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はじめに
FLA
第21回日本分子生物学会(1998年)のバイオテクノロジーセミナーで
「蛍光ディファレン
シャルディスプレイ法を用いた遺伝子の解析」
（北海道大学大学院薬学研究科 野村剛
・安住薫・横澤英良）
を発表していただきました。発表の内容につきまして、
ご講演後多
数のご質問をいただきました。今回安住先生にFLA を用いたFluorescent Differential Display（FDD）法の実験プロトコールをご紹介していただけることになりました。
遺伝子発現解析は、現在注目されているテーマとなっており、Differential Display
（DD）
法を簡単、高速に行う試みは多くの人が関心を持つテーマです。FLAには、20cm×40cm
の大型ガラス板を用いて蛍光測定するためのFLA MULTI STAGEが用意されています
ので、電気泳動に用いたガラス板をつけたままで測定が可能です。また、読み取り時間が
数分で終了するので、簡便なFDD法が実現できます。
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Summary
・RIを使わないので通常の実験室で作業が行えます。
・サンプル泳動後、蛍光の検出とバンドの切り出しが短時間で行えます。
・ 出現するバンドパターンは安定していて再現性が高いのが特徴です。
・核酸電気泳動用高分離剤を併用すると擬陽性クローンを検出する可能性がほとんど
なくなります。
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Introduction
悪性度の低い癌細胞が種々の刺激を受けて悪性形質を獲得することが知ら
れている。悪性度の低い癌細胞と、その細胞由来でin vitro あるいはin vivoで刺
激を受け、
より悪性度の高い細胞へと形質転換した細胞では何が異なるのであ
ろうか？私達は、低転移性の親細胞と、親細胞由来で悪性度の異なる３種類の癌
細胞の計４種類の細胞を用いて、二次元電気泳動法による細胞内タンパク質の解
析を試みていた。各細胞から細胞内タンパク質を抽出し、二次元電気泳動法で
タンパク質を分離後、銀染色法で染色して４種類の細胞間で異なるスポットの検
出を試みた。しかし、
タンパク質のスポットの違いはほとんど観察されなかった。
そこで次に、複数の細胞におけるmRNAの発現様式の違いが高感度に検出
できるDifferential Display
（DD）
法１）の導入を試みた。当時、所属する研究科に共
通機器としてフルオロ・イメージアナライザーFLA-2000（富士写真フィルム株式会
社）
が設置されていたが、RI標識ではなく、蛍光標識でPCR産物を検出するDD法
を行っている研究室はなかった。私達は分子生物学の手法には初心者だったこ
ともあり、いくつかのDD法のプロトコールを調べ、RIを使用せず、簡易な電気泳動
装置でも実施可能な方法を検討するところから始めた。幸い、東大医科学研究
所ヒトゲノム解析センターの伊藤隆司博士が開発したFDD法のプロトコール２）-4）
なら、私達の設備でも実施可能であることがわかり、FLA-2000を用いて 見よう見
まね のFDD法の解析が始まった。その結果、わずか78通りのプライマーの組み
合わせにもかかわらず、最も悪性度の高い癌細胞で発現が誘導されている遺伝
子が11種類見つかり、
その内の７種類は既知の、
残り４種類は新規の遺伝子であっ
た。
この事実は、FDD法はFLA-2000のような大型のゲル板を乗せられる蛍光イ
メージアナライザーさえあれば、分子生物学の経験の有無にかかわらず、
どの研
究室でも比較的容易に導入できる手法であることを証明している
（ちなみに私達
のグループでFDD法を確立し、新規遺伝子を検出した野村は当時４年生の学部
学生であった）
。さらに私達は、
この方法を別のプロジェクト
（免疫の系統進化の
研究）
にも導入し、無脊椎動物の血球
（体腔細胞）
から、種々の刺激によって発現
量が変化する遺伝子を多数検出することにも成功しており、生物種を問わず、生
命科学の基礎研究にこの方法を適用できると考えている。
今回、
これからDD法を導入してみたいという方々のために、私達のプロトコー
ルとささやかな経験を紹介させていただこうと思う。
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と in vivo
in vitro
vitroと
生体内（in vivo）での反応系は他
の反応系と連関しており、複雑
で解析が難しいので、実験では
生体内の物質や細胞を生体外の
試験管やシャーレ内（in vitro）に
取り出し、人為的な状態で行う
ことが多い。
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FDD 法の原理
(1) まず、調製したtotalRNAの中のmRNAをアンカープライマーにより選択的に逆
転写する。アンカープライマーはオリゴdTプライマーの5 末端に蛍光基FITC
を結合させ、3 末端にC、G、Aのいずれか一つを付加したものを合成した。3
末端にCを付加したアンカープライマーで逆転写を行うと、
ポリAのすぐ5 側が
Gという配列のmRNAのみが選択的に逆転写されることになる。
(2) 次にこのcDNAをテンプレートとして、逆転写で用いたものと同じアンカープラ
イマーと10 merの任意の配列からなる任意プライマーで選択的にPCRを行い、
任意プライマーと類似の配列をもつものだけを選択的に増幅する
（私たちはオ
ペロン社製の26種類の任意プライマーを用いたが、ニッポンジーン社からは長
さ12merで400通り以上の配列の異なるオリゴマーが購入できる）
。このときPCR
のアニーリング温度を40℃と低く設定することにより、任意プライマーはある程
度のミスマッチを許容しながらアニールするので、
１反応で多数のcDNAフラグ
メントを増幅させることができる。
(3) このPCR産物を変性ポリアクリルアミドゲルを用いた電気泳動で分離し、PCR
産物中のFITCの蛍光を蛍光イメージアナライザー
（私達の場合はFLA-2000）
で解析することにより多数のバンドからなるフィンガープリントが得られる。2種
類以上のサンプルを比較し、PCR産物のバンドの発現パターンに変化が見ら
れるものを探索する。バンドの有無や濃さに差のあるものをゲルから回収し、
再度PCRで増幅した後にクローニングを行う。

