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研究概要 
 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ている。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、バイオ計測の新原理・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、バイオ材料学、環境科学、マイクロ・ナノサイエンス、生命科学、医用工学、その他の分野への応

用を展開している。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、アフィニティー電気泳動、SNPs応答性ナノ粒子、遺伝子応答性ハイドロゲル、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、藤田、潘、Ooi） 
高度な DNA機能材料の開発を指向して新規 DNA複合高分子の合成法の開発をしている。ポリ（N-イソ

プロピルアクリルアミド）（PNIPAAm）との共重合体は、相転移により PNIPAAm セグメントが凝集し
た疎水核に一本鎖 DNAが密生した高分子ミセル（分子集積体）を自発的に形成する。本年度は、原子移動
ラジカル重合（ATRP）法により分子量と分子骨格の明確な PNIPAAm-DNA 共重合体の精密合成を行い、
その分子特性を活かした分子集積体の開発を試みた。ATRP により、線状ならびにマルチアーム型の
PNIPAAmを合成し、クリック反応によりその末端に DNA鎖を付加させることで二成分共重合体の合成に
成功した。相転移後のミセルは、DNA 成分が表層にきれいに揃ったコアシェル型であることがわかった。
さまざまな鎖長や分子骨格を有する共重合体を合成し、高分子ミセルがそれらの因子に依存してサイズを

変えることを明らかにした。 
 
(2) DNAナノ粒子の非架橋凝集メカニズム（前田、宝田、藤田、潘、Ooi、片渕、小林） 
表面に DNAを密生させたナノ粒子の分散安定性は DNAの末端塩基対構造に明敏に応答し、末端に一塩

基の変異が存在すると高塩濃度下でも安定に分散したままであるが、完全相補鎖で二重鎖を形成させると

粒子は自発的に凝集する。この非架橋型の粒子凝集は疎水核の材質によらない。非架橋凝集した DNA担持
金ナノ粒子の構造体を解析すると、粒子間距離は表面に担持した二重鎖 DNAの鎖長に依存し、凝集体は結
晶様の秩序構造を形成する。その際、DNA密生層が互いに重なり合いながら凝集構造を形成することが明
らかになった。また粒子凝集は疎水核径に強く依存し、同一疎水核径で DNA鎖長が異なる場合は互いに相
溶し凝集するが、異なる疎水核径の粒子が混在する場合は分離凝集する。疎水核径が小さくなるあるいは

DNA鎖長が相対的に長くなると、温度に応じて、二重鎖 DNAの変性無しに、粒子が分散しうることがわ
かった。これらのことから、分散安定性は密生層の熱的ゆらぎに起因する反発力の寄与が大きいと思われ、

非架橋凝集は疎水核間ファンデルワールス引力と DNA 密生層による立体反発力とのバランスによって規
定されると考えられる。 

 
(3) 機能性核酸を用いた光励起電子移動反応の制御（前田、鵜澤） 
化石資源枯渇へのカウントダウンが始まる中、無尽蔵な光エネルギーから必要とする化学エネルギーを
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生産することは、今世紀中に我々が解決の目処をつけなければならない課題の一つである。光エネルギー

を利用しやすい化学エネルギーに変換するためには、光励起された電子を効率よく電荷分離する必要があ

る。本研究では、特定ターゲットに特異的かつ高い親和性で結合できる核酸アプタマーを光合成系の電荷

分離過程に導入することで、逆電子移動反応を抑えた効率の良い電荷分離の達成を目指す。本年度の研究

では、ランダムな配列のＲＮＡ集団の中からターゲットに結合しやすいＲＮＡをキャピラリー電気泳動に

よって選別する方法を確立した。その結果、アプタマーの選別効率が非常に良くなり、たった一日でター

ゲットに結合しやすいＲＮＡの集団を得られるようになった。既にターゲットに強く結合するアプタマー

集団のクローニングは終わっており、今後それぞれの配列を決定し、個々の結合定数を調べる予定である。 

 
(4) 機能性表面を用いるリバーストランスフェクション法（前田、宝田、水谷） 
 経済的かつ細胞毒性の低い遺伝子導入技術として、機能性表面を用いるリバーストランスフェクション

