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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、佐孝） 

高機能性 DNA ナノ粒子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と物性評価を行な

っている。温度応答性高分子として知られるポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）との二成分ブロック

重合体（PNIPAAm-block-DNA）は室温では水溶性（親水性）であるものの、相転移により、疎水化した

PNIPAAm ブロックどうしで会合し、DNA が表層に密生したコアシェル型の粒子（DNA ナノミセル）を

形成する。しかし、この相挙動は可逆的なため、室温に冷却するとミセル構造は崩壊してしまう。そこで、

ミセル構造を安定化させた架橋型 DNA ナノミセル（DNA ナノゲル）の作製を試みている。本年度は、光

架橋型の DNA ナノゲルの創製を検討した。クマリンを側鎖に有するメタクリル酸誘導体を第三成分として

共重合化した。昇温によりミセルを形成させ、その状態で光を照射することで、クマリン部位の二量化（[2+2]
付加環化反応）を行なった。光照射させたミセルは相転移温度以下においてもその構造を維持しており、

光架橋反応により DNA ナノゲルが形成されることが確認された。温度に応答して、この DNA ナノゲルの

構造を膨張・収縮させることが可能であることを実証した。 
 
(2) DNA を用いるナノ粒子集合体の構造制御（前田、宝田、王、余、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、

糸ビーズ状集合体における粒子間距離や、粒子表面 DNA の鎖長、金ナノ粒子の粒径を変化させると、さま

ざまな形状のアイランド状集合体（ナノ粒子の２次元アレイ）ができることを見出した。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 ナノ粒子を用いるアレルゲンの比色検出（前田、宝田、張、王） 
 ヘアピン構造をとる一本鎖 DNA（ヘアピン DNA）の自己集合と、金ナノ粒子の非架橋凝集とを組み合

わせて、スギ花粉抗原タンパク（Cry j2）の比色検出法を開発している。DNA アプタマーによる Cry j2 の

分子認識（特異的結合）が引きがねとなり、２種類のヘアピン DNA が自己触媒的に二重鎖モチーフを形成

するのが測定原理である。生成する二重鎖モチーフが、DNA 修飾金ナノ粒子の非架橋凝集を抑制するよう



に配列設計されているため、試料に Cry j2 が含まれていると金ナノ粒子分散液が紫色から赤色に変化する。

本年度は、各反応条件を最適化して比色検出センサーの性能を向上させることに成功した。検出限界は 0.2 
µg/mL と算出され、良好な線形応答は 2 µg/mL まで得られた。これは、既存の DNA アプタマーセンサー

と比べて２桁以上高い感度である。また、このセンサーは Cry j2 だけに特異的に応答し、他の花粉由来タ

ンパクには応答しないことも明らかになった。 

 
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の

開発を行っている。今年度は、細胞融合の維持および解除を制御する方法を探索し、以下の知見を得た。

細胞融合後の培養条件を検討し、マイクロチップ内で細胞融合によって形成された細胞質連通構造を、ア

クチン阻害剤であるサイトカラシン D の添加によって、最長 2 日間維持できることを見出した。また、新

規に開発したマイクロトンネルを有する細胞融合マイクロチップを用いることで、融合細胞の解離に成功

した。これらの成果から、細胞融合マイクロチップを用いた細胞操作による、生きた細胞間の機能的な細

胞質移植、およびそれに引き続く初期化・分化転換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） 
 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、ヒトの血液に含まれているターゲ

ットマイクロRNAの検出実験を行った。まず、ターゲットマイクロRNAである三つの配列（hsa-miRNA-16、
-21、および -451a）の検量線を自律駆動マイクロチップによる実験で作成し、検量線からそれぞれの検出

