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はじめに
Differential Display (DD)法は発現遺伝子の差異を検出し生物機能を分子的に理解しよ
うとするために大変有効な方法です。
この方法を行うにあたり高感度な検出、定量的な取り扱
いおよび大サイズゲルの読み取りが必要になります。近年DD法の蛍光検出が可能になり、
ま
すますDD法が注目されています。
FLA-2000はSHGレーザー(473nm)とHe-Neレーザー(633nm)の励起光源を持っており高
感度かつ定量的な蛍光検出ができます。
また、FLA MULTI STAGEを使用することにより
20cm × 40cmのガラス付きゲルをそのまま読み取る事ができます。
本アプリケーションノートでは日本農芸化学会1998年度大会のテクニカルセミナーで発表
していただいた内容を、横浜国立大学 栗原先生により詳細にまとめていただきました。
今回ご紹介いたしますSYBR® Green I Stained Differential Display (SSDD)法は、DD法を
"より簡単に、
より早く、
より安く" 実施することを実現しています。
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Summary
・PCRから大腸菌への形質転換までが一日で終わり、RIを使用したDD法(RI-DD法)
と比べて大幅な時間の短縮がはかれます。
・通常の実験室で、作業を行うことができます。
・RI-DD法の約1/40のコストで実験を行うことができます。
・RI-DD法と同等の検出感度を得ることができます。
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Introduction
細胞の増殖や分化あるいは刺激に対する細胞応答等のような多様な生物機
能はそれぞれ固有にプログラムされた遺伝子発現によってなされています。従っ
て、
このような生物機能を分子的に理解しようとするにはどのような遺伝子群が、
ど
のようなカスケードで発現し機能するかを解析する必要があります。
この為には、
異なる条件下の細胞で発現しているmRNAポピュレーションを直接比較し、一方
に発現し他方に発現しないものや、発現量の異なるものをクローニングし、その機
能を解析すればよいことになります。
この方法としてsubtractive hybridizationやmRNAの二次元電気泳動によるfingerprinting等が行われていますが、
これらは手間と時間がかかる上、多数の検体
間での比較が困難です。1992年にLiangとPardeeにより発表されたDifferential
Display法
（文献1参照）
は複数の状態の細胞間で発現している遺伝子の差異を
簡単に比較できることから急速に普及してきました。
しかし、任意プライマー
(arbitrary primer)を使ってPCR反応を行うため再現性が高くない上に原法では、
検出方法としてラジオアイソトープ(RI)を用いるため作業場所の制約やコストが
高いなどの問題点がありました。その後に改良法として報告された蛍光Differential Display(FDD)法はRIを使わないので迅速かつ安全に実験を行うことができ
ますが、蛍光標識されたプライマーを使うためコストの問題は改善されませんでし
た。
私たちは、高感度蛍光色素SYBR® Green Iとその感度を最大限引き出すこと

subtractive hybridization
二種のサンプル内で発現に差のあ
る遺伝子を得る方法。一方のサン
プル 由 来の m R N A から第 1 鎖
cDNAを合成し、
これと他方のサン
プル由来のmRNAを混合し、アニ
ーリングさせる。その後、c D N A /
RNAの二本鎖と一本鎖RNAを除く
と前者に特異的に発現するmRNA
由来の一本鎖cDNAを得ることが
できる。
これをsubtractive hybridizationという。

fingerprinting
人間を特定できる指紋になぞらえ
て分子生物学で使われる言葉。例
えばmRNAのfingerprintingとは、あ
る特 定 の 細 胞 で 発 現して いる
mRNAを泳動し、検出される全ての
バンドまたはスポットの出現位置の
パターン。
これはその細胞に特異的
になる。

SYBR ® G reen

Ι

のできるFLA-2000を使ったSSDD法をプロトコール化し様々な実験をしています。 DNAの二本鎖とインターカレートし
SSDD法はFDD法やRI-DD法と感度が同等でありながら安全性、
コスト、操作性、 て蛍光を発する試薬。
所要時間等で優れています。そこで、今回はSSDD法の具体的な操作手順につ
いて紹介します。

