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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。 

 

梅雨明けとなり，神戸では暑い日が続いておりますが，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 ～JICA研修員（教育行財政コース）が神戸大学を訪問しました～ 

【 2 】お知らせ２ ～「海フェスタ 2017神戸」の帆船フェスティバルに「深江丸」が参加し

ました～ 

【 3 】お知らせ３ ～神戸開港 150年記念「海フェスタ神戸」 海の総合展においてセミナー

を開催しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～未来世紀都市フェス 2017を開催しました～ 

【 5 】ニュース１ ～電池内部の電流を映像化する計測システム－非破壊画像検査装置を世

界で初めて開発～ 

【 6 】ニュース２ ～スパースモデリングで豊後水道スロースリップイベントのすべり急変

位置を特定 ―巨大地震震源域周辺における地殻変動解析の解像度向上

に期待―～ 

【 7 】ニュース３ ～血清検査によるサイトメガロウイルス感染症の妊婦スクリーニング法

の問題点が判明～ 

【 8 】ニュース４ ～クロム系新超伝導体の特異な電子状態を発見～ 

【 9 】イベント１ ～神戸大学海事博物館企画展「神戸における海技者教育 100年の歩み」

が開幕しました～ 

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

～JICA研修員（教育行財政コース）が神戸大学を訪問しました～ 

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

7月 13日，JICA課題別研修で「教育行財政－基礎教育の質，内部効率性，格差に焦点をあて

－」をテーマとした集団研修に参加中の研修員 19名が，井上典之国際担当理事・副学長を表敬

訪問しました。懇談には，陳光輝国際協力研究科長，および本研修の責任者を務める小川啓一

国際協力研究科教授も同席しました。 

本研修は日本での約 6週間の研修を通して，どのような教育行財政政策を講じれば各国の基

礎教育における質の向上と男女・地域間格差の是正に有効かを学ぶことを目的としています。

今回は，アルメニア，ベナン，ブルキナファソ，カンボジア，ガーナ，イラク，ラオス，マダ

ガスカル，マリ，モーリタニア，モロッコ，ミャンマー，ニジェール，パキスタン，サモア，

バヌアツの 16ヶ国から教育省関係者が参加しています。 

懇談では，井上理事の歓迎の挨拶，研修員各人による自己紹介の後，講義や実習，小中高等

学校や教育委員会等の訪問を通じて日本の教育行政と教育現場についての知見が深まったとの

報告や，短期間に様々なことを学ぶことができ有意義な研修であったとの感想などが話されま

した。終わりに，研修員代表者から本研修の成果を自国の教育改善のために還元したいとの返

礼の挨拶があり，同行の JICA研修監理員からも研修受入に対する謝意が述べられ，井上理事か

らは激励の言葉が贈られました。 

 

   

 

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

～「海フェスタ 2017神戸」の帆船フェスティバルに「深江丸」が参加しました～ 

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

「海フェスタ 2017神戸」の帆船フェスティバルに海事科学研究科附属練習船「深江丸」が参

加しました。 

神戸開港 150年と海事科学部創基 100周年を迎えることから，神戸市と神戸大学で連携した

事業等の検討が行われてきましたが，神戸市が企画実施する「海フェスタ神戸」のオープニン

グイベントの帆船パレードにおいて，見学船として，深江丸が出航しました。 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_18_02.html
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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_07_19_03.html） 

 

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

～神戸開港 150年記念「海フェスタ神戸」 海の総合展においてセミナーを開催しました～ 

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

平成 29年 7月 16日および 17日に「海フェスタ神戸」 海の総合展イベントステージにて神

戸大学のセミナーを開催しました。 

 

 

7月 16日(日)には海洋底探査センター長の巽好幸

教授が「日本喪失を招く巨大カルデラ噴火は予測で

きるのか？：深江丸の挑戦」の講演を行い，巨大カ

ルデラ噴火についての過去～現在，KOBECの活動・実

績について紹介しました。海の総合展に来ている参

加者の方々は熱心に講演を聞いていました。  

 

 

