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事業名称：ナノテクノロジーサマースクール 

領 域 Ⅱ ：ナノバイオ領域 

 

文部科学省第一回ナノバイオサマースクール「生命現象を知る」の開催について 

平成１８年５月９日 
文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 

 
この度、文部科学省「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」では第二回ナノテクノロジー

サマースクール「量子効果素子の物理」の開催と共に、バイオテクノロジーに関するナノバイオ

サマースクール「生命現象を知る」を併せて開催いたします。 
現在ナノテクノロジー領域の研究開発は、半導体を中心とする情報・通信分野との融合分野と

共に、医学・薬学・生物学分野と融合したナノバイオ領域の研究開発が最も重要な研究課題とし

て世界各国で熾烈な研究・開発競争が進められています。我が国は、この分野の研究開発におい

て世界の主導的な地位を維持・拡大し続ける必要があり、新しい技術領域を創生する優秀な若手

研究者の人材育成が非常に重要であります。そこで本プロジェクトでは、これからの我が国の研

究開発を担う大学院の修士および博士課程の学生を主な対象として、医学研究者の見地から老化

や疾病等を通して観た生命現象について、判っていること・判らないこと・知りたいことを理・

工学系の研究者に理解できるように講義をして頂き、続いて生物物理学者から全く新しい発想の

「細胞を創ろう」とする観点から生命現象および細胞諸器官の構造・働きについて、さらにナノ

バイオ研究における最先端の計測・評価技術の基礎から応用までを講義していただくナノバイオ

サマースクール「生命現象を知る」を開催いたします。 
ナノバイオ領域の研究開発はまだ始まったばかりで、物理・工学・化学分野で培ってきたナノ

領域の評価・計測、製作技術をバイオ領域に適用して新しい知見・効果を開拓している状態です。

本サマースクールは、最先端の医学研究者から生命現象の理解や疾病等の解明と治療のためにナ

ノテクノロジーに何を期待しているかを知り、生物物理研究者の「細胞を創る」という発想から

観た生命現象や細胞諸器官の構造と働きについての新しい知見を得て、最新の計測・評価技術の

限界と可能性を知ることによって、医学・生物学と真に融合した新しいナノバイオ研究領域の創

生を促す事を期待しています。 
本サマースクールは、最先端の研究者から医学や生物物理分野でどのような夢とニーズがあり、

何をどう解明するべきかを知ることによって、ナノバイオ研究の進むべき方向と研究の視点を見

出すと共に、学生および講師が寝・食・学を共にする事によって親密な人的ネットワークを構築

して我が国および世界をリードする研究者集団に育ってもらうことを目的としたものです。 
 
 

                 記 

１．主  催：文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 

２．開催日時：平成１８年８月１３日（日）～２７日（日） 

３．場  所：財団法人 人材開発センター富士研修所（http://www.mfi.or.jp/fujicalm/） 
〒403-0006 山梨県富士吉田市信屋 1400  



４．募集人数：３０名程度（選考委員会の審査により選別） 

５．募集対象：我が国の大学に在籍する修士および博士課程の学生、および修士課程終了相当

の知識を有する者（博士学位を有する者を除く）で、全日程に参加できる者 

６．受 講 料：無料 

７．宿泊および食事：宿泊は１部屋２名の相部屋 

開校期間中の宿泊施設および食事の全数を支給する 

８．旅  費：所属機関所在地からの往復旅費を支給する 

９．募集期間：平成 1８年５月１０日（水）より ６月９日（金）（必着）まで 

１０．応募方法：ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンターのホームページ 

(http://www.nanonet.go.jp/japanese/event/)より応募用紙をダウンロードし、 
必要事項を記入して E-Mail にて下記まで申し込むこと。 
 
 

(問い合わせおよび、申し込み先) 

  〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-2-2 虎ノ門 30 森ビル 2Ｆ 

文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 

人材育成グループ長 岡村 茂 

電話 03-5404-3286、 Fax 03-5404-3290 

E-Mail: OKAMURA.Shigeru@nims.go.jp 

 

 

 

                                     以上 



事業名称：ナノテクノロジーサマースクール 

領 域 Ⅱ ：ナノバイオ領域 

 

