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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）神戸大学医学研究科医工融合型新専攻の設置 

 （２）「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に採択 

 

【２】お知らせ 

 （１）経済経営研究所・社会システムイノベーションセンター主催シンポジウム 

「ポストコロナの家計経済を考える－持続可能な地域社会を創るために－」 

を開催 

 （２）「シンダイシンポ２０２１（第三回 統合報告書 発行報告会）」を開催 

 （３）科学技術イノベーション研究科年次定例シンポジウム『「文理融合」型ドク

ター教育･研究と科学技術イノベーション～イノベーション理論から見た既

存大企業の復活策～』を開催 

 （４）神戸大学経済経営研究所ウェビナー 

「藩札から銀行へ～渋沢栄一と明治の金融革命～」を開催 

 （５）「大学経営人材育成セミナー」を開催 

 （６）CFA Research Challenge 2021 年大会において神戸大学 KIBER チームが優勝 

 （７）人間発達環境学研究科とＵＲ都市機構が連携協定を締結 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）次世代パワーデバイス向け半導体 SiC 中の高密度窒素層のふるまいを理論 

計算で予測 ～SiC 半導体の高品質化に貢献～ 

（２）マリモにも年輪がある！ 〜地上最小スケールの栄養循環〜 

 （３）大学の資源を活用した地域イベントを通じて、高齢者のつながりや生きがい

づくりを支援することに成功 

 （４）あえて何も言わない「不作為の嘘」には子どもも寛容になりやすい！ 

 （５）令和３年度 JST「共創の場形成支援プログラム（ＣＯＩ―ＮＥＸＴ）本格型

（プロジェクト期間１０年）」に採択 

 （６）小児難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ投与後の寛解維持療法の

開発 

 （７）さまざまなデータから隠れた物理法則を見つける人工知能 

～物理シミュレーションの新たな応用の可能性に期待～ 

 （８）世界初のロボット対応 LC と LC-MS を含む「自律型実験システム」を島津製

神戸大学学友会ニュースレター 
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作所と有用性検証 

 （９）AMED「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」に採択 

（１０）JSPS「国際共同研究事業英国との国際共同研究プログラム」(JRP-LEAD with 

UKRI)に採択されました (研究代表者 : 法学研究科 砂原庸介教授) 

（１１）JSPS「国際共同研究事業英国との国際共同研究プログラム」(JRP-LEAD with 

UKRI)に採択されました (研究代表者 : 法学研究科 前田健教授) 

（１２）生物多様性ホットスポットから発見された謎の「星」の正体は？ 

 

【４】研究者紹介 

 （１）野中 哲士（NONAKA Tetsushi） 

―音楽家から研究者へ 環境と人間行動の関係を探究 

 

【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 

 

【２】お知らせ 

 （１）経済経営研究所・社会システムイノベーションセンター主催シンポジウム 

「ポストコロナの家計経済を考える－持続可能な地域社会を創るために－」 

を開催 

（１）神戸大学医学研究科医工融合型新専攻の設置 

神戸大学では令和 5年（2023 年）4月に、医学研究科に医工融合型の新専攻

（博士課程前期課程と博士課程後期課程）を設置予定です。 

設置構想中 

※設置計画は予定であり、内容を変更する可能性があります。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_03_02.html ） 

 

 （２）「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に採択 

本学は，国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の次世代研究者挑戦的研 

究プログラム（SPRING）事業に「異分野共創による次世代卓越博士人材育成プ

ロジェクト」として採択されました。 

本プログラムでは、本学の博士課程後期課程に在籍する様々な分野の博士 

学生を数理・データサイエンスの素養を持ち、グローバルに学際領域で活躍で

きる卓越博士人材を育成し、トランスファラブルな素養を身につけさせる教

育・研究を通して、社会に求められる高度専門人材の育成を目指します。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ http://www.career.kobe-u.ac.jp/doctor_info/jisedai.html ） 
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神戸大学経済経営研究所は、11 月 30 日（火）に、神戸大学社会システムイ

ノベーションセンターと共催で、シンポジウム「ポストコロナの家計経済を考

える－持続可能な地域社会を創るために－」を開催しました。 

コロナ禍は家計に大きな影響を与えています。ただ、コロナ禍発生前から、

日本の家計には、様々な課題がありました。そこで、本シンポジウムでは、日

本の家計経済の特徴や課題、家計の金融リテラシーの向上策、コロナ禍での家

計経済の問題への対応策などについて研究者や実務家による講演とパネルデ

ィスカッションを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_02_02.html ） 

 

