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(57)【 要 約 】
【課題】

簡便に作製でき、かつ、タンパク質等の試料を高効率で回収することが可能な

電気泳動用ゲル、およびその利用を提供する。
【解決手段】

電気泳動によって分離された試料をゲルから抽出回収するために用いられ

る電気泳動用ゲル１０であって、試料を投入するための試料投入部１１と、分離した試料
を回収するための試料回収部１２と、が形成されており、試料回収部１２におけるゲルの
厚みＤ２が、試料投入部１１におけるゲルの厚みＤ１に比べて、薄く形成されている電気
泳動用ゲル１０によれば、タンパク質等の試料を高効率で回収することができる。
【選択図】

なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気泳動によって分離された試料をゲルから抽出回収するために用いられる電気泳動用
ゲルであって、
試料を投入するための試料投入部と、分離した試料を回収するための試料回収部と、が
形成されており、
上記試料回収部におけるゲルの厚みが、上記試料投入部におけるゲルの厚みに比べて、
薄く形成されていることを特徴とする電気泳動用ゲル。
【請求項２】
上記電気泳動用ゲルは、濃縮ゲルと分離ゲルとを備えており、
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上記試料回収部は、少なくとも分離ゲルの一部に形成されていることを特徴とする請求
項１に記載の電気泳動用ゲル。
【請求項３】
上記試料回収部の厚みは０．１ｍｍ以上０．７５ｍｍ以下であることを特徴とする請求
項１または２に記載の電気泳動用ゲル。
【請求項４】
上記電気泳動用ゲルは２枚の基板の間に挟まれて保持されており、
上記試料投入部と試料回収部との厚みの差によって、上記基板と試料回収部との間に生
じる間隙に、空間充填手段が設けられていることを特徴とする請求項１〜３のいずれか１
項に記載の電気泳動用ゲル。
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【請求項５】
上記空間充填手段は、平板状の薄層、または平板状の薄層が２枚以上積層されているも
のであることを特徴とする請求項４に記載の電気泳動用ゲル。
【請求項６】
上記空間充填手段と試料回収部とは、固着されていることを特徴とする請求項４または
５に記載の電気泳動用ゲル。
【請求項７】
上記試料が、タンパク質、ペプチド、ＤＮＡ、またはＲＮＡであることを特徴とする請
求項１〜６のいずれか１項に記載の電気泳動用ゲル。
【請求項８】
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請求項１〜７のいずれか１項に記載の電気泳動用ゲルの製造方法であって、
少なくとも２枚の基板が、所定の間隔を設けて、対向するように配置されており、
上記２枚の基板の間に設けられた間隙に、どちらか一方の基板に接し、もう一方の基板
には接しないように、空間充填手段が設けられており、
上記２枚の基板の間隙に固化前ゲル組成物を注入することによって、上記空間充填手段
に接しない基板と、上記空間充填手段との間隙に上記試料回収部を形成することを特徴と
する電気泳動用ゲルの製造方法。
【請求項９】
上記空間充填手段は、平板状の薄層、または平板状の薄層が２枚以上積層されているも
のであることを特徴とする請求項８に記載の電気泳動用ゲルの製造方法。
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【請求項１０】
請求項８または９に記載の電気泳動用ゲルの製造方法によって製造されることを特徴と
する電気泳動用ゲル。
【請求項１１】
請求項１〜７および１０のいずれか１項に記載の電気泳動用ゲルを製造するための製造
キットであって、
少なくとも空間充填手段を備えていることを特徴とする製造キット。
【請求項１２】
さらに、以下の（ａ）〜（ｃ）の部材のうち、少なくとも１つを有することを特徴とす
る請求項１１に記載の製造キット。
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（ａ）少なくとも２枚の基板
（ｂ）２枚の基板を、所定の間隔を設けて対向するように配置するための間隙手段
（ｃ）ゲル材料
【請求項１３】
請求項１〜７および１０のいずれか１項に記載の電気泳動用ゲルを支持体として有する
ことを特徴とする電気泳動装置。
【請求項１４】
請求項１〜７および１０のいずれか１項に記載の電気泳動用ゲルを用いて電気泳動を行
い、試料を分離した後、試料回収部から試料を抽出回収することを特徴とする試料回収方
法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気泳動用のゲルおよびその利用に関するものであり、より詳細には、タン
パク質やペプチド等の生体試料の分析・回収用に好適な電気泳動用のゲルおよびその利用
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、分子生物学の分野において、ゲル電気泳動法が常用されている。ゲル電気泳動法
とは、一種の分子篩効果によって、生体分子を分離させる分析手段である。すなわち、適
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当なゲル濃度のものを用いて電気泳動を行うと、分子の大小により移動速度が異なるため
、優れた分離が得られることになる。このため、例えば、タンパク質その他生体高分子等
の混合物の分析・精製試料の純度検定に常用される。
【０００３】
このゲル電気泳動法のなかでも、ポリアクリルアミドゲルを支持体（担体）とする一種
のゾーン電気泳動法であるアクリルアミドゲル電気泳動法がよく利用されている。このア
クリルアミドゲル電気泳動法について簡単に説明すると、ゲルはアクリルアミドに架橋剤
Ｎ，Ｎ

