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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）第 15回神戸大学ホームカミングデイ 

 

【２】お知らせ 

 （１）附属中等教育学校生徒が神戸市長を表敬訪問 

 （２）第 4回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）植物の再生と防御のスイッチ 

 －転写因子 WIND は道管再形成や自然免疫も制御する－ 

 （２）堆積物の環境 DNA で探る過去の出来事 

 ―津波直後のクラゲ大発生を検知― 

（３）植物を用いた有機汚染物質の環境モニタリング  

― 動物の化学物質受容体を持つ植物を利用 ― 

（４）レーザーで加速された炭素イオンと酸素イオンを固体飛跡検出器で分別検出

する手法を開発 

（５）「国際交流プログラムにおける評価システムの構築」に関する産学連携プロ

ジェクトが始動 

（６）新方式の電力制御システムを開発 

 ― ワイヤレス給電装置の低コスト化・小型軽量化に期待 ― 

（７）国内初 社会実装コミット型の未来共創ビジネスプログラムを開始 

（８）医師主導治験で難治希少性の糖尿病に対する SGLT2 阻害薬の有用性を証明 

（９）京都ポルタで新型コロナウイルスの不活化を目的とした自動除菌・抗ウイル

スシステムの実証運用を開始 

 

【４】イベント等情報 

 （１）公開講座・イベント情報 

 

【５】受賞 

 （１）令和３年度「優秀若手研究者賞」の受賞者決定 

 

 

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）附属中等教育学校生徒が神戸市長を表敬訪問 

ISLP 国際統計ポスターコンテスト「International Poster Competition 

2020-2021」において、Younger age division (born in 2004 and younger, 

lower secondary school) 部門 で 2021 年 7月 16 日に 1st prize(世界 1位)を

獲得した附属中等教育学校生徒 3 名が、8 月 25 日（水）、神戸市役所を表敬訪

問し、久元 喜造神戸市長に成果を報告しました。 

なお、日本代表の入賞は全部門を含めて初めてです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_08_27_01.html） 

 

 

（１）第 15回神戸大学ホームカミングデイ 

神戸大学ホームカミングデイは卒業生の皆様を母校にお迎えし、同級生や恩 

師との旧交を温めていただくとともに神戸大学の「今」を知っていただく機会

として毎年 10 月の最終土曜日に開催しています。今年も新型コロナウイルス

の感染拡大により、厳しい状況の中ではありますが、現段階では一部規模を縮

小し、感染対策を講じたうえで、「対面形式」と「オンライン形式」を併用して

記念式典の開催を予定しています。 

 

※現在、兵庫県に発出されている緊急事態宣言の期間延長や今後の新型コロナ 

ウイルス感染状況により、開催方法や内容に変更が生じる可能性がございま

す。最新情報は随時下記のページで更新いたしますのでご確認ください。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/2021/index.html） 
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 （２）第 4回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

8月 28 日（土）、第 4回神戸大学 SDGs フォーラム「地域循環・自然共生社会の

リデザイン～グリーン成長のための産官学連携を考える～」を開催しました。 

今回のフォーラムでは、多くの皆様とともに、自然との共生や調和を前提とし 

た地域循環・自立分散型の社会・経済活動へのシフトを促す産官学プロジェクト

の組成を通じた、研究成果の社会実装と SDGs・グリーン成長の実現を考えました。 

後日、公式 YouTube（神戸大学公式チャンネル[Kobe University]）でアーカイ 

ブ配信予定ですので、見逃した方はぜひそちらをご覧ください。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_09_07_01.html） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）植物の再生と防御のスイッチ 