 （２）「シンダイシンポ２０２１（第三回 統合報告書 発行報告会）」を開催 

11 月６日（土）に、第三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２０２１」を開催しました。今年は昨今の情勢を鑑みハイブリッ

ド形式での開催となりましたが、会場・ZOOM・YouTube 合わせて約 345 名の方々

にご参加いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_03_01.html ） 
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 （３）科学技術イノベーション研究科年次定例シンポジウム『「文理融合」型ドクター

教育･研究と科学技術イノベーション～イノベーション理論から見た既存大企

業の復活策～』を開催 

11 月 22 日（月）、神戸大学百年記念館六甲ホールにおいて、科学技術イノベ

ーション研究科年次定例シンポジウム『「文理融合」型 ドクター教育･研究と科

学技術イノベーション～イノベーション理論から見た既存大企業の復活策～』

を開催しました。同時にオンラインによる Live 配信も行われ、会場には 48名、

オンラインでは 231 名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_08_01.html ） 

 

 （４）神戸大学経済経営研究所ウェビナー 

「藩札から銀行へ～渋沢栄一と明治の金融革命～」を開催 

神戸大学経済経営研究所は、12 月 5 日（日）に 神戸大学経済経営研究所ウ

ェビナー「藩札から銀行へ～渋沢栄一と明治の金融革命～」を開催しました。 

現在放映中の NHK 大河ドラマ『青天を衝け』では、「日本資本主義の父」と呼 

ばれる渋沢栄一の明治維新前後における活躍が描かれています。明治維新は産

業革命だけでなく、金融革命をも日本にもたらしました。本ウェビナーでは、

江戸時代の藩札の機能から、明治時代の国立銀行の設立まで、渋沢栄一の果た

した役割を含め、「明治の金融革命」に焦点を当てました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_09_01.html ） 
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 （５）「大学経営人材育成セミナー」を開催 

１1月 1日、8日、15日、29日の 4日間にわたり、令和 3年度神戸大学高度専

門研修「大学経営人材育成セミナー」を開催しました。 

本研修は、国立大学法人神戸大学の経営人材育成の基本方針に基づき、幹部職 

員として管理運営を担う人材を養成することを目的に、今年度初めて実施したも

のです。神戸大学大学院経営学研究科現代経営学専攻（MBA プログラム）でも講

義を担当している同研究科の松尾 貴巳教授、栗木 契教授、鈴木 竜太教授、服部

泰宏准教授の 4名を講師とし，29名の事務系管理職者が受講しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_03_03.html ） 

 

 （６）CFA Research Challenge 2021 年大会において神戸大学 KIBER チームが優勝 

12 月 4 日(土)に東京の SMBC 日興証券本社で開催された、CFA Research  

Challenge 2021 年大会において、経営学研究科講師の西村 幸宏先生が指導教官

を務める、神戸大学 KIBER チームが見事優勝を果たしました。 

CFA Institute Research Challenge では、大学生で構成されるチームが、実際

に企業分析を業務としているアナリストやその分析を基に株式の投資判断を行

っている株式ファンドマネージャーの指導のも

と企業分析を行い、その調査・分析内容の優劣を

競います。 

今回の審査対象企業はポーラ・オルビス ホー

ルディングス（東証 1 部 4927)で、企業分析を

し、ターゲット株価を算出して、”買い”か”売

り”の推奨をするものでした。また、今回の審査

委員 4 名は外資系アセットマネジメント会社で

アナリストとして企業分析をされている部門の

責任者が 3 名、日系アセットマネジメント会社

社長が 1名という構成でした。 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://b.kobe-u.ac.jp/15129/ ） 
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 （７）人間発達環境学研究科とＵＲ都市機構が連携協定を締結 

「超高齢社会での地域課題の解決」を目指して連携・協力 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科は、12 月 10 日（金）に、独立行政法 

人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部と、超高齢社会での地域課題の解

決を目指した連携・協力協定を締結しました。 

締結式では、片桐 恵子人間発達環境学研究科附属発達支援インスティテュ 

ートアクティブエイジング研究センター長による協定内容の紹介の後、青木 

茂樹人間発達環境学研究科長、保田 敬一郎西日本支社兵庫エリア経営部長に

より協定書への署名が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_13_01.html ） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）次世代パワーデバイス向け半導体 SiC 中の高密度窒素層のふるまいを理論 

