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(57)【要約】
【課題】電気泳動用試料を容易に注入することができる
電気泳動用ゲル、電気泳動装置、電気泳動用ゲルのウエ
ル作製具、及びそれらの製造方法の提供。
【解決手段】複数のウエルが正方網目の交接点の位置と
なるように配置され、ホリゾンタル設置されるスラブ型
電気泳動用ゲルを備える電気泳動装置であって、正方網
目が形成する平行直線と電気泳動の電界方向とのなす角
度が０°より大きく４５°未満となるように電気泳動用
ゲルを配置してなる電気泳動装置により、上記課題を解
決する。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のウエルが正方網目の交接点の位置となるように配置され、ホリゾンタル設置される
スラブ型電気泳動用ゲルを備える電気泳動装置であって、前記正方網目が形成する平行直
線と電気泳動の電界方向とのなす角度が０°より大きく４５°未満となるように前記電気
泳動用ゲルを配置してなる電気泳動装置。
【請求項２】
前記ウエルは、前記電界方向と直交するウエル幅が最隣接ウエル間距離の１／２以下であ
る請求項１記載の電気泳動装置。
【請求項３】

10

前記ウエル幅が、ウエルの電界方向と平行なウエル長さと等しいか又はウエル長さよりも
短い請求項２記載の電気泳動装置。
【請求項４】
前記ウエルの各々の形状は、ウエル開口部よりも小面積のウエル底部を有し、ウエル開口
部からウエル底部への内壁面が、泳動方向側に泳動方向と垂直な第１の面、及び該第１の
面と対する第２の面であってウエル開口部からウエル底部にかけて少なくとも一部傾斜す
る第２の面を有する請求項１〜３のいずれか１項記載の電気泳動装置。
【請求項５】
第１の開口部及び第２の開口部を有する貫通孔を備えるサンプルアプリケータであって、
前記第１の開口部がウエルの開口部に対応し、前記第２の開口部が前記第１の開口部より
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も大面積であるサンプルアプリケータをさらに備える請求項１〜４のいずれか１項記載の
装置。
【請求項６】
電気泳動の際の迷電流を抑制する泳動迷電流抑制板を前記泳動用ゲルの上及び／又は下に
備える請求項１〜５のいずれか１項記載の装置。
【請求項７】
複数のウエルが正方網目の交接点の位置となるように配置される電気泳動用ゲルであって
、ウエルは、泳動方向と直交するウエル幅が最隣接ウエル間距離の１／４以下である電気
泳動用ゲル。
【請求項８】
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前記ウエル幅が、ウエルの泳動方向と平行なウエル長さと等しいか又はウエル長さよりも
短い請求項７記載の電気泳動用ゲル。
【請求項９】
前記ウエルの開口部側に、該開口部よりも大面積のウエル導入部開口を有するウエル導入
部を備える請求項７又は８記載の電気泳動用ゲル。
【請求項１０】
前記ウエル導入部が、円錐台状又は角錐状である請求項９記載の電気泳動用ゲル。
【請求項１１】
前記ウエル導入部が、前記電気泳動用ゲル表面よりも突出して配置される請求項１０記載
の電気泳動用ゲル。
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【請求項１２】
ウエルは、ウエル開口部よりも小面積のウエル底部を有し、ウエル開口部からウエル底部
への内壁面が、泳動方向側に泳動方向と垂直な第１の面、及び該第１の面と対する第２の
面であってウエル開口部からウエル底部にかけて少なくとも一部傾斜する第２の面を有す
る形状を有する電気泳動用ゲル。
【請求項１３】
前記電気泳動用ゲルはウエルを複数有し、該複数のウエルが正方網目の交接点の位置とな
るように配置される請求項１２記載の電気泳動用ゲル。
【請求項１４】
前記ウエルは、泳動方向と直交するウエル幅が最隣接ウエル間距離の１／４以下である請
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求項１２又は１３記載の電気泳動用ゲル。
【請求項１５】
前記ウエル幅が、ウエルの泳動方向と平行なウエル長さと等しいか又はウエル長さよりも
短い請求項１４記載の電気泳動用ゲル。
【請求項１６】
前記ウエルの開口部側に、該開口部よりも大面積のウエル導入部開口を有するウエル導入
部を備える請求項１２〜１５のいずれか１項記載の電気泳動用ゲル。
【請求項１７】
前記ウエル導入部が、円錐台状又は角錐台状である請求項１６記載の電気泳動用ゲル。
【請求項１８】
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前記ウエル導入部が、前記電気泳動用ゲル表面よりも突出して配置される請求項１７記載
の電気泳動用ゲル。
【請求項１９】
請求項７〜請求項１８のいずれか１項記載の電気泳動用ゲルを作製するためのウエル作製
具。
【請求項２０】
電気泳動用ゲルにウエルを作製するウエル作製具であって、該ウエル作製具が前記ウエル
の型となる複数の歯を有し、前記歯の各々が略円柱状、略円錐状又は略円錐台状であるか
、もしくは略四角柱状、略四角錐状又は略四角錐台状であり、各々の歯の幅が隣接する歯
間距離の１／２以下であるウエル作製具。
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【請求項２１】
電気泳動用ゲルにウエルを作製するウエル作製具であって、該ウエル作製具が前記ウエル
の型となる単数又は複数の歯を有し、前記歯が突起状ウエル導入部形成手段を有し、該突
起状ウエル導入部形成手段は、ゲル作製時にゾル界面と接触し且つ接触したゾル界面を引
き上げて、電気泳動用ゲルに前記ウエルと共に、該ウエルよりもゲル表面側に該ゲル表面
よりも突出して配置されるウエル導入部を形成するウエル作製具。
【請求項２２】
前記突起状ウエル導入部形成手段は、前記歯の長手方向と直交する方向に突出する部分を
少なくとも有する請求項２１記載のウエル作製具。
【請求項２３】

30

前記ウエル作製具が略平板と複数の歯を有し、該歯は、前記平板に対して歯の長手方向が
略垂直となるように配置される請求項２１又は２２記載のウエル作製具。
【請求項２４】
前記ウエル作製具が複数の歯を有し、該複数の歯が正方網目の交接点の位置となるように
配置される請求項２１〜２３のいずれか１項記載のウエル作製具。
【請求項２５】
前記複数の歯が前記略平板と垂直な一側面を有し、該一側面と前記正方網目が形成する平
行直線とのなす角度が０°よりも大きく４５°未満である請求項２４項記載のウエル作製
具。
【請求項２６】

40

請求項２１〜２５のいずれか１項記載のウエル作製具をゲル作製容器に、歯が容器内に入
るように配置する配置工程；ゾル界面と前記突起状ウエル導入部形成手段とが接触し且つ
該突起状ウエル導入部形成手段が接触したゾル界面を引き上げてゲル表面側に該ゲル表面
よりも突出するウエル導入部を形成するようなゾル量を、前記ゲル作製容器にゾルを注入
する注入工程；前記ゾルをゲル化する工程；得られたゲルからウエル作製具を取り外して
ウエル及びゲル表面側に該ゲル表面よりも突出するウエル導入部を形成する工程を有する
電気泳動用ゲルの作製方法。
【請求項２７】
前記配置工程において、ウエル作製具配置手段を用いる請求項２６記載の方法。
【請求項２８】
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前記ウエル作製具配置手段は、該手段を自立させる自立手段、及びウエル作製具支持手段
を有し、該支持手段は略平板であり且つ該平板に前記歯に対応する孔を有し、該孔を介し
てウエル作製具の歯がウエル作製用容器内に配置される請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
電気泳動用ゲルにウエルを作製するヘッジホッグであって、該ヘッジホッグは平板部及び
該平板部片面上に複数の歯を有し、複数の歯が正方網目の交接点の位置となるように配置
されるヘッジホッグ。
【請求項３０】
前記複数の歯の各々が略四角柱状、略四角錐状又は略四角錐台状であり、該四角柱、四角
錐又は四角錐台の一側面がヘッジホッグの平板部と垂直になるように配置され、且つ該一
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側面と正方網目が形成する平行直線とのなす角度が０°より大きく４５°未満である請求
項２９記載のヘッジホッグ。
【請求項３１】
前記複数の歯の各々は、先端部側に細くなる傾斜を少なくとも有する請求項２９又は３０
記載のヘッジホッグ。
【請求項３２】
電気泳動の際の迷電流を抑制する電気泳動用迷電流抑制板であって、該迷電流抑制板は、
絶縁性材料からなり、電気泳動用ゲルの面積の２５％以上を覆うように配置される電気泳
動用迷電流抑制板。
【請求項３３】
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前記電気泳動用迷電流抑制板は、第１の開口部及び第２の開口部を有する貫通孔を備える
電気泳動試料アプリケータ手段を有し、前記第１の開口部が電気泳動用ゲルのウエル開口
部に対応し、前記第２の開口部が前記第１の開口部よりも大面積である請求項３２記載の
電気泳動用迷電流抑制板。
【請求項３４】
前記電気泳動試料アプリケータ手段は前記貫通孔を複数有し、該複数の貫通孔が、正方網
目の交接点の位置に配置されたウエルに対応するように、正方網目の交接点の位置に配置
される請求項３３記載の電気泳動用迷電流抑制板。
【請求項３５】
電気泳動装置の製造方法であって、該方法は、正方網目の交接点の位置となるように複数
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のウエルを電気泳動用ゲルに配置するウエル配置工程；及び前記正方網目が形成する直線
と電気泳動の電界方向とのなす角度が０°より大きく４５°未満となるように前記電気泳
動用ゲルを配置するゲル配置工程；を有する、上記方法。
【請求項３６】
前記ウエル配置工程がウエル形成工程を有し、該ウエル形成工程において、前記電界方向
と直交するウエル幅が最隣接ウエル間距離の１／２以下であるように各ウエルを形成する
請求項３５記載の方法。
【請求項３７】
前記ウエル配置工程がウエル形成工程を有し、該ウエル形成工程において、各ウエルの形
状を、その開口部が略円状となるように形成する請求項３５又は３６記載の方法。
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【請求項３８】
前記ウエル配置工程がウエル形成工程を有し、該ウエル形成工程において、各ウエルの形
状を、ウエル開口部よりも小面積のウエル底部を有し、ウエル開口部からウエル底部への
内壁面が、泳動方向側に泳動方向と垂直な第１の面、及び該第１の面と対する第２の面で
あってウエル開口部からウエル底部にかけて少なくとも一部傾斜する第２の面を有するよ
うに、形成する請求項３５又は３６記載の方法。
【請求項３９】
前記ウエル形成工程が、ウエル導入部とウエルとを形成する第１の工程を有し、前記ウエ
ル導入部が前記ウエルよりも開口側に配置され、前記ウエル導入部の開口部が前記ウエル
形状の開口部よりも大面積であり、前記ウエル導入部が前記ウエル導入部の開口部からウ

50

(5)

