
㈱吉田生物研究所 バイオ情報研究部門 

2. 標準型の操作 （05装置の組み立てとゲル作成：0Dゲル作成→1Dゲル作成→2Dゲル作成） 

05050505    装置装置装置装置のののの組組組組みみみみ立立立立てとてとてとてとゲルゲルゲルゲル作成作成作成作成（0D ゲル作成～1D ゲル作成～2D ゲル作成）    

≪≪≪≪    0D0D0D0D ゲルゲルゲルゲル作成作成作成作成    ≫≫≫≫    

ゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナはははは幅幅幅幅５５５５ｍｍ、ｍｍ、ｍｍ、ｍｍ、奥行奥行奥行奥行きききき２２２２ｍｍ、ｍｍ、ｍｍ、ｍｍ、高高高高ささささ約約約約５５５５ｃｍｃｍｃｍｃｍののののゲルゲルゲルゲル８８８８本本本本をををを作成作成作成作成できるできるできるできる。。。。ゲルゲルゲルゲル

コンテナコンテナコンテナコンテナとととと上部上部上部上部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽はははは予予予予めめめめ接着接着接着接着されているされているされているされている。。。。これをこれをこれをこれを下部下部下部下部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽にににに立立立立てるてるてるてる。。。。    

    

○○○○必要必要必要必要なものなものなものなもの    

0D0D0D0D 装置一式装置一式装置一式装置一式    

0D gel solution0D gel solution0D gel solution0D gel solution    

10% APS10% APS10% APS10% APS    

    

手順手順手順手順１１１１    

10 ml10 ml10 ml10 mlのののの試験管試験管試験管試験管（（（（またはまたはまたはまたは遠心管遠心管遠心管遠心管））））にににに 0D gel solution0D gel solution0D gel solution0D gel solutionをををを２２２２～～～～３３３３mlmlmlmlとりとりとりとり、、、、少量少量少量少量のののの 10% AP10% AP10% AP10% APをををを    

加加加加ええええ、、、、撹拌後撹拌後撹拌後撹拌後ゲルゲルゲルゲル作成用皿作成用皿作成用皿作成用皿にににに入入入入れれれれ、、、、0D0D0D0D装置装置装置装置をををを立立立立ててててててててゲルゲルゲルゲル化化化化するするするする。。。。各各各各ゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースにににに底底底底がががが    

できるできるできるできる。。。。    

    

手順手順手順手順２２２２    

試験管試験管試験管試験管にににに 0D gel solution0D gel solution0D gel solution0D gel solutionをををを数数数数 mlmlmlmlとりとりとりとり、、、、少量少量少量少量（（（（1/100 1/100 1/100 1/100 容程度容程度容程度容程度））））のののの 10% APS10% APS10% APS10% APSをををを加加加加ええええ、、、、撹拌撹拌撹拌撹拌    

後各後各後各後各ゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースのののの高高高高ささささ約半分約半分約半分約半分までまでまでまで入入入入れるれるれるれる。。。。そのそのそのその上上上上にににに静静静静かにかにかにかに水水水水をををを上乗上乗上乗上乗せしてせしてせしてせしてゲルゲルゲルゲル化化化化するするするする。。。。    

    

手順手順手順手順３３３３    

ゲルゲルゲルゲル作成用皿作成用皿作成用皿作成用皿からからからから 0D0D0D0D装置装置装置装置をををを外外外外すにはすにはすにはすには、、、、まずまずまずまず水平方向水平方向水平方向水平方向にずらしてからにずらしてからにずらしてからにずらしてから外外外外すすすす。。。。    

（（（（注注注注））））ずらしをずらしをずらしをずらしをせずにせずにせずにせずに、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり外外外外すとすとすとすとゲルゲルゲルゲルがががが抜抜抜抜けてしまうけてしまうけてしまうけてしまう。。。。    

    