7月 17日(月・祝)には，内海域環境教育研究センター

浅岡聡助教が「貴方は碧いリゾートの海と恵み豊かな海

どちらを選びますか？」について講演を行いました。透

明度が高い海と漁業が盛んな海を両立させることが難

しいことについて，わかりやすく紹介しました。参加者

は身近な話題にかなり興味を持って講演を聞いていま

した。 

 

 

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

～未来世紀都市フェス 2017を開催しました～ 

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

平成 29年 4月，神戸大学先端融合研究環に「未来世紀都市学研究ユニット」が新設されまし

た。この研究ユニットでは，様々な分野の研究者が協働して，文理融合の先端研究による未来

世紀都市学の構築を目指しています。 

そこで，皆さんと未来世紀都市学のビジョンを共有するために，平成 29 年 7 月 2 日に神戸

大学百年記念館にて「未来世紀都市フェス」を開催しました。以下の 9名の研究者が，自らの

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_19_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_20_02.html
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研究を踏まえて未来世紀都市学のビジョンを語り，私たちの社会の未来について議論しました。 

 

講演内容 

飯塚 敦 教授  「10万年後の未来予測で安全な社会をつくる」 

堀江進也 准教授 「災害リスクを管理しながら復興を進めるには」 

浜口伸明 教授  「人の流動性がイノベーションを生む」 

大村直人 教授  「カオスは知の融合と類似している」 

奥村 弘 教授  「新しい価値を創るために歴史を知るということ」 

北後明彦 教授  「人のつながりで持続可能性を目指す」 

金子由芳 教授  「『公助』が『共助』を支える法的基盤」 

梶川義幸 教授  「スパコンが見せてくれる未来の気象」 

大石 哲 教授  「気象予測から始まる情報の洪水の中での意思決定」 

 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_20_03.html） 

 

【 5 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～電池内部の電流を映像化する計測システム－非破壊画像検査装置を世界で初めて開発～ 

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

理学研究科木村建次郎准教授の研究内容が国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の広報

誌 JST news 2017年 7月号の「はかる」に掲載されました。本記事には，木村准教授らが開発

した画像再構成理論を基にした，電池内部の電流を映像化する計測システムなど，世界初の非

破壊画像検査装置について記載されています。 

電池用-高分解能電流経路映像化システムの開発は JST 先端計測分析技術・機器開発プログ

ラムにおいて，2013年に採択され，今後もその研究成果をさまざまな分野に幅広く活用してい

く予定です。 

 

【関連サイト】 

・JST news最新号  

・はかる 第２回 先端計測分析技術・機器開発プログラム 「電池用-高分解能電流経路

映像化システムの開発」  

 

【 6 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～スパースモデリングで豊後水道スロースリップイベントのすべり急変位置を特定 ―巨大地

震震源域周辺における地殻変動解析の解像度向上に期待―～ 

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

国立研究開発法人海洋研究開発機構 地震津波海域観測研究開発センターの中田令子特任技

術研究員，堀高峰グループリーダー，地球内部物質循環研究分野の桑谷立研究員，神戸大学都

市安全研究センターの吉岡祥一教授，東京大学大学院新領域創成科学研究科の岡田真人教授ら

は，近年様々な分野に適用されて成果を挙げているスパースモデリング※1 と呼ばれるデータ

解析手法を使って，豊後水道における長期的スロースリップイベント (以下 L-SSE) の解析を

行いました。その結果，L-SSE 域の上限および内部にすべり量の急変を見出すとともに，これ

までの手法よりもすべり域内部の構造を詳細に推定することができました。また，急変位置は，

地震発生帯の下限および深部低周波微動の上限とよく一致することを示しました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_20_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_07_10_02.html
https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/
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これは，従来なめらかな空間変化しか捉えられないと考えられてきた地殻変動観測データに