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

エル形状の開口部に傾斜した面を少なくとも一部に有する請求項３７又は３８記載の方法
。
【請求項４０】
前記ウエル形成工程が、前記第１の工程後に、前記ウエル導入部を削除する第２の工程を
有する請求項３９記載の方法。
【請求項４１】
ウエル開口部の形状が略円形である電気泳動用ゲルを用いた電気泳動結果解析方法であっ
て、電気泳動結果を電気泳動画像として取り込む工程；電気泳動画像において泳動開始点
、泳動レーン中心線及び泳動レーン中心線における泳動位置を特定する工程；及び泳動開
始点から泳動位置までの距離を分子量に換算することにより定性結果を得る工程；を有す
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る電気泳動結果解析方法。
【請求項４２】
泳動位置での画像濃度に対応する物質量を得る工程をさらに有する請求項４１記載の方法
。
【請求項４３】
ウエル開口部の形状が円形である電気泳動用ゲルを用いた電気泳動結果解析方法であって
、電気泳動結果を電気泳動画像として取り込む工程；電気泳動画像において泳動開始点及
び泳動位置を特定する工程；泳動位置での画像濃度に対応する物質量を得る工程；泳動開
始点から泳動位置までの距離を分子量に換算することにより定性結果を得る工程；を有す
る電気泳動結果解析方法。
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【請求項４４】
ウエルを有さない電気泳動用ゲルの所定位置に電気泳動用試料を埋め込む試料注入工程を
有する電気泳動用試料を有する電気泳動ゲルの調製方法。
【請求項４５】
前記試料注入工程が、前記電気泳動用試料を含浸可能な材料に該試料を浸漬し該材料を埋
め込む請求項４４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バイオテクノロジー分野などにおいて用いられている電気泳動法に使用される
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電気泳動用ゲル及びその製造方法、電気泳動結果解析方法、並びに電気泳動装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、バイオテクノロジー分野などにおいて、ＤＮＡ断片やｍＲＮＡ分子種を、電場
のなかにおかれたゲル状物質のなかを泳動させることで、その分子量をもとに分離または
解析する電気泳動法が一般的に用いられている。例えば、ＰＣＲ産物の長さ・量を確認す
るために、クローンしたＤＮＡを大腸菌等で増幅した際にその品質を管理するためなどに
、電気泳動法、特にアガロースゲルを用いる電気泳動法が通常用いられている。より具体
的には、ＰＣＲ産物をＤＮＡチップにスタンプする際には、ＰＣＲ反応の成否と産物量の
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測定のために、必ず電気泳動が行われる。同様の作業は、クローンの配列決定の前段階で
も行われる。
【０００３】
サブマリン電気泳動は一般に、薄板状アガロースゲル（「スラブ型ゲル」という）をバッ
ファ液に横に寝かせた状態で浸漬させて行われる。核酸を含むサンプルは、スラブ型ゲル
に設けられた凹部（「ウエル」という）に注入される。サンプルは予め、グリセロールな
どの物質で比重を高める処理を施し、その後バッファ中にあるウエルに注入される。なお
、ウエルは一般に、コウムと呼ばれる、厚さ１〜２ｍｍの板状物に等間隔の切込みを有す
る鋳型を用いて、次のように形成される。即ち、長方形底部と側面部を有するゲル形成用
平皿に、板状コウムを配置する。コウムは、例えば長方形底部の短辺と平行となる（長方
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形底部の長辺と直交する）ように平皿側面部上に、コウムの歯が平皿内部に突き出すよう
に配置される。配置後、アガロースゾルを平皿に流し固める。その後、コウムを抜き取る
ことにより、コウムの歯を鋳型とした略直方体状凹部を有するウエル群が形成される。
【０００４】
ＤＮＡチップやゲノムシーケンシングでは、扱うクローンの種類が極めて多数になるので
、ほとんどの場合、マイクロタイタプレート（ＭＴＰ）という器具を用いて作業を行う。
ＭＴＰは８行×１２列＝９６本の格子を基本単位とする小さな試験管の集合体で、そのサ
イズが実質的な国際標準になっている。ＭＴＰは、それまで一本単位だった１．５ｍｌ小
型遠心チューブと比べて、多数本を固定してあるため、検体を同時に多数取り扱うことが
できる点で優れ、且つ労力削減及び取り違えによる人為的ミス予防の点でも優れている。
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ＭＴＰを取り扱うための器具、例えば分注機や遠心機も開発され普及している。また、Ｄ
ＮＡチップ作製機や、シーケンサーもＭＴＰに対応して開発され、ＭＴＰを標準とする取
扱い及びその自動化が進んでいる。
【０００５】
ＭＴＰで調製されたＤＮＡなどのサンプルは、最終的にＤＮＡチップ作製機やシーケンサ
ーで利用される前に品質や量を確認される。この作業は、上述のように、通常、ゲル電気
泳動法によって行われる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のウエル形状では、サンプル注入が必ずしも容易ではなかった。即ち
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、従来のウエル形状は、その開口部が短辺１〜２ｍｍの長方形であった。このウエルにサ
ンプルを時間を掛けて注入しないと、ウエル内にサンプルがなかなか留まらず、まきあが
ってあふれ出すことがあった。これを避けるには、注入用ピペット先端を、長時間、一点
に固定する必要があるが、様々なハンドリングの問題が生じていた。例えば、サンプルを
ウエル外に流失したり、ウエル底部をピペットで突き破り破損させるなどである。また、
サンプル量が多い場合には、限られた容積内に全サンプルを注入するのが不可能なことも
あった。
【０００７】
また、ゲル電気泳動法に用いられる装置は、ＭＴＰに対応していない状況にある。例えば
、１列に１２個のウエルを設けることができるように、コウムによってウエルを調製し、
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それによって得られたゲルで１２個のサンプルの電気泳動結果を一時に得る方法が存在す
る。この場合は、ＭＴＰの１列又は１行に相当するサンプルの電気泳動結果が得られるだ
けであり、ＭＴＰ全体の電気泳動結果を一時に得ることができない。
【０００８】
さらに、上記の「１列に１２個のウエル」の考えに基づいて、ＭＴＰに相当する列数のウ
エルを設けたゲルに、ＭＴＰのサンプルを簡易に注入してゲルを調製することも考えられ
る。しかしながら、このように得られたゲルは、第１列目のウエル群と第２列目のウエル
群との距離が９ｍｍとなり、この距離からウエル自体の長さ（１〜２ｍｍ）を引いた値約
７〜８ｍｍが有効電気泳動距離（有効レーン長）となる。一般に、電気泳動距離は、サン
プルが未知であればあるほど、不確定であるため、できる限り長い有効電気泳動距離（有

40

効レーン長）を確保することが望まれる。
【０００９】
また、従来の「１列に１２個のウエル」を設ける場合、各ウエルの形状は、図１に示すよ
うに、（ａ）の電気泳動用ゲル１に設けるウエル３の開口部が長方形（電界方向Ａに平行
な辺が短い長方形）であり、ｂ−ｂの断面図である（ｂ）が示すように、ウエル３の断面
においても長方形であり、ウエル形状自体が直方体を有していた。この形状は、泳動後に
生じるバンドをできる限り明確にするためのものと考えられる。上記のように、ＭＴＰに
相当する８行×１２列のウエルを設ける場合、行間距離又は列間距離が比較的十分でない
ため、従来のウエル形状を維持しつつＭＴＰに相当する８行×１２列のウエルを設けるに
は困難を有していた。
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【００１０】
そこで、本発明の目的は、上記課題を解決することにある。
具体的には、本発明の目的は、電気泳動用試料を容易に注入することができる電気泳動用
ゲル、電気泳動装置、電気泳動用ゲルのウエル作製具、及びそれらの製造方法を提供する
ことにある。
【００１１】
また、本発明の目的は、上記目的に加えて、又は上記目的の他に、ＭＴＰの各マイクロタ
イタ位置に相当する複数のウエルを有し且つ十分な有効電気泳動距離（有効レーン長）を
確保する電気泳動用ゲル及び電気泳動装置、並びにそれらの製造方法を提供することにあ
る。
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さらに、本発明の目的は、上記目的に加えて、又は上記目的の他に、上記電気泳動用ゲル
を用いて得られた電気泳動の結果を解析する方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、まず、従来よりも短いウエル幅（ウエルにおいて泳動方向と直交する箇所）
を備えたウエル形状を有する電気泳動ゲルを用いても、泳動像に影響を及ぼさないことを
見出した。また、ウエル長さが従来よりも長くても、泳動像にさほど影響を与えないこと
を見出した。さらに、本発明者は、短いウエル幅を有するウエルを用いることにより、電
気泳動結果であるレーンの幅が狭くなることを見出した。即ち、本発明者は、短いウエル
幅を有するウエルを用いれば、隣接ウエルがもたらす２つ以上のレーンがオーバーラップ
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する可能性を低減させることを見出した。なお、後述するが、本明細書において、「ウエ
ル幅」とは、ウエルにおいて泳動方向と直交する箇所のうち最大値のものをいう。また、
「ウエル長さ」とは、泳動方向と平行な箇所のうち最大値のものをいう。さらに、「ウエ
ル深さ」とは、電気泳動用ゲル表面からウエル底部までの最大値をいう。
【００１３】
また、本発明者は、図２に示すように、ＭＴＰの各マイクロタイタ位置に対応するように
複数のウエル５を配置させた電気泳動用ゲル１を、電気泳動の際の電界方向（又は泳動方
向）（図２中、矢印Ａの方向）とＭＴＰの各格子を形成する正方網目の一辺Ｘとが角度α
をもって交わるように、換言すると、斜めになるように配置させること（本明細書におい
て、「斜め配置」又は「斜め配置ゲル」などと略記することがある）を見出した。このよ
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うに斜め配置することにより、各ウエルの有効電気泳動距離を十分に確保できることを見
出した。
【００１４】
さらに、本発明者は、ウエル開口部が略円形状のウエルによって得られる泳動結果（バン
ド又はピーク）に、三日月状又はより不明確なバンド（例えば図３の「φ＝０．８ｍｍウ
エル」の電気泳動結果を参照のこと）が得られる場合があることから、これらの泳動結果
の解析方法を見出した。
具体的には、本発明者は、次の発明を見出した。
【００１５】
＜１＞

複数のウエルが正方網目の交接点の位置となるように配置され、ホリゾンタル設

40

置されるスラブ型電気泳動用ゲルを備える電気泳動装置であって、正方網目が形成する平
行直線と電気泳動の電界方向とのなす角度が０°より大きく４５°未満、好ましくは１１
°より大きく４５°未満、より好ましくは１８°以上２７°未満又は２７より大きく４５
°未満となるように電気泳動用ゲルを配置してなる電気泳動装置。複数のウエルは、行８
個×列１２個を１単位とし該１単位を少なくとも有するのがよい。
【００１６】
＜２＞

上記＜１＞において、ウエルは、電界方向と直交するウエル幅が最隣接ウエル間

距離の１／２以下、好ましくは１／４以下であるのがよく、ウエル幅が１ｍｍであるのが
よい。
＜３＞

上記＜２＞において、ウエル幅が、ウエルの電界方向と平行なウエル長さと等し

50

(8)

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

いか又はウエル長さよりも短いのがよい。
【００１７】
＜４＞

上記＜１＞〜＜３＞のいずれかにおいて、ウエルは、その各開口部が略円状であ

るのがよい。また、ウエルの各々の形状が、略円筒状又は略円錐状又は略円錐台状である
のがよい。さらに、ウエル開口部が略円状である場合、その径が１ｍｍであるのがよい。
【００１８】
＜５＞

上記＜１＞〜＜３＞のいずれかにおいて、ウエルの各々の形状は、ウエル開口部

よりも小面積のウエル底部を有し、ウエル開口部からウエル底部への内壁面が、泳動方向
側に泳動方向と垂直な第１の面、及び該第１の面と対する第２の面であってウエル開口部
からウエル底部にかけて少なくとも一部傾斜する第２の面を有するのがよい。
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【００１９】
＜６＞

