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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 2  GFP精製クロマトグラフィーキット」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。「Kit 1 pGLOバクテリア遺伝子組換えキット」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、この「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。 

バイオ・ラッドのGFPを利用したカリキュラムはとてもユニークで、理科の先生方に非常に驚かれ、また興味を

持って頂いています。バイオ・ラッドではこれからもカリキュラムや製品の改良を勧めていきます。皆様のお声

はその意味でも大変重要です。ぜひご意見をお聞かせください。 
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干草の山の中にある針は光っているほうが見つけやすい？ 
 このカリキュラムは、Biotechnology Explorer 「Kit 1 pGLO バクテリア遺伝子組換えキット」（カタログ番号

166-0003JEDU）に続くキットとして作られました。この Kit 1 で行われる実験は、pGLO プラスミドを大腸菌に

遺伝子導入することから始まります。形質転換された大腸菌は遺伝子工学的に GFP（Green Fluorescent 
Protein）と呼ばれる、緑色蛍光を有するタンパク質を産出します。本キットでは、この大腸菌を液体培地で培

養し、細胞を集めて破砕して菌体内の GFP を溶液中に放出させます。そして付属のクロマトグラフィーカラム

を用いて、その溶液（たくさんの物質が溶解している）の中から GFP だけを単離します。GFP には特有の蛍光

活性があるので、長波長 UV ランプ（またはブラックライト）を用いて、これらの過程を目で追うことができます。 

 現在のバイオテクノロジーの基本的手法として、組換え DNA 分子の作成があります。これを行う一つの目的

は、ある部分から DNA を切り取り、ほかの DNA につなぎ合わせる手法です。組換え DNA 分子の作成は、

ある生物から機能的に必要な情報をもつ DNA 断片（遺伝子）を切り出し、他の生物の DNA につなぎ合わせ、

その遺伝子の働きを調べることです。この結果、予想されることは、受け取り側の細胞の中で、新しく獲得した

遺伝子が機能することです。例えば、ある植物に害虫や病気への耐性遺伝子を与えることができるし、機能し

ない遺伝子や変異遺伝子を持つ人たちに機能する遺伝子を与えることもできます。 

 これを利用すると、ヒトや動物、あるいは植物の遺伝子を切り出し、バクテリアの中に入れる事ができます。

例えば、インシュリンというホルモンを作る健康なヒトの遺伝子を、大腸菌に入れ込むことができるのです（遺

伝子導入）。大きな槽のなかで培養することで、この大腸菌にヒトインシュリンタンパク質を大量に産出させるこ

とができます。この遺伝子工学的に生産されたインシュリンはタンパク質クロマトグラフィーを用いて精製され、

インシュリン遺伝子が正常に機能しない糖尿病患者の治療に用いられています。 

 このように形質転換した大腸菌から、遺伝子工学的に生産したタンパク質を精製する場合、たくさんの物質

の中から目的のタンパク質だけを単離する手段を見つけることはとても難しいのです。クロマトグラフィーは、

大腸菌タンパク質の中から目的とするタンパク質を分離し、精製するために使用される、非常に効果的な方

法です。この方法で精製したタンパク質は例えばヒトの病気の治療薬として、あるいは、洗濯洗剤を改良する

天然酵素のような家庭用薬剤として利用できます。 

 GFP 遺伝子のクローニングと発現の過程（Kit 1 pGLO 遺伝子組換えキット）、およびそれに続く本キットでの

タンパク質精製過程は、企業が商品価値のあるタンパク質を生産し、精製するために用いている過程と全く

同じです。GFP は、本来発光クラゲ（オワンクラゲ）Aequoria victoria が持っていたものです。GFP には特別な

商品価値があり、GFP 遺伝子がその他の天然資源（植物あるいは動物）に由来するという仮説を立てて授業

を行っても良いかも知れません。 

｢遺伝子操作された DNA は世界で最も単価の高い物質だった。小さすぎて肉眼では見えないような顕微鏡

の中の小さな 1 個の細菌でも、心臓を攻撃するストレプトキナーゼ酵素の遺伝子や、作物を氷害から守る

｢凍結｣遺伝子を持っていれば、しかるべきバイヤーなら 50 億ドルだって出しただろう｣ 

－マイケル・クライトン－ ジュラシックパーク 
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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＝4 人×8 グループ分

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。 

注： このキットでは、Kit1 pGLO バクテリア遺伝子組換えキットで作成した組換え大腸菌のプレート 2 枚

（LB/amp/ara および LB/amp）が必要になります。 本キット単独での実験はできません。 

Kit１での形質転換終了後は、形質転換用プレートを冷蔵庫に保管して細胞の活性を保ってください。 

 

キット内容 1 キットあたりの数量 （ ） 

アンピシリン－凍結乾燥 1 バイアル  

（L-）アラビノース－凍結乾燥 1 バイアル  

LB 培地カプセル（50ml 分） 1 錠  

リゾチーム－凍結乾燥 1 バイアル  

   

TE バッファー（10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH8.0；滅菌済み） 1 本  

結合バッファー（4 M (NH4)2SO4/TE, pH8.0） 1 本  

カラム平衡化バッファー（2 M (NH4)2SO4/TE, pH8.0） 1 本  

カラム洗浄バッファー（1.3 M (NH4)2SO4/TE, pH8.0） 1 本  

HIC クロマトグラフィーカラム 8 個  

カラムエンドキャップ 1 袋  

   

植付け用ループ－10 本 2 袋  

ピペット－滅菌済み、個別包装 40 本  

マイクロチューブ－2.0ml、透明 30 個  

培養用チューブ－15ml、滅菌済み（25 本） 1 袋  

コレクションチューブ－5ml、ポリスチレン 25 個  
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キットに含まれない付属品 1 クラスあたりの数量 （ ） 

形質転換済みプレート 
（Kit 1－LB/amp および LB/amp/ara） 

2  

長波長 UV ランプ* 1～4  

電子レンジ 1  

1L フラスコ 1  

250（200-300）ml フラスコ 1  

メスシリンダー 100ml および 250ml 1  

蒸留水(ピペットすすぎ用) ～4L  

温度計 1  

遠心分離機 1  

ピペットすすぎ用ビーカー 1  

オートクレープ 1  

油性マーカーペン 1  

冷凍冷蔵庫 1  

マイクロチューブラック（例 : 166-0479JEDU Jellyfish
フォームフロート 8 枚入） 

8  

   

オプション   

恒温振とう培養器あるいはインキュベーター 1  

（振とう器を使用すると液体培地中の細菌の生育が早ま

りますが、必ずしも必要ではありません） 

  

   

*UV ランプ 1～4  

紫外線は目や皮膚に損傷を与える場合があります。短波長紫外線のほうが、長波長紫外線

よりも有害です。ここで推奨するバイオ・ラッドの UV ランプは長波長です。使用時は紫外線

カットのメガネあるいはゴーグルを使用してください。 
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時間割  
本キットのカリキュラムは 5 時間の授業で構成され、実験が 4 つあります。全授業とも 50 分間で行えるよう

になっています。 

Lesson 1 クロマトグラフィーのイントロダクション、講義、質問 

Lesson 2 大腸菌の培養 

Lesson 3 精製 第 1 段階－大腸菌の集菌と破砕 

Lesson 4 精製 第 2 段階－不溶物の除去 

Lesson 5 精製 第 3 段階－タンパク質クロマトグラフィー 

 

実験開始前の準備 
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。 

 

内 容 タイミング 所要時間 

マニュアルを読む 即 時 1 時間 

液体培地の調製 Lesson2 の前 15 分 

実験用具の準備 各授業日 1 回 5 分 
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実験のポイント 
 ここでは、実験プロトコール中の技術的に難しい段階、あるいは全体の結果および実験の理解に非常に重

要なポイントについて説明します。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。 

 学生用ガイドには、Lesson 2～5 の全ての実験段階および技術を詳細に解説・図解しています。実験プロト

コールについてはそちらも参照してください。 

実験全般について 

＜ピペットの使用＞ 

 実験開始前に、学生にピペットの目盛を示します。Lesson2～5 で 250 l から 1ml の目盛を使用します。 

 

＜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。 

＜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、「Kit 1 pGLO バクテリア遺伝子組換えキット」を用いて作成した大腸菌の組換

え体も同様です。 

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
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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。 

また、このキットを用いる場合、形質転換の実験はすでに終わっていますが、それによって作成された組換え

体を用いる実験も組換え DNA 実験に含まれますので、その点について注意が必要です。 

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。このキットを使用した実験も、組換え体（形質

転換後の大腸菌）を用いるため、「遺伝子組換え実験」に相当します。（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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Lesson 1 形質転換について 

＜培 地＞ 

     ここで用いる液体、固体の培地は LB(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。 

＜抗生物質による選択＞ 

 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持つ細胞は、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。 

したがって、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大腸菌のタンパク質 

araC タンパク質 

GFP 

-ラクタマーゼ 
大腸菌の染色体
DNA 

大腸菌に新しい遺伝子を挿入するために使われる、遺伝子工

学的に作られたプラスミド 

「GFP」 GFP をコードする遺伝子 

｢bla｣ -ラクタマーゼをコードする遺伝子。 -ラ
クタマーゼは大腸菌を抗生物質（アンピシ

リン）に対して耐性にするタンパク質。 

「araC」 araC タンパク質をコードする遺伝子。

araC タンパク質は GFP の生産を調整する

タンパク質。 
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＜遺伝子調節＞ 

 キット１ pGLO 遺伝子組換えキットで学習するポイントの 1 つは、遺伝子調節の概念です。キット１では、

pGLO プラスミドで形質転換した大腸菌を LB/amp および LB/amp/ara プレート上で培養します。GFP 遺伝子

の発現は、アラビノース・プロモーターに発現調節されます。従って、大腸菌をアラビノース入りの LB 寒天培

地（LB/amp/ara）上で培養すると GFP が発現し、コロニーは緑色蛍光を持ちます。反対に、アラビノースを含ま

ない LB 寒天培地（LB/amp）上で大腸菌を培養すると遺伝子が発現されず、コロニーは白色になります。（詳

細は付録 D をご覧ください。） 

 このキットを使用することにより、遺伝子調節についての概念をさらに広げることができます。GFP 遺伝子を

有しているが、アラビノースがないために GFP を生産していない、白色コロニーを LB/amp/ara 液体培地に接

種すると、培地中のアラビノースが大腸菌に取り込まれ、次第に GFP が発現するようになります。大腸菌はア

ラビノースによって GFP を発現させ、液体培地は緑色蛍光になります。 

 

