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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）学友会奈良県支部設立記念総会 

 （２）令和 3年度学位記授与式の開催 

 （３）神戸大学コミュニティネットワーク（KU-Net）に卒業生からのメッセージ 

ご寄稿のお願い 

 

【２】お知らせ 

 （１）国立大学法人で初となる「業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定

基準」第３及び第４の２の認定を取得 

 （２）令和 3年度地域創生に応える実践力養成ひょうご神戸プラットフォーム連絡

会を開催 

 （３）「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～[2021 年

度]」を掲載 

 （４）2021 年度海外留学フェアを開催 

 （５）外務省の対日理解促進交流プログラム「MIRAI」に参加 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）新型コロナウイルスのヒト細胞侵入を阻害する成分を発見 

 「あおもり藍葉エキス」の新型コロナウイルス感染予防効果に期待 

 （２）頭頸部がんの術後補助療法の新たな標準治療を確立 

 ～標準治療の普及と予後の改善を期待～ 

 （３）ファンデルワールス力による“つよく”・“しなやか”な新しい結合 

-強磁性トンネル接合素子の構成材料としてグラフェン二次元物質/規則合金

の異種結晶界面に期待- 

 （４）常識を覆す糖の再排出メカニズムの発見 

－代謝スパイスへの応用－ 

 （５）プライバシー保護連合学習技術を活用した不正送金検知の実証実験を実施 

～被害取引の検知精度向上や不正口座の早期検知を確認～ 

 （６）動かないと筋肉が減少するメカニズムを解明 

 （７）森林所有者の森林離れを防止するには？ 

 ～「幸福度」からヒントを探る～ 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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 （８）可視光でクロロホルムの光酸化に成功！ 

医薬品中間体やポリマー原料の合成に応用できることを実証 

 

【４】受賞 

 （１）附属小学校の実践取組が独立行政法人教職員支援機構「令和 3年度表彰事業

第 5回 NITS 大賞 準大賞」を獲得 

 

【５】研究者紹介 

 （１）朝日 重雄（ASAHI Shigeo） 

― 高効率の太陽電池開発し、環境問題解決に貢献 

 

【６】イベント等情報 

 （１）イベント情報 

 

 

【１】トピックス 

（１）学友会奈良県支部設立記念総会 

   学友会奈良県支部設立記念総会が、令和４年５月２１日（土）に開催されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（  https://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/ ） 

 

（２）令和 3年度学位記授与式の開催 

令和 3 年度学位記授与式及び令和 3 年度博士学位記授与式を開催いたしまし

た。各式典の模様は、神戸大学 Youtube チャンネルにて公開しております。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_03_01_01.html ） 

 

（３）神戸大学コミュニティネットワーク（KU-Net）に卒業生からのメッセージご寄稿

のお願い 

神戸大学コミュニティネットワーク（KU-Net）に卒業生からのメッセージご寄

稿のお願いが掲載されています。 

   何卒ご協力をお願いいたします。 
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【２】お知らせ 

 （１）国立大学法人で初となる「業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基

準」第３及び第４の２の認定を取得 

本学は 2022 年 2月 17 日付で、国立大学法人法第三十四条の三に定められる

「業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準」第 3及び第 4の 2に

ついて、国立大学法人で初となる認定を得ました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_02_25_02.html ） 

 

 （２）令和 3 年度地域創生に応える実践力養成ひょうご神戸プラットフォーム連絡会

を開催 

2 月 16 日（水）に、「令和 3 年度地域創生に応える実践力養成ひょうご神戸

プラットフォーム連絡会」を開催しました。 

本会は、本学が申請校として採択された文部科学省 COC＋事業（2015～2019

年度）を契機として組織された「地域創生に応える実践力養成ひょうご神戸プ

ラットフォーム」の連絡会であり、地域の経済界、自治体、大学が一体となっ

て活動していくための意見交換の場です。参加した各大学より地域連携活動の

ご紹介をいただき、経済界・自治体・大学で意見交換を行い、あらゆる視点か

ら地域連携を考え、今後の活動の一助としました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_02_25_01.html ） 

 