上記＜５＞において、開口部が略正方形を有し、前記略正方形の第１の平行２辺

が泳動方向と平行に配置され、前記略正方形の第１の平行２辺を含む内壁面がゲル表面と
略垂直な面を有するのがよい。
＜７＞

上記＜１＞〜＜６＞のいずれかにおいて、第１の開口部及び第２の開口部を有す

る貫通孔を備えるサンプルアプリケータであって、第１の開口部がウエルの開口部に対応
し、第２の開口部が第１の開口部よりも大面積であるサンプルアプリケータをさらに備え
るのがよい。
【００２０】
＜８＞

上記＜１＞〜＜６＞のいずれかにおいて、電気泳動の際の迷電流を抑制する泳動
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迷電流抑制板を電気泳動用ゲル上又は下にさらに備えるのがよい。泳動迷電流抑制板は、
絶縁性材料からなるのがよく、及び／又は電気泳動用ゲルの面積の２５％以上、好ましく
は５０％以上、より好ましくは９０％以上覆うように電気泳動用ゲル上に配置されるのが
よい。
【００２１】
＜９＞

ウエルを有する電気泳動用ゲルであって、該ウエルは、泳動方向と直交するウエ

ル幅が１ｍｍである電気泳動用ゲル。
＜１０＞

＜９＞において、ウエル幅が、ウエルの泳動方向と平行なウエル長さと等しい

か又はウエル長さよりも短いのがよい。
【００２２】
＜１１＞
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＜９＞又は＜１０＞において、ウエルは、その開口部が略円状又は略四角形状

であるのがよい。ウエル形状は、略円柱状、略円錐状又は略円錐台状、もしくは略四角柱
状、略四角錐状又は略四角錐台状であるのがよい。
＜１２＞

＜９＞又は＜１０＞において、ウエルは、ウエル開口部よりも小面積のウエル

底部を有し、ウエル開口部からウエル底部への内壁面が、泳動方向側に泳動方向と垂直な
第１の面、及び該第１の面と対する第２の面であってウエル開口部からウエル底部にかけ
て少なくとも一部傾斜する第２の面を有する形状を有するのがよい。
【００２３】
＜１３＞

＜９＞〜＜１２＞のいずれかにおいて、ウエルの開口部側に、該開口部よりも

大面積のウエル導入部開口を有するウエル導入部を備えるのがよい。
＜１４＞

40

＜１３＞において、ウエル導入部が、円錐台状又は角錐状であるのがよい。

【００２４】
＜１５＞

＜１４＞において、ウエル導入部が、電気泳動用ゲルの表面よりも突出して配

置されるのがよい。
＜１６＞

＜９＞〜＜１５＞のいずれかにおいて、電気泳動用ゲルはウエルを複数有し、

該複数のウエルが正方網目の交接点の位置となるように配置されるのがよい。ウエルは、
行８個×列１２個を１単位とし該１単位を少なくとも有し、それらが正方網目の交接点の
位置となるように配置されるのがよい。
【００２５】
＜１７＞

複数のウエルが正方網目の交接点の位置となるように配置される電気泳動用ゲ
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ルであって、ウエルは、泳動方向と直交するウエル幅が最隣接ウエル間距離の１／２以下
、好ましくは１／４以下である電気泳動用ゲル。複数のウエルは、行８個×列１２個を１
単位とし該１単位を少なくとも有するのがよい。
＜１８＞

＜１７＞において、ウエル幅が、ウエルの泳動方向と平行なウエル長さと等し

いか又はウエル長さよりも短いのがよい。
【００２６】
＜１９＞

＜１７＞又は＜１８＞において、ウエルの開口部側に、該開口部よりも大面積

のウエル導入部開口を有するウエル導入部を備えるのがよい。
＜２０＞

＜１９＞において、ウエル導入部が、円錐台状又は角錐状であるのがよい。

＜２１＞

＜２０＞において、ウエル導入部が、前記電気泳動用ゲル表面よりも突出して
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配置されるのがよい。
【００２７】
＜２２＞

ウエルを有する電気泳動用ゲルであって、ウエルは、ウエル開口部よりも小面

積のウエル底部を有し、ウエル開口部からウエル底部への内壁面が、泳動方向側に泳動方
向と垂直な第１の面、及び該第１の面と対する第２の面であってウエル開口部からウエル
底部にかけて少なくとも一部傾斜する第２の面を有する形状を有する電気泳動用ゲル。
【００２８】
＜２３＞

＜２２＞において、電気泳動用ゲルはウエルを複数有し、該複数のウエルが正

方網目の交接点の位置となるように配置されるのがよい。
＜２４＞

＜２２＞又は＜２３＞において、ウエルは、泳動方向と直交するウエル幅が最
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隣接ウエル間距離の１／２以下、好ましくは１／４以下であるのがよい。
【００２９】
＜２５＞

＜２４＞において、ウエル幅が、ウエルの泳動方向と平行なウエル長さと等し

いか又はウエル長さよりも短いのがよい。
＜２６＞

＜２２＞〜＜２５＞において、ウエルの開口部側に、該開口部よりも大面積の

ウエル導入部開口を有するウエル導入部を備えるのがよい。
＜２７＞

＜２６＞において、ウエル導入部が、円錐台状又は角錐状であるのがよい。

【００３０】
＜２８＞

＜２７＞において、ウエル導入部が、電気泳動用ゲルの表面よりも突出して配

置されるのがよい。
＜２９＞
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上記＜２２＞〜＜２８＞において、開口部が略正方形を有し、略正方形の第１

の平行２辺が泳動方向と平行に配置され、第１の平行２辺を含む内壁面がゲル表面と略垂
直な面を有するのがよい。
【００３１】
＜３０＞

上記＜９＞〜＜２９＞のいずれかの電気泳動用ゲルを作製するためのウエル作

製具。
＜３１＞

電気泳動用ゲルにウエルを作製するウエル作製具であって、該ウエル作製具が

前記ウエルの型となる１つ又は複数の歯を有し、前記歯の各々が略円柱状、略円錐状又は
略円錐台状であるか、もしくは略四角柱状、略四角錐状又は略四角錐台状であるウエル作
製具。
＜３２＞

40
＜３１＞において、歯を複数有し、複数の歯が正方網目の交接点の位置となる

ように配置されるのがよい。
【００３２】
＜３３＞

電気泳動用ゲルにウエルを作製するウエル作製具であって、該ウエル作製具が

前記ウエルの型となる単数又は複数の歯を有し、前記歯が突起状ウエル導入部形成手段を
有し、該突起状ウエル導入部形成手段は、ゲル作製時にゾル界面と接触し且つ接触したゾ
ル界面を引き上げて、電気泳動用ゲルに前記ウエルと共に、該ウエルよりもゲル表面側に
該ゲル表面よりも突出して配置されるウエル導入部を形成するウエル作製具。
＜３４＞

＜３３＞において、突起状ウエル導入部形成手段は、歯の長手方向と直交する

方向に突出する部分を少なくとも有するのがよい。
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【００３３】
＜３５＞

＜３３＞又は＜３４＞において、ウエル作製具が複数の歯を有し、該複数の歯

が正方網目の交接点の位置となるように配置されるのがよい。
＜３６＞

＜３３＞〜＜３５＞のいずれかにおいて、ウエル作製具が略平板と複数の歯を

有し、該歯は、平板に対して歯の長手方向が垂直となるように配置されるのがよい。
＜３７＞

＜３６＞において、複数の歯が略平板と垂直な一側面を有し、該一側面と前記

正方網目が形成する平行直線とのなす角度が０°よりも大きく４５°未満であるのがよい
。
【００３４】
＜３８＞

＜３３＞〜＜３７＞のいずれかのウエル作製具をゲル作製容器に、歯が容器内
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に入るように配置する配置工程；ゾル界面と突起状ウエル導入部形成手段とが接触し且つ
該突起状ウエル導入部形成手段が接触したゾル界面を引き上げてゲル表面側に該ゲル表面
よりも突出するウエル導入部を形成するようなゾル量を、ゲル作製容器にゾルを注入する
注入工程；ゾルをゲル化する工程；得られたゲルからウエル作製具を取り外してゲル表面
側に該ゲル表面よりも突出するウエル導入部及びウエルを形成する工程を有する電気泳動
用ゲルの作製方法。
【００３５】
＜３９＞

＜３８＞の配置工程において、ウエル作製具配置手段を用いるのがよい。

＜４０＞

＜３９＞において、ウエル作製具配置手段は、該手段を自立させる自立手段、

及びウエル作製具支持手段を有し、該支持手段は略平板であり且つ該平板に前記歯に対応
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する孔を有し、該孔を介してウエル作製具の歯がウエル作製用容器内に配置されるのがよ
い。
【００３６】
＜４１＞

電気泳動用ゲルにウエルを作製するヘッジホッグであって、該ヘッジホッグは

平板部及び複数の歯を有し、複数の歯が正方網目の交接点の位置となるように配置される
ヘッジホッグ。
＜４２＞

上記＜４１＞において、複数の歯の各々が、ヘッジホッグの平板部と垂直にな

るように配置される一側面を有し、且つ該一側面と正方網目が形成する平行直線とのなす
角度が０°より大きく４５°未満、好ましくは１１°より大きく４５°未満、より好まし
くは１８°以上２７°未満又は２７より大きく４５°未満であるのがよい。

30

【００３７】
＜４３＞

上記＜４２＞において、一側面以外の面が歯の先端部側に細くなる傾斜を有す

るのがよい。
＜４４＞

上記＜４１＞〜＜４３＞のいずれかにおいて、複数の歯は、行８個×列１２個

を１単位とし該１単位を少なくとも有するのがよい。
【００３８】
＜４５＞

複数の歯の各々が略四角柱状、略四角錐状又は略四角錐台状であり、該四角柱

、四角錐又は四角錐台の一側面がヘッジホッグの平板部と垂直になるように配置され、且
つ該一側面と正方網目が形成する平行直線とのなす角度が０°より大きく４５°未満、好
ましくは１１°より大きく４５°未満、より好ましくは１８°以上２７°未満又は２７よ
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り大きく４５°未満であり、一側面以外の面が歯の先端部側に細くなる傾斜を有するのが
よい。複数の歯は、行８個×列１２個を１単位とし該１単位を少なくとも有するのがよい
。
【００３９】
＜４６＞

電気泳動の際の迷電流を抑制する電気泳動用迷電流抑制板であって、該迷電流

抑制板は、絶縁性材料からなり、電気泳動用ゲルの面積の２５％以上、好ましくは５０％
以上、より好ましくは９０％以上を覆うように配置される電気泳動用迷電流抑制板。
＜４７＞

上記＜４６＞において、迷電流抑制板は、第１の開口部及び第２の開口部を有

する貫通孔を備える電気泳動試料アプリケータ手段を有し、第１の開口部が電気泳動用ゲ
ルのウエル開口部に対応し、第２の開口部が第１の開口部よりも大面積であるのがよい。

50

(11)

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

【００４０】
＜４８＞

上記＜４６＞において、電気泳動試料アプリケータ手段が貫通孔を複数有し、

該複数の貫通孔が、正方網目の交接点の位置に配置されたウエルに対応するように、正方
網目の交接点の位置に配置されるのがよい。複数の貫通孔は、行８個×列１２個を１単位
とし該１単位を少なくとも有するのがよい。
【００４１】
＜４９＞

