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１．土 壌 試 料 の取 り扱 い

（１） 採取した土壌試料を 2 mm 目の篩いに通し、植物残さ等をできるだけ取り除く。大きめの
ビニール袋に篩った土壌を入れて、十分に混和する。DNA 抽出に用いる土壌量が少量
であるため、篩いと混和の操作が不十分であると同一処理区の反復試料間にばらつきが
生じやすくなる。

（２） 抽出に用いる破砕用チューブに、上記の土壌を 0.4 g ずつ取り分ける。直ちに DNA 抽出
を行わない場合は、チューブごと− 20℃以下で保存する。抽出の反復数は、3−5 点を目
安に対象とする圃場（規模、ばらつきの出やすさ等）に応じて適宜設定する。

２．DNA 抽 出

土壌からの DNA 抽出には、下記の市販キットにスキムミルク添加による土壌粒子への DNA
吸着防止手順を追加した方法参考文献１）で行う。尚、手順に示す破砕チューブおよび試薬類（ス
キムミルク以外）はキットに含まれている。

【使用するもの】
・FastDNA SPIN Kit for Soil (Q-BioGene 社)
・スキムミルク（培養基質用）
・破砕装置（Q-BioGene 社 FP シリーズ，和研薬社 Bead Smash など）
・微量高速遠心機

【抽出手順】
（１） 0.4 g の試料を入れた破砕用チューブ（Lysing Matrix E）に、978 µl の Sodium Phosphate
Buffer※１と 122 µl の MT Buffer を加えて懸濁する。
※１

黒ボク土のように DNA を吸着しやすい土壌に対しては、Sodium Phosphate Buffer を加える際
に 20% (w/v) スキムミルク溶液を 80−160 µl 添加する。この場合、スキムミルク溶液分を Sodium
Phosphate Buffer から差し引く。スキムミルクの最適添加量は土壌によって異なるため、事前に
最適量を調べておく必要がある。また、スキムミルクからの DNA の持ち込みを防ぐため、スキム
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ミルク溶液はあらかじめ 115℃-5 分の加熱処理をしておく。2 ml 程度のスクリューキャップチュー
ブに小分けに作成して−20℃で保存しておくとよい。

（２） 破砕装置にチューブをセットして、破砕処理を行う。このときチューブキャップの締め方が
不完全だと抽出液が漏れやすいので注意する。破砕速度および時間は、FastPrep FP シ
リーズの場合 5.5 m/sec.で 30 秒、BeadSmash シリーズの場合 5,000 rpm で 30 秒を目安
とする。

（３） 14,000 xg で 1 分間遠心し、上清を新しい 1.5ml チューブに移す。

（４） 250 µl の PPS を加えてよく転倒混和し、14,000 xg で 5 分間遠心する。

（５） 上清を新しい 15 ml チューブに移し Binding Matrix Suspension を 1 ml 加える。Binding
Matrix Suspension は沈殿しやすいため、分注する際にむらが生じないようによく撹拌して
おく。

（６） ローテーター等で 2 分間穏やかに撹拌した後、チューブをラックに立てて静置し Binding
Matrix を沈殿させる。

（７） 沈殿した Binding Matrix を避けて上清を 500 µl 取り除く。

（８） Binding Matrix を再懸濁して 600 µl を SPIN Filter に移し、14,000 xg で 1 分間遠心する。

（９） 流下液を捨てて、残りの懸濁液を同様の操作で SPIN Filter に通し、Binding Matrix を
SPIN Filter 上に回収する。

（10） 回収した Binding Matrix に 500 µl の SEWS-M を加え、14,000 xg で 1 分間遠心する。

（11） 流下液を捨てた後、SEWS-M を完全に除くために 14,000 xg で 2 分間遠心し、SPIN
Filter を Catch Tube にのせ替える。

（12） Matrix を 5 分間風乾した後、80 µl※２の DES を加えて穏やかに懸濁する。このときチップ
の先端でフィルターを傷つけないように注意する。
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※２

キットのマニュアルでは 50 µl となっているが、50 µl では Matrix を十分に懸濁することが難しい
ため、ここでは 80 µl を推奨する。

（13） 14,000 xg で 1 分間遠心し、溶出液を Catch Tube に回収する。溶出した DNA 溶液※３、
5-10 µl 程度をアガロースゲルで電気泳動し、DNA が抽出できていることを確認する。直
ちに使用しない場合は、DNA 溶液は−20℃以下で凍結保存する。
※３