（３）「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～[2021 年度]」を

掲載 

本学は平成 23 年度(2011 年度)から、ステークホルダーの皆様に対して、神戸

大学の今の姿を分かりやすく伝えられるよう、「データと資料が語る神戸大学の

今の姿～神戸大学データ資料集～」を作成し公表しております。 

このたび、2021 年度版を作成しましたので、是非ともご覧ください。本資料集 

は、本学のデータを示し、比較・分析が可能な項目については、全国データある

いは大規模大学との比較・分析を行っています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_02_24_01.html ） 

 

（４）2021 年度海外留学フェアを開催 

国際教育総合センターによる海外留学フェアは、昨年度に引き続きコロナ禍の 

もと、オンラインでの開催となりました。春と秋の海外留学説明会と、奨学金に

ついての説明会を実施しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

( https://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/message_index.html ) 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/message_index.html
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春の「海外留学説明会」（4 月 21 日）は主として新入生を対象に実施している

もので、海外留学の準備のため、制度、時期、期間などについての一般的な情報

を伝える一方、交換留学をはじめとする学内プログラムを紹介しています。1 年

生の登録者は 125 名で、全体では 276 名でした。秋の「海外留学説明会」（10 月

20 日）には、1年生は 107 名で、全体では 168 名でした。説明を受けた学生が実

際に留学するのは 1年以上先であることが多いのでその意味では、今年度の海外

留学説明会はポストコロナの留学の計画に役立つものと期待しています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_03_03_02.html ） 

 

（５）外務省の対日理解促進交流プログラム「MIRAI」に参加 

神戸大学の学生は、1月 18 日（火）と 2月 18 日（金）の 2回にわたり、外務

省の対日理解促進交流プログラム「MIRAI(Mutual-understanding, Intellectual 

Relations and Academic Exchange Initiative)」にオンラインで参加しました。

このプログラムは、同省が次代を担う欧州の若い世代をいくつかのグループに分

けて招へいし、日本の同世代との知的交流の場を設けることで、欧州における日

本の現状と政策に関する理解を促進することなどを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_03_11_01.html ） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）新型コロナウイルスのヒト細胞侵入を阻害する成分を発見 

 「あおもり藍葉エキス」の新型コロナウイルス感染予防効果に期待 

近畿大学医学部病理学教室伊藤 彰彦主任教授、東北医科薬科大学薬学部生

薬学教室佐々木 健郎教授、富山大学学術研究部医学系（計算創薬・数理医学講

座）教授・神戸大学大学院医学研究科髙岡 裕客員教授らの研究チームは、青森

県にて栽培されたタデ藍の葉から抽出した「あおもり藍葉エキス」が、新型コ

ロナウイルスのスパイクタンパク質のヒト細胞受容体への結合を阻害するこ

とを発見しました。これは、新型コロナウイルスのヒト細胞への侵入を防ぐこ

とに繋がり、新型コロナウイルス感染予防に役立つことが期待されます。 
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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_03_01_01.html ） 

 

（２）頭頸部がんの術後補助療法の新たな標準治療を確立 

   ～標準治療の普及と予後の改善を期待～ 

国立がん研究センター中央病院が、中央支援機構（データセンター/運営事務

局）を担い支援する日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）では、科学的証拠に基

づいて患者さんに第一選択として推奨すべき治療である標準治療や診断方法

等の最善の医療を確立するため、専門別研究グループで全国規模の多施設共同

臨床試験を実施しています。 

この度、JCOG の頭頸部がんグループでは、術後再発リスクの高い頭頸部がん 

患者さんを対象に、従来の標準治療（シスプラチン 3週毎＋放射線治療）に対

して、シスプラチン毎週投与＋放射線治療の非劣性を検証するランダム化比較

第 II/III 相試験を実施しました。 

中間解析の結果、全生存期間の非劣性が証明されました。さらに、シスプラ

チン毎週投与＋放射線治療は、有害事象の発現頻度がより低いことも確認しま

した。その結果、術後再発リスクの高い頭頸部がん患者さんに対して、シスプ

ラチン毎週投与＋放射線治療が新たに標準治療となります。 

本臨床試験の計画およびシスプラチン 3週毎＋放射線治療に対して、シスプ 

ラチン毎週投与＋放射線治療が非劣性を示したのは世界初です。今後、日本の

みならず、海外のガイドラインでも新たな標準治療に書き換えられ、頭頸部が

ん患者さんにさらに有効な治療が提供され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/ 

2022_03_02_01.html ） 

 