限界を得た（0.45 pM、1.23 pM、および 2.05 pM）。その後、健常人の血清からトータル RNA を抽出し、

自律駆動マイクロチップを用いて hsa-miRNA-16、-21、-451a の検出実験を行った。その結果と検量線を

用いて血清に含まれているマイクロ RNA の量を計算した。従来のマイクロ RNA 検出方法である q-PCR
によるターゲットマイクロ RNA 検出結果と比べると、自律駆動マイクロチップによる結果は 1.5〜10 倍程

度大きい値となった。 
 
(3) ナノポアを用いた１分子バイオ分析（前田、藤田、武政） 

糖タンパク質をはじめとした多数のバイオ高分子は現在でも詳細な分析が困難であり、結果として生体

内機能の解析などが困難な状態にある。その原因を解決すべく、1 分子ごとに異なる構造や化学修飾がされ

た分子でも分析を可能とする手法を開発している。高分子 1 本が通過できる程度の大きさの穴を薄膜にあ

け、通過する各分子の長軸方向に沿って分子内の各位置での断面積を逐一評価する。分子の通過速度を低

下させることが分解能向上に必須である事が分かり、速度低下に取り組んだ。膜厚を段階的に変化させる

などデバイス形状の工夫による膜容量の低減と FPGA による応答速度の向上、また印加電圧の形状を制御

する事により、低減しても残った膜容量による電流変動の効果を低減させ、計測時のゲインを増大させて

断面積方向の分解能をある程度保ったまま、数分の１程度の速度低下を実現可能であった。長軸方向の分

解能を断面積方向と同程度にするためには、さらなる容量低減や印加電圧の改良が必要であると考えられ

た。 
 
(4) 形状異方性ナノ材料の精密構造制御に基づくバイオ分析（前田、宝田、王、張、金山） 

 本年度は、形状異方性ナノ材料として三角形の金ナノプレートを用いて、以下の３項目を検討した。ま

ず、異なる二重鎖 DNA で領域選択的に表面修飾した金ナノプレートを、配向制御して自己集合させること

に成功した。ナノプレートの側面を完全相補の二重鎖 DNA で修飾し、上下面を末端ミスマッチの二重鎖

DNA で修飾して非架橋凝集をさせると、ナノプレートは側面同士で接触して平面状の集合体を形成した。

それに対して、上下面を末端ミスマッチ、側面を完全相補の二重鎖 DNA で覆った場合は、ナノプレートは

上下面同士で接触および積層して柱状の集合体を形成した。 

 次に、カリフォルニア大学リバーサイド校の Yadong Yin 教授との共同研究により、金ナノプレートの表

面で、金原子でできた島状の微小構造体を成長させる方法を開発した。結晶構造を保ちながら島状構造の

大きさと数を制御することが可能であり、これは迅速な酸化還元反応と高分子量の配位子による表面被覆

との共同効果によるものであることがわかった。金ナノプレート表面で成長した島状構造を各種の電子顕



微鏡を用いて解析するとともに、ラマン散乱の表面増強効果を調べたところ、平坦な表面構造の金ナノプ

レートと比べて１桁以上大きいラマン散乱が見られた。 

 このように、金ナノプレートは表面増強ラマン散乱測定に広く用いられるが、特徴的な表面プラズモン

共鳴が見られるのにも関わらず比色分析への応用例はほとんどない。我々は、金ナノプレートのエッチン

グ反応と、DNA アプタマーの分子認識とを組み合わせることで、迅速かつ高感度に抗生物質（クロラムフ

ェニコール）を目視検出することに成功した。金ナノプレート表面に静電相互作用でアプタマーが付着す

ると、エッチング反応は大きく阻害されるが、標的物質が共存しているとアプタマーは分子認識にともな

って金表面から解離するため、標的物質の濃度に依存してエッチング反応が回復する。このプロセスは、

溶液の色変化（青から赤）として目視で確認することができる。アプタマーとその標的物質であるクロラ

ムフェニコールとの反応時間を 10 分間に設定すると、最も顕著な色変化が生じることが明らかになった。

また、この場合の検出限界は 5 µM であり、良好な線形応答は 2 mM まで得られることがわかった。 

 

