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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）ＫＵＣ講演会のご報告 

（２）「第 32回山口誓子学術振興基金講演」の動画を公開 

（３）第 15回 ホームカミングデイを開催 

（４）第 18回留学生ホームカミングデイを開催 

 

【２】お知らせ 

 （１）神戸大学（食資源教育研究センター）の牛が優良賞を受賞 

（２）経済学研究科主催 第 6回ハワイカンファレンスを開催 

（３）経済産業省産業技術環境局が先端膜工学研究センターを視察 

（４）末松 信介文部科学大臣がポートアイランド地区を視察 

（５）駐日トルクメニスタン大使館が訪問 

（６）農学研究科附属食資源教育研究センターで令和３年度収穫祭を開催 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）生体内の病原性寄生虫トキソプラズマの寄生胞膜を認識する仕組みを解明 

〜Irgb6 の結晶構造解析に成功〜 

 （２）2020 年の緊急事態宣言が神戸市小児の気管支喘息による受診数に及ぼした 

影響 

 （３）PFN の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3、39.38GFlops/W の電力効率を

記録し Green500 ランキングで 3度目の世界 1位を獲得 

 （４）患者の生活情報、調剤情報、診療情報の連結を実現するデータ連携技術の開

発で共同研究を開始 

 （５）「富岳」を用いた COVID-19 の飛沫・エアロゾル拡散モデルシミュレーション

が、2021 年ゴードン・ベル賞 COVID-19 研究特別賞受賞 

 （６）東日本大震災の津波が長寿二枚貝ビノスガイの大量死に関与していたことを

殻の分析から推定 

 （７）2021 年度 JST 創発的研究支援事業に神戸大学から 4課題が採択 

 

【４】受賞 

 （１）水野 雅史教授が令和 3年度兵庫県科学賞を受賞 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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 （２）「5G ネットワークを活用する遠隔ロボット手術ソリューション」が、『MCPC 

award 2021』モバイルテクノロジー賞を受賞 

 

【５】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）ＫＵＣ講演会のご報告 

令和 3年の神戸大学クラブ（KUC）11 月講演会は 18日（木）に「楠公会館」に 

おいて開催しました。コロナも少し落ち着き 1年ぶりの講演会となりましたが、

凌霜会、六篠会、文窓会、紫陽会、KTC、くさの会、神緑会、海神会の卒業生と名

誉教授も加わって 25名の参加でした。 

今回の講演会は、神戸大学名誉教授竹田 真木生氏（昆虫学）から、「昆虫～こ

の妖精たちに学ぶ」と題して、生物進化の一つの頂点である昆虫の生理について、

また地球最後の食料資源として注目されている食用昆虫の開発に向け、佐用町に

て運営されている「ムシの恵み社」昆虫資源研究所・クリケットファームについ

て講演がありました。また当日は「ムシの恵み社」で繁殖したコオロギの佃煮の

試食も行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「第 32回山口誓子学術振興基金講演」の動画を公開 

9 月 19 日（日）に、六甲台第 2キャンパス山口誓子記念館で行われた「令和 

3年度 山口誓子学術振興基金講演」の模様を、神戸大学公式 YouTube チャンネ

ルで公開しました。 

本講演は、俳人の故山口誓子・波津女ご夫妻から寄贈頂いた基金により、本

学が日本の俳句研究の拠点の一つとして運営しているものです。 

今年度は、日本文学研究者・早稲田大学 ロバート キャンベル特命教授をお

迎えし、講演を行っていただきました。とある秋の一日、静謐な時間の流れる

数寄屋造の建物で、貴重な資料をひらきながら行われた講演は、神戸大学の学

生を道連れに、松尾芭蕉から連なる正岡子規、山口誓子が残した文学の足あと
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を辿る旅のようでした。その旅路に吹いた風の薫りを、ぜひお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_10_01.html ） 

 

 （３）第 15回 ホームカミングデイを開催 

第 15 回神戸大学ホームカミングデイを 10 月 30 日（土）にオンラインで開

催しました。 

記念式典は無観客で実施し、フリーアナウンサー川畑 亜紀さん（文学部卒）

の司会で午前 10 時半から出光佐三記念六甲台講堂で始まり、ライブ配信を行

いました。 

藤澤 正人学長は冒頭の挨拶で、「本学は、研究と教育の両輪において新しい

時代を見据えた「傑出する”知”を創る」「卓越する”人”を創る」、さらに、

その環境面の充実を図り、産官学共同によりその成果を発信し、社会に貢献す

る「異分野共創研究教育グローバル拠点」を目指します」と新たなビジョンに

ついて述べました。その他、医工連携や起業支援、海洋分野の教育研究推進等、

神戸大学の数々の取り組みについて具体例をあげて紹介しました。 

続いて、各同窓会の全学組織である学友会の坂井 信也会長が来年迎える 120

周年に向けて神戸大学人として横のつながりをさらに深め、全学的な活動を広

げていきたいと話しました。 

特設サイトは、１１月末で終了いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_15_01.html ） 