−メチレンビスアクリルアミドを加え、重合させて作製する。これらゲルには平

板状のものや細い円筒状のもの等が考案されているが、平板状のものが多用されている。
以下、平板状のアクリルアミドゲル電気泳導法を例に挙げてより詳細に説明する。
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【０００４】
２枚のガラス基板を所定の間隔を空けて配置し、これら２枚のガラス基板の間に注入し
たアクリルアミドを重合させて電気泳動用ゲルを作製することになる。ゲルの上端部には
分析する試料を注入するためのくぼみがあり、このくぼみは一般的にウェルと称される。
ウェルの形状、大きさはゲルを作製する際に使用するコーム（櫛）と呼ばれる「型」の形
状、大きさによって決定される。アクリルアミドが重合することによってゲル化する前に
コームをセットしておき、ゲル化した後、コームを引き抜くと、引き抜かれた部分にウェ
ルが形成されることになる。
【０００５】
ゲルはガラス基板に挟んだまま、ウェルを形成したゲルの端部（上端部）とゲルのもう
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一方の端部（下端部）とを緩衝液に浸漬・接触させておく。分析する試料は溶液であるた
め、予め試料溶液の比重をゲルが浸漬されている緩衝液の比重より大きくしておくことで
、試料溶液をウェルに沈めることができる。このようにして試料を添加した後に、緩衝液
を介してゲルの両端に電圧を印加することで、試料溶液中のタンパク質をゲル内に導く。
【０００６】
また、アクリルアミドゲル電気泳導法の場合、ウェルに近いゲル部分はタンパク質試料
が濃縮するように、アクリルアミド濃度と緩衝液ｐＨを調整してある。このように調整し
たゲル部分のことを濃縮ゲル（スタッキングゲル）と称する。ウェルに注入されたタンパ
ク質試料をこの部分で濃縮した後、分離ゲルと呼ばれる部分に導き、分子サイズによる泳
動速度の違いによって分離する。最後に、泳動によってゲル内に分離したタンパク質を、
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染色などによって可視化する。
【０００７】
このようなアクリルアミドゲル電気泳動法に用いられるゲルの一般的な構成は、２枚の
ガラス基板の間に形成されるアクリルアミドゲルの厚さ：１〜２ミリメートル、アクリル
アミド溶液に挿入されてウェルを形成するコームの厚み：１〜２ミリメートルである。ま
た、一般的なウェルの大きさは、幅（泳動方向に対して直角方向）２〜５ミリメートル、
深さ（泳動方向に対して平行）３〜１５ミリメートルである。分析する試料溶液の注入量
は、数マイクロリットル〜数十マイクロリットルと微量である。
【０００８】
さらに、上述の一般的なゲルの構成に改良を加え、様々に変形された電気泳動用のゲル
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が開発されている。例えば、特許文献１には、試料の分離効率を高めるために、厚さ５０
μｍ〜３５０μｍの濃縮ゲルと、厚さ５０μｍ以下の分離ゲルとからなる平板の電気泳動
用ゲルを用いる技術について開示されている。また、特許文献２には、染色と分離精製と
を同一の泳動パターンに基づいて行うために、２つ以上の並列密着した電気泳動用平板ゲ
ル層を有する電気泳動用分離ゲルを用いることが開示されている。また、特許文献３には
、試料の注入を容易にするために、くさび形のコームを使用する電気泳動用ゲルについて
開示されている。
【特許文献１】特開２００１−１３３４３８号公報（公開日：２００１年５月１８日）
【特許文献２】特開平１−９６５５０号公報（公開日：１９８９年４月１４日）
【特許文献３】特許公報第２６２０５０４号公報（登録日：１９９７年３月１１日、対応
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公開公報：特開平６−２２９９８３号広報（公開日：１９９４年８月１９日））
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
ところで、近年では、ゲル電気泳動法によって、単にタンパク質を分離するだけでなく
、さらに一歩進めて、ゲル電気泳動法によって分離されたタンパク質をゲルから回収する
、あるいはタンパク質の加水分解産物であるペプチドをゲルから回収することが盛んに行
われるようになってきている。例えば、電気泳動によって分離したタンパク質を、ゲル内
に保持したまま、タンパク質を含むゲル小片をナイフなどによって切り出し、電気的ある
いは拡散などの手法によってゲルからタンパク質を回収することができる。また、タンパ
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ク質を保持したゲル小片をタンパク質分解酵素溶液に浸漬させ、ゲル内においてタンパク
質をペプチド断片に切断した後、ゲル内に生成したペプチドを拡散などによってゲルから
回収することもできる。
【００１０】
しかしながら、従来の電気泳動用ゲルの構成では、電気泳動によって分離したタンパク
質を回収する場合、回収効率が低いという問題点があった。これは、ゲルからタンパク質
等を回収する場合、タンパク質等はゲル内からゲル外へと移動することになるが、その移
動距離が大きいほど回収効率や回収速度が低下すると考えられるためである。
【００１１】
ゲルからタンパク質等を回収する場合、タンパク質が包埋されるゲルの容積を少なくす
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ればよく、これはゲルを薄くすることで実現可能である。しかし、一般的なゲルでは、ゲ
ルを薄くするとそれだけ投入できる試料の容量も減少してしまう。このため、希薄なタン
パク質溶液については充分な量のタンパク質をゲルに投入することが困難となり、分析不
能になるという問題点が生じる。
【００１２】
また、上記特許文献１〜３にはそれぞれ、分離効率を高めるための技術、染色用ゲルと
分離用ゲルとで同一の泳動パターンとする技術、試料注入を容易にするための技術が開示
されているが、これら先行技術文献のいずれにもゲルからタンパク質を回収した際の効率
の低さという課題については、開示も示唆もされていない。また、特許文献３の技術では
、汎用のゲル作製装置を使用できず、非常に不利不便である。

50

(5)

JP 2005‑241477 A 2005.9.8

【００１３】
以上のように、これまではゲルからタンパク質を効率よく回収しようとする試み・課題
についてほとんど考慮されてこなかった。そこで、本発明者らは、独自にこの課題を見出
し、これを解決しようと試みた。すなわち、タンパク質やペプチド等の生体試料を電気泳
動用ゲルから高効率で回収することができる電気泳動用ゲル、およびその利用の開発が潜
在的に強く求められていた。
【００１４】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡便に作製でき、
かつ、タンパク質等の試料を高効率で回収することが可能な電気泳動用ゲル、およびその
利用を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明者らは、上記課題に鑑み鋭意検討した結果、試料を投入する部分のゲル厚を厚く
し、分離されたタンパク質を回収しようとする部分のゲル厚を薄くした電気泳動用ゲルを
用いて電気泳動した後、タンパク質を回収したところ、従来の一般的な電気泳動用ゲルに
比べて、回収効率が著しく向上することを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１６】
すなわち、本発明に係る電気泳動用ゲルは、電気泳動によって分離された試料をゲルか
ら抽出回収するために用いられる電気泳動用ゲルであって、試料を投入するための試料投
入部と、分離した試料を回収するための試料回収部と、が形成されており、上記試料回収
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部におけるゲルの厚みが、上記試料投入部におけるゲルの厚みに比べて、薄く形成されて
いることを特徴としている。
【００１７】
また、上記電気泳動用ゲルでは、上記電気泳動用ゲルは、濃縮ゲルと分離ゲルとを備え
ており、上記試料回収部は、少なくとも分離ゲルの一部に形成されていることが好ましい
。
【００１８】
また、上記電気泳動用ゲルでは、上記試料回収部の厚みは０．１ｍｍ以上０．７５ｍｍ
以下であることが好ましい。
【００１９】
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また、上記電気泳動用ゲルでは、上記電気泳動用ゲルは２枚の基板の間に挟まれて保持
されており、上記試料投入部と試料回収部との厚みの差によって、上記基板と試料回収部
との間に生じる間隙に、空間充填手段が設けられていることが好ましい。
【００２０】
また、本発明に係る電気泳動用ゲルの製造方法は、上記空間充填手段は、平板状の薄層
、または平板状の薄層が２枚以上積層されているものであることを特徴としている。
【００２１】
また、上記空間充填手段と試料回収部とは、固着されていることが好ましい。ここで、
固着とは、電気泳動用ゲルを基板（例えば、ガラス基板）から外して染色処理やゲルの切
り出し処理（試料回収処理）を行う際に、一体となって取り扱い可能な程度に固着されて
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いれば良い。
【００２２】
また、上記試料が、タンパク質、ペプチド、ＤＮＡ、またはＲＮＡであることが好まし
い。
【００２３】
また、上記電気泳動用ゲルの製造方法では、上記の電気泳動用ゲルの製造方法であって
、少なくとも２枚の基板が、所定の間隔を設けて、対向するように配置されており、上記
２枚の基板の間に設けられた間隙に、どちらか一方の基板に接し、もう一方の基板には接
しないように、空間充填手段が設けられており、上記２枚の基板の間隙に固化前ゲル組成
物を注入することによって、上記空間充填手段に接しない基板と、上記空間充填手段との
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間隙に上記試料回収部を形成することを特徴としている。
【００２４】
また、上記空間充填手段は、平板状の薄層、または平板状の薄層が２枚以上積層されて
いるものであることが好ましい。
【００２５】
また、本発明には、上記電気泳動用ゲルの製造方法によって製造される電気泳動用ゲル
が含まれていてもよい。
【００２６】
また、本発明に係る電気泳動用ゲルの製造キットは、上記電気泳動用ゲルを製造するた
めの製造キットであって、少なくとも空間充填手段を備えていることを特徴としている。
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【００２７】
また、上記製造キットでは、さらに、以下の（ａ）〜（ｃ）の部材のうち、少なくとも
１つを有することが好ましい。
（ａ）少なくとも２枚の基板
（ｂ）２枚の基板を、所定の間隔を設けて対向するように配置するための間隙手段
（ｃ）ゲル材料
また、本発明に係る電気泳動装置は、上記電気泳動用ゲルを支持体として有することを
特徴としている。
【００２８】
また、本発明に係る試料回収方法は、上記いずれかの電気泳動用ゲルを用いて電気泳動
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を行い、試料を分離した後、試料回収部から試料を抽出回収することを特徴としている。
【発明の効果】
【００２９】
以上のように、本発明に係る電気泳動用ゲルによれば、試料回収部におけるゲルの容積
は小さくなる。このため、電気泳動の結果、分離された試料（例えば、タンパク質等）を
試料回収部にて抽出回収する場合には、ゲル内からゲル外へと試料を移動させる際の試料
の移動距離を小さくすることができる。したがって、電気泳動後の試料を含むゲル小片か
ら試料を収率よく回収することができるという効果を奏する。さらに、効率よく回収でき
るため、高純度で試料を回収することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３０】
本発明は、電気泳動によって分離された試料を、ゲルから効率よく回収することが可能
な電気泳動用ゲルおよびその利用方法等を提供するものである。このため、本発明に係る
電気泳動用ゲルを用いることにより、ペプチドやタンパク質等の生体試料の分析に非常に
有用である。以下の説明では、まず本発明に係る電気泳動用ゲル（説明の便宜上、単に「
ゲル」と称する場合もある）について説明し、続いて電気泳動用ゲルの製造方法、製造キ
ット、電気泳動装置、試料回収方法について順に説明する。
【００３１】
〔１〕電気泳動用ゲル
本発明に係る電気泳動用ゲルは、試料を投入するための試料投入部と、分離した試料を