腐植の多い土壌では溶液にうすく着色がみられるが、通常はそのまま以下の PCR に使用する
ことができる。PCR の阻害がみられる場合は、市販の DNA 精製カラム等で追加の精製操作を
行うとよい。

３．PCR

３−１．一般細菌相
一般細菌相の解析用プライマーとして、真正細菌 16S rRNA 遺伝子の V6-8 可変領域を標
的とする以下のプライマーセット参考文献２）を使用する。

Forward primer ： F984GC
5’-cgc ccg ggg cgc gcc ccg ggc ggg gcg ggg gca cgg ggg gaa cgc gaa gaa cct tac-3'
下線部は GC clamp

Reverse primer ： R1378
5'-cgg tgt gta caa ggc ccg gga acg-3'

【PCR 条件】
TOYOBO「KOD-Plus-」を使用し、以下の条件で反応を行なう。

・反応液組成（50 µl 反応系）
添加量
滅菌蒸留水

終濃度

33 µl

10x Buffer

5 µl

1x

dNTPs (2 mM)

5 µl

各 0.2 mM

3

MgSO4 (25 mM)

2 µl

1 mM

F984GC (10 µM)

1 µl

0.2 µM

R1378 (10 µM)

1 µl

0.2 µM

BSA (20 mg/ml)※４

1 µl

0.4 µg/µl

KOD-Plus-

1 µl

Template DNA※５

1 µl

※４

Bovine Serum Albumin 溶液（TaKaRa #2320）。BSA の添加は腐植成分による PCR の阻害を防ぐ。

※５

前述の抽出法で得た DNA 溶液を 1 µl 使用する。鋳型 DNA を加えないネガティブコントロールを必
ず設ける。

・反応サイクル
94℃-2 分 →［94℃-15 秒，55℃-30 秒，68℃-30 秒］×34

【PCR 産物の確認および精製】
PCR 産物 2-3µl 程度をアガロースゲルで電気泳動して期待サイズ（約 470-480bp）の産物が
得られていることを確認する。残りの産物は市販の PCR 産物精製キット（QIAGEN 製 QIAquick
PCR Purification Kit 等）で精製した後、DNA 濃度を測定しておく。すぐに DGGE を行わない
場合、精製産物は−20℃以下で保存する。

３−２．糸状菌相
糸状菌相の解析用プライマーとして、糸状菌 18S rRNA 遺伝子を標的とする以下のプライマ
ーセット参考文献３）を使用する。

Forward primer ： NS1
5'-gta gtc ata tgc ttg tct c-3'

Reverse primer ： GCFung
5'-cgc ccg ccg cgc ccc gcg ccc ggc ccg ccg ccc ccg ccc cat tcc ccg tta ccc gtt g-3'
下線部は GC clamp
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【PCR 条件】
TOYOBO「KOD-Plus-」を使用し、以下の条件で反応を行なう。

・反応液組成（50 µl 反応系）
添加量
滅菌蒸留水

終濃度

32 µl

10x Buffer

5 µl

1x

dNTPs (2 mM)

5 µl

各 0.2 mM

MgSO4 (25 mM)

2 µl

1 mM

NS1 (10 µM)

1.5 µl

0.3 µM

GCFung (10 µM)

1.5 µl

0.3 µM

BSA (20 mg/ml)※６

1 µl

0.4 µg/µl

KOD-Plus-

1 µl

Template DNA※７

1 µl

※６

Bovine Serum Albumin 溶液（TaKaRa）。BSA の添加は腐植成分による PCR の阻害を防ぐ。

※７

前述の抽出法で得た DNA 溶液を 1 µl 使用する。鋳型 DNA を加えないネガティブコントロールを必
ず設ける。

・反応サイクル
94℃-2 分 →［94℃-15 秒，50℃-30 秒，68℃-30 秒］×30

【PCR 産物の確認および精製】
PCR 産物 2-3µl 程度をアガロースゲルで電気泳動して期待サイズ（約 390bp）の産物が得ら
れていることを確認する。残りの産物は、一般細菌相解析の場合と同様に精製して DNA 濃度
を測定しておく。すぐに DGGE を行わない場合、精製産物は−20℃以下で保存する。
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４．DGGE