電気泳動装置の製造方法であって、該方法は、正方網目の交接点の位置となる

ように複数のウエルを電気泳動用ゲルに配置するウエル配置工程；及び前記正方網目が形
成する直線と電気泳動の電界方向とのなす角度が０°より大きく４５°未満、好ましくは
１１°より大きく４５°未満、より好ましくは１８°以上２７°未満又は２７より大きく

10

４５°未満となるように電気泳動用ゲルを配置するゲル配置工程；を有する、上記方法。
複数のウエルは、行８個×列１２個を１単位とし該１単位を少なくとも有するのがよい。
【００４２】
＜５０＞

上記＜４９＞において、ウエル配置工程がウエル形成工程を有し、該ウエル形

成工程において、電界方向と直交するウエル幅が最隣接ウエル間距離の１／２以下、好ま
しくは１／４以下であるように各ウエルを形成するのがよい。
＜５１＞

上記＜４９＞又は＜５０＞において、ウエル配置工程がウエル形成工程を有し

、該ウエル形成工程において、各ウエルの形状を、その開口部が略円状となるように形成
するのがよい。なお、ウエル形状は、略円柱状又は略円錐状又は略円錐台状であるのがよ
い。
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【００４３】
＜５２＞

上記＜４９＞又は＜５０＞において、ウエル配置工程がウエル形成工程を有し

、該ウエル形成工程において、各ウエルの形状を、ウエル開口部よりも小面積のウエル底
部を有し、ウエル開口部からウエル底部への内壁面が、泳動方向側に泳動方向と垂直な第
１の面、及び該第１の面と対する第２の面であってウエル開口部からウエル底部にかけて
少なくとも一部傾斜する第２の面を有するように、形成するのがよい。
＜５３＞

上記＜５２＞において、開口部が略正方形を有し、略正方形の第１の平行２

辺が泳動方向と平行に配置され、第１の平行２辺を含む内壁面がゲル表面と略垂直な面を
有するように、ウエルを形成するのがよい。
【００４４】
＜５４＞
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上記＜５０＞〜＜５３＞のいずれかにおいて、前記ウエル形成工程が、ウエル

導入部とウエルとを形成する第１の工程を有し、前記ウエル導入部が前記ウエルよりも開
口側に配置され、前記ウエル導入部の開口部が前記ウエル形状の開口部よりも大面積であ
り、前記ウエル導入部が前記ウエル導入部の開口部からウエル形状の開口部に傾斜した面
を少なくとも一部に有する請求項１２又は１３記載の方法。
＜５５＞

上記＜５４＞において、ウエル形成工程が、第１の工程後に、ウエル導入部を

削除する第２の工程を有するのがよい。
【００４５】
＜５６＞

ウエル開口部の形状が略円形である電気泳動用ゲルを用いた電気泳動結果解析

方法であって、電気泳動結果を電気泳動画像として取り込む工程；電気泳動画像において
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泳動開始点、泳動レーン中心線及び泳動レーン中心線における泳動位置を特定する工程；
及び泳動開始点から泳動位置までの距離を分子量に換算することにより定性結果を得る工
程；を有する電気泳動結果解析方法。
【００４６】
＜５７＞

上記＜５６＞において、泳動位置での画像濃度に対応する物質量を得る工程を

さらに有するのがよい。
＜５８＞

ウエル開口部の形状が円形である電気泳動用ゲルを用いた電気泳動結果解析方

法であって、電気泳動結果を電気泳動画像として取り込む工程；電気泳動画像において泳
動開始点及び泳動位置を特定する工程；泳動位置での画像濃度に対応する物質量を得る工
程；泳動開始点から泳動位置までの距離を分子量に換算することにより定性結果を得る工

50

(12)

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

程；を有する電気泳動結果解析方法。
【００４７】
＜５９＞

ウエルを有さない電気泳動用ゲルの所定位置に電気泳動用試料を埋め込む試料

注入工程を有する電気泳動用試料を有する電気泳動ゲルの調製方法。
＜６０＞

上記＜５９＞において、試料注入工程が、電気泳動用試料を含浸可能な材料に

該試料を浸漬し該材料を埋め込むのがよい。
【００４８】
＜６１＞

上記＜５９＞又は＜６０＞において、所定位置が複数あり、該複数が正方網目

の交接点の位置であるのがよい。複数の位置は、行８個×列１２個を１単位とし該１単位
を少なくとも有するのがよい。
＜６２＞

10

上記＜６０＞又は＜６１＞において、材料は、濾紙、セラミクスなどの薄板状

であり、該薄板の平面と正方網目が形成する直線とのなす角度が０°より大きく４５°未
満、好ましくは１１°より大きく４５°未満、より好ましくは１８°以上２７°未満又は
２７より大きく４５°未満となるように該薄板状材料を埋め込むのがよい。
【００４９】
【発明の実施の形態】
本発明を以下により詳細に説明する。なお、本発明を説明するに際して、電気泳動用ゲル
、該ゲルを配置してなる電気泳動装置、それらの製造方法、本発明の電気泳動用ゲルを用
いた場合の電気泳動結果解析方法、などについて詳細に説明する。
【００５０】

20

＜電気泳動用ゲル＞
本発明は、ウエル幅が狭い電気泳動用ゲルを提供する。具体的には、１つ又は複数のウエ
ルを有する電気泳動用ゲルの場合、ウエル幅が１ｍｍ以下、好ましくは０．８ｍｍである
のがよい。また、複数のウエルを有する電気泳動用ゲルの場合、ウエル幅は、最隣接ウエ
ル間距離の１／２以下、好ましくは１／４以下、具体的には２ｍｍ、好ましくは１ｍｍ以
下、より好ましくは０．８ｍｍであるのがよい。
【００５１】
本明細書において「ウエル幅」とは、ウエル形状全体において電界方向（又は泳動方向）
と直交する距離のうち最大値をいう。例えば、ア）ウエル開口部が略円状であり且つウエ
ル形状が略円柱状の場合、ウエル幅は、円の直径となる。また、イ）ウエル開口部が略円
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状であるがウエル形状がウエル底部に向かって径が小さくなる略円錐状である場合、ウエ
ル幅は、ウエル開口部の円の直径となる。
さらに、ウ）ウエル開口部が電界方向と直交する短辺ａと電界方向と平行な長辺ｂとから
なる長方形であり且つウエル形状が直方体の場合、ウエル幅は、短辺ａの距離となる。
【００５２】
また、本明細書において「ウエル間距離」とは、ウエル底部の重心同士の距離をいう。例
えば、上記ア）の場合、ウエル間距離は、円の中心間距離となる。また、上記イ）の場合
、ウエル間距離は、長方形の重心となる。
なお、本明細書において「複数のウエルが正方網目の交接点の位置となるように配置され
る」とは、複数のウエルの各々のウエル底部の重心位置が実質的に正方網目の交接点の位
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置となることを意味する。
【００５３】
電気泳動結果（バンド、ピーク又はレーン）、特にレーン幅は、ウエル幅によって決まる
。したがって、本発明は、隣接するウエル同士又は該ウエル同士によって生じる電気泳動
結果（バンド、ピーク又はレーン）がオーバーラップしないような電気泳動用ゲルを提供
することができる。
【００５４】
また、本発明の電気泳動用ゲルのウエルは、そのウエル長さが上記ウエル幅と同じである
か又はウエル幅よりも長いのがよい。本明細書において「ウエル長さ」とは、ウエル形状
全体において電界方向（又は泳動方向）と平行な距離のうち最大値をいう。
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このように、ウエル長さを設定することにより、電気泳動用サンプルの注入が容易となる
。
【００５５】
ウエルは、特に、ｉ）その開口部が略円状であり、より具体的にはウエル形状が略円柱状
又は略円錐状又は略円錐台状の形状を有するのがよい。
また、ウエルは、ｉｉ）ウエル開口部よりも小面積のウエル底部を有し、ウエル開口部か
らウエル底部への内壁面が、泳動方向側に泳動方向と垂直な第１の面、及び該第１の面と
対する第２の面であってウエル開口部からウエル底部にかけて少なくとも一部傾斜する第
２の面を有する形状であるのがよい。
より具体的には、開口部が略正方形を有し、略正方形の第１の平行２辺が泳動方向と平行

10

に配置され、該第１の平行２辺を含む内壁面がゲル表面と略垂直な面を有するのがよい。
【００５６】
上記ウエル形状ｉ）及びｉｉ）を、図を参照しつつ説明する。
図１は、従来の電気泳動用ゲル１に設けられたウエル３の形状及びそれによって得られる
電気泳動結果を示す図である。図１（ａ）はゲル１の正面図である。図１（ａ）の矢印Ａ
は泳動方向を示しており、ウエルは略長方形の開口部を有する。開口部の略長方形の長辺
は、泳動方向と垂直となるように配置される。また、図１（ｂ）はゲル１のｂ−ｂでの断
面図である。図１（ｂ）におけるウエル３の形状も略長方形である。したがって、従来の
電気泳動用ゲル１に設けられたウエル３の形状は、略直方体状である。
【００５７】
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一方、図４は、本発明の電気泳動用ゲル１１を示す。図１と同様に、（ａ）はゲル１１の
正面図であり、（ｂ）はゲル１１のｂ

−ｂ

での断面図である。図２（ａ）からわかる

ように、本発明のウエル１３は、その開口部が略円状を有する。また、図２（ｂ）が示す
ように、本発明のウエル１３は、ゲル断面図において、略長方形を有する。したがって、
図４が示すウエル１３の形状は、略円柱状である。なお、本発明のウエルは、図４（ｂ）
において、開口部の径よりもウエル底部の径が小さくなるような形状、即ち開口部の径が
大である円錐状又は円錐台状であってもよい。
【００５８】
また、図５は、本発明のウエル２３を備える電気泳動用ゲル２１を示す。図１と同様に、
（ａ）はゲル２１の正面図であり、（ｂ）はゲル２１のｂ