 

（３）ファンデルワールス力による“つよく”・“しなやか”な新しい結合 

-強磁性トンネル接合素子の構成材料としてグラフェン二次元物質/規則合金の

異種結晶界面に期待- 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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情報機器におけるエネルギー消費増大問題を解決するために、計算機用の高性 

能な不揮発性磁気メモリ(MRAM)の開発が求められています。東北大学国際集積エ

レクトロニクス研究開発センター、東北大学電気通信研究所、神戸大学、高エネ

ルギー加速器研究機構、東京工業大学、早稲田大学、ブルカージャパン、パリ南

大学、フランス国立研究センターの国内7機関・国外2機関の研究者グループは、

それぞれが得意とする専門分野において学際的に協働することにより、六方晶系

の二次元物質(グラフェン)と正方晶系の L10 規則合金(L10-FePd)の異種結晶界面

をファンデルワールス力により”しなやか”に結合させ、かつ、界面電子密度の

増加により”つよい”混成軌道を誘起し、界面垂直磁気異方性を出現させること

に成功しました。六方晶のグラフェンと正方晶の L10-FePd は結晶系が異なる異

種結晶界面であるため、界面の原子がどのような位置関係になるかわかりません

でした。そこで、直接観察実験と理論計算を比較することにより、グラフェン/L10-

FePd の原子位置を正確に決定することに成功しました。本研究により、界面磁気

異方性と L10-FePd のもつ高い結晶磁気異方性の両方を利用する道筋が示され、X 

nm 世代の MRAM 用の微小な強磁性トンネル接合(MTJ)素子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/ 

2022_03_02_02.html ） 

 

（４）常識を覆す糖の再排出メカニズムの発見 

－代謝スパイスへの応用－ 

神戸大学大学院工学研究科の田中 勉准教授、理化学研究所環境資源科学研究

センターの藤原 良介特別研究員、野田 修平研究員ら、東北大学大学院工学研究

科の梅津 光央教授らの研究グループは、大腸菌が一度取り込んだグルコースを、

グルコース６リン酸にして菌体外に再放出するという新たなメカニズムを発見

しました。 

さらに、このメカニズムを基に代謝工学と細胞表層工学を組み合わせることで、

目的物質の生産量を向上させる新たな技術の開発に成功しました。 

今後、本技術を応用することで、微生物の培養液にほんの少し加えるだけで劇 

的に物質生産量を向上できる「代謝スパイス」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_03_09_01.html ） 

 

（５）プライバシー保護連合学習技術を活用した不正送金検知の実証実験を実施 

 ～被害取引の検知精度向上や不正口座の早期検知を確認～ 

情報通信研究機構（NICT）サイバーセキュリティ研究所セキュリティ基盤研究

室、神戸大学及び株式会社エルテスは、プライバシー保護連合学習技術

「DeepProtect」等を利用し、千葉銀行、三菱 UFJ 銀行、中国銀行、三井住友信託

銀行及び伊予銀行と連携して、不正送金検知の実証実験を実施し、目標としてい

た不正送金の検知精度 80％以上を達成するとともに、一銀行では検知できなかっ

た不正送金の被害に遭った取引（被害取引）の検知や、不正送金に悪用された口

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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座（不正口座）の早期検知を確認しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2022_03_10_01.html ） 

 

（６）動かないと筋肉が減少するメカニズムを解明 

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門の小川 渉教授らの研

究グループは、動かないと筋肉の量が減少するメカニズムを世界で初めて明ら

かにしました。筋肉が減少すると、運動能力が低下するだけでなく、様々な病

気にかかりやすくなり、寿命の短縮にも繋がります。筋肉は動かさないと減っ

てしまうことは良く知られていますが、そのメカニズムは明らかではありませ

んでした。 

今回の研究では、生きた動物の筋肉内のカルシウム濃度の変化を観察する方 

法を開発し、筋肉を動かさないと筋肉内のカルシウム濃度が低くなり、これが

筋肉を減らす引き金になることが明らかになりました。また、この際に、Piezo1、

KLF15、IL-6 という３つのタンパクが順番に働くことによって、筋肉量が減る

ことも突き止めました。これらのタンパクに作用する薬剤を開発できれば、筋

肉減少に対する治療薬にな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/ 

2022_03_15_01.html ） 

 