≪≪≪≪    1D1D1D1Dゲルゲルゲルゲル作成作成作成作成    ≫≫≫≫    

ゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナはははは幅幅幅幅    ５５５５ｍｍ、ｍｍ、ｍｍ、ｍｍ、奥行奥行奥行奥行きききき    ２２２２ｍｍ、ｍｍ、ｍｍ、ｍｍ、高高高高ささささ    約約約約１８１８１８１８ｃｍｃｍｃｍｃｍののののゲルゲルゲルゲル６６６６本本本本をををを作成作成作成作成できできできでき

るるるる。。。。オープンオープンオープンオープン方式方式方式方式でででで上上上上、、、、中中中中、、、、下下下下にににに分分分分かれたかれたかれたかれた蓋蓋蓋蓋ををををＷＷＷＷクリップクリップクリップクリップでででで止止止止めるめるめるめる。。。。これにこれにこれにこれに上部上部上部上部バッファバッファバッファバッファ

ーーーー槽槽槽槽ををををゲルゲルゲルゲル化接着化接着化接着化接着しししし、、、、下部下部下部下部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽にににに立立立立てるてるてるてる。。。。    

    

○○○○必要必要必要必要なものなものなものなもの    

1D1D1D1D 装置一式装置一式装置一式装置一式    

1D gel solution1D gel solution1D gel solution1D gel solution    

10% APS10% APS10% APS10% APS    

WWWW クリップクリップクリップクリップ４４４４個個個個    
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2. 標準型の操作 （05装置の組み立てとゲル作成：0Dゲル作成→1Dゲル作成→2Dゲル作成） 

手順手順手順手順１１１１    

ゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナをををを組組組組みみみみ立立立立てててて、、、、左右左右左右左右２２２２かかかか所所所所ずつずつずつずつＷＷＷＷクリップクリップクリップクリップでででで止止止止めるめるめるめる。。。。そのそのそのその上上上上にににに上部上部上部上部バッファバッファバッファバッファ    

ーーーー槽槽槽槽をはめるをはめるをはめるをはめる。。。。1D gel solution1D gel solution1D gel solution1D gel solutionにににに少量少量少量少量のののの 10% APS10% APS10% APS10% APSをををを加加加加ええええ、、、、各部品間各部品間各部品間各部品間のののの隙間隙間隙間隙間にににに注入注入注入注入してしてしてして    

ゲルゲルゲルゲル化接着化接着化接着化接着するするするする。。。。左右両端左右両端左右両端左右両端ののりしろもののりしろもののりしろもののりしろも 1D gel solution1D gel solution1D gel solution1D gel solutionでででで接着接着接着接着しておくしておくしておくしておく。。。。はみはみはみはみ出出出出してきしてきしてきしてき    

たたたた余分余分余分余分のののの 1D gel solution1D gel solution1D gel solution1D gel solutionはそのはそのはそのはその都度都度都度都度ティッシュティッシュティッシュティッシュでででで拭拭拭拭きききき取取取取るるるる。。。。    

    

手順手順手順手順２２２２    

試験管試験管試験管試験管にににに 1D gel solution1D gel solution1D gel solution1D gel solutionをををを２２２２～～～～３３３３mlmlmlmlとりとりとりとり、、、、少量少量少量少量のののの 10% APS10% APS10% APS10% APSをををを加加加加ええええ、、、、撹拌後撹拌後撹拌後撹拌後ゲルゲルゲルゲル作成用作成用作成用作成用    

皿皿皿皿にににに入入入入れれれれ、、、、1D1D1D1D装置装置装置装置をををを立立立立ててててててててゲルゲルゲルゲル化化化化するするするする。。。。各各各各ゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースにににに底底底底ができるができるができるができる。。。。    

    

手順手順手順手順３３３３    

試験管試験管試験管試験管にににに 1D gel solution1D gel solution1D gel solution1D gel solutionをををを約約約約 20ml20ml20ml20mlとりとりとりとり、、、、少量少量少量少量（（（（1/100 1/100 1/100 1/100 容程度容程度容程度容程度））））のののの 10% APS10% APS10% APS10% APSをををを加加加加ええええ、、、、    