−ｂ

での断面図である。図
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５（ａ）からわかるように、本発明のウエル２３は、その開口部２４が略正方形を有し、
該正方形の平行２辺２５が泳動方向Ａと略平行に配置され、平行２辺２５をそれぞれ含む
２面はそれぞれ、ゲル表面と略垂直となるように配置される。
さらに、図５（ｂ）が示すように、本発明のウエル２３は、泳動方向側の内面２６が泳動
方向Ａに垂直となるように配置され、内面２６の対面２７はウエル底部に向かって傾斜し
てなる。なお、対面２７の傾斜面は、平面であっても曲面であってもよい。また、傾斜は
ゲル底部までのすべてであっても開口部付近の一部であってもよい。
【００５９】
図１に示す従来のウエル形状で電気泳動を行った場合、ウエル幅が大きいため、その泳動
結果であるレーン幅も大となる。したがって、多数のウエル、特にＭＴＰに対応する数の
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ウエルを有するゲルは作成できないか又は作成には困難性を有するという問題があった。
また、たとえ多数のウエルを有するゲルが作成できたとしても、隣接するウエルによって
得られる電気泳動結果（レーン）がオーバーラップする可能性が大となる問題を有してい
た。一方、本発明は、ウエル幅を狭くすることにより、レーン幅を狭く抑えることができ
る。したがって、ウエルを複数配置させた場合、特にＭＴＰ対応のウエルを配置させた場
合、隣接するレーン同士がオーバーラップする可能性が低くなる。なお、ウエル形状を上
記形状、即ちウエル長さを従来よりも長くした場合であっても、従来のウエル形状と同様
の泳動結果が得られることを確認した（後述の実施例１を参照のこと）。
【００６０】
さらに、本発明の電気泳動用ゲルは、上記ウエルよりも開口部側（又はゲル表面側）にウ
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エル導入部を有してもよい。図６は、ウエル導入部３１について説明する電気泳動用ゲル
正面図（ａ）及び断面図（ｂ）である。図６（ａ）及び（ｂ）からわかるように、ウエル
導入部３１は、開口部側３３（ゲル表面側）の径が大面積であってウエル側３４の径が小
面積である略円錐台状を有する。このように、ウエル導入部３１は、その開口部３３が上
記ウエル開口部形状３４よりも大面積であり、ウエル開口部３４に向かって傾斜してなる
面を有するのがよい。ウエル導入部の傾斜する面は、そのような面を少なくとも１面有す
るのがよいが、その傾斜は、正面図で見て、ウエル開口部を遮るような傾斜ではないのが
好ましい。このようなウエル導入部を設けることにより、電気泳動用試料をウエルへと注
入するハンドリングを容易にすることができる。
【００６１】
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電気泳動用ゲルにウエル導入部を設ける場合、ウエルに泳動用試料を配置した後に、該ウ
エル導入部を除いてもよい。ウエル導入部を除く手法としては、ｉ）図６に示すような形
態のウエル導入部３１を、ゲル全体の表層を剥離するように、スクレーパで除く手法、ｉ
ｉ）図７に示すように、電気泳動用ゲルにおいてウエル導入部を突起状に設け、該突起状
のウエル導入部（及び必要によりゲル全体の表層）を、スクレーパで除く手法（図８に示
す装置を用いることができる）などがある。図８（ａ）は、突起状ウエル導入部を除去す
る装置に電気泳動用ゲルを配置した正面図であり、図８（ｂ）はその断面図である。また
、図８（ｃ）は、スクレーパによってゲル表層を除去する模式図であり、図８（ｄ）は除
去後のの電気泳動ゲルを示す図である。図８（ｃ）において、ゲルがストッパーによりス
クレーパ移動方向に移動しないように、且つガイドレールによりスクレーパ移動方向と垂
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直な方向などに移動しないように、ゲルは配置される。
なお、図７に示す突起状のウエル導入部（簡単に「突起部」という場合がある）を設け、
該ゲルをそのままの状態（図８によるスクレーパ除去を行わない状態）で用いた場合、次
のような作用を有する。即ち、突起部までにあふれた電気泳動用試料は、電気泳動の際に
ゲル中を移動したとしても、突起部を過ぎるとゲルが存在せず、バッファ中へと移動する
のみとなる。そのため、あふれた電気泳動用試料によって泳動像が影響を及ぼさないとい
う作用を奏する。
【００６２】
上記ウエル導入部を設けることにより、ウエルに試料を配置するハンドリングが容易とな
る。また、このようなウエル導入部を設けると共に、又は設ける代りに、本発明の電気泳
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動用ゲルを有する装置は、サンプルアプリケータを備えていてもよい。サンプルアプリケ
ータは、電気泳動用試料をウエルに注入するハンドリングを容易にするように、電気泳動
用ゲル上に配置するのがよい。
【００６３】
サンプルアプリケータは、電気泳動用ゲルに設けられるウエル位置に対応する位置に貫通
孔を有するのがよい。該貫通孔は、第１の開口部及び第２の開口部を有し、第１の開口部
は、ウエル開口部（又はウエル導入部を有する場合、該ウエル導入部の開口部）に対応す
るように該アプリケータを配置するのがよい。なお、ウエル開口部に「対応」するとは、
ウエル開口部（又はウエル導入部を有する場合、該ウエル導入部の開口部）とほぼ同形状
を有し且つ該開口部に近接することを意味する。第２の開口部は、第１の開口部とは反対

40

側に位置し、第１の開口部の面積よりも大面積を有するのがよい。試料がウエルへと導か
れるように、第２の開口部から第１の開口部にかけて傾斜を有するのがよい。なお、電気
泳動用ゲルが複数のウエルを備える場合、サンプルアプリケータは、該複数ウエルの位置
に相当する位置に貫通孔を備えるのがよい。
【００６４】
サンプルアプリケータは、該アプリケータの貫通孔と電気泳動用ゲルのウエルとが対応す
るように、サンプルアプリケータと電気泳動用ゲルとがほぼ同じ外寸法を有するか、又は
アプリケータ配置補助手段を有するのがよい。アプリケータ配置補助手段として、ゲルホ
ルダ及びゲルホルダに設けられるアプリケータ用補助手段を用いるのがよい。ここで「ゲ
ルホルダ」とは、底部と側面部とを有するシャーレ状の容器をいい、該底部上に電気泳動
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用ゲルを配置し、該容器と共に電気泳動用ゲルをハンドリングすることができるものをい
う。ゲルホルダの内寸法が電気泳動用ゲルの外寸法とほぼ同じであって、アプリケータと
電気泳動用ゲルとの外寸法がほぼ同じであれば、ゲルホルダをアプリケータ配置補助手段
として用いることができる。また、アプリケータ外寸法が電気泳動用ゲル外寸法よりも小
さいか又はゲルホルダ内寸法よりも小さい場合、ゲルホルダの側面に、アプリケータを適
切な位置に設置するための接触面又は複数の突起物などのアプリケータ用補助手段を設け
るのがよい。
【００６５】
本発明の電気泳動用ゲルのウエルは、単数であっても複数であってもよい。なお、上述の
ように、複数のウエルを設ける方が、利点を多く有する。ウエルを複数設ける場合、ＭＴ

10

Ｐに対応する数であって、ＭＴＰ用器具（例えばマルチチャンネルピペット）に対応する
位置に設けるのが、作業簡便化及び／又は作業ミス低下の観点から、好ましい。ＭＴＰの
各マイクロタイタは一般に、正方網目の交接点に配置される。したがって、ウエルも電気
泳動用ゲル上、正方網目の交接点に配置されるのがよい。より詳細には、各ウエルの底部
の重心位置が正方網目の交接点とほぼ合致するように、ウエルを配置するのがよい。
【００６６】
なお、本発明の電気泳動用ゲルのウエルは、次の方法によっても形成することもできる。
即ち、図９に示すように、ウエルを有しない電気泳動用ゲル４１を用意し、このゲル４１
にピペットマン型分注装置のチップ４２を用いて孔を開けると同時に試料４３を注入する
方法である。ある面において、これは、試料４３注入と同時にウエル４４を形成する。該
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ウエル４４の形状は、チップによって開けられた孔の形状又は略チップ形状であり、即ち
略円錐台状である。
【００６７】
さらに、本発明の電気泳動用ゲルの試料注入済ウエルは、次の方法によっても形成するこ
ともできる。即ち、予め試料をしみ込ませた濾紙を用意し、該濾紙をウエルを有しない電
気泳動用ゲルに押し込む方法である。濾紙の代りに、多孔性であって電荷のない材料、例
えばセラミクスを用いることもできる。また、これらの材料は、電気泳動作業中に、移動
しない物質であるのが望ましい。
【００６８】
＜電気泳動装置＞

30

本発明の電気泳動装置は、上記電気泳動用ゲル、特にウエルを複数、さらに好ましくはＭ
ＴＰに対応する数及び位置にウエルを設けた電気泳動用ゲル；並びに所望により上記アプ
リケータ及びその他の器具を備える。
なお、本発明の電気泳動装置は、一般的なＭＴＰに対応する数及び位置にウエルを有する
、即ち正方網目の交接点に複数のウエルを有する電気泳動用ゲルを備えるのがよい。
【００６９】
正方網目の交接点に複数のウエルを配置した電気泳動用ゲルは、電気泳動装置において、
種々の方向に配置してもよい。一般的には、正方網目の１つの正方形が形成する平行２辺
が電界方向と平行となるように、電気泳動用ゲルを配置する。なお、この場合、各ウエル
の試料によってもたらされる電気泳動レーンの長さは、隣接するウエルの存在により、ウ
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エル間距離に限定される。この場合、ウエル間距離が十分でないため、十分なレーン長を
確保することができない。
【００７０】
十分なレーン長を確保するため、電気泳動用ゲルは、電気泳動装置において、正方網目の
１つの正方形が形成する平行２辺が電界方向とある角度を有するように配置するのがよい
。正方網目の１つの正方形が形成する平行２辺と電界方向との角度は、０°より大きく４
５°未満であり、好ましくは１１°より大きく４５°未満、より好ましくは１８°以上２
７°未満又は２７より大きく４５°未満であるのがよい。このような角度を有するように
電気泳動用ゲルを配置することによって、十分なレーン長をもたらすことができる。例え
ば、ウエル間距離が９ｍｍであり、上記角度が２１．８°であれば、レーン長は４７ｍｍ
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とすることができる。また、十分なレーン長を確保することにより、大分子量の試料、分
子量が未知の試料であっても、レーン長を心配することなく、測定することができる。
【００７１】
本発明の電気泳動装置は、所望により、上述のサンプルアプリケータ及びその他の器具、
例えば電界面を調整する器具及びゲルホルダなどを有するのがよい。
電界面を調整する器具は、次のような場合に必要となる。即ち、電気泳動用ゲル表面と電
気泳動用両電極とが略同一平面上にない場合、電気泳動用両電極が形成する電界面は、電
気泳動ゲル表面と平行にならない。このような場合、電気泳動結果に影響を及ぼし、例え
ば所望のピークが生じないか又は分子量によるピーク位置の差違が生じないなどの結果が
観察される。これらの状況を解決するために、電界面を調整するのがよい。具体的には、

10

電気泳動ゲル表面と平行な表面を有するように、不導体材料を電気泳動ゲル下及び／又は
ゲル上に配置するのがよい。このように配置した不導体材料により、電界面は、不導体材
料の表面に沿った面として、即ち電気泳動用ゲル表面に平行な面として、形成される。
【００７２】
電界面を調整する不導体材料を電気泳動用ゲル下に配置させた場合、該不導体材料は、ゲ
ルホルダとしても用いることができる。即ち、ゲルホルダは、壊れやすいアガロースなど
の電気泳動用ゲルを保持し、該ゲルを保持したゲルホルダを電気泳動装置の所望位置に配
置させることができる。該ゲルホルダを不導体材料、例えば不導体プラスチックで形成す
ることができる。
【００７３】

20

さらに、ゲルホルダは、泳動プラットフォームを延長する作用をも有することができる。
即ち、アドバンス社製などの小型電気泳動装置は、その泳動プラットフォームが通常、泳
動方向６０ｍｍ×泳動幅１０７ｍｍである。このプラットフォームの泳動方向を、小型電
気泳動装置自体の大きさにも依存するが、例えば１３０ｍｍまで延長することができる。
【００７４】
また、上述のサンプルアプリケータは、試料注入の際に電気泳動用ゲル上に配置して用い
られるが、該サンプルアプリケータを不導体材料から成るように形成し、電気泳動測定中
においても、電界面を調整する器具として、電気泳動用ゲル上に配置することができる。
【００７５】
＜電気泳動用ゲル及び電気泳動装置の製造方法＞
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本発明は、電気泳動用ゲルの製造方法、及び電気泳動装置の製造方法も提供する。
本発明の電気泳動用ゲルの製造方法は、底部と側面部を有する容器を準備し、ウエルに対
応する型を有する歯を備えるウエル作製具を、歯が容器内に入るように、配置する工程；
前記容器にアガロースゾルを入れて固めてアガロースゲルを得るゲル形成工程；前記アガ
ロースゲルから前記ウエル作製具を取り去りウエルが形成された電気泳動用ゲルを得る工
程を有する。
ここで、ウエル作製具は、一般にコウム又はヘッジホッグと呼ばれる器具により提供する
ことができる。ウエル作製具の歯、即ちコウム又はヘッジホッグの歯は、ウエル形成のた
めの鋳型として作用する。
【００７６】