文部科学省第一回ナノバイオサマースクール「生命現象を知る」受講生募集案内 

 

平成１８年５月１０日 
文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 

 
この度、文部科学省「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」では第二回ナノテクノロジー

サマースクール「量子効果素子の物理」の開催と共に、バイオテクノロジーに関するナノバイオ

サマースクール「生命現象を知る」を併せて開催いたします。 
現在ナノテクノロジー領域の研究開発は、半導体を中心とする情報・通信分野との融合分野と

共に、医学・薬学・生物学分野と融合したナノバイオ領域の研究開発が最も重要な研究課題とし

て世界各国で熾烈な研究・開発競争が進められています。我が国は、この分野の研究開発におい

て世界の主導的な地位を維持・拡大し続ける必要があり、新しい技術領域を創生する優秀な若手

研究者の人材育成が非常に重要であります。そこで本プロジェクトでは、これからの我が国の研

究開発を担う大学院の修士および博士課程の学生を主な対象として、医学研究者の見地から老化

や疾病等を通して観た生命現象について、判っていること・判らないこと・知りたいことを理・

工学系の研究者に理解できるように講義をして頂き、続いて生物物理学者から全く新しい発想の

「細胞を創ろう」とする観点から生命現象および細胞諸器官の構造・働きについて、さらにナノ

バイオ研究における最先端の計測・評価技術の基礎から応用までを講義していただくナノバイオ

サマースクール「生命現象を知る」を開催いたします。 
ナノバイオ領域の研究開発はまだ始まったばかりで、物理・工学・化学分野で培ってきたナノ

領域の評価・計測、製作技術をバイオ領域に適用して新しい知見・効果を開拓している状態です。

本サマースクールは、最先端の医学研究者から生命現象の理解や疾病等の解明と治療のためにナ

ノテクノロジーに何を期待しているかを知り、生物物理研究者の「細胞を創る」という発想から

観た生命現象や細胞諸器官の構造と働きについての新しい知見を得て、最新の計測・評価技術の

限界と可能性を知ることによって、医学・生物学と真に融合した新しいナノバイオ研究領域の創

生を促す事を期待しています。 
本サマースクールは、最先端の研究者から医学や生物物理分野でどのような夢とニーズがあり、

何をどう解明するべきかを知ることによって、ナノバイオ研究の進むべき方向と研究の視点を見

出すと共に、学生および講師が寝・食・学を共にする事によって親密な人的ネットワークを構築

して我が国および世界をリードする研究者集団に育ってもらうことを目的としたものです。 
 

                 記 
１．主  催：文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 
２．開催日時：平成１８年８月１３日（日）～２７日（日） 
３．場  所：財団法人 人材開発センター富士研修所（http://www.mfi.or.jp/fujicalm/） 

〒403-0006 山梨県富士吉田市信屋 1400  
４．募集人数：３０名程度（選考委員会の審査により選別） 
５．募集対象：我が国の大学に在籍する修士および博士課程の学生、および修士課程修了相当

の知識を有する者（博士の学位を有する者を除く）で、全日程に参加できる者 



６．受 講 料：無料 
７．宿泊および食事：宿泊は１部屋２名の相部屋 

開校期間中の宿泊施設および食事の全数を支給する 
８．旅  費：所属機関所在地からの往復旅費を支給する 
９．募集期間：平成 1８年５月１０日（水）より ６月９日（金）（必着）まで 
１０．応募方法：ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンターのホームページ 

(http://www.nanonet.go.jp/japanese/event/)より応募用紙をダウンロードし、 
必要事項を記入して E-Mail にて下記まで申し込むこと。 

 
 

(問い合わせおよび、申し込み先) 
  〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-2-2 虎ノ門 30 森ビル 2Ｆ 

文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 
人材育成グループ長 岡村 茂 
電話 03-5404-3286、 Fax 03-5404-3290 
E-Mail: OKAMURA.Shigeru@nims.go.jp 
 
 
 
 
 
                                   以上 



 

                                         様式１ 

第一回文部科学省ナノバイオサマースクール「生命現象を知る」受講申請書 

 文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 

センター長 岸 輝雄 殿 

                      平成  年  月  日 
（姓）  （名） 

（ふりがな） 
氏名(漢字)               
 
