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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、チュアイチョブ） 
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。本年度は、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）とポリア

デニンとの共重合体を鋳型として、温度応答性蛍光ポリマーの創製を試みた。金イオン存在下で共重合体

水溶液に紫外線を照射することで金ナノクラスターを調製することに成功した。この金ナノクラスターは、

480 nm に蛍光波長を持つ蛍光色素としての機能を示した。この色素の蛍光寿命の温度依存性を調べたとこ

ろ、共重合体の相転移温度を境にして蛍光寿命は急激に減少した。相転移により球状ミセル粒子を形成す

るため、金ナノクラスターまわりの環境が大きく変化したことに起因する。温度の僅かな変化に鋭敏に応

答するため、蛍光寿命イメージングによる細胞内温度計測ツールとしての利用が期待される。 
 
(2) DNA を用いるナノ粒子集合体の構造制御（前田、宝田、王、余、楊） 

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。二重鎖 DNA で表面修飾した金ナノ粒子は、高イオン強度条件で自発的に凝集する

が、分散媒側の DNA 末端が一塩基ミスマッチだと安定に分散する。本年度は、この特異な非架橋型の凝集

を、金ナノ粒子の線形３量体の会合操作に適用した。まず、一本鎖 DNA で密に修飾された金ナノ粒子を鋳

型 DNA の上に等間隔で結合して、線形３量体を調製した。次に、粒子表面の DNA を完全相補または末端

ミスマッチの二重鎖にしたところ、完全相補型を担持した粒子間のみで引力が生じ、３量体が配向制御さ

れて会合することが透過型電子顕微鏡で観察された。粒子の配置、数、粒径を変えた場合でも同様の結果

が得られ、統計解析により配向選択性が実証された。 
 

(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） 
 スギ花粉抗原タンパク（Cry j2）を高感度検出することを目指して、酵素を利用しない比色分析法を開発

した。具体的には、未修飾金ナノ粒子の凝集法および DNA 修飾金ナノ粒子の非架橋凝集法の２つの方法を

構築した。Cry j2 とアプタマーが結合すると開始配列が生じ、それによって DNA ヘアピンが自己集合して

二重らせんモチーフを生成する。つづいて、そのモチーフと DNA プローブが結合して三叉路構造を形成す

る。これが２つの方法に共通する測定原理である。未修飾凝集法では、Cry j2 が存在する場合のみ金ナノ

粒子の表面から DNA プローブが遊離して粒子の凝集が生じ、溶液は青色になった。一方、非架橋凝集法は

ナノ粒子の表面に固定された DNA が一本鎖の場合と二重鎖の場合で静電的性質と立体的性質が異なるた

め、高イオン強度下で両者の分散安定性が異なることに立脚する方法である。Cry j2 が存在して三叉路構
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造が生成するときのみ、結果として生じる一本鎖 DNA 修飾金ナノ粒子が安定に分散して、溶液は赤色にな

った。どちらの方法も最適条件で優れた感度を示し、検出限界は 0.2 µg/mL だった。これは過去に報告さ

れたアプタマーセンサーの検出限界よりも２桁以上良い値である。検出の特異性に関しては、未修飾凝集

法は粒子表面への非特異的な吸着に鋭敏に応答してしまうため、特異性は低かった。それに対して非架橋

凝集法は、他の夾雑タンパク質に対して高い特異性を示した。本研究は Cry j2 検出に応用できるだけでな

く、他の標的物質に対する比色センサーの設計指針にもなっている。 
 DNA 修飾金ナノ粒子は、切断、連結、重合などの酵素反応と組み合わせることで、さまざまなバイオセ

ンサーに応用できる。この目的のため、DNA 修飾金ナノ粒子の酵素反応操作に基づく比色分析法を提案し

た。概念実証実験のモデルサンプルにキニーネを用いた。この分析法は、ヘアピン型 DNA アプタマープロ

ーブ、ニッキング酵素、およびニッキング酵素に認識・切断される配列をもつ DNA 修飾金ナノ粒子の３つ

で構成される。標的物質のキニーネが添加されると、ヘアピン型プローブが開いて粒子表面の DNA と二重

鎖を形成する。この二重鎖がニッキング酵素に認識・切断され、ヘアピンプローブが粒子表面から遊離し

てほかの粒子の表面に結合し、再利用される。表面 DNA が切断されると静電反発と立体反発が弱まるので、

粒子はコロイド的に不安定化して凝集する。これが本法の検出原理である。本年度は、このストラテジー

が実現可能であることを実証した。現在、各反応の条件を最適化している状況である。 
 
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） 
生きた単一細胞間の機能的な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。昨年