坂井信也学友会会長 藤澤正人学長 
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【２】お知らせ 

 （１）神戸大学（食資源教育研究センター）の牛が優良賞を受賞 

11 月 4 日（木）、養父市の子牛市場で開催された第 103 回兵庫県畜産共進会に

神戸大学（食資源教育研究センター）の繁殖雌牛を出品し、「優良賞」を受賞しま

した。 

出品した雌牛（名号「おとがお」）の血統は、父牛が「奥虎」、母方祖父牛が「照

道土井」と、県下の但馬牛の中では少々変わり種ですが、但馬牛の遺伝的多様性

の維持に貢献しようとする食資源センターらしい血統といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_10_02.html ） 

 

 （４）第 18回留学生ホームカミングデイを開催 

10 月 30 日（土）に第 18回神戸大学留学生ホームカミングデイを開催しました。 

在学留学生のヘリニャン・アンドレイ・マリャンさん(人文学研究科・ルーマ 

ニア)と段 鐘玲さん(法学研究科・中国)の 2人が司会を務め、国際教育総合セン

ター内から配信を行うオンライン形式での開催となりました。 

参加者に神戸大学を懐かしく思い出してもらえるよう、日本語力が十分でない 

留学生にも配慮して、イベントは英語と日本語により進

行されました。オープニングパフォーマンスでは、神戸

大学落語研究会により二つの演目「動物園」「平林」が

披露されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_23_01.html ） 

 

(上)留学生による総合司会(下)落語研究会 
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 （２）経済学研究科主催 第 6回ハワイカンファレンスを開催 

11 月 9 日（火）、経済学研究科主催による The 6th Annual International 

Conference on Applied Econometrics in Hawaii（第 6回ハワイカンファレン

ス）を開催しました。ハワイカンファレンスは、環太平洋地域の有力大学に在籍

する若手研究者に学術交流の場を提供し、国際共同研究の推進および研究力強化

を図ることを目的に、経済学研究科が主要行事のひとつとして、2015 年より毎年

開催しているものです。 

2020 年度はコロナ禍により開催中止となりましたが、今回はハワイ大学マノア

校、国立台湾大学、南洋理工大学（シンガポール）、本学経済学研究科の 4校から

気鋭の経済学者が集い、初のリアルタイム・ウェビナーという形式で約 5時間の

オンライン・カンファレンスが実現しました。モデレータを経済学研究科の衣笠 

智子教授が務めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_15_02.html ） 

 

 （３）経済産業省産業技術環境局が先端膜工学研究センターを視察 

10 月 18 日（月）、大石 知広経済産業省産業技術環境局大学連携推進室長らが

先端膜工学研究センターを視察に訪れました。 

本視察は、先端膜工学研究センターが経済産業省「J-Innovation HUB 地域オ

ープンイノベーション拠点選抜制度（国際展開型）」に採択されたことに関連す

るものです。 
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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_11_15_03.html ） 

 

 （４）末松 信介文部科学大臣がポートアイランド地区を視察 

11 月 13 日（土）、末松 信介文部科学相（参院兵庫県選挙区）が、神戸・ポー

トアイランドを訪れ、神戸市医療産業都市構想の中核的な研究施設であるクリエ

イティブラボ神戸（CLIK）内の神戸大学発バイオ・ベンチャー、及び医学部附属

病院国際がん医療・研究センター（ICCRC）にある国産初の手術支援ロボット

「hinotoriTMヒノトリ）」などを視察されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_18_01.html ） 

 

 （５）駐日トルクメニスタン大使館が訪問 

11 月 24 日（水）、グルバンマンメト・エリャソフ駐日トルクメニスタン特命 

全権大使が藤澤 正人学長を表敬訪問しました。懇談には、同大使館からゴーヘ

ル・ベルデイエワ二等書記官、松下 菜夏秘書官が同席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_29_01.html ） 
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 （６）農学研究科附属食資源教育研究センターで令和３年度収穫祭を開催 

