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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）【新年の挨拶】ひとりひとりが輝き躍動する神戸大学 

 ～知と人を創る異分野共創研究教育グローバル拠点を目指して～ 

 

【２】お知らせ 

 （１）「コロナ禍でも難病の子どもたちが治療を受けられる環境を」日本 IDDM ネッ

トワークから医学研究科へ 1000 万円の研究助成金が贈呈 

 （２）第 5回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

 （３）震災文庫デジタルアーカイブでサンテレビジョン撮影の映像を公開 

 （４）在名古屋トルコ共和国総領事が訪問 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）伝説と科学の架け橋 

15 世紀のトンガ王国を襲った大津波の現地調査から見えること 

 （２）「毒キノコ」とニホンリスの関係 

～ ベニテングダケを食べるニホンリス ～ 

 （３）「富岳」を用いた１万超の原子を含むナノ物質の超高速光応答シミュレーシ

ョンに成功 

 （４）蛍光タンパク質の蛍光強度を維持したまま組織・器官を透明化できる動植物

共通の透明化法開発に成功 

～農作物の品種改良や脳の診断法開発に貢献～ 

 （５）光吸収による励起子反応効率 200％を実現する材料設計の新概念を実証 

－太陽エネルギー変換・物質変換・量子情報通信・医療への応用に期待－ 

 （６）2018-2019 年豊後水道スロースリップの詳細を解明 

 （７）健康な日本人の平均的な腸内細菌叢を解明 

 （８）種子島沖海底泥火山でメタンハイドレートを発見 

 

【４】イベント等情報 

 （１）イベント情報 

 

 

 

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）「コロナ禍でも難病の子どもたちが治療を受けられる環境を」日本 IDDM ネット

ワークから医学研究科へ 1,000 万円の研究助成金が贈呈 

認定特定非営利活動法人日本 IDDM ネットワーク（以下、日本 IDDM ネットワ 

ーク）は佐賀県庁への日本 IDDM ネットワーク指定ふるさと納税を活用したク

ラウドファンディングを行い、「コロナ禍でも難病の子どもたちが治療を受け

られる環境をー日本の臨床医たちの挑戦 2ー」と題した支援を呼びかけました。 

2021 年 11 月 14 日にクラウドファンディングは終了し、297 名の支援者から

1,000 万円を超えるご寄付をいただきました。このご寄付を財源として、神戸

大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門の廣田 勇士准教授の「1 型糖

尿病患者のための遠隔医療システムの開発」に対し、1,000 万円の研究助成金

が贈呈されることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）【新年の挨拶】ひとりひとりが輝き躍動する神戸大学 

 ～知と人を創る異分野共創研究教育グローバル拠点を目指して～ 

    神戸大学藤澤 正人学長の新年の挨拶が掲載されました。 

    YouTube でもご覧いただけます。 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/15/2022_01_06_greeting.html ） 
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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/2022_01_06_01.html ） 

 

（２）第 5回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

1月 12 日（水）第 5回神戸大学 SDGs フォーラム「学生 SDGs 推進プログラム～

SDGs を意識した行動を始めるためのヒントを見つける～」を開催しました。 

今回のフォーラムでは「学生 SDGs 推進プログラム」学生委員会が企画・運営

を行い、講演やパネルディスカッションを通して、大学生として SDGs を意識し

た行動をスタートするための糸口や、そのためのヒントを得ました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_01_13_02.html ） 

 

 （３）震災文庫デジタルアーカイブでサンテレビジョン撮影の映像を公開 

このたび、震災文庫デジタルアーカイブにて、株式会社サンテレビジョンよ

り提供いただいた、阪神・淡路大震災関連映像 98件を新たに公開しました。 

今回の映像は、同社のカメラマンが被災地での取材において撮影し、震災報 

道の素材となった大量の映像の一部です。いずれの映像も震災当日に撮影され

たもので、被災直後の神戸市内の状況を生々しく伝えています。特に午前中の

映像は、在京・在阪のテレビ局では撮影できなかった、地元テレビ局ならでは

のものです。 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://lib.kobe-u.ac.jp/libraries/23198/ ） 

