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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 ナノ粒子の創製と物性評価（前田、藤田、森田、清原） 
 高度な DNA 機能材料の開発を指向して、新規 DNA 複合材料の創製と構造・物性評価をおこなっている。

DNA 鎖で高密度に表面修飾されたナノ粒子の分散安定性は DNA 構造に明敏に応答する。この界面現象を

理解すべく、枯渇引力という外部場を利用して DNA 担持金ナノ粒子の分散安定性を評価した。完全相補鎖

で二重鎖形成させると凝集状態となるが、小角 X 線散乱（SAXS）解析から粒子表面間の距離を見積もると、

DNA 鎖長の増大に伴い粒子間距離も増大した。ただし、それは末端塩基対どうしのスタッキング（会合）

を支持するものではなかった。粒子の分散安定性は、末端塩基対構造の依存性に加え、核である金粒子径

に強く依存していることがわかった。DNA 鎖長の相対的な増大により粒子が安定的に分散しうることが見

出された。静電的相互作用が無視できる状況では、鎖の柔軟性や局所的な運動性などに起因するエントロ

ピックな斥力作用が分散安定性に大きく寄与する。系中にポリエチレングリコール（PEG） 鎖を添加し、

粒子間に枯渇引力を誘起させると粒子の凝集が起こる。ただし、分散から凝集に転じる PEG 濃度は DNA
鎖の構造に依存して変化した。末端一塩基ミスマッチの局所的な運動がもたらす反発力は一本鎖 DNA の場

合と同程度であることが判明した。さらに、粒子間距離は PEG 濃度に依存して短くなった。DNA 担持ナ

ノ粒子が示す分散安定性の特異性は、DNA 鎖による立体反発の差異により支配されていると考察された。 
 
(2) DNA 担持ナノ粒子がつくるクロマチン様動的構造体（前田、宝田、王、白石） 
 本研究の目的は、細胞核にあるクロマチンのように、階層構造を自在に構築・脱構築できる自己組織化

材料を創ることである。これまでに、ローリングサークル増幅法で調製した繰り返し配列をもつ長鎖 DNA
の上に、DNA 修飾金ナノ粒子を等間隔で配置することにより、マイクロメートルスケールの糸ビーズ状集

合体を構築した。この集合体は、粒子表面に固定した DNA の完全相補鎖を添加するとアイランド状（円盤

状）に収縮するのに対して、末端一塩基ミスマッチ鎖を加えた場合は伸展した線状構造をとる。本年度は、

金ナノ粒子の粒径を大きくすると、アイランド状構造の円形度が低くなる（形状異方性が大きくなる）と

ともに、粒子間距離が短くなることを透過型電子顕微鏡で確認した。本現象を利用した刺激応答性ナノ材

料の構築が期待できる。 
 
(3) DNA を用いる異方性ナノ材料の配向制御（前田、宝田、王） 



平成 27 年度 / FY 2015 

 二重鎖 DNA（dsDNA）を密に担持したナノ粒子は、サイズ、形状、組成によらず高イオン強度下で直ち

に凝集する。一方、表面 dsDNA の分散媒側の末端が一塩基ミスマッチの場合は安定に分散する。このユニ

ークなコロイド界面物性を利用して異方性ナノ材料の自己組織化を精密かつ動的に制御することが本研究

の目的である。これまでに、金ナノロッドの側面と末端を異なる dsDNA で選択的に表面修飾して、ナノロ

ッドを横に並べること（SBS 集合体）、および縦に並べること（ETE 集合体）に成功した。本年度は、重

金属イオンが介在する非天然型塩基対合を活用して、ナノロッドの側面および末端表面のコロイド界面物

性を同時に変化させることを試みた。これにより、DNA 配列を変えること無く SBS 集合体と ETE 集合体

を高選択的に生成させることに成功した。 
 
(4) DNA ブラシ間における末端塩基対合に対応した特異な表面力の直接計測（前田、金山、尾笹、岸） 
これまでに我々は、表面を DNA 二重鎖でブラシ状に覆われたナノ粒子（以下、DNA ナノ粒子）におい