度までに、狭窄した細胞質の連通構造を構築できる新規マイクロチップ、及び連通構造の維持と解除を制

御する方法を開発した。今年度は、この技術を基に量的制御を伴った細胞質移植法を開発し、単一ミトコ

ンドリアの移植に成功した。さらに、単一ミトコンドリア移植に基づいたホモプラズミックなミトコンド

リアゲノム改変技術を提案し、その実施に必要な材料（遺伝子改変細胞株、発現ベクター等）を準備した。

これらの成果は、細胞質移植による初期化・分化転換法の開発だけでなく、ミトコンドリアゲノムの機能

解析を推し進める研究プラットフォームの構築が期待される。 
 
(2) マイクロ RNA 高感度検出用マイクロチップ（前田、細川、金、長澤） 
 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、まず高感度化のためにハイブリダ

イゼーションバッファーの最適化を行った。その結果、従来より SDS の濃度を上げ、さらにデキストラン

とホルムアミドをすることにより、非特異的な反応が抑制され、検出限界が改善されることが分かった。

次に、マイクロチップを用いて健常人とがん患者の血液試料からマイクロ RNA を検出する実験を行った。

2 種類のがんマーカー候補配列と１種類の内在性コントロール配列、計３種類の標的配列を同時に検出でき

るマイクロチップを製作し、血漿から抽出したトータル RNA からこれら標的配列を検出した。その結果、

従来の定量 PCR による測定値と整合する結果が得られ、本マイクロチップがヒト実試料に適用可能である

ことが示唆された。 
 
(3) ナノ階層構造体によるバイオセンシング（前田、宝田、王） 

 昨年度では、成長速度と表面状態を操作して金ナノプレートの表面上に金原子を配置し、島構造をつく

った。本年度は、金ナノプレート上の半球状の島構造をさらにコントロールしながら１次元的に成長させ

た。金表面の指定された場所に金原子を配置するには、金ナノプレートと金原子の間の界面エネルギーを

適切にコントロールするリガンドが必要である。チオール基をもつ様々なリガンド、2-アミノチオフェノー

ル（ABT）、4-メルカプト安息香酸（MBA）、4-アミノ安息香酸、2-メルカプト-5-ベンゾイミダゾールカル

ボン酸、および 2-アミノエタンチオールを検討した。これらは金表面に結合するが、島構造の成長に対す

る制限力が異なるリガンドである。興味深いことに、ABT または MBA を使用した場合に１次元ナノ構造

が形成された。ABT ではナノスケールの菅状構造体が金ナノプレート上に観察されたのに対して、MBA
存在下では短い棒状構造が金ナノプレート上に生成し、金原子が連続して供給された場合はさらにワイヤ

ー状へと伸長した。伸長中は、表面プラズモンバンドの長波長シフトも観測された。ABT または MBA を

使って生じるナノ階層構造は、ナノプレートと１次元構造体の両方の物性・機能を併せ持つ可能性があり、

高機能プラズモンバイオセンサーへの応用が期待できる。 
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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。本年度はナノろ過膜（NF 膜）や逆浸透膜（RO）膜といったさまざまな既存

分離膜を対象にし、ファウラントとの相互作用を原子間力顕微鏡により測定した。静電相互作用や膜表面

の物性や立体斥力の応じてファウラントの吸着が変化する様子を捉えることができた。 
 
(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ペプチドの機能性を維持しつつ、その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。その研究過程においてβペプチドの連鎖を特異的に認識・切断するβペプチド