 

 （４）在名古屋トルコ共和国総領事が訪問 

1月 11 日、ウムット・リュトフィ・オズテュルク在名古屋トルコ共和国総領 

事が藤澤 正人学長を表敬訪問しました。懇談には、大村 直人理事（教育・グ

ローバル担当）、中村 保理事（国際連携推進機構長）、エルカン・キビリチム国

際教育総合センター特命准教授が同席しました。 
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○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_01_17_01.html ） 

 

 

【３】 研究ニュース 

（１）伝説と科学の架け橋 

15 世紀のトンガ王国を襲った大津波の現地調査から見えること 

神戸大学大学院海事科学研究科の Christopher Gomez 教授と、ソルボンヌ大 

学及びケンブリッジ大学等の研究者の研究グループは、トンガ王国における現

地調査において、15世紀に太平洋に落下した隕石によってこれまで知られてい

なかった津波が発生し、トンガ大国の時代が終焉をむかえたことを発表しまし

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/2022_01_05_02.html ） 

 

 （２）「毒キノコ」とニホンリスの関係 

～ ベニテングダケを食べるニホンリス ～ 

神戸大学大学院理学研究科の末次 健司准教授と在野の写真家である五味 

孝一氏は、長野県において、ニホンリスが、ベニテングタケやテングタケとい

った有名な毒キノコを日常的に食べていることを明らかにしました。同じ個体

のニホンリスが数日間にわたってテングタケ属の子実体を食べ続けていたこ

とから、ニホンリスは「毒キノコ」を安全に摂取している可能性が高いことが

わかりました。 
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○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2022_01_05_03.html ） 

 

 （３）「富岳」を用いた１万超の原子を含むナノ物質の超高速光応答シミュレーション

に成功 

先端のレーザー技術を用いた光科学の研究では、極めて強く短いパルス光を物 

質に照射することにより、多くの新奇な現象が発見されています。これらの現象

を理解するためには、光を照射した物質の内部で起こる、電子やイオンのミクロ

な運動を解明することが必要です。本研究では、スーパーコンピュータ「富岳」

を用い、１万を超える原子を含むナノ物質の光応答の第一原理計算に、世界で初

めて成功しました。本研究には、神戸大学大学院工学研究科の植本 光治助教が

研究代表者として参加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2022_01_06_01.html ） 

 

 （４）蛍光タンパク質の蛍光強度を維持したまま組織・器官を透明化できる動植物共通

の透明化法開発に成功 

～農作物の品種改良や脳の診断法開発に貢献～ 

厚みのある組織や器官の深部を観察するためには、内部での光の反射・散乱・

吸収を防ぎ、光の直進性を維持することが大切です。生物の組織・器官はさま

ざまな物質を含むため、そのままの状態で内部構造を知ることは困難です。そ

こで、組織や器官を光が通過できるように透明化する方法が開発されてきまし

た。ところが、植物と動物では組織や器官に含まれる物質が異なるため、手法

も別々でした。 

大阪大学大学院理学研究科の坂本 勇貴助教、東京大学大学院新領域創成科

学研究科の松永 幸大教授ら、植物や動物の器官や組織を研究する共同研究グ

ループは、動植物共通の組織・器官透明化法 iTOMEI （improved Transparent 

Organ Method for Imaging）の開発に成功しました。従来の透明化方法の各ス

テップを綿密に見直し、改良を実施することで、蛍光タンパク質の蛍光強度を

維持したままで、動植物の組織や器官を透明化できるようになりました。 

この透明化手法の開発により、生物の組織・器官の内部構造を動物・植物を
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区別することなく研究できるようになり、生物共通の器官形成や組織の成り立

ちのメカニズムの理解に貢献することが期待されます。 

本研究の共同研究グループには、本学から理学研究科生物学専攻酒井 友希 

JSPS 特別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/2022_01_13_03.html ） 

 