Lesson 2 細胞培養の生育 

＜1 個の大腸菌コロニーの単離＞ 

 この実験では、LB/amp プレートから白色コロニーを 1 個、LB/amp/ara プレートから緑色蛍光コロニーを 1 個

拾い上げ、同じ液体培地で培養します。 

 クローニングとは、単一の遺伝子を分離し、増殖させることです。1 つの大腸菌コロニーは元々、1 個の大腸

菌だったので、同一コロニー中の大腸菌は遺伝的に同一であり、クローンと呼ばれます。学生が寒天培地上

の緑色蛍光および白色のコロニー（あるいはクローン）を拾い上げると、分離したコロニー1 個を培養するため

に選択したことになります。寒天上で他のコロニーから 1～2 ㎜以上離れているコロニーは、他の大腸菌による

遺伝的コンタミを受けていません。下図は、緑色蛍光コロニーで発現される遺伝子を図解したものです。 

 

 

  

 

蛍光緑色 
コロニー 

形質転換した大腸菌 

GFP 

-ラクタマーゼ 

大腸菌由来タンパク質 

araC タンパク質 
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先生が、植付け用ループを用いて他のコロニーから十分離れている単一のコロニーを寒天から拾い上げる方

法を実演して見せても良いでしょう。コロニーを拾い上げて培養チューブに分離する間は、適切な無菌操作

法を行うことが大変重要です。必要なとき以外はできるだけプレートやチューブにはフタをすることを学生に徹

底させてください。 

＜液体培地での一晩培養＞ 

 GFP 遺伝子から蛍光を持つ構造のタンパク質を生産させるためには、32℃（以下）で培養する必要がありま

す。32℃の培養器がない場合は、室温で振とうして培養できますが、この場合の培養時間は 24 時間よりも長

く、48 時間を要するかもしれません。 

 この実験では、32℃で一晩、液体培地で培養しただけで、大腸菌が十分に生育してタンパク質を生産する

ようになります。しかし、液体培地を激しく振とうすると、分裂過程にある細胞により多くの酸素が供給され、生

育が早まります。このことが、振とう培養器の使用を強くお勧めする理由です。振とう培養器がない場合は、手

で 30 秒間振とうしてから 32℃で 1～2 日培養できます。スプレー缶を振るように、栓をした培養チューブを 30
秒間激しく振るだけです。その後、チューブを傾けてインキュベーターに 1～2 日置いてください。インキュ

ベーターの中でチューブを水平に置くと、培養表面積＝酸素交換が最大になります。培養期間中、定期的に

チューブを取り出して振とうすると、細胞の生育をより促進することになります。 

 できるだけ一定の速さで、より激しく振とうすることにより、菌の生育がより多くなり、GFP の産出がより多くなり

ます。いずれの場合も、培養後に紫外線を照射すると明るい緑色の蛍光を発するはずです。 

 

培養条件 所要日数 

32℃－振とう 1 日 

32℃－振とうなし 1～2 日* 

室温－振とう 2 日 

室温－振とうなし お勧めしません 

* 定期的に手で振り、インキュベーター内では水平に置きます。 

＊Lesson 3 から Lesson 5 までの実験を続けて実施する場合、Lesson 3-1 から 3-5 までで 1 本、3-6 で１本、

3-7 から最後まで 1 本の計 3 本/1 班のピペットを洗いながら使うことができます。Lesson ごとに実験を行う場合

は、それぞれの Lesson ごとに 1 本ずつのピペットを使用してください。 
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Lesson 3 精製 第 1 段階 － 大腸菌の集菌と破砕 

＜遠心分離＞ 

 遠心分離は、高速で回転させることで分子を大きさごとに分ける場合に使用する技術です（衣類を脱水する

と洗濯機の内壁にぎっしり押し付けられるのとほとんど同じです）。ここでは 1 回遠心分離することにより、より

重い大腸菌細胞がより軽い液体培地から分離します。遠心分離するとチューブ底部に大腸菌の｢沈殿｣がで

き、液体｢上清｣が沈殿の上に残ります。大腸菌の集菌は、液体培地で生育した大腸菌（Lesson 2）から GFP
を分離する過程の第 1 段階です。 

 液体培地を分種する前に、培養チューブを数回転倒混和した後にピペットで吸い取り、大腸菌を含む培養

液 2ml をマイクロチューブに静かに 1 回注ぎます。その後、遠心分離して大腸菌をマイクロチューブ底部に沈

殿させ、沈殿上部の上清を捨てます。大腸菌内で緑色蛍光タンパク質が発現しているので、紫外線を照射す

ると沈殿は明るい緑色の蛍光を発するでしょう。この時点で｢沈殿｣と｢上清｣について簡単に話し合うと良いか

もしれません。 

 

上 清 

形質転換した大腸菌 

GFP 

-ラクタマーゼ 

大腸菌由来タンパク質 

araC タンパク質 

菌体の沈殿 

 

＜菌体沈殿のけん濁＞ 

 この段階では、沈殿全体を TE バッファーにけん濁させます。沈殿に TE バッファー250 l を加え、バッファー

中の大腸菌をピペットで上下させ、慎重かつ迅速に沈殿物をけん濁してください。（ボルテックスミキサーがあ

る場合は、ボルテックスミキサーで弱めに攪拌するとけん濁しやすくなります。）チューブ内に大腸菌の塊があ

るかどうか肉眼で調べることができます。塊がある場合は、必ず大腸菌が完全にばらばらになるまでピペットで

液を上下させてください。 

＜リゾチーム＞ 

 リゾチームは酵素であり、細胞壁の多糖残基を分解することにより、大腸菌細胞壁を分解（あるいは溶解）す

る働きがあります。この実験で行う凍結融解処理は、細胞壁と細胞質膜の完全な破壊に有用です。完全な破
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壊、あるいは｢溶解｣により、GFP などの可溶性成分が放出されます。リゾチームはヒトの涙中に存在し、細菌

感染から眼を防御する殺菌剤として働きます。リゾチームという名前は、この酵素本来の、細菌を｢溶解

（lyse）｣する能力からつけられました。 

 

 

 

 

Lesson 4 精製 第 2 段階 － 不溶物の除去 

＜不溶物の除去＞ 

 この最後の遠心分離処置により、溶解した大腸菌細胞の大きな粒子（細胞質膜や細胞壁など）が、GFP など

の小さなタンパク質から分離されます。より大きな残渣はマイクロチューブ底部に沈殿し、一方、より小さなタン

パク質は上清に残ります。この段階で上清に紫外線を照射すると、明るい緑色の蛍光を発するでしょう。その

後学生に、非常に慎重に、1ml の滅菌ピペットを使用して上清を沈殿から取り、2.0ml のマイクロチューブに入

れさせてください。この操作は必ず遠心分離直後に行ってください。さもないと沈殿物が再溶解して上清に混

入し、Lesson 5 の精製段階でクロマトグラフィーカラムを詰まらせてしまう可能性があります。 

 

＋リゾチーム 遠心分離 

凍結・融解＋ 

けん濁した 
菌体沈殿 

沈殿 
（細胞壁および残渣）  
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Lesson 5 精製 第 3 段階 － タンパク質クロマトグラフィー 