撹拌後各撹拌後各撹拌後各撹拌後各ゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースのののの上上上上までまでまでまで満満満満たすたすたすたす。。。。ゲルゲルゲルゲル化化化化にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、わずかにわずかにわずかにわずかにゲルゲルゲルゲルがががが収縮収縮収縮収縮するのでするのでするのでするので、、、、    

上部上部上部上部にににに 1D gel solution1D gel solution1D gel solution1D gel solutionをををを補補補補っておくっておくっておくっておく。。。。    

    

手順手順手順手順４４４４    

ゲルゲルゲルゲル作成用皿作成用皿作成用皿作成用皿からからからから 0D0D0D0D装置装置装置装置をををを外外外外すにはすにはすにはすには、、、、0D0D0D0Dゲゲゲゲルルルルとととと同様同様同様同様にまずにまずにまずにまず水平方向水平方向水平方向水平方向にずらしてからにずらしてからにずらしてからにずらしてから外外外外    

すすすす。。。。    

    

≪≪≪≪    2D2D2D2Dゲルゲルゲルゲル作成作成作成作成    ≫≫≫≫    

ゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナ左左左左１１１１枚枚枚枚、、、、中中中中３３３３枚枚枚枚、、、、右右右右１１１１枚枚枚枚のののの５５５５枚枚枚枚をををを重重重重ねたねたねたねた上上上上にににに、、、、上部上部上部上部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽をかぶせをかぶせをかぶせをかぶせ    

てからてからてからてからはたがねはたがねはたがねはたがねでででで止止止止めるめるめるめる。。。。そのそのそのその結果幅結果幅結果幅結果幅 16 cm16 cm16 cm16 cm、、、、高高高高ささささ 14 cm14 cm14 cm14 cm、、、、厚厚厚厚ささささ 2 mm2 mm2 mm2 mmののののゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースがががが

４４４４つできるつできるつできるつできる。。。。ゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナのののの左隅左隅左隅左隅にはにはにはには番号番号番号番号１１１１～～～～４４４４がががが彫彫彫彫りりりり込込込込まれているのでまれているのでまれているのでまれているので、、、、ゲルゲルゲルゲル化化化化さささされるれるれるれる

とととと、、、、２２２２次元次元次元次元ゲルゲルゲルゲルそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに番号番号番号番号がががが付付付付されるされるされるされる。。。。組組組組みみみみ立立立立てられたてられたてられたてられたゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナとととと上部上部上部上部ババババッファッファッファッファ

ーーーー槽槽槽槽をををを下部下部下部下部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽にににに立立立立てるてるてるてる。。。。    

    

○○○○必要必要必要必要なものなものなものなもの    

2D2D2D2D 装置一式装置一式装置一式装置一式    

2D gel solution2D gel solution2D gel solution2D gel solution    

paste paste paste paste gel solutiongel solutiongel solutiongel solution    

10% APS10% APS10% APS10% APS    

    

手順手順手順手順１１１１    

ゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナをををを番号順番号順番号順番号順にににに組組組組みみみみ立立立立てててて、、、、そのそのそのその上上上上にににに上部上部上部上部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽ををををバナナチップバナナチップバナナチップバナナチップがががが右右右右にくにくにくにく    

るようにはめてからるようにはめてからるようにはめてからるようにはめてから、、、、左右左右左右左右２２２２かかかか所所所所ずつはたがねでずつはたがねでずつはたがねでずつはたがねで止止止止めるめるめるめる。。。。下下下下のはたがねののはたがねののはたがねののはたがねの締締締締めめめめ具具具具がががが水平水平水平水平    

