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(57)【要約】
【課題】取扱い性に優れ、かつ高い分離能を有する電気泳動用ゲルを作製するために用い
られるゲル添加剤を簡便に得る。
【解決手段】本発明のゲル添加剤の製造方法は、グルコマンナン水溶液に活性炭を加えて
不純物を除去する工程を含む。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
グルコマンナン水溶液に活性炭を加えて不純物を除去する工程を含む、ゲル添加剤の製
造方法。
【請求項２】
請求項１に記載のゲル添加剤の製造方法により得られる、ゲル添加剤。
【請求項３】
ゲル基材として少なくともアガロースを含む電気泳動用ゲルであって、
グルコマンナンを０．１重量％以上含むことを特徴とする、電気泳動用ゲル。
【請求項４】
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前記ゲル基材を０．５重量％以上含むことを特徴とする、請求項３に記載の電気泳動用
ゲル。
【請求項５】
請求項３または４に記載の電気泳動用ゲルを用いることを特徴とする、電気泳動方法。
【請求項６】
請求項２に記載のゲル添加剤を備える電気泳動用ゲル製造キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ゲル添加剤の製造方法およびゲル添加剤の利用に関する。
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【背景技術】
【０００２】
核酸またはタンパク質をそれらのサイズ（すなわち分子量）に応じて分離する場合には
、ポリアクリルアミドゲルまたはアガロースゲル等のゲルを用いた電気泳動方法が主に行
われる。ゲルの作製の際には、ゲルの分離能に応じて好適なゲル濃度に調整する必要があ
り、操作が非常に煩雑である。このため、高い分離能を有する電気泳動用ゲルを簡便に得
る方法が求められ、種々検討がなされている。
【０００３】
例えば、特許文献１には、ヒドロキシエチル化することにより融点を低くしたアガロー
スを用いて電気泳動用ゲルを作製し、当該電気泳動用ゲルを０．１〜３ｋｂｐ程度の低分
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子ＤＮＡの分離に使用することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第４３１９９７５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、上述のような従来技術は、取扱い性に優れ、かつ高い分離能を有する電
気泳動用ゲルを簡便に得るという観点からは改善の余地があった。
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【０００６】
本発明の一態様は、前記の問題点に鑑みてなされたものであり、取扱い性に優れ、かつ
高い分離能を有する電気泳動用ゲルが得られるゲル添加剤を簡易に製造する方法を実現す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記の課題を解決するために、本発明者が鋭意研究を行った結果、特定の工程を含む製
造方法によって、取扱い性に優れ、かつ高い分離能を有する電気泳動用ゲルが得られるゲ
ル添加剤を簡易に製造できることを見出し、本発明を完成させるに至った。本発明は以下
の態様を含む。
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〔１〕グルコマンナン水溶液に活性炭を加えて不純物を除去する工程を含む、ゲル添加剤
の製造方法。
〔２〕〔１〕に記載のゲル添加剤の製造方法により得られる、ゲル添加剤。
〔３〕ゲル基材として少なくともアガロースを含む電気泳動用ゲルであって、
グルコマンナンを０．１重量％以上含むことを特徴とする、電気泳動用ゲル。
〔４〕前記ゲル基材を０．５重量％以上含むことを特徴とする、〔３〕に記載の電気泳動
用ゲル。
〔５〕〔３〕または〔４〕に記載の電気泳動用ゲルを用いることを特徴とする、電気泳動
方法。
〔６〕〔２〕に記載のゲル添加剤を備える電気泳動用ゲル製造キット。
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【発明の効果】
【０００８】
本発明の一態様によれば、取扱い性に優れ、かつ高い分離能を有する電気泳動用ゲルが
得られるゲル添加剤を簡易に製造できることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１の（Ａ）は、実施例のゲル破断試験において、ゲルを押し曲げる過程を示し
た図である。図１の（Ｂ）は、実施例のゲル破断試験の模式図である。
【図２】実施例６、実施例７、比較例７および比較例８の電気泳動の結果を示す図である
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。
【図３】実施例８〜１１、比較例９および比較例１０の電気泳動の結果を示す図である。
【図４】スラブ型電気泳動を用いた電気泳動用ゲルの電気泳動の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下、本発明の実施の形態の一例について詳細に説明するが、本発明は、これらに限定
されない。なお、本明細書において特記しない限り、数値範囲を表す「Ａ〜Ｂ」は、「Ａ
以上、Ｂ以下」を意味する。
【００１１】
本明細書において、電気泳動用ゲルを単に「ゲル」と称する場合もある。ゲル中にてサ
イズの異なる核酸のバンド間の距離が離れているほど、分離能が高いと言える。
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【００１２】
〔１．ゲル添加剤の製造方法〕
本発明の一実施形態に係るゲル添加剤の製造方法（本明細書中、「製造方法」とも称す
る）は、グルコマンナン水溶液に活性炭を加えて不純物を除去する工程を含む。
【００１３】
グルコマンナンは、六炭糖のグルコースとマンノースとが約２：３の割合でβ−１，４
−グリコシド結合した多糖類である。グルコマンナンは、水との親和性が高い。また、グ
ルコマンナン水溶液は粘性を示す。グルコマンナンは、食用として広く用いられている。
例えば、グルコマンナンにデキストリンを加えることにより粘性を下げ、さらに香料を加
えた製品として、食品用ゼリーが知られている。しかし、電気泳動用ゲルにグルコマンナ
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ンを添加することにより、電気泳動を伴う解析を行う例はこれまでに報告されていない。
【００１４】
