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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）医学部附属病院は医療従事者等の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種 

3回目を開始 

 （２）神戸大学広報誌「風」18号を発行 

 （３）神戸大学とエア・ウォーターとの包括的な産学連携推進に関する協定締結 

 

【２】お知らせ 

 （１）神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)10 期生が藤澤 正人学長を 

表敬訪問 

 （２）農学研究科附属食資源教育研究センター生産の神戸大学ビーフが「ホテル 

ラ・スイート神戸ハーバーランド」内のレストランで提供 

 （３）「神戸大学ユネスコチェア」2021 年度教育プログラムを開催 

 （４）JAXA から小惑星探査機「はやぶさ 2」に対する活躍・協力に対する感謝状 

 （５）北京外国語大学北京日本学研究センターと「第 6回神戸大学・北京外国語大

学国際共同研究拠点シンポジウム」を開催 

 （６）西オーストラリア大学と神戸大学パース拠点設置記念フォーラムを開催 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）中国から排出されるブラックカーボンの主要起源は「家庭」 COVID-19・パ

ンデミック期の排出バランス変化を利用した観測データ解析から 

 （２）根寄生雑草防除の標的となる代謝酵素を特定 

〜アフリカの飢餓克服への貢献を目指して〜 

 （３）マクロファージの殺細胞作用を高める新規がん治療標的タンパク質 SIRPβ1

を発見 

 （４）交流電場を用いた新規測定技術によりテラヘルツ電磁波の非相反線二色性の

観測に成功 

 （５）周波数が異なる複数の超音波が伝搬する様子を同時に動画として可視化する

技術の実証に世界で初めて成功 

 （６）Ras タンパク質のリン酸結合ループは GTP 加水分解エネルギーの一部を構造

歪みとして保持することを発見 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【４】受賞 

 （１）海事科学部グローバル輸送科学科 4年の竹内 哲太さんと龍 啓晨さんが、日

本海洋政策学会「学生小論文」の奨励賞と優秀賞をそれぞれ受賞 

 （２）三島 智和准教授の研究グループが NEパワーエレクトロニクス・アワードを

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）医学部附属病院は医療従事者等の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種 

3回目を開始 

神戸大学医学部附属病院は当院の医療従事者等を対象に新型コロナウイル

スのワクチン接種 3 回目を 12 月 10 日（金）より開始いたしました。2 回目接

種が完了後、8 カ月が経過した職員を対象に接種を行い、来年 3 月末までに接

種を完了する予定です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_15_01.html ） 

 

（２）神戸大学広報誌「風」18号を発行 

神戸大学広報誌「風」の 18号を発行しました。以下の画像からでもご覧いた

だけます。 

巻頭の第 1特集は、『人類の「しあわせづくり」に貢献する自由で豊かな「知」 

の拠点構想』。創立 100 周年を迎えた工学部のビジョンについて小池淳司工学

部長・工学研究科長に聞くとともに、最新研究や在学生、卒業生の声を紹介し

ます。 

第 2特集では、ウェブメディアで 400 万 PV 達成の「鬼滅の刃」キャラクター

論を上梓する、国際文化学研究推進センターの植朗子協力研究員に、自身の研

究やそこから見えてくるものについて聞きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_17_02.html ） 

https://www.kobe-u.ac.jp/documents/info/public-relations/magazine/kaze/kaze_18.pdf
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【２】お知らせ 

 （１）神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)10 期生が藤澤 正人学長を表敬 

訪問 

11 月 29 日（月）、神戸オックスフォード日本学プログラム（Kobe-Oxford 

Japanese Studies Program; KOJSP）の留学生 13名が藤澤 正人学長を表敬訪

問しました。コロナ禍のために学生の来日が遅れていることから、オンライン

での表敬訪問となりました。 

神戸オックスフォード日本学プログラムは、オックスフォード大学東洋学部 

日本学専攻の 2年生全員を、神戸大学文学部において 1年間受け入れる特色あ

るプログラムです。2012 年 10 月からスタートして、今回が第 10 期となりま

す。今年の学生には、フランス、ポーランド、ルーマニアなどからオックスフ

ォードに留学している学生も含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_15_02.html ） 

 

 