1：時間

2：コスト
RI-DD : ¥8500 FDD : ¥7500
S SDD : ¥ 220 ( RI-DD の場合の約 1/40 )
F ig. 1 S SD D 法による時間と
コストの削減

Fig. 1
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DD 法の原理
DD法は、遺伝子発現によって制御される全ての生物現象に適用することがで
きますが、
ここではある細胞株に薬剤を投与し、その薬剤に対する生物応答の分
子機構を解明することをモデル系としてDD法の説明をします。
この時、薬剤を投
与しない無処理の細胞から抽出したtotal RNA(sample A)と、薬剤投与後、
１時間
(sample B)及び３時間(sample C)経過した細胞株から抽出したtotal RNAを試料
として用います。

Fig.2 モデル系のサンプル
ここではモデル系として薬剤投与
に対する生物応答への応用例を説
明しましたが、D D 法は細胞の分
化・増殖の研究、遺伝子疾患の原
因遺伝子の研究、ゲノムプロジェク
トへの応用などが考えられます。

Fig.2

アンカープライマーによる mRNA の選択的逆転写
タンパク質をコードする遺伝子はそのmRNAの3'末端にpoly(A)配列をもってい
ます。普通mRNAから第1鎖cDNAを合成するには、
このpoly(A)配列と相補的な
poly(T)プライマーを使います。
しかし、poly(T)プライマーは、mRNAのpoly(A)配列
のランダムな位置に結合するので、同じ遺伝子でもpoly(T)プライマーの結合位置
によって長さの異なるcDNA断片を合成してしまいます。そこでpoly(T)プライマー
の3'末端に１残基のA、G、Cを付加したアンカープライマーを使うことにより、mRNA
のpoly(A)配列の始まる位置に結合させることができます。
例えばFig.3に示すように3種類のアンカープライマー
（ (T)15A,(T)15G,(T)15C ）
を
使って個々に逆転写することにより遺伝子の３'末端を固定できます。
このようにpoly
(A)配列が始まる1つ前の残基に応じてmRNAを3つに大別することができ、解析
しやすいバンド数にすることができます。Fig.3上段ではmRNAのpoly(A)の１残基
前にGがあった時にアンカープライマー(T)15 Cで逆転写することができます。

poly(A) (polyadenylic acid)
5'-アデニル酸（アデノシン5'-リン
酸；AMP）が重合したポリヌクレオ
チド。真核細胞のmRNAは3'末端に
ポリ(A)尾部
（poly(A)tail）
と呼ばれ
る数十〜200塩基のポリ(A)鎖を持
つ。

G(A)n
C(T)15
C(A)n
G(T)15
U(A)n
A(T)15
Fig.3
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Fig.3
写

m R N Aの選択的逆転
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任意プライマーによる第 2 鎖 cDNA 合成と PCR 増幅
合成された第１鎖cDNA上の5'側配列には、特定の配列がありませんので、
これ
をPCRで増幅するには10-mer程度の短い任意プライマーを使います。PCRのア
ニーリングを適当な温度で行うことにより、ある任意プライマーはFig.4のように第１
鎖cDNA上の相同性の高い領域とミスマッチを許容してアニーリングします。そし
てプライマー部位から第2鎖cDNA合成が行われます。
PCR増幅された断片は両末端をアンカープライマー(T)15C と任意プライマーで
置き換えられています。
また、増幅された断片は個々の遺伝子毎に一定の長さに
なります。第１鎖cDNAが任意プライマーと相同性の高い領域を持つ確率はそれ
程高くありません。そのため、相同性の高い領域は遺伝子によって位置が異なる
ので、多くの種類の任意プライマーを用いることで全ての遺伝子種由来のPCR増
幅断片を検出できるようにします。

ミスマッチ
通常DNAとDNAはA-T、C-Gの組
み合わせでマッチングする。
ミスマ
ッチはこれが合わないこと。
アニーリング
PCRの過程において高温条件で
一本鎖になったDNAが低温条件
でプライマーと二本鎖を形成するこ
と。