＜タンパク質クロマトグラフィー＞ 

 クロマトグラフィーは、複数の混合物中のタンパク質を分離する非常に効果的な技術です。GFP を大腸菌由

来のタンパク質から分離しなければなりませんが、大腸菌由来のタンパク質は何千もあります。クロマトグラ

フィーでは、シリンダーあるいはカラムに、肉眼では見えないほど小さなビーズ（ベッド）を隙間なく充填してい

ます。これらビーズはマトリクスを形成し、タンパク質は採集されるまでこのマトリクス中を通過しなければなりま

せん。ここでは GFP の有する疎水性を利用して、同じく疎水性を有するマトリクスに GFP を吸着させます。他

の大腸菌由来タンパク質はほとんどが親水性あるいは GFP より弱い疎水性を有していますので、分子周辺の

条件を変えることにより GFP から分離することができます。 

 疎水性の（｢水を嫌う｣）物質は水とはなじみません。疎水性物質を塩溶液中に滴下すると、お互いに吸着し

合おうとする傾向があります。タンパク質を構成するアミノ酸の中には疎水性が非常に高いものもあります。高

濃度の塩はタンパク質の立体構造を変化させてしまうので、タンパク質の疎水性領域はさらに表面に現れ、

親水性（｢水を好む｣）領域はさらに隠れてしまいます。 

 塩溶液中のマトリクスにサンプルを乗せると、サンプル中の疎水性タンパク質がカラムのビーズに吸着しま

す。疎水性が高いほど強く吸着します。塩を取り除くとタンパク質の立体構造が再び変化するので、今度は疎

水性領域がタンパク質内側に移動し、親水性（｢水を好む｣）領域が外側に移動します。その結果、疎水性タ

ンパク質がビーズに吸着しなくなってカラムの端から溶出し、他のタンパク質から分離されます。 

＜疎水性相互作用クロマトグラフィー（HIC；Hydrophobic Interaction Chromatography）＞ 

 Lesson 4 および 5 では、疎水性相互作用クロマトグラフィー（HIC）を使用して上清中の可溶性 GFP を精製

します。GFP には数種類の疎水性アミノ酸があるため、タンパク質全体の疎水性が高くなっています。GFP を

多く含む上清が塩濃度の高いバッファー（結合バッファー）中のHICカラムを通過する場合、GFPの疎水性領

域が HIC ビーズに吸着します｡疎水性の低い（あるいはより親水性の）他のタンパク質はカラムを通り抜けます。

この 1 回の操作で、GFP を大腸菌性タンパク質の複合混合物から分離することができます｡ 

＜GFP 上清をクロマトグラフィーカラムに乗せる＞ 

 学生が GFP 上清をカラムに乗せる場合、クロマトグラフィー操作中にカラムベッドの表面を乱さないことが重

要です。カラムベッドの表面はほぼ平坦でなければなりません。カラムベッドの平坦さをわずかに欠く程度で

は操作に大きな影響を与えません。しかし、サンプルアプライ、洗浄、そして溶出の過程を連続して行うと、

ビーズがバッファー中に｢舞い上がる｣ような カラムベッド表面の乱れが最小になるはずです。GFP 上清をカ

ラムに乗せる場合は、必ずピペット先端をカラム内に入れてカラム内壁につけ、上清をカラム内壁に沿わせて

徐々にゆっくりと排出してください。上清がすべてカラム内に入ると、UV ランプ下でカラムベッド頭部に蛍光を

発する緑色バンドが観察されるはずです。 

 HIC 操作では異なる 4 種類のバッファーを使用します。それぞれのバッファーはカラム内壁に沿わせて徐々

に注入し、カラムベッド表面を乱さないようにしなければなりません。 
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＜平衡化バッファー 2M （NH4）2SO4＞ 

 塩濃度が中等度のバッファーであり、GFP が結合するようにクロマトグラフィーカラムを準備（＝平衡化）する

ために使用します。 

 

＜結合バッファー 4M （NH4）2SO4＞ 

 大腸菌溶解物に、塩濃度が高い結合バッファーを同量加えます。最終的に、GFP を含有する上清の塩濃

度が平衡化バッファーと同濃度になります。塩濃度が高い溶液中ではタンパク質の疎水性領域がより表面に

現れ、カラムの疎水性領域と反応して結合できます。 

 

＜洗浄バッファー 1.3M （NH4）2SO4＞ 

 塩濃度が中等度の洗浄バッファーを使用して弱く結合しているタンパク質を洗い流すと、疎水性の高いタン

パク質（GFP）のみがカラムに結合して残ります。カラムに洗浄バッファーを注ぐ場合は、カラムベッドをできる

だけ乱さないように注意してください。カラム内壁に沿わせて、一定の速さで徐々に注ぐのが最も効果的です。

この時点で、GFP のバンドはマトリクス表面から（ベッド中へ 1～2mm）浸透し始めるはずです。 

 

＜溶出バッファー TE バッファー；10mM Tris/EDTA＞ 

 塩濃度が低いバッファー（TE バッファー）を使用して GFP をカラムから洗い出します。塩濃度が低いバッ

ファー（水よりは高濃度）中では GFP の構造が変化するので、GFP の親水性残基がより表面に現れ、その結

果 GFP がカラムよりもバッファーに高い親和性を持つようになり、GFP がカラムから洗い出されるのです。上述

のとおり、ピペットを使用して TE（溶出）バッファー750μl をカラムに静かに注ぎます。TE バッファーは GFP と

カラムベッドの結合を分裂させるので、GFP をカラムから｢溶出｣させることになります。GFP は明るい緑色蛍光

バンドとしてカラムを通過するはずです。UV ランプを使用すると、この過程を簡単に観察できます。これ以前

のいずれかの段階でカラムベッドが乱れた場合は、GFP は明瞭なバンドとしては溶出せず、不規則に歪んだ

形で溶出するでしょう。しかし、この場合でも溶出が起こっているはずです。成功していれば、3 番目のコレク

ションチューブが明るい緑色の蛍光を発するはずです。 

 

＜チューブの保管＞ 

 全てのコレクションチューブおよびその採集した溶液は、パラフィルムをかけるか、あるいはラップ等で、冷

蔵庫で約 1～2 週間保管することができます。 
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＜クロマトグラフィー成功のための重要なポイント＞ 

1. カラムをコレクションチューブに静かに挿入します。コレクションチューブにカラムをきつく押し込むと

バッファーが落ちにくくなります。カラムはコレクションチューブの上に軽く置く程度にセッティングすると

良いでしょう。 

2. カラムは徐々に滴下するように作られています。クロマトグラフィー操作全体で 20～30 分かかるはずで

す。カラムベッド表面の乱れの主な原因がカラムを動かすことなので、コレクションチューブ間でカラム

を必要以上に動かさないことが重要です。 

結　合 洗　浄 溶　出
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＜実験直前に準備すべき試薬・器具のチェックリスト＞ 

・学生用実験台 

各実験開始前に、各学生の実験台に置くべき材料および器具は下表の通りです。本キットには 8 班の学生が

十分実験できる数量が入っています。 

・教員用（共用）実験台 

 全ての学生が実験中に使用できるように、皆が共用する場所に置くべき材料、器具、および装置は下表の

通りです。共用のバッファーや装置を学生に直接使わせるべきか、あるいは先生がバッファーを分注し装置

を操作すべきかについては、先生の裁量で判断してください。 
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Lesson 2    
学生用実験台 1 グループ 

あたりの数量 

教員用実験台 数量 

Kit 1 の 形 質 転 換 済 プ レ ー ト

（LB/amp/ara および LB/amp） 
2 振とう培養器あるいは振とう台

（オプション） 
1 

植付け用ループ 2 UV ランプ 1～4 
培養用チューブ（培養液 2ml 入り） 2   

マーカーペン 1   

チューブ立て 1～4   
    
Lesson 3    
学生用実験台  教員用実験台  

マイクロチューブ 1 TE バッファー 1 本 
ピペット 2 （1 グループあたり 250μl） 
マイクロチューブラック 1 リゾチーム（溶解済み） 1 バイアル 
マーカーペン 1 リゾチーム用 ピペット 1 

ピペットすすぎ用ビーカー 1 遠心分離機 1 
  UV ランプ 1～4 

    
Lesson 4    
学生用実験台  教員用実験台  

マイクロチューブ 1 結合バッファー 1 本 
ピペット 1 （1 グループあたり 2ml） 
マイクロチューブラック 1 平衡化バッファー 1 本 
マーカーペン 1         （1 グループあたり 250μl） 
ピペットすすぎ用ビーカー 1 遠心分離機 1 

HIC クロマトグラフィーカラム 1 UV ランプ 1～4 
カラムエンドキャップ 1   

廃液用ビーカーまたはチューブ 1   
    
Lesson 5    
学生用実験台  教員用実験台  

コレクションチューブ 3 洗浄バッファー 1 本 
ピペット 1 （1 グループあたり 250μl） 
マイクロチューブラック 1 平衡化バッファー 1 本 
マーカーペン 1 （1 グループあたり 250μl） 
ピペットすすぎ用ビーカー 1 TE バッファー 1 本 
HIC クロマトグラフィーカラム 1 （1 グループあたり 750μl） 
カラムエンドキャップ 1 UV ランプ 1～4 
廃液用ビーカーまたはチューブ 1   
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＜各授業前の準備の手順＞ 

ここでは、授業の 2～5 時間目の授業前に先生が行っておく事前準備について説明します。 
Lesson 2 大腸菌の培養 
Lesson 3 精製 第 1 段階－大腸菌の集菌と破砕 
Lesson 4 精製 第 2 段階－不溶物の除去 
Lesson 5 精製 第 3 段階－タンパク質クロマトグラフィー 

学生が 2 時間目の実験を始める前に、Kit 1 のプレートが 2 枚（LB/amp/ara および LB/amp）必要になりま

す。形質転換終了後は、形質転換用プレートを冷蔵庫に保管して細胞の活性を保ってください。 

Lesson 2 大腸菌の培養 

目 的    液体培養液の調製（17～19 ページ） 
 学生用および教員用実験台準備（16 ページ） 
 振とう培養器あるいは恒温培養器の準備 

所要時間   30 分 
注意： 以下の試薬等調製の間は無菌操作に注意してください。付録 C をご覧ください。 

＜アンピシリンおよびアラビノース溶液の調製＞ 

 アンピシリンとアラビノースは、出荷時には乾燥状態で小さな瓶に入っています。溶解してから液体培地に

添加します。アンピシリンは抗生物質であり、周囲の環境から入り込んだ他の菌の生育を阻害します。アラビ

ノースは糖の一種であり、GFP 発現のスイッチをオンにします。これらの機能の詳細については付録 A および

D を参照してください。 

 滅菌済みピペットを使用し、アンピシリン入りの瓶に TE バッファー3ml を加えます。別のピペットを使用し、ア

ラビノースの瓶に TE バッファー3ml を加えてよく混和して溶解します。 

 

TE バッファー アンピシリン アラビノース  

注意： アンピシリンとアラビノースの溶解は、液体培地の調製と同じ日に行ってください。 
アラビノースの溶解には 10 分程度かかります。 

3ml 3ml 
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＜液体培地の調製＞ 

 Lesson 2 では、１グループにつき液体培地 2ml 入りの培養用チューブが 2 本必要です。液体培地を調製

するには、250（200-300）ml サイズの三角フラスコに蒸留水 55ml を入れ、電子レンジで沸騰するまで加熱しま

す。その後 LB 培地カプセル 1 錠をフラスコに入れます。カプセルをお湯に 20 分浸しておくとカプセルが溶

解しやすくなります。フラスコを電子レンジでもう一度沸騰させます。カプセルが完全に溶解するまで、加熱と

振とうを繰り返します。ただし、熱い培地が噴き上がって手にかからないように、振とうする前にフラスコを冷ま

してください。また、溶液が突沸しないよう、様子を見ながら加熱してください。 

 

