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研究目的 
 当研究室では，工学とバイオの新たな融合領域を開拓することを目的として研究を進める。高分子化学，

分析化学，界面化学，生化学，分子生物学などの学術領域を基礎に，バイオ成分を融合した新物質・新材

料の創製，生体計測の新原理・新手法の開発，ならびに生命プロセスの人工的制御に関する研究を行い，

生体材料工学，医用工学，生命科学，環境科学，マイクロ・ナノサイエンス，その他の分野への応用を目

指す。その一例としてDNA 機能材料に関する研究があり，独自に開発したDNA複合高分子を，DNA バイ
オセンサー，アフィニティー電気泳動，SNPs 応答性ナノ粒子，刺激応答性アンチセンス試薬，人工的遺
伝子機能制御などへ展開することにより，DNA 工学という新しい境界領域を開拓しつつある。 
 
１．DNAコンジュゲートの化学 
(1) DNA複合高分子の合成と応用（前田，宝田，金山，松岡） 
可逆的付加開裂連鎖移動重合法を用いて合成したポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）（PNIPAAm）

と一本鎖 DNAの鎖末端同士を結合すると，分子量が規定された DNA複合高分子（PNIPAAm-DNAジブ
ロック共重合体）を得ることができる。この共重合体の水溶液を相転移温度以上に加熱すると，PNIPAAm
の疎水核に一本鎖 DNAが密生した高分子ミセルが自発的に形成される。この DNA担持高分子ミセルの分
散液に相補的 DNAを加えて二重鎖を形成させると，そのコロイド安定性は自由末端側の塩基対構造に鋭敏
に応答して変化する。以上の予備実験で示された界面科学的な特異現象を詳細に解析するためには，高収

率で PNIPAAm-DNA ジブロック共重合体を合成することが必要である。本年度は，合成スキームの第１
段階である，アミノ化 DNAの末端アミノ基にマレイミド基を導入するためのエステル生成反応を最適化し
た。さらに，得られたマレイミド化 DNAを陰イオン交換クロマトグラフィーおよびゲル浸透クロマトグラ
フィーによって精製した。 
 
(2) DNAナノ粒子の非架橋凝集メカニズム（前田，藤田，Tang，片渕） 

PNIPAAm-DNAグラフト共重合体の高分子ミセルと同様に，表面に一本鎖 DNAを固定化した金コロイ
ドも，その分散液に相補鎖を添加して二重鎖を形成させると，コロイドが自発的に凝集する。昨年度にひ

きつづき，これら DNAコンジュゲートコロイドの非架橋型凝集メカニズムを溶液 X線小角散乱法（SAXS）
により解析した。NaCl存在下で自発的に凝集した DNA担持金コロイドを構造解析したところ，粒子間距
離は表面に担持した二重鎖 DNAの鎖長に依存しており，凝集体は結晶様の規則構造を形成することが明ら
かとなった。粒子間距離はまた DNAの被覆率に依存しているようであり，DNA二重鎖同士が互いに入り
込みながら凝集構造を形成していることが強く示唆された。また動的構造解析の結果から，相補鎖添加後

の数百ミリ秒以内というきわめて早い段階で互いの粒子が干渉し合うことも明らかにされた。一方

PNIPAAm-DNA グラフト共重合体に関しては，ミセル化過程とミセルの凝集過程についての解析をした。
ミセルは複数の共重合体分子が自己集積することで形成されるが，その構造は表層部分に DNA鎖が存在す
るコア・シェル型を有していると考えられる。DNA分率のばらつきによって生ずる結果であると示唆され
る。 
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(3) アプタザイムと DNAナノ粒子を用いるバイオセンシング（前田，小川） 
特定の分子に応答して自己切断反応を引き起こす機能性核酸「アプタザイム」および DNA担持金ナノ粒
子を用いて，可視検出バイオセンサーシステムを開発した。本システムでは，ターゲット分子が存在する

と，対応するアプタザイムの自己切断が起こり，その結果生じた切断 RNAが金ナノ粒子表面の DNAと結
合することによって，可視検出可能な金ナノ粒子凝集が誘引される。ターゲット分子に対応するアプタザ

イムは，SELEX法によって比較的簡便に得ることができるため，本システムは様々な分子検出に応用する
ことができる。また，本システムは，アプタザイム反応を最適条件下で行えることや，少量の切断 RNAに
よって金ナノ粒子凝集が起こることから，他のアプタザイム基盤検出システムと比して検出感度が高い。