任意プライマー
C(T)15

Fig.4

ミスマッチ

Fig.4

相補的

ニーリングした任 意プライマー
からの第２鎖cDNA合成

ミスマッチを含んでア

ポリアクリルアミドゲルによる
PCR 増幅断片の分離とクローン化
このような増幅されたPCR産物は変性、又は非変性ポリアクリルアミドゲルによ
り電気泳動を行い断片長に応じて分離します。分離された増幅断片はFig.5のよ
うな3種類のパターンを示すと予想されます。Fig.5でバンド1はすべてのサンプル
で同一の位置、同一の濃さで検出されます。
このようなバンドは刺激応答とは無関
係に細胞株で発現している遺伝子由来と考えられます。次にバンド2は薬剤投与
後約１時間以内に新たに発現が誘導された遺伝子を示しています。
また、バンド
3は薬剤投与して3時間後に発現量の増大する遺伝子を示しています。
このように
薬剤投与によって変化したバンドをゲルから切り出してクローン化します。Northern hybridizationやreverse northern hybridizationなどで無処理群と薬剤投与群
の間で遺伝子発現の差異が実際に確認できれば目的とする遺伝子のクローン化
に成功したといえ、その生物機能の解析に進むことができます。
無処理

薬剤投与後
1 時間

変性ポリアクリルアミドゲル
電気泳動中に二本鎖やステムルー
プなどの二次構造を形成しないよう
にゲル中に尿素などを加えて変性
させ、分子量に応じた泳動度を示
すようにしたポリアクリルアミドゲ
ル。

薬剤投与後
3 時間

バンド 1

刺激と無関係

バンド 2

新規に発現

バンド 3

発現量増大

クローニング

Fig.5 ポリアクリルアミドゲル
によるPCR増幅断片の分離

Fig.5
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SSDD 法の実験操作法
RNA 精製
細胞等から抽出するtotal RNAは出来るだけ不純物が少なく分解され
ていないものを使う。DNAの混入を防ぐ目的でRNase freeのDNaseで処理
をしてもよいが、その後のPCRに悪影響を及ぼさないようにする。我々は
QIAGEN社のRNeasy total RNA systemで total RNAを抽出しているが、
高品質のRNAを簡単に得ることが出来る。
このsystemに含まれるDNase処
理でほとんどの DNA は除かれているようである。念の為、抽出したtotal
RNAを電気泳動し、28Sと18Sリボソームのバンドを確認しておくとよい。

・RNA 取り扱い
多くの実験書にはRNAを取り扱う場合、専用のピペットやエリアを準備する
とあるが、我々の研究室ではそのようなことはしていない。購入したチップ
は、基本的にRNaseの混入はないので、新しいチップケースに乾熱滅菌した
ピンセットで一本ずつたてる。
もしも、チップケースにRNaseが付着したと思
われたら、5％過酸化水素水に20分程つけておき風乾させれば問題ない。必
要以上にRNAの取り扱いを恐れるのは逆効果である。

第 1 鎖 cDNA 合成
比較したい組織又は細胞から抽出したtotal RNA10μgを逆転写する。
cDNA合成システムは各社からkitが販売されているが、そのいずれを用
いてもよい。ただし、逆転写酵素の種類によって得られるバンドパターンに
差があるといわれている。
我々はLife Science社の AMV reverse transcriptase first-strand cDNA
synthesis kitを使って25μl スケールで第1鎖cDNA合成を行い、その内の
0.3μlを次のPCR増幅に使っている。

PCR 増幅
PCR増幅は下表の組成、サイクルでアンカープライマーとしてG(T)15A,
G(T)15G 及び G(T)15C を、また任意プライマーとして12-mer の配列を
使って42℃のアニーリング温度でPCR増幅を行っている。いずれのプライ
マーもニッポンジーンのものを使用している。
プライマーの純度は、重要なポ
イントで、自分で設計して合成する場合ポリアクリルアミドゲルから長さの
均一なオリゴマーを精製する必要がある。