法が注目されているが、期待されるよりも低い遺伝子導入効率しか得られていないのが現状である。本研

究は、リバーストランスフェクション法の遺伝子導入効率の上昇を目指して、外部刺激に応答してカチオ

ン性高分子－DNA複合体を培地中にリリースする機能性表面を開発することを目的にしている。本年度は、
外部刺激の手法、ガラス表面へのカチオン性高分子の化学修飾法、および調製した表面の評価法について、

それぞれ検討を行った。ピリジルジスルフィド基を導入したポリエチレンイミン（PEI）とチオール基をシ
ランカップリング反応で導入したガラス表面を反応させて、PEI がジスルフィド結合を介して修飾された
表面を調製した。この表面に、弱い還元剤であるシステインを外部刺激として作用させると、濃度依存的

に PEI（カチオン性高分子）が表面からリリースされることを確認した。リリースの確認方法としては、
表面ゼータ電位の測定が適していた。今後は、細胞を用いた実験を行いながら、表面構造の最適化を進め

る。 
 
(5) 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） 
 生命現象は、タンパク質が「いつ・どこで・どの程度」発現するかにより巧妙に制御されている。それ

は単一細胞内においても観られ、mRNAの局在化が関与している。１０年前、ケージド化合物によるmRNA
の光制御法が開発されたが、ケージングの不可逆性により空間的及び量的制御性は極めて低いものであっ

た。本課題では、新規光応答性核酸塩基「フォトクロミック塩基」を用いmRNAの翻訳を可逆的に光制御
することで、単一細胞においてmRNAの局在環境を疑似的に構築する。本年度は、3種類のフォトクロミ
ックキャップを合成、その内最も性能の良かったキャップを用いmRNAの可逆的光翻訳制御に成功した。 

 
2. バイオ分析システムの開発 
(1) キャピラリー電気泳動による遺伝子診断（前田、宝田、松岡、太田、塚田） 
遺伝子の一塩基変異を簡便に定量検出する分析法の開発をめざして、ポリエチレングリコールと一本鎖

DNA のジブロック共重合体（PEG-b-DNA）をプローブに用いるアフィニティーキャピラリー電気泳動法
を開発している。プローブと相補的な正常型のサンプル DNAは、泳動中にプローブと複合体を形成するた
め、一塩基変異型のサンプル DNAよりも泳動速度が著しく減少することが分離原理である。本年度は、電
気浸透流が存在する分離モードでも PEG-b-DNA がプローブとして機能することを実証した。良好な分離
度を達成するには、PEG 部位の分子量が大きく、分子量分布が狭いプローブが有効であることを明らかに
した。 
 
(2) キナーゼ活性測定用マイクロチップ（前田、細川、韓、臼田） 
マイクロチップを利用したキナーゼ活性測定法の開発を行っている。これまでに、リン酸基特異的なア

フィニティー電気泳動（µPAE）を開発し、様々なキナーゼ及び脱リン酸化酵素の活性測定に成功した。本
年度は、µPAEをがん細胞中のキナーゼ活性測定に適用した。チロシンキナーゼ Srcの活性を高進する神経
成長因子 NGFとキナーゼ阻害剤であるスタウロスポリン（STP）でそれぞれヒト乳がん細胞MCF-7を刺
激した。その後、細胞を回収し超音波処理により細胞破砕液を調製した後、基質ペプチドと反応し、µPAE
により分析した。その結果、NGF処理した細胞は基質ペプチドのリン酸化率が増加し、STP処理した細胞
はリン酸化率が大きく減少した。これにより、µPAEは細胞中のキナーゼ活性の測定も可能であることが明
らかとなった。 
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(3) 細胞融合マイクロチップの開発（前田、細川、森崎） 
マイクロ流路を利用する細胞融合法の開発を行っている。これまでに、胚性幹細胞と体細胞各々１個ず

つを、幅 2 µmのスリット越しに接触させた後、細胞質のみを融合することに成功している。この技術のス
ループットを上げて再生医療に応用するために、本年度は流路を並列化したマイクロチップを試作して実

験を行った。合計 32対の細胞が同時に融合できる設計とし、スリット幅を 7 µm とした。まず蛍光ビーズ
を用いて流速を評価したところ、全ての流路にほぼ均等に流れが分配されることが確認された。次に細胞