て、最表層の塩基対合の有無に連動し高塩濃度水溶液中での分散挙動に顕著な差が見られることを報告し

てきた。本研究では、上記現象のメカニズムの解明を目的とし、DNA ブラシ表層における塩基対合の有無

と DNA ブラシ間相互作用（表面力）の相関について検討を行った。具体的には、コロイドプローブ AFM
法を用い、最表層に相補的あるいは非相補的な塩基対を提示した DNA ブラシ間に働く表面力と距離の関係

（f-d 曲線）の、NaCl 濃度依存性を測定した。その結果、相補的な表層の DNA ブラシ同士を接近させた場

合、NaCl 濃度が 100 mM 以下では斥力が観測されたが、NaCl 濃度が 250 mM 以上では約 8 nm 以下の

ブラシ間距離において引力が支配的となり、NaCl 濃度が 500 mM では約 180 pN、1 M では約 220 pN に

及ぶ明瞭な DNA ブラシ間引力が観測された。一方、非相補的な表層の DNA ブラシ同士を接近させた場合

は、NaCl 濃度と関係なく斥力が観測され、相補的な表層の DNA ブラシ間とは全く異なる挙動が確認され

た。以上の結果より、DNA ブラシ表層の塩基対合に連動した DNA ナノ粒子の特異な分散挙動は、DNA ブ

ラシ間相互作用によって惹起されていることが強く示唆された。 
 
2. バイオ分析システムの開発 
(1) 細胞質移植を可能にする細胞融合マイクロチップ（前田、細川、和田） 
 再生医療に寄与する細胞操作技術の創出を目指して、細胞質移植を実現する細胞融合マイクロチップ（マ

イクロ流体デバイス）の開発を行っている。昨年度までに、マルチアレイ化された細胞融合装置を有する

独自のマイクロ流体デバイスを開発し、核の混合を伴わない細胞融合を実現した。これにより、生きた細

胞間における直接的な細胞質移植が可能となったため、初期化や分化転換を誘発する新規細胞操作技術へ

の発展が期待された。本年度は、この細胞操作技術の実用化に向けた取り組みを進め、1）ROCK 阻害剤で

ある Y-27632 を用いた細胞融合の高効率化を達成した。また、2）ウィルスチミジンキナーゼとガンシクロ

ビルを利用した細胞質移植細胞の選別システムの構築に成功した。これらの成果から、マイクロ流体デバ

イスを用いた初期化・分化転換を誘発する細胞操作技術の実現が期待される。 
 
(2) マイクロ RNA 高感度検出用マイクロチップ（前田、細川、金、長谷川、根岸） 
 本研究では、がんの早期診断への応用を目指し、バイオマーカーであるマイクロ RNA を、独自の自律駆

動マイクロチップを利用して検出する手法を開発している。今年度は感度、特異性の双方に関して新たな

知見が得られた。まず感度に関しては、試料体積を従来の 0.5 µL から 1.5 µL に増やした場合、測定時間が

20 分から 30 分に延びるものの、検出限界が 2 桁近く改善されることが分かった。例えば miR-24 の検出限

界は 1.4 pM から 35 fM に改善された。次に特異性に関しては、類似配列が誤って検出されることがないか

を検討した。標的配列と同じ鎖長の場合、2 塩基違いの配列は全く検出されず、1 塩基違いの配列はわずか

に検出されたものの、標的配列に比べて 4~8%しか検出されなかった。一方、目的配列と同一の配列を含み、

3~4 倍の鎖長を持つ前駆体マイクロ RNA の場合、安定な自己構造を取ることが予想される配列では全く不

検出であったのに対し、やや不安定な構造が予想される pre-miR-500a は高濃度において非特異的な検出が

見られ、こうした場合に注意が必要なことが分かった。 
 
(3) ナノポアを用いた１分子バイオ分析（前田、藤田、武政） 
薄膜上に形成した直径数 nm の穴（ナノポア）を用いて、生体高分子を 1 分子ごとに、分子内断面積を