 （３）神戸大学とエア・ウォーターとの包括的な産学連携推進に関する協定締結 

神戸大学とエア・ウォーター株式会社は、両者が持つ知識、技術を共有す

ることで研究・技術の発展を加速し、社会に貢献することを目的とした「包

括的な産学連携推進に関する協定」を、12 月 24 日に締結しましたので、お

知らせいたします。 

本件は、神戸大学内の複数の研究室が取り組む全学を挙げた研究シーズと、

エア・ウォーターの「地球環境」「ウェルネス」を中心とした事業ニーズを組

み合わせるという、両者の総力を結集した包括的な産学連携となります。本

連携のもと推進する共同研究の１つとして、新規医療機器開発につながる新

しい医工連携の研究開発を行うなど、学術的な知見を生み出すとともに、研

究成果をいち早く事業化に結び付けていきます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_24_02.html ） 
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 （２）農学研究科附属食資源教育研究センター生産の神戸大学ビーフが「ホテル ラ・

スイート神戸ハーバーランド」内のレストランで提供 

神戸大学農学研究科附属食資源教育研究センターは、ホテル ラ・スイート神

戸ハーバーランドと連携して、同ホテル内のレストラン「鉄板焼 心」におい

て、12 月 1 日より「神戸大学ビーフ」を使用したメニューを提供しています。 

この取り組みについて、12月 14 日（火）に同センター教員の大山 憲二教授、

吉田 康子助教と木下 学料理長との意見交換会を兼ねた試食会が実施されま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_17_01.html ） 

 

 （３）「神戸大学ユネスコチェア」2021 年度教育プログラムを開催 

11 月 13 日（土）～12月 4日（土）に、男女共同参画推進室が実施している  

神戸大学ユネスコチェア「ジェンダーや脆弱性に配慮した減災対策」の教育プ

ログラム（国際会議）を開催しました。2021 年度の会議は昨年度同様、すべて

オンラインでの開催となりました。神戸大学が主催大学となり、ガジャマダ大

学（インドネシア）と国立高雄科技大学（台湾）、トゥンク・アブドゥル・ラー

マン大学（マレーシア）、メーファールアン大学（タイ）の 48名の学生と 19名

の教員が参加しました。神戸大学（国際人間科学部、海洋政策科学部（海事科

学部）、保健学研究科、国際協力研究科）からは、11 名の学部生と大学院生、5

名の教員が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_20_01.html ） 
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 （４）JAXA から小惑星探査機「はやぶさ 2」に対する活躍・協力に対する感謝状 

神戸大学大学院理学研究科荒川 政彦教授ら総勢 8 名の惑星学専攻教職員に対

し，JAXA から小惑星探査機「はやぶさ 2」に対する活躍・協力に対する感謝状が

贈られました。 

神戸大学では小惑星探査機「はやぶさ２」が打ち上げられた 2014 年 12 月以前 

より、総勢 8名の教職員がはやぶさ２のプロジェクトメンバーとして活動してき

ました。プロジェクトでは、科学検討、機器開発、探査機の運用、リターンサン

プル分析、それに入手データの処理と公開など幅広くプロジェクトの成功に寄与

してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ http://www.sci.kobe-u.ac.jp/news/2021/211222.htm ） 

 

 （５）北京外国語大学北京日本学研究センターと「第 6回神戸大学・北京外国語大学 

国際共同研究拠点シンポジウム」を開催 

11 月 27 日（土）、神戸大学は北京外国語大学北京日本学研究センターと「第 

6 回神戸大学・北京外国語大学国際共同研究拠点シンポジウム」を開催しまし

た。今年は神戸と北京それぞれの会場で対面実施し、オンラインで繋ぐハイブ

リッド形式での開催となりました。 

本学と北京外国語大学は、2008 年に大学間学術交流協定を締結して以来、継 

続して学術・教育の交流を深めてまいりました。本シンポジウムは、国際共同

研究を推進するため、また、優れた若手研究者の発掘及び育成に取り組むため

の共同研究、シンポジウム、ワークショップなどを開催することを目的として

設置された神戸大学・北京外国語大学国際共同研究拠点の活動の一環として、

2015 年度から開催しています。 
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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_12_24_03.html ） 

 