を使って融合実験を行った。32 対中、正しく配置された細胞は平均 7 対、融合を起こした細胞は平均 1.3
対であった。今後はさらに成功確率を上げるべく、細胞融合部の流路形状、流速などを最適化する。 
 
(4) マイクロ RNA高感度検出用マイクロチップ（前田、細川、新田、小松） 
本研究では、がん早期診断への応用を目指し、自律駆動マイクロチップを利用したマイクロ RNA高感度
検出の研究を行っている。金をコートしたガラス基板に固定化した一本鎖プローブ DNAとオリゴ DNAを
ハイブリダイゼーションさせると、二重鎖 DNAでコートされた金ナノ粒子が基板に凝集する現象をこれま
でに見出している。本年度は、PDMS マイクロ流路を用い、アミノ化ガラス基板にグルタルアルデヒドを
介してプローブ DNAを選択的に固定化する技術を確立した。その結果、DNAの固定化に必要な時間を従
来の 16 時間から 30 分と大幅に短縮することができた。今後はターゲットとなるマイクロ RNA とプロー
ブ DNAとをハイブリダイゼーションさせるプロトコールを確立し、狙った配列のマイクロ RNAを DNA/
金ナノ粒子の凝集により検出する予定である。 

 
(5) 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） 
本研究では、近赤外（NIR）光を励起光としてさらに長波長の NIR領域での蛍光を発する新規なバイオ
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。これまでに Er3+および Yb3+を共ドープした Y2O3ナノ粒子（ErYb-Y2O3）によ

る NIR 蛍光イメージングに成功している。今年度は粒子表面を RGD ペプチドで修飾することでがん細胞
に多く発現している受容体であるインテグリン依存的なイメージングに成功した。今後はモデル動物など

への応用を検討する。 
 
(6) ナノポアを用いる単分子糖鎖シークエンサー（前田、藤田、武政） 
薄膜に直径数 nm の穴を１つ開けた「ナノポア」は、分子のサイズと同程度である特徴を活かして、高

速 1 分子検出が可能な、新世代の解析ツールとして注目されている。ナノポアを有する膜を電解質水溶液
に浸して、膜の両側に電圧を印加すると、ナノポアを通過したイオンの移動による定電流が観測される。

粒子がナノポアを通過する際には、ポアの実効断面積が減少するために、電流は減少し、電流の時間変化

はパルス状に変化する。分子の通過時間に依存するパルス長と、分子の断面積を反映するパルスの振幅を

精密測定することで、折りたたみの有無など 1 分子単位の構造評価が可能となる。マイクロ流路による安
定した送液及び脱気が可能で、電気特性にも優れるセルを本年度に作成し、より高精度（高 S/N 比）な計
測を実現した。糖鎖高分子の 1 分子内構造を反映すると考えられる信号検出にも成功した。現在、分子の
通過速度を一定にする手法を検討している。 
 
(7) メッセンジャーおよびマイクロ RNAの高感度迅速検出法（前田、平野） 
近年、生体内に存在する各種核酸、とりわけメッセンジャーRNA（mRNA）やマイクロ RNA（miRNA）

の遺伝子発現制御に関する新たな役割や機構が明らかになりつつあり、それらの量的変動と疾病との相関

に大きな関心が集まっている。本研究では核酸マイクロアレイを基本的なプラットフォームとして、各種

RNAの迅速・高感度・網羅的な検出法の開発に取り組んでいる。今年度は迅速化・高感度化に着目し、蛍
光プローブおよび等温増幅法に関する予備的な検討を行った。その結果、従来の問題点であった長時間の

サンプル調製を短縮できる可能性が示唆された。次年度以降、より詳細な検討を行うことによって新たな

RNA検出法の開発を目指す。 
 
(8) マイクロ流路中の微生物に対する光フィードバック（前田、尾笹） 
 生物系の時間発展システムに物理的なフィードバックを与える複合システムを構築し、「潜在的に方向

性をもった時間発展揺らぎ」を研究すべく、本年度は実験系の構築と予備実験およびフィードバック数値
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シミュレーションを行った。実験系として正立型光学顕微鏡をベースとし、それに縮小パターン光投影系