さらに，切断 RNA配列を各アプタザイム毎に多様化し，それに応じた金ナノ粒子を用意することで，多分
子を同時に検出することも可能である。 
 
(4) 方向性結合手をもつナノ粒子の合成と応用（前田，細川，鈴木） 

DNA ナノ構造体を鋳型として用いてナノ粒子表面に方向性結合手（オリゴ DNA）を導入する技術を開
発している。この方法を用いれば，ナノ粒子表面上に，特定の数のオリゴ DNAを特定の位置関係で固定す
ることができる。実証例として，直径 30 nmの金ナノ粒子表面に，二つの異なるオリゴ DNAを一本ずつ
固定した。固定された DNAの数，種類，相対的位置関係は，ゲル電気泳動および，金ナノ粒子複合体の透
過電子顕微鏡観察に基づいて確認した。 
 
(5) 水晶振動子微小重量測定法による DNAの物性解析（前田，藤田，Tang） 

DNA担持ナノ粒子のコロイド安定性は DNA二重鎖の自由末端塩基対構造に明敏に応答する。ナノ粒子
のこれらの性質と DNA 密生相の柔軟性性や運動性との相関を調べるために，水晶振動子微小重量測定法
（QCM-D）により DNA 密生相の力学的性質を調べることにした。センサーチップ上にプローブ DNA を
固定化し，その後完全相補鎖あるいは末端一塩基変異の DNAを作用させた。プローブ DNAを固定化した
場合，その被覆率の違いにより密生相の力学的性質が変化することがわかった。また二重鎖形成後におい

ても密生相の柔軟性に変化は認められるが，末端塩基対構造の違いによる力学的性質の違いは観測されな

かった。 
 
(6) 走査型トンネル顕微鏡による DNAの単分子イメージング（前田，大城） 

DNA 二重鎖からなるソフトな界面を単分子レベルで可視化することは，DNA の分子認識等の界面現象
の基礎的理解や，DNAを用いたセンサー表面解析等の応用面としても，興味を持たれている分析対象であ
る。本研究では，原子・分子レベルの高分解能をもつ表面分析法である走査型トンネル顕微鏡（STM）観
察により，DNA 二重鎖からなるソフト界面を，単分子レベルで可視化検出することを試みた。従来 STM
による観察では，界面に固定された DNA二重鎖分子は，水溶液中で測定すると凝集体としてしか観察され
なかった。ここでは，DNA二重鎖の作成条件を検討することにより，単分子レベルで可視化することに初
めて成功した。このことから，プローブ DNA分子に対して，フルマッチ，一塩基ミスマッチ，二塩基ミス
マッチの各々のターゲット DNAを用いて DNA二重鎖を作製し，単分子レベルで観察した。その結果，各
DNA鎖のハイブリダイゼーション効率や温度依存的な変化が単分子レベルで分析可能となった。また，こ
の方法は，DNA二重鎖分子ごとの電子状態をも可視化できるものである。各々の DNA二重鎖介した電子
移動現象を観察した結果，DNA二重鎖中のミスマッチの数，位置依存的に，二重鎖を介した電子移動現象
が変化することを見出した。 
 
(7) フォトクロミック塩基による機能性核酸の光制御（前田，小笠原） 
リボザイム・アプタマーといった機能性核酸を光制御しようとする試みがなされ，現在までにケージド

核酸，アゾベンゼンを用いた方法が報告されている。しかし，一方向への制御，嵩高さによる不正確なス

イッチングなど問題点が残る。そこで，我々は核酸塩基そのものに光異性化能を付加した新規光応答性人

工塩基“フォトクロミック塩基”を考案した。本年度は，数種類のフォトクロミック塩基を合成し，核酸

へ導入し二重鎖形成を光で可逆的に制御することに成功した。本法はアゾベンゼンを用いた方法に比べ，

二重鎖を形成した際の B型構造への影響が非常に小さく，明瞭なスイッチングが可能である。 
 
２．バイオ分析システムの開発 
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(1) アフィニティーキャピラリー電気泳動による遺伝子診断（前田，宝田，金山，Kundu，木村，松岡） 
遺伝子の一塩基変異を簡便に定量検出することを目指して，ポリエチレングリコール-DNAジブロック共

重合体（PEG-b-DNA）をアフィニティー高分子プローブに用いたキャピラリー電気泳動法を開発している。
アフィニティー高分子プローブと相補的な正常型サンプル DNAが一塩基変異型よりも遅れて泳動し，明瞭
に分離された２本のピークが観測されるという独自の原理に基づく。本年度は，植物病原菌から PCR法に
より調製した遺伝子サンプルを用いて一塩基変異の発生率（SNP アレル頻度）を高い精度で簡便に決定で
きることを実証した。また，ペプチド核酸（PNA）と PEGのジブロック共重合体を同じくアフィニティー
高分子プローブに用いると，一塩基変異部位が分子内で塩基対を形成している（フォールディングしてい

