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１．Beckmann 転位 

 
 

（1）シクロヘキサノンオキシム  (cyclohexanone oxime) 

300 mL の三ツ口フラスコに大きな回転子を入れ，その中に塩酸ヒドロキシルアミン（0.24 mol）
を入れ，水 50 mL に溶かす．マグネチックスターラーで十分にかきまぜながら，シクロヘキサノ

ン（0.20 mol）を加え，次に水 50 mL に溶かした炭酸ナトリウム（0.12 mol）溶液を滴下漏斗

から激しく攪拌しながらゆっくり滴下する．注１ 

ベックマン転位には，純粋なオキシムが必要であるので，次の操作を行う．泡状のオキシムが溶

けるまでオイルバス中でフラスコを加熱する．冷却後，固まった油層をガラス棒で細かくつぶし（後

で洗浄しやすいように，結晶を出来る限り細かくつぶした方がよい），吸引ろ過により水層を分離

する．ろ紙の上の固体にもう一度水 10 mL を加え，かき混ぜながらオキシムを洗浄する（これを

３回繰り返す）．しばらく吸引して水を除いた後，白色固体を新しいろ紙上に取り出し，スパチュ

ラで固体を潰しながら水をろ紙に吸い取らせる（適宜ろ紙を交換する）．水分が無くなったら固体

をビーカーに移して，真空乾燥器中で 1 時間乾燥させる．IR を測定する． 

（2）2-アザシクロヘプタノン（2-azacycloheptanone．慣用名:ε-カプロラクタム）注２ 

100 mL の三角フラスコ中に純粋な濃硫酸 14 mL を入れ，温度計を差し込み，攪拌しながら，

乳鉢で細かく砕いたシクロヘキサノンオキシム（0.13 mol）を少しずつ加える．細かく砕くと溶け

やすくなり，時間の短縮が図れる．このとき，適宜氷水などで冷却し，温度が 25 °C を越えない

ように注意する．その間に，100 mL の三ツ口フラスコに温度計を付け，回転子と純濃硫酸 7.5 mL 
を入れ，油浴中で 120 °C で予熱，攪拌しておく（油浴の上で濃硫酸を扱わないこと．こぼすと危

険）．滴下漏斗からオキシムの透明な溶液を滴下する．滴下速度を調節し，転位の時に出る反応熱

により 120 °C 程度の温度を保ちながら，30 分ほどかけて滴下する．この温度を厳守することが反

応の成否を左右する（温度 115 °C 以下に下がったら，直ちにオキシムの滴下を中止して再び油浴

で加熱し，温度を 120 °C にまで上げる．多量のオキシムがたまると加熱した後の反応が激しくな

りすぎる）．このようにオキシムを加えた後，さらに 10 分間 125 °C に加熱し，室温まで冷やし

てから，氷 50 g の上に注ぐ．40 mL のクロロホルムを加えて氷水で冷やしながら，pH 試験紙

で pH 9 になるまで水溶液を濃アンモニア水で中和する．その際，十分に攪拌し，温度は 25 °C を

超えないように注意する．有機層を三角フラスコに取り，水層からクロロホルム 40 mL ずつで３

回生成物を抽出する．抽出液はまとめて少量の水で２回洗った後，硫酸ナトリウムで乾燥する．ろ

過により硫酸ナトリウムを除き，ろ液をロータリーエバポレーターで濃縮する．50 mL のナスフ

ラスコに移してからウグイス型受器を用いて減圧蒸留する（温度計はテープなどでしっかり固定す

る）．蒸留後，受器をヒートガンで暖め，化合物を融かしながらビーカーに移す．沸点は 140 °C /1.6 
kPa で注３−５，2-アザシクロヘプタノン 12～13 g が留出し，無色の結晶として直ちに固化する．収
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率 83～90%．潮解性を示す．次の(3)の操作は，2-アザシクロヘプタノンを真空乾燥器で充分乾燥