性 別： 男（ ）・女（ ） [部屋割のため] 
E-mail： 
生年月日：１９  年  月  日 

（記載日現在の年齢：  歳） 

所属大学・機関名 
 
 
学科・専攻・研究室名（部課名） 
 
指導教員名（上司名） 
 
E-mail: 

連絡先住所 〒 
 
 
電話：        FAX： 

所属機関所在地 〒 
 
 
電話：       FAX： 

経歴（大学卒業以降） 
１９  年    大学  学部卒業 
１９  年    大学大学院  研究科修士課程  専攻修了             
１９  年    大学大学院  研究科博士課程入学             
 
 
１．現在の研究テーマ名および研究概要 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２．研究業績 
修士論文および、最近発表した主な論文等５編以内について発表論文名、掲載誌、巻号、ページ、発表年を記載してくだ

さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  様式２  

第一回文部科学省ナノバイオサマースクール「生命現象を知る」受講申請書 

３．研究会・学会等への自身の発表実績 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．ナノテクサマースクールに応募した理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
５．今後何を目指してどのような研究・開発をしたいと考えているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



事業名称：ナノテクノロジーサマースクール 

領域Ⅱ：ナノバイオ領域 

 
文部科学省第一回ナノバイオサマースクール「生命現象を知る」講義構成 
 

平成１８年５月１０日 
本ナノバイオサマースクール「生命現象を知る」では、ナノバイオ分野の研究に進み新しい研究分野を開拓

しようとする熱意にあふれた大学院の修士および博士課程の学生の方々に、医学研究者から老化や疾病等を通

して観た生命現象について判っていること・判らないこと・ナノバイオ研究との融合で期待することを講義し

て頂き、続いて「細胞を創ろう」とする生物物理の全く新しい観点から生命現象および細胞諸器官の構造・働

きについて、さらにナノバイオ研究における最先端の計測・評価技術の基礎から応用までの講義していただく

ナノバイオサマースクール「生命現象を知る」を開催いたします。 
ナノバイオ領域の研究開発はまだ始まったばかりで、物理・工学・化学分野で培ってきたナノ領域の評価・

計測・製作技術をバイオ領域に適用して新しい知見・効果を開拓している状態です。本サマースクールを通し

て、最先端の医学研究者からナノテクノロジーに何を期待するかを知り、生物物理学者から生命現象や細胞諸

器官の構造と働きについての新しい知見を得て、最新の計測・評価技術の限界と可能性を知り、医学・生物学

と真に融合した新しいナノバイオ研究領域を創生することを期待しています。 
 
 
 
1．Keynote lecture                         理化学研究所  所長 茅 幸二 
 
 
2．ナノバイオを研究するための生物学―２１世紀の科学は物質と生命をつなぐ 
           東京大学名誉教授、理研）ゲノム科学総合研究センター  特別顧問 和田 昭允 
 
 
3．医学の現状とナノバイオテクノロジーに期待すること 
３-１）ナノバイオ序論 

         自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイエンスセンター  助教授 瀬籐 光利 
・人体のマクロ、ミクロ、ナノの構造 
 

３-２）繊毛が決める生物の左右性  
                   自然科学研究機構 基礎生物学研究所  助教授 野中 茂紀 

  ・繊毛が動くから我々の心臓は左にある 
・最初の左右非対称を作る物理的機構 
・意外とローテクな実験系 
 

３-３）１分子力計測と１分子イメージング・定量解析 
                国立遺伝学研究所 構造遺伝学研究センター  教授 徳永 万喜洋 
・ガラス針・カンチレバーを使った、熱エネルギーレベルの力計測 
・細胞内１分子イメージングと、分子動態・相互作用の定量解析 
 

３-４）遺伝子改変マウスの表現型解析を起点とした精神疾患の研究 
                    京都大学医学研究科 先端領域研究機構  助教授 宮川 剛 



・カルシニューリン欠損マウスの顕著な行動異常 
・マウスの表現型解析からヒトの精神疾患研究へ 
・ラージスケールのニューロサイエンスの提案 

 
３-５）破骨細胞分化シグナルの解析と骨免疫学 

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科  教授 高柳 広 
・骨疾患の原因となる破骨細胞の分子メカニズムの研究 
・骨代謝と免疫学の境界領域として発展する骨免疫学 
 