計算で予測 ～SiC 半導体の高品質化に貢献～ 

神戸大学大学院工学研究科の小野 倫也教授、植本 光治助教、大学院生の小

松 直貴さんらと、北海道大学の江上 喜幸助教らの研究グループは、第一原理

計算に基づいた SiC 中の高密度窒素層の構造モデルの提案を行いました。この

成果は、SiC 半導体デバイスの製造時の窒素アニールの働きについて理解を深

めることにつながります。 

 

○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_12_02_02.html ） 

 

 （２）マリモにも年輪がある！ 〜地上最小スケールの栄養循環〜 

神戸大学大学院工学研究科の中山 恵介教授、熊本 悦子教授、大学院生緒

方 敬亮氏、釧路市教育委員会マリモ研究室尾山 洋一博士、北見工業大学工

学部駒井 克昭教授、神戸大学医学部附属病院医療技術部放射線部門堀井 慎

太郎氏、同放射線部門曽宮 雄一郎氏、株式会社西村組研究開発室山田 俊郎
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氏、株式会社豊水設計佐藤 之信博士、同社佐野 史弥氏らの研究グループは、

マリモの年齢推定と成長に欠かせないメカニズムの解明に成功しました。今

後、将来におけるマリモの維持管理に役立つ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/2021_12_02_01.html ） 

 

 （３）大学の資源を活用した地域イベントを通じて、高齢者のつながりや生きがいづく

りを支援することに成功 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科アクティブエイジング研究センター

の「鶴甲いきいきまちづくりプロジェクト」グループ（岡田 修一教授、原田 和

弘准教授、片桐 恵子センター長ら）は、大学の資源を活用した地域イベントを

通じて、高齢者の近隣住民とのつながりや生きがいづくりを支援することに成

功しました。今後、より多くの人々へ地域イベントを届け、高齢者の支援に貢

献す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/2021_12_03_01.html ） 

 

 （４）あえて何も言わない「不作為の嘘」には子どもも寛容になりやすい！ 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の林 創（はやし はじむ）教授らは、

大人だけでなく、小学生においても、あえて何も言わない「不作為の嘘」は、

偽の情報を伝える「作為の嘘」よりも道徳的に甘く判断してしまう傾向が強い

ことを明らかにしました。この知見は、子どもの道徳性を高めていく指導を行

う上で、見逃しやすい点であり、有用な情報となると考えられます。 

 

○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_12_07_01.html ） 

 

 （５）令和３年度 JST「共創の場形成支援プログラム（ＣＯＩ―ＮＥＸＴ）本格型（プ

ロジェクト期間１０年）」に採択 

神戸大学工学研究科の荻野 千秋教授が参画するプロジェクト「再生可能多

糖類植物由来プラスチックによる資源循環社会共創拠点」が、「令和３年度 JST

共創の場形成支援プログラム（ＣＯＩ―ＮＥＸＴ）本格型（プロジェクト期間

１０年）」に採択されました。金沢大学を代表とし、4大学 7企業等が参画しま

す。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2021_12_08_01.html ） 

 

 （６）小児難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ投与後の寛解維持療法の 

開発 

兵庫県立こども病院の飯島 一誠院長（神戸大学大学院医学研究科内科系講

座小児先端医療学分野（連携大学院）客員教授）、国立成育医療研究センター臨

床研究センターの佐古 まゆみ研究推進部門長、神戸大学大学院医学研究科内
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科系講座小児科学分野の野津 寛大教授を中心とする小児腎臓病研究グループ

（Japanese Study Group of Kidney Disease in Children：JSKDC）は、小児期

に発症する難治性頻回再発型/ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象に、

多施設共同二重盲検プラセボ対照ランダム化比較試験を先進医療Bの枠組みの

中で実施し、免疫抑制薬のひとつであるミコフェノール酸モフェチル（MMF）が

リツキシマブ投与後の寛解維持療法として有効であり、安全性も許容範囲内で

ある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/collaborations/ 

2021_12_09_02.html ） 

 

 （７）さまざまなデータから隠れた物理法則を見つける人工知能 

～物理シミュレーションの新たな応用の可能性に期待～ 

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、博士後期課程の

学生の陳 鈺涵さんと、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、一般の観測データから、データに隠された運動方程式を抽出す