（30 分）させてから行う．NMR と IR を測定する． 

（3）ナイロン６（Nylon-6） 

乾いた試験管に 2-アザシクロヘプタノン 2.0 g と 6-アミノヘキサン酸 0.4 
g を入れる注６．試験管をクランプではさみ，ごく弱火にしたバーナーの炎に

出し入れしながら混合物を加熱・溶融させた後，少し沸騰させる（図１）．ほ

んの少し沸騰が続く程度に穏やかに加熱する注７．重合反応の進行に伴って気

泡が発生し，液中を気泡が上昇して行く．重合が進むにつれ，液の粘性が増

し，気泡の上昇速度が遅くなる．溶融してから 30 分ほど穏やかに加熱して充

分に粘凋になったら試験管を炎から取り出す． 

割りばしを用いて試料を少し取り出し，少し冷え

るのを待って固まり始めたら新しい試験管につけ

て引っ張り，紡糸する．一人が割りばしを持ち，も

う一人が試験管を回転させ糸をまきとる（図２）．内容物が冷えて固化し

始めたら，バーナーで穏やかに加熱して融解させる．次に 6-アミノヘキ

サン酸 0.2 g を使って同じように重合させて紡糸する．重合の様子，液の粘性および紡糸について

6-アミノヘキサン酸 0.4 g を用いた場合と比較しながら実験を行う． 

 

注1. 滴下終了後，すぐに滴下漏斗を取り外し，コック部分を洗浄する．そのままにしておくと，塩が析

出しコックが回らなくなるためである． 
注2. この実験では，溶媒の濃縮及び最後の蒸留操作以外は，すべて局所排気装置を利用して行う． 
注3. 油浴に使用するシリコンオイルの上限温度は 180 °C である．従って，蒸留操作（または温度保持

のための加熱）の際に油浴の温度を上げすぎないように十分注意する．また，蒸留の際には，蒸留

ヘッドなどのコネクタの部分に脱脂綿などをまいて保温すると良い．なお，もしシリコンオイルに

水が混入した場合，冷却時に下にたまった水をスポイトで吸い取る．ろ紙で吸い取ることも可能． 
注4. ト字型コネクタの部分で留分が固化してきたら，ヒートガンで加温しながら蒸留操作を続ける．な

お，得られた 2-アザシクロヘプタノンは，受器を加熱し溶けた状態でビーカーに取り出すとよい．

また，減圧度を高くしすぎると蒸留温度が下がる．このため，留出物が固化しやすくなり蒸留が困

難になるので注意する． 
注5. ダイアフラムポンプの出口側にトラップを付けること．入り口側に付けると減圧度が上がりにくい． 
注6. どちらの物質も吸湿性があるのでなるべく早く秤量する．当然ながら試薬の蓋は必ずすぐに閉める． 
注7. ドラフト内で行う．強く加熱すると溶液の色が黒っぽくなるので，その時は炎から出すこと． 

 [試料の同定]  

 NMR 測定：2-アザシクロヘプタノンを NMR 測定用の重クロロホルム（CDCl3）に溶かし， 

 600 MHz の NMR で測定する（各組で一つ）． 

 IR 測定：シクロヘキサノンオキシム及び 2-アザシクロヘプタノン 

 
図１．重合反応 

 
図２．紡糸 
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２．Michael 付加とハロホルム反応 

 
 

（1）5,5-ジメチル-1,3-シクロヘキサンジオン（5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione） 