   －転写因子 WIND は道管再形成や自然免疫も制御する－ 

理化学研究所環境資源科学研究センター細胞機能研究チームの岩瀬 哲上級

研究員、杉本 慶子チームリーダー（東京大学大学院理学系研究科教授）、植物

免疫研究グループのアヌポン・ラオハビシット研究員、白須 賢グループリーダ

ー（東京大学大学院理学系研究科教授）、神戸大学大学院理学研究科の近藤 侑

貴准教授、新潟大学理学部の池内 桃子准教授、帝京大学理工学部の朝比奈 雅

志准教授、京都先端科学大学バイオ環境学部の福田 裕穂教授らの共同研究グ

ループは、転写因子 WIND が傷口のカルス化だけでなく、道管の再形成や病原菌

への抵抗性獲得に重要な働きをしていることを発見しました。 

本研究成果は、組織培養技術を用いた増産や品種改良、接ぎ木の効率化、病

害抵抗性付与など、植物による持続的な食料・バイオマスの生産に貢献する技

術開発につながると期待できます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_08_20_01.html） 

 

 （２）堆積物の環境 DNA で探る過去の出来事  ―津波直後のクラゲ大発生を検知― 

2011 年東北地方太平洋沖地震の際に発生した津波の後の生物群集の変遷を、

気仙沼の舞根湾をフィールドに調査してきました。津波の後、クラゲが大量に

発生したことは潜水目視観察でわかっていましたが、それ以前の定量的な情報

はありません。そこで、堆積物の環境 DNA に注目しました。まず、京都大学舞

鶴水産実験所で水槽実験を行い、堆積物には魚の DNA が 1年間にわたり保存さ

れることを確認しました。続いて、津波から 6 年後の気仙沼舞根湾において、

堆積物のコアサンプル（柱状の試料）を採取し、これを層別に分析しました。

その結果、石油由来の芳香族炭化水素を多く含む層の直上で、クラゲの DNA の

含有量が最大となることが確認できました。気仙沼では、津波の際に多量の石

油が流出しています。これもふまえると、津波による一時的な環境劣化で、ク

ラゲの大発生が起きていたことがわかります。本研究は、堆積物の環境 DNA が

数年前の環境イベントを定量的に調べる上で有用であることを示した初めて

の試みです。 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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研究グループには、神戸大学人間発達環境学研究科源 利文教授及び坂田 雅

之学術研究員が参加しています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_08_20_02.html） 

 

 （３）植物を用いた有機汚染物質の環境モニタリング  

― 動物の化学物質受容体を持つ植物を利用 ― 

神戸大学バイオシグナル総合研究センターのペティア ストイコヴァJSPS外

国人特別研究員（現・ブルガリア AgroBioInstitute 研究員）、乾 秀之准教授、

大川 秀郎神戸大学名誉教授は、土壌・水環境を汚染するポリ塩化ビフェニルや

内分泌かく乱化学物質の毒性を検知できる植物の開発に成功しました。 

今後、植物を利用した簡便・安価な毒性モニタリング技術の開発が期待され 

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/ 

2021_08_23_01.html） 

 

（４）レーザーで加速された炭素イオンと酸素イオンを固体飛跡検出器で分別検出す

る手法を開発 

神戸大学大学院海事科学研究科の金崎 真聡准教授、山内 知也教授らと、大

阪大学大学院工学研究科の蔵満 康浩教授ら、量子科学技術研究開発機構関西

光科学研究所の福田 祐仁上席研究員らの研究グループは、レーザーで加速さ

れた炭素イオンと酸素イオンを固体飛跡検出器で分別検出する手法を開発し

ました。 

今後、この計測手法を利用して、高強度レーザーによる高純度な炭素イオン 

ビーム発生研究の進展が期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_08_24_01.html） 

 

（５）「国際交流プログラムにおける評価システムの構築」に関する産学連携プロジェ

クトが始動 

オンライン国際交流プログラムを提供する株式会社 With The World と神戸

大学大学教育推進機構の横川 博一教授は、株式会社 With The World が展開す

る国際交流プログラムが、外国語のコミュニケーション能力向上においてどの

ような有効性があるかを分析・検証するとともに、「国際交流プログラムにおけ

る評価システムの構築」を目的とした産学連携プロジェクトを、2021 年 8月よ

り神戸大学産官学連携本部の協力により開始します。 

 

 

 

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/ 

2021_08_25_01.html） 

 