DGGE には BioRad 社製 DCode システムを用いる。表１，２に示す泳動条件とゲルの組成を
除き、一般細菌と糸状菌の作業手順は共通である。

表１．泳動条件
条件

一般細菌相用

糸状菌相用

6%

7%

50%→70%

20%→45%

泳動温度

58℃

60℃

泳動電圧

50V

50V

泳動時間

18 時間

20 時間

一般細菌相用

糸状菌相用

ゲル濃度
変性濃度勾配

表２．DGGE 用ゲルストック溶液の組成※８
組成
50%変性

70%変性

20%変性

45%変性

40% アクリルアミド/ビス 37.5:1

15 ml

15 ml

17.5 ml

17.5 ml

50x TAE

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

ホルムアミド (deionized)

20 ml

28 ml

8 ml

18 ml

尿素

21 g

29.4 g

8.4 g

18.9 g

to 100 ml

to 100 ml

to 100 ml

to 100 ml

超純水
※８

変性濃度 100%は尿素 7 M, ホルムアミド 40%に相当。

【使用するもの】
・DCode システム（BioRad）
（本体、キャスティングスタンド、サンドイッチクランプ、ガラスプレート、スぺーサー、シリンジ、チューブ、ニードル、
Y-フィッティング、コーム、グラジェントフォーマー）

・パワーサプライ
・吸引濾過フィルター（IWAKI メンブレンフィルターシステム #8110-250 等）
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・染色用容器（ポリプロピレン製）
・ゲル撮影装置
・40% アクリルアミド/ビス 37.5:1 溶液
・50x TAE
・ホルムアミド（deionized）
・尿素（分子生物学用）
・過硫酸アンモニウム
・TEMED
・Dye solution （DCode 添付の説明書参照）
・2x Loading Dye （DCode 添付の説明書参照）
・SYBR Green I（TaKaRa #F0513 等）

【変性ゲルストック溶液の調整】
（１） 表２の組成に従い、変性濃度の異なる 2 種類のゲルストック溶液を調整する。各 100 ml
のストック溶液で 6 枚分のDGGEゲルを作成できる。なお、未重合のアクリルアミドには毒
性があるため、取り扱い時にはゴム手袋を着用すること。

（２） 混入物除去のため、調整した溶液を吸引濾過フィルターで濾過する。

（３） 遮光したボトルに入れて 4℃で保管する。保管期間は 1 ヶ月程度※９。
※９

ホルムアミドは水分によって徐々に分解するため、劣化したゲルストックを使用すると DNA の変
性作用が低下してバンドが下流側にずれてくる。こうした兆候がみられたら、保管期間によらず
ストックを交換する。

【ゲルの作成】
（１） DCode のマニュアルに従い、プレートを組み立てる※１０。キャスティングスタンドに組み立
てたプレートを固定し、プレートの中央部にゲル注入用のチューブをテープで固定する。
※１０

スぺーサーとガラス板の端が揃っていないとゲル漏れを起こすので、フラットになっていること

を確かめること。

（２） 10%過硫酸アンモニウム溶液を必要量調整※１１する。
※１１

ゲル一枚につき約 300 µl 使用。この溶液は作り置きしないこと。
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（３） 清浄なビーカー等に各変性ゲルストック溶液を 16 ml ずつ取り分ける。

（４） 高変性ゲルストック溶液に 100 µl の Dye Solution を加える。

（５） 両方のストック溶液に（２）の過硫酸アンモニウム溶液 144 µl を加えて軽く振り混ぜる。

（６） 両方のストック溶液に TEMED を 14.4 µl 加えて軽く振り混ぜ、チューブを装着したシリン
ジに各溶液全量を吸い取る。シリンジおよびチューブ内の空気を抜いた後、グラジェント
フォーマーにセットし※１２、各チューブの端を（１）の注入用チューブと Y-フィッティングで
繋げる。
※１２

グラジェントフォーマーの左右を間違えないこと。ホイールに向かって右側に高変性、左側に

低変性のシリンジをしっかりと固定する。ネジによる固定が甘いと、注入操作時にシリンジがず
れてゲルの量に狂いが生じる。また、あらかじめグラジェントフォーマーのホイールは、ゲル注入
操作の逆向きに回らなくなるまで回しておくこと。

（７） グラジェントフォーマーのホイールをゆっくり一定の速度で手前に回す。プレート上端ま
で溶液を注入した後、チューブを外し気泡が入らないようにコームを慎重に挿し込む。チ
ューブとシリンジに残った溶液は元の容器に戻し、固めて処分する。チューブとシリンジ
は蒸留水を通してすすぎ、内部でアクリルアミドが固まらないようにする。