になるようにするになるようにするになるようにするになるようにする。。。。paste gel solutionpaste gel solutionpaste gel solutionpaste gel solutionにににに少量少量少量少量のののの 10% APS10% APS10% APS10% APSをををを加加加加ええええ、、、、４４４４枚枚枚枚ののののゲルスペーゲルスペーゲルスペーゲルスペー    

ススススのののの左右両端左右両端左右両端左右両端のののの糊代糊代糊代糊代にににに注入注入注入注入してしてしてしてゲルゲルゲルゲル化接着化接着化接着化接着するするするする。。。。次次次次いでいでいでいで上部上部上部上部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽ととととゲルコンテゲルコンテゲルコンテゲルコンテ    
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2. 標準型の操作 （05装置の組み立てとゲル作成：0Dゲル作成→1Dゲル作成→2Dゲル作成） 

ナナナナのののの隙間隙間隙間隙間もももも paste gel solutionpaste gel solutionpaste gel solutionpaste gel solutionでででで接着接着接着接着しておくしておくしておくしておく。。。。念念念念のためこののためこののためこののためこの接着接着接着接着のののの動作動作動作動作をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす。。。。    

    

手順手順手順手順２２２２    

試験管試験管試験管試験管にににに 2222D gel solutionD gel solutionD gel solutionD gel solutionをををを約約約約 30 ml30 ml30 ml30 mlとりとりとりとり、、、、少量少量少量少量のののの 10% APS10% APS10% APS10% APSをををを加加加加ええええ、、、、撹拌後撹拌後撹拌後撹拌後ゲルゲルゲルゲル作成用作成用作成用作成用    

皿皿皿皿にににに入入入入れるれるれるれる。。。。このこのこのこのゲルゲルゲルゲル化化化化はははは時間時間時間時間がかかるのでがかかるのでがかかるのでがかかるので、、、、予予予予めめめめ３０３０３０３０ºCºCºCºC位位位位にににに温温温温めてめてめてめて行行行行うううう。。。。ゲルゲルゲルゲル作成用作成用作成用作成用    

皿皿皿皿にににに 2D2D2D2D装置装置装置装置をををを立立立立ててててててててゲルゲルゲルゲル化化化化するするするする。。。。各各各各ゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースにににに底底底底ができるができるができるができる。。。。2D gel solution2D gel solution2D gel solution2D gel solutionのののの漏漏漏漏    

れをれをれをれを防防防防ぐにはぐにはぐにはぐには、、、、ゲルゲルゲルゲル化化化化してからしてからしてからしてから念念念念のためのためのためのため 10 ml10 ml10 ml10 ml程度程度程度程度のののの paste gel solutionpaste gel solutionpaste gel solutionpaste gel solutionををををゲルゲルゲルゲル作成用皿作成用皿作成用皿作成用皿    

にににに追加追加追加追加するとするとするとすると万全万全万全万全であるであるであるである。。。。    

    

手順手順手順手順３３３３    

十分十分十分十分ににににゲルゲルゲルゲル化化化化するのをするのをするのをするのを待待待待ちちちち、、、、ビーカービーカービーカービーカーにににに 2D gel solution2D gel solution2D gel solution2D gel solutionをををを約約約約 250ml250ml250ml250mlとりとりとりとり、、、、約約約約 1/30 1/30 1/30 1/30 容容容容程程程程    

度度度度のののの 10% APS10% APS10% APS10% APSをををを加加加加ええええ、、、、撹拌後撹拌後撹拌後撹拌後ゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースにににに静静静静かにかにかにかに注注注注ぐぐぐぐ。。。。４４４４枚枚枚枚ののののゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペース全体全体全体全体がががが一一一一    

つのつのつのつのプールプールプールプールになっているのでになっているのでになっているのでになっているので、、、、ゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースだけでなくそのだけでなくそのだけでなくそのだけでなくその間間間間のののの溝溝溝溝もももも 2D gel solution2D gel solution2D gel solution2D gel solutionでででで    