11 月 4日（木）に加西市の農学研究科附属食資源教育研究センターにて、令和 

３年度の収穫祭を開催しました。 

収穫祭とは、主として農作物の収穫に感謝し、翌年の豊作を祈念する祭りで、

今年は新型コロナウイルス感染防止の観点から、昨年に引き続き規模を縮小して

の開催となりました。式典には、藤澤 正人学長をはじめ河端 俊典理事、吉田 潔

理事や同センターの関係者らが参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_11_29_02.html ） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）生体内の病原性寄生虫トキソプラズマの寄生胞膜を認識する仕組みを解明 

 〜Irgb6 の結晶構造解析に成功〜 

神戸大学大学院医学研究科の仁田 亮教授、西條 由見子学術研究員らの研究

グループは、大阪大学微生物病研究所の Daron M Standley 教授・山本 雅裕教

授の研究グループ（Standley 教授・山本教授ともに同大学免疫学フロンティア

研究センター・感染症総合教育研究拠点兼任）、理化学研究所放射光科学研究セ

ンターの坂井 直樹研究員らとの共同研究により、病原性寄生虫トキソプラズ

マ原虫の殺傷に関わるタンパク質である Irgb6 の結晶構造解析に成功しました。

さらに、その分子構造をもとに行ったシミュレーションや細胞を使った検証実

験によって、Irgb6 がトキソプラズマの寄生胞膜を認識するメカニズムを分子

レベルで解明しました。 

本研究成果は、生体の寄生虫感染防御反応のなかでも重要な「感染した寄生 

虫の居場所を見つける仕組み」を分子レベルで明らかにしたもので、今後、生

体の防御反応をうまく利用した新しい治療薬の開発につながるものと期待さ

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/2021_11_09_01.html ） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_11_09_01.html
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（２）2020 年の緊急事態宣言が神戸市小児の気管支喘息による受診数に及ぼした影響 

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、

2020 年の緊急事態宣言が神戸市の小児の気管支喘息による受診者数に及ぼした

影響を調べました。 

調査は2011年から2020年の間に神戸こども初期急病センターを受診した患者

を対象に行われました。まず 2019 年までのデータから、春と秋に明確に 2 つの

ピークを認め、また、小児の喘息発作は気温の上昇と有意な関連があることが分

かりました。さらに 5歳以下の小児では大気中の二酸化硫黄（SO2）レベルが高い

ほど発作を起こしやすいことも明らかになりました。2020 年の平均気温は例年通

りでしたが、緊急事態宣言中であった春は SO2が有意に低下するとともに気管支

喘息患者数が減少し、宣言解除後の秋は例年通り患者数のピークを認めました。

これは、人的交流や社会活動の活発化によるウイルス感染症の増加や大気汚染物

質 SO2への暴露が喘息発作の発症に関係していると推測されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_11_12_01.html ） 

 

（３）PFN の深層学習用スーパーコンピュータ MN-3、39.38GFlops/W の電力効率を記録 

し Green500 ランキングで 3度目の世界 1位を獲得 

株式会社 Preferred Networks（以下、PFN）と神戸大学（以下、神戸大学）は、

PFN の MN-3 が、39.38 GFlops/W（1W・1秒あたり 393.8 億回の演算）の省電力性

能を実現し、11 月 16 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、2021 年 6 月に続く 3 度

目の世界 1 位を獲得したことを発表しました。これは、2021 年 6 月の Green500

リストにおける MN-3 の記録 29.70 GFlops/W を 32.59%上回るものです。 

また、PFN は、米国ミズーリ州セントルイスで開催中のスーパーコンピューテ

ィングの国際学会 SC21 に出展（展示ブース番号：#1521）し、深層学習用プロセ

ッサーMN-CoreTM後継となる MN-Core2 (仮称) を含めた今後の開発計画を公開し

ています。MN-Core2 は、現在 PFN と神戸大学が開発中で、その心臓部となる ASIC

（application-specific integrated circuit、特定用途向け集積回路）の性能

評価を開始しています。PFN は、2023 年中を目標に MN-Core2 搭載のスーパーコ

ンピュータを構築する計画です。 

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_11_16_01.html ） 

 

（４）患者の生活情報、調剤情報、診療情報の連結を実現するデータ連携技術の開発で 

共同研究を開始 

神戸大学大学院医学研究科地域社会医学･健康科学講座 AI･デジタルヘルス科

学分野（榑林 陽一特命教授）は、この度日本ユニシス株式会社およびシミックソ

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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リューションズ株式会社と、健康・医療データの自動連結を可能とする ICT 基盤