（８） 3 時間以上重合させる。

TEMED の添加によりアクリルアミドの重合が始まるので、（６）以降の操作はゲル毎に手早く
行う必要がある。アクリルアミドの重合は温度が高いと急速に進むため、ゲルストック溶液はよく
冷やしておく。ガラスプレートとストック溶液の温度差が大きいと重合の進み方にむらが生じ、
変性勾配が歪みやすくなる。可能であれば、ガラスプレートも低温に保てるようゲルの作製作
業を低温室で行うとよい。その場合、重合に要する時間は長くなる（ある程度固まった段階で
室温に戻せばよい）。

【泳動】
（１） 1x TAE バッファを 7 リットル作成し、泳動槽の Fill-Run の間まで注ぐ。ヒーターを ON にし
て設定温度を泳動時の温度より 5℃程度高めに合わせる※１３。バッファが昇温するまでに
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かなり時間がかかるので、ゲルの重合を行っている間にこの作業をしておく。
※１３

後でゲル板をセットするとバッファ温度が下がるため。

（２） 十分に重合させたゲルからコームを静かに抜き取る。プレート表面に付着した余分なゲ
ルはきれいに取り除き、注射器等を使用してウェルを洗浄する。同時に、ウェルの境界部
分をまっすぐに整えておく。

（３） ゲル板を DCode のコアに取り付け、泳動槽にセットする。この際、コアをそのまま沈めると
バッファが溢れるので、先に泳動槽から 300 ml 程度のバッファを取り分けておき、コアを
セットした後、取り分けたバッファをコア上部に戻すようにする。DCode は一度に 2 枚のゲ
ルで泳動が可能だが、片側のゲルだけ泳動する場合でも必ず両面にプレートをセットす
ること。この場合、スぺーサーを挟まずに組み立てたゲルなしのプレートを使用すればよ
い。

（４） ポンプを ON にしてバッファを泳動槽の Maximum ラインまで満たす。ポンプが動作するこ
とにより上部バッファが一定の水位を保つことを確認する。泳動時の温度より 2℃程度高
めに設定し※１４、温度が安定するまで待つ。
※１４

サンプルアプライの間にバッファ温度が下がるため。

（５） 200 ng 相当（16 ウェルコームの場合）の PCR 産物を等量の 2x Loading Dye と混合して泳
動用の試料を調整しておく。

（６） 上部ユニットを取り外し、各ウェルにサンプルをアプライ※１５する。両端のウェルは泳動に
歪みが生じやすいので用いないほうがよい。また、異なるゲル間のパターン比較を容易
にするためにマーカーレーンを設ける※１６。
※１５

先の細長いゲルローディング用のチップが使いやすい。

※１６

細菌用には DGGE Marker III、糸状菌用には DGGE Marker IV（いずれもニッポンジーン）を

使用するとよい。

（７） 設定温度を表１の泳動条件に合わせポンプを ON にする※１７。このときバッファ水位が泳
動槽の Maximum ラインに達していなければ補充しておく。温度が安定したら表１の泳動
条件に従って泳動を開始する。
※１７

ウェルにアプライしたサンプル液量が多い場合、ポンプの水流によってサンプルが拡散するこ
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とがある。この場合は泳動開始後しばらくしてからポンプを ON にするとよい。

【染色】
以下に使用するSYBR Green Iはエチジウムブロマイドよりも有害性が低いとされるが、染色
作業中は安全のためゴム手袋を着用すること。ゲルを皮脂等で汚さない意味もある。

（１） コアを解体してガラスプレートからサンドイッチクランプを外す。

（２） スぺーサーを端からゆっくり持ち上げるようにして、ゲルからガラス板（小）をはがす。

（３） ガラス板（大）に張り付いた状態のゲルを慎重に剥がしとり、染色用の容器に移す。このと
きゲルを破損しないように十分注意すること。ゲルの端を捲ってバッファでゆっくり流し落
とすようにするとよい。

（４） ゲルを適当量の 1x TAE バッファで軽くすすぎ、バッファを捨てる。

（５） 100 ml の 1x TAE バッファと 10 µl の SYBR Green I を加え、ターンテーブル等で 30 分間
穏やかに振とうする。SYBR Green I は添付の説明書をよく読んで取り扱うこと。SYBR
Green I は、ガラスやポリエチレンに吸着されやすいため、染色容器はポリプロピレン製の
ものを使用する。また、バッファに溶かしたあとの SYBR Green I は不安定なので、染色液
の再利用は避ける。

（６） 使用する撮影装置のマニュアルに従い泳動像を画像化する。大型のゲルイメージスキャ
ナを使用できれば理想的であるが、トランスイルミネーターとマニュアル露出が可能なデ
ジタルカメラを用いても、調整次第で良好な泳動像を得ることができる。ミニゲル撮影用の
装置やポラロイドカメラでは解像力不足のことが多い。
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５．実 例