水を加える カプセルを入れる 

電子レンジで 
沸騰させる 

電子レンジで 
沸騰させる 

振とう  

 カプセルが完全に溶解したら、フラスコ外側を手で持てるようになるまで、あるいは 60℃以下になるまで LB
培地を冷ましてください。培地を冷ましている間に、事前に調製したアンピシリン液およびアラビノース液を用

意してください。培地が冷めたら、新しいピペットを使用してアンピシリン 500μl とアラビノース 500μl をフラスコ

に入れてください。フラスコを振とうして混和させてください。 

注：アンピシリンとアラビノースは、LB 培地が 60℃以下になってから加えてください。培地が熱いうちに加えて

しまうとアンピシリンやアラビノースが失活してしまう恐れがあります。 

 

振とう 
アンピシリンと 
アラビノースを 
500μl ずつ加える  

＜液体培地を分注する＞ 

 新しいピペットを使用し、液体培地 2ml を 16 本の培養チューブに等分します。（滅菌ピペットを使用して、

1ml ずつ 2 回に分けて分注すると良いでしょう。）培養チューブは使用当日まで冷蔵庫で保管します。予備の

チューブが 9 本あります。これら予備のチューブに培地を入れ、実演に使用したり、学生グループが菌の生育

に失敗した場合に備えたりしても良いでしょう。 

 Lesson 2 では１グループあたり液体培地 2ml 入りの培養チューブが 2 本必要です。Lesson 2 では、学生

は Kit 1 で形質転換した大腸菌を液体培地 2ml に接種します。 
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注意： 液体培地を振とうすると、より多くの酸素が分裂過程にある大腸菌に供給され、増殖が早

まります。振とう培養器はこの過程を手助けします。振とう培養器がない場合は、細胞培養を手

で 30 秒間振ってから 32℃で 24 時間培養しても良いでしょう。スプレー缶を振るように、栓をした

培養チューブを学生に 30 秒間振らせるだけで良いのです。振れば振るほど、より多くの酸素が

供給されます。振った後はチューブを傾けてインキュベーターに 1～2 日置きます。2 日間の培

養期間中、定期的にチューブを振ります。チューブを傾けて置くと、チューブ内の培養液が空気

に接触する表面積が増え、より多くの酸素が細胞に行き渡ります。 

 振とう器、あるいは恒温振とう培養器が利用できる場合は、40～200rpm で動作するように調製します。32℃

で振とうすると 24 時間以内に大腸菌が充分生育します。（振とう器では）室温でも十分生育します。静置培養

の場合は、室温での培養はお勧めできません。 

いずれの場合も、適切な培養期間後には白色および緑色蛍光の形質転換コロニーを接種された細胞培

養は、UV ランプ下で明るい緑色を発するはずです。 

 

Lesson 3 精製 第 1 段階 － 大腸菌の集菌と破砕 

目 的   実験台のセッティング 

    リゾチームの溶解 

    遠心分離機の準備 

所要時間  10 分 

 新しいピペットを使用して凍結乾燥したリゾチーム 1 バイアルに TE バッファー1ml を加えて溶解します。静

かに混和して懸濁します。使用するまで、バイアルを氷上あるいは冷凍庫に保管します。使用したピペットも

保管します。 

 

Lesson 4 精製 第 2 段階 － 不溶物の除去 

目 的   実験台のセッティング 

    遠心分離機の準備 

所要時間  10 分 

 

Lesson 5 精製 第 3 段階 － タンパク質クロマトグラフィー 

目 的  実験台のセッティング 

所要時間  10 分
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クイックガイド 
Lesson 2 大腸菌の培養 

 1. 形質転換実験からの LB/amp プレートおよび

LB/amp/ara プレートを観察します。まず室内照明

で、次に実験室の暗くした場所で UV ランプを使用

して観察します。観察結果を記録します。皮膚や眼

の損傷を防ぐために、紫外線を浴びないようにして

ください。UV ランプを直接見ないよう、紫外線カッ

トの安全メガネをかけてください。 

 

LB/amp/ara LB/amp 

 
 

 2. LB/amp/ara プレート上の、他のコロニーと接触

していないコロニーを数個確認します。プレートを

裏返し、これら数個の緑色蛍光コロニーの位置を

円で囲みます。もう 1 枚の LB/amp プレート上の、

他のコロニーから十分離れた白色コロニーを数個

確認し、円で囲みます。 

 

3. 培地 2ml 入りの 15ml サイズの培養チューブを

2 本用意します。1 本には（＋）、もう 1 本には（－）

と印をつけます。                    

滅菌済みループを使用し、LB/amp/ara プレートか

ら、印をつけた単一のコロニーにループの「輪」で

軽く触れ、細胞をすくい上げます。このとき寒天を

えぐり取らないようにします。                  

このループを（＋）チューブに浸します。人差し指と

親指でループを回転させ、コロニーを培地中に攪

拌させます。                          

新しい滅菌済みループを使用して LB/amp プレー

トから同じ操作を行い、単一コロニーを（－）チュー

ブに浸します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LB/amp/ara LB/amp 
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 4. チューブに栓をし、振とう培養器あるいは

インキュベーターに置きます。チューブを

32℃で 24 時間、あるいは室温で 2 日間培養

します。振とう培養器がない場合は、スプ

レー缶を振るように、2 本のチューブを約 30
秒間激しく振ってからインキュベーターに 24
時間置きます。インキュベーター内では

チューブを水平に置きます｡（インキュベー

ターがなくても振とう器がある場合は、チュー

ブを台に固定して 32℃で 24 時間、あるいは

室温で 48 時間、最高速度で振とうします。振

とうせずに室温で培養するのはお勧めしませ

ん。） 

 
32℃で 1 晩培養 

あるいは 
室温で 2 日間培養 

 
 

培養条件 所要日数 

32℃－振とう 1 日 

32℃－振とうなし 1～2 日* 

室温－振とう 2 日 

室温－振とうなし お勧めしません 

*定期的に手で振り、インキュベーター内では水平に置きます。 

 

＊Lesson 3 から Lesson 5 までの実験を続けて実施する場合、Lesson 3-1 から 3-6 までで 2 本、Lesson4-1
から最後まで 1 本の計 3 本/1 班のピペットを洗いながら使うことができます。Lesson ごとに実験を行う場合は、

それぞれの Lesson ごとに 1 本ずつのピペットを使用してください。 
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Lesson 3 精製 第 1 段階 

大腸菌の集菌 

 1.  新しいマイクロチューブにマーカーペンで

グループ名と（+）と印を書きます。 

2.  振とう器あるいはインキュベーターから培

養したチューブを 2 本取り出し、まず室内照明

下で、次に UV ランプ下で観察します。色の違

いに注意して観察します。ピペットを使用し、

（＋）液体培養全液を（＋）印のマイクロチュー

ブに移して蓋をします。（－）培養液は先生の

指示に従って廃棄します。 

 

3.  （＋）培養液を入れたマイクロチューブを 5
分間、最高速度で遠心分離します。遠心分離

機にチューブをおくときは、位置バランスを取

るように気をつけてください。位置バランスの

取り方がわからない場合は、必ず先生の指示

に従ってください。 

 

 
 
 

 

4. 培地を遠心分離した後、マイクロチューブ

の蓋を開け、沈殿の上にある上清を注ぎ捨て

ます。上清を捨てると、マイクロチューブに大

腸菌の沈殿が残るはずです。この時、沈殿が

フワフワした状態の時は、さらに 5 分間遠心を

行なってください。 

 

5. UV ランプ下で沈殿を観察します。観察結

果を記録します。 

 
 
 

 

2ml 加える 

1ml 
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 6.  新しいピペットを使用し、各マイクロチュー

ブに TE バッファー250 l ずつを加えます。   

ピペットで液を数回上下させて大腸菌の塊を

完全にけん濁します。 

 

250 l TE バッファー 

 

7.  リゾチーム用のピペットを使用し、けん濁

した大腸菌にリゾチームを 1 滴加えます。蓋を

してマイクロチューブを人差し指ではじいて溶

液を混和させます。リゾチームが大腸菌の細

胞壁を分解し始めます。UV ランプ下でマイク

ロチューブを観察します。次の実験時間まで、

マイクロチューブを冷凍庫に保管します。一度

凍結し、再度融解することで細胞が完全に破

壊されます。 

 

 

 

 
 

リゾチーム 1 滴

冷凍庫
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Lesson 4 精製 第 2 段階 

細胞の破砕 

 1.  冷凍庫からマイクロチューブを取り出し、手の

熱で融解します。マイクロチューブを遠心分離機に

入れて最高速度で 10 分間回転させ、不溶物を沈

殿させます。新しいマイクロチューブにグループ名

を書きます。 
遠心分離

溶　解

 

2.遠心分離機が回転している間にクロマトグラ

フィーカラムの準備をします。クロマトグラフィーを

行う前に、カラムを良く振り、ビーズを再懸濁させま

す。その最後に体温計を振るようにカラムを振り、

ビーズを下に沈ませます。カラムを台の上に軽く打

ちつけるようにしてもビーズが下に沈むでしょう。カ

ラム上部のキャップをはずし、底部のタブを折り取

ります。カラム内のバッファーが全て流れ出るまで

待ちます（3～5 分間）。 

カラム内のバッファーは、ビーカーや余ったチュー

ブなどに落として回収します。 
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3.  カラム上部に平衡化バッファー2ml を加えてカ

ラムの準備をします。新しいピペットで 1ml ずつ 2
回に分けて加えます。バッファーがカラムベッドの

すぐ上にある 1ml の線に到達するまで排液させま

す。カラムの上部と底部にキャップをし、次の実験

時間まで室温で保管します。このピペットは良くす

すぎ、次の段階で使用します。 

 
 平衡化バッファー（1ml）  

2ml 

 