乾燥した 200 mL 三口フラスコに 100 mL 滴下漏斗，シリカゲル乾燥管を備えた還流冷却器を

付け，大きめの回転子とナトリウムエトキシド 0.067 mol (90 wt%) を加え注１，50 mL のエタノ

ールを入れ撹拌する．その後室温で，マロン酸ジエチル 0.071 mol を加え，更に 4-メチル-3-ペン

テン-2-オン 0.067 mol を滴下漏斗より撹拌しながらゆっくりと加える注２．反応溶液をオイルバス

上で 30 分還流した後，温かいまま水酸化ナトリウム 0.14 mol と水 40 mL の水溶液を加え，さら

に 1.5 時間還流する．反応混合物が熱いうちに 50 mL 以上の 4 M 希塩酸（M = mol/L）をゆっく

り加え pH 2（pH 試験紙で確認）にし，還流冷却器を外す． 

蒸留装置を付け，オイルバス上でアルコールを留去する（約 50 mL）．放冷すると，生成物が晶

出する．固体を吸引濾過後，水で洗い，さらに少量の氷冷したアセトンで着色がほぼなくなるまで

洗う．真空乾燥器で乾燥する．収量 4.4 g（47%）． 

（2） 3,3-ジメチルグルタール酸（3,3-dimethylglutaric acid） 

ドラフト中，回転子を入れた 100 mL ナスフラスコに次亜塩素酸ナトリウム水溶液（塩素 Cl2 約
0.08 mol 相当）40 mL を加え，撹拌しながら氷浴中で冷却する．これに 0.013 mol の 5,5-ジメ

チル-1,3-シクロヘキサンジオンを加えた後，室温に戻し約 1 時間激しく撹拌を続ける．反応終了

後，氷浴中撹拌しながら 10 g の亜硫酸ナトリウムを加え注３，反応溶液に残存する過剰の次亜塩素

酸ナトリウムを分解（還元）する（この操作までドラフトで行う）．続いて溶液を分液漏斗に移し

20 mL のジエチルエーテルで 1 回洗う．有機層を分離し，水層を 4 M 希塩酸で酸性（約 30 mL
要す．pH 試験紙で確認）にした後，20 mL の酢酸エチルで３回抽出する．酢酸エチル溶液を一つ

にし，飽和食塩水で洗い，無水硫酸ナトリウムで乾燥した後，固体が析出するまでロータリーエバ

ポレーターで有機溶媒を留去する．残渣をできるだけ少量のジエチルエーテル（約 3〜6 mL）に

溶かした後，ヘキサン（約 2 mL）を加えて再結晶を行うことにより 1.3 g（79%）の純品が得ら

れる． 

(1)および(2)の反応は多数の段階からなる反応であるが，反応機構をよく理解の上実験すること．

なお，ハロホルム反応のレポートでは，塩基性条件下の反応において塩素化剤として塩素(Cl2)を想

定して反応機構を書くこと． 
 

注1. ナトリウムエトキシドの粉末が飛散しやすいので，ドラフト中で反応容器に直接量り取る．粉体ロ

ートを使い，すりの部分に粉末が付着しないように入れる． 
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注2. 撹拌しにくくなれば，エタノールを少し追加してもよい． 
注3. 亜硫酸ナトリウムが溶けきらない場合は水を加える． 

[試料の同定] 
1H NMR 測定：（１），（２）の生成物をそれぞれ NMR 測定用の重クロロホルム（CDCl3）に溶

かし，600 MHz の NMR で測定する（各組で一つ）． 

IR 測定：（１），（２）の生成物． 
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３．リドカインの合成 
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リドカインは局所麻酔剤や抗不整脈剤として広く用いられている生理活性物質である．ここでは

1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼンを出発物質とするリドカインの多段階合成を通じて，ニトロ基の

還元，Ｎ-アシル化，SN2 型求核置換反応および TLC（thin layer chromatography: 薄層クロマ

トグラフィー）による反応の追跡法を習得する． 

（1）2,6-ジメチルアニリン（2,6-dimethylaniline） 

[１日目]ドラフト中，攪拌子を入れた 300 mL のナスフラスコに亜ジチオン酸ナトリウム 150 
mmol と炭酸カリウム 150 mmol を加え，180 mL の水に溶解させる．続いて 20 mL のアセトニ

トリルと 1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼン 30.0 mmol 注１を加え，反応溶液が飛び出さないように

ナスフラスコに緩く栓をかぶせてから，50 °C で可能なかぎり激しく撹拌する．30 分ごとに出発

物質の1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼンの酢酸エチル溶液と反応溶液の有機層をTLCによって分析

