
1 
 

 
                    

 

 

 

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。 

 

今週末からはゴールデンウイークとなりますが，皆様いかがお過ごしでしょうか。 

                                                                  

★「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)」に在学生の登録が増えてきています。 

 ネットワークを通じて卒業生と在学生が連絡を取り合える機能を有していますので，卒業

生のみなさまも，奮って登録をお願いいたします。 

 登録いただく折，又は登録内容の更新の際に「OB・OG 訪問」受付可能とすることにより在

学生との交流が可能となります。 

在学生にとって，先輩である卒業生の皆様との接点はとても貴重なものです。もし，OB・OG

訪問を受けていただける方は，KU-Netログイン後，利用設定の「OB・OG訪問を受ける」にチ

ェックし，保存すると設定完了となります。 

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。 

 

***** インフォメーション ******************************************************* 

【 1 】お知らせ１ ～神戸大学出光佐三記念六甲台講堂にて附属中等教育学校の入学式を挙

行しました～ 

【 2 】お知らせ２ ～アジア総合学術センター第 2回「神戸大学デー」を開催しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター開院式を開催しまし

た～ 

【 4 】お知らせ４ ～ラオス国立大学等から訪問がありました～ 

【 5 】お知らせ５ ～第 9回「EUレクチャー・シリーズ」特別講演を開催しました～ 

【 6 】お知らせ６ ～デトロイト支部同窓会を開催しました～ 

【 7 】ニュース１ ～独自に開発したメタボローム解析技術により藻類のオイル生産メカニ

ズムを解明 ― 微細藻類を用いたバイオ燃料の生産向上に期待 ―～ 

【 8 】ニュース２ ～藤本龍准教授が平成 28年度日本育種学会奨励賞を受賞しました～ 

【 9 】ニュース３ ～やんばるで 2種の新種のラン科植物を発見～ 

【 10 】ニュース４ ～変換効率 50%を超えることができる新型太陽電池構造を提案 ―発電

コストの大幅引き下げに期待―～ 

【 11 】ニュース５ ～岩見理華教諭が文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞しました～ 

【 12 】ニュース６ ～水素生成量が 1桁増加する光触媒の開発に成功 ―太陽光による水素

製造の実現に新たな一歩―～ 

********************************************************************************** 
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【 1 】お知らせ１------------------------------------------------------------------- 

～神戸大学出光佐三記念六甲台講堂にて附属中等教育学校の入学式を挙行しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

2017年 4月 10日（月），桜が満開の中，附属中等教育学校の第 9回入学式を行いました。 

式では，藤田裕嗣中等教育学校長から，自身の研究や体験より同じものを見て観察しても，

人それぞれに感じ方が違うことなど，観察の重要性について話がありました。また，英語は，

コミュニケーションツールとして重要なだけではなく，その言葉，原語（＝モノ）自体で，意

味が伝わる点で，地理学における『景観』と共通性を持つと示唆しました。そして，「現場に

行くことを重視し，自分で感じ，自分の目で観察することが大事です。毎日を大切に過ごし，

中等教育学校で大いに学んでください。」と今後の学校生活についての励ましの言葉がありま

した。 

 

    

     

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_04_21_01.html） 

 

【 2 】お知らせ２------------------------------------------------------------------- 

～アジア総合学術センター第 2回「神戸大学デー」を開催しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学国際連携推進機構アジア総合学術センターは，神戸大学の魅力を海外に発信する「神

戸大学デー」（The Second Kobe University Exchange Day: Joint Symposium of Sichuan 

University and Kobe University）を 2017年 3月 11日-13日，四川大学（中国・四川省成都

市）にて開催しました。 

11日には，井上典之国際担当理事・副学長と陳勇四川大学建築・環境学院書記のご臨席のも

と，「災害管理・防災減災・震災復興」をテーマにしたシンポジウムが行われ，13日には，神

戸大学説明会を開き，神戸大学と四川大学との学術交流協定を締結する調印式が行われまし

た。  
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詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_04_10_01.html） 

 

【 3 】お知らせ３------------------------------------------------------------------- 

～神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター開院式を開催しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学は 4月 2日，医学部附属国際がん医療・研究センターの開院式・内覧会を開催しま

した。 

国際がん医療・研究センター (センター長 神戸大学大学院医学研究科 味木徹夫教授) は，

診療・研究・教育の新たな拠点として，本センターの趣旨に賛同いただいたシスメックス株式

会社より貴重なご寄附をいただき，ポートアイランドの神戸医療産業都市に，このほど開院し

ました。 

開院式では，的崎医学部長，藤澤医学部附属病院長からの式辞の後，武田学長が，「当セン

ターを最大限に活用し，がんに対する先進的外科的治療の推進，次世代医療，新規医療機器の

研究開発，国際的な医療研究並びに教育の拠点を形成し，グローバル化を目指していきます。」

と挨拶。井戸兵庫県知事より，「神戸医療産業都市に，心強いセンターができた。医療産業都

市の中核として，また，国際的にも注目を集めるセンターとして，その機能が確立することを

期待しています。」と祝辞がありました。 

 