連続して評価する手法開発を行っている。断面積方向に関しては、グルコースを 1 個単位で識別する分解

能を達成しているが、断面積と垂直方向、分子の長軸方向の分解能は、断面積と比較して少なくとも数十
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倍、条件によっては数百倍程度劣ることが分かった。この問題、つまりナノポアを通過する時間方向の分

解能を向上できれば分析手法としての応用範囲は格段に広がると期待できる。SiN 薄膜で 2 分する電解質

溶液の両区画間に引加する電圧を変調する事で分子の通過速度と位置の制御を試みた。分子がナノポアに

入ってから抜ける前の短時間(<数 ms)に電圧を制御するため回路や制御系の高速化が必要となり、回路を含

む計測系を更新した。現状では長軸方向の分解能向上までは至っていないが、電気容量などの膜やナノポ

ア周辺の電気的特性を最適化する事でこの手法で今後分解能を改善できると考えられた。 
 
3. バイオ高分子の科学 
(1) 水処理用高分子分離膜におけるバイオファウリングの解明（前田、藤田、藤井） 
水処理用分離膜の技術開発において、水透過や汚染物質の吸着（ファウリング）に関する素過程を明ら

かにすることは、効果的な膜技術開発を進めるために重要となる。水と高分子膜材料との界面を３次元的

に厚みのある領域（ソフト界面）として捉え、ソフト界面の構造・物性と水分子の動態とがファウリング

挙動とどのように関連するかを解明することが必要である。本研究では既存分離膜材料を対象にし、その

ファウリング挙動を評価するシステムの構築に取り組んでいる。蛍光顕微鏡法によるファウリングの可視

化と数値化を可能とするとともに、原子間力顕微鏡によりファウラントの微弱な吸着力測定に成功した。 
 
(2) ポリアスパラギン酸分解酵素の基質認識機構（前田、平石） 

βペプチドは、αペプチドの材料としての長所を維持しつつ、その「欠点」でもある易分解性を改良

した材料として注目されている。我々は、βペプチドを含む代表的な材料である熱重合ポリアスパラギン

酸(tPAA)に着目し、その生分解機構の解明を目指してきた。その結果、tPAA 分解に関わる酵素を２種類発

見した。一つ目の酵素(PahZ1)は、βペプチドの連鎖を特異的に認識・切断する酵素であり、その一次構造

は極めて新規性の高いものであった。そこで本年度は、tPAA 分解における PahZ1 の反応特性を明らかに

する目的で、D 体/L 体ユニット及びα/βユニットの全ての組合せを網羅する 3 量体を設計し、本酵素によ

る酵素分解反応を行った。その結果、本酵素の活性部位に関して次のことが明らかとなった：①PahZ1 の

活性中心は少なくとも 4 つのサブサイト(2, 1, -1, -2)からなり、3 量体以上のユニットを認識する、②サブ

サイト 1 は L 体ユニットのみを認識し、他のサブサイトは DL 体いずれも認識できる、③サブサイト 1 は、

β-L-Asp に対して極めて高い基質親和性を示す一方、α-L-Asp には極めて低い親和性を示す、④サブサイ

ト-1 は D-Asp に対して極めて高い基質親和性を示すが、L-Asp も認識できる。 
 
(3) マイクロ流路中の微生物が示す外部刺激応答の計測（前田、尾笹） 
 微細藻類であるミドリムシをマイクロ流路チップ内に閉じ込め、光刺激や化学刺激などを与えたときの