し，反応の進行を確認する（移動相：ヘキサン／酢酸エチル，混合比：3/1）注２．加熱撹拌開始か

ら 1.5 時間後，室温まで冷やした反応溶液を分液漏斗に移す．続いてヘキサン 50 mL でナスフラ

スコの壁面を洗い分液漏斗に入れ，抽出操作を行う．さらにもう一回ヘキサン 30 mL で水層を抽

出し，集めた有機層に無水硫酸ナトリウムを適量加えて乾燥する．乾燥剤をろ別した後，溶媒をロ

ータリーエバポレーターでしっかり留去し，ダイアフラムポンプで減圧乾燥すると， 2,6-ジメチ

ルアニリンが得られる注３．収量 1.8 g（50%）注４． 

（2）2-クロロ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド（2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl) acetamide） 

[２日目]ドラフト中，12.4 mmol の 2,6-ジメチルアニリンと 10 mL の氷酢酸を三角フラスコに

入れ，クロロアセチルクロリド 13.8 mmol 注１を加える．その後，三角フラスコを振り混ぜて均一

の溶液とする．続いて，2.4 g の酢酸ナトリウムを 15 mL の水に溶かした水溶液を室温で徐々に加

えると，すぐに白色の沈殿が生じる．振り混ぜた後，30 mL の水を加え（この操作までドラフト

で行う），沈澱物を吸引ろ過で集める．このとき大きな塊を細かく砕きながら酢酸臭が消えるまで

水で洗浄し，更に数分間吸引することでよく水を取り除く．原料に 1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼ

ンが混ざっていた場合は，受け器を空にした後，沈殿物をヘキサン 30 mL で洗浄する．得られた

白色固体をナスフラスコに集め，ダイアフラムポンプで減圧乾燥する．収量 1.8 g（73%）．また

生成物および 2,6-ジメチルアニリンの酢酸エチル溶液を作り，TLC で分析する（移動相：ヘキサ

ン／酢酸エチル，混合比：5/1）． 

（3）リドカイン（lidocaine） 

[３日目]攪拌子を入れた 100 mL のナスフラスコに，よく乾燥した 5.0 mmol の 2-クロロ
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-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミドを加える．このフラスコにジエチルアミン 50.0 mmol を
加えた後，ジムロート冷却器を取り付け，オイルバス温度を 60 °C に設定し穏やかに還流する注５．

反応の進行状況を確認するために，30 分間隔で TLC による分析を行う（移動相：ヘキサン／酢酸

エチル，混合比：1/1）．反応終了を確認した後（約 2 時間），容器に水 50 mL を加える．この溶

液を氷浴で冷やして攪拌し続けると白色固体が生成する．得られた沈殿を水で洗いながら吸引ろ過

し，ろ紙で乾燥した後，ダイアフラムポンプで減圧乾燥するとリドカインが得られる．収量 0.70 g
（60%）．残ったリドカインはサンプル瓶に入れて名前と番号を書いて提出する注６． 

 
注1. シリンジを使って正確に計り取る． 
注2. TLC による分析方法および結果の読み取り方は資料編 II-15 を参照．キャピラリーによる反応溶液

の採取は，撹拌を止めて有機層と水層が分離してから行う． 
注3. 還元剤から計 6 電子がニトロ基へと移動しているが詳細な反応機構は未確定である． 
注4. 原料の 1,3-ジメチル-2-ニトロベンゼンが含まれている場合は，1H NMR 測定によって生成物との比

を決定し，収量および収率を求める．  
注5. 還流管の上部は吸気口に近づけておく． 
注6. 合成したリドカインを摂取してはならない． 

 [試料の同定] 

1H NMR 測定：（１），（２），（３）の生成物をそれぞれ NMR 測定用の重クロロホルム（CDCl3）
に溶かし，600 MHz の NMR で測定する． 

融点測定：得られたリドカインの融点を測定する．融点 68–69 °C． 

＜廃棄物処理＞ 

１．ろ別した乾燥剤は，乾燥剤のみを専用のバケツに入れ，ろ紙はゴミ箱に捨てる． 

２．ろ過に使用したろ紙は，アセトンで洗浄して有機物を除いてから廃棄する．洗液は有機廃液

用タンクに入れる．有機物が取れない場合，そのろ紙は専用のバケツに入れる． 
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★★ 有機化学実験のレポートについて ★★ 

