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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）京阪神 3大学シンポジウムを開催 

（２）藤澤学長が関西プレスクラブで講演 

（３）神戸大学概覧 2021 を公開 

 （４）「木村化工機教室 LR203」及び「KCPC Entrance」ネーミングライツ施設開設

記念式典を開催 

（５）脱炭素・DX・ウェルネス分野の発展を目指し、神戸大学とノーリツが包括連

携協定を締結 

（６）令和３年度学長表彰式 

 

【２】お知らせ 

 （１）関西地区代表決定戦 神戸大学 VS 天理大学 

 （２）第 11回神戸大学ブリュッセルオフィスシンポジウムを開催 

（３）神戸大学ブリュッセルワークショップ “New Opportunities for EU-Japan 

Research & Innovation Cooperation” を開催 

 （４）神戸大学-西海醤油株式会社 産学連携による「神戸大学産牛使用 神戸牛せ

んべい」を発売 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）褐色脂肪組織に着目した腸内細菌と肥満との新たな関連を解明 

（２）西太平洋赤道直下のマントルに沈み込んだプレートの残骸を発見 

（３）JST「戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）SDGs の達成に向けた共

創的研究開発プログラム」に採択 

 （４）小胞体における構造異常糖タンパク質分解メカニズムの解明 

 〜糖鎖の分解シグナルはどのように露出するか？ 

 （５）ビタミン B2の新たな機能 

―老化の原因となるミトコンドリア機能低下を改善するメカニズム解明― 

 （６）JST スタートアップ・エコシステムに採択 

 （７）神戸市における水痘ワクチン定期接種化後の急病センター受診患者数の減少

効果に関する調査 

 （８）光が散乱媒質中の奥深くを伝播する様子を世界で初めてスローモーション動

画に記録 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【４】受章 

 （１）令和 3年秋の叙勲受章者が発表 

 

【５】研究者紹介 

（１）末次 健司（SUETSUGU Kenji） 

―生物の共生関係を探究 フィールドとラボの研究を両立 

 

【６】イベント等情報 

 （１）公開講座・イベント情報 

 

 

【１】トピックス 

（１）京阪神 3大学シンポジウムを開催 

本学など京阪神の３総合国立大学（京都・大阪・神戸）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 10 月 13 日（水）、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～SDGs を育む」。藤澤 正人学長、京都大学の湊 長博総長、大阪大学の西尾 章

治郎総長が、島津製作所の上田 輝久社長、就労支援のスタートアップ企業、

Compass の大津 愛 CEO と、地球環境問題や感染症対策で大学に求められる役割、

新産業創出に向けた産官学連携、男女共同参画を含む多様な人材の活用などにつ

いて話し合いました。 

藤澤学長は、SDGs について「大学の知を世界に発信するチャンス」と捉えてい 

ることを強調し、神戸市や地元企業との連携、さらには EU などの拠点を活用し

た国際的な展開も推進する方針を表明。既にバイオエコノミー社会を目指してポ

ートアイランドを拠点に具体的な研究開発を推進していることを説明しました。

また、学生の参画や企業と共にリカレント教育にも注力する考えを示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_10_21_01.html ） 
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 （２）藤澤学長が関西プレスクラブで講演 

藤澤 正人学長が 10月 18 日（月）、関西プレスクラブの定例会に招かれ、「デ

ジタル・ロボット技術が開く未来医療」のテーマで講演しました。関西地区の

新聞社、通信社、テレビ局や主要企業の幹部ら約 70人を前に、藤澤学長が開発

に貢献した手術支援ロボット hinotori（ヒノトリ）の特色、我が国の医療機器

開発に貢献する本学の医工連携の取り組みなどについて説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_10_22_02.html ） 

 

 （３）神戸大学概覧 2021 を公開 

    神戸大学概覧 2021 を公開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

 

 （４）「木村化工機教室 LR203」及び「KCPC Entrance」ネーミングライツ施設開設記

念式典を開催 

「木村化工機教室 LR203」及び「KCPC Entrance」のネーミングライツ施設開 

設を記念した式典を 10月 26 日(火)に開催しました。 

ネーミングライツ制度は、平成 30 年 2 月、本学の財政基盤強化及び教育研

究環境の向上をサポートしていただける企業との連携強化のため導入したも

のです。六甲台第二キャンパスの「工学研究科教室棟 2階 LR203 教室」及び「先
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端膜工学研究拠点 1階エントランス」を対象としたネーミングライツ公募手続