  

テープカットの様子 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_04_12_02.html） 

 

【 4 】お知らせ４------------------------------------------------------------------- 

～ラオス国立大学等から訪問がありました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

4 月 17 日，ソムシー・ニョーパンサイ ラオス国立大学長，サイコン・サイナシン教育スポ

ーツ省高等教育局長，ブンルアン・ドゥアングン ラオス・日本人材開発センター所長，センド

ゥアン・ワヤコン ラオス国立大学国際協力部長，バリー・ベッサポン ラオス商工会議所副会

頭，鈴木康次郎ラオス・日本人材開発センターチーフアドバイザーが神戸大学を表敬訪問しま

した。一行は，武田廣学長，井上典之国際担当理事・副学長，陳光輝国際協力研究科長・教授

らと懇談し，これまでの両大学の交流と今後の連携分野の拡大について協議を行いました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_04_10_01.html
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ラオス国立大学は，国立高等教育機関を統合し 1996 年に設立されたラオス最大規模の国立

大学であり，多くの人材を輩出しています。神戸大学とは，2001 年 5 月 10 日に，大学間学術

交流協定が締結され，また 2016年 1月 9日には，国際協力研究科と，ラオス・日本人材開発セ

ンターとの間に部局間学術交流協定が締結されました。国際協力研究科は，2000 年から 2007

年にかけて，ラオス国立大学経済経営学部支援プロジェクトを受託しその設立と発展を支援し

たことに始まり，ラオス国立大学と緊密な交流を行っています。また，他研究科においても，

様々な学生・研究者交流が行われています。 

懇談では，ニョーパンサイ学長始め，各訪問者から，本学との交流及び協力に関する感謝と

今後の交流を強固にしていきたい旨が述べられました。その後，ラオスにおける起業家育成等，

経済経営分野の人材育成や，例えば芸術教育等における今後の協力と，その強化に向けて，本

学が協力可能な分野について，活発な議論が行われました。今回の訪問を通して，両大学及び

両国の交流がさらに促進されることが期待されます。 

  

 

【 5 】お知らせ５------------------------------------------------------------------- 

～第 9回「EUレクチャー・シリーズ」特別講演を開催しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

4月 11日 (火) マルコ・ロンバルディ在大阪イタリア総領事，ヴェルナー・ケーラー大阪・

神戸ドイツ連邦共和国総領事が「EUレクチャー・シリーズ」第 9回 特別講演として“60 years 

of theTreaty of Rome: what does it mean for the EU?”のテーマで講演されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_04_11_1.html） 

 

【 6 】お知らせ６------------------------------------------------------------------- 

～デトロイト支部同窓会を開催しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

日  時 ： 2017年 4月 10日（月） 

場  所 ： Cabbarra’s Italian Grill Restaurant, Novi, Michigan 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_04_11_1.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_04_11_1.html
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参加者 ： 向井 恭也（1981経済），山田  守（1982経営）， 

伊吹 正紀（1986院工），満岡 由明（1981工） 

 

当月から豊橋勤務となる満岡由明氏の送別会を兼ねて，夕食会を開きました。満岡氏はベル

ギーに 7年駐在された後，米国での 2年半の駐在でしたが，アメリカの都市は銃による大事件

にさえ巻き込まれなければ，軽犯罪が日常茶飯事のヨーロッパの大都市に比べ，非常に安全で

あるという印象を共有されました。 

その他の話題は，治安面でメキシコでの誘拐事件や盗難事件の被害者には複数の日本人駐在

員も含まれていること，北京や天津の大気汚染は，企業が家族帯同を奨励しないほどひどいこ

と，米国の CAFE（Corporate Average Fuel Economy，自動車燃費規制）基準をクリアするため

に，一車種で月間 7万台も売れる Fordの大型トラック F150が，ボディにアルミを利用するこ

とによって，軽量化による燃費向上を実現したことや，それでも，クリアできない分の各社か

らの罰金が，年間販売台数が僅か 8万台であるにも関わらず，市場価値において今月，Fordや

GMよりも大きくなった電気自動車メーカーTeslaの財務を支えているとの話にまで及びました。

なお，現在，サンフランシスコの南部郊外 Fremontにある旧 NUMMI工場で高級車両のみの生産

をしている Teslaは，大衆向けの Model3を年内に発売することになっていますが，その成果が

会社の浮沈を決めるのではとないかと皆が関心を持っています。また，話題の自動運転は，GPS

とセンサーの技術進歩により，近々実現されるだろうとの見解が確認されました。 

次回の同窓会は，5 月 6 日に神戸大学北京学友会幹事の大岡氏を迎えて開催する予定です。

卒業生・現役生を問わず，Detroit を訪問される機会がありましたら，学友会を通してぜひご

連絡ください。 

 

     

 

【 7 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～独自に開発したメタボローム解析技術により藻類のオイル生産メカニズムを解明 ― 微細藻

類を用いたバイオ燃料の生産向上に期待 ―～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科の蓮沼教授，加藤学術研究員らの研究グルー