の開発を開始しました。 

本研究では、電子患者日誌(ePRO)に記録されたがん患者さんの生活情報と、電 

子お薬手帳の調剤情報および診療情報を、個人レベルで自動的に連結する ICT 基

盤技術の開発を目指します。この技術開発が成功すると、対面による問診を主体

とする従来の診療では正確に把握することが難しかった患者の日常生活での

様々な健康関連情報や調剤情報を一括することができるようになり、医療従事者

が診療現場で容易に参照することが可能になる等、がん医療のデジタルトランス

フォーメーション（DX）に大きく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/collaborations/ 

2021_11_22_01.html ） 

 

（５）「富岳」を用いた COVID-19 の飛沫・エアロゾル拡散モデルシミュレーションが、

2021 年ゴードン・ベル賞 COVID-19 研究特別賞受賞 

理化学研究所（理研）計算科学研究センター複雑現象統一的解法研究チーム坪 

倉 誠チームリーダー（神戸大学大学院システム情報学研究科教授）らの共同研

究グループは、2020 年に世界最速のスーパーコンピュータ「富岳」を用いて、詳

細かつ定量的な COVID-19 の飛沫・エアロゾル拡散モデルを構築し、感染症疫学

のデジタルトランスフォーメーションに初めて成功しました。このたび、本研究

が、高性能並列計算を科学技術分野へ適用することに関してイノベーションの功

績が最も顕著と認められた研究に与えられる米国計算機学会のゴードン・ベル賞

の COVID-19 研究特別賞を受賞しました。特に飛沫やエアロゾルの飛散の様子を

見える化することで、飛沫エアロゾル感染についての理解と対策の重要性を啓発

し、日本のみなならず世界の人々の行動に変化をもたらしたことが評価を受けま

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/ 

2021_11_19_01.html ） 

 

（６）東日本大震災の津波が長寿二枚貝ビノスガイの大量死に関与していたことを殻

の分析から推定 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の窪田 薫助教と、東京大学大気海洋研

究所の白井 厚太朗准教授、杉原 奈央子 JSPS 特別研究員、産業技術総合研究所

の清家 弘治主任研究員、名古屋大学宇宙地球環境研究所の南 雅代教授らの研究

グループは、岩手県船越湾の海底から採取された長寿二枚貝ビノスガイの死殻の

年輪解析と放射性炭素年代測定から、2011 年 3 月 11 日に発生した津波が、ビノ

スガイの大量死を招いていたこと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/ 

2021_11_25_01.html ） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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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（７）2021 年度 JST 創発的研究支援事業に神戸大学から 4課題が採択 

科学技術振興機構（JST）は、創発的研究支援事業の 2021 年度募集における新 

規採択研究代表者および研究課題を決定しました。 

本学からは 4件の研究課題が採択されました。 

 

研究代表者・研究課題名 

大学院医学研究科・ 今崎 剛 特命助教 

研究課題名： 微小管を軸とした細胞極性形成機構の解明 

 

大学院理学研究科・ 樫村 博基 講師 

研究課題名： 「地球」流体力学から惑星流体力学へ 

 

大学院工学研究科・ 杉本 泰 助教 

研究課題名：誘電体ナノアンテナの増強キラル近接場による不斉光反応場の 

創成 

 

医学部附属病院・ 藤田 岳 講師 

研究課題名： 医工融合による低侵襲・高解像な感音難聴の精密診断の実現 

 

○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_30_01.html ） 

 

【４】受賞 

（１）水野 雅史教授が令和 3年度兵庫県科学賞を受賞 

受賞者：大学院農学研究科 水野雅史 教授 

受賞日：令和 3年 11 月 3日（授賞式は 11月 9日） 

受賞名：令和 3年度兵庫県科学賞 

業績名：食物繊維による腸上皮細胞を介した新規生理活性に関する食品科学的 

 研究 

 

○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_18_01.html ） 

 

（２）「5Gネットワークを活用する遠隔ロボット手術ソリューション」が、『MCPC award 

2021』モバイルテクノロジー賞を受賞 

神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター（ICCRC）の山口 雷蔵特

命教授が、株式会社 NTT ドコモ、株式会社メディカロイドと共に実施する「5Gネ

ットワークを活用する遠隔ロボット手術ソリューション」が、『MCPC award 2021』

モバイルテクノロジー賞を受賞しました。年に一度開催される『MCPC award 2021』

は、モバイルコンピューティング分野において顕著な業績のあった事例を表彰す

るもので、今年で 19回目となります。 

11 月 5日に各賞が発表され、11月 25 日、東京プリンスホテルで表彰式が開催 

されました。 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
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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_11_29_03.html ） 

 

【５】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） 

 

○「イベント」へのリンクは下記のとおりです。 

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

 

 

 

 

  

ICCRC の山口特命教授（左から 3人目）とメディカロイド及び NTT ドコモの関係者 
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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/