Fig.6

Fig.6

-5-

PCR増幅の条件
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cycle 数

dNTPs 濃度

Marker

・dN TPs濃度
SSDD法の場合、RI-DD法とは違ってPCR反応の際dNTPs濃度を制限する
必要がなく、通常のPCR反応に近い条件で行う。
また、Mgイオン濃度はやや
通常の条件よりも高い濃度を使用している。
これらにより、RI-DD法で検出さ
れるのと同等あるいはそれ以上の数のバンドを検出することができるように
なった。
15

20

25

30

35

40

45

750bp

520bp
500bp
400bp
300bp

250bp

200bp

100bp
100bp

Fig.7
・増幅酵素
用いる増幅酵素は注意深く選択すべきである。酵素によっては著しくバンド
の増幅効率が悪い。我々は、BRL社のrecombinant formのTaq DNA polymeraseを使用している。
・サイクル数
サイクル数は25サイクル以上行うとそれだけバンドの濃度が濃くなるがバン
ドパターンに大きな差はない。ただし、サイクル数が多くなるとバックグラウン
ドが上昇し、バンドが太くなるので切り出すことが難しくなる。そこで、必要充
分な25サイクルで増幅している。
・アニーリング温度
12-merの任意プライマーを使いアニーリング温度40-45℃の間で変化させた
時、現れるバンドの数と種類には大きな差がなかった。
しかし、増幅断片長に
よって増幅効率が異なり我々は中間の42℃で行っている。
・DD法の再現性の 向上
最近ではアンカープライマーとして3'末端の2残基とそれに応じてTの数を変
えて、PCR反応の再現性を向上させている。
アニーリング温度は通常40゜
C付近で行う。任意プライマーの配列は原理的
にはGC含量を50-60％にすればどのような配列でも良いはずだが、経験的に
効率の良いものと悪いものがある。
そのため、cDNAデータベースを使って効
率の良いものを選択する方法もある。
また、別法として5'末端側に制限酵素
の認識部位を持つ20-mer前後の任意プライマーと、同様に制限酵素認識部
位を持つアンカープライマーを組み合わせて最初の数サイクルを40゜
Cで、
そ
の後の増幅を60゜
C程度のアニーリング温度で増幅を行う方法もある。
この方
が、PCR産物のダイレクトシークエンスが容易で、PCR反応の再現法が高い
といわれている。
AFLP(amplified fragment length polymorphism)法によりmRNAのfingerprintingを得る方法もある
（文献 2 参照）
。これは原理的に優れた方法で再現性
も高いといわれている。

-6-

cycle 数

Fig.7 dNTPs濃度の検討
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PAGE
200×400×3(mm)の低蛍光ガラス板
（バイオクラフト社製）
を無蛍光洗
剤（Bionox等）
で洗浄し水道水で良くすすいだ後、エタノールで拭く。ス
ペーサー
（0.5mm）
を使って泳動槽を組み立て、6% Long Ranger
（又は同
等品）
ゲルを5×Tris-Glycine バッファーで作成する。
ほぼ30分程度で固化
するのでこれを泳動槽にセットする。1×Tris-Glycine バッファーを満たし、
一定電流
（40mA）
で30分程度予備泳動を行う。電源を切り、
コーム内を軽
く洗浄した後、PCR産物8μlに5×泳動サンプルバッファー2μlを混合しア
プライする。再び予備泳動と同様の条件で約3時間泳動する。
バッファー組成表
5×Tris-Glycine バッファー

1×Tris-Glycine バッファー

5×泳動サンプルバッファー

Tris Base 30.2g, Glycine 142.7g,
EDTA 3.92g, dist. H2O up to 1l.
5×Tris-Glycine バッファーを蒸留水で
5倍に希釈
30% Glycerol, Bromophenol blue 少量、
Xylene cyanol FF 少量