本発明の一実施形態において、グルコマンナンは、例えば、ビストップ（商標）Ｄ−２
１３１（三栄源エフ・エフ・アイ株式会社製）、プロボール Ａ（清水化学株式会社）等
の市販品を用いることができる。また、グルコマンナンは、食品用コンニャクの主成分で
ある。そのため、本発明の一実施形態において、グルコマンナンは、コンニャク芋を乾燥
製粉した市販のコンニャク精粉を用いてもよい。市販のコンニャク精粉としては、例えば
、コンニャク精粉（製造元：茂木食品工業株式会社、群馬県下仁田町）、コンニャク粉（
製造元：株式会社 荻野商店、群馬県下仁田町）等を用いることができる。
【００１５】
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前記グルコマンナン水溶液を作製する方法は特に限定されないが、例えば、グルコマン
ナンをエタノールに懸濁し、これを蒸留水に加える方法が挙げられる。
【００１６】
グルコマンナン水溶液１００重量％におけるグルコマンナンの濃度（すなわち、グルコ
マンナン水溶液の濃度）は、特に限定されないが、０．０５〜０．３重量％が好ましく、
０．０７５〜０．１５重量％がより好ましい。グルコマンナン水溶液の濃度が上記範囲内
であれば、グルコマンナン水溶液の粘度を上げ過ぎることなく、グルコマンナンを好適に
溶解させることができる。
【００１７】
エタノールおよび蒸留水の量はグルコマンナンの量等に応じて適宜決定すればよい。グ
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ルコマンナンのような多糖類の多くはエタノールに不溶性であることは周知の事実である
ため、グルコマンナンを容易に水に分散させることを目的としている。
【００１８】
撹拌しながらグルコマンナン水溶液を作製してもよい。グルコマンナン水溶液を手動で
（すなわち、撹拌棒等を用いて）撹拌してもよく、撹拌機構を備えた装置によって撹拌し
てもよい。撹拌機構を備えた装置としては、マグネチックスターラー等が挙げられる。グ
ルコマンナン水溶液を撹拌する時間は特に限定されず、例えば、３０分〜２時間である。
また、グルコマンナン水溶液を撹拌する温度としては、例えば、５℃〜２５℃である。
【００１９】
活性炭の原料は、特に限定されず、例えば、マツ、竹および椰子殻等の植物、石炭なら
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びに石油等である。また、活性炭の形態は、特に限定されず、例えば、繊維状、ハニカム
状、円柱状、破砕状、粒状、粉末状等である。不純物を効率よく除去するという観点から
は、粉末状が好ましい。活性炭の添加量は、グルコマンナンの量等に応じて適宜決定すれ
ばよい。グルコマンナン水溶液に活性炭を加えることにより、グルコマンナンに含まれ得
る不純物を除去することができると考えられる。
【００２０】
グルコマンナン水溶液として、グルコマンナン水溶液から固液分離された上清を用いて
もよい。
【００２１】
固液分離は、遠心分離、ろ過、等の公知の固液分離方法を用いて行うことができる。例
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えば、遠心分離により固液分離を実施する場合、遠心分離の条件（時間、温度、遠心力(
×ｇ）等）は、上清の量および上清に含まれるグルコマンナン水溶液の濃度等に応じて適
宜決定すればよい。
【００２２】
遠心分離の時間は、例えば１００００×ｇの条件で遠心分離を行う場合、５分間〜３０
分間であることが好ましい。また、遠心分離の温度は、０℃〜３０℃であることが好まし
く、５℃〜２０℃であることがより好ましい。遠心分離の時間および温度が上記範囲内で
あれば、可溶物を含む上清と不溶物を含む沈殿物とを分離することができる。
【００２３】
また、例えば、グルコマンナン水溶液の濃度が、０．０５〜０．３重量％の場合は、ナ
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イロンメッシュシート(例えば、製品名；ナイロンメッシュシート230、TAITEC)を用いた
ろ過により固液分離方法を実施することもできる。
【００２４】
活性炭の量は、グルコマンナン水溶液の容量および濃度等に合わせて適宜決定すればよ
い。
【００２５】
グルコマンナン水溶液に活性炭を加えた後、撹拌することが好ましい。撹拌を行うこと
で、活性炭への不純物の吸着を効率的に行うことができると考えられる。撹拌方法は特に
限定されず、手動で撹拌してもよく、撹拌機構を備えた装置によって撹拌してもよい。撹
拌機構を備えた装置としては、マグネチックスターラー等が挙げられる。
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【００２６】
本発明の一実施形態に係る製造方法では、グルコマンナン水溶液に含まれ得る不純物を
除去できる限りにおいて、活性炭以外にその他の成分をグルコマンナン水溶液に加えても
よい。その他の成分として、例えば、ＥＤＴＡ、アジ化ナトリウム等の防腐剤が挙げられ
る。その他の成分の量は、グルコマンナン水溶液の容量および濃度等に合わせて適宜決定
すればよい。
【００２７】
本発明の一実施形態の製造方法はさらに、得られた溶液を遠心分離した後、上清を回収
する工程を含んでいてもよい。
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【００２８】
遠心分離の時間、遠心分離の遠心力および遠心分離の温度等の遠心分離条件は、上清の
量および上清に含まれるグルコマンナンの濃度等に応じて適宜決定すればよい。例えば、
遠心分離の時間は、５〜２０分間であり、遠心分離の遠心力は、１０００×ｇ〜６０００
０×ｇであり、遠心分離の温度は、５℃〜２５℃である。
【００２９】
回収した上清に対して、さらに遠心分離を繰り返し行ってもよい。繰り返し回数は特に
限定されないが、例えば、１〜２回である。また、必要に応じ、ナイロンメッシュ等で上
清を濾過してもよい。
【００３０】
得られる上清は、そのままゲル添加剤として用いてもよく、当該上清をさらに凍結乾燥
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または乾燥させてゲル添加剤として用いてもよい。すなわち、本発明の一実施形態に係る
製造方法において、得られる上清を凍結乾燥する凍結乾燥工程および得られる上清を乾燥
する乾燥工程等を含んでいてもよい。
【００３１】
〔２．ゲル添加剤〕
本発明の一実施形態に係るゲル添加剤は、本発明の一実施形態に係る製造方法により製
造される。なお、本発明の一実施形態に係るゲル添加剤は、一般的に化学的分析および同
定が容易ではないグルコマンナンを原料としているため、構造の特定が困難である。
【００３２】
本発明の一実施形態に係るゲル添加剤の形態は、特に限定されず、粉末状等の固相であ