フィンガープリント
print）
（ finger print
）
指紋、特徴となるもの、あるいは
それらによって身元をつきとめ
るという意味。アクリルアミド
ゲル、シリカゲルなどの薄層上
でアミノ酸や核酸の混合物を２
次元的に分離した図（あるいは
パターン）
。サンプルごとに特徴
的なパターンを示す。

アイソトープを用いたDD法では、RT-PCRの際にアイソトープ標識した基質の
取込効率をあげるため、標識していない基質濃度を低く設定する必要がある。
そのために用いるdNTP濃度が通常のRT-PCRの至適濃度より低く、増幅され
るcDNAのサイズが小さくなったり、再現性が得られなかったりする原因と考え
られている。それに対し、FDD法ではアンカープライマーを直接標識している
ので、RT-PCRも至適条件で行うことができ、高い再現性が得られると考えられ
ている。

Fig.1

Fig.1
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FDD
法の原理
D法
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FDD 法の実験方法と結果例
用意するもの
＜器具＞
・サーマルサイクラー
・電気泳動装置一式
組み立て式の安価なもので可
（和科盛株式会社、株式会社バイオクラフト、日本
エイド−株式会社など）
ゲル板は株式会社バイオクラフトの無蛍光ガラス
（20×36cm）
など
放熱板は20×20cmくらいにアルミ板を切ったもの
パワーサプライは1500Vの通電が可能なもの
（SDS-PAGE用のパワーサプライ
で は出力が足りない）
・フルオロ・イメージアナライザー
（富士写真フィルム株式会社のFLA-2000）
＜試薬＞
・5 末端をFITC標識したアンカープライマー
（業者に依頼）
；FITC-GT15X
（X=A, C
or G）
DEPC処理水で50 µＭに調製する。原液は遮光して-20℃で保存すれば１
年くらいは使用可能。
・逆転写酵素（GIBCO BRL社のSUPER SCRIPTTM IIがよい）
・TEバッファー: 10 mM Tris-HCl(pH8.0)/1 mM EDTA
・任意プライマー
（Operon 10mer キット
（26種類）
；10 µＭに調製）
・Taq DNA ポリメラーゼ
（株式会社ニッポンジーンGene Taqとピーイーバイオシステ
ムズジャパン株式会社Ampli Taqなど）
・変性ポリアクリルアミドゲル溶液：6％アクリルアミド/8 Ｍ尿素/1×TBE
・10×TBEバッファー
・変性ローディング色素液：95％ホルムアミド/10 mM EDTA/0.1%BPB/0.1%XC
・H.A.-Yellow
（核酸電気泳動用高分離剤 , 宝酒造株式会社）
AGPC 法
（ Acid Guanidinium-Phenol）
Method）
悪性度の異なる４種類の癌細胞からフェノール性R N A 調製試薬T R I z o l Chloroform Method
酸性条件下ではDNAの親水性が
（GIBCO BRL）
を用いてtotal RNAを調製した。total RNAの調製方法はAGPC
低下するので、 酸性条件下で
法やCsTFA法など、
どの実験書にも記載されているような標準的な方法でよいと フェノール処理を行うとDNAは
思われる。TRIzolなどのフェノール性RNA調製試薬は、添付のプロトコールどお フェノール層へ分配されるが、
りに操作を行えば少量の細胞から短時間で純度の高いtotalRNAが調製できるの RNAはリボースの水酸基がある
で初心者向きである。ごくまれに、