１．土壌 DNA 抽出
【サンプル】
1

畑土（黒ボク土）

2

畑土（黄色土）

3

畑土（灰色低地土）

4

畑土（淡色黒ボク土）

5

温室床土（褐色火山性土）

6

畑土（淡色黒ボク土）

7

畑土（細粒褐色低地土）

8

畑土（淡色黒ボク土）

9

水田（黒ボク土）

M 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 M

12Kb

10 水田（灰色低地土）
M

Kb DNA ladder (Stratagene)

1%アガロース，100V-30分泳動

本マニュアルに従い、各 0.4 g の生土から 80 µl の DNA 溶液を抽出し、うち 6 µl をアガロースゲル電気
泳動に供した。なお、抽出の際、サンプル 2, 3 には 80 µl，1 には 120 µl，4, 5, 6, 8 には 160 µl の 20%
スキムミルク溶液を使用した。

２．PCR
【細菌 16S rDNA の PCR】

M 1

2 3 4

5

6 7 8 9 10 N M

上記の土壌 DNA を鋳型として
一般細菌用の PCR を実施した。
各産物 2 µl をアガロースゲル
電気泳動により確認。
N はネガティブコントロール。
500bp
250bp

1%アガロース，100V-30分泳動
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M 1

【糸状菌 18S rDNA の PCR】

2 3 4

5

6 7 8 9 10 N M

上記の土壌 DNA を鋳型として
糸状菌用の PCR を実施した。
各産物 2 µl をアガロースゲル
電気泳動により確認。
N はネガティブコントロール。

500bp
250bp

1%アガロース，100V-30分泳動

３．DGGE
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 M

50%

【一般細菌相の DGGE】
上記の細菌 16S rDNA の PCR
産物を精製した後、各 200 ng
相当量を本マニュアルの条件
に従い泳動した。
SYBR Green I で 染 色 後 、
PharosFX (BioRad)で画像化。
M は本解析条件に最適化した
マーカー（ DGGE Marker III,
ニッポンジーン）。

70%
6%ポリアクリルアミドゲル，58℃で50V-18時間泳動
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M

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

M

20%

【糸状菌相の DGGE】
上記の糸状菌 18S rDNA の
PCR 産 物 を 精 製 し た 後 、 各
200 ng 相当量を本マニュアル
の条件に従い泳動した。
SYBR Green I で 染 色 後 、
PharosFX (BioRad)で画像化。
M は本解析条件に最適化した
マーカー（DGGE Marker IV,
ニッポンジーン）。

45%
7%ポリアクリルアミドゲル，60℃で50V-20時間泳動
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６．トラブルシューティング

【DNA 抽出関連】
・DNA がとれない。もしくは抽出量が極端に少ない。
→ スキムミルクの添加量を変更してみる。土壌によっては、元々のバイオマスが小さいため
に抽出量が上がらない場合もある。

・SPIN Filter が破れて Binding Matrix が抜け落ちる。
→ 土壌によってはこのトラブルがたびたび起こることがある。抜け落ちた Matrix を SEWS-M
に懸濁して回収し、新しいフィルターに移し替えることで対処する。

・抽出した DNA 溶液が着色している。
→ 腐植の多い土壌では抽出した DNA 溶液が薄茶色にみえることがある。本マニュアルの
PCR 条件では BSA を添加しているため、ほとんどの場合そのまま PCR に用いても問題
なく増幅がみられる。PCR に阻害がみられた場合は、DNA 溶液を市販の DNA 精製キッ
ト等で再度精製する。

・アガロースゲルで電気泳動する際、サンプルが拡散してしまう。
→ サンプル中にエタノールが残っていることが原因と思われる。SEWS-M で洗浄した後の
binding matrix の乾燥不足。