30

ってもよく、液相であってもよい。
【００３３】
本発明の一実施形態に係るゲル添加剤は、特性を損なわない範囲で、任意の量の溶媒に
溶解または混合させてもよく、任意の量の他の成分を含んでいてもよい。溶媒としては、
後述の緩衝液（トリス−酢酸−エチレンジアミン四酢酸緩衝液およびトリス−ホウ酸−エ
チレンジアミン四酢酸緩衝液）、トリスリン酸緩衝液等が挙げられる。また、他の成分と
しては、エチヂウムブロマイド、ＧｅｌＲＥＤＴＭ、ＳＹＢＲＲ

Ｇｒｅｅｎ、ＤＭＳＯ

（ジメチルスルフォキシド）およびBubble Block（アガロース消泡剤）等が挙げられる。
【００３４】
〔３．電気泳動用ゲル〕
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本発明の一実施形態に係る電気泳動用ゲルは、ゲル基材として少なくともアガロースを
含む電気泳動用ゲルであり、グルコマンナンを０．１重量％以上含む。電気泳動用ゲルが
グルコマンナンを一定量含むことで、取扱い性に優れ、かつ高い分離能を有する電気泳動
用ゲルを得ることができる。なお、本明細書中、「取扱い性に優れる」とは、ゲルの作製
およびゲルを用いた電気泳動等を簡便に行うことができることを意図する。サブマリン型
電気泳動用ゲルが取扱い性に優れるかどうかは、実施例に記載のゲル破断試験によって判
断される。また、スラブ型電気泳動用ゲルが取扱い性に優れるかどうかは、スラブ型泳動
槽を用いて電気泳動を行った後であっても、ゲルが破れないかどうかにより判断される。
【００３５】
本発明の一実施形態に係る電気泳動用ゲルは、グルコマンナンを０．０５重量％以上含
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み、０．１重量％以上含むことが好ましく、０．２重量％以上含むことがより好ましい。
グルコマンナンを０．１重量％以上含むことで、取扱い性に優れ、かつ高い分離能を有す
る電気泳動用ゲルを得ることができる。また、電気泳動用ゲルにおけるグルコマンナンの
含有量の上限値は、０．２重量％以下であることが好ましく、０．１５重量％以下である
ことがより好ましい。電気泳動用ゲルにおけるグルコマンナンの含有量が０．２重量％以
下であれば、低分子領域（２Ｋｂ）でのＤＮＡ分離能が向上するため好ましい。
【００３６】
グルコマンナンとして、〔１．ゲル添加剤の製造方法〕に記載の市販品のグルコマンナ
ンを用いてもよく、本発明の一実施形態に係るゲル添加剤を用いてもよい。なお、グルコ
マンナンとして本発明の一実施形態に係るゲル添加剤を用いる場合、グルコマンナンの重
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量はゲル添加剤に含まれるグルコマンナン成分の重量を意図する。
【００３７】
ゲル基材は、少なくともアガロースを用いる。ゲル基材としてさらに、アガー等の電気
泳動用ゲルの原料として一般的に知られている原料を用いてもよい。アガロースおよびア
ガー等は、市販品を用いてもよい。市販のアガロースとしては、Agarose H（ニッポンジ
ーン社製）およびAgarose S（ニッポンジーン社製）等が挙げられる。市販のアガーとし
ては、精製寒天末（ナカライテスク株式会社製）等が挙げられる。例えば、ゲル基材とし
て、アガロースとアガーとを用いる場合、アガロースの重量とアガーの重量との比は特に
限定されないが、例えば、１：１〜２．５：１である。なお、本明細書中、「ゲル基材」
とは、電気泳動用ゲル中、ゲル化の要因となる組成物のうち主成分である組成物を意図し
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、ゲル添加剤を含まない。
【００３８】
ゲル基材の濃度は、０．５重量％以上であることが好ましい。ゲル基材の濃度が０．５
重量％以上であれば、取扱い性に優れるゲルを得ることができる。また、ゲル基材の濃度
は１．５重量％以下であることが好ましい。ゲル基材の濃度は１．５重量％以下であれば
、均一なゲル化用溶液を容易に得ることができる。
【００３９】
ゲル基材とグルコマンナンとの合計の濃度は、０．６〜２．０重量％であることが好ま
しく、０．６〜１．５重量％であることがより好ましい。前記濃度が０．６重量％以上で
あれば、ゲルの分離能および弾性を十分向上させることができる。前記濃度が２．０重量
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％以下であれば、均一なゲル化用溶液を容易に得ることができる。
【００４０】
電気泳動用ゲルにおいて、ゲル基材の重量とグルコマンナンの重量との比は特に限定さ
れないが、例えば、２．５：１〜１０：１である。
【００４１】
本発明の一実施形態に係る電気泳動用ゲルの製造は、例えば、Molecular Cloning: A L
ABORATORY MANUAL, T. Maniatis, EF Fritsch, J. Sambrook, Cold Spring Harbor Labor
atory, 1982を参考にして常法により実施されてもよい。前記電気泳動用ゲルの製造は、
例えば、以下の工程（α）および（β）を含む方法で実施される。
（α）ゲル基材とグルコマンナンとを緩衝液に混合してゲル化用溶液を得る工程、および
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、
（β）前記ゲル化用溶液をゲル化させて電気泳動用ゲルを得る工程。
【００４２】
工程（α）において、緩衝液は、トリス−酢酸−エチレンジアミン四酢酸緩衝液または
トリス−ホウ酸−エチレンジアミン四酢酸緩衝液であることが好ましい。
【００４３】
トリス−酢酸−エチレンジアミン四酢酸緩衝液はＴＡＥ緩衝液とも称される。ＴＡＥ緩
衝液は、トリスヒドロキシメチルアミノメタン、酢酸およびエチレンジアミン四酢酸（Ｅ
ＤＴＡ）を水に溶解させることによって調製され得る。トリスヒドロキシメチルアミノメ
タンは、単にトリス（Ｔｒｉｓ）とも称される。トリスは塩の形態（例えば、トリス塩酸