40

回収するための試料回収部と、が形成されており、上記試料回収部におけるゲルの厚みが
、上記試料投入部におけるゲルの厚みに比べて、薄く形成されている構成である。すなわ
ち、本発明に係る電気泳動用ゲルでは、試料（例えば、タンパク質等）を投入（注入）す
る領域（例えば、ウェルが形成される部分）に比べて、分離した試料を回収する領域（例
えば、分離ゲルの少なくとも一部）の厚みが、薄くなるように形成されている。そして、
この薄く形成されたゲル部分にて分離された試料を、バンドを指標としてゲルごと切り出
し、この試料含有ゲル小片から試料を抽出回収するために用いられるものである。
【００３２】
本実施の形態に係る電気泳動用ゲルの具体的な構成について、以下に図１を用いて説明
する。図１（ａ）は本実施の形態に係る電気泳動用ゲルの平面の構成を模式的に示す図で
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あり、図１（ｂ）は（ａ）の電気泳動用ゲルをＬ１−Ｌ１線にて切断した場合の断面の構
成を模式的に示す図であり、図１（ｃ）は（ａ）の電気泳動用ゲルをＬ１−Ｌ１線にて切
断した場合の断面の他の構成を模式的に示す図である。
【００３３】
この図１（ａ）に示すように、本実施の形態に係る電気泳動用ゲル１０は、試料投入部
１１と、試料回収部１２とを備えている。試料投入部１１には、試料をレーンごとに注入
するためのウェル１８が形成されている。なお、この本実施の形態では、ウェルは３つ形
成されている。
【００３４】
試料投入部１１は、電気泳動用ゲルに試料を投入または注入するために設けられた領域
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である。このため、その材料、濃度、大きさ、形状等の具体的な構成を特に限定されるも
のではないが、例えば、従来公知の電気泳動用ゲルに用いられているウェルが形成されて
いる領域が好ましい。なお、ウェルの数や大きさなどの具体的な構造は、当然限定されな
いが、例えば、市販されている電気泳動用ゲル作製キットなどで使用されるコームを用い
て形成されるウェルなどでもよい。さらに、例えば、市販の電気泳動用ゲルの作製キット
を用いる場合、後述する実施例に示すように、試料投入部の厚みは１ｍｍ〜２ｍｍとなる
。
【００３５】
また、試料回収部１２とは、電気泳動によって分子の大きさに基づき分離された試料を
回収するための領域である。このため、試料投入部１１と同様に、その材料、濃度、大き