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） 

世界全体での人口増加とそれに伴う農業や工業などの各種経済活動の発展により、水利用量の増加が確

実に見込まれている。水源は、地下水、河川水・湖沼水のみならず、海水、下水や産業廃水にまで拡大し、

良質の水を得ることがしだいに難しくなっており、水不足に直面しつつある。このような状況において、

分離膜を使用した汚染水の浄化によって安全安心な水を造り出すことが求められている。高い透水性能や

分離性能はもちろんのこと、汚染物質（ファウラント）の吸着しにくい分離膜の開発は極めて重要である。

本研究では、水処理用高分子分離膜材料を対象にして、ファウリング挙動を分子レベルで評価するシステ

ムの構築に取り組んでいる。本年度は既存分離膜を対象にし、ファウラントの吸着力を原子間力顕微鏡に

より環境制御下で測定した。膜表面やファウラント表面の電位に応答して、吸着挙動が変化することが実

証されるとともに、膜分子の立体斥力がファウラント吸着を防ぐ効果を有することも示唆された。 
 
(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。その過程において、βペプチドの連鎖を特異的

に認識・切断する新規性の高い酵素(PahZ1)を発見した。さらに、D/L-およびα/β-ユニットを含む種々の

oligo(Asp)をデザインし分解実験を実施することで、本酵素のサブサイト構造モデルを提案し、D/L-光学異

性体認識およびα/β-ペプチド結合認識に関する知見を得た。そこで本年度は、サブサイト構造に関する詳

細な知見を得るため、活性中心付近に存在する Tyr48 をターゲットとした部位特異的飽和変異導入を行っ

た。得られた Y48X 変異体によるβ-Asp3 量体の分解挙動を調べた結果、本アミノ酸残基はサブサイト-2
及び-1 の構成成分となり、特にサブサイト-2 におけるユニット認識で重要な役割を演じていることが分か

った。 
 
(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、篠原） 
 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。今年度はバイパスマイクロ流路にトレン

チ構造を導入し、タンパクなどの高分子に対するミドリムシの応答を調べられるようにした。トレンチの

深さを 5 ミクロン程度とすることで、ミドリムシはマイクロチップ内の空間に閉じ込められ続けるように

した。 
 青色の色素で着色した水を流すと、マイクロチャンバー内に注入のようにして色素が導入され、濃度勾

配が形成され、約 30-40 分で均一な濃度分布となることが確認された。パイパス流路にニコチンアミドを

流した実験では、セルが高濃度側に偏り、次第に遊泳しなくなることがわかった。H2O2 の場合と異なり、

ニコチンアミドでは高濃度エリアでのセルの回転が見られなかったことより、ニコチンアミドはセル内メ

タボリズムの撹乱ではなく、運動メカニズムへのより直接的な効果を及ぼしていることが推測された。 
 外部刺激として光源から遠ざかると光強度が大きくなる集光系の実験装置を構築し、予備的な実験を行

った。ミドリムシの分布は光源から遠くてより光強度の大きなエリアに偏った。この実験によってミドリ

ムシの強い光に対する応答は、光の強度の時間的な変化よりも光の方向により敏感であることが判明した。 



 
 (4) DNA 修飾金ナノ粒子溶液の硬 X 線光電子分光法（HAXPES）による評価（前田、中尾、金山） 

SPring-8 BL47XU における硬 X 線光電子分光法（HAXPES）において、Si3N4薄膜を有した液体セル

を用い、固-液界面の現象の電子状態について、液体を直接測定するその場観察（オペランド測定）手法の

開発が行われている。この手法を用いて、DNA ブラシで表面修飾した金コロイド粒子について、液中にお

けるDNAブラシの構造評価を目指し、エネルギー7940eVの１μmに集光したX線を用いて測定を行った。

DNA で修飾した直径 20nm の金ナノ粒子溶液 20ml を用い、X 線によるダメージを避けて、溶液を循環し

ながら測定を行った。金のスペクトルについては、時間をかけて積算することで検出が可能であるが、今

回用いた溶液濃度が検出限界濃度であった。今後、金コロイド粒子上の DNA の評価を行うには、今回用い

た濃度の 3 倍から 5 倍の濃さが必要であることが明らかとなった。引き続き、条件の検討を行っていく。 
 
------------------- 
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, 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) Synthesis and physical properties of DNA-conjugated materials (Maeda, Fujita, Morita, Kiyohara, 
Sako) 