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塩（Ｔｒｉｓ−ＨＣＬ））で用いられてよい。また、酢酸は酢酸塩（例えば、酢酸ナトリ
ウム）の形態で用いられてもよい。ＤＮＡ回収および遺伝子工学的手法に提供するという
観点からは、ＴＡＥ緩衝液が好ましい。
【００４４】
トリス−ホウ酸−エチレンジアミン四酢酸緩衝液は、ＴＢＥ緩衝液とも称される。ＴＢ
Ｅ緩衝液は、トリスヒドロキシメチルアミノメタン、ホウ酸およびＥＤＴＡを水に溶解さ
せることによって調製され得る。１ｋｂｐ以下のＤＮＡを分離するという観点からは、Ｔ
ＢＥ緩衝液が好ましい。
【００４５】
工程（α）においては、加熱しながら、ゲル基材とグルコマンナンとを緩衝液に溶解さ
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せることが好ましい。これにより、ゲル基材とグルコマンナンとを緩衝液に容易に溶解さ
せることができる。溶解工程における加熱温度は８０〜１００℃であることが好ましい。
加熱温度が前記範囲であれば、ゲル基材とグルコマンナンとを十分に溶解させることがで
きる。加熱は、電気泳動用ゲルの作製で通常用いられている、マイクロウェーブオーブン
等を用いて行うことができる。
【００４６】
工程（β）においては、ゲル化用溶液を放置することによってゲル化させることが好ま
しい。放置する温度は、２０〜６０℃であることが好ましく、室温であることがより好ま
しい。ここで、ゲル化用溶液を型に流し込んだ後に放置することによって、所望の形状の
ゲルを得ることができる。また、ゲル化する前のゲル化用溶液にコームを差し込んでおく
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ことによって、サンプルを導入するためのウェルを形成することもできる。
【００４７】
なお、本明細書において、「ゲル化」とは、ゲル化用溶液を固化させることによって、
流動性を示さないゲルを得ることを意図している。前記ゲルは、グルコマンナンを溶解さ
せた溶液をゲル化させたものである。それゆえ、前記ゲルは、取扱い性に優れ、かつ高い
分離能を有している。
【００４８】
〔４．電気泳動方法〕
本発明の一実施形態に係る電気泳動方法は、本発明の一実施形態に係る電気泳動用ゲル
を用いて行われる。当該電気泳動用ゲルは、本発明の一実施形態に係るゲル添加剤を含む
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ため、当該電気泳動用ゲルを用いて電気泳動を行うことで、核酸（特に、低分子量のＤＮ
Ａ）を好適に分離することができる。
【００４９】
前記電気泳動方法は、例えば、Molecular Cloning: A LABORATORY MANUAL, T. Maniati
s, EF Fritsch, J. Sambrook, Cold Spring Harbor Laboratory, 1982を参考にして常法
により実施してもよい。また、前記電気泳動方法は、泳動用緩衝液にゲルを横置きに浸し
て用いる「サブマリン（Sub‑Marin）型」およびゲルを縦置きにする「スラブ（Slab）型
」のいずれであってもよい。電気泳動用試料の添加が容易であるという観点からは、スラ
ブ型が好ましい。
【００５０】
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従来、アガロースゲルを用いてスラブ型電気泳動を行うことは困難であると考えられて
いた。例えば、Analytical Biochemistry (1975) 68, 34‑36, Be, Sugden, B. Detroy, R
. J. Roberts, J. Sambrook：Title; Agarose Slab‑Gel Electrophoresis Equipment. に
は、アガロースゲルの作製において、サンプルを入れるスロットを形成するために用いた
コーム（slot formerとも言う）を除去するのが難しいことが問題点であると記載されて
いる。これは、アガロースゲルが壊れやすいために、コームを除去する際にスロットが壊
れる可能性が高いことに起因する。
【００５１】
電気泳動試料の染色方法は、特に限定されないが、電気泳動用ゲルに核酸染色試薬を添
加することにより染色してもよく、電気泳動を行った後の電気泳動用ゲルを核酸染色試薬
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中で震盪することにより染色してもよい。前記核酸染色試薬としては、一般公知の核酸染
色試薬を用いればよく、例えば、エチジウムブロマイド、ＧｅｌＲＥＤＴＭ（Gene One社
製）およびＧｅｌＧｒｅｅｎＴＭ（Gene One社製）等が挙げられる。
【００５２】
電気泳動用の緩衝液（泳動バッファー）は、特に限定されず、ＴＡＥ緩衝液およびＴＢ
Ｅ緩衝液等を挙げることができる。
【００５３】
〔５．電気泳動用ゲル製造キット〕
本発明の一実施形態に係る電気泳動用ゲル製造キットは、本発明の一実施形態に係るゲ
ル添加剤を備える。それゆえ、上述のように、取扱い性に優れ、かつ高い分離能を有する
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ゲルを簡便に作製することができる。以下では、電気泳動用ゲル製造キットを単に「キッ
ト」とも称する。また、〔３．電気泳動用ゲル〕で既に説明した事項については、以下で
は説明を省略し、適宜、上述の記載を援用する。
【００５４】
前記キットは、緩衝液として、ＴＡＥ緩衝液またはＴＢＥ緩衝液をさらに備えていても
よい。本発明の一実施形態に係るゲル添加剤を当該緩衝液に溶解させてゲル化用溶液を得
ることができる。当該ゲル化用溶液をゲル化させることにより、ゲルを作製することがで
きる。
【００５５】
前記緩衝液は、使用される際の濃度に比べて高い濃度にて調製されたストック溶液であ
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ってもよい。例えば、ストック溶液は、使用される際の濃度に比べて５倍、１０倍、また
は５０倍の濃度であってもよい。当該ストック溶液を希釈して、ゲルの作製に使用するこ