20

さ、形状、位置等の具体的な構成は特に限定されるものではないが、例えば、従来公知の
分離ゲルの少なくとも一部が試料回収部として使用することができる。試料回収部１２を
どの位置に設けるかは、どの位置の試料を回収するかに応じて適宜設定可能である。例え
ば、比較的低分子量の試料を回収したい場合は、電気泳動用ゲルの下端部近傍に設ければ
よいし、比較的高分子量の試料を回収したい場合は、ゲル中央部から上端部近傍にかけて
試料回収部を設けることも可能である。
【００３６】
また図１（ｂ）に示すように、試料回収部１２のゲルの厚みＤ２は、試料投入部１１の
ゲルの厚みＤ１に比べて、薄く形成されている。なお、この図１（ｂ）では、試料回収部
１２が略直角に切れ込み、急激に薄くなるように形成されているが、例えば、図１（ｃ）
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に示すように、緩やかに薄くなる形状であってもよい。また、図示しないが、緩やかに弧
を描くように薄くなる形状であってもよい。
【００３７】
また、「試料回収部１２におけるゲルの厚みＤ２が、試料投入部１１におけるゲルの厚
みＤ１に比べて、薄く形成されて」いるとは、試料回収部１２のゲルの厚みＤ２が、試料
投入部１１のゲルの厚みＤ１に比べて薄ければよく、どの程度薄く形成されていればよい
かについては適宜設定可能である。例えば、本実施の形態では、試料投入部１１のゲルの
厚みＤ１が１ｍｍであるが、試料回収部１２のゲルＤ２の厚みは０．１ｍｍ〜０．７５ｍ
ｍであることが好ましい。これは、後述の実施例に示すように、０．１ｍｍより薄いゲル
を作製するのは技術的に困難である場合があり、またあまりに薄いとゲルから試料を回収
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する際の操作性も悪い場合があるためである。また、０．７５ｍｍよりゲル厚が厚いと、
試料をゲルから回収する際の移動距離が大きくなってしまい、高収率かつ高純度でゲルか
ら試料を抽出回収することができないことがあるためである（実施例の（６）欄参照）。
なお、試料投入部１１のゲルの厚みは、適宜設定可能であり、特に限定されない。
【００３８】
また、一般的な市販のゲル作製キットでは、厚みが１ｍｍのゲルを作製することができ
るように設計されている。このため、この数値は、このような市販のゲル作製キットの付
属ゲル板（ガラス基板）を用いて電気泳動用ゲルを作製する場合に、試料回収部のゲルの
厚みを決定する際の目安となる。
【００３９】
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また、試料投入部１１のゲルの厚みＤ１が試料回収部１２のゲルの厚みＤ２に比べて大
きいため、試料を従来の電気泳動用ゲルと同様に投入することができる。このため、希薄
な試料溶液を用いる場合でも、充分な量の試料を投入することができ、分析精度が向上す
ることになる。その一方で、試料回収部１２のゲルの厚みＤ２がより薄いため、試料をゲ
ルから抽出回収する場合でも、試料のゲル内移動距離を短くすることができる。
【００４０】
また、「試料」とは、タンパク質、ペプチド、ＤＮＡ、ＲＮＡなどの生体試料であるこ
とが好ましい。ここでいう、「タンパク質」とは、自然界に存在する野生型のタンパク質
でもよいし、変異を加えた変異タンパク質であってもよく、特に限定されるものではない
。また、その分子量も大きいものから小さいものまで、特に制限なく利用可能である。「
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ペプチド」とは、アミノ酸が複数個〜数十個連続して結合して形成される物質であり、い
わゆるオリゴペプチド、ポリペプチドをも含む概念である。また、後述する実施例に示す
ように、タンパク質を試料として電気泳動した後、ゲル内消化を行い抽出回収されるペプ
チドをも含む。「ＤＮＡ、ＲＮＡ」等の核酸は、２本鎖であってもよいし、１本鎖であっ
てもよい。またその鎖長は特に限定されるものではなく、例えば、数塩基からなるプライ
マーのようなものでもよいし、数千〜数万塩基対からなるものでもよい。また、例えば、
核酸とタンパク質等の複合体であってもよいし、タンパク質は糖鎖修飾等の翻訳後修飾さ
れていてもかまわない。
【００４１】
また、上記電気泳動用ゲルは、電気泳動によって分離された試料を抽出回収するために
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使用されるものであるが、ここでいうゲルから試料を「抽出回収」する具体的な手法等は
限定されるものではない。例えば、従来公知の電気的または拡散を利用した手段（方法）
を好適に利用可能である。
【００４２】
また、電気泳動用ゲル１０としては、分子生物学の分野において生体試料を解析するた
めに使用される従来公知の電気泳動用のゲルであればよく、その材料、組成、濃度、緩衝
液の種類、大きさ、形状等の具体的な条件・構成等は特に限定されるものではない。例え
ば、比較的低分子量の試料（例えば、タンパク質やペプチド）を解析できるポリアクリル
アミドゲル系のゲルでもよいし、比較的高分子量の試料（例えば、核酸）を解析するため
のアガロースゲル等のゲルでもよい。
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【００４３】
また、上記電気泳動用ゲルは、濃縮ゲルと分離ゲルとを備えており、試料回収部は、少
なくとも分離ゲルの一部に形成されていてもよい。この場合の電気泳動用ゲルの具体的な
構成について図２を用いて説明する。図２（ａ）は本実施の形態に係る他の電気泳動用ゲ
ルの平面の構成を模式的に示す図であり、図２（ｂ）は（ａ）の電気泳動用ゲルをＬ２−
Ｌ２線にて切断した場合の断面の構成を模式的に示す図である。
【００４４】
図２（ａ）に示すように、本実施の形態に係る電気泳動用ゲル２０は、濃縮ゲル（スタ
ッキングゲル）２３と、分離ゲル２４とを備えており、さらに濃縮ゲル２３の少なくとも
一部に試料投入部２１が設けられており、分離ゲル２４の少なくとも一部に試料回収部２
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２が設けられている。また、図２（ｂ）に示すように、試料回収部２２のゲルの厚みは、
試料投入部２１のゲルの厚みに比べて、薄く形成されている。
【００４５】
上記の構成によれば、濃縮ゲル２３によって試料を濃縮することができる。このため、
分離ゲル２４の一部分に形成された試料回収部２２にて、濃縮された試料を効率よく回収
することができるという利点がある。
【００４６】
また、本発明に係る電気泳動用ゲルでは、試料回収部は少なくとも分離ゲルの一部に設
けられていればよいため、例えば、図３（ａ）（ｂ）に示すように、濃縮ゲル３３と分離
ゲル３４とを備える電気泳動用ゲル３０において、例えば、濃縮ゲル３３の少なくとも一
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部に試料投入部３１が設けられており、また分離ゲル３４の略全面が試料回収部３２とし
て形成されていてもよい。なお、図３（ｂ）に示すように、試料回収部３２のゲル厚は、
試料投入部３１に比べて薄く形成されている。
【００４７】
上記の構成によれば、分離ゲルの全面を試料回収のための領域として利用することがで
きるため、試料の泳動パターンを正確に予想できない場合でも試料を回収することができ
たり、多くの種類の試料を同時に効率よく回収することができたりするという利点がある
。
【００４８】
また、本実施の形態に係る電気泳動用ゲルは、上記電気泳動用ゲルは２枚の基板の間に
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挟まれて保持されており、上記試料投入部と試料回収部との厚みの差によって、上記基板
と試料回収部との間に生じる間隙に、空間充填手段が設けられている構成であることが好
ましい。この場合の電気泳動用ゲルの具体的な構成について図４に基づいて説明する。同
図に示すように、電気泳動用ゲル４０は、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂによって、挟
まれて保持されている。電気泳動用ゲル４０には、試料投入部４１と試料回収部４２とが
設けられている。試料回収部４２のゲル厚は、試料投入部４１のゲル厚よりも薄く形成さ
れているため、試料投入部４１と２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂとが密着する場合、ガ
ラス基板４６ｂと試料回収部４２との間には空間が生じることになる。この空間に空間充
填手段として機能するスペーサ４５が挿入されている。スペーサ４５はガラス基板４５ｂ
と密着している。
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【００４９】
電気泳動用ゲルは、通常ガラス基板に挟まれた状態で使用される。このため、試料回収
部４２とガラス基板４６ｂとの間に空間が存在すると、ゲルが不安定になる。スペーサ４
５を用いるとこのような問題を回避可能である。さらに、後述するように、電気泳動用ゲ
ルは通常２枚のガラス基板の間隙に固化前のゲル組成物を注入し作製されるが、この際に
スペーサ４５を用いると非常に簡便にゲル厚の薄い試料回収部４２を作製することができ
る。
【００５０】
なお、図４には、一方のガラス基板４６ａと試料回収部４２とが密着している場合につ
いて説明したが、このような場合だけでなく、例えば、ガラス基板４６ａと試料回収部４
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２との間、およびガラス基板４６ｂと試料回収部４２との間の両方にスペーサが設けられ
ていてもよい。この場合は、２つのスペーサの厚みを調整することにより、試料回収部の
ゲル厚を適宜設定可能である。
【００５１】
また、図５に示すように、スペーサ４５は、平板状の薄層、または平板状の薄層が２枚
以上積層されているものであることが好ましい。この構成によれば、平板状の薄層を積層