40

ウエル作製具を配置する工程において、ウエル作製具の歯の先端部、即ちコウム又はヘッ
ジホッグの歯の先端部が容器の底部に接触しない、即ちコウム又はヘッジホッグの歯の先
端部が容器の底部よりも０．５ｍｍ、上部に配置されるように、コウム又はヘッジホッグ
を配置するのが一般的な方法（以下、「方法Ａ」という場合がある）である。このように
配置することにより、ウエルが貫通孔となるのを避け、ウエル底部からゲル底部までに０
．５ｍｍのゲルを設けることができる。
【００７７】
なお、本明細書において「コウム」（５１）とは、図１０に示すように、幅Ｗ×高さＨ×
厚さＤの薄板に切り込みを入れて１つ又は複数の歯５３を形成した櫛型部材をいう。また
、本明細書において「ヘッジホッグ」（５４）とは、図１１に示すように、平板の少なく
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とも一平面に１つ又は複数の歯５５を設けたものをいう。
【００７８】
方法Ａは一般に、図１２に示すように、ウエル作製具５１の一部５６が容器５７の側面部
５８上などに配置され、歯の先端部５９が容器底部に接触しないように配置する方法であ
る。
あるウエル作製具を用いて、方法Ａにより、突起状ウエル導入部を有する電気泳動用ゲル
を作製することができる。ウエル作製具は、上述のように、ウエルの型となる単数又は複
数の歯を有する。この歯が突起状ウエル導入部形成手段を有する。突起状ウエル導入部形
成手段は、ゲル作製時にゾル界面と接触し且つ接触したゾル界面を引き上げて、電気泳動
用ゲルにウエルと共に、該ウエルよりもゲル表面側に該ゲル表面よりも突出して配置され

10

るウエル導入部を形成するように、配置される。突起状ウエル導入部形成手段は、歯の長
手方向と直交する方向に突出する部分を少なくとも有するのがよい。
【００７９】
このような突起状ウエル導入部形成手段を有するウエル作製具を用いて、次のように電気
泳動用ゲルを作製することができる。即ち、この方法は、ウエル作製具をゲル作製用容器
に、歯が容器内に入るように配置する配置工程；ゾル界面と突起状ウエル導入部形成手段
とが接触し且つ該突起状ウエル導入部形成手段が接触したゾル界面を引き上げてゲル表面
側に該ゲル表面よりも突出するウエル導入部を形成するようなゾル量を、ゲル作製容器に
ゾルを注入する注入工程；ゾルをゲル化する工程；得られたゲルからウエル作製具を取り
外してウエル及びゲル表面側に該ゲル表面よりも突出するウエル導入部を形成する工程を
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有する。
ここで、配置工程において、ウエル作製具配置手段を用いるのがよい。ウエル作製具配置
手段は、該手段を自立させる自立手段、及びウエル作製具支持手段を有し、該支持手段は
略平板であり且つ該平板に前記歯に対応する孔を有し、該孔を介してウエル作製具の歯が
ウエル作製用容器内に配置されるのがよい。
【００８０】
一方、歯の先端部の方向を逆にした、即ち歯の先端部が容器の開口部側に配置される方法
によっても本発明の電気泳動用ゲルを作製することができる。
即ち、本発明のゲルの製造方法Ｂ（以下、単に「方法Ｂ」という場合がある）は、平面板
部に突起した１つ又は複数の歯を有するヘッジホッグを準備する工程；底部と側面部を有
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する容器に、前記ヘッジホッグを平面板部が容器底部と接するように配置する工程；前記
容器にアガロースゾルを入れて固めてアガロースゲルを得るゲル形成工程；前記アガロー
スゲルから前記ヘッジホッグを取り去りウエルが形成された電気泳動用ゲルを得る工程を
有する。この場合、ゲル形成工程後、該ゲルを上下反転させて容器から取り出し、その後
にヘッジホッグを取り去るのが都合がよい。
【００８１】
方法Ｂにおいて、ゲル形成工程におけるアガロースゾルの量は、該アガロースゾルの界面
がヘッジホッグの歯の先端部を覆う、即ち該アガロースゾルの界面がヘッジホッグの歯の
先端部よりも０．５ｍｍ、上部に配置されるように、アガロースゾルを入れるのがよい。
このようにアガロースゾルを入れることにより、ウエルが貫通孔となるのを避け、ウエル
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底部からゲル底部までに０．５ｍｍのゲルを設けることができる。
【００８２】
ウエル作製具、即ちコウム又はヘッジホッグの形状及び配置は、コウム又はヘッジホッグ
がウエルの鋳型として作用するため、上述のウエル形状及び配置と同様のものとするのが
よい。即ち、ウエル底部がコウム又はヘッジホッグの歯の先端部に対応し、ウエル開口部
は方法Ａの場合には歯の中間部又は方法Ｂの場合には歯と平板部との境に対応するように
、コウム又はヘッジホッグの歯を設計するのがよい。なお、ウエル導入部を設ける場合、
ウエル導入部の開口部が方法Ａの場合には歯の中間部又は方法Ｂの場合には歯と平板部と
の境に対応するように、コウム又はヘッジホッグの歯を設計するのがよい。なお、上述の
ウエル幅及びウエル長さを有するように、ウエル作製具の歯を設計することもできるが、
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該設計にはゾルの注入量が依存する場合がある。
【００８３】
具体的には、コウム又はヘッジホッグの歯は、ウエルの鋳型として作用するため、上述の
ウエル幅及びウエル長さの規定に沿うように、設けるのがよい。また、ウエル底部及びウ
エル底部までのウエル側面に対応する箇所も、上述のウエル形状に沿うように設けるのが
よい。
また、ウエルを複数有する場合には、該ウエルの配置に対応するように、複数の歯を配置
するのがよい。特に、複数のウエルが正方網目の交接点の位置となるように配置される場
合、歯も正方網目の交接点の位置となるように配置されるのがよい。より詳細には、歯の
先端部の面又は線の重心が各々が正方網目の交接点の位置となるように配置されるのがよ

10

い。複数のウエルが、行８個×列１２個を１単位とし該１単位を少なくとも有する場合、
歯もウエルに対応して、行８個×列１２個を１単位とし該１単位を少なくとも有するのが
よい。
【００８４】
ウエル作製具、即ちコウム及びヘッジホッグは、１つ又は複数の歯を有し、該歯はア）略
円柱状、略円錐状又は略円錐台状であるか、もしくはイ）略四角柱状、略四角錐状又は略
四角錐台状であるのがよい。
歯がイ）略四角柱状、略四角錐状又は略四角錐台状である場合、歯の先端部は、先端部と
なるほど細くなるように傾斜を有してもよい。例えば、図１３に示すように、コウム６０
の歯６１の先端部の傾斜は、（ａ）及び（ｂ）に示すように、直線的であっても、（ｃ）
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に示すように、曲線的であってもよい。また、先端部が、図１３（ｂ）及び（ｃ）に示す
ように、面を有していても、図１３（ａ）に示すように、面を有していなくてもよい。こ
のような傾斜を有することにより、ウエル作製具を取り去る際のハンドリングが容易とな
る。
さらに、歯は、突起状のウエル導入部の鋳型に相当する部分を有するのがよい。突起状ウ
エル導入部に相当する部分は、例えば、電気泳動用ゲル作製用ゾル、例えばアガロースゾ
ルの表面張力を用いて形成することができる。図１４は、突起状ウエル導入部に相当する
部分を形成するウエル作製具の歯６２とそれによって作製されるウエル及び突起状ウエル
導入部の模式図を示す。図中、（ｂ）は歯６２の正面図、（ａ）は歯６２の左側面図、（
ｃ）は頂面図、（ｄ）は右側面図を示す。また、（ｅ）は、ウエル作製具の歯６２を鋳型
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として最終的に形成されるウエル及びウエル導入部の模式図である。ウエル作製具の歯６
２は、面６３及び面６４を有する。このような歯６２を有するコウム又はヘッジホッグな
どのウエル作製具を、その歯６２の先端部が容器底部に接触しないように、容器に配置す
る。配置後、ゾルを注入する。この際、面６３及び６４とアガロースゾルとの間で表面張
力が働き、最終的には（ｅ）に示すウエル及び突起状ウエル導入部、特に突起部分６６及
び６７が形成される。そのコウム又はヘッジホッグなどのウエル作製具を取り外して電気
泳動用ゲルが作製される。なお、図１４に示すウエル作製具は、単に例示であって、これ
に限定されない。
【００８５】
コウムであって歯が略四角柱状、略四角錐状又は略四角錐台状である場合、該四角柱、四
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角錐又は四角錐台の側面の１つが、作製されるアガロースゲル表面と垂直となるようにコ
ウムを配置するのがよい。
平面部及び該平面部片面上に歯を有するヘッジホッグの場合、歯の一側面が平面部片面と
垂直になるように歯を設計するのがよい。また、その一側面と正方網目が形成する平行直
線とのなす角度が０°より大きく４５°未満、好ましくは１１°より大きく４５°未満、
より好ましくは１８°以上２７°未満又は２７より大きく４５°未満であるのがよい。さ
らに、そのような一側面以外の面が先端側に細くなる傾斜面を有するのがよい。このよう
な傾斜を有することにより、ウエル作製具であるヘッジホッグを取り去る際のハンドリン
グが容易となる。
【００８６】
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ウエル作製具は一般に、ゲル作製用容器の側面部上に配置するか又は容器内に配置するこ
とができる。また、ウエル作製具は、ゲル作製用容器の側面部上に配置する代りに、ウエ
ル作製具が自立手段を有してもよい。これにより、ゲル作製用容器の側面部の状態に関わ
らず、ウエル作製具を配置させることができる。
具体的には、ウエル作製具の自立手段は、例えば図１５に示すような形態とすることがで
きる。即ち、ウエル作製具がヘッジホッグ７０の場合、自立手段７２は、歯７３よりも長
い円柱状の足であり、この足を３本又は４本又はそれ以上備え、それらによってヘッジホ
ッグを支える形態とすることができる。また、ウエル作製具の自立手段７５は、図１６に
示すような、ヘッジホッグの歯８０が挿入可能となる複数の孔７６を一側面に有する四角
筒の形態とすることができる、図１６中、（ａ）−１は自立手段７５の斜視図、（ａ）−