 テキストの文章を写すのではなく，自分が実際に行った操作を記述する． 

 客観的事実は現在形で書き，行った内容は過去形で書く． 

 使用した基質や反応剤については，その使用量を重さや体積だけでなく，必ずモル数でも

表示する． 
例）2.0 mL (22 mmol) のアニリンを… 

 得られた生成物については，その色，形状，重さ，モル数，％収率を必ず表記する． 
％収率＝生成物のモル数/反応物のモル数×100 
例）安息香酸メチルが無色の液体として 18 g (0.13 mol) 得られた．収率 81%． 

 TLC で分析を行った化合物については，その Rf 値を展開溶媒の組成とともに表記する． 
例）Rf = 0.4 (ヘキサン／酢酸エチル＝５／１) 

 生成物のスペクトル（NMR，IR）の「解析」を行うこと．「解析」とは，シグナルの強度

や出現位置などを考慮してそのシグナルがどの官能基に由来するのかを決定し，目的物が

できたのかどうか検討する作業である．不純物によるシグナルについても考察すること． 

 文献・資料の無批判な丸写しやコピペを行わないこと． 

 考察部分には，必ず各反応のステップごとの反応機構を（矢印を用いて）書く．液性の変

化など実験操作の意味を理解し，考察する．もし，実験がうまくいかなかったり収率が低

かったりしたときには原因を考察する． 

例） 

 の場合 
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実験日程 

１日目 

酵素の精製と活性測定 

マイクロピペッターの使用法 
溶液の調製 
標準アミラーゼの活性測定 

２日目 

サツマイモからのアミラーゼの抽出と精製 
SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動 
活性測定 

３日目 発展実験 

４日目 

PCR による DNA の増幅 

溶液の調製およびアガロースゲルの作製 
光合成細菌からのゲノム DNA の抽出 

５日目 PCR・アガロースゲル電気泳動 

６日目 条件を変えた PCR・アガロースゲル電気泳動 
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１．酵素の精製と活性測定 

酵素とは触媒活性を持ったタンパク質のことであり、生体における代謝反応を触媒する。酵素ご

とに、特定の物質を基質とした特定の反応を触媒する特異性を有する。タンパク質はアミノ酸がペ

プチド結合して重合したものであるが、特定の構造に折りたたまれている。この構造が基質特異性

と反応特異性を生み出している。酵素は、洗剤や食品の添加物として日常生活において利用される。

また、水飴やチーズ、アクリルアミドの生産などにおいて工業的にも利用されている。生体中には

多くの種類のタンパク質が含まれているため、純粋な酵素を得るためには、タンパク質ごとの電荷

や分子量の違いにより分離・精製する必要がある。精製に使用される方法として、遠心分離法やイ

オン交換クロマトグラフィー、ゲル濾過クロマトグラフィーなどが用いられる。精製した酵素の活

性を測定する場合、酵素活性は温度や pH などの影響により変化することに注意しなければならな

い。 

今回の実験ではサツマイモからアミラーゼ（図 1）を精製して、定性的な活性測定をおこなう。

デンプンが多く含まれるサツマイモの可食部には、僅かな種類のタンパク質（アミラーゼやスポラ

ミンなど）が認められるにすぎない。このうちアミラーゼは、498 残基のアミノ酸から構成され、

分子質量は約 56 kDa である。また、pI（等電点）は 5.2 である。同じポリペプチド鎖が 4 つ会合

して四量体を形成している。デンプンの直鎖部分（アミロース）の非還元末端から 2 つ目のα(1→4)
グリコシド結合を切断しマルトースを生成する。基質であるデンプンの量はヨウ素デンプン反応に

よって確認することができる。このため、酵素反応の有無や進行もヨウ素デンプン反応によってモ

ニターすることが可能である。 

  

