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どうしてクラゲは自ら光を発することができるのでしょうか？ 

バイオテクノロジーや分子生物学を学ぶ人達が最初に感じることの一つは、なにがどんなプロセスを経て

起こっているのかが目に見えないことです。この「Kit 1 pGLOバクテリア遺伝子組換えキット」は、生物発

光するクラゲの遺伝子とそれから作られるGFP(Green Fluorescent Protein)を用いることにより、その問題

を解決しました。GFPは紫外線光を当てると、鮮やかな緑色の光を発するタンパク質です。 

GFPの遺伝子はAequorea victoria というクラゲから分離されました。分離されたワイルドタイプのクラゲ遺

伝子はアメリカ・カリフォルニアのMaxgen Inc.というバイオテクノロジー会社によって、GFPがより強い光を

発するように改良されました。バイオ・ラッドでは、この改良されたGFP遺伝子をpGLOプラスミドに組み込

み、教育用キットとして利用できるようにしました。 

GFPはとても明るく光ります。pGLO遺伝子を導入したバクテリアを使用して、実際に、遺伝子の発現をリア

ルタイムで観察できます。引き続き、「Kit 2  GFP精製クロマトグラフィーキット」 では、遺伝子操作によっ

て、バクテリアが産出したGFPを、簡単なクロマトグラフィーの方法で精製することができます。これらの操

作過程は、紫外線ランプにより簡単に目で見ることができます。 

 

探究心を引き出す授業 

このカリキュラムのねらいは、実験を通して“考える力”を生徒達から引き出すことにあります。ここで大切な

ことは、正しい答えや結果を求めるのではなく、どうしてその結果が得られたのか、注意深く観察したりデ

ータを解析したりすることにより、どのくらい本質に迫ることができるか、になります。そしてこのことが、実験

して得られた結果に基づく研究へ結びつきます。 

このキットのそれぞれの過程において、チューブの中で何が起こっているのかを理解し、得られたデータ

を分析する度に、生徒達は刺激を受けるでしょう。説明や注釈を生徒達にする代わりに、学生・生徒用テ

キストにはあらゆる角度から実験に関して考察させるような質問が用意されています。それらに対する答え

は教員用テキストに記載されています。 

こうした過程を経験することにより、科学的な実験手順や系統的、かつ論理的に物事を進めることの重要

性を理解することができるでしょう。さらに、このキットの実験を通じて、生徒達が、科学技術を理解する能

力をより高めていくことを期待しています。 



 

テキストに関するご意見・ご要望をお寄せください 

2004年春に高校の先生方を中心に本マニュアルに関するご意見をお伺いするためのアンケートを実施、

60名弱の先生方からさまざまなご意見・ご要望をいただきました。この場を借りて、改めて御礼申し上げま

す。すべてのご要望にお答えすることは大変難しいのですが、可能な範囲で本マニュアルに反映させて

いただきました。しかし、より参考にしていただけるような、バイオ･ラッドならではのテキスト作成を目指す

ためにも、今後もたくさんの先生方からのお声をいただきたいと考えております。これからもぜひご意見・

ご要望をお聞かせください。 
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＜教員用テキスト＞ 

形質転換と遺伝子組換え形質転換と遺伝子組換え形質転換と遺伝子組換え形質転換と遺伝子組換え    

 このキットでは、実験の中で大腸菌の遺伝子組換えを行います。形質転換とは、細胞がもともと持ってい

ない遺伝子を取り込んで、それが表現されることです。実験では、故意に大腸菌に、大腸菌が持っていな

い遺伝子を取り込ませ（遺伝子導入）、その新しい遺伝情報を大腸菌内で表現させます。これを遺伝子組

換え実験と言います。形質転換とは遺伝子によってその性質を変えることを意味し、バイオテクノロジーの

分野では、性質を変えるために他の生物の遺伝子を挿入することも含まれます。 

 遺伝子組換えは、バイオテクノロジーにおいて、広範囲にわたって使われています。農業の分野では、

農作物に霜や病害虫、干ばつに耐えるために使われる遺伝子を導入します。環境科学では、流出した原

油を分解できる性質を持たせるようなタンパク質の遺伝子を、微生物などに導入されます。医療では、欠

陥遺伝子が引き起こす病気の治療をするために、患者の細胞に健康な人の遺伝子を取り込ませる、遺伝

子治療が始められています。 

 ただし、ここで大事な事は、取り込まれた遺伝子が直接作用するのではなく、遺伝子にコードされたタン

パク質が作用するように、間接的に働くということを忘れてはいけません。 

 人間や動物、植物のDNAから一部分を切り取って, バクテリアの細胞中に取り込ませることができます。

例えば、大腸菌にホルモンインシュリンをコードした健康な人の遺伝子を取り込ませることができ、その大

腸菌は、ある環境に置くと人のインシュリンと同じインシュリンを作り出すことができます。こうして得られた

インシュリンは、治療のために、糖尿病の患者へ投与することができます。 

 

pGLO System pGLO System pGLO System pGLO System     

 pGLO バクテリア遺伝子組換えキットの中で、 Green Fluorescent Protein (GFP)をコードする遺伝子を

バクテリアである大腸菌に導入する方法は、簡単な手法を採用しています。この遺伝子は、おおもとはオ

ワンクラゲの DNA から切り取ってきたものです。オワンクラゲが暗闇の中で光を発することができるのは、

この遺伝子がコードしている Green Fluorescent Protein が存在するからなのです。 

 新しい遺伝子が導入されると、大腸菌は今まで持っていなかった、クラゲの遺伝子を発現させて、紫外

線を当てると明るく緑色に光るタンパク質をつくりだします。 

 大腸菌は染色体遺伝子の他に、プラスミドと呼ばれる比較的小さな環状の DNA を持っています。このキ

ットでは、このプラスミド DNA を用いて、ある生物の遺伝子を、別の生物に取り込ませる手法を学びます。 

 pGLO プラスミドには、Green Fluorescent Protein(GFP)の遺伝子と、抗生物質アンピシリンに対する耐

性を有するための遺伝子が含まれています。また、pGLO は取り込まれた細胞中で、GFP の発現が糖の

一種、アラビノースの有無によりコントロールされるように作成されています。このように、他の機能を持つ

遺伝子を組み込まれた DNA を組換え DNA 分子と言います。 

 新しい遺伝子を取り込んだ後、培養される寒天培地の中にアラビノースが含まれていると細胞は蛍光を

発し、アラビノースが含まれていない培地では白く（もともとの細胞の色)見えることでしょう。ここではじめて、

遺伝子発現調節とセレクションのメカニズムを、目で見ることにより簡単に体験することができるのです。 
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 生徒達が行った実験からできるだけ多くのことを得るために、遺伝子について、遺伝子とタンパク質の関

係について知っておくことが大切です。得られたものに対して、より細かなディスカッションができるように、

分子生物学の基本的な概念や用語を付録に付けましたので、参照してください。 

また、Kit2 pGLO 精製クロマトグラフィーキットでは、この pGLO バクテリア遺伝子組換えキットで形質転

換したバクテリアからリコンビナント GFP を精製することができます。 
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キット使用時に必要な試薬・器具等の一覧キット使用時に必要な試薬・器具等の一覧キット使用時に必要な試薬・器具等の一覧キット使用時に必要な試薬・器具等の一覧    

このキットの構成物と、キット以外に必要になる試薬・器具等の一覧表です。1キット＝8班×4人分の実験

に必要な数になっています。準備の時の確認リストとしてお使いください。 

＜キット構成内容＞ 

 １． 大腸菌 E. coli K-12 strain： HB101、凍結乾燥品

*1

   1 バイアル 

 ２． プラスミド(pGLO) ― 20 µg

*1

     1 バイアル 

 ３． アンピシリン ― 凍結乾燥品、30 mg

*1

    1 バイアル 

 ４． （L-）アラビノース ― 凍結乾燥品、600 mg

*1

   1 バイアル 

 ５． 殺菌済み形質転換用溶液 ― 15 ml

*1

    1 ボトル 

 ６． LB 培地 ― 10 ml、滅菌済み

*1

     1 ボトル 

 ７． LB/寒天 粉末、滅菌済み（500 ml 調製用、20 g） 

*1

  1 袋 

 ８． ピペット ― 滅菌済み、個々包装     50 本 

 ９． 植付け用ループ ― 10 本入り、10 µl、殺菌済み   8 パック 

１０． プラスチックプレート ― 滅菌済み 20 枚入り、60 mm   2 パック 

１１． マイクロチューブ ― 2.0 ml、 

        黄色、緑、青、ｵﾚﾝｼﾞ、ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ、ﾋﾟﾝｸ、各 10 個ずつ

*2

   60 個 

１２． マイクロチューブラック      8 個 

*1 冷蔵保存（4℃）してください。未開封で 1 年間保存可能です。 

*2 マイクロチューブの色は予告なく変更になることがあります。 

 

＜キットに含まれないもの＞ 

 １． UV ランプ       1 つ 

 ２． タイマー       1 つ 

 ３． 電子レンジ              1 

 ４． 37℃に調整可能なインキュベーター    1 つ 

 ５． 温度調整可能なウォーターバス（1～6 L）    1 つ 

 ６． 42℃まで測定可能な温度計     1 つ 

 ７． 500 ml フラスコ      2 つ 

 ８． 500 ml 目盛りつきシリンダー     1 つ 

 ９． 蒸留水       500 ml 

１０． クラッシュアイスとボックス     1 つ 

１１． オートクレーブ      1 

１２． 油性マーカーペン      4～8 本 

１３． 使用済みピペットやループを入れるための容器   8 つ 

１４． 実験用白衣 

１５． ゴーグルまたはシールド（UV ランプの光を直に目で見ないため） 

１６． 70％エタノール 

１７． ガスバーナー      8 つ 
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時間割時間割時間割時間割    

このキットを使用するにあたっては、実験は 50 分授業 3 回分になるようにプロトコールが組まれています。

実験前の講義や準備、1回分を含めて、計4回の授業のカリキュラム例を示します。先生方の都合や生徒

や学生のレベル等に合わせてカリキュラムを組んでください。 

＜スケジュール例＞ 

 1 日目 実験準備   講義、ディスカッション 

     学生・生徒用テキスト、質問 Lesson 1-1-1～1-1-4 

 2 日目 形質転換実験  細胞への遺伝子導入と寒天培地での培養 

     学生・生徒用テキスト、質問 Lesson 2-2-1～2-4 

 3 日目 データの収集と解析 形質転換と発現コントロールの観察 

     結果の解析と解釈 

     学生・生徒用テキスト、質問 

 4 日目 まとめ    形質転換効率の計算 

     Kit 2 GFP 精製クロマトグラフィーキット 

     （カタログ番号 166-0005JEDU） 

 

また、授業の準備を始める前に、実験室は遺伝子組換え実験ができる状態（窓やドアをしっかり占める事

ができる、飲食物の保存をしていない、実験後の大腸菌を滅菌処理するためのオートクレーブや圧力釜

等がある、等々）であることを確認してください。また、必要事項を記載した書類を作成、学校長等の同意

を得るプロセスを得た上で授業を実施してください。（詳細は付録 F） 

 

付録付録付録付録 GGGG に当キットの改良法や注意点に関する情報を記載しております。ぜひに当キットの改良法や注意点に関する情報を記載しております。ぜひに当キットの改良法や注意点に関する情報を記載しております。ぜひに当キットの改良法や注意点に関する情報を記載しております。ぜひご参照ください。ご参照ください。ご参照ください。ご参照ください。    
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このキットを使用するにあたってのポイントこのキットを使用するにあたってのポイントこのキットを使用するにあたってのポイントこのキットを使用するにあたってのポイント    

ここで、このキットを使用するにあたっての操作上、もしくは概念上のポイントを述べておきます。これらの

ポイントは実験や考察を行っていくために重要になります。 

先生方は、生徒達にこれらのポイントを理解させ、可能であれば、生徒達が実験を行う前に、実際の操作

を見せてあげてください。 

実験を成功させるには、生徒達が正しいマイクロチューブにサンプルを入れて、正しい寒天培地のプレー

トにサンプルを蒔くことが大切です。決して、間違ったチューブにサンプルを入れてしまったり、プレートに

サンプルを蒔いてしまったりしないように、チューブへのラベリングはしっかり行うなど、スムーズに進めら

れる工夫が必要です。クイックガイドは、実験を手際良く進めていけるよう、見やすくするためにイラストを

多く載せましたので、ぜひお使いください。 

基本的な器具の使用方法 

＜無菌操作＞ 

実験中、大腸菌のコンタミネーションは指先や実験台の上など、至るところで起こりますので、そういった

表面に大腸菌を含む溶液等が直接触れることを避けることが重要です。実験の前には、霧吹きにいれた

70％エタノールを吹きかけて、実験台を拭いておくこと良いでしょう。必ず、それが乾いてから実験を開始

します。 

生徒達が植付け用ループ、ピペッター、寒天培地を使用している時には、充分に生徒達の操作に気を配

り、特に各実験台を巡回し、指導するようにしてください。ピペットの先、寒天培地の表面は実験台に直に

触れることのないよう指導してください。何らかのコンタミもなく、実験がうまく進んでいれば、生徒達は無

菌操作を習得しています。それはまた、実験する私達の衛生と安全につながるのです。 

大腸菌を扱う際には、ガスバーナーの火の近くで行うと良いでしょう。バーナーの炎により上昇気流が起こ

り、ガスバーナーの下は無菌状態に近くなります。ガスバーナーを使う際には、やけどに充分気をつけ、

また近くに実験台を拭いた 70％エタノール等がないことを確認しておきましょう。 

＜ピペットの取り扱い＞ 

実際の実験を始める前に、ピペットの使用方

法を完全に習得させてください。ピペットを使

用して 100 µl、250 µl と量り取ることも多くあり

ますので、その量を量り取る練習をしておくと

良いでしょう。 

もちろん、マイクロピペットがある場合にはそ

れを利用して実験を進めてください。 

 

 

 

 

1 ml      

100 µl     

250 µl     

500 µl     

750 µl     



 6

＜大腸菌の取り扱い＞ 

このキットで使用する K-12:HB101 という種類の大腸菌は、世間を騒がせている大腸菌 O-157:H7 のよう

な病原性は持ちません。 もちろん、遺伝子組換え実験を行った後の大腸菌も同様です。 

この大腸菌は組換え DNA 実験（形質転換実験）には非常に適した生物であり、バイオテクノロジーを用い

た研究では頻繁に利用されています。その理由は、単細胞生物で、20 分毎に増殖し、さらにこの種類の

大腸菌は人間に対して毒性はなく、研究室外の環境では生育できないからです。このことは生徒達に充

分理解させておいてください。 

しかし、安全性の有無に関らず、遺伝子組換え実験を行う場合は遺伝子組換え生物等使用のための法

律や関係規則、省令等に従う必要があります。（付録 F）また、地域によっては、その特別に法令等を設け

ている自治体もありますので、確認をお願いします。 

実験を行う実験室はP1レベルの実験室でなくてはいけません。（付録F） 実験台の表面は実験終了後、

または菌体を含む溶液がこぼれたら素早く拭き取り、必ず 70％エタノール水溶液を拭きかけて、ペーパ

ータオル等で拭いてください。また、菌を含むものは液体や固体に関わらず、廃棄する前にオートクレー

ブをかけてください。また、組換え DNA を導入された生物を含むサンプルを扱った後、実験室を出る前に

は必ず手を洗ってください。全ての操作はエアロゾルを最小にするために慎重に行ってください。このキ

ットでは使用しませんが、ガラスピペットを使用する際には、口で吸うのではなく、自動吸引をお使いくださ

い。実験室での飲食、喫煙や化粧直し等は厳禁です。 

また、実験後、作成した組換え大腸菌を保管する場合はそのプレート等にはもちろん、保管する冷蔵庫

等にも組換え体保管中の表記をしてください。誰が見てもそこに「組換え大腸菌があるので取扱に注意が

必要であること」が分かるように明記する事が重要です。 

法律等に関する詳細は文部科学省ホームページをご参照ください。 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm） 

＜洗浄方法と廃棄方法について＞ 

使用した植付け用ループやピペット等の、実験中にバクテリアが混じった溶液や触れた器具は使用後に

必ず、全て回収し、オートクレーブ処理をし、その後廃棄してください。オートクレーブがどうしてもない場

合は、圧力鍋（120℃以上で加熱できるもの）でも代用することは可能です。 

一度殺菌したプレートは二重に袋に入れて、通常のゴミとして捨てても大丈夫ですが、廃棄物処理方法

は自治体によっても違うことがあります。廃棄物処理業者（特にバイオハザードの廃棄物の取り扱い経験

のあるような）に確認してみるのも良いかもしれません。 

＜UV ランプ＞ 

紫外線は目や皮膚にダメージを与えます。長波長 UV は短波長 UV 光よりも与えるダメージは小さくなりま

す。このキットでおすすめしているバイオ・ラッド製の UV ランプは長波長 UV です。また、一般的なブラッ

クライトでも使用可能です。 

UV 照射する時は、シールドを用いるかゴーグルの着用をおすすめします。 
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＜インキュベーション＞ 

形質転換の実験はインキュベーターを使用せずに進めることができますが、ちょうど良い大きさのコロニー

になるまでには、その実験室の温度によって数日かかってしまうことがあります。 

特に、スタータープレートの大腸菌の状態が実験結果を左右しますので、できるだけスタータープレート

作成時には温度調節のできるインキュベーター（あるいはふ卵器）を使用することをおすすめします。

37℃で 16～20 時間程度培養した菌体を用いると、比較的良い結果が得られでしょう。コロニーの大きさが

おおよそ直径 1.0～1.5 mm になっていれば良いですが、たいていの場合は、プレート全体に菌体が生え

るようになると思います。実験にはちょうど成長過程にある菌体を用いることがポイントになりますので、実

験開始のタイミングにあわせてスタータープレートの準備をしてください。 

また、形質転換実験後のプレートインキュベーションですが、授業時間等の都合で形質転換実験の次の

日に観察ができない場合には、16～20 時間程度培養した後、冷蔵保存しておけば～1、2 ヶ月は保存す

る事が可能です。ただし、この場合は組換え DNA 実験は終了にならない事を覚えておいてください。（組

換え体を正しい方法で廃棄して初めて、組換え DNA 実験は終了になります。指針参照） 

 