Toward the development of high-functional DNA nanoparticles for biosensing and nanomedicine, we 
have synthesized poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm)-block-DNA copolymers with controllable 
and well-defined architectures via a precise synthesis method. The diblock copolymers are soluble in 
water at room temperature but self-assemble into nano-micelles owing to the association of PNIPAAm 
blocks by hydrophobic interaction upon heating. Because this micellization is thermally revesible, the 
micelles collapse by cooling. To stabilize the micelle structure, we have studied to make the nano-gels 
by cross-linking reaction within the nano-miclelle. In this year, we tried to synthesize PNIPAAm-DNA 
copolymers into which the third monomer with a photoreactive side group was incorporated. We have 
succeded in making easily DNA nano-gels by photo-chemical reaction. The DNA nano-gels were found 
to disperse stably in the aqueous solutions, and expand/shrink by hydration/dehydration of PNIPAAm 
segments. 
 
(2) Structural control of nanoparticle assemblies by DNA molecules (Maeda, Takarada, Wang, Yu, 
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, we have successfully constructed various island-like structure 
(two-dimensional NP array) by changing the interparticle distance of the beads-on-a-string-like 
structure, the base number of the surface-grafted DNA, and the diameter of NPs.  
 
(3) Colorimetric detection of allergen using DNA-functionalized nanoparticles (Maeda, Takarada, 
Chang, Wang) 

An enzyme-free colorimetric sensing platform for the amplified detection of pollen proteins (Cry j2) 
has been developed based on an ingenious combination of catalytic DNA-hairpin assembly and 
non-cross-linking (NCL) aggregation of DNA-functionalized gold nanoparticles. The Cry j2–aptamer 
binding induced liberation of an initiation sequence that successively triggers the self-assembly of DNA 
hairpins into double-stranded motifs. These motifs inhibited NCL aggregation of gold nanoparticles, 
which could be visualized by a solution color change from purple to red. In this fiscal year, we have 
optimized the experimental conditions to enhance the sensor performance. The linear dependence was 
obtained in the range between 0.2 and 2 µg/mL with the detection limit of 0.2 µg/mL, which was over 2 
orders of magnitude greater than that of previously reported aptameric sensors. Furthermore, this 
NCL-based sensor showed high specificity toward Cry j2 against other interference pollen proteins. 
 

2. Bioanalytical Systems Engineering 
 
(1) Cell fusion microchip for cytoplasmic transfer (Maeda, Hosokawa, Wada) 

We have been developing a cell fusion microchip which can perform cytoplasmic transfer toward 
generation of a novel cell manipulation technique for producing cellular resources applicable to 
regenerative medicine. In this year, we explored ways to maintain and terminate a cell fusion in the 
microchip and obtained following results. By examining culture conditions, we found that 
supplementation of an actin inhibitor, Cytochalasin D, maintained cytoplasmic connection achieved by 
cell fusion in the microchip up to 2 days. Further, we succeeded in disconnecting the cytoplasmic 
connection by using newly developed cell fusion microchip having microtunnels. From these results, it 
is expected to develop a novel cell manipulation method using the cell fusion microchip to perform 
functional cytoplasmic transfer between live cells and subsequent induction of reprogramming or 
transdifferentiation.  
  