する数を増減させることにより、容易に試料回収部４２の厚みを変更することができる。
また、スペーサ４５は、ガラス基板４６ｂと一体となって設けられていてもよいが、ガラ
ス基板４６ｂに別途備えられるものであることが好ましい。スペーサ４５を取り外して適
宜変更することにより、試料回収部の位置、大きさ、厚みを任意に変更することができる
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ためである。さらに、スペーサ４５を別途用意するだけで、市販のゲル作製キットに付属
のゲル板（ガラス基板）をそのまま利用することもできるという利点もある。
【００５２】
上述のようなスペーサを備える電気泳動用ゲルを用いて電気泳動を行った後、例えば、
ゲルを染色したり、またはゲルの切り出しを行ったりする場合、電気泳動後にゲル（担体
）をスペーサから剥がして染色や試料回収を行うことができる。さらに、例えば、本発明
において、スペーサの材質（例えば、ゲルとの密着性の高い材質、セロファン膜など）を
適切に選択することにより、あるいはスペーサとゲル（担体）との間に接着剤を塗布して
おくことにより、スペーサとゲルとを固着させた状態（一体となって密着して固着してい
る状態）とすることも可能である。このようにゲルとスペーサとが一体となって固着して
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いる場合、電気泳動後のゲルの操作性が向上するという利点がある。すなわち、試料回収
部の部分のゲル厚は薄くなっているが、この薄くなっているゲルの部分にスペーサが支持
部材（保護部材）として備えられることにより、厚みが薄いゲル部分（試料回収部）が破
損するのを回避することができる。例えば、不用意な作業によりゲルを破ったり壊したり
する危険性が低くなる。なお、ゲルとスペーサとを固着させた状態でも、ゲルを染色した
り、ゲルから試料を切り出し回収したりする操作に不都合がないことは実証済みである。
【００５３】
このように、本実施の形態に係る電気泳動用ゲルは、試料回収部のゲル厚が試料投入部
のゲル厚に比べて薄く形成されている。すなわち、従来の電気泳動用ゲルに比べて、試料
回収部におけるゲルの容積は小さくなる。このため、試料回収部にて分離された試料（例
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えば、タンパク質等）を抽出回収する場合には、ゲル内からゲル外へと試料を移動させる
際の試料の移動距離を小さくすることができる。したがって、本実施の形態に係る電気泳
動用ゲルによれば、電気泳動後の試料を含むゲル小片から試料を収率よく回収することが
できる。
【００５４】
〔２〕電気泳動用ゲルの製造方法
本発明に係る電気泳動用ゲルの製造方法は、少なくとも２枚の基板が、所定の間隔を設
けて、対向するように配置されており、上記２枚の基板の間に設けられた間隙に、どちら
か一方の基板に接し、もう一方の基板には接しないように、空間充填手段が設けられてお
り、上記２枚の基板の間隙に固化前ゲル組成物を注入することによって、上記空間充填手
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段に接しない基板と、上記空間充填手段との間隙に上記試料回収部を形成する構成であれ
ばよく、その他の工程、条件、材料等は特に限定されるものではない。以下、本製造方法
について、工程ごとに分けて図面に基づき説明する。
【００５５】
図６は、本実施の形態に係る電気泳動用ゲルの製造方法を模式的に示す図面である。同
図に示すように、本実施の形態に係る電気泳動用ゲルの製造方法には、２枚のガラス基板
４６ａ・４６ｂ、間隙手段として機能する間隙部５０、空間充填手段として機能するスペ
ーサ４５を用いる。間隙部５０は、ガラス基板４６ｂに固定されている。間隙部５０やス
ペーサ４５の材質は特に限定されないが、本実施の形態では間隙部５０はガラスであり、
スペーサ４５は樹脂（ポリエチレンテレフタレート）で形成されている。
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【００５６】
２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂは、図中矢印Ｂで示す方向に移動させ、対向するよう
に配置する。このとき、一方のガラス基板４６ｂには、間隙部５０が設けられている。こ
のため、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂを、間隙部５０を介して重ね合わせることによ
り、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂは、所定の間隔を設けて、対向するように配置され
ることになる。つまり、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂは、一定の間隔を空けて、略平
行に、互いに向かい合うように並べられることになる。
【００５７】
また、ここでは、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂ間の間隔が所定の間隔となるように
、所定の厚みを有する２つの間隙部５０・５０をガラス基板４６ｂの対向する端部にそれ
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ぞれ配置している。すなわち、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂの間に間隙部５０を挟む
ことにより、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂ間に所定の空間が存在するようにすること
になる。かかる間隙部５０は、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂ間のゲルを作製する領域
ではない領域、例えば、本実施の形態のように、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂ間の両
端部分に設けられることが好ましい。
【００５８】
また、図６の矢印Ａに示すように、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂの間に設けられた
間隙に、一方のガラス基板４６ｂに接し、もう一方のガラス基板４５ａには接しないよう
に、スペーサ４５が設けられる。
【００５９】
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図７（ａ）は、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂを、間隙部５０を介して重ね合わせ、
スペーサ４５を設けた場合の、平面の構成を示す模式図であり、図７（ｂ）は（ａ）中の
Ｌ４−Ｌ４線で切断した場合の断面を示す断面図であり、図７（ｃ）は（ａ）中のＬ５−
Ｌ５線で切断した場合の断面を示す断面図である。
【００６０】
図７（ｂ）（ｃ）に示すように、スペーサ４５は、間隙部５０を介して重ね合わされた
２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂの間に存在する空間（間隙）に設けられている。このス
ペーサ４５は、一方のガラス基板４６ｂとは接しており、もう一方のガラス基板４５ａと
は接していない。また、スペーサ４５は、一方のガラス基板４６ｂと密着している。これ
は、スペーサ４５とガラス基板４６ｂとが密着していない場合、その間隙に固化前のゲル
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が流れ込み、意図しない部分にゲルが作製されるおそれがあるためである。
【００６１】
したがって、スペーサ４５は、一方のガラス基板４６ｂと密着できるように平板状であ
ることが好ましい。また、スペーサ４５は、一方のガラス基板４６ｂと密着し、もう一方
のガラス基板４５ａと接しない構成であるため、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂとスペ
ーサ４５とは、略平行に設けられていることになる。
【００６２】
そして、２枚のガラス基板４６ａ・４６ｂの間隙に固化前ゲル組成物を注入することに
よって、スペーサ４５に接しないガラス基板４６ａと、スペーサ４５との間に生じる空間
５１に上記試料回収部が形成されることになる。スペーサ４５が設けられた領域にはゲル
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が形成されないため、試料回収部は、試料投入部に比べてゲルの厚みが薄く形成されるこ
とになる。なお、「固化前ゲル組成物」とは、固化する前の液体状のゲル組成物のことで
ある。
【００６３】
また、上記スペーサ４５は、上記図５に示したものと同様に、平板状の薄層、または平
板状の薄層が２枚以上積層されているものであることが好ましい。この場合、平板状の薄
層の積層数を適宜増減させることにより、試料回収部の厚みを任意に変更することが可能
となるからである。また、スペーサ４５の形状を適宜変更することにより、市販のゲル作
製キットに付属のゲル板（ガラス基板）をそのまま利用することができるという利点もあ
る。これは、汎用されているゲル板（ガラス基板）を用いることにより、新たなゲル板（
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ガラス基板）を作製する必要が無いため、コスト的にも非常に有用である。
【００６４】
また、上述の〔１〕欄でも説明したように、例えば、本発明において、スペーサの材質
（例えば、ゲルとの密着性の高い材質等）を適切に選択することにより、あるいはスペー
サとゲル（担体）との間に接着剤を塗布しておくことにより、スペーサとゲルとを固着さ
せて電気泳動用ゲルを作製することもできる。これにより、容易にゲル厚の薄い部分（試
料回収部）に支持部材としてのスペーサを設けた電気泳動用ゲルを作製することができる
。
【００６５】
また、本実施の形態では、「基板」としてガラス基板を用いているが、これに限定され