を組み合わせた「光－微生物フィードバックシステム」を構築した。微生物の光反応を引き出すに足る光

強度を縮小投影系で確保できた。対物レンズ１０倍を基本として投影パターンの全エリアが２－３ｍｍ角

になるようにできた。ビデオ観察装置を導入し、微生物の光反応を連続記録できるようにした。フィード

バック制御のためのソフトウェアを既存のＰＣベースで開発した。構築した「光－微生物フィードバック

システム」の基本性能を、対象微生物として選定したユーグレナ（和名ミドリムシ）を使って調べた。光

を照射した場合のユーグレナの基本反応（光照射を行うと遊泳速度が約１０分の１に減少するなど）を実

験から抽出した。実験から求めたユーグレナの光反応をモデル化し、フィードバックのモンテカルロシミ

ュレーションを行った。１６枝の閉じ込め構造を仮定し、各枝内のユーグレナの速度和を状態変数とした。

ニューロコンピューティングのアルゴリズムによってフィードバックを行うと、簡単な問題（４-8-都市巡
回セールスマン問題）が解けることがわかった。フィードバック系は複数ある最適解のうちのいくつかを

遷移する振る舞いを示した。その遷移の要因としては状態変数の統計的な揺らぎとフィードバック不安定

性であることがわかった。粘菌を用いた同様の実験との比較を行い、生物としての方向性がどのようにフ

ィードバック系に反映されているのか検討した結果、光に対する順応あるいは忌避エリアの構築が重要で

あることが判明した。 
 
3. バイオ高分子の科学 
(1) 分子シャペロンのタンパク質のアミロイド凝集への関連（前田、座古、寺田、Sörgjerd、伊藤） 
 本研究では、分子シャペロンがタンパク質のアミロイド線維凝集形成に与える影響を明らかにすること

を目的としている。分子シャペロンタンパク質は他のタンパク質の高次構造形成を介助すると考えられて

いる。一方、タンパク質はミスフォールディングの結果、アミロイド線維形成する場合があり、疾患の原

因となるとされている。これまでに我々は分子シャペロンの 1 種であるプレフォルディンが、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およびの線維形成に関与していることを発見した。今

年度はハンチントン病の原因とされているポリグルタミンタンパク質の線維形成にも関与していることを

見出した。現在は関与メカニズムについての検討を進めている。 
 
(2) インスリンアミロイドの物性（前田、座古） 
 本研究では、ホルモンペプチドであるインスリンのアミロイド線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く、細胞毒性が非常に低い糸様線維を形成することを見出した。

本年度は他の糸様線維を形成するタンパク質についても見当を進め、その細胞毒性が同様に低いことを見

出した。今後は低毒性メカニズムの解明をおこなう。 
 
(3) 分子進化工学によるバイオポリエステル分解酵素の高性能化（前田、平石、宮宇地、Tan） 
近年、地球温暖化などの環境問題の解決策の一つとして、二酸化炭素排出を低減するバイオポリエステ

ルが注目されている。さらに資源有効利用の観点から、使用済みバイオポリエステルの積極的リサイクル

が重要視されており、特に廃バイオポリエステルを「高度にモノマー基質が濃縮された原料」として扱う

ケミカルリサイクル技術の開発が望まれている。本研究では、従来のバイオポリエステルのケミカルリサ

イクル技術開発において軽視されがちであった「分解」のプロセスを強化することを目的として、高選択・

低副産物・高効率・低温で反応可能なバイオの利点を生かしつつ、さらに一歩進んで「分解酵素」の人工

進化による高性能化を実施する。本年度は、昨年度構築したバイオポリエステル分解酵素のハイスループ

ットスクリーニング系を用い、分解酵素の触媒部位をターゲットにした進化工学を行った。まず、ランダ

ム変位導入によって変異酵素ライブラリーを作製した。次いで、水溶性基質の分解活性を指標として第１

次スクリーニングを行った。その結果、第１世代の変異酵素群から、野生型に比べ 2 から 4 倍程度に分解
活性が向上しているものが数クローン得られた。今後これらの解析を行い高活性化の要素因子を解明して、