(2) Highly sensitive detection of microRNAs on a microchip (Maeda, Hosokawa, Kim, Hasegawa) 

Towards early-stage cancer diagnosis, we have been developing a microRNA (miRNA) detection 
method using our original power-free microchip. This year, we carried out miRNA detection (targets: 
hsa-miRNA-16, -21 and -451a) tests using human serum samples and the power-free microchip. Firstly, 
we calculated limit of detection (LOD) values for the three miRNAs from calibration curves. The results 
were 0.45, 1.23 and 2.05 pM for miR-16, -21 and -451a, respectively. Secondly, human serum samples 
were obtained from healthy doners and then total RNAs were isolated form the sera. Finally, the 
concentrations of target miRNAs in the total RNAs were calculated from microchip experiments and 
the calibration curves. As a control, q-PCR measurement was also performed for detection of the same 
target miRNAs. We found that the microchip experiments showed 1.5 ~ 10 times higher concentrations 
compared to corresponding q-PCR experiments.  
 
(3) Single molecular analysis for biopolymers using a nanopore (Maeda, Fujita, Takemasa)  

Many biopolymers cannot be analyzed in the single molecular level even today, which results in 
unsolved problems between structure-function relationships. For instance, glycoproteins have some 
glycosil chains as sidechains of the mainchain of polypeptides, and each polypeptide has different 
sidechain structure, probably dominating different biological functions. For the analysis of this type of 



branch structure in the singlemolecular level, we have been developing the analysis method using a 
nanopore. It was found that lowering of the translocation speed is required to improve the resolution 
along the long chain, and we tried to control the speed by lowering the device capacitance, much faster 
voltage control using field programmable gate array (FPGA), and designed voltage profile applied to 
the electrode. The combinational use of them, it was possible to decrease the speed in several times. For 
the resolution capable to detect of single saccharide along the main chain, it is considered that further 
decrease of the membrane capacitance, and faster voltage control for them are required. 
 
(4) Precise structural control of anisotropic nanomaterials for bioanalysis (Maeda, Takarada, Wang, 
Chang, Kanayama) 

In this fiscal year, we used triangular gold nanoplates as an anisotropic nanomaterial to investigate 
the following three research topics. First, we induced the non-crosslinking aggregation of 
DNA-functionalized triangular gold nanoplates, and accomplished the controlled assembly of 
region-selectively dsDNA-functionalized triangular gold nanoplates. When the dsDNAs anchored on 
the nanoplate edges were fully matched and those on the basal faces were terminal-mismatched, the 
nanoplates evolved to form an edge-to-edge assembly. By sharp contrast, the nanoplates assembled in a 
face-to-face fashion upon the DNA terminal base pairing and unpairing on the basal faces and the 
edges, respectively.  

Second, in a collaboration work with Prof. Yadong Yin at University of California, Riverside, our 
research group showed that deposition of gold atoms on gold nanoplates produced separate gold islands 
on the seed surface with tunable size and density, while preserving the original crystal structure. The 
unprecedented island growth in the systems was ascribed to the synergistic effect of fast redox kinetics 
and surface capping of large polymeric ligands. We carried out detailed structural characterizations on 
the gold island-deposited gold nanoplates using electron microscopies, and examined their surface 
enhancement effect for Raman scattering at the single-particle level. The results indicated a large 
enhancement for Raman scattering by over one-order of magnitude compared to the pristine flat gold 
nanoplates.   

Despite their unique plasmonic characteristics, gold nanoplates have rarely been used in 
colorimetric assays. In the third research project, we combined the chemical etching of gold nanoplates 
with the molecular recognition by long, highly folded DNA aptamers to detect chloramphenicol in a 
rapid, specific, and sensitive manner. We found that the chemical etching of gold nanoplates could be 
limited by its surface electrostatic interaction with DNA aptamers. In the presence of a target, the DNA 
aptamers were released from the gold surface in a target concentration-dependent manner, 
reactivating the etching reaction of gold nanoplates. This inhibition of the etching process can be 
directly visualized in the form of color change. We optimized the incubation time with chloramphenicol 
to be 10 min to achieve the greatest color change. Additionally, we obtained a good linear response of 
this colorimetric sensor from 5 µM to 2 mM chloramphenicol with a detection limit of 5 µM. 
 