応答を調べ、センサー応用や計算媒体への応用を目指している。今年度は H2O2に対するミドリムシの応答

を自動計測する技術を開発した。マイクロチップ内の完全閉空間にミドリムシを閉じ込め、バイパス流路

に H2O2を流すと H2O2分子が閉空間に透過してミドリムシの遊泳が変化する。1.5%-H2O2に対してミドリ

ムシは最初は負の化学走性を示すものの 10 分程度で逆に H2O2の濃度の高い部分に偏っていく。ミドリム

シの遊泳軌跡を調べたところ、当初は直線的な軌跡が約 10 分後の H2O2濃度の高い場所で連続その場回転

へと変化していた。この運動形態をビデオイメージからリアルタイムで自動判別するアルゴリズムを検討

した。個々のセルの軌跡を四角形で切り出し、その四角形のアスペクト比および filling factor から回転と

直線遊泳を識別した。高いアスペクト比あるいは低い filling factor が直線運動に対応する。経験的に得た

閾値を使うと精度 80%で識別することが出来た。すなわち、リアルタイムでミドリムシに対するレドック

ス擾乱の効果を計測することに成功した。ミドリムシの遊泳軌跡を調べることで、環境の化学物質の生体

への効果（毒性のタイプ）まで計測できる環境モニターへの展開が期待できる。 
 
(4) DNA＆ポリマーブラシ構築用表面の X 線光電子分光法（XPS）による評価（前田、中尾、金山、岸） 
ラテックス粒子上への DNA ブラシ構築のため、ラテックス粒子の表面アジド化の条件について、XPS

による粒子表面分析により検討を行った。調製条件を変え、アジド化したラテックス粒子を凍結乾燥し、

XPS で測定を行った。ラテックス粒子表面の窒素ピークの追跡により、アジド化の条件は見つかったが、

定量結果より、アジド化の割合が少ないことが明らかとなった。引き続き、反応条件の検討を行う。 
 原子移動ラジカル重合開始基（SI-ATRP）は、様々な基材表面の所望の場所にポリマーブラシを構築す

る事が可能である。光反応性基を有する SI-ATRP を合成し、UV 照射により様々な基板表面へのポリマー
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ブラシの構築を試み、表面反応を XPS により追跡した。その結果、SI-ATRP の Br が光照射により、変化

することが明らかとなった。開始剤濃度が低い場合のポリマーブラシ層非形成の原因の一つと推察された。 
 
 
------------------- 
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, surface/interface chemistry, biodegradable polymer, 
microbiological 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) Producing and characterization of DNA-conjugated materials (Maeda, Fujita, Morita, Kiyohara) 

The colloidal stability of nanoparticles functionalized with DNA strands depends on the DNA 
structure. The nanoparticles surrounded by fully matched double-stranded (ds) DNA aggregate 
(non-cross-linking aggregation), while the nanoparticles are stably dispersed if DNA remains 
single-stranded (ss) or hybridizes with one-base mismatched complement．To reveal the interfacial 
phenomenon, the aggregation/dispersion of the DNA-functionalized gold nanoparticles was examined 
principally by small angle X-ray scattering. Even if the nanoparticles were stably dispersed, the 
particle aggregation was induced by depletion attraction, which was realized by adding polyethylene 
glycol (PEG). The PEG concentration required for the particle aggregation was found to depend on the 
strength of DNA steric repulsion. The particle distance in the aggregate decreased with increaing PEG 
concentration. Although the particle aggregation superficially appears to be mediated by some specific 
attraction between DNA strands such as end-to-end adhesion, the interfacial phenomenon of 
DNA-functionalized nanoparticles is characterized by the difference in steric rulsion, depending on 
DNA structure.  
 
(2) DNA-functionalized nanoparticle assemblies with a chromatin-like dynamic structure (Maeda, 
Takarada, Wang, Shiraishi) 

The purpose of this study is to create hierarchical self-assembled materials that can exhibit 
dynamic and reversible structural changes like chromosomes (chromatin) in the nuclei of cells. We have 
already constructed micrometer-sized linear assemblies with a beads-on-a-string-like structure by 
hybridizing DNA-functionalized gold nanoparticles (NPs) with a long repetitive single-stranded DNA 
template prepared by rolling circle amplification. The assembled structure was confirmed with TEM. 
This linear assembly spontaneously shrank into an island-like (disk-like) structure on a substrate 
when the complementary DNA was added to form fully matched duplex on the NP surface. In contrast, 
this transformation was strongly suppressed when the terminal mismatch existed at the outermost NP 
surface. In this fiscal year, TEM observation revealed that the linear assembly of larger NPs modified 
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with fully matched DNA duplex exhibited an island-like structure with a lower degree of circularity 
and a shorter interparticle distance. 
 