4. 10 分間の遠心分離が終わったら、直ちにマイク

ロチューブを遠心分離機から取り出します。チュー

ブに紫外線を当てて観察します。マイクロチューブ

底部に不溶物が沈殿しているのが見えるはずで

す。沈殿の上にある液体は上清と呼ばれます。沈

殿と上清の色を記録してください。よくすすいだピ

ペットを使用し、上清 250 l を新しいマイクロチュー

ブに移します。 

 
 
 

 

5.  よくすすいだピペットを使用し、結合バッファー

250 l を（＋）上清に加えます。次の実験時間ま

で、マイクロチューブを冷蔵庫に保管します。 

 
 

 

 

 

 

結合バッファー 

250μl 

(+)上清 

250μl 
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Lesson 5 精製 第 3 段階 

タンパク質クロマトグラフィー 

 1.  コレクションチューブを 3 本用意し、1、

2、3 と番号を書きます。チューブをラックに立

てます。カラムエンドキャップをはずし、カラム

内の液が全て廃液入れに流れ出るまで待ち

ます（ビーカーや余ったチューブを使用する

と良いでしょう）。バッファーが HIC カラムベッ

ド表面まで下がったら、カラムを 1 番のコレク

ションチューブに静かに挿入します。カラムを

コレクションチューブにきつく押し込んではい

けません。カラムから溶液が滴下しなくなりま

す。 

2.  次の段階で何が起こるかを予想し、51
ページの表に書きましょう。実際に観察した

結果も同じ表に書きましょう。 

 
 
 

 

  

3.  新しいピペットを使用し、（結合バッ

ファー入りの）上清 250 l をカラム上部に慎

重に流します。このとき、ピペット先端をカラ

ム内壁につけ、上清をカラム内壁に沿わせる

ようにゆっくりと注ぎ出します。（前の Lesson
から引き続き実験を行うときはビーカーの水

でよくすすいでください） UV ランプを使用し

てカラムを観察します。観察結果をデータ表

に記録します。上清が全て 1 番のチューブに

流れ出るまで待ちます。 

 
 

結合バッファー入り上清 

1 

250 l 
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 4.  カラムを 2 番のコレクションチューブに移

します。すすいだピペットを使用し、上記と同

じ方法で洗浄バッファー250 l を加え、全量

がカラム内に入るまで待ちます。待っている

間に洗浄バッファーを加えるとどうなるか予

想しましょう。UV ランプを当ててカラムを観察

し、結果を 51 ページの表に書きましょう。 
          

 

洗浄バッファー 2 

250 l 

 

 5.  カラムを 3 番のチューブに移します。す

すいだピペットを使用して TE バッファー（溶

出バッファー）750 l を加え、全量がカラム内

に入るまで待ちます。再び結果を予想し、そ

の後 UV ランプを当ててカラムを観察します。

結果を 51 ページのデータ表に書きます。 

    

 

TE バッファー  

750 l 

 

 6.  UV ランプを使用し、全てのコレクション

チューブを観察します。チューブの色の違い

を記録します。チューブをパラフィルムあるい

は食品保存用ラップで覆い、次の実験時間

まで冷蔵庫に保管します。 
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教員用解答ガイド 
◆Lesson 1 質問 

1. タンパク質について質問します。 

ａ. タンパク質とは何ですか？ 

アミノ酸の鎖でできた巨大分子です。 

ｂ. 体内にあるタンパク質の例を 3 つ挙げてください。 

抗体、消化酵素、毛髪タンパク質、ホルモン、およびヘモグロビンなどは全てタンパク質の例です。 

ｃ. 遺伝子とタンパク質の関係を説明してください。 

遺伝子は、タンパク質のアミノ酸組成を決定する遺伝子暗号をコードしています。体内の全細胞内に、

それぞれのタンパク質に対応する特定の遺伝子があります。 

 

2. 自分自身の言葉で、クローニングについて説明してください。 

ある 1 つの細胞あるいは生物を、複製・増殖させることです。 

 

3. LB/amp プレート上の大腸菌クローン細胞と、LB/amp/ara プレート上のクローン細胞の違いを説明して

ください。また、両方のプレートのクローン細胞が同じような性質を持ち、同じ DNA を持っていることを

明らかにするにはどのような実験を行ったらよいと思いますか？ 

LB/amp プレート上の大腸菌は、生育環境下に GFP 産出に必要なアラビノースがないため、GFP を産

出していません。このため、UV ランプを当てても光りません。LB/amp/ara プレート上の大腸菌は生育

環境下にアラビノースがあるため、GFP 産出が可能になり、UV ランプを当てると光ります。 

これらの大腸菌が同じ性質を持っていることを確認するには、それぞれを同じ環境で、例えば

LB/amp/araプレート上で培養してUVランプを当ててみます。このとき、両方の細胞が光れば、同じ性

質を持っていると考えられるでしょう。 
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◆Lesson 2 質問 

1. コロニーとは何ですか？ 

コロニーとは、1 個のクローン細胞から発生した大腸菌の大集団です。 

 

2. 寒天培地から緑色蛍光コロニー1 個と白色コロニー1 個を選んだ理由は何ですか？ また、このことか

ら何がわかりますか？ 

白色コロニーを LB/amp/ara の液体培地で培養して、ＵＶランプを当てたときに緑色に光ることを確認

するためです。このことから、LB/amp プレート上で光らなかったのは、アラビノースがないためだった

ことが分かります。 

 

3. LB/amp/ara プレートから緑色蛍光コロニーを 1 個取り、LB/amp プレート上で培養したら光るようになると

思いますか？ 反対に、LB/amp プレートから白色コロニーを 1 個取り、LB/amp/ara プレート上で培養した

らどうなるでしょう？ 説明してください。 

緑色蛍光コロニーを LB/amp プレートにまくと、コロニーは光らなくなります。このプレートには、GFP タン

パク質が発現して緑色蛍光コロニーを作るために必要なアラビノースが含まれていません。白色コロ

ニーを LB/amp/ara プレート上にまくと、緑色蛍光コロニーになるでしょう。このプレートには、GFP タンパ

ク質の発現を誘導して緑色蛍光コロニーを作らせるアラビノースが含まれています。 

 

4. 以下に上げる実験機器は今回の実験ではどのように、何の為に使いますか？ 

a UVランプ － LB/amp/araプレート上のコロニーに照射し、GFPが発現されているかどう確認します。 

b インキュベーター － インキュベーターは暖かな温度を保ち、バクテリアを増殖しやすくします。 

c 振とう培養器 － 振とう培養器は、暖かな温度を保ちながら、空気を混和してバクテリア培養 

に酸素を供給します。酸素が増えると、バクテリアの生育速度が速くなります。 

 

5. クローン細胞を培地で培養することと、GFP を精製するという全体の目的との関係を説明してください。 

GFP を産出している細胞をたくさん培養することで、目的の GFP タンパク質をクロマトグラフィーで精

製しやすい量まで増やすことができます。 
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◆Lesson 3 質問 

1. 大腸菌を利用して GFP を産出する遺伝子を増幅しました。Lesson 3 で使用したこれらの機器の機能を

説明してください。 

ａ. 遠心分離機 － 大腸菌を沈殿させ、大腸菌を生育培地から分離します。 

ｂ. リゾチーム － 大腸菌細胞壁を酵素分解して細胞壁を弱めるので、冷凍により細胞壁が 

破壊されることになります。 

ｃ. 冷凍庫 － 大腸菌を冷凍すると細胞質が膨張し、弱まった細胞壁を完全に破壊します。 

 

2. 液体培地が両方とも緑色蛍光を発した理由を説明してください。 

（＋）チューブに接種された緑色蛍光コロニーは緑色蛍光を発します。液体培地中のアラビノースが

GFP 遺伝子の発現を誘導し続け、培養液が緑色蛍光になるからです。（－）チューブに接種された白

色コロニーも緑色蛍光を発します。LB/amp 培地では発現していなかった GFP が液体培地中のアラビ

ノースにより発現するようになり、培養液が緑色蛍光になるからです。 

 

3. タンパク質精製のこの段階で上清を捨てたのはなぜですか？ 

上清に含まれるのは大腸菌の生育培地であり、目的とする GFP は含まれていないからです。 

 

4. 大腸菌細胞が凍ると大腸菌の細胞膜が破壊される理由を説明できますか？未開封の飲み物を凍らせ

るとどうなりますか? 関連付けて考えてみましょう。 

大腸菌細胞が凍ると細胞質が膨張します。膨張すると弱まった細胞壁に圧力がかかり、細胞壁が破

壊されます。 

 

5. 大腸菌を破壊（溶解）する目的は何ですか？ 

GFP を放出させるためには大腸菌を破壊する必要があります。その後、カラムクロマトグラフィーを使

用して GFP を精製できます。 
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◆Lesson 4 質問 

1. この実験段階では、沈殿と上清はそれぞれ何色ですか？ これらのことから何がわかりますか？ 

沈殿は白っぽい緑色、あるいは淡い緑色のはずです。上清は明るい緑色の蛍光を発するはずです。

上清が緑色の蛍光を発することは、大腸菌から緑色蛍光タンパク質が放出され上清にあることを示し

ます。大腸菌沈殿の色のほうが薄いことから、大腸菌が溶解して GFP を放出したことを示唆します。 

 

2. タンパク質精製のこの段階で、沈殿を捨てたのはなぜですか？ 

沈殿には不要な大腸菌残渣（大腸菌の細胞壁、膜、および染色体 DNA）が含まれています。沈殿中

には GFP は全く無いか、有ったとしてもごくわずかなので、捨てる事ができます。 

 

3. 疎水性相互作用クロマトグラフィー（HIC）について簡単に説明してください。この実験で HIC を使用す

る目的は何ですか？ 

タンパク質クロマトグラフィーは、タンパク質を他の分子から分離または精製するために使用する技術

です。本実験では、GFP を精製するために、GFP の疎水性を利用して疎水性相互作用クロマトグラ

フィーを使用しました。 
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◆Lesson 5 質問 

1. バッファーを HIC カラムに流した場合のサンプルの動きを予想し、表に書きましょう。観察結果も書いて

ください。 

 