る）一本鎖 DNAの正常型と変異型も分離識別できることが明らかになった。 
 
(2) イムノアッセイマイクロチップ（前田，細川） 
 イムノアッセイは抗体の特異的結合を利用した化学分析法であり，医療診断などに広く応用されている。

本研究では，マイクロチップに適した独自の信号増幅法を用いることにより，迅速で高感度なイムノアッ

セイが可能であることを示してきた。本年度はこの新規信号増幅法の応用範囲をさらに拡張するために必

要な基礎研究を行なった。特に増幅産物の生成がマイクロ流路内での位置にどう依存するかを詳細に調べ，

将来，本法を大規模並列化するために有用な知見を得た。 
 
(3) 遺伝子診断マイクロチップ（前田，細川，佐藤） 
 マイクロチップを用いて標的遺伝子を簡便かつ高感度に検出する技術は医療診断や農産物鑑定など幅広

い応用が期待されている。本研究では独自の自律駆動マイクロチップと新規信号増幅法による高感度な遺

伝子診断マイクロチップの開発を目指している。本年度はビオチン標識された一本鎖DNAを標的として基
礎的な検討を行なった。最適化の結果，わずか1.7 pM の標的DNAを17 minで検出することができた。こ
れは従来法による比較実験より3桁高感度だった。 
 
(4) キナーゼ活性測定用マイクロチップ（前田，細川，韓） 
 本研究ではマイクロチップを利用した新しいキナーゼ活性測定法を開発している。リン酸基と特異的に

結合するPhos-tagという機能性分子を分離チャネル内に充填した後，キナーゼと反応させた基質ペプチド
溶液をアフィニティー電気泳動により分析した。各溶液のチャネルへの充填は当研究室で開発した無動力

送液により行なった。リン酸化産物と基質は5 sで分離し，さらに，わずか1％のリン酸化も検出可能である
ことが示され，感度が非常に高いことが判明した。 
 
(5) 細胞融合マイクロチップ（前田，細川，佐々木） 
 微細構造を介する新規細胞融合法の開発に取り組んでいる。本年度は幅1 µm程度のスリット構造を有す
るマイクロ流路をソフトリソグラフィーにより作製した。さらにスリット部への細胞導入法を検討し，溶

液流れを利用して異種の細胞をスリット越しに接触配置する手法を開発した。今後，細胞核の融合しない

細胞融合法として，細胞初期化への応用などが期待される。 
 
(6) 微小電極を利用したマイクロチップの機能化（前田，細川，佐々木） 
 ミクロの交流電界下で顕在化する種々の現象に着目し，これらを利用したオンチップバイオ分析の機能

化，高度集積化に取り組んでいる。昨年度に，交流電界下で溶液が相分離し疎水性の蛍光脂質が選択的に

濃縮される系を見出した。本年度は濃縮機構を検討し，非イオン性界面活性剤ミセルの凝集に伴う溶液の

相分離，及び負の誘電泳動力による相分離後のミセル過剰相の捕集が濃縮に大きく寄与していることを示

唆する結果を得た。今後，膜タンパク質等の分離分析における前濃縮法としての応用が期待される。 
 
(7) 希土類含有セラミックスを用いたバイオイメージングプローブ（前田，座古，寺田，迫野） 
本研究では，近赤外(NIR)光を励起光として可視領域での蛍光を発するアップコンバージョン(UC)発光を
示す新規なバイオイメージングプローブを開発することを目的としている。これにより，生体深部の長時

間イメージングが可能になると期待できる。本年度は，Er3+ドープ Y2O3ナノ粒子(Er-Y2O3)表面にポリエチ
レングリコール(PEG)を介して RGD ペプチドを共有結合的に修飾したナノ粒子(RGD-PEG-Er-Y2O3)を作
成した。RGDペプチドはガン細胞表面に多く発現しているインテグリンに特異的に結合することが知られ
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ており，RGD-PEG-Er-Y2O3はガン細胞特異的イメージングへの応用が期待できる。今回，培養細胞を用い

てインテグリン量依存的な UCイメージングに成功した。現在個体生物への応用を検討している。 
 
(8) 半導体を利用した細胞と生体分子の計測法（前田，尾笹） 
小規模の細胞あるいは微生物のグループの活動度を長時間連続して計測する半導体デバイスシステムの

開発を目指した研究を行ってきている。前年度までは「半導体表面のバイオ適応インターフェイス技術」

として，ゾルゲル法による TiO2薄膜をゲート膜とした 2DEG-FET（２次元電子ガス電界効果トランジス
タ）を作成してきたが，本年度からはより安定性の高い Light Addressable Potentiometric Sensing（LAPS）
計測においてセンサー表面を複合化（絶縁物，半導体，金属）して高機能センサーを目指すことにした。

