従事者のうち希望者に順

次接種を進めるほか、文部科学省が支援する海外留学予定者や神戸松蔭女子

学院大学などへ接種対象者を拡大していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_06_28_01.html） 
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【３】 研究ニュース 

（１）南海トラフのスロー地震震源域近傍に高圧の間隙水帯を確認  

― スロー地震発生のメカニズム解明へ前進 ― 

海洋研究開発機構超先鋭研究開発部門高知コア研究所の廣瀬 丈洋上席研究員、

濱田 洋平副主任研究員らは、京都大学、神戸大学、九州大学、東京大学などと共

同で、地球深部探査船「ちきゅう」によって高知県室戸岬沖南海トラフのプレー

ト境界断層近傍から採取されたコア試料を分析するとともに、掘削孔から噴出す

る流体の流量を解析しました。その結果、初めてスロー地震の震源近傍における

高圧の間隙水帯の存在を直接確認することに成功しました。 

プレート境界で発生するスロー地震は、巨大地震の準備過程や発生と密接に関

わっていると考えられており、その発生メカニズムの解明が期待されています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_06_17_01.html） 

 

 （２）小売企業が製造企業の費用削減を手助けすることの戦略的役割 

神戸大学大学院経営学研究科の善如 悠介准教授と、桃山学院大学経営学部 

の濵村 純平准教授 (神戸大学社会システムイノベーションセンターフェロー

を兼任) らの研究グループは、製造企業と小売企業の間の自発的な協力関係の

構築に関する新たな研究成果を発表しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_06_17_02.html） 

 

 （３）金星大気中の自発的な波の励起を初めて再現 

－地球シミュレータを用いた世界最高解像度のシミュレーション－ 

神戸大学大学院理学研究科の林 祥介教授、樫村 博基講師らの研究チームは、

慶應義塾大学、奈良女子大学、東北大学、京都産業大学と共同で、金星の大気

の流れをシミュレーションする大気大循環モデル「AFES-Venus」を、地球シミ

ュレータを用いて世界最高解像度で走らせ、小規模な波の自発的な励起を再現

しました。 

金星は厚い雲層によって全体を覆われており、大気内部の運動についてはほ 

とんどわかっていません。また、大気大循環モデルを用いた金星大気運動の数

値シミュレーションが試みられていますが、天気予報で行われているような高

解像度のシミュレーションはこれまでありませんでした。今回の研究では、金

星大気全体を 20km の水平刻み幅で計算することで、惑星規模の波からの小規

模な波が自発的に励起されることを見出し、そのメカニズムを明らかにしまし

た。今後は、本研究で再現された小規模な波やその励起過程の金星探査機「あ

かつき」による観測が期待されるとともに、励起された波の働きを詳しく調べ

ることで、金星に吹く風の謎の解明が大きく進むと期待されます。 

 

 

 

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/news/ 

2021_06_18_01.html） 

 

 （４）インドの大気中窒素酸化物レベルの大幅な低下はロックダウンのせいだった 

～大気汚染物質が人為的活動由来かどうかを分別することが可能に～ 

大気汚染は今も世界各地で広がり、EU や日本の隣国、中国でも多くの人々に 

深刻な健康被害を引き起こしていることから、日本にとっても無縁な問題では

ありません。WHO（世界保健機関）の統計によると、大気汚染が激しい世界の都

市の多くはインドにありますが、新型コロナウイルス感染症防止のための拡大

ロックダウンが2020年3月25日に始まった後、インドでは大気汚染が静まり、

きれいな青い空が戻ってきたことが多数報告されました。大気汚染物質のひと

つに窒素酸化物がありますが、このたび、国内外の地球環境問題に取り組む総

合地球環境学研究所を中心とした研究グループは、衛星データと数学的モデリ

ングを使用した新しい手法で、世界でも有数の大気汚染の過酷な都市であるイ

ンドの首都、デリー周辺で、ロックダウン後の都市部と近郊農村部の窒素酸化

物の濃度から、排出量の変化を推定し、その 72％は交通と工場から排出される

人為的活動由来であることを明らかにしました。また、農村部では、おそらく

ロックダウン解消後の藁焼き再開により、ただちに濃度が増えていることも突

き止めました。研究チームは、今回開発された方法を用いることで、今後、藁

焼きシーズンが来たときに、周辺の農村における藁焼きがデリーの大気汚染に

与える影響を定量的に評価できる、としています。その結果は今後の大気汚染

に関わる政策決定に影響が及ぼされる可能性があるでしょう。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_06_18_02.html） 