本酵素の更なる活性向上を目指す。 
 
(4) バイオ医薬運搬のための逆相ポリマーミセル（前田、宝田、小屋松） 
 タンパク質や核酸といったバイオ医薬品は高い薬理効果を有するものの、その吸収性の低さや血中半減

期の短さから注射による頻回投与を余儀なくされている。そこで、我々はこれらの弱点を克服するための

新規ドラッグ・デリバリー・システムの開発に取り組んでいる。親水性薬物を運ぶ手法として両親媒性ポ
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リマーによる逆相ミセル技術を考案し、牛血清アルブミン（BSA）をモデル薬物として各種材料のスクリ
ーニングを行った。その結果、ポリエチレングリコールとポリ乳酸－グリコール酸のブロック共重合体

（PEG-b-PLGA）を用いて、粒子径が 100～200nm程度で非常に高い薬物封入率を示す逆相ポリマーミセ
ルの創出に成功した。今後は細胞・動物を使った試験を行い、本ミセルの有用性を示していく。 
 
------------------- 
Key Sentence :  
1. Develop functional bioconjugated nanomaterials  
2. Develop micro/nanotechnology-based bioanalytical systems 
3. Regulate biochemical reactions and biophysical processes 
 
Key Word :  
DNA engineering, micro-analytical system, molecular chaperone engineering, biodegradable polymer, 
semiconductor device technology 
 
Outline 
The principal purpose of our laboratory is to explore a new frontier of research field which fuses 
engineering and biological science. On the basis of polymer chemistry, analytical chemistry, surface 
chemistry, biochemistry and molecular biology, we are studying on new materials comprising biological 
components, novel methodology for bioanalysis and medical diagnosis, and artificial systems for 
regulation of biological processes. Those new ideas and materials are being applied to the field of 
biomaterials science, environmental science, micro/nanoscience, life science and medical engineering. 
For example, we newly prepared DNA-vinyl polymer conjugates which have been applied for DNA 
biosensor, affinity electrophoresis, SNPs-responsive diagnostic nanoparticle, gene-responsive hydrogel, 
artificial gene regulation system, etc. These researches may be classified into a new category, i.e., "DNA 
engineering". 
 
1. DNA Conjugate Chemistry 
(1) Synthesis of DNA-polymer conjugates and its applications (Maeda, Takarada, Fujita, Pan, Ooi) 
 Single-stranded DNA (ssDNA)-carrying polymer micelles are novel functional materials for the 
sequence-specific gene sensing and separation. To develop novel gene sensors and sensing methods, it 
is essential to prepare the novel DNA-polymer conjugates with controllable and well-defined structures 
and architectures via precise synthesis. We have synthesized the novel thermoresponsive bioconjugates 
of ssDNA and poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) with tunable molecular architectures, i.e., 
DNA/PNIPAAm block and star-shaped copolymers, via atom transfer radical polymerization (ATRP) 
and click chemistry. The block and star-shaped copolymers with different lengths of PNIPAAm and 
DNA segments can be made via the alkyne-azide cycloaddition reaction. The thermal-triggered 
micellation of these copolymers solution was examined by high-sensitivity differential scanning 
calorimetry, ultraviolet-visible spectroscopy, dynamic light scattering, and small-angle X-ray scattering. 
It was revealed that the PNIPAAm-co-ssDNA copolymers assemble into well-defined spherical micelles 
composed of core-shell structure above LCST, and their sizes can be tuned from the macromolecular 
architectures. Moreover, the potential of such DNA-encoded micelles in delivery of functional hydrophobic 
molecules was shown by reversible uptake and release of an organic dye in aqueous solution.  
 
(2) Non-crosslinking aggregation mechanism of DNA-linked nanoparticle (Maeda, Takarada, Fujita, 
Pan, Ooi, Katafuchi, Kobayashi) 
 Single-stranded DNA-linked nanoparticle decreases its colloidal stability when the complementary 
DNA is added into the dispersion of nanoparticle to form double-stranded DNA (dsDNA). We examined 
the non-crosslinking aggregation mechanism of the DNA conjugate materials using a solution 
small-angle X-ray scattering. In the aggregation, the interparticle distance was found to increase with 
the length of dsDNA but to be smaller than that supposed the aggregation by end-to-end stacking 
between the terminal base-pairs.  Furthermore, it was revealed that the non-crosslinking aggregation 
occurs between the nanoparticles with the same core size, regardless of DNA strands, and, for smaller 
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core size or longer DNA strands, the nanoparticles with even fully-matched dsDNA disperse stably 
depending on temperature. These suggest that the attractive interaction in the non-crosslinking 
aggregation is governed mainly by the van der Waals interaction between the cores. The steric 
repulsion force arising from entropic loss of thermal fluctuation of DNA molecules is a key factor to 
characterize the peculiarity of non-crosslinking aggregation interaction. 
 