（７）森林所有者の森林離れを防止するには？ 

 ～「幸福度」からヒントを探る～ 

木材価格の低迷などから森林所有者の森林離れが続いています。その対策 

として、2019 年から始まった国の制度「森林経営管理制度」は、経営意欲の

減退した森林所有者から市町村が経営を引き継ぎ、林業事業者や市町村が経

営を担うというものですが、受け皿となる市町村も人員不足等から対応に苦

慮しているというのが実情です。そうした中、総合地球環境学研究所（地球

研）を中心とした研究チームは、2018 年 3月に滋賀県野洲川上流域で森林に

関するアンケート調査を行い、どのようにすれば森林所有者の「森林幸福度」

（森林と関わることで得られる幸福感）を高めることができるか検討してき

ました。 

研究チームは、先行研究によって、当該地域の森林所有者の森林幸福度が

非所有者に比べて低めであることを明らかにしました。今回、新たに森林所

有者の属性を詳細に分析したところ、森林でリラックスしたり、木工活動に

勤しんだりすることで森林所有者の森林幸福度が低くなりにくいことが明ら

かとなりました。また、年齢が上がることにも同様の効果が認められました。

さらに、財産区（共有林）の役員を務めること、所有林に占める人工林（ス

ギ・ヒノキなどの植林）の比率が高いこと、所有林の境界を正確に把握して

いることなども、森林幸福度の高さと関連していることがわかりました。過

去 1 年以内に所有林から得られた収入・収穫は森林幸福度を向上させるのに

対し、それ以前に得られた収入・収穫は森林幸福度を低下させる要因となり

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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うることも示唆されました。今後、こうした分析結果に基づいて施策を講じ

ることで、森林所有者による森林経営への関心や意欲を向上させることが期

待されます。 

神戸大学内海域環境教育研究センター奥田 昇教授が多分野共同研究チー

ムに参画しています。 

 

○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_03_17_01.html ） 

 

（８）可視光でクロロホルムの光酸化に成功！ 

医薬品中間体やポリマー原料の合成に応用できることを実証 

神戸大学大学院理学研究科の津田 明彦准教授らの研究グループは、AGC 株式会

社と協力して、可視光によるクロロホルムの光酸化に成功しました。また、その

生成物を原料として、医薬品中間体やポリマー原料となる高反応性カーボネート

やイソシアネートの合成に成功しました。低エネルギー・低環境負荷の新たな化

学反応として、カーボンニュートラルおよび SDGs に大きく貢献する科学技術と

な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/ 

2022_03_22_01.html ） 

 

【４】受賞 

（１）附属小学校の実践取組が独立行政法人教職員支援機構「令和 3 年度表彰事業第

5回 NITS 大賞 準大賞」を獲得 

神大附属発！真・働き方改革 ー教師を支える 6つの仕組みー 

神戸大学附属小学校では、「教科担任制」「学年担任制」等の方策を組み合わ  

せることで、教員の負担を軽減するとともに、経験年数の違いをフォローし、

教育の質を高める実践を行っています。この実践取組が、教職員支援機構（NITS）

の令和 3 年度表彰事業第 5 回 NITS 大賞におきまして、136 点の応募の中から

「準大賞」を獲得しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_03_09_01.html ） 

 

【５】研究者紹介 

 （１）朝日 重雄（ASAHI Shigeo） 

― 高効率の太陽電池開発し、環境問題解決に貢献 

再生可能エネルギーの普及を進めるには、炭素税などの政策対応とともに、 

発電コストの低下がカギを握ります。国内では水力と並んで再生可能エネルギ

ーの柱になっているのが太陽光発電。神戸大学大学院工学研究科の朝日 重雄

助教は太陽電池の発電効率を現在一般的な単接合型太陽電池の 2倍、５０％超

の実現を目指しています。「世界中の屋根に、私が開発した高効率の太陽電池を

載せたい」と語る朝日助教に、研究の最前線について聞きました。 

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

/researcher0017.html ） 

 

【６】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 ） 

 

  

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/