満満満満たされるたされるたされるたされる。。。。    

    

手順手順手順手順４４４４    

ゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーををををゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースにににに嵌嵌嵌嵌めるめるめるめる。。。。このこのこのこの時時時時ゲルスペースゲルスペースゲルスペースゲルスペースのののの 2D gel solution2D gel solution2D gel solution2D gel solutionのののの中中中中にににに    

気泡気泡気泡気泡がががが残残残残ってないことをってないことをってないことをってないことを十分十分十分十分にににに確確確確かめておくかめておくかめておくかめておく。。。。ゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーがががが嵌嵌嵌嵌めにくいめにくいめにくいめにくい場合場合場合場合ははははソフソフソフソフ    

トハンマートハンマートハンマートハンマーでででで軽軽軽軽くたたきくたたきくたたきくたたき込込込込むむむむ。。。。逆逆逆逆にににに緩緩緩緩すぎるすぎるすぎるすぎる場合場合場合場合ははははゲルゲルゲルゲルのののの膨張膨張膨張膨張ででででゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーがががが持持持持ちちちち    

上上上上げられないようげられないようげられないようげられないよう、、、、ゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーにににに重石重石重石重石をををを載載載載せてせてせてせておくおくおくおく。。。。    

    

手順手順手順手順５５５５    

発熱発熱発熱発熱をををを伴伴伴伴いながらいながらいながらいながらゲルゲルゲルゲル化化化化がががが完了完了完了完了するとするとするとすると、、、、ゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーをををを嵌嵌嵌嵌めたままでめたままでめたままでめたままで、、、、溝溝溝溝などのなどのなどのなどの余分余分余分余分なななな

部分部分部分部分ののののゲルゲルゲルゲルををををスパーテルスパーテルスパーテルスパーテルでででで除去除去除去除去するするするする。。。。それがそれがそれがそれが終終終終わるとわるとわるとわるとゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーゲルスペーサーをををを外外外外すすすす。。。。堅堅堅堅いいいい場合場合場合場合はははは

ラジオペンチラジオペンチラジオペンチラジオペンチをををを使使使使うううう。。。。    

    

手順手順手順手順６６６６    

ゲルゲルゲルゲル作成用皿作成用皿作成用皿作成用皿からからからから 2D2D2D2D装置装置装置装置をををを外外外外すにはすにはすにはすには、、、、ゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナのののの下部下部下部下部にににに沿沿沿沿ってってってってスパーテルスパーテルスパーテルスパーテルででででゲルゲルゲルゲルをををを    

切切切切ってからってからってからってから外外外外すすすす。。。。    

    

手順手順手順手順７７７７    

2D2D2D2D装置装置装置装置をををを逆逆逆逆さにしてさにしてさにしてさにして、、、、底底底底のののの余分余分余分余分ななななゲルゲルゲルゲルをををを除去除去除去除去するするするする。。。。これにはこれにはこれにはこれにはキムワイプキムワイプキムワイプキムワイプでででで底底底底をををを柔柔柔柔らかくらかくらかくらかく    

こすればよいこすればよいこすればよいこすればよい。。。。    

    

手順手順手順手順８８８８    

ゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナをををを下部下部下部下部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽ののののバナナチップバナナチップバナナチップバナナチップにににに遠遠遠遠いいいい側側側側にににに接接接接するようにするようにするようにするように嵌嵌嵌嵌めるめるめるめる。。。。バナバナバナバナ    

ナチップナチップナチップナチップがががが上下上下上下上下ともともともとも右側右側右側右側にににに来来来来るるるる。。。。下部下部下部下部のののの２２２２本本本本のはたがねがのはたがねがのはたがねがのはたがねがゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナをををを支支支支えてえてえてえて下部下部下部下部ババババ    

ッファーッファーッファーッファー槽槽槽槽のののの縁縁縁縁にににに乗乗乗乗るるるる形形形形になるになるになるになる。。。。 