このキットで行う実験の操作上のポイント 

＜操作の練習＞ 

無菌操作の説明は講義だけで終わらせずに、ぜひ、実際にピペットや植付け用ループを使用して生徒

達に練習させてください。こうした操作に慣れ親しむためにはどうしたら良いか、という工夫を先生方にお

願いします。 

＜アガロースプレートからマイクロチューブにコロニーを採取する＞ 

スタータープレートにある 1 つのコロニーには必要以上の細胞数の菌を含んでいます。直径 1 mm のコロ

ニーに数百億個の菌体が存在します。しかし、実験の成功率を上げるためには、このコロニー2～3 つを

ループですくい取り、マイクロチューブ中の形質転換用溶液にけん濁します。コロニーがたくさんくっつい

た状態の時には、適度な量の菌体（おおよそ 2mm 程度）をループでこそぎ採りましょう。あまり菌体数が少

ないと、実験がうまくいきません。 

もともと、1 つのコロニーの大腸菌を大量に増殖させ、凍結乾燥したものがキットにはついていますので、

厳密にここで 1 つのコロニーを必ず採取する必要はありません。 

＜DNA 溶液を加える＞ 

遺伝子導入する時、大腸菌が入っているチューブにストックチューブ中のプラスミド DNA を加える操作を

しますが、このステップはこの実験の重要な操作になります。シャボン玉を作る時のように、植付け用ルー

プのリングにプラスミド溶液の膜を張らせるように、注意深く行って下さい。この時の溶液の容量はおおよ

そ 10µl ですので、マイクロピペットを使用した実験を行う場合には、プラスミド溶液 10 µl を加えてくだい。

チューブに入れる前に溶液の膜がはじけてしまったら、再度溶液をつけて、必ず膜を張らせた状態にして

ください。溶液の膜がはじけたままループをチューブに入れても、十分な量のプラスミドDNAが入らず、結

果的にコロニーが生えない原因になります。 
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＜ヒートショック＞ 

このキットで行う遺伝子導入の方法は、ヒートショック法と呼ばれています。この方法のポイントは急激な温

度変化とそれによるショックを与える時間にありますので、生徒達には操作時間をしっかり確認させてくだ

さい。プラスミド DNA と大腸菌を入れたチューブは直接クラッシュアイス入りのボックスに入れて冷やして

おき、あらかじめ温度調節した湯浴中に 50 秒付けた後、直ちにクラッシュアイスボックスに戻します。湯浴

に付ける時間が 90 秒になると遺伝子導入の効率が 10 分の 1 まで減少してしまいます。 

あまり細かなクラッシュアイスが手に入らない場合は、氷を入れたアイスボックスに、氷がひたるくらいの冷

たい水を入れておくと、マイクロチューブが良く冷えます。 

＜大腸菌溶液をプレートにまく＞ 

マイクロチューブから培地プレートへ大腸菌の溶液をまく操作は注意深く行う必要があります。遺伝子導

入の操作終了後、大腸菌はチューブの底に沈んでいるため、このままピペットで吸い取って培地プレート

に蒔くと、大腸菌の濃度にムラができてしまいます。そこで、培地プレートに大腸菌の溶液をまく直前に、

指先で軽くマイクロチューブをたたくか（タッピング、マイクロチューブの蓋の部分を片方の手の人差し指と

親指で持ち、チューブの先の部分をもう片方の指先で軽くたたきます）、ピペットで計り取る前にゆっくり吸

ったり出したりを数回繰り返して、チューブ内で沈んでいる大腸菌は溶液中に拡散させます。この操作を

することにより、溶液中の大腸菌の濃度が均等になり、より平均的に菌体をプレートに広げることが出来ま

す。また、大腸菌の溶液を蒔いて、 プレートに広げたら、速やかに、確実にプレートの蓋を閉めてくださ

い。 

 

 

このキットで使用する試薬・器具や行う操作についての説明 

＜培地＞ 

ここで用いる液体、固体の培地は LB(Lysogeny Broth, Luria-Berteni)培地と呼ばれるもので、酵母からの

抽出物、肉をタンパク質分解酵素で処理したものから作られ、大腸菌の生育に必要な炭水化物、アミノ酸、

ヌクレオチド、塩類、ビタミンなどの混合物です。  

寒天（アガロース）はご存知の通り、海草から抽出されたもので、加熱すると溶解し、冷却すると固形化す

る性質を持ち、バクテリアを培養する際には良く使われています。 

 

＜抗生物質によるセレクション＞ 

pGLO プラスミドには、GFP をコードする遺伝子の他に、β-ラクタマ－ゼをコードする遺伝子も含まれてい

ます。β-ラクタマ－ゼというタンパク質を有している細胞は、抗生物質であるアンピシリンに対する耐性を

獲得しています。よって、pGLO プラスミドを導入した大腸菌は細胞内で β-ラクタマ－ゼを生産し、アンピ

シリンを含む培地中で生育することができるようになります。すなわち、形質転換に成功した大腸菌だけが

寒天培地上で生存することができるのです。 
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＜形質転換用溶液＞ 

形質転換用溶液(50 mM CaCl
2
、pH 6.1)中の Ca

2+

イオンが DNA の負電荷（リン酸基を持つため）を中和し、

同じく負電荷を持つ、細胞膜のリン脂質との静電的反発を和らげるため、DNA は細胞膜の外側から内側

に通り抜けることができると言われています。 

 

＜ヒートショック＞ 

ヒートショックを与えることにより、DNA の細胞膜を通り抜ける割合が増加します。メカニズムにつての詳細

は未だ解明されていません。細胞にヒートショックを与える時間は経験的に最適な条件が見つけられてい

て、研究者が使う細胞の種類によって違っています。 

 

＜細胞の回復＞ 

遺伝子導入後、LB 培地を加えて１０分間インキュベーションすることにより、ヒートショックにより与えられた

熱的ダメージから回復し、大腸菌は β-ラクタマ－ゼを生産し始めます。これが、抗生物質入りの寒天培

地上で生育するための準備になります。 

 

＜pGLO 遺伝子の発現調節＞ 

全ての生物の遺伝子発現は環境に適応するために、その

時に不要なタンパク質が無駄に生産されないように入念に

調節されています。食物の運搬と消化に関与する遺伝子も、

発現調節されている遺伝子の良い例の一つです。例えば、

糖であるアラビノースはバクテリアにとってエネルギー源と炭

素源の両方に使われます。アラビノースを食物として消化す

るする消化酵素をコードする遺伝子は、アラビノースがない

と発現されませんが、アラビノースが存在すると発現されま

す。そして、アラビノースが消化されてなくなると、遺伝子発

現もストップします。 

アラビノースがGFPタンパク質発現を“スイッチオン”するしく

みを簡単に説明すると、右の図のようになります。 

プラスミド DNA 上に結合している araC タンパク質にアラビノ

ースが結合するとaraC タンパク質の形が変わり、RNAポリメラーゼが結合する部位（プロモーター）が現れ

ます（図②）。そこに RNA ポリメラーゼが結合することにより DNA→mRNA への転写が始まり（図③）、GFP

遺伝子も mRNA に転写されます（図④）。 

 

araC 

araC 

araC 

araC 

アラビノース 

GFP 

GFP 

GFP 

GFP 

RNA Pol 

RNA Pol 

RNA Pol 

mRNA 

① 

② 

③ 

④ 
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これは、DNA＞RNA＞タンパク質＞性質、という生物学においては大事な骨組みを示す非常に良い例な

のです。アラビノースが培地中に含まれていない時は、GFP は生産せれず、コロニーは UV ランプを当て

ても光りません。遺伝子の発現調節に関する詳細な説明や解析、アラビノースプロモーターの機能につ

いては付録 A を参照してください。 
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実験開始前の準備実験開始前の準備実験開始前の準備実験開始前の準備    

＜大まかな準備内容について＞ 

まず、実際にキットを使用して授業を行う前に必要な準備内容とそれにかかる時間を紹介します。詳細な

準備内容は 13～18 ページをご覧ください。 

 内容 タイミング 所要時間 

Step 1 ・マニュアルを熟読する   

 ・人数分の学生・生徒用テキストと 実験前いつでも可 約1時間 

   クイックガイドを用意する   

    

    

Step 2 ・寒天培地のプレートを作製する 実験の3～7日前 約1時間 

    

    

Step 3 ・スタータープレートの準備

*

 実験の16～20時間

前 

約30分 

 ・試薬の調整   

    

    

Step 4 ・生徒用の試薬、器具を1人分ずつ

そろえておく 

実験の直前 約10分 

      

    

    

 

＜実験直前に準備すべき試薬・器具のチェックリスト＞ 

� 各生徒に準備する実験試薬・器具 

実験を始める前に、実験を行う生徒や学生達のために、次のリストにあるものをすべて用意します。リスト

は 1 班当たりに必要なものです。このキットには最高、8 班×4 人＝32 人の生徒が実験できる分量が揃っ

ています。あらかじめ 1 つの班の実験スペースに置いておくと良いでしょう。また、マイクロチューブには、

間違いのないようにマーキングをしっかりしておくことをお勧めします。使用済みのピペット等を入れる容

器、特に大腸菌の付着したものを入れる容器には、ビニル袋をかぶせ、その中に廃棄するものを入れるよ

うにすると便利です。 

 

準備するもの/Lesson 2 

（遺伝子導入実験） 

  

（/1班）   

   

大腸菌スタータープレート（LB) 1枚 □ 

寒天培地プレート 4枚 □ 

  （LB×1、LB/amp×2、LB/amp/ara×1）   

形質転換用溶液 1本 □ 

LB培地 1本 □ 
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緑及び青色マイクロチューブ 1本ずつ □ 

植付け用ループ 1パック □ 

ピペット 5本 □ 

チューブ立て 1つ □ 

アイスボックス 1つ □ 

マーカーペン 1本 □ 

使用済みピペット・ループ入れ容器 1つ □ 

   

Lesson 3 

（データの収集と分析） 

  

(/1班)   

   

培養したプレート     

LB 1枚 □ 

LB/amp 2枚 □ 

LB/amp/ara 1枚 □ 

   

 

� 共有で使用する実験試薬・器具 

生徒達が共有して使用する試薬や器具を準備します。これらのものは、先生が使用する実験スペースに

置くと良いでしょう。ウォーターバスやインキュベーターは前もって温度調節しておく必要があります。 

準備するもの/Lesson 2   

   

pGLOプラスミド溶液 1本 □ 

42℃に温度調整したウォーターバス 1つ □ 

温度計 1本 □ 

（可能であれば）37℃インキュベーター 1つ □ 

   

   

Lesson 3   

   

UVランプ 1つ □ 
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＜各ステップの詳細な手順＞ 

 「Kit 1 写真付操作マニュアル準備編」（弊社 Web サイトよりダウンロード可能）には実験を始める前の滅菌や

ピペットなどの扱いについて、写真付きで記載がございます。そちらも参考にしてください。 

 

Step 1；実験の 3～7 日前に行います。 

1. 寒天培地調製 

寒天培地プレートは、実験開始の少なくとも 3 日前までには作っておく必要があります。プレートは室

温で 2 日間放置した後、冷蔵庫で保管します。2 日間室温に置くことで充分に培地は固まり、大腸菌サ

ンプルをまくことができる状態になります。 

1-a. 200 ml の精製水が入った 500 ml フラスコ①に 

LB/寒天粉末を 7 g 量り取り入れます。300 ml の 

精製水が入った 500 ml フラスコ②に残り 10.5 g の 

LB/寒天粉末を入れます。 

フラスコ①－精製水 200 ml 

       LB/寒天粉末 7 g 

フラスコ②－精製水 300 ml 

       LB/寒天粉末 10.5 g 

 

1-b. 寒天粉末の固まりをほぐすようにフラスコを揺らせて、電子レンジで 1 つずつ加熱します。突沸し

ないように注意しながら、溶液中に泡が出てきたところで加熱を止め、一度電子レンジから取り出してフ

ラスコを揺らして寒天粉末を溶解します。数回揺らしても粉末が残っているようであれば、再度電子レ

ンジで加熱し、完全に粉末が溶解するまで繰り返します。 

フラスコが熱くなりますので、耐熱手袋を着用して行って下さい。このステップはオートクレーブを利用し

ても可能です。 

 

1-c. 寒天粉末が完全に溶けたら、溶液が均一になるように（ムラがあると溶液中によどみが見えます）

フラスコを揺らし混ぜ、手で持てるまで冷まします。 

 

できるだけ、ダマにならないように

良く混ぜます。ダマができてしまう

と、電子レンジでは溶解するのに

時間がかかります。 

LB/寒天粉末は舞い上がりやす

いので、ゆっくりとフラスコに加え

ます。そうすると、ダマにもなり難く

なります。 

溶解前 
溶解中 溶解後 

LB/寒天粉末が溶解すると、溶液が

透き通ってくるのがわかります。 

最終的には、溶液中に寒天の粒が

見えなくなるまで溶解させます。 
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2. アラビノース溶液、アンピシリン溶液の調製 

2-a. アラビノースは、粉末状で小びんに入っていま

す。新しい殺菌済みピペットを使用して、形質転換

用溶液を 3 ml 加え、しっかり蓋を閉めて良く混ぜて

溶解します。アラビノースが完全に溶解するまでに

は 10 分程度かかります。（オプション実験をする場

合；ｐ20 参照） 

 

2-b. アンピシリンは粉末状で小びんに入っていま

す。新しい殺菌済みピペットを使用して、形質転換

用溶液を 1 ml 加え、しっかり蓋を閉めて良く混ぜて溶解します。 

 

3. プレートに印を付ける。 

3-a. プレートに、培地の種類を書き込む。 

LB 培地のみ ― “LB” × 16 枚 

含アンピシリン培地 ― “LB/amp” × 16 枚 

含アンピシリン、含アラビノース培地 ― “LB/amp/ara” × 8 枚 

と、それぞれプレートの裏側、隅に小さめに書いておきます。（プレートの

真中に大きく書いてしまうと後にコロニーの数を数え難くなります） 

具体的な記載は授業の際に生徒に書き込ませる場合は、プレートの脇 

に線を入れることで区別する方法もあります。（右図参照） 

例；1 本線…LB、2 本線…LB/amp、3 本線…LB/amp/ara 

 

4. プレートに寒天培地溶液を注ぐ。 

注意；液状の寒天培地は非常に熱くなっていますので、やけどには充分注意してください。 

注意；アンピシリン、アラビノースは 60℃以上になると分解されてしまいます。寒天培地溶液は 27℃になる

と固まり始めますので、この操作をする時の培地の温度には注意が必要です。 

4-a. LB 培地のみのプレートを作製します。 

“LB”と表記したプレートと、フラスコ①を用意します。4～8 枚のプレートを縦に積み上げ、一番下のプ

レートの蓋を片手で持ち上げ、もう片方の手でフラスコを持って寒天培地溶液を注ぎ込みます。（注

意；フラスコは手で持てる程度に冷めていることを確認して下さい。必要に応じて軍手等を使用してく

ださい。）注ぎ込む量は、おおよそプレートの 1/2～1/3 量（おおよそ 12 ml）です。同様に下から 2 番

目、3 番目…とプレートに培地を注ぎ込み、一番

上のプレートに培地を注いだら、積み上げたまま

放置して培地を固めます。合計で 16 枚の“LB” 

プレートを作製します。 

線はプレートの蓋と下側と両方に

入れる。蓋の閉め間違いを防ぐこ

とができます。 

形質転換用溶液形質転換用溶液形質転換用溶液形質転換用溶液    

3 ml 

1 ml 

アンピシリンアンピシリンアンピシリンアンピシリン    

アラビノースアラビノースアラビノースアラビノース    

おおよそ1/3~1/2程度 
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4-b. 次に含アンピシリン培地のプレートを作製します。 

“LB/amp”と表記したプレートとフラスコ②を用意します。培地に 2-b. で調製したアンピシリンを加え、

手早く均一に混ぜます。“LB”プレートと同様に、16 枚の“LB/amp”プレートを作製します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-c. 最後に含アンピシリン、含アラビノース培地のプレートを作製します。 

残っている培地に 2-a.で調製したアラビノースを加え、手早く均一に混ぜます。“LB/amp/ara”と表記

したプレートを用意します。“LB”プレートと同様に、8 枚の“LB/amp/ara”プレートを作製します。 

（注意；アンピシリン、アラビノースは 60℃以上になると分解されてしまいます。寒天培地溶液は 27℃に

なると固まり始めますので、この操作をする時の培地の温度には注意が必要です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレートに溶液を注ぎ込む時は、いくつか方法がありますが、ご自分が作業しやすい方法で行なってください。 
注ぎ込むプレートの位置にある程度の高さのある方が、フラスコ底部がぶつからず、作業しやすくなります。 

例① 

プレートを8枚積み上げ、途中の5

枚目から溶液を注ぎ、上4枚に注

ぎ終わったら下4枚と入れ替え、さ

らに4枚注ぎ込む。 

例② 

手ごろな、上部が平らで安定感のある

箱の上にプレートを置いて注ぎ込む。 

例③ 

プレートを重ねて行なうのが難しい

場合、実験台の端にプレートを一枚

ずつ並べ、注ぎ込む。 

(( )) 

4-a.同様 

プレートに流し込み、 

放置して冷ます。 

アンピシリンアンピシリンアンピシリンアンピシリン    

(( )) 

4-a.同様 

プレートに流し込み、 

放置して冷ます。 

アラビノースアラビノースアラビノースアラビノース    
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5. プレートを保管します。 

5-a.  4 で作製したプレートは室温で 2 日間放置した後、使用する数時間前まで裏返して冷蔵保存

します。 

 

 

Step2；実験の 16～20 時間前に行います。 

1. 大腸菌溶液の調製 

1-a. 大腸菌（E.coli HB101）のバイアルに 250 µl の形質転換用溶液（もし、殺菌済みの精製水が用

意できる場合は、それを用いても可能です）を加えて蓋をし、バイアルを軽く揺らしてよく混和します。

その後、5 分間放置します。 

 

 

 

 

 

 

 

1-b. 使用するまで冷蔵保存します。 

 

2. スタータープレートに大腸菌溶液をまく。 

  各実験班は、形質転換させる大腸菌の基として、スタータープレートがそれぞれ 1 枚ずつ必要になりま

す。1.で調製した大腸菌溶液を 8 枚の“LB”プレートにまき 37℃で 16～20 時間培養します。適切な条

件の下で培養すると、18 時間程度でおおよそ直径 1 mm のたくさんのコロニーが生えてきます。 

注意；プレートを事前に冷蔵保存している場合は、少なくとも半日前に冷蔵庫から必要数取り出し、寒天

培地を室温にもどしておきます。 

2-a. 調整済み大腸菌溶液に、植付け用ループを傾けずにまっすぐ入れ、出したら、図にあるように LB

プレートに塗布します。 

 

2-b. できるだけ広い面積に大腸菌溶液を塗布します。最初の塗布をした後、プレートを 90°回転させ

て 2 回目の塗布をします。2 回目以降の塗布は、ループを 4～5 回程度培地上を往復させるようにしま

す。4回目の塗布終了後、プレートの蓋をかぶせてください。このように、4ヵ所に分けて塗布すると良い

でしょう。最初の塗布は、培地表面に少々広げる程度にし、2～4 回目の塗布は残りの部分に広げてい

くことにより、シングルコロニーを得られる濃度に塗布されるように調整します。なお、ループの先を大腸

菌溶液につけるのは 1 枚のプレートに対して 1 回のみで充分です。 

 