マイクロビーズを用いたリソグラフィによって 2nm厚の Tiパターンを SiN上に形成すると，表面におけ
る酸化還元反応に起因すると思われる信号のヒステリシス特性が観察できた。このヒステリシスは全面を

Tiコーティングした場合にはほとんど現れないことから，Tiと SiNの基板表面での境界において特異な表
面反応が起こっていることが原因と考えられる。この特性を細胞・微生物センサーに応用すべく，表面反

応の詳細の検討を進めるとともに，培養シャーレへの LAPS の組み込みを行いつつある。さらに複合表面
の最適化を行っていく予定である。 
 
３．バイオ高分子の科学 
(1) タンパク質の高次構造形成のナノサイエンス（前田，座古，迫野，寺田，小林） 
本研究では，タンパク質の高次構造形成や，それに関わる機能性タンパク質の作用機構を明らかにする

とともに，これらタンパク質の新機能探索・創製を目指している。我々は，タンパク質の高次構造形成に

関わる分子シャペロンの1 種であるプレフォルディンに注目している。プレフォルディンは生体内で基質
タンパク質を捕捉し，シャペロニンタンパク質と協調して働くと考えられている。本年度はプレフォルデ

ィンと様々な構造状態のシャペロニンとの相互作用解析により，シャペロニンとの協調作用の解明を行っ

た。 
さらに我々は，タンパク質の繊維形成に着目している。タンパク質はミスフォールディングの結果繊維

形成する場合があり，疾患の原因となっている。我々はこれまでにアルツハイマー病の原因タンパク質と

されているアミロイドβの繊維形成に上記のプレフォルディンが関与していることを発見した。現在は他

の疾患タンパク質の凝集への関与を検討している。 
その他に我々はホルモンペプチドであるインスリンの繊維形成に着目している。これまでに我々はイン

スリンが還元剤存在下で柔軟で細い糸様繊維を形成し，さらに細胞毒性が非常に低いことを見出した。本

年度は新規に得られたこの糸様繊維が様々な細胞に対して細胞毒性が低いことを見出した。さらに現在は

細胞毒性と繊維構造に相関があるかどうかの検討をおこなっている。 
 
(2) バイオポリエステル分解酵素の吸着メカニズム（前田，平石，小宮） 
環境保護の観点から，生態系の循環サイクルに還元できる次世代の高分子材料として生分解性高分子が

注目されている。生分解性高分子の研究課題として，(i)効率的生産法の確立，(ii)寿命コントロール技術の
確立，(iii)高性能・高機能材料化が挙げられる。これまでに，寿命コントロール技術の確立を目指した研究
として，高分子分解反応における酵素ドメインの役割を調べてきた。しかしながら，従来の解析法ではマ

クロな情報しか得られず，酵素-高分子表面間の相互作用を直接調べることは出来ていない。 
本研究では，ナノレベルにおける酵素-高分子表面間の相互作用解明を通し，バイオポリエステルの生分
解制御に関する知見を得ることを目的とする。本年度は，PHB材料表面とそれを分解する酵素分子間の相
互作用機構に関し，相互作用に関与しているアミノ酸の機能について重点的に調べた。固体表面吸着ドメ

イン(SBD)に変異導入された酵素を３種類精製し，それらを用いた PHB分解反応を解析したところ，酵素
中の疎水性残基が分解活性を向上させることがわかった。さらに，バイオポリエステル表面への酵素吸着

反応を速度論的に解析した結果，SBD 中のアミノ酸置換は酵素吸着過程のみに影響を与え，特に疎水性残
基への置換は吸着を加速させることが明らかとなった。 
 
(3) バイオポリエステル分解酵素とポリマー材料の吸着力測定（前田，藤田，平石） 
バイオポリエステルは再生可能な資源から合成され，使用後は自然環境下で完全に分解されることから，

環境循環型材料として，また，その生体適合性，生体吸収性から，医療用材料としても注目されている。
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この材料が広く実用化するためには，分解寿命を制御する必要がある。バイオポリエステルの酵素分解反

応は，まず分解酵素が材料表面に吸着し，続いてポリマー鎖を加水分解する二段階の反応で進行するとい

われている。酵素の吸着を制御することで全体の分解寿命を制御できると考えられ，酵素吸着の相互作用

機構解明が期待されている。本研究では，バイオポリエステルとその分解酵素との相互作用に関する基礎

的知見を得ることを目的とし，原子間力顕微鏡法を利用し分子間力計測を行った。本年度は，種々の高分

子材料を用いて，酵素の吸着特異性を評価した。また，吸着力の負荷速度依存性を調査することで，吸着・

脱離の反応エネルギー地形図を明らかにした。これらの結果に基づいて，分解酵素のバイオポリエステル

への吸着メカニズムは，複数のアミノ酸残基が関与し，水素結合や疎水性相互作用を介することで吸着し

ているものと考えられる。 
 
(4) セルロース資源の効率的利用を果たす共生システムの解明（前田，大熊，本郷，野田，井上，佐藤，栗
崎，鈴木） 
自然界でセルロース資源を高効率に利用するシロアリ腸内の共生微生物群集の構造と機能，効率性をも