きを経て、7 月 8 日（木）に木村化工機株式会社と協定を締結し、同施設は令

和 3年 8月以降、それぞれ「木村化工機教室 LR203」及び「KCPC Entrance」と

呼称することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_02_01.html ） 

 

 （５）脱炭素・DX・ウェルネス分野の発展を目指し、神戸大学とノーリツが包括連携

協定を締結 

神戸大学と株式会社ノーリツは、研究・技術の発展と社会への貢献を狙いと

して、両組織の包括的な共同研究および人材交流を推進する包括連携協定を 11

月 4日（木）、締結しました。 

この包括連携協定では、脱炭素関連領域や DX・ウェルネス分野などにおける 

新商品開発、新規事業創出、産学連携による学術成果の社会実装を図ります。

今後 10年間で 10億円規模の資金拠出を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_04_02.html ） 

 

左から小池工学研究科長、奥村理事、藤澤学長、木村化工機株式会社 粂取締役、

池田開発部部長、松山先端膜工学研究センター長 

※写真撮影時のみマスクを外しています 
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【２】お知らせ 

 （１）関西地区代表決定戦 神戸大学 VS 天理大学 

10 月 31 日（日）大阪南港中央野球場で開催された対天理大学戦との試合には、

硬式野球部ＯＢ会（渡辺 文明会長他）、現役学生、応援団（現役・ ＯＢＯＧ）、

アメフト部 OBOG 会、漕艇部ＯＢＯＧ会、陸上競技部 OB会、準硬式野球部ＯＢ会

の皆様はじめ、大村 直人理事（学生担当）、髙田 義弘先生（人間発達環境学研究

科）、広報課、卒業生・基金課等の大学関係者が駆け付け、現地での応援は大変盛

り上がりました。 

第一戦の対天理大戦は3対 5で敗れましたが9回裏の 2ランホームランで応援

者も選手も飛び上がって喜ぶことができました。残念ながら本大会出場を逃しま

したが 次回を期待したいものです。 

今回の応援の呼びかけには、今年 4

月に設立した任意団体である「神戸

大学公認 （体育会系）課外活動団体

OBOG 会連合会」（会長：新垣恒則さん

（1965 年経営卒、馬術部ＯＢ））のネ

ットワークが大いに活躍しました。

連合会は各課外活動団体 OBOG会と連

携し、現役課外活動団体の活動を応

援していきます。 

 

改めて、35年ぶりの快挙を称えたいと思います。 

 （６）令和３年度学長表彰式 

神戸大学は令和 3年 10 月 21 日（木）、令和 3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、1 グループと教員

3名と、65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/2021_11_04_01.html ） 
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 （２）第 11回神戸大学ブリュッセルオフィスシンポジウムを開催 

10 月 20 日（水）に第 11回神戸大学ブリュッセルオフィスシンポジウム "Green 

Horizons, Sustainable Futures: EU and Japan Research for Climate-Prepared, 

Resilient Societies" を開催しました。本シンポジウムはブリュッセル自由大

学(蘭語系)との共催で、今回はケント大学(英国)の協力も得て、ブリュッセルで

の対面開催とオンライン開催を併用したハイブリット形式で催され、日 EU 政府

関係者、研究者、学生、ビジネスパーソンなど約 170 名が対面又はオンラインで

参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_10_27_01.html ） 

 

 （３）神戸大学ブリュッセルワークショップ “New Opportunities for EU-Japan 

Research & Innovation Cooperation” を開催 

10月21日（木）、オンラインにて、“New Opportunities for EU-Japan Research 

& Innovation Cooperation”と題したワークショップを開催しました。このイ

ベントは、神戸大学ブリュッセルオフィス設置大学であるブリュッセル自由大

学(蘭語系)の共催、早稲田大学、関西大学、ブリュッセルに拠点を設置してい

る大学や研究機関のネットワークである UnILiON (Universities Informal 

Liaison Offices Network)の協力を得て、HORIZON Europe をはじめとする日欧

の研究助成事業を通じた国際共同研究の促進を目的として開催しました。 

イベントでは、欧州委員会代表者、

日本の研究助成機関代表者、大学、企

業関係者が登壇者として一同に介し、

UnILiON の会員の他、日欧の大学・研

究機関の教職員、政府関係者など総計

80名の参加がありました。 
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○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_10_29_01.html ） 