 （６）新方式の電力制御システムを開発 

    ― ワイヤレス給電装置の低コスト化・小型軽量化に期待 ― 

神戸大学大学院海事科学研究科の三島 智和准教授と台湾国立中興大学の賴 

慶明准教授の研究グループは、ワイヤレス給電装置の新方式電力制御システムの

開発に成功しました。本システムは高精度、高効率かつ、従来システムに対し回

路の構成などが簡単化されており、今後、本成果を利用したワイヤレス給電装置

の省部品化、低コスト化、軽量化などが期待されます。 

 

      ○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_08_30_01.html） 

 

 （７）国内初 社会実装コミット型の未来共創ビジネスプログラムを開始 

神戸大学と株式会社シンク・アイホールディングス（以下、TQI 社）は、共同

事業として、大学の研究から事業創出を加速させるための「未来共創ビジネスプ

ログラム」を開始します。 

本プログラムでは、TQI 社の事業分野であるロボティクス・FA、ヘルスケア・

ライフサイエンス、半導体・エレクトロニクス、社会インフラの 4分野を中心に、

今後５年間で総額 1億円の共同研究を支援します。 

本プログラムは、研究費の提供とともに事業化を目指したハンズオン（研究伴 

走）支援を行います。支援は、TQI 社と、神戸大学の 100%子会社である株式会社

神戸大学イノベーション（以下、KUI 社）が行います。KUI 社には、シーズ発掘や

社会実装のプロ集団が在籍し、短期間での事業化の検証が期待できます。TQI 社

は、事業可能性という視点で研究サポートを行い、このプロセスを通じた事業拡

大や新規事業の立ち上げにより、社会実装にコミットします。 

 

  ○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_09_09_01.html） 

 

 （８）医師主導治験で難治希少性の糖尿病に対する SGLT2 阻害薬の有用性を証明 

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門の小川 渉教授らの研

究グループは、希少疾患である治療抵抗性の糖尿病（インスリン抵抗症および

脂肪萎縮性糖尿病）の患者を対象に、世界で初めて SGLT2 阻害薬エンパグリフ

ロジンの有効性および安全性を評価する医師主導治験を実施し、良好な成績を

得ました。 

この結果は SGLT2 阻害薬であるエンパグリフロジンが、これらのまれな糖尿 

病の治療の選択肢となることを示しており、疾患に苦しむ患者に、より良い治

療を提供できる可能性を明らかにしました。 
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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_09_03_01.html） 

 

 （９）京都ポルタで新型コロナウイルスの不活化を目的とした自動除菌・抗ウイルス 

システムの実証運用を開始 

神戸大学は京都ステーションセンター株式会社との共同研究契約に基づき、

京都駅前地下街ポルタ ポルタプラザにおいて、オゾンによりウイルスや菌を

死滅させる「ウイルスフリーミスト」の実証運用を開始します。 

共同で開発した本システムは、低濃度オゾンを用いることで大規模な開放空 

間での除菌・抗ウイルスを可能とした、他に類を見ないものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_09_08_01.html） 

 

【４】イベント等情報 

 （１）公開講座・イベント情報 

令和３年度の公開講座及びイベント等を以下のページに記載しております。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

 

【５】受賞 

（１）令和３年度「優秀若手研究者賞」の受賞者決定 

神戸大学では、卓越した業績を挙げた若手研究者が、将来本学の研究リーダ 

ーとして活躍することを期待し、また若手研究者らの活性化を図るため、その

研究結果・積み重ねに対して表彰を行う「優秀若手研究者賞」を毎年度実施し

ており、このたび令和 3年度の受賞者が決定しました。 

 

優秀若手研究者賞・学長賞 

保健学研究科 前重 伯壮 助教 

優秀若手研究者賞・理事賞 

システム情報学研究科 國谷 紀良 准教授 

優秀若手研究者賞 

国際文化学研究科 松井 裕美 准教授 

人間発達環境学研究科 窪田 薫 助教 
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法学研究科 西上 治 准教授 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_08_26_01.html）  
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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/