フェノールでRNAの抽出ができない
（収率がす ため水層に分配される。この性
ごく悪い、着色して水に溶けないなど）
組織や細胞があり、そのような材料の場合 質を利用してRNAを抽出する方
法。

total RNAの調製

はCsTFA法を試してみるとよいと思う
（CsTFA法は材料が少量の場合は適さな
い）
。調製したtotalRNAはDEPC処理水に溶解し、濃度（A260）
を測定後、total C s T F A 法
（C e s i u m T r i f l u o r o a c e t a t e
RNA溶液として-80℃で保存した。

Method , トリフルオロ酢酸セ
シウム法）
ゲノムDNAが混入していると次に行うPCRの鋳型となって同時に増幅されてしま R N A の 比 重 は 生 体 高 分 子
うため、以下のようにDNase処理を行った。反応以外の操作はすべて氷上で行う。 （DNA、タンパク質など）に比べ
て大きいことに着目し、RNA を
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
沈殿として回収する方法。比重
反応液
（１チューブ あたり）
を与える物質として CsTFA を用
10×PCR buffer
2 µl
いる。CsTFAはそれ自身がRNase
阻害活性を有しているのでRNA
25 mM MgCl2
1.2 µl
の分離に適している。超遠心機
RNase Inhibitor (東洋紡績)
0.5 µl
を用いるのでRNAの大量調整時
DNase I (宝酒造)
0.5 µl
に主に用いられている。

抽出したtotal RNAのDNase処理

total RNA溶液

15.8 µl（5 µg）

計
20 µl
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
37℃で30分間反応
（DNAの分解）
させた後、95℃で5分間処理した
（DNaseの失活）
。
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蛍光標識したアンカープライマーを用いた逆転写反応
(1) サーマルサイクラーを70℃に加温しておく。
(2) PCR用チューブに以下の溶液を入れ、70℃で10分間加温した
（RNAの高次
構造の破壊）
。以下反応以外の操作はすべて氷上で行う。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
反応液（１チューブあたり）
DNase処理RNA
10 µl（2.5 µg）
蛍光標識アンカープライマー
（50 µM） 1 µl
計
11 µl
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(3) (2)の加温の間に、以下の反応液を用意する。1本のチューブに各溶液の必要
量
（必要チューブ数＋1本分の量）
を順次入れ、おだやかに、かつよく混合する
（ピペッティング時のロスを考慮して1本分余分に調製する）
。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
RT反応液（１チューブあたり）
DEPC処理水
1.6 µl
10×PCRバッファー
1 µl
1.4 µl
25mM MgCl2
10mM dNTP
1 µl
0.1M DTT
2 µl
RNase Inhibitor
1 µl
TM
SUPER SCRIPT II(200U/µl）
1 µl
計
9 µl
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