コレクションチューブ番号 予 想 
UV ランプ下での観察結果（カラ

ムおよびコレクションチューブ） 

チューブ 1 番 
結合バッファー中のサンプル 

GFP はカラムに吸着するはず GFP はカラム上部に 

バンドとして存在する 

チューブ 2 番 
洗浄バッファー中のサンプル 

GFP はカラムに吸着するはず GFP はカラム上部に 

幅広いバンドとして残る 

チューブ 3 番 
溶出バッファー中のサンプル 

GFP はカラムから溶出するはず GFP は環状に降下し、 

チューブ 3 番に溶出する 

 

2. 上の表のデータを使用し、それぞれのバッファーについて予想したことと観察結果を比較しましょう。 

ａ. 結合バッファー － GFP はクロマトグラフィーカラム上部に結合する 

ｂ. 洗浄バッファー － GFP はカラム上部に結合したままである 

ｃ. 溶出バッファー － GFP はカラムから溶出する 

 

3. 実験結果に基づいて、これらのバッファーの役割を説明してみましょう。ヒント：バッファーの名前と機能

はどのような関係がありますか？ 

ａ. 平衡化バッファー － このバッファーは GFP に適合するようにカラムの準備をします。平衡化バッ

ファーはカラムの塩濃度を上げ、カラムを細菌の GFP 溶解物に合うようにします。 

ｂ. 結合バッファー － このバッファーは GFP の塩濃度を上げるので、GFP の構造が変化し、疎水性領

域が表面に現れます。 

ｃ. 洗浄バッファー － 洗浄バッファーは、疎水性の低い不要タンパク質をカラムから洗い出します。 

ｄ. TE（溶出）バッファー － このバッファーは GFP をカラムから取り除きます。 
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4. 塩濃度が一番高いバッファー、一番低いバッファーはそれぞれどれですか？ なぜ塩濃度が違うのか

説明できますか？ 

結合バッファー >> 平衡化バッファー >> 洗浄バッファー >> 溶出バッファー 

塩濃度が最高なのは結合バッファーです。結合バッファーは GFP 溶解物の塩濃度を上げる必要があ

るからです。塩濃度が高いバッファー中では、タンパク質の疎水性領域が表面に現れます。塩濃度が

最低なのは、TE溶出バッファーです。塩濃度が低いとGFPがカラムから溶出するからです。塩濃度が

低いバッファーでは、タンパク質の疎水性領域は再び内向きになり、親水性領域が表面に現れます。 

 

5. クローニングした大腸菌細胞からの GFP の分離と精製に成功しましたか？ 答えになる証拠を確認し

てください。 

チューブ 3 番が緑色の蛍光を発していれば、GFP の精製に成功しています。GFP が 3 番のチューブに

ない場合は、カラムを調べます。間違ったバッファーを流すと溶出が妨げられます。その他に、はじめ

から明るい緑色の培養液を使用していなければ、3 番のチューブは明るく光らないでしょう。 
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GFP 精製クロマトグラフィー 

 

学生・生徒用テキスト 
 

｢遺伝子操作されたDNAは世界で最も単価の高い物質だった。小さすぎて肉眼では見えないような顕

微鏡の中の小さな 1 個の細菌でも、心臓を攻撃するストレプトキナーゼ酵素の遺伝子や、作物を氷害

から守る｢凍結｣遺伝子を持っていれば、しかるべきバイヤーなら 50 億ドルだって出しただろう｣ 

－マイケル・クライトン－ ジュラシックパーク 

 

 

目 次 

Lesson 1   形質転換について 

Lesson 2   大腸菌の培養 

Lesson 3   精製 第 1 段階－大腸菌の集菌と破砕 

Lesson 4   精製 第 2 段階－不溶物の除去 

Lesson 5   精製 第 3 段階―タンパク質クロマトグラフィー 
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◆Lesson 1  

＜形質転換について＞ 

 「Kit 1 pGLO 大腸菌遺伝子組換えキット」では大腸菌を形質転換しました。これにより、UV ランプを当てると

蛍光を発する大腸菌コロニーができます。このように蛍光を発することは、大腸菌本来の表現型（特徴）では

ありません。この実験では、UV ランプを照射した場合に蛍光を発する分子が何なのか、決定します。UV ラン

プ下での蛍光が pGLO プラスミドの DNA によるものではないことを確認したことで、プラスミド DNA 自体が細

胞内で紫外線に反応して光っているのはではないと結論付けられました。このことから、UV ランプ下で光って

いるのが DNA でないならば、細胞内で新しい DNA が生産したタンパク質が光っているに違いないという、新

たな仮説が導かれます。 

1. タンパク質について質問します。 

a. タンパク質とは何ですか？ 

 

b. 体内にあるタンパク質の例を 3 つ挙げてください。 

 

c. 遺伝子とタンパク質の関係を説明してください。 

 

 

2. 自分自身の言葉で、クローニングについて説明してください。 

 

 

 

3. LB/amp プレート上の大腸菌クローン細胞と、LB/amp/ara プレート上のクローン細胞の違いを説明して

ください。また、両方のプレートのクローン細胞が同じような性質を持ち、同じ DNA を持っていることを

明らかにするにはどのような実験を行ったらよいと思いますか？ 
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◆Lesson 2 実験 － 大腸菌の培養 

 2 枚の形質転換済プレートを UV ランプ下で観察します。LB/amp/ara プレート上の、他のコロニーから十分

離れた単一の大腸菌コロニーを選びます。そのコロニーの位置をプレート底部に油性ペンで円く印をつけま

す。LB/amp プレート上の白色コロニーについても同様にします。 
 両コロニーとも緑色蛍光タンパク質（Green Fluorescent Protein、GFP）遺伝子を持っているはずです。確認

するためには、2 つの異なる大腸菌コロニー（クローン）を、それぞれ別の培養チューブに移し、一晩培養しま

す。 
 なお、これから遺伝子組換え大腸菌を用いた実験を行いますが、これも遺伝子組換え実験の一環であるこ

とを覚えておいてください。 

＜大腸菌の培養＞ 
 本実験では、LB/amp/ara プレートから緑色蛍光コロニーを 1 個、LB/amp プレートから白色コロニーを 1 個

拾い上げ、それぞれ別の液体培地で増殖させます。これら大腸菌細胞中に GFP が存在するとの仮説を立て

ました。この GFP が抽出・精製しようとしているタンパク質なので、まず GFP を生産する細胞を大量生産する

方法を考えましょう。 
 液体栄養培地入りのチューブを 2 本ずつ配ります。pGLO プラスミドで形質転換したクローン細胞を培養しま

す。 

＜実験直前に準備すべき試薬・器具のチェックリスト＞ 

・学生用実験台 

各実験開始前に、各学生の実験台に置くべき材料および器具は下表の通りです。 

・先生用（共用）実験台 
全ての学生が実験中に使用できるように、皆が共用する場所に置くべき材料、器具、および装置は下

表の通りです。 

学生用実験台 数 量 （ ） 

Kit 1 の形質転換済プレート 

（LB/amp/ara、および LB/amp） 

2  

植付け用ループ 2  

培養チューブ（培養液 2ml 入り） 2  

マーカーペン 1  

チューブ立て 1～4  

   

教員用実験台   

恒温振とう培養器あるいは振とう器（オプション） 1  

UV ランプ 1～4  
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＜実験操作＞ 

1. 形質転換実験からの LB/amp プレートおよび LB/amp/ara プレートを観察します。まず室内照明で、次

に実験室の暗くした場所で UV ランプを使用して観察します。観察結果を記録します。 

皮膚や眼の損傷を防ぐために、紫外線を浴びないようにしてください。UV ランプを直接見ないよう、紫

外線カットの安全メガネをかけてください。 

LB/amp/ara LB/amp  

 

2. LB/amp/ara プレート上の、他のコロニーと接触していない緑色蛍光コロニーを数個確認します。プレー

トを裏返し、これら数個のコロニーの位置を円で囲みます。もう 1 枚の LB/amp プレート上の、他のコロ

ニーから十分離れた白色コロニーを数個確認し、円で囲みます。 

3. 培地 2ml 入りの 15ml サイズの培養チューブを 2 本用意します。1 本には（＋）、もう 1 本には（－）と印

をつけます。滅菌済みループを使用し、LB/amp/ara プレートの印をつけた、単一の緑色蛍光コロニー

にループの「輪」で軽く触れ、細胞をすくい上げます。このとき寒天をえぐり取らないようにします。この

ループを（＋）チューブに浸します。人差し指と親指でループを回転させ、コロニーを分散させます。新

しい滅菌済みループを使用して LB/amp プレートの単一の白色コロニーに同じ操作を行い、（－）

チューブに浸します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB/amp/ara LB/amp 
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4. チューブに栓をし、振とう培養器あるいはインキュベーターに置きます。チューブを 32℃で 24 時間、あ

るいは室温で 2 日間培養します。振とう培養器がない場合は、スプレー缶を振るように、2 本のチューブ

を約 30 秒間激しく振ってからインキュベーターに 24 時間置きます。インキュベーター内ではチューブ

を水平に置きます｡（インキュベーターがなくても振とう器がある場合は、チューブを台に固定して 32℃

で 24 時間、あるいは室温で 48 時間、最高速度で振とうします。振とうせずに室温で培養するのはお勧

めしません。） 

 
試験管に栓をする。 

32℃で 1 晩培養 

あるいは 

室温で 2 日間培養 

 

 

 

培養条件 所要日数 

32℃－振とう 1 日 

32℃－振とうなし 1～2 日* 

室温－振とう 2 日 

室温－振とうなし お勧めしません 

* 定期的に手で振り、インキュベーター内では水平に置きます。 
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＜質 問＞ 

1. コロニーとは何ですか？ 

 

 

 