・ガラス板
ガラス板の取り扱いは、
ガラス板の外側面は全く気を使う必要がないし、内
側も油分が除去できれば十分である。従って、無蛍光洗剤を使うことと使い
捨てビニール手袋を使うくらいの気の使い方で充分である。
ガラス板はバイオクラフト社の特注品、3mm厚のものである。5mm厚のもの
は規格品で販売されておりこれでも満足できる結果が得られる。
・分子量マーカー
泳動する際、端の余分なレーンに分子量マーカを少量入れておく。
これによ
り再増幅後に得られるバンドの長さを切り出した長さと直接比較できる。切
り出したバンドの位置から分子量を簡単に同定できることはSSDD法の利点
の一つである。
・ゲルの選択
ポリアクリルアミドゲルは、変性と未変性の2つのタイプがある。
どちらのゲルを使うかは検出方法により選択する。一般的に任意プライマー
同士を検出しないことや、未変性ゲルで泳動したときの増幅断片の変性の
可能性などから、変性ゲルを使うことの方が多いようである。
しかし、我々は
未変性ゲルでも十分に使用に耐えるバンドを検出することができた。尿素な
どの変性剤を使用すると検出や目的の切り出し断片の再増幅への影響が
懸念されるので、変性ゲルは使用していない。
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SYBR ® Green Ι 染色
泳動後のガラス板を泳動槽からはずし、耳付きガラス板をはがし、平ら
な場所にFig.8のようにアルミホイルとサランラップを敷き、ゲル面が上にな
るようにおく。ここに、SYBR® Green Iを1×TBEで1万倍希釈した40 ml の
染色液をゲルにまんべんなくかける。遮光するためアルミホイルをかけて
30分静置する。
染色したゲルは丁寧に水道水を注ぎ軽く洗浄する。
そして、
ガラス板外
面をエタノールを浸したキムワイプで拭き水分を取る。ゲル周辺のガラス
板は乾燥したキムワイプで軽く拭いて過剰な水分を除去する。

1 × TBE
10× TBEバッファーを蒸留水で10
倍に希釈する。

Fig.8

Fig.8

染色を行う時の構成

Fig.9

染色液の回収

・染色液の再利用
SYBR® Green I 染色液は添付技
術資料によると4,5回の再利用が
可能だが、SSDD法の場合最高感
度が要求されるため毎回新鮮な
ものを使っている。
しかし、SSDD
法で利用した染色液は他のアプ
リケーションに利用できるので、
Fig.9 のようにガラス板の一端に50
ml チューブをあてがい、
ガラス板
を持ち上げてチューブの内側で
サランラップを切って回収する。
回収した染色液は遮光して-20℃
Fig.9
で保存する。
・染色のポイント
DNAシークエンスの場合ガラス板とゲルが簡単にはがれるようにシリコン
処理や車用のRain Xでコートすることがあるが、
この場合には行わない。
こ
のような処理をすると染色液がゲル上ではじかれてしまう。
ガラス板を置いた後アルミホイルとサランラップで土手をつくりゲルにサラ
ンラップがかからないようにする。サランラップがかかると染色液が表面張
力でガラス板の下にまわりこみ染色液が無駄になる。
SYBR® Green I 染色では水洗は必要ないといわれているが、洗浄した方
がバックグラウンドを低くすることができる。
FLA-2000でスキャニングする際水分が残っていると本体の故障の原因と
なり得るのでガラス板とゲルの余分な水分は出来るだけ除去する。
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10 × TBEバッファー
Tris Base
108 g
Boric acid
55 g
EDTA
9.3 g
dist. H2O up to
1 l
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FLA-2000 によるスキャニング
染色を終えたゲルをガラス板ごとFLA MULTI STAGE に装着し
（Fig.
10）
、スキャニングする。Sample Mode は Fluor 473nm:Y520Filterで行う。
測定感度はまずSensitivity F10で染色の様子を見てからF1000で行う。取
り込んだ画像は画像処理を施して見やすくする。
この画像を適当にトリミン
グしてピクトログラフィーで等倍印刷する
（Fig.11-a）
。