 
図１．アミラーゼについて。（A）アミラーゼ四量体の構造（PDB-ID:1FA2）。（B）活性部位と生成物

の拡大図。（C）マルトースの構造式と炭素の番号（D）触媒する反応。 
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１-１．マイクロピペッターの使用法 

マイクロピペッターは、微量の水溶液を高精度で計量し分注することのできる器具である。生化

学の実験では数 μL～1 mL 程度の微量溶液を取り扱うことが多いので、μL オーダーでの溶液の取

り扱いに慣れる必要がある。はじめに、マイクロピペッターの使用方法について確認し熟練するた

めに、イオン交換水の分注をおこなう。 

１-１-１．実験の流れ 
マイクロピペッターによる分注 

→計量 
→精度の計算 

１-１-２．必要なもの 
 イオン交換水入り洗瓶 

 ポリビーカー（1 L）1 個 

 ビーカー（100 mL）1 個 

 ビニール袋 1 枚 

 マイクロピペッター（20－200 μL 用、200－1000 μL 用） 

 チップ（黄色および青色）（足りなくなった場合には、TA の指示に従い補充する。） 

 プラスチックチューブ（15 mL）1 個 

 電子天秤（実験机ごとに 1 台） 

１-１-３．準備 

（１） 実験器具の現物を確認し（追加資料-I を参照）、必要なものを揃える。 

（２） ポリビーカー（1 L）にビニール袋を掛ける（チップ、マイクロチューブ捨て）。 

（３） プラスチックチューブにイオン交換水を 10 ｍL 程度分注する。 

１-１-４．実験操作 

（１） ビーカー（100 mL）を電子天秤の上に置く。 

（２） 風袋引きをおこなう。 

（３） マイクロピペッター（200－1000 μL 用）でイオン交換水を 1000 μL 分注する。 

（４） 電子天秤で重量を測定し記録する。 

（５） （３）、（４）を 5 回繰り返す（1 回ごとに廃棄せずに追加していく）。 

（６） 室温での水の密度を 1.0×10-3 g/μL として容量に換算し、平均値と標準偏差を計算する。 

（７） マイクロピペッター（20－200 μL 用）を使用して、同様の実験をおこなう。ただし、分注

する量は 200 μL とする。 

（８） 絶対誤差（設定値と平均値のズレ）と標準偏差のいずれかが 10 μL 以上となった場合には

第 1 ストップおよび第 2 ストップの位置に注意して再度実験をおこなう。 

（９） 再実験でも同様な結果が得られた場合には、実験ノートを持参して TA に申し出る。 
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１-１-５．廃棄物処理 

（１） 使用済みのチップやマイクロチューブはビニール袋を掛けたポリビーカーに廃棄する（B2
実験終了後にビニール袋ごとまとめて回収する）。 

１-１-６．注意点 

（１） マイクロピペッターの基本操作については、資料編 II-3「マイクロピペッターの取り扱い」

をよく読んでから使用すること。特に、ピペットチップの交換、容量のセット、および 2 段ス

トップの仕組みについて理解しておく。 
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１-２．溶液の調製 