 

 （４）神戸大学 ― 西海醤油株式会社 

 産学連携による「神戸大学産牛使用 神戸牛せんべい」を発売 

神戸大学と西海醤油株式会社は、共同で商品開発した『神戸大学産牛使用 

神戸牛せんべい』を発売しました。なお、本産学連携は神戸信用金庫に仲介い

ただいて実現しました。 

この『神戸牛せんべい』は、神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究

センターで繁殖・肥育された研究成果である神戸牛を使用し、双方で検討を重

ね、商品開発を行ったものです。神戸牛の「甘味」と「香り」を活かした商品

となっていますので、ぜひご賞味ください。 

本商品は、明石 SA や西海醤油株式会社（本社）等で販売中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_05_01.html ） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）褐色脂肪組織に着目した腸内細菌と肥満との新たな関連を解明 

神戸大学大学院医学研究科内科学講座循環器内科学分野の吉田 尚史研究員、

山下 智也准教授、平田 健一教授らの研究グループは、腸内細菌 Bacteroides が

褐色脂肪組織の分岐鎖アミノ酸代謝を亢進する事で肥満を抑制することを発見

しました。今後、腸内細菌に着目した新たな抗肥満療法の確立が期待されます。 

 

○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_10_28_02.html ） 

 

（２）西太平洋赤道直下のマントルに沈み込んだプレートの残骸を発見 

海洋研究開発機構海域地震火山部門火山地球内部研究センターの大林 政行主

任研究員らは、東京大学地震研究所、神戸大学と共同で西太平洋赤道域に位置す

るオントンジャワ海台及びその周辺下のマントル地震波速度構造を明らかにし、

地震波速度が速い広大な領域がオントンジャワ海台下の深さ500-600㎞に存在す

ることを世界て初゙めて発見しました。 

オントンジャワ海台南西のソロモン諸島沿いのプレート境界では、現在はオー

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_10_28_02.html
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ストラリアプレートが太平洋プレートの下に沈み込んでいますが、約 5千万年前

から 2千 5百万年前の間には太平洋プレートが沈み込んでいました。今回発見し

たプレートは、沈み込んだ太平洋プレートの残骸と考えられます。 

 

○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_10_28_01.html ） 

 

 （３）JST「戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）SDGs の達成に向けた共創的

研究開発プログラム」に採択 

科学技術振興機構（JST）「戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）SDGs

の達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤立・孤独の予防と多様な

社会的ネットワークの構築（SOLVE for SDGs 社会的孤立枠））」に人文学研究

科の柳澤 邦昭講師が採択されました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2021_11_01_03.html ） 

 

 （４）小胞体における構造異常糖タンパク質分解メカニズムの解明 

〜糖鎖の分解シグナルはどのように露出するか？ 

神戸大学バイオシグナル統合研究センターの蜷川 暁助教(旧京都大学特定

助教)、京都大学大学院理学研究科の Ginto George 研究員、岡田 徹也助教、森 

和俊教授、名古屋市立大学大学院薬学研究科の矢木 宏和准教授、自然科学研究

機構生命創成探究センターの加藤 晃一教授（名古屋市立大学 教授兼任）、国

立医薬品食品衛生研究所の橋井 則貴室長、石井 明子部長、大阪大学大学院理

学研究科の真木 勇太助教、梶原 康宏教授、北海道大学大学院医学研究院の古

川 潤一准教授らの共同研究グループは、小胞体における糖鎖のマンノース切

除酵素を精製してその活性を同定することに成功しました。 

この成果は、小胞体の構造異常糖タンパク質を分解する小胞体関連分解の深

い理解につながります。小胞体関連分解は、アルツハイマー病などの 60以上も

のヒト疾患と関わるため、本研究成果は、それらの新規治療戦略や予防法の提

案の礎となります。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_11_01_01.html ） 

 