とができる。
【００５６】
また、前記キットは、トリス−酢酸−エチレンジアミン四酢酸の粉末またはトリス−ホ
ウ酸−エチレンジアミン四酢酸の粉末を備えていてもよい。これらの粉末を水に溶解させ
ることによって、ＴＡＥ緩衝液またはＴＢＥ緩衝液を得ることができる。
【００５７】
前記キットは、本発明の一実施形態に係るゲル添加剤、ゲル基材および緩衝液以外に、
ゲルを作製するための部材を備えていてもよい。例えば、前記キットは、ゲル化用溶液が
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流し込まれるトレーを備えていてもよい。また、前記キットは、形成されたゲルを支持す
るためのプレートを備えていてもよい。さらに、前記キットは、ゲルにウェルを形成する
ためのコームを備えていてもよい。
【００５８】
本発明は上述した各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、異なる実施形態に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】
【００５９】
以下、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
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されるものではない。
【００６０】
〔１．電気泳動用ゲルの弾性の比較〕
＜実施例１＞
（１）ゲル添加剤の精製
（ｉ）三角フラスコに５００ｍＬ蒸留水および撹拌バーを入れた。三角フラスコとは別の
容器に１．５ｇのコンニャク精粉（製造元：茂木食品工業株式会社）を秤量し、５ｍＬの
エタノールに加え、これを懸濁した。得られた溶液を少量ずつスターラー上に設置した三
角フラスコ中の蒸留水に撹拌しながら加えた。さらに、室温にて、約１時間、継続的に撹
拌した。
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（ｉｉ）得られた水溶液に１ｇの活性炭（クロマトグラフィー用、和光純薬製）と、防腐
剤としてＥＤＴＡ（終濃度１ｍＭ）とを加え、さらに１時間撹拌した。なお、活性炭はコ
ンニャク精粉中の不純物を吸着除去するために用いた。この工程により、繊維状の不溶物
を含む透明な水溶液が得られた。
（ｉｉｉ）繊維状の不溶物と活性炭とを除去するため、室温にて１００００×ｇ、１０分
間遠心分離にかけた後、上清を回収した。
（ｉｖ）残存している活性炭を除去するため、回収した上清を再度、工程（ｉｉｉ）と同
じ条件で遠心分離した。
（ｖ）遠心上清を回収し、０．３重量％のグルコマンナンを含むゲル添加剤として冷蔵保
存した。
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【００６１】
（２）ゲルの作製
電気泳動用ゲルにおいて、アガロースが０．５重量％、アガーが０．２重量％、グルコ
マンナンが０．１重量％になるように、それぞれアガロース（Agarose S, ニッポンジー
ン社製）、アガー（精製寒天末、ナカライテスク株式会社製）、ゲル添加剤をＴＢＥ緩衝
液５０ｍＬ中に加えた。その後、マイクロウェーブオーブンで約１００℃まで加熱し、こ
れらを完全に溶解させた。これにより、ゲル化用溶液を得た。
【００６２】
電気泳動装置（Ｍｕｐｉｄミニゲル泳動槽、ミューピッド社（旧アドバンス社）製）に
付属しているゲルトレイ（幅５０ｍｍ、長さ６０ｍｍ、高さ１０ｍｍ）をゲル作製用プレ
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ートにそれぞれセットした。当該ゲル作製用プレートにゲル化用溶液１２ｍＬを流し込ん
だ。ゲル化用溶液を室温で１時間放置し、ゲル化させることにより、厚さ４ｍｍ、幅５０
ｍｍ、長さ６０ｍｍのゲルを作製した。さらに、外科用ナイフと直角定規とを用いてこの
ゲルを長軸に沿って３等分し、厚さ４ｍｍ、幅１６ｍｍ、長さ６０ｍｍの短冊状ゲルを作
製した。なお、厚さ４ｍｍは、分子生物学的実験では、理想的な厚さとして古くから推奨
されている厚さに匹敵する(Molecular Cloning, A Laboratory Manual, T. Maniatis et
al., 1982, p163, Cold Springer Laboratory)。また、厚さが５ｍｍ以上のゲルを用いる
と不明瞭なバンドとなるため、ゲルの厚さは３〜４ｍｍがよいと考えられている（Agaros
e gel electrophoresis Tips and Tricks, ThermoFisher Scientific）。
【００６３】
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（３）ゲル破断試験
短冊状ゲルの１つを１２０ｍｌの蒸留水で満たした容器（内径：幅１００ｍｍ、長さ１
０６ｍｍ、容器の水深は約１０ｍｍ）に静かに移した。容器の底にあるゲルを容器の一つ
の角をなす２辺に接するように配置した後、長軸方向に幅１６ｍｍのスポンジ片でゲルを
静かに押した。ゲルを押す過程において、ゲルは湾曲しながら容器の壁に近づいていった
。
【００６４】
図１の（Ａ）に、実施例のゲル破断試験において、ゲルを押し曲げる過程を示す。図１
の（Ｂ）に、実施例のゲル破断試験の模式図を示す。図１の（Ａ）の（ｂ）〜（ｄ）に示
すように、ゲルの一方の短辺を透明トレーの縁に押し付けるように、ゲルの他方の短辺を
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スポンジでゆっくり押し曲げた。図１の（Ｂ）の（ｃ）のように、ゲルの一方の短辺がゲ
ルの他方の短辺に接するまで、すなわち、ゲルの一方の短辺からゲルの他方の短辺までの
距離Ｌが８ｍｍとなるまでゲルを押し曲げることができた場合、ゲルは切断されなかった
と判断した。さらに、残りの２つの短冊状ゲルを用いて同じ実験を行い、再現性を確認し
た。
【００６５】
実施例１のゲルに対してゲル破断試験を行った結果、実施例１のゲルは切断されなかっ
た。
【００６６】
＜実施例２＞