たらす共生機構の解明をめざして研究を行った。シロアリ腸内の２種のセルロース分解性原生生物の種特

異的な細胞内共生細菌のゲノムを培養を介さずに完全解読した。ゲノムが縮小進化過程にあるにもかかわ

らず，多くのアミノ酸・ビタミン類の生合成系遺伝子群が維持されており，細胞内共生細菌が必須の窒素

栄養化合物を宿主に供給する共生機能を解明した。一方の細胞内共生細菌では窒素固定による新たな窒素

源の獲得機能も明らかにした。 
------------------- 
Key Sentence :  
1. Develop functional bioconjugated nanomaterials  
2. Develop micro/nanotechnology-based bioanalytical systems 
3. Regulate biochemical reactions and biophysical processes 
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Purpose of Research 

This laboratory is working on a new frontier of research that fuses biological science and engineering. 
Incorporating polymer chemistry, analytical chemistry, surface chemistry, biochemistry, and molecular 
biology, we study new materials comprised of biological components and develop novel methodologies 
for bioanalysis, medical diagnosis, and artificial systems that regulate biological processes. Our work 
has been applied to research and developments in biomaterials science, medical engineering, life 
sciences, environmental science and micro/nanoscience. As an example, we newly prepared DNA-vinyl 
polymer conjugates that were used in a DNA biosensor, affinity electrophoresis, a SNPs-responsive 
diagnostic nanoparticle, a stimuli-responsive antisense drug, and an artificial gene regulation system. 
Our work might be more accurately called: DNA engineering.   
 
1. DNA Conjugate Chemistry 
(1) Synthesis of DNA-polymer conjugates and its applications (Maeda, Takarada, Kanayama, 
Matsuoka) 

A diblock copolymer of poly(N-isopropylacrylamide) and single-stranded DNA (PNIPAAm-b-ssDNA) 
with narrow molecular weight distribution is obtained by terminal conjugation between PNIPAAm 
prepared via reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization and chemically-modified 
ssDNA. When an aqueous solution of PNIPAAm-b-ssDNA is heated above the lower critical solution 
temperature, the block copolymers self-assemble to form a polymeric micelle with a dehydrated 
PNIPAAm core surrounded by ssDNA shell. When the complementary ssDNA is added to the 
dispersion of micelle to form full-matched double helices on the surface, the micelles spontaneously 
form aggregates. On the other hand, no aggregation is observed when the terminal-mismatched ssDNA 
is added to the dispersion. To elucidate this unique behavior of DNA-carrying polymeric micelle, it is 
inevitable to establish the method for synthesizing the block copolymers with high yields. In this fiscal 
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year, we optimized the reaction conditions for the ester formation between 5'-aminohexyl ssDNA and a 
maleimide-based linker; this reaction was the first step of the total synthetic scheme. The obtained 
maleimide-terminated ssDNA was purified with anion-exchange chromatography and gel permeation 
chromatography.   

 
(2) Non-cross-linked aggregation mechanism of DNA-linked nanoparticle (Fujita, Tang, Katafuchi) 

Single-strand DNA-linked nanoparticle decreases its colloidal stability when the complementary 
DNA is added into the dispersion of nanoparticle to form double-strand DNA. We examined the 
non-cross-linked aggregation mechanism of these DNA conjugate materials using solution small-angle 
X-ray scattering (SAXS). In the presence of NaCl, the gold particles with double-strand DNA 
aggregated with a structural order. The interparticle distance between the gold particles was found to 
vary with the length of and surface coverage of double-strand DNA. The dynamic structural analysis, 
using a stopped flow method, shows that the nanoparticles can aggregate just after hybridization, and 
the structure changes gradually with time. The formation of colloidal nanoparticles of 
PNIPAAm-g-DNA was also investigated. SAXS revealed that when heated to the lower critical solution 
temperature (40oC), the graft polymer forms colloidal nanoparticles with a dehydrated PNIPAAm core 
surrounded by single strand DNA. The nanoparticle was found to be a core-shell type micelle.  
 