40

るものではなく、例えば、電気泳動用ゲルの製造に使用される従来公知の基板であればよ
い。また、２枚の基板の大きさは略同一サイズであることが好ましい。なお、上記基板お
よび間隙部として、市販のゲル作製キットを利用することができる。
【００６６】
このように、本発明に係る電気泳動用ゲルの製造方法によれば、非常に簡便かつ容易に
、試料を効率的に回収することができる電気泳動用ゲルを製造することができる。また、
スペーサ（空間充填手段）の形状や厚み等の構造を調整することで、市販のゲル作製キッ
トをそのまま利用することができ、コスト的にも非常に優れたメリットがある。
【００６７】
〔３〕電気泳動用ゲルの製造キット
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上述のように、空間充填手段としてのスペーサの構造を適宜変更しこれを利用すること
で、市販のゲル作製キットをそのまま使用し、本発明に係る電気泳動用ゲルを作製するこ
とができる。このため、少なくとも空間充填手段を備えている電気泳動用ゲルの製造キッ
トも本発明に含まれる。かかる製造キットによれば、本発明に係る電気泳動用ゲルを容易
に作製することができるし、本発明に係る電気泳動用ゲルの製造方法を容易に実施するこ
とができる。
【００６８】
また、上記製造キットは、さらに、以下の（ａ）〜（ｃ）の部材のうち、少なくとも１
つを含むことが好ましい。
（ａ）少なくとも２枚の基板

10

（ｂ）２枚の基板を、所定の間隔を設けて対向するように配置するための間隙手段
（ｃ）ゲル材料
ここで「基板」、「間隙手段」としては、上述のものを適宜利用することができる。ま
た、「ゲル材料」としては、従来公知の電気泳動用ゲルに使用されるゲル材料やこれらの
組成物であれば、その種類は特に限定されるものではないが、モノマーや架橋剤、重合開
始剤、重合促進剤などが挙げられる。例えば、ポリアクリルアミド系の電気泳動用ゲルを
作製する場合は、アクリルアミド、Ｎ，Ｎ
モニウム、Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−メチレンビスアクリルアミド、過硫酸アン

−テトラメチルエチレンジアミンなどを挙げることができ

る。また、これらのゲル材料のほかにも、緩衝液用の試薬やｐＨ調整剤（例えば、トリス
（ヒドロキシメチル）アミノメタン、塩酸等）、界面活性剤（ドデシル硫酸ナトリウム等
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）などを含んでいてもよい。
【００６９】
〔４〕電気泳動装置
上述したように、本発明に係る電気泳動用ゲルは、試料の回収効率が優れているという
利点を有する。このため、上記電気泳動用ゲルを支持体とする電気泳動装置も、同様の作
用効果を奏するといえる。つまり、本発明には、かかる電気泳動装置も含まれる。
【００７０】
本発明に係る電気泳動装置は、上記電気泳動用ゲルを支持体として備えていればよく、
その他の具体的な部材、構造などは特に限定されるものではない。すなわち、上記電気泳
動用ゲルを支持体として備える以外に、従来公知の電気泳動装置に用いられる部材を備え
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ていてもよい。例えば、支持体を緩衝液に浸漬させて電気泳動を行うための泳動槽や電極
、電圧印加のための電源などを備えていてもよい。
【００７１】
〔５〕試料回収方法
また、本発明に係る試料回収方法は、本発明に係る電気泳動用ゲルを用いて電気泳動を
行い、試料を分離した後、試料回収部から試料を抽出回収するものであればよく、その他
の具体的な工程、条件、器具、材料などは特に限定されるものではない。試料を抽出回収
する方法も、上述のように、従来公知の方法を好適に利用可能である。
【００７２】
この方法によれば、電気泳動によって分子量ごとに分離された試料を、高純度かつ効率
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よく回収することができ、様々なバイオ分野に利用することができる。なお、試料として
は、タンパク質、ペプチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ等の核酸であることが好ましい。
【００７３】
以下実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本
発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能である
ことはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、
請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組
み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００７４】
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（１）アクリルアミドゲル作製のための試薬溶液の調製
３０％アクリルアミド溶液は、アクリルアミド（和光純薬製）７３ｇ、Ｎ，Ｎ

−メチ

レンビスアクリルアミド（和光純薬製）２ｇを蒸留水に溶解させ、２５０ｍｌとして得た
。０．７５Ｍ トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンｐＨ８．８溶液は、９０．７５
ｇトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン（ナカライテスク製）を８００ｍｌの蒸留水
に溶解させ、塩酸によりｐＨ８．８に調整した後、蒸留水を加えて１ｌとして得た。１．
０Ｍ トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンｐＨ６．８溶液は、１２１ｇトリス（ヒ
ドロキシメチル）アミノメタン（ナカライテスク製）を８００ｍｌの蒸留水に溶解させ、
塩酸によりｐＨ６．８に調整した後、蒸留水を加えて１ｌとして得た。１０％ラウリル硫
酸ナトリウム溶液は、１０ｇラウリル硫酸ナトリウム（ナカライテスク製）を蒸留水に溶
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解させて１００ｍｌとして得た。１０％過硫酸アンモニウム溶液は、１００ｍｇ過硫酸ア
ンモニウム（ナカライテスク製）を蒸留水に溶解させて１ｍｌとして得た。
【００７５】
泳動バッファーは、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン（ナカライテスク製）３
ｇとグリシン（和光純薬製）１４．４ｇ、ラウリル硫酸ナトリウム１ｇに蒸留水を加えて
、１ｌとして得た。試料添加溶液は、１．０Ｍ トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタ
ンｐＨ６．８溶液０．５ｍｌ、ジチオスレイトール（ナカライテスク製）０．１５４ｇ、
１０％ラウリル硫酸ナトリウム溶液２ｍｌ、ブルムフェノールブルー（和光純薬製）０．
０１ｇ、グリセロール（ナカライテスク製）１ｍｌに蒸留水を加えて１０ｍｌとして得た
。
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【００７６】
（２）従来のアクリルアミドゲルの作製（比較例）
ミニスラブゲル作製キット（アトー製ＡＥ６４０１）を用いてゲルを作製した。ゲル板
を組み立て、分離ゲル用として、３０％アクリルアミド溶液２ｍｌ、蒸留水５．３ｍｌ、
０．７５Ｍ トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンｐＨ８．８溶液２．５ｍｌ、１０
％ラウリル硫酸ナトリウム溶液０．１ｍｌ、１０％過硫酸アンモニウム溶液０．１ｍｌを
混和した後、Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトラメチルエチレンジアミン０．００８ｍｌを添加