形質転換用溶液形質転換用溶液形質転換用溶液形質転換用溶液    

250 µl 
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2-c. 同様にして、計 8 枚の“LB”プレートに大腸菌溶液を塗布しますが、使用するループは 1 本のル

ープで、プレート 8 枚分を行ってください。また、塗布後にプレートの蓋をかぶせる時は、コンタミネーシ

ョンを防ぐため、1 枚のプレートに塗布が終わったら、その都度、きちんと蓋を閉めてください。 

 

 

2-d. 8 枚のプレートに塗布が終わったら、プレートを裏返しにして 37℃のインキュベーターに一晩おき

ます。この16～20時間後に使用できるように授業計画を組みます。タイミングを逃しますと、その後の実

験がうまくいかなくなることがありますのでご注意ください。また、使用する前に冷蔵保存しないでくださ

い。 

 

① ② 

③ ④ 
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3. pGLO プラスミド溶液の調製 

3-a. 新しい殺菌済みピペットを使用して 250 µl の形質転換用溶液を pGLO バイアルに加えます。（注

意；DNA量が少ないため、バイアルには何も入っていないように見えます。）可能であれば、調製したプ

ラスミド溶液は使用するまで冷蔵保存してください。 

また、実験の際、いくつかに分注して配布したい場合は、溶解する容量を 500µl まで増やす事は可能

です。ただし、プラスミドの終濃度が薄くなる為、形質転換効率が多少下がることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step3；実験の直前に行います。 

1. 試薬の分注 

1-a. 実験を行う班数分、ピンクチューブに“Bu”、透明チューブに“LB”とペンで書き、“Bu”チューブに

は形質転換用溶液を 1ｍｌ、“LB”チューブには LB 培地を 1ml ずつ、分注しておきます。クラッシュアイ

スボックスが準備できたら、氷上に挿しておきます。LB チューブは氷上におく必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 器具類の準備 

2-a. 12 ページのリストにあるものを生徒の実験台に準備します。 

 

 

 

 

プラスミド 

形質転換用溶液 

250µl 

*形質転換溶液の分注について 

マニュアル上はピンク色のチューブに1 ml分注したものを各班に配布し、実験の時、そこから250 µl

ずつ緑（＋DAN）・青（－DNA）のマイクロチューブに分注し、それぞれに大腸菌のコロニーを加える

ようになっていますが、この操作は例のように変更することができます。 

  例1；準備段階で緑（＋DAN）・青（－DNA）それぞれに250 µlずつ分注しておく。 

（授業で1ステップ短縮できる） 

  例2；青（－DNA）に500 µlずつ分注し、授業で大腸菌コロニーをマイクロチューブ2本分加え、 

良く懸濁した後に250 µlずつ分ける方法。 

（＋DAN・－DNA共に同じ大腸菌溶液を用いる為、コントロールの意味がよりはっきりする） 

他にも方法はあると思いますが、授業のストーリーや時間の都合等に合わせて変更してください。 
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クイックガイドクイックガイドクイックガイドクイックガイド    

 

1. マクロチューブの蓋を閉めて、緑チューブに 

“＋DNA”、青チューブに“－DNA”とペンで書き, 

チューブラックに差しておきます。 

 

 

 

 

2. “Bu”チューブの蓋を開けて、滅菌済みピペ 

ットを使用して形質転換用溶液を 250 µl 

ずつ、“＋DNA”、“－DNA”チューブに加えます。 

 

 

 

 

 

 

3.  マイクロチューブを氷上に置きます。 

 

 

 

 

 

4.  植付け用ループを用い、スタータープレート 

からコロニーを 2～3 つすくいとります。 

“＋DNA”チューブの底までループを入れて、 

人差し指と親指をこすり合わせるようにしてル 

ープをまわし、先についている大腸菌を溶 

液に溶かし入れ、ダマがないようにします。同 

様に、“－DNA”チューブにもコロニーを取りま 

す。大腸菌をチューブに溶かし入れた後は、 

チューブの先端（溶液の入っている部分）を    

持たないようにし、すぐに氷上に置いてくだ

さい。 

 

 

+DNA -DNA 

 

-DNA 
形質転換溶液 

250 μl 

+DNA 

 
アイスボックス +DNA -DNA 

-DNA 

+DNA 
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5. ここで、試しに pGLO プラスミド溶液に UV ラ 

ンプを当ててみて、溶液の状態を観察しておい 

てください。（ランプは長い時間当てない事！） 

 新しいループの、輪の部分が全部浸るように 

プラスミド溶液に入れ、シャボン玉を作る時の 

ように輪の部分に溶液の膜を張らせます。そ 

の状態で“＋DNA”チューブにループを入れた 

ら、チューブの蓋を閉めて、氷上に戻します。 

“－DNA”チューブにはこの操作を行わない 

でください。 

 

 

6.  マイクロチューブの蓋がしっかり閉まってい 

ることを確認し、チューブラックに差し、ラック 

ごと氷上に 10 分間置きます。この時、チュー 

ブがきちんと氷中にあるように、チューブを最最最最    

後まで深く差しておきます後まで深く差しておきます後まで深く差しておきます後まで深く差しておきます。 

 

 

 

7.  チューブを冷やしている間、寒天培地プレ 

ート（計 4 枚）の底面にそれぞれにまくサンプ 

ル名を表記します。 

“LB”プレート ； －DNA 

“LB/amp”プレート ； ＋DNA、－DNA （1 枚ずつ） 

“LB/amp/ara”プレート ； ＋DNA 

 

 

8. ヒートショックを行います。チューブラックごと、

42℃に調節しておいたウォーターバスに 50 秒 

浸けます。ウォーターバスに浸ける前に、チ 

ューブがラックに深く差し込んであることを確 

認します。50 秒経ったら、チューブを氷上に 

戻します。氷上とウォーターバスとの間の移 

動を速やかに行うことがポイントです。 

 

 

 

 

-DNA +DNA 

プラスミド DNA 

 

クラッシュアイス 

チ ュ ー ブ を

挿したラック 

 

クラッシュアイス クラッシュアイス 

ウォーターバス 

42℃、50 秒 
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9. 氷上に 2 分間置いた後、ラックごとチューブを実験

台の上に移します。片方のチューブの蓋を開け、

新しいピペットを用いて LB 培地を 250 µl 加え、蓋

を閉めます。もう片方のチューブにも同様に、新し

いピペットを用いて LB 培地 250 µl を加えます。10

分間室温で放置します。 

 

 

10. チューブの蓋が閉まっていることを確認し、

タッピングして溶液を混ぜます。新しいピペッ

トで大腸菌サンプルを 100 µl 吸い取り、プレ

ートの蓋を開けて滴下し、蓋を閉めます。 

それぞれの大腸菌サンプルには新しいピ

ペットを用い、決まったプレートに滴下しま

す。 

“＋DNA”チューブ ；  

“LB/amp”、“LB/amp/ara” プレート 

“－DNA”チューブ ； 

            “LB/amp”、“LB”プレート    

 

 

11. 新しい植付け用ループを使って滴下した 

大腸菌サンプルを広げます。プレートの蓋を 

開け、ループ先の輪の部分を培地表面と平衡に 

滑らせるように、手早く、プレート表面にできるだけ 

広い範囲に広げたら、蓋を閉めます。操作は 

プレート 1 枚ずつ行い、新しいプレートごとに 

新しいループを使用してください。 

 

12. 4 枚のプレートに大腸菌サンプルを広げた 

ら、プレートを裏返して積み上げ、テープで 

くくります。班名を明記し、37℃インキュベー 

ターに次の日まで入れておきます。 

 

 

 

 

LB 培地 

-DNA +DNA 

250μl 
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オプション実験 ――アラビノースによるスイッチオンを確認する 

このオプション実験は、GFP の発現がアラビノースにより調節されていることを確認するために行います。

形質転換実験の次の日に、4 枚のプレートの観察が終了した後に行いますが、実験を行う前に結果の予

想をさせる、あるいは結果の観察記録を残す等の時間も考慮し、授業の進み具合等によって組み入れて

ください。 

＜準備＞ 

このオプション実験を行う場合は、培地調製時（p14）、アラビノースを 3.5～4ml の形質転換用溶液に溶解

し、そのうち 3ml を培地に加え、残りを次の実験日まで冷蔵保存しておきます。 

なお、別途アラビノースを購入する場合は、必ず L-アラビノースを購入してください。 

 

＜方法＞ 

1. “＋DNA― LB/amp”プレート（コロニーは生えているがUVランプを当てても光らない）、p13のプレー

ト作成時にとっておいたアラビノース溶液を準備します。プレートの裏側から、アラビノース溶液を滴

下する部分（おおよそ直径 1 cm ぐらいの円で良いと思います）にペンで印をつけておきます。 

2. ピペットの先 2～3 mm 程度にアラビノース溶液をとり、プレートのフタを外して印をつけておいた部分

に滴下し、フタをします。ふたをした後、プレートを斜めに持って、アラビノース溶液がプレートの広範

囲に広がり過ぎないように注意します。 

3. プレートを裏返さずにインキュベーターに再び入れます。 

4. 数時間培養したのち、UV ランプを当ててコロニーを観察します。早ければ 2～3 時間後には GFP が

発現し始め、アラビノースを滴下した部分のコロニーだけが光って見えます。 



 23

問題（問題（問題（問題（学生・生徒用テキスト学生・生徒用テキスト学生・生徒用テキスト学生・生徒用テキスト）と答え）と答え）と答え）と答え    

◆◆◆◆Lesson 1 Lesson 1 Lesson 1 Lesson 1 質問質問質問質問 1111    （実験を始める前に（実験を始める前に（実験を始める前に（実験を始める前に））））    

1. ある生物に形質転換をさせるためには、どの細胞にも新しい遺伝子を取り込ませる必要があります。た

くさんの細胞でできている生物と、1 つの細胞でできている生物のどちらのほうが遺伝子を取り込ませ、

形質転換させやすいと考えますか？ 

1 つの細胞でできている生物のほうが、形質転換させるには都合が良いです。それは新しい遺伝子を

取込むのに必要なのは 1 つの細胞で済むからです。 

    

2. 次に、形質転換させた生物の子孫やそれ以降の代まで、新しい性質が遺伝しているかどうか確認しよ

うと思います。これを確認するためには、細胞の増殖速度が速い細胞と、遅い細胞のどちらがよいです

か？ 

増殖速度の速い細胞のほうが良いです。新しい性質が遺伝しているかどうか、早く確認する事ができ

ます。 

    

3. どのような生物を実験に用いるかを決めましょう。その際、用いる生物の安全性が重要なポイントの 1 つ

になります。私達や環境へ害にならないためには、実験生物はどんな性質や特徴を持っていることが

必要でしょうか？ 

実験に使用する生物は、毒や人間が病気になるような物質を生産しない必要があります。実験生物

は実験室で充分に生育できるが、実験室の外では生育できないようにしなくてはいけません。 

    

4. 以上のことをふまえると、細胞に遺伝子を取り込ませ、形質転換をさせるために用いる生物は、バクテリ

ア、昆虫、魚類、マウスのうちどれが一番適していると思いますか？その理由も述べてください。 

バクテリアが一番適しています。バクテリアは小さな単細胞生物で、簡単に、短期間で細胞が増殖す

るからです。 

 

（注意 ； このキットで使用するバクテリア、大腸菌、Escherichia coli (E. coli ) strain HB101;K-12 は遺伝

子組換え実験には非常に適した生物であり、バイオテクノロジーを用いた研究では頻繁に利用されてい

ます。その理由は、大腸菌は単細胞生物で、20 分毎に増殖し、さらにこの種類の大腸菌は人間に対して

毒性はなく、研究室外の環境では生育できないからです。このことは生徒達に充分理解させておいてくだ

さい。） 

 

◆◆◆◆LessonLessonLessonLesson    1 1 1 1 質問質問質問質問 2222    

1. 形質転換は、生物の性質を変えること、と言い替えることができます。生物の性質を変化させる前に、

元々の性質を観察しておく必要があります。まず、スタータープレートの大腸菌コロニーを観察してくだ

さい。気がついた性質や特徴をできるだけたくさん述べてください。 

コロニーの色、数、プレート上の分布状態など 

 

2. 2 枚の寒天培地プレートを使って、アンピシリンが大腸菌に影響を及ぼしているかどうか確認するには、

3 種類あるプレートのうち、どの 2 枚に大腸菌を培養したら良いでしょうか？ 

LB プレートと LB/amp プレートを作成し、その両方に同量の大腸菌プレートをまいて、その生育状況を



 24

観察します。アンピシリン耐性のない大腸菌をまいた時、アンピシリンが効いていなければ、LB/amp

プレートにはLBプレート上と同じだけの大腸菌が生育するはずです。また、アンピシリンが効いていれ

ば、LB/amp プレート上では大腸菌は増殖せず、LB プレート上のみに生えるはずです。 

 

3. 結果 ； 2. で予想した実験結果から、アンピシリンは大腸菌に対してどのような影響を与えていると思

いますか？ 

通常、抗生物質は生育を抑制したりします。このため、アンピシリン入り培地上では大腸菌は増殖が

できず、コロニーが形成されません。アンピシリン入り培地にコロニーがたくさん生えている場合は、

そのバクテリアはアンピシリン耐性を持っていることが予測されます。 

 

 

� LessonLessonLessonLesson    2 2 2 2 質問質問質問質問    

1. 形質転換されていない大腸菌（-DNA チューブ）をまいた 2 枚のプレートのうち、どちらのプレートに大

腸菌が増殖していると予想しますか？その理由も述べてください。 

形質転換されていない大腸菌は“－DNA ― LB”プレートに生えます。この大腸菌はスタータープレ

ートから採取され、プラスミドを加えられることなくプレートにまかれているため、LB/amp プレート上で

は増殖する事ができません。 

 

2. +DNA チューブ内に形質転換された大腸菌があるとすると、大腸菌が増殖し、コロニーができるのはど

ちらのプレートだと思いますか？また 2 枚のプレートには違いが出るでしょうか？理由も述べてくださ

い。 

形質転換された大腸菌は、“＋DNA ― LB/amp”、“＋DNA ― LB/amp/ara”のプレートに生えます。

PGLO を導入した大腸菌はアンピシリン耐性遺伝子を発現するので、アンピシリン入り培地でも生育

できるからです。 

 

3. 形質転換されたかを確認するためには、4枚の中の、どの2枚のプレートを比較したら良いでしょうか？

その理由も述べてください。 

“－DNA ― LB/amp”と“＋DNA ― LB/amp”のプレートを比較します。形質転換されていない大腸

菌にはアンピシリン耐性遺伝子を持たないため、アンピシリン入りプレート上では生育しませんが、形

質転換された大腸菌は pGLO プラスミドのアンピシリン耐性遺伝子を発現しますので、アンピシリン入

りプレート上で生育できるからです。 

 

4. コントロールプレートにはどういった意味があると考えますか？ 

コントロールプレートは、得られた実験結果を解釈する手助けになります。例えば、上記 1.の質問の

回答においては “－DNA ― LB”がコントロールになりますし、2.の質問では“＋DNA ― LB/amp”

が、3.の質問では “－DNA ― LB/amp”プレートになります。このコントロールがなければ、それぞれ

比較をしたときに、結果検討する事ができません。 
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� Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3 データの収集と解析データの収集と解析データの収集と解析データの収集と解析    

1. 4 つのプレートを観察し、それぞれの様子を 2.～4.の質問を考えながら下の表にまとめましょう。左側

の円の中にはコロニーが生えている様子を絵で書いてください。 

 

2. それぞれのプレートには、どの程度コロニーが生えていますか？ 

  “＋DNA ― LB/amp、LB/amp/ara”の 2 枚のプレートにはたくさんのコロニー（数十～数百であること

が多いです）が生えているはずです。“－DNA ― LB/amp”プレートにはコロニーはなく、“－DNA ― 

LB”プレートには芝生が生えたようにプレート一面に生えているでしょう。 

 

3. コロニー（大腸菌）の色は？ 

  “＋DNA― LB/amp”、“－DNA ― LB/amp”の 2 枚のプレートに生えたコロニーは白色になります。 

“＋DNA ― LB/amp/ara”に生えたコロニーはただ見ただけでは先の 2 枚のプレートと同じに見えま

すが、UV ランプを当てると緑色の蛍光色を発します。 

 

4. それぞれのプレートに生えたコロニーの数を数えましょう。 

 

プレート プレートの様子 

 ＋DNA ― LB/amp コロニーが形成されている。色は白い。 

 

 ＋DNA ― LB/amp/ara コロニーが形成されている。見た目は白いが、UVラン

プを当てると緑色の蛍光色を発する。 

 

 －DNA ― LB/amp コロニーは生えていない 

 －DNA ― LB 芝生が生えたようにプレート一面に生えている。色は白

い。 
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� Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3 実験結果の分析実験結果の分析実験結果の分析実験結果の分析    

1. 形質転換した大腸菌を目で見た時に、形質転換前と変わらなく見える性質や特徴にはどのような点が

ありましたか？前回に見たスタータープレートの様子を思い出してみましょう。 

  性質や特徴    観察結果 

     色                白色 

  コロニーの大きさ    形質転換前、後ともほぼ同じ大きさだった。 

 

2. 形質転換した大腸菌を目で見た時に、形質転換前と明らかに変化した性質や特徴にはどのような点

がありましたか？ 

  性質や特徴    観察結果 

     色    “LB/amp/ara”プレートのコロニーは UV ランプを 

当てると緑色の蛍光を発した。 

  アンピシリン耐性    アンピシリン存在下でも生育した。 

 

3. 抗生物質のアンピシリン存在下で生育できる能力を、形質転換によって大腸菌が得たとしたら pGLO

プラスミド中のどの遺伝子が発現されている（＝遺伝子が持つ情報を元にタンパク質が作られている）

必要がありますか？ 

pGLO プラスミドはアンピシリン耐性遺伝子、bla 遺伝子が表現されなくてはいけません。（アンピシリン

耐性遺伝子である bla 遺伝子がコードするβ−ラクタマ－ゼがアンピシリンを分解します） 

    

4. 3.で答えたような大腸菌の変化は、どのプレートとどのプレートを比較すれば証明できますか？ 

“-DNA ― LB/amp”と“+DNA ― LB/amp”プレートをそれぞれ比較します。アンピシリン入りプレート

上において、プラスミドを加えていない大腸菌は生育しませんが（-DNA ― LB/amp）、ｐBLO プラスミ

ドを加えて処理した大腸菌は生育しました（+DNA ― LB/amp）。このことは、アンピシリン耐性にはｐ

GLO プラスミドが必要であることが証明されます。 

 

 

� Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3 Lesson 3 質問質問質問質問 1111    

プレート上では何が光っているのでしょう？ 

候補； ①DNA  ②タンパク質  （順不同） 

 

1. もともとのプラスミド DNA に UV ランプを当てた時、どのような様子でしたか？光りましたか？ 

プラスミド DNA は光りませんでした。 

 