(3) Biosensing system using aptazymes and DNA-tethered gold nanoparticles (Maeda, Ogawa)  

We developed a visible biosensing system using self-cleavage aptazymes, which are functional 
nucleic acids activated only by specific molecules, and DNA-tethered gold nanoparticles (AuNPs). In 
this system, in the presence of a target analyte, the corresponding aptazyme is self-cleaved to release 
the cleaved RNA, which hybridizes to its complementary DNA on AuNPs to induce non-cross-linking 
AuNPs aggregation that can be detected by the naked eye. Because aptazymes for arbitrary analytes 
can be obtained with relatively ease through a SELEX method, this system is applicable to detecting 
various molecules. In addition, in this system, aptazyme reactions are carried out under the optimized 
conditions and a small amount of cleaved RNA is enough for AuNPs aggregation, so that the detection 
sensitivity is higher in comparison to other biosensing systems using aptazymes. Moreover, 
diversifying cleaved RNA sequences for each aptazyme and preparing the corresponding-DNA-tethered 
AuNPs for each cleaved RNA allow us to detect multiple analytes simultaneously. 
 
(4) Production of nanoparticles with directional bonds on their surfaces and its application (Maeda, 
Hosokawa, Suzuki) 

We have been developing a method for controlled fixation of multiple oligonucleotides on 
nanoparticles using a DNA nanostructure as a reaction template. As a proof-of-concept experiment, a 
pair of oligonuleotides with different sequences was fixed on the surfaces of gold nanoparticles. The 
number of the fixed oligonucleotides on each gold nanoparticle was confirmed by means of agarose gel 
electrophoresis of the nanoparticles. Relative position (or interval) between the fixed two 
oligonucleotides on each nanoparticle was evaluated by transmission electron microscopy. 
 
(5) Physical properties of DNA investigated by quartz crystal microbalance (Maeda, Fujita, Tang) 

DNA-linked gold nanoparticles upon hybridization with a fully match DNA target aggregate in high 
salt concentration, but they remain dispersed upon hybridization with one-base mismatch DNA. In 
order to reveal the correlation between the colloidal stability and the flexibility and mobility of DNA 
duplex, the viscoelasticity of DNA duplex layer was investigated. Using a quartz crystal microbalance 
with dissipation monitoring (QCM-D), the difference in viscoelasticity between a 30-mer DNA probe 
when hybridized with fully match DNA target and with a single 5’ end terminal mismatch DNA target 
was examined. Thiolated single strand DNA, with concentration ranging from 50 nM to 500 nM in 10 
mM PBS buffer with 1M NaCl, was attached to the gold electrode of the QCM-D. A fully match or a 
5’end single terminal mismatch DNA target was then injected into the cell to allow hybridization to 
occur. The results show that at lower probe densities (obtained with lower DNA concentration), the 
DNA layer tends to be more flexible.  It was found that double-strand and single strand DNA layer 
have distinct viscoelasticity each other. But, the DNA duplex formed with fully match target was 
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almost comparable to that of the DNA duplex formed with a 5’end single terminal mismatch.   
 

(6) Single-molecular imaging of DNA duplexes immobilized on substrates (Maeda, Ohshiro) 
DNA immobilization and hybridization on surfaces have attracted considerable attention in 

fundamental and applied research. Since scanning tunneling microscopy (STM) can achieve 
high-resolution images that allow determination of molecular orientations and surface behaviors, STM 
imaging is one of the most promising methods for direct investigation of DNA duplex molecules 
immobilized on surfaces. Until now, DNA duplexes have been observed to take the shape of clusters 
and/or aggregates of duplexes. In this study, we investigated the optimal concentration of divalent 
cations for this the hybridization solution, in order to obtain single-molecule STM images of DNA 
duplexes on a surface, without DNA coagulation, and demonstrate for the first time the surface 
hybridization behaviors of perfectly matched and mismatched DNA duplexes, at the single-molecule 
level. In addition, we also demonstrate the direct evaluation of electron tunneling via a single DNA 
duplex vertically oriented on a surface, using STM imaging to reveal the extent of electron tunneling 
for each of the molecules on the surface. 
 
(7) Photoregulation of functional nucleic acids by photochromic nucleobase (Maeda, Ogasawara)  

Azobenzene derivatives have been incorporated into nucleic acids to control their structure by light 
illumination. Although such photoregulation systems have shown reversibility, the on/off ratio was not 
sufficiently high, due to the installation of the bulky azobenzene chromophore which may influence the 
active-state conformation. Therefore, if the photoisomerization function was directly installed to a 
nucleobase instead of attaching a photochromic compound, it would lead to a more powerful 
photoswitching method. We have successfully developed several photochromic nucleobases (PCNs). 
PCNs contained in oligonucleotides showed very rapid and efficient reversible cis-trans 
photoisomerization, and such isomerization induced significant changes in the thermal stability of the 
duplexes. Our strategy enables the switch between duplex and single strands in an extremely 
straightforward and reversible manner even at room temperature by light stimuli. Additionally, 
installation of PCNs into DNA had little influence on the B-form structure when the duplex was 
formed. 
 