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_05_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_05_01.html
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プは，独自に開発したメタボローム解析※1 技術を用いることにより，微細藻類が細胞内にオ

イルを合成するメカニズムの解明に成功しました。 

オイルの生産性の高い藻類は数多く報告されていますが，その生産のメカニズムについては

これまで明らかになっておらず，本研究成果は，世界で初めて，藻体の細胞内で油脂生産時に

起こる代謝変化をメタボロームレベルで捉えることに成功したものです。 

蓮沼教授らはこれまでに，汽水域※2 に存在する新種の緑藻が，高い増殖性と高い油脂含有

率を両立することも見出しており，今後，微細藻類を用いたオイル（バイオ燃料）生産の向上

に貢献することが期待されます。 

※この研究成果は，4月 4日に，Scientific Reports誌にオンライン掲載されました。 

※この成果は，国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託業務

の結果得られたものです。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_05_01.html） 

 

【 8 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～藤本龍准教授が平成 28年度日本育種学会奨励賞を受賞しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

農学研究科藤本龍准教授が，平成 29年 3月 29日〜30日に名古屋大学で開催された日本育種

学会第 131 回講演会において，独創的で発展性のある研究成果をあげた 40 歳未満の若手会員

に贈呈される「平成 28年度日本育種学会奨励賞」を受賞しました。 

 

受賞業績 

アブラナ科植物におけるゲノム多様性および雑種強勢に関する研究 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_03.html） 

 

【 9 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～やんばるで 2種の新種のラン科植物を発見～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院理学研究科の末次健司特命講師は，沖縄県の沖縄本島で 2種の未知の菌従属

栄養植物を発見し，それぞれ，「ヤンバルヤツシロラン」，「ツツザキヤツシロラン」と命名

しました。 

※本研究成果は，４月 7日に，国際誌「Phytotaxa」にオンライン掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_01.html） 

 

【 10 】ニュース４------------------------------------------------------------------ 

～変換効率 50%を超えることができる新型太陽電池構造を提案 ―発電コストの大幅引き下げ

に期待―～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学工学研究科電気電子工学専攻の喜多隆教授と朝日重雄特命助教らの研究グループは，

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_05_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_02.html
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これまでにない新しい太陽電池セル構造を提案し，従来はセルを透過して損失となっていた波

長の長い太陽光のスペクトル成分を吸収して変換効率を 50%以上にまで引き上げることができ

る技術を開発しました。 

この研究成果は，4月 6日(日本時間 18時)に英国科学雑誌「Nature Communications」にオ

ンライン掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_02.html） 

 

【 11 】ニュース５------------------------------------------------------------------ 

～岩見理華教諭が文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

2017 年 3月 6日に，神戸大学附属中等教育学校の岩見理華教諭が，「平成 28年度文部科学

大臣優秀教職員表彰」を受賞しました。 

平成 18年に創設された同表彰について，文部科学省は「優れた成果を挙げた教員を表彰する

ことは，教員の意欲を高め，資質能力の向上に資することから，本年度から，全国の国公私立

学校 (大学，高等専門学校を除く。) の現職の教育職員を対象に，文部科学大臣による優秀教

員の表彰を実施することとしました。」としています。 

岩見教諭は，ユネスコ活動や国際交流等の分野において，特に顕著な成果を上げたとして表

彰されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_10_02.html） 

 

【 12 】ニュース６------------------------------------------------------------------ 

～水素生成量が 1 桁増加する光触媒の開発に成功 ―太陽光による水素製造の実現に新たな一

歩―～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの立川貴士准教授らと，大阪大学産業科学研究

所の真嶋哲朗教授らの研究グループは，光触媒作用による水素生成量が 1桁増加する光触媒注

1）の開発に成功しました。 

水素は，再生可能エネルギーである太陽光と水から製造できる，次世代のエネルギー源とし

て注目されており，水素を高効率に製造できる光触媒の開発が望まれています。しかしながら，

従来の光触媒では，電子と同時に生成する正孔（電子が抜けた孔）のほとんどが触媒表面上で

再結合して消失してしまうため，水から水素への光エネルギー変換効率が伸び悩んでいました。 

今回，立川准教授らは，電子と正孔を空間的に分離できる，光触媒の大きさ・配列の均一性

をあえて崩したメソ結晶注 2）光触媒の合成方法を開発しました。その結果，従来をはるかに

超える水素生成の光エネルギー変換効率（約７％）注 3）を有する光触媒の開発に成功しまし

た。 

今後は，有用性が実証されたメソ結晶化技術を応用することで，太陽光による高効率な水素

製造の実現を目指します。 

本研究成果は，平成 29 年 4 月 6 日（独国時間）にドイツ化学誌「Angewandte Chemie 

International Edition」のオンライン版で公開されました。 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_07_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_10_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_10_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_10_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_10_01.html
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詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_10_01.html） 

 

 

 

★学友会のホームページ 

（http://www.kobe-u.com/alumni/） 

 

■無断での転載，再配布を禁止します。 

(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/research_at_kobe/NEWS/news/2017_04_10_01.html
http://www.kobe-u.com/alumni/