(3) Regulation of photo-induced electron transfer reaction by employing nucleotide aptamer (Maeda, 
Uzawa) 
A clear and compelling example of society’s most pressing problems is the depletion of the world’s 

energy sources.  It is obvious that we must find alternative energy sources to replace fossil fuels in 
this century.  Improvements in our ability to specifically control electron transfers are essential to 
produce various beneficial chemical products via solar energy.  To this end we harness the unique 
physical and chemical properties of nucleotide aptamers to control the electron transfer reaction in the 
photosynthesis system.  In this study, we constructed the one-day screening system for a RNA library 
using a capillary electrophoresis and cloned the RNAs which were screened for binding to an electron 
transfer protein.  After sequencing the clones, we will measure their affinities. 
 
(4) Reverse transfection using smart surface (Maeda, Takarada, Mizutani) 
Recently, a reverse transfection method has a lot of attention because of its economic efficiency and 

low cytotoxicity.  However, the transfection efficiency is still low when using the existing materials.  
In this study, we aim to improve the efficiency of reverse transfection by preparing novel 
stimuli-responsive polycation-DNA complex releasing materials.  In this year, the method of applying 
stimuli, the method of modifying the surface, and the method of evaluating the physicochemical 
properties of the obtained surface were assessed.  Pyridyl disulfide moieties modified 
polyethylenimine (PEI) and thiol moieties modified glass surface were coupled to obtain PEI grafted 
surface by disulfide bonds.  PEI was dose-dependently released from the surface by applying cysteine 
as a weak reductant.  The surface zeta potential was found to be an appropriate index to estimate the 
amount of PEI released.   
 

(5) Photoregulation of functional nucleic acids by photochromic nucleobase (Maeda, Ogasawara) 
 Living processes are managed through the precise control of “when, where, and how long” proteins are 
expressed. 10 years ago, the mRNA caging system that used a caging compound was reported. However, 
this system allowed for only a single off-to-on regulation event because the uncaged mRNA could not be 
re-caged. This problem prohibited control over the magnitude and period of protein expression. In the 
present study, we will develop the reversible photoregulation method for translation and create the 
quasi-localization of mRNA in a single living cell by using photochromic nucleobase. We synthesized 
three photochromic 5’-caps and successfully developed a method for the reversible photoregulation of 
translation using the cis-trans photoisomerization of the photochromic 5’-cap. 
 

2. Bioanalytical Systems Engineering 
(1) Gene mutation assay by capillary electrophoresis (Maeda, Takarada, Matsuoka, Ohta, Tsukada)  
 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 probe. 
The occurrence of point mutation is detected by observing two distinct peaks on the electropherogram, 
because the wild type of single-stranded DNA (ssDNA), which is complementary to PEG-b-DNA, 
migrates more slowly than its single-base-mutated ssDNA due to the complex formation. In this fiscal 
year, we demonstrated that PEG-b-DNA worked as an affinity probe in the presence of electroosmotic 
flow. In addition, we achieved the higher resolution of the affinity separation by increasing the 
molecular weight and decreasing the molecular weight distribution of the PEG segment of the block 
copolymer probe. 
 
(2) Kinase activity measurement on a microchip (Maeda, Hosokawa, Han, Usuda) 
 We have been developing microchip-based phosphate-affinity electrophoresis (µPAE) for 
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measurement of protein kinase activity. We already succeeded in measuring the activities of several 
kinds of kinases. In this year, μPAE has been applied to measurement of intracellular kinase activity. 
We stimulated MCF-7 human breast cancer cells using nerve growth factor (NGF) as an activator or 
Staurosporine (STP) as an inhibitor. After the stimulation, we collected the cells and sonicated them on 
ice to obtain a cell lysate. The lysate was reacted with a substrate peptide, then analysed by µPAE. As 
expected, the phosphorylation ratio increased by NGF, and decreased by STP. These results indicate 
that µPAE can be used to detect intracellular kinase activity. 
 