細胞内の pH は有機酸などによってほぼ中性となっている。このため、酵素や DNA を扱う実験

では、緩衝液によって溶液の pH を中性付近（弱酸性～弱塩基性）に調製する。この実験では，

Tris-HCl 緩衝液を使用して弱塩基性（pH 8）に保つ。ここでは、タンパク質の抽出や電気泳動に

必要な緩衝液を調製する。 

１-２-１．実験の流れ 
100 mM Tris-HCl 緩衝液（pH 8）の調製 

→1.0 M NaCl の調製 
→抽出緩衝液の調製 
→泳動緩衝液の調製 

１-２-２．必要なもの 
 マイクロピペッター（200－1000 μL 用） 

 チップ（青色） 

 15 mL 用プラスチックチューブ 2 本 

 50 mL 用プラスチックチューブ 2 本 

 ビーカー（300 mL） 1 個 

 試験管立て（ステンレス製） 1 個 

 ピンセット 1 個 

 ハサミ 1 個 

 時計皿 1 枚 

 洗瓶入りイオン交換水 1 個 

 Tris（tris(hydroxymethyl)aminomethane） 

 Tris-HCl 

 NaCl 

 グリシン 

 SDS（ラウリル硫酸ナトリウム） 

 ラップフィルム 

 pH 試験紙（～5 cm） 

 スターラー 1 台 

 スターラーバー 1 個 

１-２-３．準備 

（１） プラスチックチューブに実験者の名前や調製する溶液の名称と組成を書く。 

（２） これ以降の実験ではゴム手袋を着用する。 

（３） 5 cm 程度に切断した pH 試験紙を配布する。ピンセットで取り扱い、ハサミで 1 cm 程度

に切断して使用する。 
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１-２-４．実験操作 
１-２-４-１．100 mM Tris-HCl 緩衝液（pH 8）の調製手順（20 mL） 

（１） 薬包紙を使用して，Tris を 0.18 g と Tris-HCl を 0.10 g 量る。 

（２） プラスチックチューブ（50 mL）に移す。 

（３） 15 mL のイオン交換水を加える。 

（４） プラスチックチューブのフタをしっかりと閉めて、完全に溶けるまでゆっくりと振り混ぜる。 

（５） イオン交換水を加えて 20 mL にして、もう一度フタを閉めてから振り混ぜる。 

（６） 溶解時に温度が上がっているので、室温になるまで静置する。 

（７） pH 試験紙で pH が 7.0−9.0 の範囲にあることを確認する。外れている場合には TA に申し

出る。 

（８） 室温で保管する。 

１-２-４-２．1.0 M NaCl 溶液の調製手順（10 mL） 

（１） 薬包紙に NaCl を 0.58 g 量り取る。 

（２） プラスチックチューブ（15 mL）に移す。 

（３） 約 8 mL のイオン交換水を加える。プラスチックチューブのフタをしっかりと閉めて、完全

に溶けるまでゆっくりと振り混ぜる。 

（４） イオン交換水を 10 mL まで加えて、もう一度フタを閉めてから振り混ぜる。 

１-２-４-３．抽出緩衝液（20 mM Tris-HCl（pH 8）＋10mM NaCl）の調製手順（40 mL） 

（１） プラスチックチューブ（50 mL）に１-２-４-１で調製した 100 mM Tris-HCl 緩衝液（pH 
8）を 8 mL 分注する。 

（２） １-２-４-２で調製した 1.0 M NaCl 溶液を 400 μL 分注する。 

（３） イオン交換水を加えて 40 mL にして、もう一度フタを閉めてから振り混ぜる。 

１-２-４-４．泳動緩衝液の調製手順（300 mL） 

（１） ビーカー（300 mL）に、Tris 0.90 g、グリシン 4.32 g、SDS 0.30 g を量り取る。 

（２） 250 mL のイオン交換水を加え、スターラーで約 10 分間撹拌する。 

（３） イオン交換水を加えて 300 mL にする。 

（４） 2 日目に使用するので、ラップフィルムをかけて机上に保存する。 

１-２-５．廃棄物処理 

（１） 使用済みの pH 試験紙はゴミ箱に捨てる。 

１-２-６．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる。 

（２） 試薬（Tris、Tris-HCl、NaCl、SDS、グリシン）は、容器ごと各自の実験台に運んで電子

天秤で計量する。使用したらすぐに元にあった場所に戻す。 

（３） pH 試験紙は時計皿にのせてピンセットで取り扱い、溶液や汗などが付かないように注意す

る。 
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（４） 最終的な水溶液の容量は、プラスチックチューブやビーカーの目盛で合わせてよい。 

（５） 電気泳動をおこなうためには泳動緩衝液が 600 mL 必要なので、1 ペアのみで電気泳動を

おこなう場合には、泳動緩衝液を 600 mL 調製しておく。 
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１-３．標準アミラーゼ（高純度精製標品）の活性測定 