2. 寒天培地から緑色蛍光コロニー1 個と白色コロニー1 個を選んだ理由は何ですか？ また、このことか

ら何がわかりますか？ 

 

 

 

3. LB/amp/ara プレートから緑色蛍光コロニーを 1 個取り、LB/amp プレート上で培養したら、光るようにな

ると思いますか？ 反対に、LB/amp プレートから白色コロニーを 1 個取り、LB/amp/ara プレート上で培

養したらどうなるでしょう？ 説明してください。 

 

 

 

4. 以下に上げる実験機器は今回の実験ではどのように、何の為に使いますか？ 

ａ. UV ランプ 

 

ｂ. インキュベーター 

 

ｃ. 振とう培養器 

 

5. クローン細胞を培地で培養することと、GFP を精製するという全体の目的との関係を説明してください。 
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◆Lesson 3 精製 第 1 段階 － 大腸菌の集菌と破砕 

 ここまで 2 種類の大腸菌クローン細胞を大量培養してきました。両培養とも GFP を生産する遺伝子を持って

います。今回は宿主細菌から GFP を抽出します。GFP を含んでいるのは大腸菌なので、まずこれら細胞を大

量に集める方法を考える必要があります。 

 大量の大腸菌を濃縮する適切な方法は、液体培養入りのチューブを遠心分離することです。細胞培養を遠

心分離した場合、細胞はどこに集まると思いますか？ 液体部分ですか？ チューブ底部の沈殿ですか？ 

 

＜実験直前に準備すべき試薬・器具のチェックリスト＞ 

実験開始前に、実験台に下表の材料が正しく揃っていることを確認してください。 

 

学生用実験台 数 量 （ ） 

マイクロチューブ 1  

ピペット 2  

マイクロチューブラック 1  

マーカーペン 1  

ピペットすすぎ用ビーカー 1  

   

教員用実験台   

TE バッファー 1 本  

リゾチーム（溶解済み） 1 バイアル  

リゾチーム用 ピペット 1  

遠心分離機 1  

UV ランプ 1～4  

 

＊Lesson 3 から Lesson 5 までの実験を続けて実施する場合、Lesson 3-1 から 3-6 までで 2 本、Lesson4-1
から最後まで 1 本の計 3 本/1 班のピペットを洗いながら使うことができます。Lesson ごとに実験を行う場合は、

それぞれの Lesson ごとに 1 本ずつのピペットを使用してください。 
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＜実験操作＞ 

1.  新しいマイクロチューブにマーカーペンでグループ名と（＋）印を書きます。 

2. 振とう器あるいはインキュベーターから培養したチューブを 2 本取り出し、まず室内照明下で、次に UV ラ

ンプ下で観察します。色の違いに注意して観察します。ピペットを使用し、（＋）液体培養全液を（＋）印

のマイクロチューブに移して蓋をします。（－）培養は先生の指示に従って廃棄します。 

 

 

 

 

 

 

 

3. （＋）培養液を入れたマイクロチューブを 5 分間、最高速度で遠心分離します。遠心分離機にチューブを

おくときは、位置バランスを取るように気をつけてください。位置バランスの取り方がわからない場合は、必

ず先生の指示に従ってください。 

 

4. 培地を遠心分離した後、マイクロチューブの蓋を開け、沈殿の上にある上清を注ぎ捨てます。上清を

捨てると、マイクロチューブに大腸菌の沈殿が残るはずです。この時、沈殿がフワフワした状態の時は、

さらに 5 分間遠心を行なってください。 

 

 

 

 

 

5. UV ランプ下で沈殿を観察します。観察結果を記録します。 

 

培養液 2ml 加える 
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6. 新しいピペットを使用し、各マイクロチューブに TE バッファー250 l ずつを加えます。ピペットで液を数

回上下させて大腸菌の塊を完全にけん濁します。 

 

 

7. 先生の実験台にあるリゾチーム用 ピペットを使用し、けん濁した大腸菌にリゾチームを 1 滴加えます。蓋

をしてマイクロチューブを人差し指ではじいて溶液を混和させます。リゾチームが大腸菌の細胞壁を分

解し始めます。UV ランプ下でマイクロチューブを観察します。次の実験時間まで、マイクロチューブを冷

凍庫に保管します。一度凍結し、再度融解することで細胞が完全に破壊されます。 

 

リゾチーム 1 滴 

 

 

冷凍庫 

250 l TE バッファー 
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＜質 問＞ 

1. 大腸菌を利用して GFP を生産する遺伝子を増幅しました。Lesson 3 で使用したこれらの機器の機能を

説明してください。 

a 遠心分離機 

 

b リゾチーム 

 

c 冷凍庫 

 

2. 液体培地が両方とも緑色蛍光を発した理由を説明してください。 

 

 

 

 

3. タンパク質精製のこの段階で上清を捨てたのはなぜですか？ 

 

 

 

 

4. 大腸菌細胞が凍ると大腸菌の細胞膜が破壊される理由を説明できますか？未開封の飲み物を凍らせ

るとどうなりますか? 関連付けて考えてみましょう。 

 

 

 

 

5. 大腸菌を破壊（溶解）する目的は何ですか？ 
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◆Lesson 4 精製 第 2 段階 － 不溶物の除去 

 前回の実験で調製した大腸菌の溶解物には、GFP と大腸菌由来のタンパク質が混ざっています。目的は他

のタンパク質から GFP を分離・精製することです。タンパク質はアミノ酸がつながった長い鎖であり、中には非

常に疎水性が高い、あるいは｢水を嫌う｣タンパク質もあります。GFP は疎水性アミノ酸の部分が多く、そのため

GFP 全体が疎水性になっています。さらに、他の大部分の大腸菌由来のタンパク質と比較しても、GFP の疎

水性は高くなっています。GFP の疎水性をうまく利用すれば、他の疎水性の低い（親水性の高い、あるいは

｢水を好む｣）大腸菌由来タンパク質から GFP を精製できます。 

 クロマトグラフィーは混合物中のタンパク質を他の分子から非常に効果的に分離する方法であり、バイオテ

クノロジーでは遺伝子工学的に生産したタンパク質の精製には一般的に利用されています。クロマトグラ

フィーでは、肉眼では見えないほど小さなビーズでカラムを充填しています。溶液中のタンパク質混合物は、

ビーズの隙間を通ってカラムを下降します。 

 ここで使用するカラムは、非常に疎水性の高いビーズを充填しています。この技術は正確には疎水性相互

作用クロマトグラフィー（HIC；Hydrophobic Interaction Chromatography）といいます。溶解物をカラムに乗せる

と、塩濃度の高いカラムに乗せられた疎水性タンパク質はビーズに吸着し、一方、他のタンパク質は全て通り

抜けるでしょう。塩濃度が低下すると疎水性タンパク質はビーズから離れ、精製された形でカラム底部から滴

下してくるでしょう。 

＜実験直前に準備すべき試薬・器具のチェックリスト＞ 

実験開始前に、実験台に下表の材料が正しく揃っていることを確認してください。 

学生用実験台 数 量 （ ） 

マイクロチューブ 1  

ピペット 1  

マイクロチューブラック 1  

マーカーペン 1  

ピペットすすぎ用ビーカー 1  

HIC クロマトグラフィーカラム 1  

カラムエンドキャップ 1  

廃液用ビーカーまたはチューブ 1  

   

教員用実験台 数 量 （ ） 

結合バッファー 1 本  

平衡化バッファー 1 本  

遠心分離機 1  

UV ランプ 1～4  
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＜実験操作＞ 

1. 冷凍庫からマイクロチューブを取り出し、手の熱で融解します。マイクロチューブを遠心分離機に入れて

最高速度で 10 分間回転させ、不溶物を沈殿させます。新しいマイクロチューブにグループ名を書きま

す。 

 

遠心分離機が回転している間にクロマトグラフィーカラムの準備をします。クロマトグラフィーを行う前に、カラ

ムを良く振り、ビーズを再懸濁させます。その最後に体温計を振るようにカラムを振り、ビーズを下に沈ませま

す。カラムを台の上に軽く打ちつけるようにしてもビーズが下に沈むでしょう。カラム上部のキャップをはずし、

底部のタブを折り取ります。カラム内のバッファーが全て流れ出るまで待ちます（3～5 分間）。カラム内のバッ

ファーは、ビーカーや余ったチューブなどに落として回収します。 

2.  

 

 

 

 

 

3. カラム上部に平衡化バッファー2ml を加えてカラムの準備をします。新しいピペットで 1ml ずつ 2 回に

分けて加えます。バッファーがカラムベッドのすぐ上にある 1ml の線に到達するまで排液させます。カラ

ムの上部と底部にキャップをし、次の実験時間まで室温で保管します。 

 

 

 

 

 

 平衡化バッファー 
2ml を加える 

1ml 



 46 

4. 10分間の遠心分離が終わったら、直ちにマイクロチューブを遠心分離機から取り出します。チューブに

紫外線を当てて観察します。マイクロチューブ底部に不溶物が沈殿しているのが見えるはずです。沈

殿の上にある液体は上清と呼ばれます。沈殿と上清の色を記録してください。よくすすいだピペットを

使用し、上清 250 l を新しいマイクロチューブに移します。このピペットは良くすすぎ、次の段階で使用

します。 

 

 

 

 

 

 

 

5. よくすすいだピペットを使用し、上清を入れたマイクロチューブに結合バッファー250 l を加えます。次

の実験時間までマイクロチューブを冷蔵庫に保管します。 

 

 

 

 

 

 

 
結合バッファー250 l を加える 

(+)上清 250 l 
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＜質 問＞ 

1. この実験段階では、沈殿と上清はそれぞれ何色ですか？ これらのことから何がわかりますか？ 

 

 

 

 

 

 

2. タンパク質精製のこの段階で、沈殿を捨てたのはなぜですか？ 

 

 

 

 

 

 