分解酵素（ポリアスパラギン酸分解酵素）を Pedobacter sp. KP-2 の菌体内から発見した。さらに、共同研

究により本酵素の結晶構造を決定し、サブサイト 1 にβ-L-Asp ユニットが結合することが分かった。本年

度は、本酵素の光学異性体基質認識に関する詳細な知見、特にサブサイト構造に関する知見を得るため、

部位特異的飽和変異導入とアスパラギン酸３量体分解実験を組み合わせた実験系を構築した。まず、本酵

素の構造情報を基に、サブサイト-1 及び-2 を構成すると予想されるアミノ酸残基を複数選択し、部位特異

的飽和変異導入を実施した。得られた変異酵素を用いて、D 体・L 体の様々な連鎖からなるβアスパラギン

酸 3 量体の分解を行った。その結果、48 位のチロシン残基はサブサイト-1 及び-2 を構成し、特にサブサイ

ト-2 では重要な役割を果たし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） 
 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適用を目指している。今年度は運動性が低下した株について、

光応答を含めた計測と解析を行った。また、ミドリムシの運動と光応答をモデル化してニューロコンピュ

ーティングに適用する simulation を行った。 
 運動性低下株はほとんど遊泳しないが、それを定量的に示すため、野生株と軌跡の量で比較した。マイ

クロチャンバー内に閉じ込めたセルひとつあたりの軌跡量は、野生株で 30、運動性低下株で 0.019 となり、

運動性低下の割合が 1/1500 であることがわかった。強い青い光を照射すると運動性低下株のセルはごくわ

ずかな身じろぎを示した。このことより、運動性低下株でも光受容系は機能しており、鞭毛運動系統の機

能が損なわれている可能性が示唆された。 
ミドリムシの遊泳の揺らぎをガウス分布のノイズ振動子で表現し、光応答をガウス分布の変化とした計算

機 simulation でニューロコンピューティングを行った。導入した光応答型ノイズ振動子をニューロンとす

ると、組み合わせ最適化問題において、自律的で永続的な探索が実現され、時間変化する問題への有効性

が示唆された。 
 
 (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、簗場） 

SPring-8 BL47XU における硬 X 線光電子分光法（HAXPES）において、X線透過の窓材として 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）手法の開発を行っている。現在、窓材が Si3N4薄膜ため、DNA、蛋白質に含まれる窒素（N）

についての変化の追跡は難しい。Nの追跡を可能とするため、新たな窓材として、グラフェンの多層膜の検

討を行った。グラフェン多層膜を窓材として使用するには、さまざまな制限があることが明らかとなり、

窓材固定のための治具から、設計を行った。また、転写後のグラフェンの膜厚について、透過電子顕微鏡

（TEM）を用いた断面観察法により明らかにした。引き続き、条件の検討を行っていく。 
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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, Chuaychob) 

Toward the development of high-functional DNA nanoparticles for biosensing and nanomedicine, we 
have synthesized and charcterized poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm)-DNA copolymers. In this 
year, we tired a new thermoresponsive fluorescent probe, based on the PNIPAAm-DNA copolymers.  
Gold nanoclusters (AuNCs) were synthesized by using the copollymer as a template. The copolymers 
acted as a stabilizer to prevent the aggregation of AuNCs. The resulting PNIPAAm/A20/AuNC 
conjugate showed a maximal fluorescence at around 480 nm. The fluorescence lifetime depended on 
temperature. Especially, the lifetime was found to decrease drastically at the phase transition 
temperature. At the temperature, the conjugate assembled into micellar particles. The particles were 
surrounded by AuNCs. Because AuNCs are in close proximity to each other on the surface of the 
particle, the lifetime might decrease drastically. This conjugate is expected to be used as a fluorescent 
polymeric thermometer. 
 
(2) Structural control of nanoparticle assemblies by DNA molecules (Maeda, Takarada, Wang, Yu, 
Yang) 

The purpose of this study is to create hierarchical self-assembled materials that exhibit dynamic 
and reversible structural changes like chromosomes (chromatin) in the nuclei of cells. Gold 
nanoparticles (AuNPs) densely modified with double-stranded (ds) DNA are spontaneously aggregated 
at high ionic strength; however, they remain stably dispersed in the presence of a single-base mismatch at 
the solution-facing terminus. In this fiscal year, we applied this unique non-crosslinking aggregation of 
AuNPs to a technique for manipulating AuNP trimers. We fabricated linear trimers consisting of 
single-stranded DNA-functionalized AuNP and a template DNA. Formation of fully matched dsDNA at 
the AuNP surface generated attractive forces between the particles in a highly selective manner. The 
resulting ordered association of the AuNP trimers was observed with transmission electron microscopy. 
Similar phenomena were also found using various AuNP oligomers with different position, number, 
and size of AuNP; the highly-directed association was verified by statistics.  
 