した溶液をゲル板に流し込んで、液の上部に蒸留水を重層して、ゲル化を行った。
【００７７】
ゲル化の後、上部の蒸留水を捨て、コームをセットした。次に、スタッキングゲル用と
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して、蒸留水１．４ｍｌ、３０％アクリルアミド溶液０．３３ｍｌ、１．０Ｍ トリス（
ヒドロキシメチル）アミノメタンｐＨ６．８溶液０．２５ｍｌ、１０％ラウリル硫酸ナト
リウム溶液０．０２ｍｌ、１０％過硫酸アンモニウム０．０２ｍｌを混和した後、Ｎ，Ｎ
，Ｎ

，Ｎ

−テトラメチルエチレンジアミン０．００２ｍｌを添加した溶液を流し込み

固化させた。
【００７８】
（３）本実施の形態に係るアクリルアミドゲルの作製
ミニスラブゲル作製キット（アトー製ＡＥ６４０１）を用い、図８に示すように、分離
ゲル作製部分に０．５ｍｍ厚のポリエチレンテレフタレート製の板（空間充填手段）を配
置し、片側のガラス基板に密着させてゲル板を組み立てた。分離用ゲルとして、３０％ア
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クリルアミド溶液２ｍｌ、蒸留水５．３ｍｌ、０．７５Ｍ トリス（ヒドロキシメチル）
アミノメタンｐＨ８．８溶液２．５ｍｌ、１０％ラウリル硫酸ナトリウム溶液０．１ｍｌ
、１０％過硫酸アンモニウム溶液０．１ｍｌを混和した後、Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトラ

メチルエチレンジアミン０．００８ｍｌを添加した溶液をゲル板に流し込んで、液の上部
に蒸留水を重層して、ゲル化を行った。
【００７９】
ゲル化の後、上部の蒸留水を捨て、コームをセットした。次に、スタッキングゲル用と
して、蒸留水１．４ｍｌ、３０％アクリルアミド溶液０．３３ｍｌ、１．０Ｍ トリス（
ヒドロキシメチル）アミノメタンｐＨ６．８溶液０．２５ｍｌ、１０％ラウリル硫酸ナト
リウム溶液０．０２ｍｌ、１０％過硫酸アンモニウム０．０２ｍｌを混和した後、Ｎ，Ｎ
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−テトラメチルエチレンジアミン０．００２ｍｌを添加した溶液を流し込み

固化させた。
【００８０】
（４）電気泳動解析
ゲル化後、コームを抜き取り、ミニスラブ電気泳動槽（アトー製）にセットし、ゲルの
上下端を泳動バッファーに浸漬した。タンパク質試料としては、電気泳動用タンパク質ス
タンダード（バイオラッド製）２ｍｇ／ｍｌを試料添加溶液にて１０００倍に希釈し、１
０μｌ中に各タンパク質をそれぞれ１．５ｎｇ、５ｎｇ、１０ｎｇ、２０ｎｇ含む４種類
の試料溶液を調製して、その全量をウェルに投入した。その後、２０ｍＡ（ミリアンペア
）の電流を印加し、電気泳動を行った。色素マーカーがゲルの下端に達したときに電気泳
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動を終了し、ゲル板を解体して、ゲルを取り出し、銀染色ＭＳキット（和光純薬製）によ
って染色を行った。
【００８１】
１０ｎｇのタンパク質投入レーンの中からホスホリラーゼに相当するバンド（図９中
９７．４ｋ

と示す）を切り出し、ゲル内消化に続いて質量分析を行い、ホスホリラーゼ

か ら 得 ら れ る ペ プ チ ド の 同 定 を 試 み た 。 な お 、 ゲ ル 内 消 化 か ら 質 量 分 析 に 至 る 操 作 は 、 An
alytical Chemistry 68, 850‑858, 1996に 掲 載 さ れ て い る 、 Shevchenkoら の 方 法 で 行 っ た
。
【００８２】
（５）結果
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上記（２）欄にて示した従来のアクリルアミドゲル（１ｍｍ厚）と同様に、（３）欄に
て示した本実施形態に係るアクリルアミドゲル（試料回収部が０．５ｍｍ厚でその他の部
分が１ｍｍ厚）を製造することができた。
【００８３】
また、電気泳動の結果、図９（ａ）（ｂ）に示す。図中、ゲルの上部の数値（１．５ｎ
、５ｎ、１０ｎ、２０ｎ）は、それぞれ投入した試料中のタンパク質の量を示す。図９（
ａ）（ｂ）に示すように、試料回収部の厚みが０．５ｍｍ厚であるゲルは、従来の全体が
１ｍｍ厚のゲルに比べて、分離されたタンパク質のバンドが鮮明であった。すなわち、試
料回収部の厚みが０．５ｍｍ厚であるゲルは、従来のものに比べて高分解能であるといえ
る。
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【００８４】
また、電気泳動後のゲルから抽出回収したペプチドを質量分析した結果を、図１０に示
す。図１０（ａ）（ｂ）のグラフの縦軸は、ピークの強度を示している。
【００８５】
図１０（ａ）（ｂ）に示すように、試料回収部の厚みが０．５ｍｍ厚であるゲルから抽
出したホスホリラーゼに由来するペプチド（図中に矢印で示す）のシグナル強度は、従来
の全体が１ｍｍ厚のゲルから抽出したペプチドの約５倍であった。さらに、ノイズを超え
て検出可能なペプチドの数は、従来の全体が１ｍｍ厚のゲルでは７個であるのに対して、
試料回収部の厚みが０．５ｍｍ厚であるゲルでは２２個あった。これは、３倍以上の数で
ある。また、１０ｎｇのタンパク質を試料として分析を行った結果、マススペクトルで得

40

られたペプチド質量によるデータベース検索におけるタンパク質同定の確度が改善した（
有効ペプチド同定率：１５％→４７％、タンパク質配列カバー率：９％→３１％）。
【００８６】
以上のことから、本実施の形態に係る電気泳動用ゲルは、従来のものに比べて、ゲルか
らタンパク質やペプチドを回収する場合の効率が著しく高まることがわかった。
【００８７】
（６）本実施の形態に係るゲルおよび従来のゲルからの試料回収比較実験
また、上記と同様の方法にて、試料回収部のゲル厚が０．７５ｍｍである電気泳動用ゲ
ルを作製した。この試料回収部が０．７５ｍｍである電気泳動用ゲルと、従来のゲル全体
が１．０ｍｍの厚みを有する電気泳動用ゲルとを用いて、電気泳動後ゲル内消化したペプ
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チドを回収し、その回収効率を比較した。
【００８８】
具体的には、試料回収部が０．７５ｍｍ厚のゲルと、１ｍｍ厚のゲルとを用いてタンパ
ク質試料を電気泳動により分離した後、試料タンパク質をゲル内において酵素消化し、生
成するペプチドをそれぞれのゲルから回収してマススペクトルを測定した。
【００８９】
その結果を図１１に示す。図１１（ａ）は試料回収部のゲル厚が０．７５ｍｍのゲルか
ら回収したペプチドのマススペクトルを示す図であり、図１１（ｂ）は試料回収部のゲル
厚が１ｍｍのゲルから回収したペプチドのマススペクトルを示す図である。同図に示すよ
うに、試料回収部のゲル厚が０．７５ｍｍのゲルに比べて、１．０ｍｍのゲル厚のゲルで
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は、ベースラインノイズの高さが高いことがわかった。これは、ゲルに含まれる夾雑物な
どが多く混入するためである。すなわち、試料回収部のゲル厚が０．７５ｍｍの場合は、
従来の全体が１．０ｍｍ厚のゲルより、試料を高純度かつ収率よく回収することができる
ことがわかった。なお、試料回収部のゲル厚が０．１ｍｍ未満である薄い電気泳動用ゲル
の作成を試みたが、均一な品質のゲルを作成することができない場合があった。
【００９０】
以上のことから、試料回収部のゲル厚は、０．１ｍｍ以上０．７５ｍｍ以下であること
が好ましいといえる。
【００９１】
（７）シート（スペーサ）と固着させたゲル