2. Bioanalytical Systems Engineering 
(1) Gene mutation assay by affinity capillary electrophoresis (Maeda, Takarada, Kanayama, Kundu, 
Kimura, Matsuoka)  

Towards facile quantification of point gene mutation, we have been developing an affinity capillary 
electrophoresis using a polyethylene glycol-DNA diblock copolymer (PEG-b-DNA) as an affinity 
polymeric probe. The wild type of single-stranded DNA (ssDNA), which is complementary to 
PEG-b-DNA, migrates more slowly than its single-base-mutated one, resulting in the observation of 
two distinct peaks on the electropherogram. In this fiscal year, we have demonstrated the precise 
estimation of SNP allele frequency in PCR product of the pathogen's gene. In addition, we succeeded in 
separating folded sample ssDNAs at room temperature by using PEG-b-PNA as a novel affinity 
polymeric probe. 
 
(2) Immunoassay on a microchip (Maeda, Hosokawa) 

We have been developing immunoassay methods on microchips with an original signal amplification 
scheme: laminar flow-assisted dendritic amplification (LFDA). In view of an extension of LFDA to 
massively parallel immunoassays, we have investigated spatial distribution of LFDA product along 
and across the microchannel, and obtained useful knowledge for practical applications.  

 
(3) Genetic diagnosis on a microchip (Maeda, Hosokawa, Sato) 

We have been developing fast and ultrasensitive genetic diagnosis devices using two original 
technologies: autonomous microchip and laminar flow-assisted dendritic amplification. We have 
optimized the device with biotinylated single-stranded DNA as a model target. As a result, a limit of 
detection of 1.7 pM was achieved with analysis time of 17 min. 
 
(4) Kinase activity measurement on a microchip (Maeda, Hosokawa, Han) 



平成 20年度 

We have been developing a new method for measurement of protein kinase activity on a microchip. 
We utilized a phosphate-specific affinity ligand, Phos-tag. We filled a Phos-tag-pendanted polymer 
solution in the separation channel, and carried out affinity electrophoresis of samples containing a 
peptide substrate and its phosphorylated form. The two components were separated in 5 s, and were 
well quantified by their peak areas.  

 
(5) Cell pairing and fusion on a microchip (Maeda, Hosokawa, Sasaki) 

We have been developing a cell fusion method utilizing microstructures. We made a microslit in a 
microchannel by soft-lithography. We also developed a method to place two different cells in contact 
with each other through the microslit by using solution flow. 
  
(6) Functional microchip using microelectrodes (Maeda, Hosokawa, Sasaki) 

We have been developing functional and highly integrated microchips for bioanalysis utilizing AC 
electrokinetic phenomena which become obvious under microscale electric fields. We have 
demonstrated concentration of fluorescent lipids by phase separation of a nonionic surfactant solution 
in a microchannel under alternating electric fields. Experimental results indicated that negative 
dielectrophoresis was responsible for the trapping of micellar aggregates and the concentration of the 
lipids in the micelles.  

 
(7) Upconversion nano-phosphors for bio-imaging (Maeda, Zako, Terada, Sakono) 

Upconversion (UC) phosphors are ceramic materials doped with rare earth ions. These materials can 
absorb and upconvert infrared (IR) radiation to emit visible light and are potentially useful reagents 
for use in bioimaging. In order to utilize UC nanoparticles as bioimaging probes it is important to 
prevent aggregation of UC nanoparticles in aqueous milieu. We have covalently attached poly(ethylene 
glycol) (PEG) to the surface of Er- doped Y2O3 (Er-Y2O3) nanoparticles in order to improve their 
dispersion stability in aqueous milieu. The UC emission properties and cell toxicity of PEG-modified 
Er-Y2O3 (PEG-Er-Y2O3) nanoparticles were also examined to assess the potential use as bioimaging 
probes. 
 
(8) Bio-nano sensors based on composite surfaces in LAPS (Maeda, Ozasa) 

The final goal of this research is to develop environmental biosensors with which cell viabilities can 
be detected as electric signals in a long-term measurement. From this year, we employed Light 
Addressable Potentiometric Sensing (LAPS) with composite surfaces of metal/insulator/semiconductor. 
By using micro-beads lithography, the composite surfaces of patterned Ti layer of 2 nm in thickness 
were fabricated on SiN surfaces. We have observed that a large hysteresis in LAPS, which suggest 
redox reaction on the composite surfaces of patterned-Ti/SiN. The large hysteresis was not observed for 
the entirely-Ti-covered SiN surfaces, thus the edge of Ti patterns should be responsible for the redox 
reaction. Incubation dish with LAPS system is now undergoing, together with detailed research on 
redox reaction mechanisms. 
 