(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) 
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has been developed and demonstrated using an aggregation method of unmodified AuNPs or 
non-crosslinking (NCL) aggregation method of DNA-modified AuNPs. The Cry j2–aptamer binding 
induced liberation of an initiation sequence that successively triggered the self-assembly of DNA 
hairpins into double-stranded motifs. Next, hybridization with the motifs and DNA probes led to the 
formation of three-way junction (3WJ). In the unmodified AuNP method, the DNA probes were released 
from AuNPs, forming blue aggregates. The NCL method, on the other hand, is based on the different 
electrostatic and steric properties of single-stranded and double-stranded DNA on AuNPs, which affect 
the stability of AuNPs at high ionic strength. In the presence of 3WJ, ssDNA-modified AuNPs still 
exhibited good stability against salt-induced aggregation, resulting in red individual AuNPs. Under the 
optimized conditions, both systems have excellent sensitivity with the detection limit of 0.2 µg/mL, 
which was over 2 orders of magnitude greater than that of previously reported aptameric sensors. As 
for the specificity, the label-free method was sensitive to non-specific adsorption on AuNP surface, 
resulting in the poor specificity, whereas the NCL assay showed good specificity against other 
interference proteins. This work not only allows sensing application for Cry j2 but also provides a guide 
for design of colorimetric sensors toward other targets. 

In addition, DNA-modified AuNPs have potential use for the development of various biosensors 
involving enzyme-related systems, such as cleavage, ligation and polymerization reactions. Toward this 
end, we proposed a colorimetric assay based on enzymatic manipulation of DNA-modified AuNPs. 
Quinine was used as a model analyte in the current proof-of-concept experiments. This assay consisted 
of a hairpin aptamer probe, a nicking enzyme, and DNA-modified AuNPs including the recognition 
sequence and nicking site. The addition of target would open the hairpin probe to initiate the 
hybridization of the liberated DNA fragment of hairpin probe to DNA on the AuNP. Upon formation of 
the duplex, the sequence on the dsDNA was recognized and nicked by the enzyme, resulting in the 
shortening of DNA strands on AuNPs. Once the tethered DNA was cleaved from the AuNP, the 
liberated DNA fragment of hairpin probe was released and then recycled to hybridize with other 
DNA-modified AuNPs. Thus, the nicked tethered DNA would destabilize the AuNPs due to loss of 
certain degree of electrostatic and steric repulsion, leading to the aggregation of AuNPs. In this fiscal 
year, we had verified the feasibility of the proposed assay strategy. The optimization of assay conditions 
is still in process. 
 

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 functional cytoplasmic transfer 
between live single cells. Last year, we developed a novel microchip which can achieve strictured 
cytoplasmic connections and a method to maintain or cancel the achieved connection. Based on this, 
this year, we developed a method for cytoplasmic transfer with quantitative control, and succeeded in 
single mitochondrion transfer. Further, we proposed a homoplasmic mitochondrial (mt) DNA 
modification method by single mitochondrion transfer using a microchip, and prepared experimental 
materials (genetically modified cell lines, expression vectors etc.) required for that. These results are 
expected to achieve an experimental platform for not only induction of 
reprogramming/transdifferentiation by cytoplasmic transfer but also for functional analysis of mtDNA. 
  
(2) Highly sensitive detection of microRNAs on a microchip (Maeda, Hosokawa, Kim, Nagasawa) 

Towards early-stage cancer diagnosis, we have been developing a microRNA (miRNA) detection 
method using our original power-free microfluidic chip. This year, we carried out two main researches. 
First, we tried to improve sensitivity of the detection by optimizing the hybridization buffer. As a result, 
we found that an elevated concentration of SDS, addition of dextran, and addition of formamide 
supress non-specific binding. We confirmed that the optimized hybridization buffer led to lower limit of 
detection values. Second, we applied the microchip to miRNA detection from human plasma samples. 
Three miRNA sequences (two cancer biomarkers and one internal control) were detected at the same 
time from plasma total RNA samples of cancer patients and healthy controls. The measured values 
were consistent with those of conventional quantitative PCR. These results suggest that the microchip 
is applicable to real human blood samples. 
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(3) Hierarchical nanostructures for biosensing (Maeda, Takarada, Wang) 
In the last year, we achieved island growth during the depostion of Au atoms onto Au nanoplates by 