(3) Directed assembly of anisotropic nanomaterials using DNA molecules (Maeda, Takarada, Wang) 

Colloidal nanoparticles densely modified with double-stranded (ds) DNA are readily aggregated at 
high ionic strength, regardless of the size, shape, and composition of the particle core. On the contrary, 
nanoparticles remain dispersed when the terminal bases of the surface dsDNA are mismatched. The 
unique interfacial behaviors of DNA-modified nanoparticles suggest a potential strategy for controlling 
nanoparticle aggregation into ordered assembly structures that are promising for applications in 
biosensing and optoelectronics. We have already prepared directed assemblies of gold nanorods 
(AuNRs) region-selectively modified with dsDNA. Terminal base pairing on AuNRs can be programmed 
in a region-specific fashion, resulting in formation of side-by-side (SBS) and end-to-end (ETE) AuNR 
assemblies. In this fiscal year, by means of metal-mediated DNA base pairing, we succeeded in further 
control of the surface charcter of the side and end regions simultaneously, allowing for highly selective 
formation of SBS and ETE assemblies without altering DNA sequence.  
 
(4) Direct measurement of surface force between DNA layers by colloidal probe atomic force microscopy 
(Maeda, Kanayama, Ozasa, Kishi)  

We have reported that the dispersion behavior of double-stranded DNA-grafted nanoparticles 
(dsDNA-NPs) in high salt conditions depends largely on the status of outermost base pairs (pairing or 
unpairing). The dsDNA-NPs having complementary outermost base pair spontaneously form 
aggregates at higher salt conditions, but do not when having mismatched one. The aim of this study 
was to explore the mechanism underlying the above difference in dispersion behavior of dsDNA-NPs by 
the analysis of surface forces between dsDNA layers with colloidal probe atomic force microscopy 
(CP-AFM) technique. Force-distance curve measurements were performed in NaCl containing 
solutions. Our results clearly revealed that the status of outermost base pairs have significant 
implications for surface forces between dsDNA layers, leading to the unique dispersion behavior of 
dsDNA-NPs. 
 
2. Bioanalytical Systems Engineering 
(1) Cell fusion microchip for cytoplasmic transfer (Maeda, Hosokawa, Wada) 

We have been developing a novel cell manipulation method using a microchip (microfluidic device). 
Last year we had succeeded in cell fusion without nuclear mixing by using a newly developed 
microfluidic device, leading to direct cytoplasmic transfer between live single cells. In this year, we 
further progressed with development of the cell manipulation method, and following results were 
obtained. 1) Highly efficient cell fusion method using ROCK inhibitor Y-27632 was developed. 2) 
Selection system for cytoplasm-transferred cells using virus thymidine kinase and Ganciclovir was 
achieved. Based on these results, it is expected to develop a feasible cell manipulation method using a 
microfluidic device which can efficiently induce cellular reprogramming/transdifferentiation. 
 
(2) Highly sensitive detection of microRNAs on a microchip (Maeda, Hosokawa, Kim, Hasegawa, 
Negishi) 

Towards early-stage cancer diagnosis, we have been developing a microRNA (miRNA) detection 
method using our original power-free microchip. This year, we have made several findings concerning 
detection sensitivity as well as specificity. As for the sensitivity, we have discovered that limit of 
detection (LOD) can be improved when the sample volume is raised from 0.5 µL to 1.5 µL. For example, 
the LOD of miR-24 has been lowered from 1.4 pM to 35 fM. As for the specificity, we studied nonspecific 
detection of mismatched sequences. A 2-base mismatched sequence was not detected at all, while a 
1-base mismatched sequence was slightly detected (4~8% of the fully matched sequence). We also 
studied nonspecific detection of precursor miRNAs (pre-miRNAs) containing the mature miRNA 
sequences. As a result, pre-miRNAs with stable secondary structures were not detected, while high 
concentration of pre-miR-500a, which has relatively unstable structure, was nonspecifically detected.  
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(3) Single molecular analysis for biopolymers using a nanopore (Maeda, Fujita, Takemasa)  
Nanopore is a few nano-meter hole fabricated in thin membrane, and can be used to estimate 

cross-sectional area of single molecule passing through the nanopore sequentially along the main chain. 
A resolution in cross-sectional area is high enough to count the number of glucose, but a resolution 
along the main chain axis is several tens to hundreds times lower compared with the direction of 
cross-sectional area. To improve this, we tried to control the voltage applied across the membrane 
during passing through the pore (< several ms). It is suggested that an optimization of electric 
characteristics, such as membrane capacitance, can improve the resolution. 
 