2. 1.の答えから、候補のどちらかの可能性がなくなります。どちらの可能性がなくなりますか？ 

光っているのは DNA である可能性がなくなりました。 

 

3. 観察の結果から、２つの候補のどちらが光っていると言えますか？ 

タンパク質が光っていると言えます。 
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4. 行なった形質転換の実験が成功したか、失敗してしまったか、それを判断する結果と共に述べてくださ

い。 

成功した実験結果 ； +DNA ― LB/amp、LB/amp/ara のプレートにコロニーが生え、-DNA ― 

LB/amp プレートに生えませんでした。さらに、+DNA ― LB/amp/ara プレートに UV ランプを照射する

とコロニーが緑色の蛍光を発しました。 

失敗した実験結果 ； （一例）+DNA ― LB/amp、LB/amp/araプレートにもコロニーが生えませんでし

た。大きな原因としてはプラスミド溶液または大腸菌が+DNA チューブに入っていなかったことが考え

られます。（失敗例は他にも考えられます） 

 

 

� LessonLessonLessonLesson    3 3 3 3 質問質問質問質問 2222    

遺伝子と環境の関係について 

4 枚のプレートを観察し直してみましょう。LB 培地のみのプレートに大腸菌は生えていますか？ 

はい。プラスミドを加えなかった大腸菌も“LB”プレートに生えています。 

    

1. –DNA 及び+DNA の大腸菌をそれぞれ LB 培地のみのプレートで増殖させたとした時、それらのプレー

トを観察することで、それぞれの大腸菌がアンピシリン耐性を有しているかどうか判断できますか？ 

できません。LB 培地のみのプレートを観察するだけでは耐性があると判断できません。耐性がある大

腸菌もない大腸菌も見た目は同じように見えるからです。……スタータープレートと“LB/amp”プレート

のコロニーを思い出してみましょう。 

 

2. 大腸菌の生育環境をどの様に変えれば、アンピシリン耐性があると証明できるようになりますか？ 

１つは“LB”、“LB/amp”プレートで大腸菌を培養することです。もし、“LB/amp”プレートで大腸菌が生

育したら、それはアンピシリン耐性があることになり、生育しなければ耐性がないことになります。 

 

3. 生物は遺伝子の組み合せや環境によって異なる性質を持つことがあります。実際に見た、形質転換さ

せた大腸菌が発した緑色の光について考えてみましょう。 

a. 緑色を見るために、必要な条件が 2 つありますが、それは何でしょう？ 

GFP 遺伝子の発現には、培地に含まれるアラビノースが必要になります。そして、大腸菌の体内で

発現した GFP が蛍光を発するには紫外線（長波長 UV ランプの光）が必要になります。 

b. 大腸菌にこの新しい形質が現れるためには、上で挙げた 2 つの条件によって何が起こっているので

しょう？ 

アラビノースが、P
BAD

プロモーターの上流にあるレギュレータータンパク質の araC に結合することに

より GFP 遺伝子が発現します。アラビノース存在下では、アラビノースが araC に結合し、それによ

って起こる araC の構造変化が RNA ポリメラーゼによる DNA の転写を促進させます（詳細は付録 D

参照）。また、紫外線を照射すると GFP 分子はそのエネルギーを吸収し、緑色の光を発します。 

 

c. 生物が環境に応じて、ある特定の遺伝子の発現を調節することには、どんな利点があると考えます

か？ 

全ての生物の遺伝子発現は環境に適応するために、その時に不要なタンパク質が無駄に生産され
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ないように入念に調節されています。食物の運搬と消化に関する遺伝子も発現調節されている良

い例の一つです。例えば、糖であるアラビノースはバクテリアにとってエネルギー源と炭素源の両方

に使われます。アラビノースを食物として消化するする消化酵素をコードする遺伝子は、アラビノー

スがないと発現されませんが、アラビノースが存在すると発現されます。そして、アラビノースが消

化されてなくなると、遺伝子発現もストップします。 

 

� LessonLessonLessonLesson    4 4 4 4 考察考察考察考察    

注意； 

ここでは、研究者が行うような方法で形質転換効率（形質転換効率）を計算しています。実際に研究者

が遺伝子導入を行うときは、大抵、DNA の量が少なく、大腸菌が過剰にある状態です。そこで、少ない

DNA 量で、いかに効率よく大腸菌に DNA を取り込ませるかがポイントになってきます。そこで、ある一定

量（1μg）の DNA が、どれだけの大腸菌に DNA が導入されるか（transformants）を指標として、実験結

果を検討したりします。 

しかし、このキットで行う遺伝子導入では、形質転換効率を上げるため、DNA 過剰の条件で行っていま

す。ですから、DNA 1μg 当りの、遺伝子導入された大腸菌数をもとめてもあまり意味がなくなってしいま

す。この場合の形質転換効率としては、“LB/amp/ara”プレートに生えたコロニー数で充分検討できま

す。 

ですので、もし、授業に余裕があるようであれば、実際の研究者達が用いている形質転換効率の計算

方法、ということで、この“Lesson 4 考察”を行ってください。 

    

1. 形質転換した細胞数を求める 

“LB/amp/ara”プレートをUVランプの近くに置いてみましょう。一つ一つのコロニーは、単細胞の大腸菌

が集まってできています。1 つの細胞が増殖し始めると、それらがどんどん増えていき、コロニーを形成

します。遺伝子組換えされた、緑色の蛍光を発する細胞数を決定するには、コロニーの数を数えるのが

良いでしょう。プレート上にコロニーはいくつありますか？ 

 

 コロニー数 ；   例 ； 190      個 

 

2. “LB/amp/ara”プレートにまいた大腸菌に導入された DNA（pGLO）の量を求める 

この実験において、“LB/amp/ara”プレートにまいた大腸菌に導入された DNA（pGLO）の量を求める

には 2 つの情報が必要です。それは、①実験を始めた時の DNA の総量がどれだけだったのか、②

DNA 総量に対してどの位の割合の DNA がプレートにまかれたか、の 2 つです。このデータを計算した

後に、この二つの数値を掛け算する必要があります。掛け算の答えは、“LB/amp/ara”プレートにまい

た大腸菌に導入された pGLO の量になります。 
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2-a. pGLO の総量を求める 

実験を始めた時の DNA の総量は DNA 濃度と使用した DNA 溶液の容量から計算できます。 

DNA(DNA(DNA(DNA(µµµµg) = (DNAg) = (DNAg) = (DNAg) = (DNA 濃度濃度濃度濃度((((µµµµg/g/g/g/µµµµl)) l)) l)) l)) ××××    （（（（DNADNADNADNA 溶液の容量（溶液の容量（溶液の容量（溶液の容量（µµµµllll））））））））    

この実験では濃度が 0.08 µg/µl の pGLO を 10 µl 使用しましたので、上の式に当てはめて計算する

と、使用した DNA の総量は、    0.8    µg になります。 

 

 大腸菌に導入された DNA（pGLO）の量を求めるには、この計算結果をどのように使ったら良いでしょう？ 

 得られた数値に、実際にプレートにまかれた DNA 量の割合を掛け算します。 

 

2-b. 実際にプレートにまいた大腸菌中の DNA 量を求める 

実験に使用した DNA がすべて大腸菌に導入され、プレートにまかれたわけではないので、まず、実際  

にプレートにまかれた DNA の割合を求める必要があります。それには、ヒートショック後、プレートにま  

くためにピペットで取ったサンプル量を、チューブの中にあったサンプル全容量で割り算することで得

られます。求める式は、 

        プレープレープレープレートにまかれたトにまかれたトにまかれたトにまかれた DNADNADNADNA の割合の割合の割合の割合    = = = =             培地にまいたサンプル容量培地にまいたサンプル容量培地にまいたサンプル容量培地にまいたサンプル容量                            

                                                                                                                                        チューブ内のサンプル全容量チューブ内のサンプル全容量チューブ内のサンプル全容量チューブ内のサンプル全容量    

 

ここでは、チューブ内に 510 µl あったサンプルから、100 µl のサンプルをまきました。（チューブ内のサ

ンプル全容量が 510 µl であるのに注意してください。どうして 510µl なのか、操作を振り返って確認し  

ましょう。）このことから、プレートにまかれた DNA の割合は、       0.2    になります。 

 

大腸菌に導入された DNA（pGLO）の量を求めるには、この計算結果をどのように使ったら良いでしょう？ 

得られた数値に、計算上プレートにまかれた DNA 量を掛け算します。 

 

ここで、何µg の DNA がプレートのまかれたのか計算してみましょう。 

  それには、実験に使用した DNA 全量と、プレートにまいた DNA の割合を掛け算します。 

        まいたまいたまいたまいた DNADNADNADNA 量（量（量（量（µµµµgggg））））    = = = = （使用した（使用した（使用した（使用した DNADNADNADNA 全量（全量（全量（全量（µµµµgggg））））））））    ××××    （（（（DNADNADNADNA の割合）の割合）の割合）の割合）    

  この式から、プレートにまかれた DNA 量は、      0.16    µg となります。 

 

以上の計算をまとめてみましょう。 

  “LB/amp/ara”プレートに生えているコロニーの数 ―    190      個、 

  プレートにまいた DNA の量 ―    0.16    µg 

 

ここから、今回の実験で行った形質転換の効率を計算します。 

形質転換効率は、 

        形質転換効率形質転換効率形質転換効率形質転換効率    = = = =             プレート上で生えたコロニーの数プレート上で生えたコロニーの数プレート上で生えたコロニーの数プレート上で生えたコロニーの数                                

                                                                                            プレートにまいたプレートにまいたプレートにまいたプレートにまいた DNADNADNADNA 量量量量    

の式で求められます。ここまでに計算して得られた数値を当てはめて計算すると、形質転換効率は、 

      1187    となります。 
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＜解析＞ 

●形質転換効率の計算結果はとても大きな数値になります。科学者はその数値を簡単に表記します。例

えば、形質転換効率が 1,000 （菌体/µg of DNA）とすると、 

 10

3

 （transformants/µg of DNA） (10

3

は 10×10×10 または 1000、を表します) 

と表現します。ですから、10,000 は  10

4

   となります。 

例えば、形質転換効率が 5,000 （transformants/µg of DNA）であった場合、5×10

3

（= 5×1,000）

transformants/µg of DNA、40,000 （transformants/µg of DNA）は   4×10

4

   （transformants/µg of 

DNA）と表記し、2,600 （transformants/µg of DNA）は 2.6×10

3

 （transformants/µg of DNA）となります。 

 

●これに習って、今回行った実験の形質転換効率は、   1.2×10

3

   （transformants/µg of DNA）と表

記できます。 

 

● こうして求めてきた形質転換効率にはどんな意味があるのでしょうか？簡単に説明してください。 

  形質転換効率は、どれだけ効率よく、大腸菌にプラスミド DNA が導入されたか、を定量的に表してい

ます。この数値は言い替えれば、1 µg の DNA を加えた時、いくつのコロニーができるか、になります。 

 

● 生物学者がこの手法で遺伝子組換えをした場合、一般的に、効率はおおよそ 8.0×10

2

～7.0×10

3

   

  （transformants/µg of DNA）と言われています。それと比較して、あなたが実験して得られた形質転換

効率はどうですか？ 

  得られた効率は、一般的に得られる効率、の範囲内にあります。 

 

● 他の班の形質転換効率もチェックしてみましょう。 

班名 形質転換効率 

 いろいろな答えが期待できます。    

  

  

  

  

  

  

  

 

● 他の班の結果と比較して、あなたが得られた結果はどうですか？ 

 いろいろな答えが期待できます。 
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● 以下の情報や結果を利用して、この時の形質転換効率を計算してください。 

DNA プラスミド溶液の濃度 ― 0.08 µg/µl 

250 µl 形質転換用溶液 

10 µl プラスミド溶液 

250 µl LB 培地 

100 µl プレートにまいた大腸菌サンプル 

227 形質転換されたコロニー 

          

  ”LB/amp/ara”プレートに生えたコロニー数 =  227   

 プレートにまいた DNA 量（µg） =   0.16   

 形質転換効率 =          1.4×10

3

   

 

 

＜応用問題＞ 

形質転換効率が 3×10

3

 （transformants/µg of DNA）とわかっているとした時、”LB/amp/ara”プレートに

生えたコロニー数はいくつになりますか？DNAの濃度やプレートにまいたDNAの割合等は実際に行った

実験と同様な条件として考えてみてください。 

形質転換効率 = コロニー数 / プレートにまいた DNA 量（µg）で表されるので、 

3×10

3

 = コロニー数 / 0.16、よってコロニー数は 480 になります。 
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＜学生・生徒用テキスト＞ 

◆◆◆◆LessonLessonLessonLesson    1 1 1 1 遺伝子組換えについて遺伝子組換えについて遺伝子組換えについて遺伝子組換えについて    

このキットでは、実験の中で大腸菌の遺伝子組換えを行います。形質転換とは、細胞がもともと持ってい

ない遺伝子、DNA を取り込んで、それが表現されることです。実験では、故意に、大腸菌が持っていない

遺伝子を取り込ませ（遺伝子導入）、その新しい遺伝情報を大腸菌内で表現させます。これを遺伝子組

換え実験、形質転換実験と言います。形質転換とは遺伝子によってその性質を変えることを意味し、バイ

オテクノロジーの分野では、性質を変えるために他の生物の遺伝子を挿入することも含まれます。遺伝子

組換えは、バイオテクノロジーにおいて、広範囲に使われています。農業の分野では、農作物に霜や病

害虫、干ばつに耐えるための遺伝子を導入します。環境科学では、流出した原油を分解できる性質を持

つような遺伝子が、微生物などに導入されます。医療では、欠陥遺伝子が引き起こす病気の治療をする

ために、患者の細胞に健康な人の遺伝子を取り込ませる、遺伝子治療が始められています。 

ただし、ここで大事な事は、ほとんどの場合、取り込まれた遺伝子が直接作用するのではなく、遺伝子に

コードされたタンパク質が作用するように、間接的に働くということを忘れてはいけません。 

人間や動物、植物の DNA から一部分を切り取って、バクテリアの細胞中に取り込ませることができます。

例えば、大腸菌にホルモンインシュリンをコードした健康な人の遺伝子を取り込ませることができ、その大

腸菌は、ある環境に置くと人のインシュリンと同じインシュリンを作り出すことができます。こうして得られた

インシュリンは、治療のために、糖尿病の患者へ投与することができます。 

このキットでは、 Green Fluorescent Protein 、GFP というタンパク質をコードする遺伝子を大腸菌に導入

します。この遺伝子は、蛍光を発する、オワンクラゲの DNA から切り取ってきたものです。オワンクラゲが

暗闇の中で光を発することができるのは、この遺伝子がコードしている GFP が存在するからなのです。 

形質転換の各段階に従って、大腸菌は今まで持っていなかった、クラゲの遺伝子を発現させて、紫外線

を当てると明るく緑色に光るタンパク質をつくりだします。 

この実験で、プラスミドを使って、ある生物から別の生物に遺伝子を組み込む手法を学びます。大腸菌は

染色体遺伝子の他に、プラスミドと呼ばれる比較的小さな環状の DNA を持っています。 

pGLO プラスミドは GFP タンパク質遺伝子と、抗生物質アンピシリン耐性のため（＝β-ラクタマ－ゼというア

ンピシリン分解酵素）の遺伝子が含まれています。また、pGLO は取り込まれた細胞中で、GFP の発現が

糖の一種、アラビノースの有無によりコントロールされるように作成されています。 

新しい遺伝子を取り込んだ後、培養される寒天培地の中にアラビノースが含まれていると細胞は蛍光を発

し、アラビノースガ含まれていない培地では白く（もともとの細胞の色)見えることでしょう。ここではじめて、

遺伝子発現調節とセレクションのメカニズムを、目で見ることにより簡単に体験することができるのです。 

    

* これから行なう実験で用いる大腸菌は O-157 のよう毒性を持たない、K-12 という種類の大腸菌です。また、

その大腸菌にあらたに作らせようとする GFP 等のタンパク質も毒性を持ちません。安全性の非常に高い実験

系での実験となります。    
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◆◆◆◆LessonLessonLessonLesson    1111    質問質問質問質問    （実験を始める前に）（実験を始める前に）（実験を始める前に）（実験を始める前に）    

科学的な実験を計画する時には、よく考えておかなければいけないことがたくさんあります。形質転換の

実験に挑戦する前に、よく考えてみてもらいたいことがいくつかあります。 

以下の質問に対する答えのヒントが得られるように、実験は組まれていますので、まず第一歩として実験

のポイントをまとめておきましょう。 

 

＜ 学習 1 どんな生物に形質転換できるでしょうか？ ＞ 

1. ある生物に形質転換をさせるためには、どの細胞にも新しい遺伝子を取り込ませる必要があります。た

くさんの細胞でできている生物と、1 つの細胞でできている生物のどちらのほうが遺伝子を取り込ませ、

形質転換を起こさせやすいと考えますか？ 

 

 

 

 

 

2. 次に、形質転換させた生物の子孫やそれ以降の代まで、新しい性質が遺伝しているかどうか確認し

ようと思います。これを確認するためには、細胞の増殖速度が速い細胞と、遅い細胞のどちらがよい

ですか？ 

 

 

 

 

 

3. どのような生物を実験に用いるかを決めましょう。その際、生物の安全性が重要なポイントの 1 つにな

ります。私達や環境へ害にならないためには、実験生物はどんな性質や特徴を持っていることが必要

でしょうか？ 

 

 

 

 

 

4. 以上のことをふまえると、細胞に遺伝子を組込み、形質転換させるのに利用する生物は、バクテリア、

昆虫、魚類、マウスのうちどれが一番適していると思いますか？その理由も述べてください。 
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＜ 学習 2 遺伝子 ＞ 

  形質転換実験には、大腸菌の細胞内に新しい DNA を取り込ませる操作（遺伝子導入）が含まれます。

バクテリアは 1 つの大きな染色体遺伝子の他に、プラスミドと呼ばれる、環状 DNA を 1 つ以上持つことが

よくあります。通常、プラスミド DNA は最低でも 1 つのある性質や特徴を有するための（コードする）遺伝子

を含んでいます。それを利用して、その細胞がもともと持っていない性質や特徴を持たせるために、目的

の性質や特徴をコードする遺伝子を細胞に取り込ませる操作を研究者は行います。これも遺伝子工学と

言われる、一つの実験手法です。今回の実験では、緑色蛍光タンパク質、GFP をコードする遺伝子と、抗

生物質に対して耐性のある細胞にするための酵素、β－ラクタマーゼをコードする遺伝子（bla）を含む、

pGLO プラスミドを使用します。遺伝子学的に設計されたプラスミドは新しい性質や特徴を持たせるために、

大腸菌に導入されます。 

 また、安全性の非常に高い遺伝子組換え実験も、研究者が遺伝子組換え実験を行うときの決まりごとに

沿って行なう事になります。詳細については文部科学省ホームページを参照してください。 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 学習 3 遺伝子組換え実験 ＞ 