3. Biomacromolecular Science 
(1) Bio-fouling mechanism of polymeric membrane (Maeda, Fujita, Fujii) 

Population growth, and economic and agricultural developments accompanying it likely need much 
more water. The water resources are not only groundwater, river, and fresh water but also sea water 
and waste water. Therefore, securing safe and reliable water by membrane separation is required. In 
the development of membrane separation technology, it is important to reveal the mechanism of 
membrane fouling. We have tackled to establish a method for quantifying the fouling at a molecular 
scale by atomic force microscopy. We succeeded in the interaction between a polymeric membrane and a 
biomolecule under various environments. The adsorption of the biomolecule to the polymeric 
membrane was strongly correlatd with the electrostatic potential between them. In addition, the steric 
repulsion resulting from the porimeric membrane was found to play an important role in untifouling. 
 
(2) Substrate recognition mechanism of poly(Asp) hydrolase  (Maeda, Hiraishi) 

β-Peptides have attracted attention as materials which show potentially their enzymatic and 
metabolic stabilities in keeping with such advantages of α-peptides. We have examined the 



biodegradation of thermally synthesized poly(Asp) (tPAA) which contains 70 % β-Asp units in its 
molecule, and found that a novel poly(Asp) hydrolase-1 (PahZ1) showed an interesting property of 
cleaving the amide bonds between the β-Asp units in tPAA. 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. From the results, we proposed a 
four subsites model at the active site of the enzyme. The results also provided the information about 
the recognition abilities of the enzyme for the stereoisomeric D- and L-Asp units and the α- and 
β-amide linkages. This year, to obtain the detailed information about subsites -1 and -2, we carried out 
the site-directed saturation mutagenesis at position 48 of PahZ1, which is possibly located near subsite 
-1 and/or -2, and applied the mutant enzymes to hydrolysis of β-tri(Asp)s. The results demonstrated 
that the residue at position 48 is heavily involved in its unit recognition at both subsites -1 and -2, 
especially subsite -2, and that Tyr at this position plays a crucial role in getting to be able to maximize 
its recognition ability for Asp units. 
 
(3) External stimulation to microbes confined in microdevices (Maeda, Ozasa, Shinohara) 

We improved our previous micro-device containing motile micro-algae (Euglena gracilis) cells for 
toxicity monitoring, by introducing micro-trenches having 5-µm depth and connecting a 
micro-aquarium and two surrounding channels. Test solution of blue-dye-colored water was introduced 
from the bypass channel to the micro-aquarium through micro-trenches, with a pulse injection and 
continuous diffusion. Although the chemical gradient formed in the micro-aquarium was not 
permanently sustainable, resulting in a uniform concentration distribution within 30-40 min, the 
device was simple, easy-to-use, and cost-effective to evaluate the toxicity of the test solution. The cells 
showed their chemotaxis to the temporal chemical gradients, resulting in the deviated distribution of 
the cells in the micro-aquarium, or the decease in swimming motion, for the chemicals such as 
nicotinamide. We also examined preliminarily how the cells distribute in the light field that increases 
its intensity when going away form the light source. 
 
(4) Characterization for DNA brush construction by Hard X-ray photoelectron spectroscopy（HAXPES）
(Maeda, Nakao, Kanayama,) 

For characterization of DNA brush construction on the surface of Au Nano particles in solution, 
HAXPES operando measurements were examined using specials cell for liquid measurements with 
Si3N4 thin membrane window. Au spectrum was able to detect after many times scan. It has become 
clear that this concentration of Au Nano particle solution should be the detection limit for HAXPES 
operand measurements. It has also become clear that 3 to 5 times concentration should be needed to 
characterize DNA construction on Au Nano particles. 
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