（５）ビタミン B2 の新たな機能 

―老化の原因となるミトコンドリア機能低下を改善するメカニズム解明― 

神戸大学バイオシグナル総合研究センターの長野 太輝助手、鎌田 真司教授 

らの研究グループは老化ストレスを受けた細胞にビタミン B2 を添加するとミ

トコンドリアのエネルギー産生機能が増強され、老化状態に至るのを防止する

効果があることを明らかにしました。老化した細胞が体内に蓄積すると加齢性

疾患や全身の老化の原因となることが示されていますので、今後ビタミン B2を

利用した医薬品や栄養補助食品により細胞の老化を抑制することで加齢性疾

患の予防・改善や健康寿命の伸長につながる可能性があります。 

 



9 
 

○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_11_02_01.html ） 

 

（６）JST スタートアップ・エコシステムに採択 

神戸大学が参画している京阪神スタートアップ アカデミア・コアリション

が、JST スタートアップ・エコシステム形成支援に採択されました。このプラ

ットフォームには、神戸大学からは河端 俊典理事を代表として、鶴田 宏樹准

教授（バリュースクール）、祗園 景子准教授（バリュースクール）、藤井 信忠

准教授（システム情報学研究科）が主に参加し、アントレプレナーシップ人材

育成プログラムの体系化やフィールドワークを通じた問題発見型プログラム

の開発を京都大学や大阪大学と共同で行います。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2021_11_05_01.html ） 

 

（７）神戸市における水痘ワクチン定期接種化後の急病センター受診患者数の減少効

果に関する調査 

神戸大学大学院医学研究科小児科学分野の山口 宏特命助教と野津 寛大教

授および神戸こども初期急病センターの石田 明人センター長らの研究グルー

プは、2011 年から 2019 年までに神戸こども初期急病センターを受診した全患

者合計 265,191 人の中から水痘と診断された患者 3,092 人を解析し、水痘ワク

チン定期接種化による水痘患者数の減少効果を明らかにし、それに伴う医療費

の減少効果も同時に明らかにしました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_11_08_01.html ） 

   

（８）光が散乱媒質中の奥深くを伝播する様子を世界で初めてスローモーション動画

に記録 

京都工芸繊維大学電気電子工学系粟辻 安浩教授、同大学院工芸科学研究科

博士後期課程電子システム工学専攻井上 智好、千葉大学大学院工学研究院角

江 崇助教、神戸大学的場 修教授らの研究グループは、光が散乱媒質中の奥深

くを伝播する様子の、超高速な光の振る舞いのスローモーション動画記録に世

界で初めて成功しました。3次元画像技術であるホログラフィーを応用した超

高速イメージング技術を用いて、光が生体組織に見立てたゼラチン中を、集光・

屈折・回折といった異なる振る舞いを示しながら伝播する様子の記録・観察に

成功しました。 

 

○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_11_08_02.html ） 

 

 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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【４】受章 

（１）令和 3年秋の叙勲受章者が発表 

11 月 3 日付で、令和 3 年秋の叙勲受章者が発表されました。本学の受章者

は、以下の方々です。 

 

（瑞宝重光章） 

野上 智行 (元 神戸大学長・神戸大学名誉教授 人間発達環境学研究科) 

大塚 啓二郎 (神戸大学特命教授 社会システムイノベーションセンター) 

（瑞宝中綬章） 

杉田 英昭 (神戸大学名誉教綬 海事科学研究科) 

石垣 健一 (神戸大学名誉教授 経済経営研究所) 

 

【５】研究者紹介 

（１）末次 健司（SUETSUGU Kenji） 

―生物の共生関係を探究 フィールドとラボの研究を両立 

光合成をやめてしまった植物、花の咲かないラン、鳥に食べられても子孫を残

す昆虫……。理学研究科の末次 健司准教授は、一般の人たちも関心を抱くユニ

ークな研究成果を発表し続けています。光の届かない暗い森でのフィールド調査、

DNA を調べ生物の相互関係を分子レベルで探求する精緻な分析と、研究手法は幅

広い。貴重な生物の生息環境の保護を目指す取り組みも行っており、出身地・奈

良の隣県が生んだ知の巨人・南方 熊楠を連想させる研究姿勢について聞いてみ

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/people/ 

researcher0015.html ） 

 

【６】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）  

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