  この実験で行う遺伝子導入の過程は主に 3 つのステップで行われます。これらのステップは大腸菌の

細胞内にプラスミド DNA を取り込ませ、新しく獲得した遺伝子を発現させるための環境を与えるために行

われます。 

プラスミド DNA、pGLO が細胞膜を通過するために、 

1. CaCl
2
（塩化カルシウム）を含む形質転換用溶液を使用します。 

2. ヒートショックと呼ばれるステップを行います。 

そして、遺伝子導入した細胞をアンピシリン存在下で生育させるために、 

3. 栄養となるものを与え、新しく獲得した遺伝子を発現させるために、短時間のインキュベーション

（アンピシリン無で）をします。 

 

 

 

細胞壁 

pGLO 

大腸菌染色体 DNA 

ポア 

GFP 

鞭毛 

β-ラクタマ－ゼ 
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＜ 学習 4 形質転換が行われた細胞はどのように変わるでしょう？ ＞ 

1. 形質転換は、生物の性質を変えること、と言い替えることができます。生物の性質を変化させる前に、

元々の性質を観察しておく必要があります。まず、スタータープレートの大腸菌コロニーを観察してく

ださい。気がついた性質や特徴をできるだけたくさん述べてください。 

次に挙げる、形質転換前の大腸菌の様子は、形質転換が起こったとことを確認するために、重要な

データとなります。 

1-a. コロニーの数 

 

 

1-b. コロニーの大きさ ； 一番大きなコロニー 

 一番小さなコロニー 

 コロニーの平均的な大きさ 

1-c. コロニーの色 

 

 

1-d. プレート上に生えたコロニーの分布のしかた 

 

 

1-e. UV ランプを当てたときのコロニーの様子 

 

 

1-f. アンピシリンのような抗生物質を含むプレート上での生存、増殖能力 

 

 

 

 

2. 2 枚の寒天培地プレートを使って、アンピシリンが大腸菌に影響を及ぼしているかどうか確認するには、

3 種類あるプレートのうち、どの 2 枚に大腸菌を培養したら良いでしょうか？ 

 

 

 

 

3. 結果 ； 2. で予想した実験結果から、アンピシリンは大腸菌に対してどのような影響を与えていると

思いますか？ 
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◆◆◆◆Lesson 2 Lesson 2 Lesson 2 Lesson 2 遺伝子導入実験遺伝子導入実験遺伝子導入実験遺伝子導入実験    

    

＜使用する試薬・器具の一覧＞ 

実験を始める前に、次のリストにある試薬や器具等がそろっているかどうか確認してください。 

 

準備するもの/1班分   

   

大腸菌スタータープレート（LB) 1枚 □ 

寒天培地プレート 4枚 □ 

  （LB×1、LB/amp×2、LB/amp/ara×1）  □ 

形質転換用溶液 1本 □ 

LB培地 1本 □ 

緑及び青色マイクロチューブ 1本ずつ □ 

植付け用ループ 1パック □ 

ピペット 5本 □ 

チューブ立て 1つ □ 

クラッシュアイスボックス 1つ □ 

マーカーペン 1本 □ 

   

準備するもの/共通   

   

pGLOプラスミド溶液 1本 □ 

42℃に温度調整したウォーターバス 1つ □ 

温度計 1本 □ 

（可能であれば）37℃インキュベーター 1つ □ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

 

+DNA -DNA 

◆Lesson 2Lesson 2Lesson 2Lesson 2    操作手順操作手順操作手順操作手順 

 

1. マクロチューブの蓋を閉めて、緑チューブに“＋DNA”、青チューブに“－DNA”とペンで書き、 

チューブラックに差しておきます。 

 

 

 

 

 

 

2. “Bu”チューブの蓋を開けて、滅菌済みピペットを使用して形質転換用溶液を 250 µl ずつ、“＋DNA”、  

“－DNA”チューブに加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. マイクロチューブを氷上に置きます。 

 

 

 

 

 

 

 

-DNA 
形質転換溶液 

250 μl 

+DNA 

 
アイスボックス +DNA -DNA 
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4. 植付け用ループを用い、スタータープレートからシングルコロニーを 1 つすくいとります。“＋DNA”チュ

ーブの底までループを入れて、人差し指と親指をこすり合わせるようにしてループをまわし、先につい

ている大腸菌を緩衝溶液に溶かし入れ、ダマがないようにします。同様に、“－DNA”チューブにもコロ

ニーを取ります。大腸菌をチューブに溶かし入れた後は、チューブの先端（溶液の入っている部分）を

持たないようにし てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. ここで、試しに pGLO プラスミド溶液に UV ランプを当ててみて、溶液の状態を観察しておいてくださ

い。 

 新しいループの、輪の部分が全部浸るようにプラスミド溶液に入れ、シャボン玉を作る時のように輪の部

分に溶液の膜を張らせます。その状態で“＋DNA”チューブにループを入れたら、チューブの蓋を閉めて、

氷上に戻します。“－“－“－“－DNADNADNADNA”チューブにはこの操作を行わないでください。”チューブにはこの操作を行わないでください。”チューブにはこの操作を行わないでください。”チューブにはこの操作を行わないでください。 

 

6. マイクロチューブの蓋がしっかり閉まっていることを確認し、チューブラックに差し、ラックごと氷上に 10

分間置きます。この時、チューブがきちんと氷中にあるように、チューブを最後まで深く差しておきます。 

 

 

 

 

-DNA 

+DNA 

 

-DNA +DNA 

プラスミド DNA 

 

クラッシュアイス 

チ ュ ー ブ を

挿したラック 
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7. チューブを冷やしている間、寒天培地プレート（計 4 枚）の底面にそれぞれにまくサンプル名を表記し

ます。 

“LB”プレート ； －DNA 

“LB/amp”プレート ； ＋DNA、－DNA （1 枚ずつ） 

“LB/amp/ara”プレート ； ＋DNA 

 

 

 

 

 

 

8. ヒートショックを行います。チューブラックごと、42℃に調節しておいたウォーターバスに 50 秒浸けます。

ウォーターバスに浸ける前に、チューブがラックに深く差し込んであることを確認します。50 秒経ったら、チ

ューブを氷上に戻します。氷上とウォーターバスとの間の移動を速やかに行うことがポイントです。 

 

 

 

 

 

 

 

9. 氷上に 2 分間置いた後、ラックごとチューブを実験台の上に移します。片方のチューブの蓋を開け、

新しいピペットを用いて LB 培地を 250 µl 加え、蓋を閉めます。もう片方のチューブにも同様に、新し

いピペットを用いて LB 培地 250 µl を加えます。10 分間室温で放置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラッシュアイス クラッシュアイス 

ウォーターバス 

42℃、50 秒 

 

LB 培地 

-DNA 

250μl 

+DNA 
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10. チューブの蓋が閉まっていることを確認し、タッピングして溶液を混ぜます。新しいピペットで大腸菌

サンプルを 100 µl 吸い取り、プレートの蓋を開けて滴下し、蓋を閉めます。それぞれの大腸菌サンプ

ルには違うピペットを用い、決まったプレートに滴下します。 

“＋DNA”チューブ ； “LB/amp”、“LB/amp/ara”プレート 

“－DNA”チューブ ； “LB/amp”、“LB”プレート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 新しい植付け用ループを使って滴下した大腸菌サンプルを広げます。プレートの蓋を開け、ループ

先の輪の部分を培地表面と平行に滑らせるように、手早く、プレート表面にできるだけ広い範囲に広げま

したら、蓋を閉めます。操作はプレート操作はプレート操作はプレート操作はプレート 1111 枚ずつ行い、新しいプレートごとに新しいループを使用してくださ枚ずつ行い、新しいプレートごとに新しいループを使用してくださ枚ずつ行い、新しいプレートごとに新しいループを使用してくださ枚ずつ行い、新しいプレートごとに新しいループを使用してくださ

い。い。い。い。 

 

 

 

 

 

 

 

100 µl 

+DNA -DNA 
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12. 4 枚のプレートに大腸菌サンプルを広げたら、プレートを裏返して積み上げ、テープでくくります。班名

を明記し、37℃インキュベーターに次の日まで入れておきます。 
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◆◆◆◆LessonLessonLessonLesson    2 2 2 2 質問質問質問質問    

データの収集と分析を行う前に、次の質問について考えましょう。 

1. 形質転換されていない大腸菌（－DNA チューブ）をまいた 2 枚のプレートのうち、どちらのプレートに大

腸菌が増殖していると予想しますか？その理由も述べてください。 

 

 

 

 

 

2. ＋DNA チューブ内に形質転換された大腸菌があるとすると､大腸菌が増殖し、コロニーができるのはど

ちらのプレートだと思いますか？また、2 枚のプレートには違いが出るでしょうか？理由も述べてくださ

い。 

 

 

 

 

 

3. 形質転換されたかを確認するためには、4 枚の中の、どの 2 枚のプレートを比較したら良いでしょう

か？その理由も述べてください。 

 

 

 

 

 

4. コントロールプレートにはどういった意味があると考えますか？ 
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◆◆◆◆LessonLessonLessonLesson    3 3 3 3 データの収集と分析データの収集と分析データの収集と分析データの収集と分析    

A．データ収集 

実験の結果を、実験室の光の下で観察、その後にプレートにＵＶランプを照射させて、観察してくださ

い。 

1. 4 つのプレートを観察し、それぞれの様子を 2.～4.の質問を考えながら下の表にまとめましょう。左側の

円の中にはコロニーが生えている様子を絵で書いてください。 

2. それぞれのプレートには、どの程度コロニーが生えていますか？ 

3. コロニー（大腸菌）の色は？ 

4. それぞれのプレートに生えたコロニーの数を数えましょう。 

プレート プレートの様子 

+DNA – LB/amp  

+DNA – LB/amp/ara  

-DNA – LB/amp  

-DNA - LB  
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B．実験結果の分析 

データ分析の最終目標は、得られたデータから形質転換が起こっているかどうか結論づけることで

す。 

1. 形質転換した大腸菌を目で見た時に、形質転換前と変わらなく見える性質や特徴にはどのような点が

ありましたか？ 前回に見たスタータープレートの様子を思い出してみましょう。 

 

 

 

 

 

2. 形質転換した大腸菌を目で見た時に、形質転換前と明らかに変化した性質や特徴にはどのような点

がありましたか？  

 

 

 

 

 

3. 抗生物質のアンピシリン存在下で生育できる能力を、形質転換によって大腸菌が得たとしたら pGLO

プラスミド中のどの遺伝子が発現されている（＝遺伝子が持つ情報を元にタンパク質が作られている）

必要がありますか？ 

 

 

 

 

 

 

4. 3.で答えたような大腸菌の変化は、どのプレートとどのプレートを比較すれば証明できますか？ 
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◆◆◆◆LessonLessonLessonLesson    3 3 3 3 質問質問質問質問 1111    

プレート上では何が光っているのでしょう？ 

UVランプを照射して大腸菌のコロニーが緑色に光っていたら、それは大腸菌の細胞内で何が光っている

のでしょう？2 つの物質が考えられます。何と何でしょう？ 

 候補； ①                ②                

形質転換実験の操作を思い出しながら、次のことを考えてみましょう。 

1. プラスミド DNA に UV ランプを照射させた時、どのような様子でしたか？光りましたか？ 

 

 

 

 

2. 1.の答えから、候補のどちらかの可能性がなくなります。どちらの可能性がなくなりますか？ 

 

 

 

3. 観察の結果から、２つの候補のどちらが光っていると言えますか？ 

 

 

 

 

4. 行った形質転換の実験が成功したか、失敗してしまったか、それを判断する結果と共に述べてくださ

い。 
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◆◆◆◆LessonLessonLessonLesson    3 3 3 3 質問質問質問質問 2222    

遺伝子と環境の関係について 

4 枚のプレートを観察し直してみましょう。LB 培地のみのプレートに大腸菌は生えていますか？ 

 

 

 

1. –DNA 及び+DNA の大腸菌をそれぞれ LB 培地のみのプレートで増殖させたとした時、それらのプレー

トを観察する事でそれぞれの大腸菌がアンピシリン耐性を有しているかどうか判断できますか？ 

 

 

 

 

2. 大腸菌の生育環境をどの様に変えれば、アンピシリン耐性があると証明できるようになりますか？ 

 

 

 

 

3. 生物は遺伝子の組み合せや環境によって異なる性質を持つことがあります。実際に目にした、形質転

換させた大腸菌が発した緑色について考えてみましょう。 

3-a. 緑色を見るために、必要な条件が 2 つありますが、それは何でしょう？ 

 

 

 

 

3-b. 大腸菌にこの新しい形質が現れるためには、上で挙げた 2 つの条件によって何が起こっているの

でしょう？ 

 

 

 

 

3-d. 生物が環境に応じて、ある特定の遺伝子の発現を調節することには、どんな利点がありますか？ 
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◆◆◆◆Lesson 4Lesson 4Lesson 4Lesson 4    考察考察考察考察    

＜形質転換効率の計算＞ 

  今度は、大腸菌がどの程度、遺伝子組換えされたかどうかを決定する方法について学びましょう。計算

によって得られた数値は形質転換効率となります。 

  実験においては、できるだけたくさんの細胞に遺伝子組換えが起こることが重要になってきます。たとえ

ば、ある遺伝子治療では、細胞が患者から採取され、実験室で遺伝子導入を行い、また遺伝子組換えし

た細胞を患者に戻されます。必要とされるタンパク質がたくさん細胞内で発現しているほうが、治療はうま

くいくでしょう。研究者は、文字どおり、どれだけ遺伝子組換えが起こったかを決定するために、形質転換

効率を計算します。 

 ここでひとつ覚えておきたいことは、どのような方法をとったとしても、形質転換が起こる割合はとても低く、

簡単に起こるわけではない、ということです。 

 

＜目的＞ 

  実際に行った実験結果から情報を集めて、形質転換効率を計算しましょう。形質転換効率はコロニー

にある大腸菌の細胞がどのくらい効果的に DNA 分子を取り込んだか、を示します。計算方法は、蛍光タ

ンパク質を発現した大腸菌の細胞数を実験で使用した DNA 量で割り算します。またその数値は、1 µg の

DNA がどれだけの細胞に導入されたか、細胞の総数を表します。式に表すと、次のようになります。 

 形質転換効率 =    寒天培地プレートに生育した細胞数     

             寒天培地プレートにまいた DNA 量 

そこで、実際に効率を計算する前に、実験結果から、次の 2 つの情報を得る必要があります。 

(1) “LB/amp/ara”プレート上に生育している緑色蛍光コロニーの総数 

(2) “LB/amp/ara”プレート上にまいた大腸菌細胞内の pGLO プラスミド DNA の量 

 

1. 遺伝子組換えした細胞数を求める 

  “LB/amp/ara”プレートを UV ランプの近くに置いてみましょう。一つ一つのコロニーは、単細胞の大腸

菌が集まってできています。1 つの細胞が増殖し始めると、それらがどんどん増えていき、コロニーを形成

します。遺伝子組換えされた、緑色の蛍光を発する細胞数を決定するには、コロニーの数を数えるのが良

いでしょう。プレート上にコロニーはいくつありますか？ 

 

 コロニー数 ；                個 

 

2. “LB/amp/ara”プレートにまいた大腸菌に導入された DNA（pGLO）の量を求める 

この実験において、“LB/amp/ara”プレートにまいた大腸菌に導入された DNA（pGLO）の量を求める

には 2 つの情報が必要です。それは、①実験を始めた時の DNA の総量がどれだけだったのか、②

DNA 総量に対してどの位の割合の DNA がプレートにまかれたか、の 2 つです。このデータを計算した

後に、この 2 つの数値を掛け算する必要があります。掛け算の答えは、LB/amp/ara”プレートにまいた

大腸菌に導入された pGLO の量になります。 
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2-a. pGLO の総量を求める 

実験を始めた時の DNA の総量は DNA 濃度と使用した DNA 溶液の容量から計算できます。 

DNA(µg) = (DNA 濃度(µg/µl)) × （DNA 溶液の容量（µl）） 

この実験では濃度が 0.08 µg/µl の pGLO を 10 µl 使用しましたので、上の式に当てはめて計算する

と、使用した DNA の総量は、            µg になります。 

 

  大腸菌に導入された DNA（pGLO）の量を求めるにはこの計算結果をどのように使ったら良いでしょう？ 

   

 

  

2-b. 実際にプレートにまいた大腸菌中の DNA 量を求める 

  実験に使用した DNA がすべて大腸菌に導入され、プレートにまかれたわけではないので、まず、実

際にプレートにまかれた DNA の割合を求める必要があります。それには、ヒートショック後、プレートに

まくためにピペットで取ったサンプル量を、チューブの中にあったサンプル全容量で割り算することで

得られます。求める式は、 

  プレートにまかれた DNA の割合 =    培地にまいたサンプル容量       

                                  チューブ内のサンプル全容量 

 

  ここでは、チューブ内に 510 µl あったサンプルから、100 µl のサンプルをまきました。（チューブ内の

サ  ンプル全容量が 510 µl であるのに注意してください。どうして 510µl なのか、操作を振り返って確

認しましょう。）このことから、プレートにまかれた DNA の割合は、           になります。 

 

大腸菌に導入された DNA（pGLO）の量を求めるには、この計算結果をどのように使ったら良いでしょう？ 

   

 

 

ここで、何µg の DNA がプレートのまかれたのか計算してみましょう。 

  それには、実験に使用した DNA 全量と、プレートにまいた DNA の割合を掛け算します。 

  まいた DNA 量（µg） = （使用した DNA 全量（µg）） × （DNA の割合） 

  この式から、プレートにまかれた DNA 量は、                          µg となります。 

 

以上の計算をまとめてみましょう。 

  “LB/amp/ara”プレートに生えているコロニーの数 ―           個、 

  プレートにまいた DNA の量 ―             µg 

 

 

 



 49

ここから、今回の実験で行った遺伝子組換えの効率を計算します。 

形質転換効率は、 

  形質転換効率 =    プレート上で生えたコロニーの数        

                      プレートにまいた DNA 量 

の式で求められます。ここまでに計算して得られた数値を当てはめて計算すると、形質転換効率は、 

             となります。 

 

＜解析＞ 

●遺伝子組換えの計算結果はとても大きな数値になります。科学者はその数値を簡単に表記します。例

えば、形質転換効率が 1,000 (菌体/µg of DNA)とすると、 

 10

3

 (transformants/µg of DNA) (10

3

は 10×10×10 または 1000、を表します) 

と表現します。ですから、10,000 は         となります。 

例えば、形質転換効率が 5,000 (transformants/µg of DNA)であった場合、5×10

3

（= 5×1,000）

transformants/µg of DNA、40,000 (transformants/µg of DNA)は              (transformants/µg of 

DNA)と表記し、2,600 (transformants/µg of DNA)は 2.6×10

3

 (transformants/µg of DNA)となります。 

 

●これに習って、今回行った実験の形質転換効率は、             (transformants/µg of DNA)と表記

できます。 

 