 （６）西オーストラリア大学と神戸大学パース拠点設置記念フォーラムを開催 

11 月 4日（木）、第 4回神戸大学学術研究・教育フォーラム/Kobe University 

Academic Research and Education Forum（KUAREF）を西オーストラリア大学と

共催しました。 

KUAREF は、海外協定機関との積極的な連携を通し、本学の教育研究活動にフ 

ォーカスした「神戸大学ブランド」を世界に発信することを目的として、2016

年度から開催しています。第 4回となる今年は、2020 年 4月に公益財団法人兵

庫県国際交流協会の協力のもと、西オーストラリア州・兵庫文化交流センター

内に神戸大学パース拠点を設置したことを記念し、本学の協定校であり、西オ

ーストラリア州の州都パースにキャンパスを有する西オーストラリア大学と

オンラインで開催しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_12_24_01.html ） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）中国から排出されるブラックカーボンの主要起源は「家庭」 COVID-19・パンデ

ミック期の排出バランス変化を利用した観測データ解析から 

海洋研究開発機構（以下「JAMSTEC」という。）地球環境部門地球表層システ

ム研究センターの金谷 有剛センター長らと神戸大学、国立環境研究所、情報・

システム研究機構国立極地研究所等は共同で、中国から排出されるブラックカ

ーボン(BC)は、現在主に家庭から排出されていることを明らかにしました。 

BC粒子は、「すす」とも呼ばれる地球温暖化に寄与する物質です。JAMSTECは、

長崎県・福江島大気環境観測施設において中国から運ばれてくる BC の動向を

長年評価してきました。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延によるロ

ックダウンにより、その排出源にバランスの変化があったと考えられることか

ら、本研究では、蔓延前後の量的観測データを比較しこれまで不明だった排出

起源の推定を試みました。 

排出起源を｢家庭部門｣と「産業・運輸部門」に大別して推定した結果、主要

な排出源は｢家庭部門｣であることが明らかとなりました。また、一酸化炭素

(CO)についても同様の解析を行ったところ、こちらは「産業・運輸部門」が主

要な排出源であることも明らかとなりました。 

 

○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_12_16_01.html ） 

 

 （２）根寄生雑草防除の標的となる代謝酵素を特定 

〜アフリカの飢餓克服への貢献を目指して〜 

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科岡澤 敦司准教授、太田 大策教授、 

馬場 敦也さん（2018 年度 博士前期課程修了）、岡野 ひかるさん（2020 年度 

博士前期課程修了）、大阪大学大学院工学研究科新間 秀一准教授、および神戸

大学大学院農学研究科杉本 幸裕 教授らの研究グループは、次世代シーケンサ
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ーを用いた網羅的な遺伝子発現解析によって、アフリカの農業に大きな被害を

もたらしているヤセウツボなどのハマウツボ科の根寄生雑草の発芽に重要な

グルコースを生成させる貯蔵糖質プランテオースを加水分解する代謝酵素

OmAGAL2 の特定に世界で初めて成功しました。 

また、質量分析イメージングによって種子中のプランテオースの貯蔵部位の 

可視化にも成功しました。 

この研究成果は、根寄生雑草の発芽に重要な役割を果たすプランテオースの 

代謝酵素を阻害する化合物の探索を可能にし、アフリカの農業被害の低減や、

飢餓の克服への貢献が期待されます。 

 

○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_20_01.html ） 

 

 （３）マクロファージの殺細胞作用を高める新規がん治療標的タンパク質 SIRPβ1 を

発見 

神戸大学大学院医学研究科の村田 陽二准教授、坂本 茉莉子大学院生、藤澤 

正人教授（現・神戸大学長）、的崎 尚教授らの研究グループは、がん細胞を殺

傷する能力を持つマクロファージに存在する SIRPαおよび SIRPβ1 という膜

タンパク質に特異的に結合する抗体を用いることで、マクロファージが活性化

され、特定のがん細胞を効率よく排除出来ることを明らかにしました。特に、

この抗腫瘍効果には、SIRPβ1 が中心的な役割を担っていることを発見し、今

後、SIRPβ1 を標的とした新たながん治療薬の開発に繋が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_21_01.html ） 

 