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電気泳動用ゲルにおいて、グルコマンナンが０．２重量％となるようにゲル添加剤を加
えた以外は実施例１と同様に、実施例２のゲルを作製した。その後、当該ゲルを用いて、
ゲル破断試験を行った結果、実施例２のゲルは切断されなかった。
【００６７】
＜実施例３＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガロースが０．５重量％、グルコマンナンが０．１重量％
となるように、それぞれアガロース、ゲル添加剤を加え、アガーを加えなかった以外は実
施例１と同様に、実施例３のゲルを作製した。その後、当該ゲルを用いて、ゲル破断試験
を行った結果、実施例３のゲルは切断されなかった。
【００６８】
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＜実施例４＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガロースが０．７重量％、グルコマンナンが０．１重量％
となるように、それぞれアガロース、ゲル添加剤を加えた以外は実施例３と同様に、実施
例４のゲルを作製した。その後、当該ゲルを用いて、ゲル破断試験を行った結果、実施例
４のゲルは切断されなかった。
【００６９】
＜実施例５＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガロースが１．０重量％、グルコマンナンが０．１重量％
となるように、それぞれアガロース、ゲル添加剤を加えた以外は実施例３と同様に、実施
例５のゲルを作製した。その後、当該ゲルを用いて、ゲル破断試験を行った結果、実施例
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５のゲルは切断されなかった。
【００７０】
＜比較例１＞
ゲル添加剤を加えなかった以外は実施例１と同様に、比較例１のゲルを作製した。その
後、当該ゲルを用いて、ゲル破断試験を行った結果、比較例１のゲルは切断された。
【００７１】
＜比較例２＞
電気泳動用ゲルにおいて、グルコマンナンが０．０５重量％となるようにゲル添加剤を
加えた以外は実施例１と同様に、比較例２のゲルを作製した。その後、当該ゲルを用いて
、ゲル破断試験を行った結果、比較例２のゲルは切断された。
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【００７２】
＜比較例３＞
アガーおよびゲル添加剤を加えなかった以外は実施例１と同様に、比較例３のゲルを作
製した。その後、当該ゲルを用いて、ゲル破断試験を行った結果、比較例３のゲルは切断
された。
【００７３】
＜比較例４＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガロースが１重量％となるように、アガロースを加え、ア
ガーおよびゲル添加剤を加えなかった以外は実施例１と同様に、比較例４のゲルを作製し
た。その後、当該ゲルを用いて、ゲル破断試験を行った結果、比較例４のゲルは切断され
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た。
【００７４】
＜比較例５＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガーが０．５重量％となるように、アガーを加え、アガロ
ースおよびゲル添加剤を加えなかった以外は実施例１と同様に、比較例５のゲルを作製し
た。その後、当該ゲルを用いて、ゲル破断試験を行った結果、比較例５のゲルは切断され
た。
【００７５】
＜比較例６＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガーが０．５重量％、グルコマンナンが０．１重量％とな
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るように、それぞれアガー、ゲル添加剤を加え、アがロールを加えなかった以外は実施例
１と同様に、比較例６のゲルを作製した。その後、当該ゲルを用いて、ゲル破断試験を行
った結果、比較例６のゲルは切断された。
【００７６】
＜結果＞
実施例１および実施例２の結果より、グルコマンナンを０．１重量％以上含むアガロー
ス／アガーゲルは、半分に折り曲げても切断されなかったことから、取扱い性に優れるこ
とがわかった。比較例１および２の結果より、グルコマンナンの含有量が０．１重量％以
下であるアガロース／アガーゲルは、半分に折り曲げると切断されたことから、ゲルの作
製時等に破壊される可能性があり、取扱いにくいことがわかった。
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【００７７】
さらに、実施例１および実施例３の結果より、混合したアガーはアガロースに添加した
グルコマンナンの効果を抑制しないことがわかった。実施例３および比較例３の結果から
は、グルコマンナンを０．１重量％以上含むアガロースゲルの場合は、半分に折り曲げて
も切断されなかったことから、取扱い性に優れることがわかった。
【００７８】
また、比較例３および比較例４の結果より、０．５重量％〜１重量％のアガロースを含
む電気泳動用ゲルは切断されることがわかった。一方、実施例３〜５の結果より、０．５
重量％〜１重量％のアガロースを含む電気泳動用ゲルであっても、０．１重量％のグルコ
マンナンを含む場合は、電気泳動用ゲルは切断されないことがわかった。
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【００７９】
さらに、比較例５および比較例６の結果から、アガーゲルに０．１重量％のグルコマン
ナンを加えても切断されることがわかった。よって、アガーゲルではグルコマンナンはゲ
ルの弾性の向上に貢献しないと考えられる。なお、０．５重量％以下のアガーゲルは壊れ
やすいために作製が困難であり、０．５重量％以上のアガーゲルは、作製がより容易であ
るが、弾性が低いことが知られている。
【００８０】
〔２．サブマリン型電気泳動用ゲルの分離能の比較〕
＜実施例６＞
（１）ゲルの作製