 ３-６）脂肪細胞機能と肥満の病態生理―特にPPARとアディポカインについて 
東京大学大学院 医学系研究科 糖尿病・代謝内科  客員助教授 山内 敏正 

・肥満に伴う脂肪細胞肥大はアディポカイン発現・分泌に異常を来す 
・PPAR作動薬は脂肪細胞を小型化させ、代謝異常を改善させる 
・肥満に伴うアディポネクチンとその受容体低下が生活習慣病の主因 
・アディポネクチン作用増強は代謝異常・動脈硬化・癌の治療となる 

 
 ３-７）生理活性脂質と受容体 
                   九州大学大学院 医学研究院 医化学分野  教授 横溝 岳彦 

・生理活性脂質の構造、生合成系路、分解経路、機能の解説 
・生理活性脂質受容体の分類、構造、細胞内情報伝達、生理機能の解説 

  
 ３-８）アレルギーと免疫疾患  
                   九州大学大学院 医学研究院 医化学分野  教授 横溝 岳彦 

・生理活性脂質受容体欠損マウスの解析を例に、アレルギー疾患・免疫疾患の発症機序と 
今後の創薬への糸口を解説します。 

 
 

４．細胞を創る：細胞・生命機能の再構成から知る生命細胞の構造と仕組み 
４-１）細胞を創る：細胞システムを再構成・設計する試みについて 
                   理化学研究所 発生再生科学総合研究センター  上田 泰己 
・生命システムの理解についての様々な基準（同定・測定・制御・設計） 
・細胞システムを再構成・設計する試みについて現状とその技術的な課題の概説 

 
４-２）人工細胞への道 

                      大阪大学大学院 情報科学研究科  助教授 四方 哲也 
  ・自己複製系の持続性：生き物と機械の違いと特徴、人工自己複製系の実験 

・脂質２重膜小胞（リポソーム）内の生化学反応 
・リポソーム内での遺伝子発現・複製実験と人工細胞へのロードマップ 
・創ってわかる細胞の仕組み：人工細胞を創ることによって、なにが明らかにできるか 

 
４-３）エネルギー代謝の再構成 

                  大阪大学産業科学研究所 生体応答科学部門  教授 野地 博行 
 
 ４-４）生命科学に使えるマイクロナノマシン 
                          東京大学生産技術研究所  助教授 竹内 昌治 



・マイクロナノマシンはどう作られる？ 
  ・マイクロナノマシンをどう使う？ 
 
 ４-５）代謝ネットワークとミニマルゲノム 
                   東京大学大学院 新領域創成科学研究科  助教授 有田 正規 
 
 
４-６）翻訳システムの再構成 

東京大学 大学院新領域創成科学研究科  助手 清水 義宏 
・無細胞タンパク質合成システムとは？ 
・無細胞タンパク質合成システム「PURESYSTEM」の構築：精製された個々の因子から構築された 

再構成型無細胞翻訳システム 
・PURESYSTEMの展開：タンパク質成熟化プロセスとの融合・タンパク質進化工学への応用 
 

４-７）リポソームによる細胞エミュレータ：細胞を見習った時空間構造の開発と展望 
                           東京医科歯科大学  助教授 野村 慎一郎 
・リポソームとは：自己組織化コロイドの特徴と研究法、 形成手法と物質の封入 
・エミュレートされる細胞機能：細胞の内と外を区切る膜の構造と機能、膜とタンパク質の相互作用 
・細胞エミュレータ： 調製と機能測定の実際、 外界との相互作用 

 
４-８）分子シミュレーションによる生体分子の設計：生体分子の結合エネルギー予測 
   理化学研究所ゲノム科学総合研究センター高速分子シミュレーション研究チーム  泰地 真弘人 
・コンピュータによる分子設計の道具立て 
・分子シミュレーションの概要と応用 