【PCR 関連】
・増幅しない。
→ 特定のサンプルのみ増幅しない場合は、鋳型 DNA の濃度もしくは精製度の問題である
可能性が高い。DNA が明らかに低濃度である場合は、スキムミルクの添加量をかえて抽
出量の改善をはかる。それでも十分な DNA 量が得られない場合は、鋳型に使用する
DNA 量もしくはサイクル数を増やしてみる。DNA 溶液にはっきりとした着色がみられる場
合は、市販の DNA 精製キット等で精製してから用いる。
→ PCR に使用する試薬類は、完全に溶解して十分に混和してから用いる。
→ 反応液組成、プライマー濃度を再確認する。まれにプライマーのロットによって増幅しに
くい場合もあるので、プライマーを再合成することも選択肢の一つである。
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・非特異産物が多い。
→ ポリメラーゼ、Mg2+が過剰になっていないか確認する。ポリメラーゼのように粘性の高い
溶液は、ピペットチップへの付着量を最小限に抑えるよう注意する。反応液のカクテル
を調合する際は、水に他のものを加えていくようにする。本マニュアルに示した組成順に
調合すればよい。
→ 鋳型 DNA の濃度が著しく高い場合は、薄めて使用する。

・ネガティブコントロールに増幅がみられる。
→ 原因が明らかでなければ全ての試薬を更新したほうがよい。PCR-DGGE の一連の作業
では、多量の PCR 産物を扱うことになるので、PCR 産物のコンタミネーションに十分注意
が必要である。特に、糸状菌用のプライマーセットは増幅効率がよいため、コンタミネー
ションに敏感である。PCR に伴うピペット操作には、フィルター付きのチップを使用するこ
とが望ましい。

【DGGE 関連】
・ゲルの作製途中でアクリルアミドが固まってしまう。
→ ゲルストック溶液の温度が高いと重合が速く進む。ストック溶液はよく冷やして用いる。

・グラジェントフォーマーを回し切ってもゲルがプレート上端に達しない。
→ ガラスプレートを組み立てる際、底面がフラットになっていないと注入中にゲルが漏れ出
ることがある。
→ グラジェントフォーマーにシリンジを固定するネジの締めつけが甘いと、ホイールを回し
た際にシリンジ自体がずれてピストンが十分に押し込まれなくなる。特に、シリンジのゴム
が劣化して摩擦が大きくなっているとこのトラブルが起きやすい。この場合は、シリンジを
新しいものに交換する。

・泳動像に点々とゴミがみえて汚い。
→ 使用する器具、特にガラスプレートを清浄に保つことが重要。組立の際に埃が付着しな
いように注意する。繊維が残りやすいペーパーでプレートを拭くことは避ける。
→ ゲルストックそのものに不純物が混ざっている場合は、濾過しなおす。
→ 染色、画像取り込み時に用いるバッファや装置の汚れに注意する。
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・バンドがぼんやりする。
→ DCode は構造上奥側のゲルの像がぼやけやすい。泳動槽にマグネティックスターラー
を追加して泳動中にバッファを撹拌したり、泳動槽全体を段ボール等で被覆して保温し
たりすることで改善がみられる。
→ 保存状態の悪いサンプルを泳動するとバンドがスメアになることがある。
→ コームを挿すタイミングが遅れたり、コームに気泡が付着したりすると、ウェルがいびつに
なって泳動像が乱れることがある。
→ サンプルをウェルに注入する際に、なるべくサンプルを拡散させないように気をつける。

・パターンが歪む。
→ アクリルアミドの重合が急速に進むと変性勾配が歪みやすい。ガラスプレートとゲル溶液
をあらかじめ冷やしておくと重合がゆっくり進み、歪みが生じにくくなる。可能であれば、
ゲル作製作業を低温室で行うとよい。

・パターンの再現性が悪い。
→ シリンジのゴムの劣化は再現性に大きな影響を及ぼすため、滑りの悪くなったシリンジは
速やかに交換する。
→ ゲルストックや TAE バッファの劣化が疑われる場合は作りなおす。
→ ホルムアミドは脱イオン化されたものを使用する。ホルムアミドに着色がみられる場合は、
再度脱イオン化する必要がある。100 ml のホルムアミドに 10 g の AG501 X-8 樹脂
(BioRad)を加えて１時間撹拌し、濾過することで脱イオン化できる。
→ グラジェントフォーマーのホイールに引っかかりを感じる場合は調整が必要である。摩擦
の生じる部分にシリコンスプレーを施すことで改善する場合もあるが、分解して調整する
場合はメーカーに依頼したほうがよい。

・上部バッファが抜け落ちる。
→ コアとプレートの間に隙間なくガスケットが挟まっていることを
確かめる。右図矢印の部分に隙間ができやすい。

・撹拌用のシャフトがプレートに接触して音がする。
→ コアとプレートの組み付けが不完全であるか、シャフトのずれが原因。後者の場合、位
置を調整しても収まらないようであれば修理が必要。シャフトが接触したまま泳動すると
プレートが振動して泳動像が乱れる原因になる。
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