manipulating reaction kinetics and surface modification. We next became interested in the further 
controlling the growth of each near-spherical island into one-dimensional configuration on each Au 
nanoplate. An appropriate ligand is required to control the interfacial energy between Au nanoplates 
and Au atoms so that the upcoming Au atoms can be restricted to deposite onto a deposited Au surface. 
Various ligands were tested that have strong or moderate binding to Au but different restriction ability 
against island growth, including p-aminobenzenethiol (ABT), 4-mercaptobenzoic acid (MBA), 
p-aminobenzoic acid, 2-mercapto-5-benzimidazolecarboxylic acid, and 2-aminoethanethiol. 
Interestingly, one-dimensional nanostructures could be occasionally formed when ABT or MBA was 
introduced as a ligand. With ABT, long, tube-like nanostructures were efficiently formed on Au 
nanoplates. In the presence of MBA, short nanorods were observed to grow on Au nanoplates, and with 
the continuous Au deposition, the nanorods could gradually evolve into nanowire configuration. 
Meanwhile, the elongation of the nanowires was accompanied with the plasmonic red shift. The 
resultant hierarchical nanostructure obtained with ABT or MBA may integrate the properties and 
functionalities of both nanoplates and one-dimensional nanostructures, enabling advanced plasmonic 
biosensing applications. 
 
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 (AFM). In this yerar, the force curve measurements by colloidal AFM 
probe were carried out for commercial nanofilitration and reverse osomosis membranes. The 
adsorption of foulant to the polymeric membranes was strongly influenced by the physical properties 
such as surface potential and the steric repulsion. 
 
(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) from Pedobacter sp. KP-2 showed an 
interesting property of cleaving the amide bonds between the β-Asp units in tPAA. To obtain the 
detailed information about the stereoselectivity of PahZ1 on the substrate-recognition, we investigated 
the enzymatic hydrolysis of β-tri(Asp)s having different binding patterns and components. From the 
results, we proposed a four subsites model at the active site of the enzyme. Crystallographic study of 
the enzyme demonstrated that β-L-Asp unit was bound to subsite 1 via extensive hydrogen bound 
interactions. This year, to obtain the detailed information about subsites -1 and -2, we carried out the 
site-directed saturation mutagenesis at several positions of PahZ1, which are possibly located near 
subsite -1 and/or -2, and applied the mutant enzymes to the hydrolysis of β-tri(Asp)s. First, we determined 
candidate amino acid residues probably responsible for formation of the substrate-binding pocket based on its crystal 
structure, and performed site-directed saturation mutagenesis at candidate positions. The resultant 
mutant enzymes were applied to the hydrolysis of the β-tri(Asp)s. The hydrolysis 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) 

We evaluated the swimming activity of motile micro-algae (Euglena gracilis) cells quantitatively as 
trace momentum (TM), for wild type and motile deficient strain. The TM was 30 per cell for wild type, 
whereas 0.019 per cell for motile deficient strain. The motile deficient cells showed a slight movement 
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when a strong blue light irradiated them. The results indicate that the motile deficient strain was 
defective in the components related to flagellum motion, which are not critical for metabolism and 
reproduction. Separately, we developed a computer simulation of swimming activity of E. gracilis, and 
implemented them in neurocomputing. The Gaussian noise oscillators with photo-responsive function 
was found effective in searching multiple answers for a given combinatorial optimization problem, with 
autonomous and continuous status change of the photo-responsive noise oscillators. 
 
(4) Characterization for DNA brush construction by Hard X-ray photoelectron spectroscopy（HAXPES）
(Maeda, Nakao, Kanayama, Yanaba) 

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. It is difficult to detect Nitorogen contained in DNA, becase of using  
Si3N4 thin membrane as a X-ray window . To solve this problem, the possibility of graphen thin film 
were examined as a X-ray window. It was reveled , there are varous restrictions  to use the graphene 
multilaye film. First, design of Jig for fixing window with graphen were needed. The film thickness o f 
the  graphen film was  measured by crsoo section TEM. To redesign of specials cell for liquid 
measurements  using  graphen  as a new X-ray window will be perfomed continuously. 
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