10

２は自立手段７５の断面図を示す。また、（ｂ）−１はヘッジホッグ７８の斜視図、（ｂ
）−２は（ｂ）−１で示すヘッジホッグ７８を反転させたものの断面図を示す。この四角
筒形状の自立手段７５は、例えば次のように用いることができる。四角筒の自立手段７５
内部の底部にゲル作製用容器７９を配置し、ヘッジホッグ７８の各々の歯８０が四角筒の
各孔７６に挿入するように、ヘッジホッグ７８を配置する。その後、ゲル作製用容器７９
にゾル、例えばアガロースゾルを注入し、ヘッジホッグの歯が鋳型となるようにウエルを
作製する。
【００８７】
本発明の電気泳動装置の製造方法は、上述によって調製された電気泳動用ゲルを所定の位
置に配置させる工程を有する。
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特に、本発明の電気泳動装置は、正方網目の交接点の位置となるように複数のウエルを電
気泳動用ゲルに配置するウエル配置工程；及び前記正方網目が形成する直線と電気泳動の
電界方向とのなす角度が０°より大きく４５°未満、好ましくは１１°より大きく４５°
未満、より好ましくは１８°以上２７°未満又は２７より大きく４５°未満となるように
前記電気泳動用ゲルを配置するゲル配置工程；を有する。
【００８８】
ウエル配置工程がウエル形成工程を有し、該ウエル形成工程において、電界方向と直交す
るウエル幅が最隣接ウエル間距離の１／２以下、好ましくは１／４以下であるように各ウ
エルを形成するのがよい。
また、ウエル配置工程がウエル形成工程を有し、該ウエル形成工程において、各ウエルの
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形状を、その開口部が略円状となるように形成するのがよい。または、それに代わって、
ウエル配置工程がウエル形成工程を有し、該ウエル形成工程において、各ウエルの形状を
、ウエル開口部よりも小面積のウエル底部を有し、ウエル開口部からウエル底部への内壁
面が、泳動方向側に泳動方向と垂直な第１の面、及び該第１の面と対する第２の面であっ
てウエル開口部からウエル底部にかけて少なくとも一部傾斜する第２の面を有するように
、形成するのがよい。
【００８９】
ウエル形成工程が、ウエル導入部とウエルとを形成する第１の工程を有し、前記ウエル導
入部が前記ウエルよりも開口側に配置され、ウエル導入部の開口部がウエル形状の開口部
よりも大面積であり、ウエル導入部が該ウエル導入部の開口部からウエル形状の開口部に
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傾斜した面を少なくとも一部に有するのがよい。
ウエル形成工程が、第１の工程後に、ウエル導入部を削除する第２の工程を有するのがよ
い。特に、第１の工程後であって電気泳動用試料をウエルに注入した後に、ウエル導入部
を削除する第２の工程を有するのがよい。
【００９０】
＜電気泳動結果解析方法＞
本発明は、上記電気泳動用ゲルを用いて電気泳動を測定した結果を解析する方法も提供す
る。
本発明の電気泳動結果解析方法は、複数のウエルを有するゲルを用いた場合に生じる複数
の電気泳動結果（レーン）がどのウエル（試料）によるものかを帰属させるステップＡ；
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及び各レーンでの電気泳動結果を解析するステップＢ；を提供する。ステップＢは、ピー
ク位置を特定し分子量を特定する定性分析Ｂ−１と、その位置での物質量を特定する定量
分析Ｂ−２とを提供することができる。さらに、定性分析及び定量分析はそれぞれ、概略
的な分析結果と詳細な分析結果を提供することができる。
【００９１】
＜ステップＡ＞
ステップＡは、複数のウエルを有する電気泳動用ゲル、特にＭＴＰ対応斜め配置ゲルに用
いることができる。
ＭＴＰ対応斜め配置ゲルを用いて得られた泳動結果は、図２４又は図２５に示すように、
ウエルとレーン（又はピークもしくはバンド）とが混在して観察され、即座にウエル及び

10

レーンの帰属を特定することができない。
【００９２】
しかしながら、複数のウエルの帰属を特定できれば、それらのウエルによって得られるレ
ーンも自ずと特定することができる。
複数のウエルの特定には、前提として、複数のウエル配置を特定する工程がある。複数の
ウエル配置を特定しておけば、１つのウエル又は２以上のウエルを特定することで、複数
のウエルを特定することができる。
次いで、レーン（又はピークもしくはバンド）の特定である。レーンの特定も、その前提
として、泳動方向を特定する工程がある。泳動方向を特定し、ウエル配置を特定できれば
、あるレーンがどのウエルに帰属するかを特定することができる。
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【００９３】
したがって、ステップＡは、ａ）複数のウエルの配置の特定及び泳動方向の特定を行う前
段階工程；ｂ）１つのウエルを特定することにより前記複数のウエルの配置を特定する工
程；及びｃ）ｂ）工程によって得られたウエル配置と前記泳動方向より各レーンの帰属を
特定する工程；を有する。
なお、ステップＡのｂ）及びｃ）工程は、得られた電気泳動結果を画像として記録し、該
画像を解析することによって行うこともできる。
【００９４】
上記のようにして特定されたウエル及びレーンの各々について、ステップＢでは、定性分
析及び／又は定量分析を行うことができる。
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ステップＢは、得られた電気泳動結果を画像として記録し、該画像を解析することによっ
て定性分析及び／又は定量分析を行うのがよい。
即ち、ステップＢは、ａ）電気泳動結果を電気泳動画像として取り込む工程；ｂ）電気泳
動画像においてウエル位置（即ち泳動開始点）、及び泳動位置を特定する工程；及びｃ）
ウエル位置（泳動開始点）から泳動位置までの距離を分子量に換算することにより定性結
果を得る工程；を有する。さらに、ステップＢは、ｄ）泳動位置での画像濃度に対応する
物質量を得る工程を有するのがよい。
【００９５】
ｃ）工程により、いわゆる定性分析を行うことができる。また、ｄ）工程により、いわゆ
る定量分析を行うことができる。これらの定性分析及び／又は定量分析は、概略的分析又
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は詳細分析のいずれかを行うことができる。
概略分析は、ｂ）工程において、レーン幅及びレーン中心を求め、該レーン中心での泳動
位置を特定することによって行う。即ち、ウエル形状が円柱状の場合など、泳動ピーク又
は泳動バンドは、レーン中心が対称軸となる三日月状のブロードなものとなることがある
。詳細な定性分析及び定量分析を行う場合には、これらのブロードなものをすべて勘案す
るのがよいが、概略的な定性分析及び定量分析を行う場合には、レーン中心のピーク又は
バンドのみを勘案するのがよい。
【００９６】
ｂ）工程において、泳動位置は、電気泳動画像をデジタル化したデジタル画像へと処理し
て特定するのが簡便である。なお、デジタル画像の処理は、コンピュータで作動するアプ
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リケーションを用いて行ってもよい。
ｃ）工程の分子量換算も、同様に、コンピュータで作動するアプリケーションを用いるの
が簡便である。
ｄ）工程において、画像濃度は、デジタル画像の所定の画素ごとの濃度を、その泳動位置
毎に算出することによって、得ることができ、該画像濃度を該泳動位置での物質量として
得ることができる。この物質量は、相対量的に定量分析結果として用いることができる。
【００９７】
ステップＡ及びＢの一態様を、図１７〜図２２に示すフローチャートを用いて、詳細に説
明する。なお、これらのフローチャートは、ステップＡ及びＢを実行する一態様であって
、本発明の解析方法はこれに限定されない。

10

図１７は、ステップＢの各工程を全体的に説明するフローである。スタート後、まず、画
像を記録するための照明を含む光学系装置の特性を予め測定する。次いで、電気泳動結果
を画像とするため撮影し、該画像をデジタル化する。得られたデジタル画像を所望ならば
補正し、次いでバンド又はピーク位置の特定及びその定量化を行う。引き続き、これらの
数値から定性分析及び／又は定量分析結果を解析し、解析結果を記録して終了する。
【００９８】
図１８は、照明を含む光学系装置の特性を測定するフローを示す。スタート後、蛍光プラ
スチック板をセットし、該プラスチック板を、電気泳動結果の撮影と同じ絞り値で、露出
時間を変えながら撮影・記録する。得られた複数の画像の中心における画像濃度をｙ、各
画素の濃度をｘ、として得られる関数を算出し、これを記録しておく。
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【００９９】
図１９は、電気泳動結果の撮影とそのデジタル化等を示すフロー（その１）である。ここ
では主にウエル位置を特定するフローを示す。
スタート後、白色光照明下で電気泳動結果を撮影する。この際、ある１つのウエルを原点
として記録するのがよい。得られた画像をデジタル化してコンピュータ等に取り込む。次
いで、ユーザは、コンピュータ画面の電気泳動結果デジタル画像上で、ＭＴＰに対応した
ウエルマトリクスの対角の２ウエル又は四角の４ウエルの位置を指定する。ウエル位置の
指定は、少なくとも１つであり、好ましくは２つ以上であって、その数が多く且つ指定す
るウエル位置が離れている方が、次ステップのウエル位置推定に狂いが生じにくい。
上記ウエル位置を指定することによって、次ステップでは、残りのウエル推定位置がコン
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ピュータ画面上に表示される。ここで、画面を見たユーザは、位置に狂いがあると確認し
た場合、２ウエル又は４ウエルの指定をし直すか又は個別にウエル位置をコンピュータ画
面上で修正する。最終的にユーザが了承したウエル位置は、コンピュータ又は所望の記憶
装置に記録される。
【０１００】
図２０及び図２１は、電気泳動結果の撮影とそのデジタル化等を示すフロー（その２）及
び（その３）である。スタート後、電気泳動結果であるバンドを蛍光発色させて電気泳動
ゲルを撮影し、画像をデジタル化した後、該デジタル画像をコンピュータに取り込む。次
いで、ユーザ及びコンピュータアプリケーションの操作下、図１９で記録したウエル位置
（泳動原点）を基点として、レーンを表す線分が、コンピュータ画面の電気泳動結果デジ
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タル画像上に表示される。ここで、ユーザは、コンピュータ画面上で、レーン表示線分の
角度を指定する。角度指定後、画面に仮に表示されるレーン表示線分とユーザが観察した
レーンとの位置に狂いがあれば、角度を指定し直すか又は個別にウエル位置及び／もしく
は角度を修正する。最終的にユーザが了承した角度は、コンピュータ又は所望の記憶装置
に記録される。
【０１０１】
レーン角度の決定後、ユーザ及びコンピュータアプリケーションの操作下、レーン幅と長
さを示す長方形が、コンピュータ画面の電気泳動結果デジタル画像上に表示される。ユー
ザは、マウスなどによって、レーン幅及び長さ（長方形の幅及び長さ）を修正する。修正
は、レーン毎に個別に行うことができる。また、ウエル位置及び／又はレーン角度の微細
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な修正も行うことができる。ユーザが、最終的に了承した全ての長方形は、全てのウエル
位置（開始点）、レーン中心線、角度、レーン幅、及びレーン長さとして、コンピュータ
又は所望の記憶装置に記録される。
【０１０２】
図２２は、図１７〜図２１で得られた各レーンのデジタル画像から最終的な電気泳動の解
析結果である定性分析結果及び／又は定量分析結果が得られることを説明するフローであ
る。
スタート後、電気泳動結果であるバンド形状を確定する。その後、レーン中心線とその横
方向（遠軸）にある画素の関係を把握する。「把握」は、ユーザの作業下、もしくはコン
ピュータ又はコンピュータソフトの作業下、行われる。