ることで、物理学に忠実なモデルを作成する人工知能技術の開発に成功しまし

た。 

今後、この技術により、これまで力学の理論で説明できないと考えられてい 

た現象に対して、隠された運動方程式を発見できるかもしれず、例えば、生態

系の持続可能性の検討に物理学の知見や物理シミュレーションが応用できる

可能性があります。 

 

○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_12_09_01.html ） 

 

（８）世界初のロボット対応 LCと LC-MS を含む「自律型実験システム」を島津製作所

と有用性検証 

- スマートセルの迅速な構築に向けたプロトタイプを公開 - 

神戸大学と株式会社島津製作所は、ロボットとデジタル技術、AI（人工知

能）などを活用した自律型実験システム『Autonomous Lab』プロトタイプの有

用性検証を 12月 10 日より開始しました。 

本システムのスマートセルインダストリー分野向けプロトタイプを、バイオ

実験の自動化を検討する企業や大学などの研究者に向けて、バイオファウンド

リー実験室（神戸大学統合研究拠点内）で公開します。 

本連携において、神戸大学は、有用物質生産のためのスマートセル構築の一

層の効率化に向けた先端バイオ工学研究の推進を、また、島津製作所は、バイ

オ・製薬・新素材開発などにおける自律型実験システムの社会実装を目指して

いきます。 

 

○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_12_10_01.html ） 

 

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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（９）AMED「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」に採択 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科の近藤 昭彦教授を研究開発

代表者とするグループによる『リバーストランスレーショナル創薬に向けた包

括的マイクロバイオーム制御基盤技術開発』が、日本医療研究開発機構 (AMED) 

の令和 3年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 (腸内

マイクロバイオーム制御による次世代創薬技術の開発)」に採択されました。 

 

○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_12_13_04.html ） 

 

（１０）JSPS「国際共同研究事業英国との国際共同研究プログラム」(JRP-LEAD with UKRI)

に採択(研究代表者 : 法学研究科 砂原 庸介教授) 

神戸大学大学院法学研究科の砂原 庸介教授を研究代表者とするグループによ

る「連続サーベイと量的テキスト分析によるパンデミックにおける信頼とその変

化の測定」が、日本学術振興会（JSPS）の「国際共同研究事業 英国との国際共

同研究プログラム」（JRP-LEAD with UKRI）に採択されました。 

 

○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_12_13_03.html ） 

 

（１１）JSPS「国際共同研究事業英国との国際共同研究プログラム」(JRP-LEAD with UKRI)

に採択(研究代表者 : 法学研究科 前田 健教授) 

神戸大学大学院法学研究科の前田 健教授を研究代表者とするグループによる

「パンデミック時の医薬品開発の学際的研究：アンチコモンズの悲劇からの知財

権の解放」が、日本学術振興会（JSPS）の「国際共同研究事業 英国との国際共

同研究プログラム」（JRP-LEAD with UKRI）に採択されました。 

 

○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_12_13_02.html ） 

 

（１２）生物多様性ホットスポットから発見された謎の「星」の正体は？ 

生物多様性ホットスポットとして注目される南西諸島から、奇妙な星形の集合

繭（まゆ）を吊り下げる新種の寄生バチが発見されました。 

その詳細を、大阪市立自然史博物館外来研究員の藤江 隼平氏を中心とする、

神戸大学、沖縄市立郷土博物館、九州大学の研究チームが、10月 29 日、国際専

門誌 Journal of Hymenoptera Research に発表しました。 

神戸大学からは、大学院農学研究科の前藤 薫教授が本研究に参加しています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_12_13_01.html ） 

 

【４】研究者紹介 

 （１）野中 哲士（NONAKA Tetsushi） 

―音楽家から研究者へ 環境と人間行動の関係を探究 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 教授 
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大学卒業後、音楽家として国内外で活動し、30歳を超えてから研究者の道に踏 

み込んだ異色のキャリアを持たれています。 

わたしたちの行為と環境との不可分な結びつきに焦点をあてる「アフォーダン 

ス」の考え方が、人間発達環境学研究科の野中 哲士教授の研究の出発点。乳児の

発達、職人の技能、アクティブな知覚探索など多様なテーマを、海外を含む異分

野の研究者と共同して実証的に探究する研究手法について、うかがいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

researcher0016.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/NEWS/event/index.html ） 

 

 

 

 

  

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/people/
https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/exlecture/index.html
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/index.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/