 （４）交流電場を用いた新規測定技術によりテラヘルツ電磁波の非相反線二色性の観

測に成功 

神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの赤木 暢助手、太田 仁教授と、 

大阪大学大学院理学研究科附属先端強磁場科学研究センターの萩原 政幸教授、

鳴海 康雄准教授ら、東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻の木村 

健太助教、木村 剛教授と東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻の加藤 康

之助教、求 幸年教授の研究グループは、テラヘルツ電磁波の非相反線二色性の

観測に成功しました。今後、超高速無線通信（Beyond 5G／６G）の利用に際し

て、新しいデバイスなどへの利用が期待されます。 

 

○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_24_01.html ） 

 

 （５）周波数が異なる複数の超音波が伝搬する様子を同時に動画として可視化する技

術の実証に世界で初めて成功 

京都工芸繊維大学電気電子工学系粟辻 安浩教授、同大学院生橋本 蒼太さん

（工芸科学研究科博士前期課程電子システム工学専攻）、井上 智好さん（工芸

科学研究科博士後期課程電子システム工学専攻）、神戸大学先端融合研究環的
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場 修教授、産業技術総合研究所計量標準総合センター 夏 鵬主任研究員らの

研究グループは、周波数が異なる複数の超音波が、それぞれ伝搬する様子を同

時に動画として可視化することに世界で初めて成功しました。ディジタルホロ

グラフィを応用した高速イメージング技術で撮影した音の像から周波数を求

め、それを色に対応させて伝搬の様子とともに表示するアルゴリズムを開発す

ることで実現しました。 

 

○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_12_27_02.html ） 

 

 （６）Ras タンパク質のリン酸結合ループは GTP 加水分解エネルギーの一部を構造歪み

として保持することを発見 

神戸大学大学院システム情報学研究科の栗﨑 以久男特命講師と田中 成典教

授は、化学反応に伴い化学種が変化する効果を低コストの分子シミュレーション

で実効的に扱う手法を開発し、Ras タンパク質の GTP 加水分解反応により放出さ

れるエネルギーの一部が、熱散逸を逃れて Ras タンパク質の P-loop に保持され

ることを発見しました。（P-loop は様々な GTP および ATP 加水分解酵素に共通す

る構造モチーフです。） 

今後、P-loop の役割の再考を促すとともに、人工的機能性タンパク質の設計原 

理に利用されることが期待されます。また、開発した手法は、汎用的な複雑化学

反応シミュレーションの基礎技術にな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_27_01.html ） 

 

【４】受賞 

 （１）海事科学部グローバル輸送科学科 4 年の竹内 哲太さんと龍 啓晨さんが、日本

海洋政策学会「学生小論文」の奨励賞と優秀賞をそれぞれ受賞 

神戸大学海事科学部グローバル輸送科学科ロジスティクスコース4年の竹内

哲太さんと龍 啓晨さん（いずれも指導教員：本田 悠介准教授）が、2021 年度

（第 13回）日本海洋政策学会「学生小論文」の奨励賞と優秀賞をそれぞれ受賞

しました。 

【優秀賞】 

龍 啓晨「北極海航路の利活用における障壁と利用形態」 

【奨励賞】 

竹内 哲太「北極海航路の商業的利用に関する提言」 
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○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/study/20211208.html ） 

 

 （２）三島 智和准教授の研究グループが NEパワーエレクトロニクス・アワードを 

受賞 

神戸大学海事科学研究科の三島 智和准教授の研究グループが、日経 BP社発 

刊の電子技術系雑誌・日経エレクトロニクス(NE)主催パワーエレクトロニク

ス・アワード２０２１を受賞しました。本賞は、直近２カ年（基となる技術は

２年以上を含む）に日本の大学や公的研究所に所属する研究者が国内および海

外の学術誌で発表した、パワーエレクトロニクス（半導体電力変換工学）に関

する論文のうち、革新性・実用性・産業的インパクトの観点から優れた６件を

選出し、特に秀でた３件について最優賞・審査員特別賞・読者賞を授与する制

度です。審査会（委員長 鉄道総合研究所フェロー東京大学名誉教授正田 英介

氏、他５名）による厳正な審査結果と、それに先立ち実施された読者投票獲得

数を総合的に評価して、三島准教授のグループに読者賞が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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_23_01.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 ） 
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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/