オートピペットは目盛りどおりに正確に秤量してくれるとは限らないので、必要
チューブ数きっかりに反応液を混合して調製した後に分注していくと、最後の
チューブの溶液が足りない場合がよくある。1本だけ再調製すると他のチュー
ブの溶液と組成が微妙に変わってしまうし、時間のロスでもあるのであらかじ
め反応液を余分に調製しておく。

(4) (2)のチューブを氷水に浸して急冷（１分以上）後、軽く遠心して壁についた
水滴を底に落とす。サーマルサイクラーを25℃に設定する。
(5) (3)のRT反応液（9 µl /チューブ）
を加え、穏やかなピペッティングで充分に
混合する
（計20 µl /チューブ）
。
(6) チューブを25℃に設定したサーマルサイクラーにセットし、25℃で10分、42℃
で50分、70℃で15分間反応させる。
(7) チューブを軽く遠心後、TEバッファー80 µlを加えてよく混合する
（cDNA溶
液）
。すぐに使用しない時は-20℃で保存する。
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任意プライマーを用いた PCR
(1) 各チューブに任意プライマー
（10 µM）
を1 µlずつ入れる。以下反応以外の
操作はすべて氷上で行う。
(2) (１)のチューブにcDNA溶液を2 µlずつ入れる。
(3) 以下のPCR反応液を必要チューブ数＋１本分調製する
（ピペッティング時のロス
を考慮して１本分余分に調製する）
。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
PCR反応液
（１チューブ あたり）
滅菌水
13.0 µl
10×Gene Taqバッファー
2.0 µl
2.5 mM dNTP
1.6 µl
アンカープライマー
（50 µM）
0.2 µl
Gene Taq
（5U/µl）
0.1 µl
Ampli Taq
（5U/µl）
0.1 µl
計
17.0 µl
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

500bp以下の短い断片の増幅効率は通常のTaqポリ
伊藤博士の原法3）によれば、
メラーゼのN末端部分を削除したGene Taqの方が優れているが、
長い断片の増幅
は通常
（全長）
のTaqの方が優れているらしい。そのために、原法でも両者を半分
ずつ混ぜて使用することを勧めており、私達もそれに従っている。また、Taqポリメ
ラーゼの種類によってバンドの数やパターンが異なるようなので、バンドの数が少
ないと思ったらいくつかの酵素を用いて比較してみるとよい。

(4) (2)のチューブに(3)のPCR反応液を17.0 µlずつ加える
（計20 µl /チューブ）
。
(5) チューブをサーマルサイクラーにセットして、以下のプログラムで反応を行う。
（94℃×３分＋40℃×５分＋72℃×５分）
×１サイクル
（95℃×15秒＋40℃×２分＋72℃×１分）
×20-25サイクル
72℃×５分

原法はこのサイクル数だが、
このサイクル数ではバンドが全く出ないサンプルもあっ
た。
そこで、
現在は30-35サイクルで行っている。
サイクル数を変えてPCRを行い、
自
分のサンプルに適したサイクル数をチェックする方がよい。
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変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動
(1) 6%変性ポリアクリルアミドゲル溶液を調製して不溶物を濾過操作で除く。1530分間脱気を行った後、TEMED19.5 µl、10% APS 225 µlを加え、
よく混ぜて
から組み立てたゲル板
（無蛍光ガラス板、無蛍光洗剤（BIONOX）
を使用）
に
流し込み、
シャークコームを挿入する。ゲルが重合したら
（約２時間後）
、
１×TBEバッファーで1000V30分の予備泳動を行う。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
6％変性ポリアクリルアミドゲル溶液（ゲル１枚 あたり）
40%アクリルアミドゲル
4.5 ml
尿素（８M）
14.4 g
5×TBE
6 ml
滅菌水
適宜
計
30 ml
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Fig.2

Fig.2

電気泳動装置

Fig.3

サンプ ル の アプライ

(2) PCR産物5 µlに変性ローデイング色素液を2.5 µl加えて混合し、90℃で
２分間加熱後、氷水で急冷する。各レーンに5 µlずつアプライする
（アプライす
る前にコーム上のバッファーを新しいバッファーと置換する。そうしないと溶解
してくる尿素のためサンプルが沈まない）
（Fig.３）
。