20

アクリルアミドゲルは原則として、上記（１）〜（３）欄に示したように作製した。具
体 的 に は 、 ミ ニ ス ラ ブ ゲ ル 作 製 キ ッ ト （ ア ト ー 製 AE6401） を 用 い た 。 ゲ ル を 作 成 す る た め
の空間を作る２枚のガラス板のうちの片側のガラス板に、水でしめらせたセロファン膜（
和光純薬

ダイアライシスメンブレン

）を密着させて、ゲル板を組み立てた。つまり、

スペーサとしてセロファン膜を使用したことになる。そして、分離ゲル用として、３０％
アクリルアミド溶液２ｍｌ、蒸留水５．３ｍｌ、０．７５Ｍとリス〈ヒドロキシメチル〉
アミノメタンｐＨ８．８溶液２．５ｍｌ、１０％ラウリル硫酸ナトリウム溶液０．１ｍｌ
、１０％過硫酸アンモニウム溶液０．１ｍｌを混和した後、Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

テトラメ

チルエチレンジアミン０．００８ｍｌを添加した溶液をゲル板に流し込んで、液の上部に
蒸留水を重層して、ゲル化を行った。
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【００９２】
ゲル化ののちに、上部の蒸留水を捨て、コームをセットした。次に、スタッキングゲル
用として、蒸留水１．４ｍｌ、３０％アクリルアミド溶液０．３３ｍｌ、１．０Ｍとリス
〈ヒドロキシメチル〉アミノメタンｐＨ６．８溶液０．２５ｍｌ、１０％過硫酸アンモニ
ウム溶液０．０２ｍｌ、１０％過硫酸アンモニウム溶液０．０２ｍｌを混和した後、Ｎ，
Ｎ，Ｎ

，Ｎ

テトラメチルエチレンジアミン０．００２ｍｌを添加した溶液を流し込み

固化させた。
【００９３】
ゲル化後、コームを抜き取り、ミニスラブ電気泳動槽（アトー製）にセットし、ゲルの
上下端を泳動バッファーに浸漬した。
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【００９４】
タンパク質試料としてはヒト血清アルブミン１００ｎｇとプレステインドＳＤＳ−ＰＡ
Ｇ Ｅ ス タ ン ダ ー ド （ Biorad社 製 ） ５ μ ｌ を ウ ェ ル に 投 入 し た の ち 、 ２ ０ ミ リ ア ン ペ ア の 電
流を印可し、電気泳動を行った。色素マーカーがゲルの下端に達したときに電気泳動を終
了し、ゲル板を解体してゲルを取り出し、銀染色ＭＳキット（和光純薬製）によって染色
を行った。
【００９５】
その結果、図１２に示すように、電気泳動後の染色操作においてゲルはセロファン膜か
ら剥がれることなく、取り扱い・操作性は非常に良好であった。なお、染色にも影響がな
かった。
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【産業上の利用可能性】
【００９６】
上述したように、本発明に係る電気泳動用ゲルは、試料（例えば、タンパク質やペプチ
ド、核酸等）のゲル電気泳動画分を高純度、高効率に回収することができるため、試料の
分析・回収のために非常に有用である。つまり、学術的な利用価値だけでなく、種々のバ
イオ産業（食品、医薬品、環境等）のための研究開発やタンパク質製品の品質管理など、
非常に広範な用途に利用可能であるといえる。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】（ａ）は本実施の形態に係る電気泳動用ゲルの平面の構成を模式的に示す図であ
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り、（ｂ）は（ａ）の電気泳動用ゲルをＬ１−Ｌ１線にて切断した場合の断面の構成を模
式的に示す図であり、（ｃ）は（ａ）の電気泳動用ゲルをＬ１−Ｌ１線にて切断した場合
の断面の他の構成を模式的に示す図である。
【図２】（ａ）は本実施の形態に係る他の電気泳動用ゲルの平面の構成を模式的に示す図
であり、（ｂ）は（ａ）の電気泳動用ゲルをＬ２−Ｌ２線にて切断した場合の断面の構成
を模式的に示す図である。
【図３】（ａ）は本実施の形態に係る他の電気泳動用ゲルの平面の構成を模式的に示す図
であり、（ｂ）は（ａ）の電気泳動用ゲルをＬ３−Ｌ３線にて切断した場合の断面の構成
を模式的に示す図である。
【図４】本実施の形態に係る他の電気泳動用ゲルの断面の構成を模式的に示す断面図であ
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る。
【図５】本実施の形態に係るスペーサの構成を模式的に示す図である。
【図６】本実施の形態に係る電気泳動用ゲルの製造方法を模式的に示す図面である。
【図７】（ａ）は、２枚のガラス基板を、間隙部を介して重ね合わせ、スペーサを設けた
場合の、平面の構成を示す模式図であり、（ｂ）は（ａ）中のＬ４−Ｌ４線で切断した場
合の断面を示す断面図であり、（ｃ）は（ａ）中のＬ５−Ｌ５線で切断した場合の断面を
示す断面図である。
【図８】本実施例における電気泳動用ゲルを示す図である。
【図９】（ａ）は従来の電気泳動用ゲルの電気泳動後の結果を示す図であり、（ｂ）は本
実施例に係る電気泳動用ゲルとの電気泳動後の結果を示す図である。
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【図１０】（ａ）は本実施例に係る電気泳動用ゲルからゲル内消化後に抽出回収したペプ
チドを質量分析した結果を示す図であり、（ｂ）は従来の電気泳動用ゲルからゲル内消化
後に抽出回収したペプチドを質量分析した結果を示す図である。
【図１１】（ａ）は試料回収部のゲル厚が０．７５ｍｍのゲルから回収したペプチドのマ
ススペクトルを示す図であり、（ｂ）は試料回収部のゲル厚が１ｍｍのゲルから回収した
ペプチドのマススペクトルを示す図である。
【図１２】本実施例において、スペーサ（セロファン膜）とゲル（試料回収部）とが密着
した電気泳動用ゲルを用いて電気泳動を行った後、染色処理した場合の結果を示す図であ
る。
【符号の説明】
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【００９８】
１０，２０，３０，４０

電気泳動用ゲル

１１，２１，３１，４１

試料投入部

１２，２２，３２，４２

試料回収部

２３，３３

濃縮ゲル

２４，３４

分離ゲル

４５

スペーサ（空間充填手段）

４６ａ，４６ｂ
５０

ガラス基板（基板）

間隙部（間隙手段）
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