30

〔１．電気泳動用ゲルの弾性の比較〕における「（１）ゲル添加剤の精製」と同じ手順
を用いて、ゲル添加剤を得た。
【００８１】
その後、〔１．電気泳動用ゲルの弾性の比較〕における「（２）ゲルの作製」と同じ手
順を用いて、ゲル化溶液を得た。
【００８２】
電気泳動装置（Ｍｕｐｉｄミニゲル泳動槽、ミューピッド社（旧アドバンス社）製）に
付属しているサンプルコーム（８ウェル用）およびゲルトレイ（幅５４ｍｍ、長さ６０ｍ
ｍ、高さ１０ｍｍ）をゲル作製用プレートにそれぞれセットした。当該ゲル作製用トレー
にゲル化用溶液１２ｍＬを流し込んだ。ゲル化用溶液を室温で１時間放置し、ゲル化させ
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た。
【００８３】
（２）電気泳動
電気泳動装置にゲルをセットし、ゲルに形成されたウェルに、電気泳動試料を１０μＬ
ずつ加えた。電気泳動試料は、レーン１においてLambda phage/Sty I digest （λ/Sty I
）（ニッポンジーン社製）、レーン２において０．１〜２０ｋｂｐのＤＮＡ（Gene Ladde
r wide 2,ニッポンジーン社製）をそれぞれ用いた。また、各電気泳動試料には、あらか
じめＧｅｌＲＥＤＴＭ（Gene One社製）を電気泳動試料中のＧｅｌＲＥＤＴＭの濃度が、
市販原液の１００００倍希釈相当量となるように添加した。
【００８４】
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１００Ｖで、ローディング液（製品名：６×Loading Buffer Orange G、ニッポンジー
ン社製）２μＬがゲルの先端に到達するまで泳動を行った。泳動バッファーとしては、Ｔ
ＢＥ緩衝液（ｐＨ８．０；８９ｍＭ

トリス、８９ｍＭ

ホウ酸、２ｍＭ

エチレンジア

ミン四酢酸）を用いた。なお、電気泳動は、Molecular Cloning: A LABORATORY MANUAL,
T. Maniatis, EF Fritsch, J. Sambrook, Cold Spring Harbor Laboratory, 1982を参考
にして常法により実施した。
【００８５】
（３）ゲルの撮影
アガロースゲル撮影装置（ＵＶイルミネーター；Model BioDoc‑It（登録商標） Imagin
g system, ＵＶＰ社製）を用いて電気泳動を行った後の電気泳動用ゲルを撮影した。
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【００８６】
＜実施例７＞
グルコマンナンが０．２重量％となるようにゲル添加剤を加えた以外は実施例６と同様
に、実施例７のゲルを作製した。なお、実施例７のレーン１、２の電気泳動試料は、それ
ぞれ実施例６のレーン１、２の電気泳動試料と同じ電気泳動試料を用いた。また、実施例
７のレーン３の電気泳動試料は、０．１〜２ｋｂｐのＤＮＡ（Gene Ladder 100, ニッポ
ンジーン社製）である。
【００８７】
＜比較例７＞
ゲル添加剤を加えなかった以外は実施例６と同様に、比較例７のゲルを作製し、当該ゲ
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ルを用いて、電気泳動を行った。なお、比較例７のレーン１〜３の電気泳動試料は、それ
ぞれ実施例７のレーン１〜３の電気泳動試料と同じ電気泳動試料を用いた。
【００８８】
＜比較例８＞
電気泳動用ゲルにおいて、グルコマンナンが０．０５重量％となるように、ゲル添加剤
を加えた以外は実施例６と同様に、比較例８のゲルを作製し、当該ゲルを用いて、電気泳
動を行った。
【００８９】
＜結果＞
図２に、実施例６、実施例７、比較例７および比較例８の電気泳動の結果を示す。なお
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、図２において「＊」は、レーン２に基づく２ｋｂｐのＤＮＡバンドを示す。実施例６お
よび実施例７の結果より、泳動バッファーとしてＴＢＥを用いて電気泳動を行い、さらに
、電気泳動試料にＧｅｌＲＥＤをあらかじめ加える方法により染色を行った場合であって
も、グルコマンナンを０．１重量％含むアガロース／アガーゲルを用いることにより、特
に０．１〜２ｋｂｐにおいて格段に高い分離能を示すことがわかる。０．１〜２ｋｂｐの
領域は、ＰＣＲ反応の結果解析に多用される領域である。ゆえに、本発明の一実施形態に
係る電気泳動用ゲルは、ＤＮＡの電気泳動において将来的に汎用され得ることが示唆され
る。さらに、実施例６と実施例７との比較により、グルコマンナンを多く含む実施例７の
アガロース／アガーゲルの方が、０．１〜２ｋｂｐの領域において分離能が高いことがわ
かる。一方、比較例７および比較例８の結果より、グルコマンナンの含有量が０．０５重
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量％以上であるアガロース／アガーゲルを用いると、実施例６には及ばないまでも、ＤＮ
Ａ分離能が向上することがわかる。
【００９０】
＜実施例８＞
実施例７と同様に、実施例８のゲルを作製し、当該ゲルを用いて、電気泳動を行った。
その後、エチジウムブロマイド（０．５μｇ／ｍＬ）を溶かしたＴＡＥ緩衝液に、電気泳
動後のゲルを１５分間浸漬した。さらに、当該ゲルを蒸留水に５分間、静置浸漬した。ゲ
ルの撮影は、上述の「（３）ゲルの撮影」と同様に行った。
【００９１】
＜実施例９＞
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電気泳動用ゲルにおいて、アガロースが０．８重量％、グルコマンナンが０．１５重量
％となるように、それぞれアガロース、ゲル添加剤を加え、アガーを加えなかった以外は
実施例８と同様に、実施例９のゲルを作製し、当該ゲルを用いて、電気泳動を行った。
【００９２】
＜実施例１０＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガーが０．５重量％、グルコマンナンが０．１重量％とな
るように、それぞれアガー、ゲル添加剤を加え、アガロースを加えなかった以外は実施例
８と同様に、実施例１０のゲルを作製し、当該ゲルを用いて、電気泳動を行った。
【００９３】
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＜比較例９＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガーが０．５重量％となるように、アガーを加え、アガロ
ースおよびゲル添加剤を加えなかった以外は実施例８と同様に、比較例９のゲルを作製し
、当該ゲルを用いて、電気泳動を行った。
【００９４】
＜結果＞
図３に、実施例８〜１０、比較例９の電気泳動の結果を示す。なお、図３において「＊
」は、レーン２に基づく２ｋｂｐのＤＮＡバンドを示す。実施例８〜１０の結果より、泳
動バッファーとしてＴＢＥを用いて電気泳動を行い、さらに、電気泳動を行った後の電気
泳動用ゲルをエチジウムブロマイドで震盪することにより染色を行った場合であっても、
グルコマンナンを０．１重量％含む電気泳動用ゲルを用いることにより、特に０．１〜２
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ｋｂｐにおいて格段に高い分離能を示すことがわかる。
【００９５】
また、実施例９の結果により、グルコマンナンを０．１重量％含むアガロースゲルを用
いることにより、特に０．１〜２ｋｂｐにおいて格段に高い分離能を示すことがわかる。
【００９６】
さらに、実施例１０と比較例９との結果の比較により、グルコマンナンを０．１重量％
含むアガーゲルを用いることにより、特に０．１〜２ｋｂｐにおいて分離能が向上するこ
とがわかる。
【００９７】
30