Fig.10

FLA MU LT I ST AG E

への染色ゲルガラス板の装着
スキャニングする前にゲルの適当
な数カ所にピペットの先で小さな穴
をあけておくと切り出しの時のゲル
と泳動像との対応が容易である。

Fig.10

Fig.11-a PAGEのFLA-2000
によるスキャニング
Fig.11-b
Fig.11-a

Fig.11-b

目的バンドを切り出

した後のスキャニング

ゲルからの切り出し
比較したいサンプル間で発現に差異のある目的のバンドを選び等倍
印刷した画像上にマークを付ける。
これをゲルの形や位置補正用にあけ
た穴とを対応させて泳動用ガラス板の下に敷く。
ここから、マークしたバン
ドに対応する位置のゲルを裁縫用のへらを使って切り出す。切り出したゲ
ルは、あらかじめ100μl の滅菌精製水を入れた1.5 mlチューブに移しピ
ペットの先でゲルを粉砕する。
この操作を全ての目的バンドに対して行
い、
その後、確実にバンドが切り出されていることをもう一度同様の操作で
スキャニングして確認する
（Fig.11-b）
。バンドが切り出されていない場合
にはもう一度切り出し操作を行う。

位置補正
ゲルに穴をあけるとFLA-2000で読
み取った時に画像上にこれが見え
る。

Fig.12 ゲルからのバンドの切
り出し操作
等倍印刷を指示してもある種のプ
リンターでは厳密に等倍印刷できな
いことを経験するが、我々はピクトロ
グラフィーで等倍印刷したものに関
しゲルマーカーと対応しなかったこ
とはなかった。

Fig.12
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溶出および 2nd PCR
切り出したゲルは、チューブミキサーにより室温で1時間激しく振とうして
DNAを溶出する。溶出液の一部を使って下記の組成で2nd PCRを行う。
反応終了後のPCR産物のうち5μlを3%アガロースゲルで電気泳動し目
的の長さのバンドが確実に増幅されていることを確認する
（Fig.13）
。
この
時、残りのPCR産物はすぐに氷上に保管する。
Fig.13 切り出した断片の2nd
PCR産物
多くの場合切り出した長さに対応す
るバンドが再増幅される。複数バン
ドが見られても、そのままクローニン
グして、その後インサートの長さを
確認してクローンを選択するほうが
楽である。

Fig.13

2nd PCRによりほとんどのクローンは切り出した長さに対応する単一バン
ドを生ずる。
しかし、溶出を長時間行った場合や、溶出した溶液を保存して
から2nd PCRした場合には時として異なる長さのバンドが現われたり、全く
バンドが現れないことがあった。
2nd PCR終了後のサンプルはTAクローニングに使用するが、増幅断片末
端の突出したAは除去されやすいので出来るだけ速やかに氷上に置く。我
々はアガロース電気泳動から増幅断片の確認を経て次のライゲーション操
作までを一時間以内に行うことにしている。

TOPO TA cloning によるライゲーションと
大腸菌への形質転換
目的の長さが確認された氷上の2nd PCR産物を0.5μlと滅菌精製水を
0.5μl、そしてpCR®-TOPO vector solution 0.25μlのそれぞれを1.5ml
チューブの管壁に付け、軽く遠心して全ての溶液を混合する。
これを室温
で5分間放置し、添付のプロトコールに従って大腸菌へ形質転換する。
こ
れをアンピシリン選択のX-gal LB 培地プレートに蒔き37℃で一晩培養する。
翌朝、
プレートには100-200個程度のコロニーが生育しているはずであ
る。
このうち濃青に発色しているコロニーは挿入断片を持たないもので、薄
青色又は白色のコロニーには挿入断片が含まれている。
これらのコロニー
から適当に6個程度を選びだしコロニーPCRで挿入断片の長さを確認し
てクローニングは終了する。