RIを使わないのでサンプル等の扱
いが非常に楽である。

Fig.3
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(3) 1500Vで2.5-3時間程度泳動するとXC
（キシレンシアノール）
がゲルの下端に
達するので、泳動をやめ、蒸留水でゲル板を洗い、片側のゲル板をはずし
（そ
のためにはずす側のゲル板の内側にGel Slick
（FMC Bioproducts）
などのコー
ティング剤をぬっておく。これを忘れるとガラス板をきれいにはずすことができ
ない）
、FLA-2000でスキャンニングを行う
（Fig.４）
（Fig.５）
。

原法では、泳動約１時間後のBPBがゲルの下端に達した時に一度、両方のゲ
ル板をつけたままでスキャンニングを行なっている。
２段階のスキャンニングに
よってより幅広いサイズのPCR産物が検出できる。
FLA-2000で蛍光の検出にかかる時間は、20×36cmというスキャナーの限界に
近い大きさのゲル板で、かつ解像度をほぼ最大にしたものでもだいたい数分で
終了する。

Fig.4

Fig.4
装着

Fig.5

F i g . 5 スキャン ニング 結 果 の
ディスプレイ表 示
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目的のバンドの切り出し
(1) 実寸大でプリントアウトしたゲルイメージ
（Fig.６）
の上にゲルを重ねて、発現量
が変化しているバンドとその対照のバンド
（バンドの有無にかかわらず）
の両
方をそれぞれをスパーテル等で切り出す。この時、ゲルのふちを数カ所傷を
つけておくと、
プリントアウトしたものとゲルを正確に重ね合わせやすい。
サンプルの泳動後、蛍光の検出とバンドの切り出しがすぐ行えることがこの方
法の利点である。

F i g . 6 フィン ガ ープリントの 一
例
1回の泳動で１レーンにつきだいた
い20-30程度のバンドが検出でき
る。

Fig.6

F i g . 7 フィン ガープリント上 で
実 際 に 差 が 見られ た 部 分 の 拡
大図
矢印で示したバンドは悪性度の最
も高い細胞で強い発現が見られる
もの。
Fig.7

(2) ゲルをもう一度スキャンして目的のバンドが正しく切り出されたことを確認す
る。
発現パターンの異なるバンドを見つけ、ゲルを切り出すとうれしくてすぐシーク
エンス解析まで持っていきたくなるが、その前に必ず、
そのバンドパターンが再
現的か否かを確認すること。できれば独立したRNAを用いて最初からやって
みること。それが無理ならせめて逆転写からやり直すこと。
クローニングして塩
基配列もわかったけれど、最後にRT-PCRやノザンブロッティングをやってみた
ら予想した差が全く見られなかった、
ということもよくあることである。
アクリルア
ミドゲル上および以下の核酸電気泳動用高分離剤を用いたアガロースゲル上
で発現パターンの再現性を繰り返し確認することが結果的には時間の節約に
なる。
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バンドの再増幅と H.A.-Yellow による核酸の分離
(1) 切り出したゲル片をそれぞれPCR用のチューブに移し、78 µlの滅菌水を加え
て94℃で10分間加温した
（DNAの抽出）
後に、以下の反応液を加えて2ndPCR
による再増幅を行う
（ゲル片は入れたままでよい）
。反応以外の操作はすべて
氷上で行う。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2nd PCR反応液
（１チューブあたり）
10×Gene Taqバッファー
10 µl
2.5 mM dNTP
8 µl
アンカープライマー
（50 µM）
0.5 µl
任意プライマー
（10 µM）
2.5 µl
Gene Taq（5U/µl）
0.5 µl
Ampli Taq（5U/µl）
0.5 µl
計
22 µl
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
プログラムは以下のとおり。
（94℃×３分＋40℃×５分＋72℃×５分）
×１サイクル
（95℃×15秒＋40℃×２分＋72℃×１分）
×10-13サイクル
72℃×５分
(2) 目的のバンドのPCR産物と対照のバンドのPCR産物をそれぞれ50 µlずつ用
いて0.1% H.A.-Yellow入り2.5％アガロースゲルで電気泳動を行う
（Fig.８）
。