(3) Microchip for cell pairing and fusion (Maeda, Hosokawa, Morisaki) 
 We have been developing a cell fusion method utilizing microstructures. We have developed a method 
to place a single embryonic stem cell and a single somatic cell in contact with each other through a 2 
µm-wide slit, followed by fusion of the cytoplasm. To apply this technology to regenerative medicine, 
this year we have tried to raise the throughput of this method by fabricating a 32-plex array microchip. 
As a result, 7 cell pairs on average out of the 32 pairing channels were correctly placed, and 1.3 pairs 
were fused. We will optimize the geometry of the pairing channels and other conditions to raise the 
fusion success ratio.  
 
(4) Highly sensitive detection of microRNAs on a microchip (Maeda, Hosokawa, Arata, Komatsu) 
 Towards early-stage cancer diagnosis, we have been working on highly sensitive microRNA detection 
with a power-free microchip. We had already found that double-stranded DNA-coated gold 
nanoparticles aggregate on a probe DNA-coated gold surface when the probe DNA is hybridized with 
the target DNA. This year, we have developed a protocol to make probe DNA patterns on an aminated 
glass substrate. Thanks to the use of a microchannel in this protocol, incubation time of the probe DNA 
has reduced drastically from 16 h to 30 min. This method will be a strict base to the next step in our 
project: detection of microRNAs using double-stranded DNA-coated gold nanoparticles. 
  
(5) NIR nano-phosphors for bio-imaging (Maeda, Zako) 
 Near infrared (NIR) light in the wavelength region between 800 and 2000 nm is very useful for 
bio-imaging due to minimal optical loss. Rare-earth doped ceramics are known to emit efficient 
fluorescence in the NIR wavelength region. We have successfully demonstrated that Yb and Er-doped 
yttrium oxide nanoparticles (Y2O3:YbEr-NP) showed NIR emission under NIR excitation. Now 
NIR-NIR phosphor probe for cancer imaging are investigated. 
 
(6) Single molecular sequencer for polysaccharides using a nanopore (Maeda, Fujita, Takemasa)  
 Nanopore, a few nano-meter hole in thin membrane, can be used as a tool for ultra fast detection of 
single molecules. Using a field-emission transmission electron microscope, the nanopore ranging from 
1.5 to 50nm was fabricated on a thin membrane made of SiN. After the membrane was set in an 
electrolyte aqueous solution, transmembrane current was recorded in response to the constant voltage 
applied across the membrane. Pulse-shaped current change was observed during translocation of a 
cylinder shaped molecule whose diameter is smaller, but comparable to the pore size. This is caused by 
a blockade of ionic current of electrolyte (e.g., potassium and chloride ions for KCl aqueous solution) by 
the molecule translocating the pore. New liquid cell developed in this year enabled measurements of 
higher S/N ratio signals to improve the resolution of cross-sectional area of single molecule. Liquid 
handling by microfluidic device improved the stability of the experiments. Using the new cell, much 
higher resolution was obtained, which is high enough to investigate internal structure of single 
molecule of polysaccharide. We are now trying to control the translocation speed of the molecule. 
 
(7) A facile method for rapid and high-sensitive messenger/microRNA detection (Maeda, Hirano) 
 Recent advances of molecular biology uncover novel roles of nucleic acids, in particular 
messenger/microRNA, for gene expression regulation.  Relationship between quantitative variation of 
these RNAs and diseases are of interest for molecular diagnosis.  In this work, we have investigated a 
facile method for rapid and high-sensitive detection of the RNAs based on microarray techniques.  In 
this year, we carried out a preliminary experiment for increasing rapidity and sensitivity by optimizing 
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fluorescent probes and utilizing isothermal amplification, respectively.  The results suggested that the 
optimization might be decrease a time for sample preparation, one of the bottlenecks for the detection.  
It calls for a further investigation in the molecular structure of probes and amplification conditions. 
 