●こうして求めてきた形質転換効率にはどんな意味があるのでしょうか？簡単に説明してください。 

 

 

 

●生物学者がこの手法で遺伝子組換えをした場合、一般的に、効率はおおよそ 8.0×10

2

～7.0×10

3

   

 (transformants/µg of DNA)A と言われています。それと比較して、あなたが実験して得られた形質転換

効率 はどうですか？ 
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●他の班の形質転換効率もチェックしてみましょう。 

班名 形質転換効率 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

●他の班の結果と比較して、あなたが得られた結果はどうですか？ 

 

 

 

●以下の情報や結果を利用して、この時の形質転換効率を計算してください。 

DNA プラスミド溶液の濃度 ― 0.08 µg/µl 

250 µl 形質転換用溶液 

10 µl プラスミド溶液 

250 µl LB 培地 

100 µl プレートにまいた大腸菌サンプル 

227 形質転換されたコロニー 

          

  ”LB/amp/ara”プレートに生えたコロニー数 =     

 プレートにまいた DNA 量（µg） =      

 形質転換効率 =       

 

 

 

＜応用問題＞ 

形質転換効率が 3×10

3

 (transformants/µg of DNA)とわかっているとした時、”LB/amp/ara”プレートに

生えたコロニー数はいくつになりますか？DNA の濃度やプレートにまいた DNA の割合等は実際に行っ

た実験と同様な条件として考えてみてください。 
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付録 

付録付録付録付録 AAAA    

＜バイオテクノロジーの歴史＞ 

  遺伝子組換えには面白い歴史があります。1928 年、ある病理学研究室で研究をしていた医師のフレデ

リック・グリフィス（Frederick Griffith）は、彼自身が解釈に苦しむような実験結果を得ました。グリフィスは毒

性のない、非病原性の肺炎球菌を、毒性のある、病原性のバクテリアに変化させてしまったのです。熱を

加えて殺した、病原性のバクテリアと同じ溶液中で非病原性バクテリアを扱うことで、彼はこの驚くべき細

胞の変化を起こしました。この混合溶液の中には毒性のあるバクテリアは生きていませんが、その溶液を

注射されたマウスは死んでしまいました。彼は何度も同じ実験を繰り返しましたが、結果はいつも同じで、

グリフィスや周りの研究者たちは非常に悩みました。毒性のないバクテリアを毒性のある殺人バクテリアに

変えてしまったのは、一体何だったのでしょう？それから何年も経った後、これは実験室で行われた遺伝

子操作による形質転換（たとえば、植物で起こる自然交配と比較して）の最初の例として知られましたが、

どうして起こったのか、誰も説明ができませんでした。グリフィスはその当時、DNA の存在は知りませんで

したが、一度変化した性質は後の代に遺伝することには気づいていました。グリフィスの形質転換実験は、

これ以後発達する組換え実験へ、さらにはバイオテクノロジーの発展へ通ずる、分析的な遺伝子操作の

誕生と見ることができます。 

グリフィスの実験から 16 年後の 1944 年、ロックフェラー研究所のオスワルド T．アベリー（Oswald T. 

Avery）率いる研究グループは、グリフィスの実験に関する論文を発表しました。アベリーは、研究員と共

に、原因となる物質は何であるか？ということについて考えていました。肺炎球菌を用いた研究をしながら、

アベリーや研究者たちは、その物質が DNA であることを証明し、形質転換はその細胞がもともと持ってい

ない DNA を発現することによって起こることを示しました。 

アベリーに名声が与えられるには何年もかかりましたが、今日、生物学における重要な進歩として、一般

的に広く認められています。アベリー達（1983）やダグラス・ハナハンら（1987）の研究によって、このキット

で使用されている組換え DNA 技術へと発達しました。 

 

＜遺伝子組換えの歴史＞ 

1865 ― Gregor Johan Mendel ： メンデルは親から子へと遺伝的特徴が受け継がれる現象を証明する

発見をしたと発表した。彼の研究から、遺伝の基本的な単位として遺伝子の概念が生まれました。 

 

1900 ― Carl Correns、Hego de Vries、Erich Tscherma ： 彼ら植物遺伝学者達は、自分たちが今までし

てきた研究が、本質的には、40 年近くも以前に無名のオーストリアのキリスト教修道士であったメンデルが

エンドウマメを用いて行った研究の繰り返しであったことに気づきました。 

 

1928 ― Frederick Griffith ： グリフィスは熱で殺した有毒なバクテリアを使用することで非病原性の D. 

pneumonia （肺炎球菌）を病原性の菌に変化させました。彼は、形質転換に関与する因子が多糖類カプ

セルの合成にあると提言した。グリフィスは DNA について知らなかったが、形質転換された性質は遺伝す

ることを知りました。 
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1944 ― Oswald Avery、Colin MacLeod ： アベリーと彼の同僚らは、形質転換の因子、DNAを高純度に

分離・精製した、と発表しました。この分子レベルの基礎実験以来、バクテリア、マウス、のような植物や動

物、哺乳類の培養細胞間の遺伝子組換えや人間の遺伝子治療に遺伝子導入や細胞融合という方法が

用いられるようになりました。 

 

1952 ― Alfred Hershey、Martha Chase ： ハーシーとチェイスはリン、イオウの放射性同位元素とバクテ

リオファージT2を用いて、DNAは遺伝する情報をもつ分子であることを確証しました。アベリーらの研究と

あわせて、ハーシーとチェイスの実験結果は DNA が細胞に取り込まれ、遺伝情報を担う分子であることを

確認しました。 

 

1972 ― Paul Berg、Janet Mertz ： ベルグは新しく発見されたエンドヌクレアーゼ（ポリヌクレオチド内部

加水分解酵素）、Eco RI は SV40 DNA やバクテリオファージ P22 DNA を切断し、末端転移酵素と DNA リ

ガーゼが切れた DNA を一つの DNA につなぎあわせることを利用し、組換え DNA を最初に作成しまし

た。ここからバイオテクノロジーの時代が始まったのです。しかし、倫理的問題を含む種々の問題を考慮し、

組換え DNA は哺乳類動物細胞内へ導入されることはありませんでした。 

 

1973 ― Herbert Boyer、Stanley Cohen、Annie Chang ： ベルグらのたった 1 ヶ月後、ボイヤーとコーエ

ンらはカナマイシン耐性のための完全な遺伝子を分離させるのに EcoR I を使用しました。3 人は EcoR I

で切断した、テトラサイクリン耐性を持つプラスミドにカナマイシン耐性遺伝子を繋ぎ合わせ、2 つの抗生

物質に耐性を有するリコンビナントプラスミドを作成し、それを大腸菌に導入しました。 

 

1977 ― Genentech, Inc. ： 遺伝子工学の最初の産物は、バクテリアによって産出されたヒト・ソマトスタ

チン（成長ホルモン抑制ホルモン）であり、ジェネンテックという企業により発表されました。 

 

1980 ― J. W. Gordon、Frank Ruddle ： ゴードンとルドルはマウスの生殖細胞に遺伝子をマイクロインジ

ェクション（微細な針を使用して、細胞に直接遺伝子を挿入する）という方法での遺伝子導入に成功しまし

た。 

 

1982 ― Richard Palmiter、Ralph Brinster ： パルミーターとブリンスターはラットの成長ホルモンをマウス

の胚にマイクロインジェクション法で遺伝子導入しました。これは、動物における生殖細胞の治療として報

告された最初の例でした。このマウスはこびと症のような症状が出るようにされていたので、“リトル”と呼ば

れていました。 

 

1988 ― Steven Rosenberg ： ローゼンベルグとそのグループは人の転移性メラノーマ患者に対して初め

て遺伝子導入実験を行うことを認められました。この実験は、遺伝子治療ではなく、マーカー遺伝子 Neo

R

の追跡として行われました。 

 

1990 ― W. French Anderson、Michael Blease、Kenneth Culver ： 1990 年 9 月 14 日、金曜日午後 12

時 52 分、4 歳の少女、クリーヴランド, オハイオにすむシルバ、Ashanthi De Silva は米国・国立ガンセンタ

ーで、人間では初めての遺伝子治療を受けました。 “正確な”アデノシンデアミナーゼ（ADA）遺伝子を
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運ぶ彼女自身の白血球を投与しました。アンダーソン医師、ブリーズ医師、カルバー医師の 3 人にとって、

その後 1 年間の経過はあまり期待できるものではありませんでした。1990 年、二人目の少女、シンシア、

Cynthia Cutshall も同様な治療を受けました。1993 年 6 月、二人の少女が元気に笑顔で校庭を走り回る

姿が報告されました。二人の体の免疫システムが効果的に働き、その結果治療が成功したのです。 

 

1994 ― 遺伝子治療の対象として、鎌状赤血球貧血、血友病、糖尿病、癌、および心臓病患者などが挙

げられます。生殖細胞への遺伝子治療は組換え DNA 諮問委員会の会議で討論されています。 

 

1995 ― J. Craig Venter ： 米国メイランドにある遺伝子研究所（The Institute of Genetic Research, 

TIGR）のベンター率いるグループは、インフルエンザ菌 Hemophilius influenzae の DNA 全塩基配列を発

表しました。このことは、微生物研究において、初めて生物の遺伝子の“青写真”が解読された、画期的な

ことでした。 

 

1996 ―    ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、日本をはじめ、世界から 100 以上の研究所が協力して、酵母の 1

種、Saccharomyces cerevisiae の DNA 全塩基配列が解明されました。これは、初めて真核生物の DNA 全

塩基配列解明の例です。S. cerevisiae は商業的に有用な酵母の 1 つで、パンを焼いたり、アルコール製

造などに用いられています。また、真核生物を細胞レベルあるいは分子レベルで研究するためのモデル

生物としても広く用いられています。 

 

1997 ― Ian Wilmut ： スコットランド、ロスリン研究所のウィルムットらのグループは、成熟した乳腺の細

胞からクローン羊を誕生させることを成功したと発表し、羊にドリーと名づけました。これは、クローニング

のついて倫理的な議論を世界中に巻き起こしました。引き続き、ロスリン研究所の研究者達は PPL セラピ

ューティックス社と共同で“ポリー”と“モリー”の 2 頭のクローン羊を誕生させました。この 2 頭の羊は、人間

の血友病治療に使用される血液凝固剤である XI 因子と呼ばれるタンパク質をコードするヒトの遺伝子を

組み込まれていました。 

 

1998 ― この年、多細胞生物では初めて、線虫 Caenorhabditis elegans の DNA 塩基配列が 99％以上解

読されたと報告されました。C. elegans は原始的な生物ですが、ヒトと共通の生命活動に必要な遺伝的及

び生物学的な特徴を有しています。それを利用して、研究者はヒトの生命活動や病気などに関与する遺

伝子の同定や働きを研究しています。 

 また、この年に見つかっていた 30,000 個のヒト遺伝子のほとんどについて、染色体上での詳しい位置が

正確に決定されました。このことは、ヒトゲノムプロジェクトにとって、大きな出来事でした。 

 

2000 ― スイス連邦工科大学のインゴ・ポトリカスと、ドイツ・フライブルグ大学のペーター・ベイヤーらの

研究チームは、ヒトの体内でビタミン A の素となる、β-カロチンを大量に含んだ“ゴールデンライス”と呼ば

れる遺伝子組換え稲が作られたと報告されました。ゴールデンライスは、世界中に数十万人いると言われ

ている、ビタミン A 不足のために起こる治療不可能な失明患者の減少に役立つことができます。 

 また、この年、アメリカ企業のセレラ ジェノミクス社と世界中の研究者らは、ショウジョウバエの遺伝子配

列を発表しました。ショウジョウバエは他の生物のゲノム研究をするにあたってモデルとなる生物であり、こ

の時点では遺伝子配列が解読された一番大きな生物（植物以外の）です。 
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 ヒトゲノムに関しては、世界中の 16 の研究所からなる“ヒトゲノム計画”によって、大まかな配列が決定さ

れました。セレラ ジェノミクス社の研究者は、ゲノムの”first assembly”が完成したとも発表しました。 

 

2001 ― 2001 年 2 月 12 日、セレラ ジェノミクス社とヒトゲノム計画はヒトゲノムの遺伝子配列をほぼ決定

したと発表しました。これは、20 年近くの月日と数千人の世界中の研究者が成し得た偉業です。セレラ 

ジェノミクス社は約 9 ヶ月で完了したと報告しました。2 つのグループが決定した遺伝子の数は異なってい

ましたが、どちらも 25,000 から 40,000 個の間の数だと発表し、以前に考えられていた 100,000 個という数

よりかなり少ない数でした。このことは予想外の発見で、ヒトのような高等生物でも、線虫 C. elegans やショ

ウジョウバエ D. melanogaster の 2 倍程度という少ない遺伝子しか持たないことになります。また、ヒト遺伝

子の配列が明らかになったことで、いろいろな病気の治療に関する研究が世界中でさらに進んでいくこと

になりました。 

 当時の米国大統領・ブッシュ大統領は、すでに作成された胚性幹細胞（embrionic stem cell、ES 細胞）

のうち 64 細胞株に限定し、それを用いた研究に政府資金を援助することを認めました。ES 細胞は生物の

様々な細胞に分化することができるため、医薬品や化粧品、食品の開発において安全確認に用いられた

り、基礎研究やさまざまな医療への応用も期待されているため、ブッシュ大統領の発表（資金援助する対

象を 64 細胞株に限定した点）にがっかりした研究者もいました。 

 アドヴァンスド・セル・テクノロジー社（米国）は幹細胞を採取するためのヒトクローン胚の作成に成功した

と発表しました。この手法は、細胞を採取した人に作成した細胞を再度移植するため、異種間で起こるよ

うな拒絶反応が起こらない可能性が高くなり、さまざまな病気に対する再生医療に応用できるとされていま

す。 

羊のドリー誕生に関わった PPL セラピューティックス社はある遺伝子が作用しないよう“ノックアウト”した

子豚を作りました。ある遺伝子とは、ヒトへブタの臓器を移植した際、患者が拒絶反応を起こす原因になる

物質を作る酵素の遺伝子です。こうして誕生させたブタの臓器を、心臓や肺、腎臓、肝臓などの移植を待

っているたくさんの人々に提供できるようにする目的で PPL セラピューティックス社はクローン豚を誕生さ

せたのです。 

    

2002 ― 2002 年はじめ、クローン羊のドリーがたった、およそ 5 才なのにも関わらず、重い関節炎を患い

ました。通常、ヒツジが関節炎をおこすのはもっと年を取ったヒツジであることから、この原因がクローン技

術による影響なのか、単なる偶然なのかはわかりません。このことをきっかけに、クローン動物の病気のか

かりやすさや寿命について、そしてヒトへの異種間移植についての議論が再度注目されています。    

    

2008 ― GFP の発見と開発にノーベル化学賞が授与されました。下村脩は初めて GFP を単離し、紫外

線光を当てた時に蛍光を発することを見つけました。Martin Chalfie は、遺伝的タグ（目印）として GFP を

使用しました。Roger Y. Tsien は、GFP の蛍光のメカニズムを明らかにしました。    
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付録付録付録付録 BBBB    

このキットに出てくる用語の解説 

寒天培地  バクテリアの生育をサポートする固形物質。炭水化物やアミノ酸、ヌクレオチ

ド、 塩、ビタミンを含みます。 

抗生物質による選別 抗生物質であるアンピシリンに耐性を持つ、β−ラクタマ－ゼというタンパク質

をコードする遺伝子を組み込んだプラスミド DNA をバクテリアに導入します。

そのプラスミドを持つバクテリアはβ−ラクタマ－ゼを産出し、分泌します。分

泌されたβ−ラクタマ－ゼは LB/寒天培地に含まれるアンピシリンを不活性

化し、バクテリアが生育できるようにします。プラスミドを持ち、β−ラクタマ－

ゼを産出できるバクテリアだけがアンピシリン存在下で生き残ることができま

す。形質転換されなかった細胞、すなわちプラスミドを持たないバクテリアは

アンピシリンを含むセレクションプレート上では生育できません。 

アラビノース  バクテリアが通常食物として利用する炭水化物、糖の一つ。 

β-ラクタマ－ゼ  β−ラクタマ－ゼは抗生物質であるアンピシリンに対しての耐性を、細胞に与

えるタンパク質です。β−ラクタマ－ゼタンパク質はβ-ラクタマ－ゼ遺伝子を

含むプラスミドを持つバクテリアによって産出、分泌されます。分泌されたβ−
ラクタマ－ゼはアンピシリンを不活性化し、それによってバクテリアが生育し、

新しい、例えば GFP のような目的の遺伝子が発現されるのです。 

バイオテクノロジー  生存している生物に対して、生物が実際に行っている分子レベルでの生命

活動を利用して有益な物質を産出できるように、主に遺伝子レベルでの操

作を施すこと。 

クローニング  ある一つの細胞を培養することにより多数に増やした時、それらの細胞はす

べて、同じ遺伝子を持つことになります。この増やされた多数の細胞をクロ

ーンといいます。そして、クローン細胞を作り出す過程をクローニング、とい

います。特異的な DNA 配列または遺伝子のコピーは、導入された細胞（宿

主）の細胞分裂により作られます。 

コロニー  寒天培地上で生育した、同じ遺伝子を持つ細胞の凝集塊。一つのコロニー

にあるすべての細胞は同じ遺伝子を持つので、クローンと呼ばれます。 

培地  液体や寒天の LB 培地のような、液体や固体の培地は、バクテリアの生育に

必要な栄養源である炭水化物、アミノ酸、ヌクレオチド、塩、ビタミン等を含

む酵母の抽出物や肉をタンパク質分解酵素で処理したものから作られてい

ます。寒天（アガロース）はご存知の通り、海草から抽出されたもので、加熱

すると溶解し、冷却すると固形化する性質を持ち、バクテリアを培養する際

には良く使われています。 

遺伝子工学  生物の遺伝子 DNA に、他からの遺伝子を組み込んだり、そこから切り出し

たりという操作を行うこと。 
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遺伝子発現調節  全ての生物の遺伝子発現は環境に適応するために、その時に不要なタン