3. Biomacromolecular Science 
(1) Bio-fouling mechanism of membrane (Maeda, Fujita, Fujii) 

In the development of membrane separation technology, it is important to reveal the mechanism of 
membrane fouling. The adsorption of biomolecule such as protein and microorganism to polymeric 
membrane will be strongly correlatd with the structure and physical properties of polymers and the 
dynamics of water molecules at interfaces. Here, we have tackled to provide a method for quantifying 
the fouling at a molecular scale under various environments. Using fluorescence microscopy and 
atomic force microscopy, we succeded in the visualiztion of fouling and the detection of binding strength 
of foulant. 
 
(2) Substrate recognition mechanism of poly(Asp) hydrolase  (Maeda, Hiraishi) 

-Peptides have attracted attention as materials which show potentially their enzymatic and 
metabolic stabilities in keeping with such advantages of -peptides. We have examined the 
biodegradation of thermally synthesized poly(Asp) (tPAA) which contains 70 % -Asp units in its 
molecule, and found two types of novel poly(Asp) hydrolases (PahZ1 and PahZ2). Especially, PahZ1 
showed an interesting property of cleaving the amide bonds between the -Asp units in tPAA. This year, 
to obtain the detailed information about the substrate-recognition of PahZ1, the enzymatic hydrolysis of 
the well-defined tri(Asp)s having different binding patterns and components by PahZ1 was performed. The 
results suggested the following structural features at its substrate binding site: (i) the active site 
contains four subsites (2, 1, -1, and -2), three of which are occupied by Asp units for cleavage to occur; 
(ii) for the hydrolysis to proceed, subsite 1 should be occupied by an L-Asp unit, whereas the other three 
subsites may accept both L- and D-Asp units; (iii) subsite 1 shows the extremely high specificity for 
-L-Asp unit, while shows the extremely low specificity for -L-Asp one; (iv) subsite -1 has the 
extremely high specificity for D-Asp unit, but not for L-Asp one. 
 
(3) External stimulation to microbes confined in microdevices (Maeda, Ozasa) 

The real-time analysis of motion change of microbial cells (Euglena gracilis) has been developed for 
on-chip toxicity sensing for environmental chemical substances. 1.5%-H2O2 resulted in the continuous 
rotation of the Euglena cells instead of straightforward swimming. The real-time categorization of the 
swimming traces into straightforward swimming or continuous rotation was achieved by sectioning the 
video trace image of each cell and by calculating the aspect ratio and filling factor for each square. 
Continuous rotation corresponded to a low aspect ratio and high filling factor, whereas straightforward 
swimming to a high aspect ratio or small filling factor. The motion analysis will contribute to the 
detection of unidentified toxic substances in environments through the quantitative measurement of 
the metabolic disturbing effects on swimming Euglena cells. 
 
(4)Surface analysis of substrates for polymer and DNA brush construction by X-ray photoelectron 
spectroscopy (XPS) (Maeda, Nakao, Kanayama, Kishi) 

For DNA brush construction on the surface of latex particles, the surface azidation was examined 
by XPS analysis. The azidation condition was found by a chase in a nitrogen peak in the latex particle 
surface, but that the degree of azidation was less than a fixed quantity result became clear. 
Continuously, the condition is considered. 
  Surface-initiated atom transfer radical polymerization (SI-ATRP) is a promising approach to 
construct well-defined polymer brushes on the substrates. Novel SI-ATRP initiator having 
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photoreactive group is synthesized to introduce the initiation sites on the various substrates by UV 
light irradiation. An initiator-immobilized surface is analyzed by XPS, and the generation of the new 
binding mode in Br3d region by UV light irradiation is revealed. 
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