Fig.8 H.A.-Yellow
による核
wに
酸の分離

Fig.8

ポリアクリルアミドゲル上で検出されるバンドは同一分子量で塩基配列の異
なる複数のDNA断片から構成されている場合が多い。H.A.-YellowはAT含量
の多いDNAに特異的に結合するポリマーであり、塩基組成の違いにより複数
のDNA断片を分離することができる。
(3) (2)のアガロースゲルをFLA-2000でスキャンし、明らかに発現量に違いがある
バンドを目的のバンドとして切り出す。

このバンドをさらに再増幅して、GC含量の多いDNAに特異的に結合するポリ
マーH.A.-Red（宝酒造）含有アガロースゲルで分離を行うプロトコールもある
が、H.A.-Yellow１回だけでも数種類混入しているcDNAを1-２種類程度までに
絞り込める。
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クローニングとクローン化した PCR 産物の発現パターンの確認
(1) QIAEX II Gel Extraction Kit
（Qiagen）
を用いてアガロースゲルからDNAの
回収を行い、
さらに常法に従ってTAクローニングを行った。
(2) 4-6個のクローンをピックアップし、PCRにてインサートの塩基配列を解析した。

たいていは全て同じ塩基配列を持つ同一クローンであったが、
まれに２種類の
クローンが存在することがあった。
その場合、多く存在したクローンが目的の分
子である確率が高いが、RT-PCRやノザンブロッティングで確認した方がよい。

(3) 最後にクローン化したものが目的の転写産物かどうかの確認を行った。得ら
れたインサートの塩基配列をもとにプライマーを設計して定量的RT-PCRを行 R T - P C R 法
うのが手っ取り早い
（Fig.９）
。厳密にはノザンブロッティングを行い、発現パター （ reverse transcription-PCR
Method
）
d）
ンの確認を行う必要がある。その時は新たに調製したRNAサンプルを用いる
微量の m R N A を検出するため
方が再現性も確かめられる。
に、逆転写酵素を用いて RNA を
鋳型とした DNA の合成反応（逆
転写反応）をあらかじめ行い、そ
のDNAをあらためて鋳型として
PCR を行う方法。

Fig.9

Fi g . 9
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RT-PCR
の一例
Rの
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おわりに
最初にも述べたが、私達はこの方法を用いて最も悪性度の高い癌細胞で発現
が誘導されている遺伝子を11種類見いだした。その内の７種類は既知の、残り４
種類は新規の遺伝子であった。既知の遺伝子については定量的RT-PCR法で、
また、新規遺伝子については定量的RT-PCR法とノザンブロッティングの両方で
発現の誘導パターンを確認している。いずれもアクリルアミドゲル上で検出され
たPCR産物の発現パターンとよく一致し、
この方法が高い再現性を示すことがわ
かった。
この方法を実施して気がついた点を以下に述べる。
(1) RI標識のプライマーを用いたDD法に比べるとFDD法は確かに１レーン
あたりのバンドの数は少ないが、出現するバンドパターンは安定していて
再現性は高い。
(2) PCRに用いる任意プライマーは任意の塩基配列なので、任意プライマーの
数を増やせばより多くの種類のmRNAを検出できることになる。高等生物
細胞の転写産物の全体をカバーするためには450通り以上のプライマーの
組み合わせが必要という計算もある。
(3) 既知の塩基配列と相同性の高い遺伝子を単離したい場合などは、DD法
よりも、degenerateプライマー
（PCRの実験書を参照）
を用いたPCRを
行う方が確実であろう。
以上、私達のプロトコールを紹介させていただいたが、
この方法を導入する最
終目的は発現パターンの異なる遺伝子を 見つける ことではなく、それらの遺伝
子のタンパク質レベル、細胞レベルでの機能を明らかにし、発現パターンの異な
ることの真の意味 を解明することである。私達も現在、新規遺伝子の機能解析
という難問に挑んでいる。
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