対する解析で初めて見出された結果であり，今後の地殻変動解析研究の解像度向上にも大きく

貢献するものです。 

すべり量の急変位置では応力が集中しやすくなることから，その位置を知ることが，プレー

ト境界面上のすべりの時空間変化，それによる次の地震までの応力蓄積・解放過程を適切に推

定できることになります。さらには，様々な地震現象の発生メカニズムに関する統一的な理解

にもつながります。 

なお，この研究はJSPS科研費JP16H01564，JP25120005，JP25120009，JP25120011，JP16K17798，

JP16K16108，JP25280090，JP15K20864，JSTさきがけ JPMJPR1676からの助成を受けました。 

本成果は，7月 21日に英科学誌「Scientific Reports」に掲載されました。 

  

【関連サイト】 

・プレスリリース｜JAMSTEC｜海洋研究開発機構 

  

【 7 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～血清検査によるサイトメガロウイルス感染症の妊婦スクリーニング法の問題点が判明～ 

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

神戸大学の山田秀人教授 (医学研究科産科婦人科学分野)，谷村憲司講師 (附属病院総合周

産期母子医療センター)，森岡一朗特命教授 (医学研究科小児科学分野こども急性疾患学部門)，

および愛泉会日南病院疾病制御研究所の峰松俊夫所長らの研究グループは，先天性サイトメガ

ロウイルス感染症の妊婦スクリーニング※1 を，世界で初めて IgG アビディティー検査を全妊

婦対象に用い，その予測効率を検証しました。 

注目すべき結果として，これまで，そのほとんどが妊娠中に初感染した母体から生じると考

えられていた先天性感染児が，妊娠中に初感染を起こした妊婦よりも，妊娠前にすでに感染を

起こしている慢性感染状態の妊婦から多く発生していることが判明しました。妊娠中に初感染

を起こした妊婦を見つけ出そうとするこれまでの血清学的検査では，多くの罹患児が見落とさ

れてしまう危険性があることが明らかになりました。 

今回の結果をもとに見落としの無い先天性サイトメガロウイルス感染のスクリーニング法を

開発・導入することで，罹患児を早期に発見・治療することが可能となり，本疾患に苦しむ子

供たちを減らせることが期待されます。 

この研究成果は，7月 20日に，米国の科学雑誌 Clinical Infectious Diseases (クリニカ

ル インフェクシャス ディージーズ) に掲載されました。 

 

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_07_21_01.html） 

 

【 8 】ニュース４------------------------------------------------------------------- 

～クロム系新超伝導体の特異な電子状態を発見～ 

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

神戸大学大学院理学研究科の小手川 恒 (こてがわ ひさし) 准教授ら研究グループは，香港

中文大学，京都大学との共同研究により，クロム系新超伝導体，クロムヒ素において特異な電

子状態の観測に成功しました。今後，超伝導体探索や物質設計にとって有益な情報となること

が期待されます。 

この研究成果は，6月 5日に，英国科学雑誌「Nature Communications」に掲載されました。 

http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20170721/
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_07_21_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_07_21_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_07_24_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_07_24_01.html） 

 

【 9 】イベント１------------------------------------------------------------------- 

～神戸大学海事博物館企画展「神戸における海技者教育 100年の歩み」が開幕しました～ 

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

神戸大学海事博物館企画展「神戸における海技者教育 100年の歩み」が開幕しました。平成

29年 7月 14日（金）10時 30分から開幕式が行われ，矢野吉治海事博物館館長と内田誠海事科

学研究科長の挨拶がありました。 

神戸大学深江キャンパスは大正 6(1917)年 9 月に設立が認可された私立川崎商船学校にその

端を発します。川崎造船所の創立者である川崎正藏翁は『四面環海の我が国は海運の発展によ

って台頭する』と唱え，その遺志を継いだ嗣子の川崎芳太郎氏により兵庫県武庫郡本庄村深江

の浜に商船学校が誕生しました。 

平成 29(2017)年はこの深江の地で始まった海技者教育が 100年を迎えます。今回の企画展で

は私立川崎商船学校に始まり，神戸高等商船学校，神戸商船大学を経て神戸大学大学院海事科

学研究科・海事科学部に至る海技者教育のあゆみを紹介します。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_18_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_07_24_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_18_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_18_01.html
http://www.kobe-u.com/alumni/