 
 ４-９）人工遺伝子回路の構築 －細胞内の構築と試験管内の構築－ 

                 東京工業大学 大学院総合理工学研究科  助教授 木賀 大介 
・遺伝子を組み合わせて創る工学的・理学的に有用な人工遺伝子回路 
・生命の動作原理とは離れた原理を持つ人工遺伝子回路を試験管内に構築できる 
・ブラックボックス無しの「生命」を創る意義 

  生命を記述する新たな数理モデル構築法を確立するために 
 

４-１０）細胞内ゆらぎ 
理化学研究所 発生再生科学総合研究センター  特別研究員 小林 徹也 

・細胞内ゆらぎとは何か？:細胞内ゆらぎ現象と研究の歴史 
・いかにして細胞内ゆらぎを測るか？:細胞内ゆらぎの測定 
・細胞内ゆらぎをどう理解するか？:細胞内ゆらぎの理論 

 
４-１１）生命現象の箱庭作り－マイクロ流体デバイスを用いた新しい実験系の構築 

                          東京大学生産技術研究所  助教授 藤井 輝夫 
・マイクロ流体デバイスでできること： その特徴、機能、作り方 

 ・分子生物学的な操作をどうやってやるか： DNAやタンパク質などの反応や分析 
 ・細胞や組織の挙動をとらえるには： 新しい実験系への期待 

 
４-１２）「生命を創る」の文化史・生命倫理 



                早稲田大学理工学術院 電気・情報生命工学科  助教授 岩崎 秀雄 
 
 
５．ナノバイオ計測・評価技術 
５-１）質量分析による生体関連物質解析 
             株式会社 島津製作所 田中耕一記念 質量分析研究所  所長 田中 耕一 
 ・質量分析には、物質のイオン化・質量分離・検出が不可欠 

・特に生体化合物の解析には、分子量・構造情報入手が重要 
 

５-２）電子顕微鏡法の基礎とトモグラフィー観察 
                    大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター  教授 鷹岡 昭夫 
・電子線の性質と物質との相互作用：電子ビームの特徴を光やＸ線と対比させ、電子線と試料の相互作用

をエネルギー損失や試料損傷と関連づけて解説する。 
・電子顕微鏡の構造、原理および結像特性：各種の電子顕微鏡について、構造、原理および結像特性を、

像分解能などと関連づけて解説する。 
・最新の技術やアタッチメントの紹介：電子顕微鏡の機能や性能を高める装置として、ＦＥ電子銃、 

元素分析器、エネルギーフィルタ、収差補正など最新の技術を紹介する。 
・トモグラフィーによる立体観察法：トモグラフィーを中心とした生体組織の立体観察法や画像処理法 

について解説し、幾つかの適用例を紹介する。 
・低加速ＳＴＥＭによる無染色試料の観察：新しい試みとして、低エネルギー高分解能ＳＴＥＭによる 

生体無染色試料の高コントラスト観察について紹介する。 
 
５-３）電顕による生細胞観察 

自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイエンスセンター  教授 永山 國昭 
5-3-1) 位相差電子顕微鏡の原理と開発 
・生物電子顕微鏡の歴史 
・位相差電子顕微鏡の波動光学 
・位相差電子顕微鏡のバリエーション 
 
5-3-2）位相差電子顕微鏡の生物学・医学への応用 
・生物電子顕微鏡の問題点 
・位相差法の生物学・医学応用例 
・位相差法の将来－光-電子相関顕微鏡法 
 

５-４）分子イメージング：１分子計測技術による生命現象の解明 
東北大学 多元物質科学研究所  教授 石島 秋彦 

5-4-1）顕微鏡の原理とその応用 
・光学の基礎 
・生体観測用光学顕微鏡の種類とその特徴  
・Ｎ.Ａ.と解像度 
・全反射蛍光顕微鏡の原理とその応用 
 
5-4-2）１分子イメージング 
・１分子の運動を見るために必要な道具 
・蛍光顕微鏡を用いたイメージング 



・１分子イメージングから見えてくるもの 
 
5-4-3）１分子計測で生命活動を観る 
・レーザートラップ，およびガラスマイクロニードルによる計測 
・ナノの世界の運動方程式 
・いかにしてナノメートルレベルで計るか 
・モータータンパク：リニアモーター 
・モータータンパク：回転モーター 

 
 
※ 講義の内容は都合により変ることがあります。 
 