＜実施例１１＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガロースが０．７重量％、グルコマンナンが０．１重量％
となるように、それぞれアガロース、ゲル添加剤を加え、アガーを加えなかった以外は実
施例６と同様に、実施例１１のゲルを作製した。ＴＡＥ緩衝液（ｐＨ８．０；４０ｍＭ
Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ、２０ｍＭ

酢酸ナトリウム、２ｍＭ

ＥＤＴＡ）を用いた。

【００９８】
＜比較例１０＞
電気泳動用ゲルにおいて、アガーが０．７重量％となるように、アガーを加え、アガロ
ースおよびゲル添加剤を加えなかった以外は実施例３と同様に、比較例８のゲルを作製し
た。ＴＡＥ緩衝液（ｐＨ８．０；４０ｍＭ
ム、２ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ、２０ｍＭ

酢酸ナトリウ

ＥＤＴＡ）を用いた。なお、比較例１０のレーン１およびレーン２の電気泳
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動試料は、それぞれ実施例６のレーン１およびレーン２の電気泳動試料と同じ電気泳動試
料を用いた。
【００９９】
＜結果＞
図３に、実施例１１および比較例１０の電気泳動の結果を示す。なお、図３において「
＊」は、レーン２に基づく２ｋｂｐのＤＮＡバンドを示す。実施例１１の結果より、泳動
バッファーとしてＴＡＥを用いて電気泳動を行い、さらに、電気泳動を行った後の電気泳
動用ゲルをエチジウムブロマイドで震盪することにより染色を行った場合であっても、グ
ルコマンナンを０．１重量％含むアガロースゲルを用いることにより、特に０．１〜２ｋ
ｂｐにおいて格段に高い分離能を示すことがわかる。また、実施例１１と比較例１０との
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結果の比較により、グルコマンナンを０．１重量％含むアガーゲルを用いることにより、
特に０．１〜２ｋｂｐにおいて分離能が向上することがわかる。
【０１００】
〔３．スラブ型電気泳動用ゲルの分離能の観察〕
加熱溶解により後述の組成のゲル化用溶液を調製し、３辺がシールされた２ｍｍ厚のガ
ラス製のゲル板に流し込んだ。これに２ｍｍ厚の１６サンプル用コームをセットし、室温
に放置することでゲル化用溶液をゲル化させた。コームをゲル板から静かに外した後、ゲ
ルを泳動槽に装着し、各スロットに５μＬの電気泳動試料を静かに添加した。室温にて以
下の条件で泳動後、ガラス板の間にスパーテルを挿入し一方側を持ち上げた。他方のガラ
ス板に残っているゲルを静かに染色液に押し出し、所定時間、染色後、写真撮影した。ゲ
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ルの染色およびゲルの撮影は、実施例８と同様に行った。図４にスラブ型電気泳動を用い
た電気泳動用ゲルの泳動結果を示す。
【０１０１】
＜泳動等の条件＞
ゲル化用溶液：アガロースが１重量％、グルコマンナンが０．２重量％になるように、そ
れぞれアガロース（Agarose S, ニッポンジーン社製）、ゲル添加剤をＴＡＥ緩衝液に加
えた。；
ゲル板のサイズ（内寸）：幅１００ｍｍ、縦長１００ｍｍ、厚さ１ｍｍ；
泳動槽：スラブ型（第一化学薬品株式会社、商品名

カセット電気泳動槽「DAIICH」ミニ

二連式）；
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泳動条件：泳動バッファー；ＴＡＥ、６Ｖ／ｃｍ、９０ｍｉｎ;
電気泳動試料：レーン１；０．１〜２０ＫｂｐのＤＮＡ(Gene Ladder wide 2, ニッポン
ジーン社製); レーン２；０．１〜１０ＫｂｐのＤＮＡ(Gene Ladder Fast 2, ニッポンジ
ーン社製); レーン３；５０ｂｐ DNA Ladder (TAKARA社製); レーン４；０．１〜２Ｋｂ
ｐのＤＮＡ(Gene Ladder 100，ニッポンジーン社製)。；一番左のレーン；ＰＣＲ増幅に
より調製した550 bp,700bpの二つを加えたLambda phage/HindIII I digest(λ/HindIII)
（ニッポンジーン社製）。
【０１０２】
＜結果＞
図４は、スラブ型電気泳動を用いた電気泳動用ゲルの電気泳動の結果を示す図である。
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左右の２セットでは、上記電気泳動試料をそれぞれ泳動している。サブマリン型電気泳動
用ゲルと同様に、スラブ型電気泳動用ゲルでも、グルコマンナンの添加によってＤＮＡの
分離能の向上することがわかった。図４には、撮影されたゲル全体を示しているが、作製
したスラブ型電気泳動用ゲルは、電気泳動後であっても破れることがない十分な弾性を有
する、取扱い性に優れたゲルであることがわかる。また、図４より、各スロットに対応し
たＤＮＡの泳動が観察されたことがわかる。
【０１０３】
なお、グルコマンナンを含まず１％アガロースを含むスラブ型電気泳動用ゲルは壊れて
しまい、作製できなかった。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
本発明は、電気泳動を伴う解析が行われる様々な分野に利用することができる。
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【図３】

【図４】
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