我々はライゲーションから形質転換までをInvitrogen社のTOPO TA Clonこれでは、
ing® Kit with Dual Promotor with TOP 10F' Cellsで行っている。
T4 DNA ligaseのかわりにinfluenza virusのtopoisomeraseを利用しライゲー
ションを行う。従来のTA-cloningの場合、
ライゲーション反応に非常に時間が
かかりその効率も必ずしも高いわけではなかった。
また、ベクターを長期に保
存している場合ベクターの末端Tが除去されてしまう事がある。
しかし、本法
の効率は非常に高くコンスタントに十分量のコロニーを低いバックグラウン
ドで得ることができる。
コストを下げるために我々は添付プロトコールの1/4ス
ケールで使用している。
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SSDD 法と RI-DD 法の感度比較
我々が最適化したSSDD法のPCR条件と、RI-DD法に最適化された条件は
dNTPs濃度が大きく異なる。そこで、2つのそれぞれに最適化された方法を使って
同じサンプル、
プライマーセットでDD法を行い得られたバンドの比較を行った。
2つの方法を比較すると、得られるバンドの再現性は高くほとんどのバンドが共
通して観察された。
しかし、現れるバンドがSSDD法の方がやや多く見られる。
これ
が、PCR artifact なのか否かは不明だが、少なくとも得られるバンドはRI -DD法と
同等、同質であることがわかり、RI-DD法に代わる方法としてSYBR® Green Iを用
いたSSDD法の有用性が示された。
R

S

R

S

R

S

Fig.14 3種のプライマーセット
によるRI-DD法とSSDD法の泳
動像の比較

R: RI-DD法による泳動像
S: SSDD法による泳動像

Fig.14

FLA-2000検出条件
R: Sample Mode IP
S: Sample Mode Fluor.
473nm: Y520 Filter

RIは検出感度が極めて高く、分子生物学の幅広いアプリケーションの中で、扱
いの難しさにも関わらず未だに頻繁に使用されている。DD法においても原法はRI
をPCR反応で取り込ませてオートラジオグラフィーで検出しているが、
この時の絶
対感度は明らかにnon-RI法に比べて高い。
しかし、PCR反応で効率よくRIを取り
込ませるために反応組成中のdNTPs濃度は通常のPCR条件に比べてとても低く
制限されている。我々のモデル実験ではdNTPs濃度を10μMにすると増幅効率が
著しく低く25サイクル以降では逆に増幅産物が減少する(Fig.7)。
このことはRIの場
合、効率のよいPCR増幅をすることができないことを示している。一方、SSDD法の
場合は泳動してから染色によって検出するためPCR条件は通常の条件と同等で
よいので、サイクル数を45サイクルまで行っても増幅産物は増加する。従ってRIDD法とSSDD法では絶対感度ではRI法が優れているがPCR条件の違いによって
同等のバンドを観察することができたと考えられる。

cDNA
buffer
MgCl2
dNTPs
anchor primer
arbitrary primer
α-35 S dATP
Taq polymerase

RI

SYBR®
Green I

1.5 mM
2 µM
1 µM

2.0 mM
125 µM
1 µM

+

-

Fig.15

Fig.15
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PCRの反応組成比較

Application Note No.11

まとめ

Fig.16

Fig.16

SSDD法、FD D法

およびRI-DD 法の比較
本法の最大のメリットは、RI-DD法と
同等の感度でありながら、安全でコ
ストも安く短時間で結果が得られる
点である。
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著者あとがき
分子生物学がとても現代的で隆盛を極めた理由にMolecular CloningやCurrent Protocols in Molecular Biology等の実験解説書の充実と、それを参照すれ
ばほとんど熟練を必要とせずに実験ができることが挙げられると思います。新しい
実験法はこのように多くの研究者に公開し利用されてはじめて意味を持つものな
のです。従って誰にでもできるDD法を確立しその方法をできるだけ平易に細かく
記載することを心がけました。
DD法には研究者の創造性を駆り立てる無限の可能性があります。
さらに、FLA2000を使ったSSDD法の検出は他法に比べて多くの利点を有しています。今後は
SSDD法におけるPCRの再現性をより向上させる努力を続けていきたいと考えて
います。
®

SYBR はMolecular Probes社の登録商標です。
pCR® およびTOPO TA Cloning® はInvitrogen社の登録商標です。
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