10

レーン中心線の方向で画像をスキャニングし、バックグラウンドを決定し且つピークを検
出してそれらのデータはコンピュータ又は所望の記憶装置に記録されると共に、データを
コンピュータ画面上に表示される。表示された結果を基に、バンド成分の抽出とノイズ部
の切り落としを行い、それらのデータは、再度コンピュータ又は所望の記憶装置に記録さ
れると共に、データをコンピュータ画面上に表示される。複数のウエルに、１又は２以上
の内部標準試料（分子量が既知であって、試料質量も既知）を入れることにより、分子量
及び質量についての検量を行うことができる。これに検量値に基づいて各バンドの分子量
及び／又は質量を算出する、即ち定性分析及び／又は定量分析を行うことができる。
【０１０３】
【実施例】
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以下、実施例を用いて本発明を具体的に説明するが、本発明は実施例によって限定される
ものではない。
【０１０４】
（実施例１）
＜開口部円形ゲルでの電気泳動＞
６×１０ｃｍ寸法のアガロースゲルの端部にウエルを設けた。なお、ウエルの開口部は径
０．８ｍｍの円形であり且つウエルはほぼ円柱状であった。
得られたウエルに試料を配置し、該ゲルをアドバンス社製電気泳動装置ミューピッドを用
いて電圧５０Ｖ、９０分間、泳動を行った。その結果を図３に示す。
【０１０５】

30

（従来例１）
また、ウエル形状が、次のように異なる他は、実施例１と同様に電気泳動を行った。即ち
、従来例１は、ウエル開口部が泳動方向と直交する長辺４ｍｍと泳動方向と平行な短辺１
ｍｍを有する長方形（４ｍｍ×１ｍｍ）でありウエルが略直方体状（深さ約５ｍｍ）であ
るウエルを設けた。その結果を図３（ｂ）に示す。
【０１０６】
実施例１の電気泳動結果（図３（ａ））と従来例１の電気泳動結果（図３（ｂ））とを比
較すると、双方共に、同じ泳動位置にピークを有することがわかる。
したがって、本発明のウエル形状を有しても従来と同様の泳動結果が得られることがわか
る。
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また、実施例１の電気泳動結果から、電気泳動レーン幅が約０．８ｍｍであることがわか
る。一方、従来例の電気泳動レーンは約４ｍｍであった。即ち、開口部が径０．８ｍｍの
円柱状ウエル（実施例１）を用いることにより、その電気泳動レーン幅を従来よりも狭く
セッティングできることが分かる。
【０１０７】
（実施例２）
＜ウエル導入部を設けた電気泳動用ゲルの調製とそれによる電気泳動測定＞
ウエル導入部を設けた以外、実施例１と同様のウエルを設け、電気泳動を行った。
ウエル導入部３１は、図６に示すように、実施例１で形成したウエル３５の開口部側（ゲ
ル表面側）に設けられる。ウエル導入部３１は、略円錐台状であり、ウエルへと試料を導
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くように傾斜を有していた。また、ウエル導入部３１は、その開口部３３が径３ｍｍであ
り且つウエル開口部３４（径約０．８ｍｍ）よりも大面積であった。
電気泳動を行った結果、実施例１と同様の結果を得た。
この結果から、ウエル導入部の有無によっては、電気泳動結果に影響を及ぼさないことが
わかる。また、ウエルに試料を導入する際、実施例１のウエルに試料を導入するよりも、
大口径のウエル導入部に試料を導入するため、試料導入のハンドリングが容易であった。
なお、試料注入に際して、ウエルのみならずウエル導入部にまで試料を注入した場合、ウ
エル導入部開口部と同じ径を有するゴースト像を生じることがあった。
【０１０８】
（実施例３）

10

＜ウエル導入部を設けた電気泳動用ゲルの調製とそれによる電気泳動測定＞
試料をウエルに導入した後、ウエル導入部を除く工程を設けた以外、実施例２と同様に、
電気泳動を行った。
即ち、ウエル導入部を、図８に示すように、スクレーパで取り除いた。これにより、ウエ
ル導入部にまで充填された電気泳動用試料を取り除くことができた。
【０１０９】
電気泳動を行った結果、実施例１と同様の結果を得た。
この結果から、ウエル導入部の設置及びその削除によっては、電気泳動結果に影響を及ぼ
さないことがわかる。また、ウエルに試料を導入する際、実施例１のウエルに試料を導入
するよりも、大口径のウエル導入部に試料を導入するため、試料導入のハンドリングが容

20

易であった。
なお、実施例２でときどき観察されたゴースト像は全く観察されなかった。したがって、
実施例２のゴースト像は、ウエル導入部にまで注入された試料によるものと分かると共に
、実施例３のウエル導入部削除により、そのようなゴースト像の発生を抑えられることが
わかる。
【０１１０】
（実施例４）
＜突起状ウエル導入部を設けた電気泳動用ゲルの調製とそれによる電気泳動測定＞
それぞれの歯が、図１４に示す形状を有するコウム（ウエル作製具）を調製した。それぞ
れの歯は、図１４に示すように、ウエル形状に相当する先端形状６５；ウエル導入部形状

30

に相当する形状又は面６４；及び突起状ウエル導入部形成手段６３及び６４を有した。
このコウムを用いて電気泳動用ゲルを調製した。コウムの歯が容器内に入るように、例え
ば図１２に示すように、ゲル調製用容器にコウムを配置し、アガロースゾルを容器内に注
入した。ゾル注入の際、ゾル界面が突起状ウエル導入部形成手段６３及び６４の位置まで
達し且つ該ゾルの表面張力によって突起状のウエル導入部が形成されるように、注入する
ゾル量を制御した。具体的には、図１４（ｅ）に示す状態となるまで、ゾルを注入し、そ
の状態でゲル化を行い、傾斜面を含む突起状ウエル導入部６６及び６７、並びにウエル６
８を有する電気泳動用ゲル６９（Ｇ−１）を形成した。
コントロールとして、図１３で示すような、くさび型の断面を有するウエルを有する電気
泳動用ゲルＧ−２を用いた。
電気泳動用ゲルＧ−１及びＧ−２の各ウエルに、ＤＮＡ３×１０

40
− ２

ｃｍ

３

を注入し、該

ゲルをアドバンス社製電気泳動装置ミューピッドを用い、バッファ：ＴＢＡ、電圧５０Ｖ
、９０分間、泳動を行った。その結果を図２３に示す。図２３中、左がＧ−１（突起部あ
り）を用いた電気泳動結果、左がＧ−２（突起部なし）を用いた電気泳動結果である。そ
れぞれのレーンには同質量のＤＮＡをアプライした。ただし、Ｇ−１もＧ−２も、左から
右へのレーンに移るにつれてアプライする体積を大きくした。
電気泳動用ゲルＧ−１を用いた場合、試料導入などのハンドリングは容易に行うことがで
きた。図２３のＧ−１（左、突起部あり）は、Ｇ−２（右、突起部なし）と比較して鮮明
な泳動結果を示している。これは、突起状ウエル導入部にまで試料を注入し、電気泳動を
行 っ た と し て も 、 そ の 試 料 は 、 上 記 ［ 0061］ 段 落 の 後 段 で 記 載 し た よ う に 、 ゲ ル を 越 え て
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電気泳動用バッファに散逸するため、ゴースト像が発生しない（図２４を参照のこと）も
のと考えられる。
【０１１１】
（実施例５）
図２に示すような、複数のウエルが正方網目の交接点の位置に配置される電気泳動用ゲル
を用いて電気泳動を行った。なお、ウエルの形状は、実施例１と同様に、ウエルの開口部
は径０．８ｍｍの円形であり且つウエルはほぼ円柱状であった。
得られたウエルに試料を配置し、該ゲルをアドバンス社製電気泳動装置ミューピッドを用
いて電圧５０Ｖ、９０分間、泳動を行った。その結果を図２３及び図２４に示す。なお、
図２４は図２３の拡大図であり、泳動方向は、図２とは異なり、左下から右上方向であっ

10

た。
図２４及び図２５から、各泳動レーンが交錯していないことがわかる。また、これらの結
果を上述の電気泳動解析方法により解析し、多数の試料に関しての解析をすることができ
た。本実施例により、一回の電気泳動測定を用いて、複数、特にＭＴＰに対応する数の試
料の電気泳動結果を得ることができた。
【０１１２】
【発明の効果】
本発明により、従来存在する課題を解決することができる。
具体的には、本発明により、電気泳動用試料を容易に注入することができる電気泳動用ゲ
ル、電気泳動装置、及びそれらの製造方法、並びに電気泳動用ゲルのウエル作製具を提供

20

することにある。
【０１１３】
また、本発明により、上記効果に加えて、又は上記効果の他に、ＭＴＰの各マイクロタイ
タ位置に相当する複数のウエルを有し且つ十分な有効電気泳動距離（有効レーン長）を確
保する電気泳動用ゲル及び電気泳動装置、並びにそれらの製造方法を提供することができ
る。
さらに、本発明により、上記効果に加えて、又は上記効果の他に、上記電気泳動用ゲルを
用いて得られた電気泳動の結果を解析する方法を提供することができ。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のウエル形状を有する電気泳動用ゲルを示す図である。
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【図２】本発明の斜め配置ゲルの一態様を示す図である。
【図３】本発明のウエル（φ＝０．８ｍｍウエル）と従来のウエルとをそれぞれ用いた電
気泳動結果を示す図である。
【図４】本発明のウエル形状の一態様を示す図である。
【図５】本発明のウエル形状の一態様を示す図である。
【図６】本発明のウエル形状及びウエル導入部の一態様を示す図である。
【図７】本発明のウエル形状及びウエル導入部の一態様を示す図である。
【図８】本発明のウエル導入部を取除く手法の一態様を示す図である。
【図９】本発明のウエル及びウエル注入法の一態様を示す図である。
【図１０】本発明における「コウム」を説明する概念図である。
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【図１１】本発明における「ヘッジホッグ」を説明する概念図である。
【図１２】本発明における「コウム」などのウエル作製具を用いてウエルを作製する方法
を説明する概念図である。
【図１３】本発明のウエル作製具の一態様を示す図である。
【図１４】本発明の、突起状ウエル導入部を作製するウエル作製具の一態様を示す図であ
る。
【図１５】本発明のウエル作製具の自立手段の一態様を示す図である。
【図１６】本発明のウエル作製具の自立手段の一態様を示す図である。
【図１７】本発明の電気泳動結果解析法の一態様を説明する図である。
【図１８】本発明の電気泳動結果解析法の一態様を説明する図である。
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【図１９】本発明の電気泳動結果解析法の一態様を説明する図である。
【図２０】本発明の電気泳動結果解析法の一態様を説明する図である。
【図２１】本発明の電気泳動結果解析法の一態様を説明する図である。
【図２２】本発明の電気泳動結果解析法の一態様を説明する図である。
【図２３】本発明の実施例４で得られた電気泳動結果を示す図である。
【図２４】本発明の電気泳動用ゲルを用いた場合に得られた電気泳動結果の一態様を示す
図である。
【図２５】図２４の拡大図である。

【図１】

【図３】

【図４】

【図２】

(26)
【図５】

【図７】

【図６】

【図８】

【図９】

【図１０】

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

(27)
【図１１】

【図１３】

【図１２】

【図１４】

【図１５】

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

(28)
【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

(29)
【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

(30)
【図２４】

【図２５】

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

(31)

JP 2004‑205226 A 2004.7.22

フロントページの続き
7

(51)Int.Cl.

ＦＩ
Ｇ０１Ｎ 27/26
Ｇ０１Ｎ 33/483

テーマコード（参考）
３２１Ａ
Ｆ