 （５）光吸収による励起子反応効率 200％を実現する材料設計の新概念を実証 

－太陽エネルギー変換・物質変換・量子情報通信・医療への応用に期待－ 

慶應義塾大学理工学部の羽曾部 卓教授、大学院理工学研究科博士課程 3 年

（研究当時）の中村 俊太（現 学振特別研究員（PD））と、神戸大学分子フォト

サイエンス研究センターの小堀 康博教授らの研究グループは、有機材料の光

照射により吸収された光子数に対して二倍の励起子へ変換する「一重項分裂」

の高効率化による有用なエネルギー利用の実現に向けた新たな材料設計の新

概念を提案し、実証実験にて励起子生成効率 200%を達成しました。今回実現し

た高効率励起子を利用することで物質・エネルギー変換に有用な電子移動では

170%、光線力学療法（光による癌治療）・有機合成等に有用な一重項酸素（活性

酸素の一種）の発生では 160%の効率を達成し、その有用性を明らかにしました。

今後は、太陽光を用いたエネルギー変換・エレクトロニクス・量子情報通信・

生命／医療分野等への貢献が期待されます。 
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○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2022_01_13_02.html ） 

 

 （６）2018-2019 年豊後水道スロースリップの詳細を解明 

四国と九州の間に位置する豊後水道では、フィリピン海プレートがアムール

プレートの下に北西方向に沈み込んでいます。この地域下のプレート境界面で

は、数ヶ月から数年の継続時間を持つ長期的スロースリップ（L-SSE）が約 6年

の間隔で繰り返し発生しています。神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻博士

課程前期課程1年の瀬下 幸成氏と神戸大学都市安全研究センターの吉岡 祥一

教授は、国土地理院が提供している GNSS 時系列データを用いて、2018-2019 年

に発生した L-SSE の解析を行いました。 

その結果、このイベントは 2 つのサブイベントに分けられ、1 つ目のサブイ

ベントは 2018.3 年～2018.7 年(0.1 年 = 36.5

日)に豊後水道下の南西側で、2つ目のサブイベ

ントは 2018.8 年～2019.4 年に豊後水道直下で

発生したことがわかりました。過去の豊後水道

L-SSE と比較すると、2018-2019 年 L-SSE は、

最も継続時間が短かったにもかかわらず、すべ

り量、すべり速度、地震モーメント、モーメン

トマグニチュードは、いずれも最大でした。ま

た、すべりの発生場所やすべり分布、サブイベ

ントの発生順は、いずれも 2002-2004 年 L-SSE

と類似していることもわかりました。 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2022_01_13_01.html ） 

 

 （７）健康な日本人の平均的な腸内細菌叢を解明 

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 尚史医学研

究員、山下 智也准教授、平田 健一教授らの研究グループは、健康な日本人の

平均的な腸内細菌叢を解明し、年齢や BMI によって腸内細菌間の相互作用が異

なることを発見しました。今後、病気のある方の腸内細菌叢を解析する際の比

較対象として用いられることで、腸内細菌叢への介入による疾患の治療等、新

たな治療法の実現が期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2022_01_05_01.html ） 

 

 （８）種子島沖海底泥火山でメタンハイドレートを発見 

神戸大学大学院海事科学研究科の井尻 暁准教授、海洋底探査センターの大

塚 宏徳助教、琉球大学理学部の土岐 知弘准教授、大学院生満留 由来、高知大

学総合科学系複合領域科学部門の村山 雅史教授、大学院生瀬戸口 亮眞、海洋

研究開発機構の星野 辰彦主任研究員、金沢大学理工学域の加藤 萌（JSPS-PD）

らが共同で行った琉球海溝北部の種子島沖海底泥火山の調査航海において、メ
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タンハイドレートの採取に成功しました。日本周辺の海域において南海トラフ

よりも南西の琉球海溝でメタンハイドレートが発見されたのはこれが初めて

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/news/2022_01_18_01.html ） 

 

【４】イベント等情報 

（１）イベント情報 

令和３年度の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/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/