3. 疎水性相互作用クロマトグラフィー（HIC）について簡単に説明してください。この実験で HIC を使用す

る目的は何ですか？ 
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◆Lesson 5 精製 第 3 段階 － タンパク質クロマトグラフィー 

 GFP 精製のこの最終段階では、皆さんが調製した大腸菌溶解物を疎水性相互用クロマトグラフィーカラム

（HIC）に流します。GFP は疎水性アミノ酸がたくさん含まれるため、他の大腸菌由来タンパク質に比べて疎水

性が高くなっていることを思い出してください。最初に、大腸菌由来タンパク質と GFP を含む上清を、塩濃度

の高いバッファーが入っている HIC カラムに通しましょう。塩はタンパク質の立体構造を変化させ、タンパク質

の疎水性領域は外側に移動し、親水性（｢水を好む｣）領域は内側に移動してしまいます。 

 実験台上のクロマトグラフィーカラムには、肉眼では見えないほど小さな疎水性ビーズのマトリクスが入って

います。この非常に塩濃度の高いマトリクス上に皆さんのサンプルを乗せると、疎水性タンパク質がビーズに

吸着するはずです。疎水性の高いタンパク質ほど、より強固に吸着するでしょう。親水性の高いタンパク質ほ

ど吸着性が弱いでしょう。塩濃度が低下するとタンパク質の立体構造が再び変化し、タンパク質の疎水性領

域は内側に戻り、親水性（｢水を好む｣）領域は外側に移動するでしょう。 

 クロマトグラフィーを行うためには、これら 4 種類のバッファーを使用します。 

平衡化バッファー－塩濃度の高いバッファー（2M （NH4）2SO4） 
結合バッファー－非常に塩濃度の高いバッファー（4M （NH4）2SO4） 
洗浄バッファー－塩濃度が中等度のバッファー（1.3M （NH4）2SO4） 
溶出バッファー－非常に塩濃度の低いバッファー（10mM Tris/EDTA） 

＜実験直前に準備すべき試薬・器具のチェックリスト＞ 

実験開始前に、実験台に下表の材料が正しく揃っていることを確認してください。 

学生用実験台 数 量 （ ） 

コレクションチューブ 3  

ピペット 1  

マイクロチューブラック 1  

マーカーペン 1  

ピペットすすぎ用ビーカー 1  

HIC クロマトグラフィーカラム 1  

カラムエンドキャップ 1  

廃液用のビーカーまたはチューブ 1  

   

教員用実験台   

洗浄バッファー １本  

平衡化バッファー １本  

TE バッファー １本  

UV ランプ １～4  
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＜実験操作＞ 

1. コレクションチューブを 3 本用意し、1、2、3 と番号を書きます。チューブをラックに立てます。カラムエン

ドキャップをはずし、カラム内の液が全て廃液入れ（ビーカーや余ったチューブを使用すると良いでしょ

う）に流れ出るまで待ちます。バッファーが HIC カラムベッド表面まで下がったら、カラムを 1 番のコレク

ションチューブに静かに挿入します。カラムをコレクションチューブにきつく押し込んではいけません。

カラムから溶液が滴下しなくなります。 

   

廃液用チューブ

 

 

 

2. 次の段階で何が起こるかを予想し、47 ページの表に書きましょう。実際に観察した結果も同じ表に書き

ましょう。 

 

 

3. 新しいピペットを使用し、（結合バッファー入りの）上清250 lをカラム上部に慎重に流します。このとき、

ピペット先端をカラム内壁につけ、上清をカラム内壁に沿わせるようにゆっくりと注ぎ出します。（前の

Lesson から引き続き実験を行うときはビーカーの水でよくすすいでください） UV ランプを使用してカラ

ムを観察します。観察結果をデータ表に記録します。上清が全て 1 番のチューブに流れ出るまで待ち

ます。 

 

 

 

コレクションチューブ 1 番 

結合バッファー入り上清(250 l) 
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4. カラムを 2 番のコレクションチューブに移します。すすいだピペットを使用し、上記と同じ方法で洗浄

バッファー250 l を加え、全量がカラム内に入るまで待ちます。待っている間に洗浄バッファーを加える

とどうなるか予想しましょう。UV ランプを当ててカラムを観察し、結果を 51 ページの表に書きましょう。 

 

コレクションチューブ 2 番 

洗浄バッファー（250 l） 

 

5. カラムを3番のチューブに移します。すすいだピペットを使用してTEバッファー（溶出バッファー）750 l
を加え、全量がカラム内に入るまで待ちます。再び結果を予想し、その後 UV ランプを当ててカラムを

観察します。結果を 51 ページのデータ表に書きます。 

 

TE バッファー(750 l)

コレクションチューブ 3 番 

 

6. UV ランプを使用し、全てのコレクションチューブを観察します。チューブの色の違いを記録します。

チューブをパラフィルムあるいは食品保存用ラップで覆い、次の実験時間まで冷蔵庫に保管します。 
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＜質 問＞ 

1. バッファーを HIC カラムに流した場合のサンプルの動きを予想し、表に書きましょう。観察結果も書いて

ください。 

コレクションチューブ番号 予 想 
UV ランプ下での観察結果（カラ

ムおよびコレクションチューブ） 

チューブ 1 番 
結合バッファー中のサンプル 

  

チューブ 2 番 
洗浄バッファー中のサンプル 

  

チューブ 3 番 
溶出バッファー中のサンプル 

  

 

2. 上の表のデータを使用し、それぞれのバッファーについて予想したことと観察結果を比較しましょう。 

a. 結合バッファー 

 

b. 洗浄バッファー 

 

c. 溶出バッファー 

 

3. 実験結果に基づいて、これらのバッファーの役割を説明してみましょう。ヒント：バッファーの名前と機能

はどのような関係がありますか？ 

a. 平衡化バッファー 

 

b. 結合バッファー 

 

c. 洗浄バッファー 

 

d. TE（溶出）バッファー 



 52 

4. 塩濃度が一番高いバッファー、一番低いバッファーはそれぞれどれですか？ なぜ塩濃度が違うのか

説明できますか？ 

 

 

 

 

5. クローニングした大腸菌細胞からの GFP の分離と精製に成功しましたか？ 答えになる証拠を確認し

てください。 
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付録 
 

 

 

   付録 A  キットに出てくる用語の解説 

   付録 B  分子生物学の基礎用語 

   付録 C  無菌操作法、大腸菌の取扱い、 

洗浄方法と廃棄方法について 

   付録 D  発現調節、1 遺伝子＝1 タンパク質 
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付録 A 

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体物質。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、 －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 －ラクタマ－ゼを産出

し、分泌します。分泌された －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、 －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。 

大腸菌ライブラリー ある生物種から挿入した DNA を運ぶ、組換え型プラスミドベクターで

形質転換した大腸菌のコレクション。 

大腸菌溶解物 溶解した大腸菌の内部から放出された物質。タンパク質、核酸、およ

び細胞質を構成するその他全ての物質を含みます。 

－ラクタマ－ゼ －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。 －ラクタマ－ゼタンパク質は －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 －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できるようになります。 

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。 

クロマトグラフィー 固形マトリクス入りのカラムに混合液を通すことにより、タンパク質その

他の混合液を分離する過程。マトリクスの性質を調節すると、ある種の

分子をその他の分子から選択的に分離することができます。分子の性

質には疎水性、分子の大きさ、および電荷などがあります。 
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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。 

遠心分離 混合物を高速で回転させて重い粒子と軽い粒子を分離すること。この

場合、遠心分離によりチューブ底部に｢沈殿｣ができ、沈殿の上には液

体｢上清｣が残ります。 

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。 

DNA ライブラリー ある細胞から DNA を抽出した場合、その DNA を切り刻んだ断片をひ

とまとめにしてプラスミド群にクローニングできます。この過程でたくさん

の種類の組換え DNA が作られます。これら複数種類の DNA を細胞

に戻すと、各形質転換細胞はそれぞれ独自の DNA を受け取り、増殖

させることになります。全ての細胞は同じベクターDNA を持っています

が、｢挿入｣されている DNA は異なります。 

 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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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。 

遺伝子調節 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。 

GFP 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。 

リゾチーム 大腸菌細胞壁を溶解、あるいは破壊して開くために必要な酵素。自然

界では、この酵素はヒト涙中に存在し、大腸菌感染から眼を防御する

殺菌剤として働きます。リゾチームという名前は、この酵素の大腸菌を

溶解（lyse）する能力からつけられました。 

沈 殿 遠心分離すると、大腸菌、あるいは溶解した大腸菌の細胞膜およびそ

の他の不溶物等比較的重い粒子が、マイクロチューブ底部に塊となっ

て観察されます。 

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、および -ラクタマーゼをコードするアンピシリン耐性遺伝

子が乗っているプラスミド。 
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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 大腸菌ライブラリーから目的の大腸菌を識別するための手順。 

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。 

上 清 遠心分離後に、沈殿物よりは軽い細胞内物質を含んでいる液体。 

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 B 

分子生物学の基礎用語 
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’ …GAACT …5’となります。並べて書いてみる

と、  5’ … AGGTC…3’ 
3’ … GAACT…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。 
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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。 

・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(A)、シトシン(C)、グアニン(G)、そしてウラシル(U)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。 
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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 20 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 43＝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 万と言われています。 

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。 
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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。 

・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、
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そうでない細胞は生きていけないからです。 

・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。 



 64 

付録 C 

無菌操作法、大腸菌の取扱い、洗浄方法と廃棄方法について 

＜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。 

＜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、このキットで使用する大腸菌 K-12 株を扱うにはその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い

ましょう。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。 
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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。 
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付録 D 

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。ただし、

ヒトゲノムの解読が終了すると、人間には 10 万あると考えられていた遺伝子は予想の 1/4、およそ 2.5 万しかな

い事がわかり、「1 遺伝子＝1 タンパク質」とは限らないことが分かってきました。 

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 PBAD 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PBAD 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
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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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GFP タンパク質の発現 
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