パク質が無駄に生産されないように入念に調節されています。食物の運搬

と消化に関与する遺伝子も、発現調節されている遺伝子の良い例の一つで

す。例えば、糖であるアラビノースはバクテリアにとってエネルギー源と炭素

源の両方に使われます。例えばバクテリアでは、アラビノースを食物として

消化する消化酵素をコードする遺伝子は、アラビノースがないと発現されま

せんが、アラビノースが存在すると発現されます。そして、アラビノースが消

化されてなくなると、遺伝子発現もストップします。言い換えれば、バクテリア

の周りにアラビノースがあると消化酵素がつくられ、アラビノースがなくなると

消化酵素は作られなくなるのです。付録 D に、遺伝子発現調節におけるア

ラビノースの役割と、GFP 遺伝子の発現について詳しく説明がありますので

参照してください。 

Green Fluorescent Protein Green Fluorescent Protein（GFP）は生物蛍光を発するオワンクラゲ、

Aequrea victoria から単離されたタンパク質です。GFP 遺伝子は最近にな

ってクローン化されました。特徴的な構造ゆえに、紫外線を照射するとその

エネルギーを吸収し、吸収されたエネルギーは緑色のきれいな光となって

放出されます。 

プラスミド  環状の DNA で、自己複製ができます。抗生物質耐性タンパク質や GFP の

ようなクローン化された他の生物の遺伝子を組み込むことがでます。 

pGLO  GFP 遺伝子とアンピシリン耐性であるβ-ラクタマ－ゼ遺伝子を含む 

 プラスミド。 

組換え DNA 技術  遺伝子を単離したり、それらの構造や機能を変えるために、目的の DNA 断

片を切り取って、他の遺伝子に組み込む操作。 

スクリーニング  たんさんのバクテリアの中から、目的のバクテリアを選別する過程。 

無菌操作  “清潔”に操作を行う、という規則のもと、実験中に外部からのバクテリアの

混入を最小限にするために、注意深く行う実験操作。 

プレートにまく  植付け用ループにバクテリア溶液をつけ、寒天培地プレート上に広げる

   操作。 

ベクター  例えば、プラスミドのように、他の生物からの DNA 断片を組み込まれ、宿主

となる細胞に導入される、自己複製する DNA 分子。 
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付録付録付録付録 CCCC    

分子生物学の基礎と用語 

全ての生物がある独特の方法で生命活動を営んでおり、生命の世界を研究することはそれを明らかのす

ることです。各生物の青写真はその子孫に伝えられます。 

細胞は独立して増殖できる、一番小さい機能的単位です。例えば、たくさんのバクテリアは細胞一つで生

き残ることができます。それぞれの細胞中の分子は調和しながら各々の役割を果たしています。 

 

・細胞培養と採取 

細胞は本来、存在している場所から採取され、適切な栄養源と環境が整えば、フラスコの中で増殖させる

ことができます。バクテリアや酵母はとても簡単に培養することができます。植物や昆虫、動物から採取し

た細胞も培養することができますが、バクテリアや酵母よりも難しくなります。 

培養が完了すると細胞は採集され、研究に用いられます。 

 

・クローニング 

ある一つの細胞を培養によって多数に増やした時、それらの細胞はすべて、同じ遺伝子を持つことになり

ます。この増やされた多数の細胞をクローン細胞といいます。そして、クローン細胞を作り出す過程をクロ

ーニング、といいます。寒天培地上にバクテリアをまくのは、それぞれ一つの細胞からできる、同じ遺伝子

を持つ細胞が集まったコロニーを得るためです。 

 

・細胞の中を見てみる 

細胞中のたくさんの物質には、それぞれの役割があり、それを果たしています。例えば、DNA 分子はコン

ピューターのハードディスクドライブのように、たくさんの情報を蓄積しています。タンパク質は、細胞の中

の働きアリのようにせっせと働いているのです。 

これらの物質について研究をするために、私たちは目的の細胞をクローン化し、細胞を壊し、その内容物

を分離します。例えば、そのなかから DNA とタンパク質を分離することは簡単にできるのです。 

細胞の中に含まれている、たくさんのタンパク質が混合しているところから、たった一種類のタンパク質を

単離することも可能なのです。タンパク質には、一つ一つに、それぞれに違った物理的、化学的性質を持

っています。これらの性質、例えば分子の大きさや電荷、疎水性度などを利用することにより、目的のタン

パク質を単離することが可能になるのです。 

 

・特別な物質のそれぞれの機能 

細胞内には 3 種類のとても重要な物質があります。それが DNA、RNA、タンパク質です。これら 3 つの物

質はそれぞれに異なる機能を持っています。DNA はたくさんの情報がファイリングしてあるキャビネットの

様なものです。RNA は DNA にファイリングしてある司令を検索して、実行する（＝タンパク質を作る）手助

けをします。タンパク質は細胞内の物質から（まれに細胞外の物質からも）作られるように設計されていま

す。 
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・DNA ― 全生物情報共通のテンプレート 

生物の複製のもととなる台本は、DNA、デオキシリボ核酸（Deoxyribonucleic Acid）でできています。細胞

が機能するために必要な全てが稼動し始めるのに充分な情報が、個々の細胞中の DNA にはあります。 

DNA 分子はヌクレオチドと呼ばれるサブユニットの繰り返しで構成される、非常に長い鎖です。1 つ 1 つの

サブユニットであるヌクレオチドには、アデニン（A）、チミン（T）、シトシン（C）、グアニン（G）の 4 つのうちど

れか 1 つの塩基が、枝のようについています。 

そのヌクレオチドの“頭”と“しっぽ”が次々と結合することで骨組みが組まれ、その長い鎖に対して、枝の

ように塩基が配置する、という立体構造をとります。この物質によって運ばれる情報は、鎖に沿ってアデニ

ン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、グアニン(G)の配列としてコード化されています。 

 

・DNA の構造について 

1. DNA鎖のサブユニットは、“頭”と“しっぽ”が次々と結合しており、その順番には向きがあります。通常、

向きは、“頭”側、糖部分（5’と表記）から、“しっぽ”側、リン酸部分（3’と表記）へとなっています。例え

ば、 

5’ … AACTG… 3’ 

  というように表記されます。 

2. DNA 鎖についている塩基の“枝”は、もう 1 本の DNA 鎖の“枝”と、ある規則にのっとって結合すること

ができます。その規則とは、 

(i) A は T と結合する 

(ii) G は C と結合する 

  この規則は、A と T、G と C はそれぞれ相補的な塩基である、と言われています。 

(iii) 結合した 2 本の DNA の配列は必ず相補的な組み合わせになっており、その向きはそ

れぞれ逆になる。 

例えば、5’ … AGGTC…3’とペアになる DNA 鎖の配列は 3’ …TCCAG …5’となります。並べて書い

てみると、 5’ … AGGTC…3’ 

3’ …TCCAG…5’ 

  となります。この時、相補的にペアを組んでいる塩基は塩基対、と言い、上記の DNA 鎖は 5 塩基対の

長さがある、と言います。このように、DNA は通常二本鎖の状態をとっており、全て相補的な塩基対の

組み合わせになっています。 

3. DNA は大抵数千、長い時には数百万塩基対の長さになります。また、鎖の両端がつながって、環状に

なっている DNA もあります。 

4. 細胞の中では、二重鎖 DNA はコイルのようにらせんなっているため、二重らせん構造、と呼ばれてい

ます。 

DNA の二重らせん構造は増幅する時に、とても便利にできています。この二重らせんの鎖は 1 本ずつに

ほぐれることができ、そのどちらか1本が鋳型になり、DNAポリメラーゼと呼ばれる酵素によって、相補的な

ペアが合成されていきます。こうして、DNA は 1 本から 2 本、4 本…と、同じ配列のまま増えていくのです。 
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・タンパク質と RNA は細胞の働きアリ 

生命活動においては、生化学的に非常にたくさんの特異的、かつ効率的な化学反応が同時に起こること

が必要です。それらの化学反応を起こすのは、寿命の短いタンパク質と RNA です。この 2 つの物質は時

には一緒に、時にはそれぞれに、たくさんの機能を発揮します。DNA のように RNA やタンパク質もあるユ

ニットの繰り返しによる長い鎖なのです。 

 

・RNA 

RNA（リボ核酸、Ribonucleic Acid）、は DNA のように 4 種類のユニットが数珠つなぎになって、鎖のような

構造をとっています。RNA ではアデニン、シトシン、グアニン、そしてウラシルの 4 つのユニットから成り、

DNA 同様、G と C、A と U が相補的なペアになっています。RNA も RNA 鎖同士、または DNA 鎖とペアを

組むことができますが、通常細胞内では一本鎖の構造をとっており、鎖の骨組みにある糖部分はデオキ

シリボースではなくリボースです。また、RNA は DNA 断片のコピーになるので、DNA と比較すると短い鎖

になっています。DNA 断片から RNA がコピーされることを転写、といい、RNA ポリメラーゼという酵素が転

写を行います。 

 

・タンパク質 

タンパク質（正確に言うとポリぺプチド）は、鎖のように長くなっていますが、その立体構造は DNA や RNA

と大きく異なります。タンパク質を構成しているユニットは 20 数種類あるアミノ酸という物質です。その鎖が

どういった立体構造をとるかは、ぺプチド鎖に沿ったアミノ酸の配列が大きく影響しています。そしてその

構造は、どういった役割を果たすかに影響します。 

ほとんどの場合、タンパク質は一つの役割を持っています。非常にたくさんの細胞内の機能がタンパク質

によって行われています。酵素、と呼ばれるタンパク質は化学反応の触媒の役割をします。ホルモンタン

パク質はある細胞からある細胞へ信号を伝えます。またあるタンパク質は抗体、と呼ばれ、細胞外侵入者

と戦う役目を果たしています。ある反応を制御するタンパク質は、細胞内のルールに従って、交通整理を

行うものもあります。このように、細胞の中には、多種多様な構造を持ったタンパク質が集まっているので

す。 

    

・一次元的な暗号、三次元的な構造 

DNA は、生命のシステムにおける情報の倉庫です。これまでにも書いたように、この情報は A、T、C、G の

ユニットが一次元的に並ぶことによって暗号化されています。そしてこの一次元的な暗号は、親から子へ

と伝えられます。それは、DNA がそっくりそのまま複製することが可能だからです。 

DNA の短い断片は、転写されるために必要な時に、必要な部分が倉庫の中から選び出されます。これら

の断片を遺伝子、と呼びます。RNA ポリメラーゼと呼ばれる酵素が、A、U、C、G の中からひと塩基ずつ、

鋳型の DNA 断片と完全に同じ配列に成るように、コピーをして RNA が作られます。 

DNA は RNA の鋳型になるだけではなく、RNA ポリメラーゼがいつ、どのくらい、DNA のどこからどこまでの

コピーを作ればいいのか、という情報も持っています。さらに、コピーされる RNA 配列のなかに、その RNA

の寿命と生産性を決める配列をはめ込むこともできるのです。 

RNA には、主に 3 つの種類があります。メッセンジャーRNA（mRNA）、と呼ばれる RNA は、タンパク質を組

み立てるのに必要な配列情報を供給します。トランスファーRNA（tRNA）は、タンパク質のラインの配列組

み立てに関与します。リボソーム RNA（rRNA）は、タンパク質を合成するリボソームの“足場”を組む手助け
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をします。 

mRNA の配列情報からタンパク質が合成されます。リボソームがこの配列を読み、タンパク質のアミノ酸配

列に読み替えます。この過程を翻訳、と呼びます。しかし、4 種類しかないヌクレオチドがどうやって 26 種

類もあるアミノ酸に翻訳されるのでしょうか？ 

翻訳の過程では、リボソームは 3 つのヌクレオチドを同時に読み、その 3 つの並び方がどのアミノ酸に翻

訳するか、という暗号になるのです。この 3 つの並びはコドンと呼ばれ、アミノ酸に読み替えられる並び方

は 64 種類あります。これにしたがって、次々にアミノ酸が端からつなげられ、タンパク質の鎖になっていく

のです。 

また、次々につなげられたアミノ酸の配列が、タンパク質がその特徴を示すように、正確な立体構造をとる

よう折り重なる方法を決定します。 

まとめると、細胞内での情報伝達が、次のように行われています。 

DNA >>> RNA >>>タンパク質>>>>特徴 

情報そのものは一次元的ですが、その意味は三次元構造にあるのです。組換え DNA 技術においては、

生きている細胞の機能が永久的に、そして私たちが望むように変化することが、その細胞が持つ DNA の

一次元的配列の変化によっておこる、と仮定することが基本です。 

 

・遺伝子は、不連続な DNA 情報のファイルである 

遺伝子は、RNA にコピーされるために選ばれた DNA 断片です。直接に、間接的に RNA はそれぞれの機

能を果たしています。そう考えると、遺伝子を機能のユニットとして捉えやすくなるでしょう。 

例えば、バクテリアの抗生物質耐性のように、一つの遺伝子がある一つの性質を支配していることはたくさ

んあります。バラの色やヒトの鼻の形はいくつかの遺伝子が作用することにより支配されている性質です。 

遺伝子にはいろいろな長さがあります。数百塩基対のものもあれば、数万塩基対のものもあります。ある

DNA はほんの数百塩基だったものが数千塩基にまで延長したものもあるかもしれません。また、DNA 分

子（染色体）の数は、1 つしかもってない細胞や数個持っている細胞もあります。大腸菌のようなバクテリア

は約 5,000 の遺伝子を持っています。ヒトは 46 個の DNA 分子を持っており、遺伝子の数は約 10 万と言

われていましたが、つい最近、約 3 万しかないことがわかりました。 

細胞の中にある全ての遺伝子が、同時に、同じ速度で RNA にコピー（転写）される訳ではありません。遺

伝子機能を説明する時に、RNA への転写について説明する必要が出てくることがあります。この転写の

速度は細胞自身の DNA に書かれている、既に決められた規則にのっとってコントロールされています。 

例えば、私たちの体は 100 兆個の細胞でできていると言われますが、その一つ一つがその細胞自身の

DNA を持っています。例えば、肝臓の細胞は肝臓の機能に必要な遺伝子だけを発現させますが、それ

は皮膚の細胞が発現させるものとは全く異なっているのです。 
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・DNA は制限酵素によって切断することができる 

バクテリアは、ウイルス DNA のような外部から入り込んでくる、関係のない DNA に対しての防衛策として、

制限酵素を持っています。制限酵素は、それぞれが独自の、おおよそ 4～6 塩基対の塩基配列を認識し、

そのうちの 1ヶ所を切断します。例えば、BamH Iという制限酵素は、5’..GGATCC..3’という塩基配列を認

識し、2 つの G の間を切断します。 

制限酵素は認識部位が含まれるのであれば、バクテリアでも、植物でも、ヒトの DNA でも切断することがで

きます。 

 

・DNA の断片は DNA リガーゼによって繋ぐことができる 

DNA リガーゼは DNA 断片同士を繋ぐ酵素です。 

ヒトやカエル、トマトの DNA を BamH I で切断した断片は、同じく BamH I で切断したバクテリアの DNA と

簡単に繋ぐことができます。このようにして、二種類の生物由来の DNA 断片をつなげることにより、組換え

DNA は作られるのです。例えば、ヒトのインシュリンをコードする遺伝子をバクテリア DNA に組み込み、あ

った環境下で培養すると、バクテリアはヒトのインシュリンタンパク質を作ることができます。 

 

・プラスミドは DNA の小さな環状断片 

バクテリアには、小さな環状 DNA、プラスミドを細胞内に持つものがあります。プラスミドが増える時は、バ

クテリア自身が持つポリメラーゼで増やされるので、細胞分裂のような細胞にとっておおがかりな仕事をす

る必要がありません。 

プラスミド DNA は小さいので、簡単に抽出、精製することができます。そして、それを制限酵素で切断す

れば、同じ制限酵素で切断した他の生物の DNA 断片をつなぎ合わせることができます。 

つなぎ合わせてできたプラスミドは、形質転換と言う方法で、バクテリア細胞の中で再増幅することができ

ます。プラスミドは、今度は組みこまれた他の生物由来の DNA とともに、永遠に自己複製していくことがで

きます。組みこまれた他の生物由来の DNA にしてみれば、いわば無銭乗車、のようなものです。 

このようにしてプラスミドは完全に増幅され、このとき、組みこまれた他の生物由来の DNA も増幅されてい

ます。このとき、組みこまれた他の生物由来の DNA はクローン化された、と言い、他の生物由来の DNA を

持つプラスミドはベクターと言います。 

他の生物由来 DNA のクローニングに便利な上、ベクターは自身の遺伝子も増やします。バクテリアは栄

養源であるアラビノースがなくなると死にますし、抗生物質耐性遺伝子を持つバクテリアはアンピシリンの

ような抗生物質存在下でも生存することができます。このような遺伝子はプラスミドの中に見られることが良

くあります。これらの遺伝子を含め、他生物由来 DNA を持つプラスミドが細胞に入り、発現されているかど

うかを確認するのは、とても簡単のことなのです。なぜなら、うまく取り込んだ細胞は抗生物質があっても生

きていけますが、そうでない細胞は生きていけないからです。 
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・DNA ライブラリー 

先に述べたように、細胞から抽出された DNA はちいさな断片にカットされ、プラスミドに組み込まれてたく

さんに増えることができます。 

例えば、1,000種類の遺伝子が細胞から抽出され、1,000種類のプラスミドが作成され、それぞれ1つの細

胞に 1 種類の DNA が入ったとすると 1,000 種類の形質転換された細胞が作られたことになります。これは、

1,000 種類の異なった遺伝子情報をもつ細胞ができるわけです。これは DNA ライブラリーと呼ばれていま

す。組み込まれる DNA が抽出された細胞が人間のものであれば、ヒト DNA ライブラリーとなります。 

このようにしてできたライブラリーから適切な条件で調べると、そのなかから目的の DNA を見つけ出すこと

ができます。 
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発現調節、1 遺伝子＝1 タンパク質 

私達の体は、たくさんの異なった役割を持つ、何千ものタンパク質から成り立っています。消化酵素も、そ

の一つですし、私達の体中に走っているホルモン信号や病気から守ってくれる抗体もタンパク質です。そ

の、タンパク質を作るもとになる情報は、DNA が持っています。タンパク質を作り出す暗号を含む DNA 部

分は遺伝子と呼ばれ、人間にはおよそ 3 万の遺伝子が存在します。それぞれ 1 つの遺伝子は、1 つのタ

ンパク質をコードしています。たとえば、消化酵素をコードする遺伝子は消化酵素だけをコードし、抗体や

目の色素をコードする遺伝子とは異なるのです。 

私達生物は、私達の遺伝子が発現するのを自身で調節することで、進化や細胞特異性、環境適応など、

さまざまな理由から、細胞中で機能するタンパク質の量や種類を調節します。遺伝子発現調節は、状況

変化への適応だけでなく、不必要なタンパク質が過剰生産されるのを防ぎます。食物の運搬と消化に関

与する遺伝子も、発現調節されている遺伝子の良い例の一つです。例えば、糖であるアラビノースはバク

テリアにとってエネルギー源と炭素源の両方に使われます。バクテリアは食物としてアラビノースを消化す

るために、3 種類の酵素（タンパク質）を作り出します。これらの消化酵素をコードする遺伝子は、アラビノ

ースがないと発現されませんが、アラビノースが存在すると発現されます。これはどういうことでしょうか？ 

タンパク質の発現調節は DNA から RNA が転写されるときに起こることもあります。この調節はプロモータ

ーと呼ばれる、テンプレートである DNA 上にあり、RNA ポリメラ―ゼが結合し RNA への転写が始まる、と

いう非常に特異的な位置で行われます。バクテリアでは、関係のある遺伝子はある場所に集中して存在し、

一つのプロモーターで転写調節されています。この遺伝子の集団（＝クラスター）はオペロンと呼ばれ、1

つのプロモーターで転写調節されています。 

アラビノースを分解する酵素を始めとした、3 つの消化酵素は araB、araA、araD の 3 つの遺伝子によって

コードされています。これらの遺伝子はクラスターを形成しており、アラビノースオペロンとして知られてい

ます。これら 3 つのタンパク質は P
BAD

という 1 つのプロモーターによって RNA への転写が開始されます。

3 つの遺伝子の転写はプロモーター、オペロンを含む DNA テンプレート、RNA ポリメラ―ゼ、araC という

DNA 結合タンパク質が必要になります。araC は RNA ポリメラ―ゼが結合するアラビノースオペロンの始ま

る DNA 配列部分に結合します。アラビノースが存在すると、バクテリアはアラビノースを細胞内に取り込み

ます。取り込まれたアラビノースは DNA に結合している araC と作用します。RNA ポリメラ―ゼが DNA に

結合することを手助けできるように、アラビノースとの作用によって araC は形を変え、3 つの遺伝子の転写

が始まるのです。3 つの酵素が作られると、その酵素が機能してアラビノースが消化され、なくなっていき

ます。アラビノースがない時には、araC はその形を変えることがないので、転写は行われなくなります。 

pGLO プラスミドの DNA には、アラビノースオペロンの一部分が組み込まれています。プロモーターP
BAD

と

araC 遺伝子が存在しています。しかし、アラビノース消化酵素をコードする araB、araA、araD は含まれて

折らす、変わりにGFP をコードする遺伝子が 1つ、組み込まれています。このことによって、アラビノース存

在下では araC が RNA ポリメラ―ゼの結合を促し、GFP が作り出されるのです。細胞が緑色に光るのは

GFP が細胞内でたくさん作り出されるからなのです。アラビノースがない場合は、RNA ポリメラ―ゼが DNA

に結合する手助けをしないため、GFP 遺伝子は転写されません。GFP タンパク質が作り出されないときは、

細胞はもともとの細胞の状態、光らない、白いコロニーになるのです。 

このことは、DNA＞RNA＞タンパク質＞性質・特徴という、生物を理解する上で､大変重要な 1 つのしくみ

（セントラルドグマ）の格好の例なのです。 
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教育目的遺伝子組換え実験実施の時の注意事項について 