 

 （５）ハリガネムシは寄生したカマキリを操作し水平偏光に引き寄せて水に飛び込ま

せる 

神戸大学大学院理学研究科の大林 奈園（大学院生）・佐倉 緑准教授・佐藤 拓

哉准教授と弘前大学大学院理工学研究科の岩谷 靖准教授・奈良女子大学共生科

学研究センターの保 智己教授・National Changhua University of Education の

Chiu 博士からなる国際研究グループは、ハリガネムシ類に感染したカマキリが、

水面からの反射光に多く含まれる水平偏光に誘引され、入水行動に至っているこ

とを発見しました。 

本研究の結果は、寄生生物が、宿主の有する特定の光受容システムを巧みに操 

作し、通常では考えられない宿主の行動を引き起していることを示唆する世界で

も初めての研究成果です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_06_22_01.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）一過性運動が認知機能に与える効果：なぜ半数の研究が効果を認めていないの

か？ 

過去 20 年間に渡って、一過性運動が認知機能に与える影響が盛んに研究さ

れてきました。近年、これらの研究のメタ分析が行われており、数十分程度の

適度な運動（一過性運動）の後には認知機能が一時的に向上することが示され

ています。しかしながら、個々の研究を精査すると、約半数の研究が一過性運

動のプラスの効果を認めていない現状にあります。 

中京大学教養教育研究院紙上 敬太准教授、神戸大学大学院人間発達環境学

研究科の石原 暢助教らの国際共同研究グループは、この矛盾解消に向けて「ど

んな人に効くのか？」、「どんな認知機能に効くのか？」といった視点から、IPD

メタ分析を行いました。その結果、一過性運動が認知機能に与えるプラスの効

果は、①もともと認知機能が低い人ほど（もともと認知テストの成績が低いほ

ど）大きいこと、②前頭前野機能に対して大きいわけではないことが明らかに

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/ 

2021_06_23_01.html） 

 

 （７）特定健診では異常なしとされるフレイルの進行を下腿周囲径や握力で診断 

― 痩せ・運動不足でリスク増 ― 

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、65 歳の神戸市民約 1800 人の特定健診の結果、および下腿周囲

径や握力のデータを解析し、少なくとも約 3％にサルコペニア疑いが存在し、

痩せや運動不足の人ほど健康上のリスクが高くなることを明らかにしました。 

また、このサルコペニア疑いとされた人達は特定健診のデータに異常が無く 

ても、日常生活における活動度や運動機能の低下、認知機能の低下、閉じこも

り傾向など、要介護や寝たきりの前段階とされるフレイルに傾いていることが

明らかとなりました。 

本成果から、将来の要介護や寝たきりを防ぐためにも、高齢者の入り口であ 

る 65 歳からは、通常の健診では診断できないサルコペニアを評価するための

検査が重要であることがわかりました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_06_28_01.html） 

 

（８）PFN の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3、省電力性能ランキング Green500 

で再び世界 1位を獲得 

株式会社 Preferred Networks と神戸大学は、 PFN の MN-3 が、29.70 Gflops/W

（1W・1秒あたり約 297 億回の演算）の省電力性能を実現し、6月 28 日（日本時

間）発表された最新のスーパーコンピュータの省電力性能ランキング Green500

において、2020 年 6 月に続く 2度目の世界 1位を獲得したことを発表しました。

これは、2020 年 11 月の Green500 リストにおける MN-3 の記録 26.04 Gflops/W を

14.05%上回るものです。 

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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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/ 

2021_06_28_02.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)」を昨年 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。 

 

 また、KU-Netの説明動画をYouTubeにアップしておりますので併せてご覧ください。 

（https://youtu.be/ZqHCVW0VsuU） 

 

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://youtu.be/ZqHCVW0VsuU
https://www.kobe-u.com/alumni/