3. Biomacromolecular Science 
(1) Chemistry and engineering of protein folding (Maeda, Zako, Sakono, Terada, Kobayashi) 

To become functionally active, newly synthesized amino acids chains must fold to unique three 
-dimensional structures. Recent evidences have shown that many newly synthesized proteins require 
molecular chaperone proteins to reach their native state efficiently. In order to solve the molecular 
mechanism of chaperone-assisted protein folding, we have studied the mechanism of prefoldin. 
Prefoldin is a molecular chaperone that captures a protein-folding intermediate and transfers it to a 
group II chaperonin for correct folding. We have examined interaction between archaeal prefoldin and 
chaperonin in the presence of various nucleotide analogs which mimic of ATP hydrolysis transition 
states. Based on this finding, we have proposed a new substrate deliver model from prefoldin to 
chaperonin.  

A number of proteins and peptides have been found to aggregate into fibrils that cause various 
diseases. Amyloid β peptide (Aβ) forms typical fibrils and is known to cause Alzheimer’s disease (AD). 
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However, the pathological mechanism is still unknown. We have found that molecular chaperone 
prefoldin induces a formation of highly toxic soluble Aβ oligomer in vitro due to specific binding of 
prefoldin to soluble oligomers. Now we are investigating the effect of prefoldin on aggregation of other 
disease-related proteins.  

Insulin is a small protein hormone and known to form amyloid fibrils under destabilizing conditions. 
We have found that insulin forms thin and flexible filaments in a presence of a reducing agent, Tris 
(2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride (TCEP). Cell toxicity of the novel insulin filaments was much 
lower than that of insulin fibrils. Now we are investigating its application for cell culture matrix. 
 
(2) Adsorption mechanism of biopolyester-degrading enzyme (Maeda, Hiraishi, Komiya)  

Biodegradable and bio-based polymers have attracted academic and industrial interest as one of 
solutions to environmental problems. The research on these polymers has been carried out in 
viewpoints of (i) establishment of their effective production, (ii) regulation of their biodegradation rate, 
and (iii) production of the polymers with desirable properties and functions. 

Regarding the research on the regulation of the biodegradation rate, the interaction between 
poly[(R)-3-hydroxybutyrate] (PHB), which is one of the representative bio-degradable polymers, and its 
depolymerase by a combination of PCR random mutagenesis and an in vivo screening system has been 
investigated in order to identify the amino acid residues relating to the PHB adsorption. In this study, 
we prepared several PHB depolymerase mutants with high purity to investigate how these amino acids 
contribute to the enzymatic adsorption and degradation. Three mutant enzymes (L441H, Y443H, and 
S445C) were purified, and their PHB degradation behavior was examined. The result suggests that 
hydrophobic residues at these positions are important for PHB degradation by PHB depolymerase as 
well as its adsorption to PHB surface. SPR analysis on the adsorption of the mutant enzymes to PHB 
surface reveals that these three substitutions contribute to the association phase rather than the 
dissociation one. 
 
(3) Measurement of molecular force between biopolyester and its degrading enzyme (Maeda, Fujita, 
Hiraishi) 

Biopolyesters have attracted attention as environmental zero-waste materials. They are made from 
renewable resources, and degraded enzymatically in environmental conditions. It has been proposed 
that the enzymatic hydrolysis is a two-step reaction: first, a depolymerase adheres to a biopolyester 
surface, and then hydrolyzes the polymer chain. It is thus essential to unveil the mechanism of the 
adhesion to biopolyester surface. In this study, we measured the interaction force directly by atomic 
force microscopy (AFM). Using AFM cantilever tips functionalized with a PHB depolymerase and its 
mutants, the binding property was studied for several polymer materials. In addition, the dependency 
of the adhesion force on loading rate was surveyed to outline the energy landscape in the binding 
process. The energy landscape indicates that several amino acids are predicted to be involved in the 
binding to polymer surface, via hydrophobic interaction and hydrogen bond. 
 
(4) Symbioses and efficient utilization of cellulose in termite guts (Maeda, Ohkuma, Hongoh, Noda, 
Inoue, Sato, Kurisaki, Suzuki)  

We are studying structures, functions, and symbiotic interactions of complex microbial community in 
the gut of termites in order to understand the mechanisms for efficient cellulose utilization. Complete 
genome analyses of two endosymbiotic bacteria of cellulolytic protists revealed their reductive genome 
evolution and their crucial roles in supplying essential nitrogenous nutrients.  
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