(8) Optical feedback to microbes confined in microaquariums (Maeda, Ozasa) 
 To explore possible forms of unconventional computers that have high capacities for adaptation and 
exploration, we propose a new approach to developing a biocomputer based on the photophobic 
reactions of microbes (Euglena gracilis), and perform the Monte-Carlo simulation of Euglena-based 
neural network computing, involving virtual optical feedback to the Euglena cells. The photophobic 
reactions of Euglena are obtained experimentally, and incorporated in the simulation, together with a 
feedback algorithm with a modified Hopfield-Tank model for solving a 4-city traveling salesman 
problem. The simulation shows high performances in terms of (1) reaching one of the best solutions of 
the problem, and (2) searching for a number of solutions via dynamic transition among the solutions. 
This dynamic transition is attributed to the fluctuation of state variables, global oscillation through 
feedback instability, and the one-by-one change of state variables. 
 
 
3. Biomacromolecular Science 
(1) Amyloid formation and molecular chaperone (Maeda, Zako, Terada, Sörgjerd, Itoo) 
 Recent evidences have shown that many newly synthesized proteins require molecular chaperone 
proteins to reach their native state efficiently. On the other hand, misfolded proteins could aggregate 
into fibrils that cause various diseases. Amyloid β peptide (Aβ) forms typical amyloid fibrils and is 
known to cause Alzheimer’s disease (AD). We have found that molecular chaperone prefoldin from 
eukaryote induces a formation of soluble Aβ oligomer in vitro. We have also found that prefoldin can 
inhibit aggregation of polyglutamine protein which causes Huntington disease. Now we are 
investigating the mechanism of prefoldin on aggregation of these disease-related proteins. 
 
(2) Structure and toxicity of insulin amyloid (Maeda, Zako) 
 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. We also found that filamentous amyloid from another protein 
showed low-toxicity. Now we are investigating origin of low toxicity of these filamentous amyloids. 
 
(3) Improvement of polyester-degrading enzyme by directed evolution (Maeda, Hiraishi, Miyauchi, Tan) 
 Biomass polymers have attracted interests as ecofriendly materials with the intent of solving 
problems such as a global warming that is characterized by a marked increase of atmospheric CO2 level 
as well as depletion of the resources. From viewpoint of effective use of resources, the development on 
chemical recycle of biomass polymers is urgently desired. Enzymatic decomposition of the polymers is 
most important as a first step in their recycling. However, there has been no effective recycling system 
for them because of no enzyme having high-degrading activity. In this research, to improve the 
recycling system of the biomass polymers, evolutionary molecular engineering will be applied to key 
enzyme such as PHB depolymerase (PhaZRpiT1). This new approach consists of [1] in vitro random 
mutagenesis and high-throughput screening of evolved enzymes with altered properties, and [2] 
functional analysis of the enzymes at nano-level. In this study, first, we constructed the screening 
system of the evolved PhaZRpiT1 using the expression system of the enzymes on the surface of E. coli. 
Using this system combining with random mutagenesis, we carried out the directed evolution of the 
PhaZRpiT1. On the basis of p-nitrophenylbutyrate hydrolyzing activity, screening of the improved 
mutants was conducted. As a result, several clones with improved activity were obtained in the first 
generation of the enzyme.  In near future, we will perform the expression, purification and 
characterization of the improved mutants to reveal the cause of their activity elevation. 
  
(4) Reverse polymer micelles for delivery of biopharmaceuticals (Maeda, Takarada, Koyamatsu) 
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 Biopharmaceuticals such as proteins and nucleic acids have high therapeutic efficacy. However, they 
are inferior to chemical drugs in stability and absorption. Therefore, many of them need to be injected 
many times. To overcome these problems, we have been developing new drug delivery systems based on 
reverse micelles made of amphiphilic copolymers. We found that polyethylene glycol- 
poly(DL-lactide-co-glycolide) diblock copolymer (PEG-b-PLGA) was one of the most suitable polymers. 
Using PEG-b-PLGA, we succeeded in making reverse polymer micelles with a diameter of 100-200 nm. 
In addition, we achieved high efficient loading of bovine serum albumin as a model drug. We will 
evaluate the performance of the micelle as a drug carrier in future investigations. 
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