 

2004 年 2 月 19 日から施行された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保

に関する法律」（以下「法」と略）及びその関係規則や省令では遺伝子組換え実験だけでなく、遺伝子組

換え生物の取り扱い全般に関して取り決めがされています。安全性が高い教育目的遺伝子組換え実験

でも研究開発と同様、これに沿って実験を行う必要があります。 

また、これまでの「組換え DNA 実験指針」（以下「指針」と略）は上記法施行と同時に廃止になります。

教育目的実験に関しては大きく変わる部分はないと思われますが、多少の変更点もありますのでご注意く

ださい。 

教育目的遺伝子組換え実験を（特に中学校・高等学校で）実施する際の注意事項を、関係すると思わ

れる条文とともに記します。 

なお、関係法律等の詳細については文部科学省ホームページをご参照ください。 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm） 

 

1. 実験の指導について 

 研究開発等の場合での実験を含む遺伝子組換え生物等の取扱いに関する体制や記録保管について

は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第 3 条の規定に基づ

く基本的事項」（以下「基本的事項」と略）に記述があります。教育目的実験でもできるだけこれに沿った

形で実施することが望ましいと考えられます。 

実験の指導者は遺伝子組換え実験の経験があることが望ましく、また適切に拡散防止措置を執りなが

ら実験従事者を指導することが重要です。また、法令等には教育目的実験における安全委員会等設置

に必要性については記述されていませんが、これまで同様、所属長あるいは実験室が設置されている機

関の長の同意を得ることが望まれます。 

 また、今までのように実験実施に関する記録（実験日時、場所、実験系、実験後の廃棄に関する事項、

参加者名簿等）は残しておくことも必要です。 

  ＜基本的事項より抜粋＞ 

第二 遺伝子組換え生物等の使用等をする者がその行為を適正に行うために配慮しなければならな

い基本的な事項 

1 他法令の遵守に関する事項 

遺伝子組換え生物等の使用等を行う者は、法の規定によるほか、人の健康の保護を図ること

を目的とした法令等予定される使用等に関連する他法令を遵守すること。 

２  遺伝子組換え生物等の取扱いに係る体制の整備に関する事項 

第一種使用規程（第一種使用等の場所を限定する等生物多様性影響を防止するために第一

種使用等の方法を限定する場合に限る。４において同じ。）の承認を受けようとする者又は第二

種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の使用等をする事業所等において生物多様

性への影響を防止するための措置を適切に行うことができるよう、遺伝子組換え生物等の特性及
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び使用等の態様に応じ、遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて検討する委員会等を設

置し、第一種使用規程の承認若しくは拡散防止措置の確認を受けるに当たり又は第二種使用

等を行うに当たり、あらかじめ遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについての検討を行うととも

に、遺伝子組換え生物等の取扱いについて経験を有する者の配置、遺伝子組換え生物等の取

扱いに関する教育訓練、事故時における連絡体制の整備を行うよう努めること。 

３  情報の提供に関する事項 

譲渡者等は、譲受者等に対し、主務省令で定められる情報を提供する際、遺伝子組換え生物

等の性状等に応じて、譲受者等が当該遺伝子組換え生物等を適切に取り扱うために提供するこ

とが望ましいと判断される情報を有する場合には、当該情報についても提供するよう努めること。 

４  記録の保管に関する事項 

第一種使用規程の承認取得者及び第二種使用等をする者は、使用等の態様、２の委員会等

における検討結果、譲渡等に際して提供した又は提供を受けた情報等を記録し、保管するよう

努めること。 

 

2. 実験系について 

 指針には別表７に教育目的組換えDNA実験に使用できる宿主－ベクター系及び供与体DNAがリ

ストアップされていました。法律化に伴いこれらの記述はなくなりましたが、本キットで使用している宿

主－ベクター系及び供与体 DNA はこれらに該当している、非常に安全性の高いものとして選ばれた

ものですので、今後も教育目的実験にご使用いただくことができます。 

 

3. 実験室について 

法律では、教育目的遺伝子組換え実験は実験室内で行なわれる「第二種使用」にあたります。第二種

使用についてはいくつか別途省令等が定められていますが、その中でもこのキットを使用した実験系等を

行なう教育目的実験は「研究開発等に関る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡

散防止措置を定める省令」に規定されているP1レベルの拡散防止措置（これまでの指針では物理的封じ

込め）を執る必要があります。 
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＜第二種省令より抜粋＞ 

（遺伝子組換え実験に係る拡散防止措置の区分及び内容） 

第4条 遺伝子組換え実験（別表第1に掲げるものを除く。次条において同じ）に係る拡散防止措置の

区分及び内容は、次の各号に掲げる遺伝子組換え実験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める

とおりとする。 

1 微生物使用実験別表第2の左欄に掲げる拡散防止措置の区分について、それぞれ同表の右欄

に掲げる拡散防止措置の内容 

別表第 2（第 4 条第 1 号関係） 

   

拡散防止

措置の区

分 

拡   散   防   止   措   置   の   内   容 

一   Ｐ１レ

ベル 

イ   施設等について、実験室が、通常の生物の実験室としての構造及び設備を有

すること。 

ロ   遺伝子組換え実験の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守すること。 

(1)    遺伝子組換え生物等を含む廃棄物（廃液を含む。以下同じ。）については、

廃棄の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。 

(2)    遺伝子組換え生物等が付着した設備、機器及び器具については、廃棄又

は再使用（あらかじめ洗浄を行う場合にあっては、当該洗浄。以下「廃棄等」と

いう。）の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。 

(3)    実験台については、実験を行った日における実験の終了後、及び遺伝子組

換え生物等が付着したときは直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するため

の措置を講ずること。 

(4)    実験室の扉については、閉じておくこと（実験室に出入りするときを除く。）。 

(5)    実験室の窓等については、昆虫等の侵入を防ぐため、閉じておく等必要な

措置を講ずること。 

(6)    すべての操作において、エアロゾルの発生を最小限にとどめること。 

(7)    実験室以外の場所で遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講じ

ようとするときその他の実験の過程において遺伝子組換え生物等を実験室か

ら持ち出すときは、遺伝子組換え生物等が漏出その他拡散しない構造の容器

に入れること。 

(8)    遺伝子組換え生物等を取り扱う者に当該遺伝子組換え生物等が付着し、又

は感染することを防止するため、遺伝子組換え生物等の取扱い後における手

洗い等必要な措置を講ずること。 

(9)    実験の内容を知らない者が、みだりに実験室に立ち入らないための措置を

講ずること。 
  

 

  

4. 組換え体の保管及び運搬について 

 組換え体を保管・運搬する場合にはしっかりと密閉し、それが組換え体であることを容器や外箱に明記

する必要があります。 

 例えば実験で作成した組換え大腸菌をオートクレーブ処理するまでの間保管する時、それらを箱

等の中にまとめて冷蔵庫で保管するとします。この場合、大腸菌を培養したプレートやチューブへの

表記はもちろん、箱の外側や冷蔵庫の外側にも“組換え大腸菌保管中 取り扱い注意”等の張り紙

をしてください。 
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＜第二種省令より抜粋＞ 

（保管に当たって執るべき拡散防止措置） 

第 6 条 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち、保管（遺伝子組換え実験

又は細胞融合実験の過程において行われる保管を除く）に当たって執るべき拡散防止措置は、次に

定めるとおりとする。（施行規則第 16 条第 1 号、第 2 号及び第 4 号に掲げる場合並びに虚偽の情報

の提供を受けていたために、第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第二種

使用等をする場合を除く。） 

1 遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れ、かつ、当該容器の見や

すい箇所に、遺伝子組換え生物等である旨を表示すること。 

2 前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器は、所定の場所に保管するものとし、保管場所が冷蔵

庫その他の保管のための設備である場合には、当該設備の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物

等を保管している旨を表示すること。 

（運搬に当たって執るべき拡散防止措置） 

第7条 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち、運搬（遺伝子組換え実験又

は細胞融合実験の過程において行われる運搬を除く）に当たって執るべき拡散防止措置は、次に定

めるとおりとする。（施行規則第16条第1号、第2号及び第4号に掲げる場合並びに虚偽の情報の提

供を受けていたために、第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第二種使用

等をする場合を除く。） 

1 遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れること。 

2 当該遺伝子組換え生物等の遺伝子組換え実験又は細胞融合実験に当たって執るべき拡散防止

措置が、Ｐ１レベル、Ｐ２レベル、ＬＳＣレベル、PＳ１レベル、Ｐ１Ａレベル、Ｐ２Ａレベル、特定飼育区

画、Ｐ１Ｐレベル、Ｐ２Ｐレベル及び特定網室以外のものである場合にあっては、前号に規定する措

置に加え、前号に規定する容器を、通常の運搬において事故等により当該容器が破損したとして

も当該容器内の遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れること。 

3 最も外側の容器（容器を包装する場合にあっては、当該包装）の見やすい箇所に、取扱いに注意

を要する旨を表示すること。 
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付録付録付録付録 GGGG 

 

pGLOpGLOpGLOpGLO バクテリア遺伝子組換えキットの改良法バクテリア遺伝子組換えキットの改良法バクテリア遺伝子組換えキットの改良法バクテリア遺伝子組換えキットの改良法および注意点および注意点および注意点および注意点    

この書類は製品に添付されている英文書類「ATTENTION!」（10019401 Rev B）の日本語訳です。 

 

・ この文章にはｐGLO キットを使用した実験の最適化するためのヒントが記載されています。 

・ pGLO バクテリア遺伝子組換えキットのマニュアルは弊社ホームページ(http://www.bio-rad.com)

より入手することができます。 

・ 大腸菌(E.Coli HB101)溶液の調製のプロトコールについて改法があります。詳細は以下をご参照く

ださい。 

 

保存保存保存保存    

大腸菌(E.Coli HB101)バイアルは 4℃保存です。 

 

以下の実験のポイントに注意を払うことで実験の成功に繋がります。 

 

大腸菌大腸菌大腸菌大腸菌(E.Coli HB101)(E.Coli HB101)(E.Coli HB101)(E.Coli HB101)溶液の調製（新プロトコール）溶液の調製（新プロトコール）溶液の調製（新プロトコール）溶液の調製（新プロトコール）    当テキスト当テキスト当テキスト当テキスト 16161616 ページページページページ    Step 2Step 2Step 2Step 2    

LB 培地を使用して大腸菌溶液を調製し、インキュベーターに置いておくと、形質転換用溶液で大腸菌溶

液を調製後すぐに培地に塗布した場合（旧プロトコール）に比べ初期コロニー数が増加します。 

実験に先立って 24-48 時間前に凍結乾燥された大腸菌（E.coli HB101）を懸濁します。 

大腸菌（E.coli HB101）バイアルに 250ul の LB 培地を無菌のピペットを使用して直接加えて、蓋をし、バ

イアルを優しく揺らしてすべてのバクテリアを確実に混和します。バイアルを 37℃のインキュベーターに

8-24 時間おきます。その後使用まで冷蔵保存します。 

もしインキュベーターもしくはウォーターバスがない場合には、バイアルを大量の水で 37℃まで加熱後、

室温で 16～24 時間放置します。 

 

スタータープレートの準備スタータープレートの準備スタータープレートの準備スタータープレートの準備    

寒天培地を準備するためにビーカーの代わりにフラスコを使用することにより良好な結果が得られます。 

不均一な寒天の混合は寒天が凝固しない原因になります。寒天が完全に溶解されることを確認してくださ

い。スタータープレートに大腸菌を塗布して、37℃で培養後は、スタータープレートは 24-36 時間内に使

用されるべきです。36 時間以上経過したスタータープレートを使用した実験は失敗する可能性が高くなり

ます。 

 

LBLBLBLB プレートからマイクロチューブにコロニーをすくいとるプレートからマイクロチューブにコロニーをすくいとるプレートからマイクロチューブにコロニーをすくいとるプレートからマイクロチューブにコロニーをすくいとる    

スタータープレートの単一コロニーをすくいとる過程は、必要量より多くの細胞をすくい取ってしまいがち

です。 

直径およそ 1mm である単一コロニーは何百万ものバクテリア細胞を含んでいます。 

形質転換効率を増加させるために、直径 1-1.5mm の大きめのコロニーを 2-4 つ選択してください。 

4 つを超えるコロニーの選択は形質転換効率を減少させるかもしれません。 

形質転換の成功のためにはバクテリアが積極的に成長していなければならないので、選択するコロニー

はプレート上の密集部分ではなく、単独のコロニーを選択してください。 

 

DNADNADNADNA の添加の添加の添加の添加    

ｐGLO バイアルから+DNA チューブへのプラスミド DNA の添加操作は重要な手順です。 

プラスミド溶液がフィルムのようにループに膜が張ってあるか確かめるために、ループを注意深く見なけれ

ばなりません。これは、シャボン玉を吹くためのワイヤーループに石鹸がフィルムのように張っているところ

を確認するに似ています。 

別の方法で、「+pGLO」チューブの中への pGLO プラスミドの 10μl をマイクロピペットで添加して、よく混

合するというのも可能です。 
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ヒートショックヒートショックヒートショックヒートショック    

外来由来 DNA のバクテリアへの取り込みを増加させるための手順はヒートショックと呼ばれています。 

この操作では時間に関する指示に従うことは重要です。さらに、重要なのは、速やかな温度変化およびヒ

ートショックの時間です。 

最適な結果を得るためには、大腸菌の入ったチューブは、42℃で 50 秒間ウォーターバスに入れられた後、

直ちに氷上に戻します。また、ヒートショック時間の不足は形質転換効率を 1/10 に減少するでしょう。その

一方で 90 秒間のヒートショックは形質転換効率が 50 秒間のヒートショックに比べておよそ半分になるでし

ょう。 

いずれの場合も、形質転換は起こりますが、ヒートショック時間は 50 秒が最適です。 

最大の形質転換効率を得るために必ず立方体の氷(キューブアイス)ではなく砕かれた氷（クラッシュアイ

ス）を使用してください。 

インキュベーターの正確な温度をチェックするために 2 つの温度計を使用してください。 

 

形質転換体とコントロールのプレートへの滴下形質転換体とコントロールのプレートへの滴下形質転換体とコントロールのプレートへの滴下形質転換体とコントロールのプレートへの滴下    

マイクロチューブからプレートへ細菌懸濁液を滴下する際には注意が要求されます。 

バクテリアはマイクロチューブの底に沈殿しています。したがって、片方の手の人差し指および親指の間

でマイクロチューブの上部を保持し、もう片方の手の指でチューブの底をタッピングします。 

マイクロチューブから大腸菌を取る前に必ず指でチューブをタッピングするかもしくはピペットで溶液を混

和すること。 

さらに、プレートの培地に滴下して、液が広がった直後に、プレートに蓋をしたことを確かめてください。 

プレート表面を新しい無菌ループの平面を素早く前後に滑らすことにより、アガロース表面の液を均一に

広げてください。 

 

GFPGFPGFPGFP（緑色蛍光タンパク質）精製クロマトグラフィーキット（キット（緑色蛍光タンパク質）精製クロマトグラフィーキット（キット（緑色蛍光タンパク質）精製クロマトグラフィーキット（キット（緑色蛍光タンパク質）精製クロマトグラフィーキット（キット 2222））））    

もし pGLO 遺伝子組換え実験に引き続き GFP 精製キット(166-0005JEDU)実験を計画する場合は、

LB/amp/ara プレート上の pGLO 形質転換されたバクテリアを取っておかなければなりません。 

プレートを保存する最良の方法は培地側を上に冷蔵庫のような涼しさ場所でそれらを格納することです。 

これによりバクテリアが生きたまま、次の実験を始めるためにそれらを必要とするまで、それらの活発な成

長を制限するでしょう。上下逆さまのプレートの格納は、培地上のコロニーを汚す凝集水分を防ぎます。 

理想的には、プレートは 2-4 週以内に使用されるべきです。より長い保存については、湿度損失を防ぐた

めにパラフィルムでプレートを確実に包んでください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオ･ラッドバイオ･ラッドバイオ･ラッドバイオ･ラッド    ラボラトリーズ株式会社ラボラトリーズ株式会社ラボラトリーズ株式会社ラボラトリーズ株式会社    

本社  〒116-0014 東京都品川区東品川 2-2-24 

Tel : 03-6361-7000  Fax : 03-5463-8480 
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製品の学術的なお問い合わせ製品の学術的なお問い合わせ製品の学術的なお問い合わせ製品の学術的なお問い合わせ    

修理・メンテナンスに関するお問い合わせは修理・メンテナンスに関するお問い合わせは修理・メンテナンスに関するお問い合わせは修理・メンテナンスに関するお問い合わせは    

Tel : 03-6404-0331  Fax : 03-6404-0334 
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