１-３-１．実験の流れ 
試薬の調製，準備 

→反応（アミラーゼによるデンプン分解とヨウ素デンプン反応による呈色） 
→吸収スペクトルの測定 

１-３-２．必要なもの 
 マイクロピペッター（2－20 μL 用、20－200 μL 用、200－1000μL 用） 

 チップ（黄色および青色） 

 マイクロチューブ（1.5 mL）4 本 

 マイクロチューブ立て 1 個 

 分光装置（CHEMUSB4）一式 

 プラスチック製光学セル（光路長 1 cm）5 個 

 標準アミラーゼ溶液（0.1 mg/mL サツマイモ由来アミラーゼ、10 mM NaCl、20 mM Tris-HCl 

（pH 8）） 

 抽出緩衝液（10 mM NaCl、20 mM Tris-HCl（pH 8）（１-２-４-３で調製したもの） 

 デンプン溶液（組成：0.15 %）～1 mL 

 ヨウ素ヨウ化カリウム溶液（組成：0.6 mg/mL I2、1.2 mg/mL KI）～1 mL 

 1.0 M HCl ～1 mL 

１-３-３．準備 

（１） 実験器具を確認し、必要なものを揃える。 

（２） 分光装置の操作法を理解する（資料編 II-10 参照）。 

１-３-４．実験操作 

（１） マイクロチューブ（1.5 mL）のフタに記号①〜④を記入する。 

（２） マイクロチューブに溶液を調製する（表３-１）。 
 
表３-１．反応液調製 

溶液 ① ② ③ ④ 
0.1 mg/mL アミラーゼ（μL） 0 5 10 20 
抽出緩衝液（μL） 1000 995 990 980 

合計 （μL） 1000 1000 1000 1000 
 

（３） 各々にデンプン溶液を 100 μL 添加し、10 分間室温で静置する。 

（４） 各々に 1.0 M HCl を 100 μL 添加して反応を止める。 

（５） 各々にヨウ素ヨウ化カリウム溶液を 100 μL 添加する。 

（６） 分光装置で各溶液の吸収スペクトル（350―850 nm）を測定する。 

（７） 溶液①の 649 nm の吸光度から、②～④の吸光度をそれぞれ差し引く。 
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１-３-５．廃棄物処理 

（１） 使用済みのチップやマイクロチューブはビニール袋を掛けたビーカーに貯める（3 日目終了

後にまとめて廃棄する）。 

（２） 使用済みの溶液は，流しに捨てる。 

（３） 光学セルはイオン交換水で洗浄し、乾燥させる。 

（４） ゴム手袋は専用のゴミ箱に廃棄する。 

（５） 残ったデンプン溶液、ヨウ素ヨウ化カリウム溶液および 1.0 M HCl は 2 日目に使用するの

で机上に保管する。 

１-３-６．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる。 

（２） 分光装置は早めにウォームアップしておく。共有するペアに実験予定を聞き、10 分後に使

用できることを確認してから反応を開始する。 

（３） 反応時間ができるだけ一定になるように操作は手早くおこなう。 
 
  



 

B2-9 

１-４．サツマイモからのアミラーゼの抽出と精製 

タンパク質は末端のアミノ基とカルボキシル基に加えて解離性の側鎖を持つ両イオン性の物質

である。したがって、溶液の pH によって総電荷が変化する。そのタンパク質の等電点より溶液の

pH が高い場合には負に帯電し、低い場合には正に帯電する。電気的性質の差を利用することで、

タンパク質を種類ごとに分離することが可能である。陰イオン交換体を使用してイオン交換クロマ

トグラフィーをおこなう場合には、負に帯電したタンパク質が吸着される。塩強度を徐々に上げて

いくと、塩の陰イオンが陰イオン交換体に結合していき、電荷の小さな（等電点が高い）タンパク

質から順に溶出される。 

１-４-１．実験の流れ 
溶液の調製 

→カラムの作製 
→サツマイモからのタンパク質抽出 
→カラムクロマトグラフィー 

１-４-２．必要なもの 
 マイクロピペッター（20－200 μL 用、200－1000 μL 用） 

 チップ（黄色および青色） 

 マイクロチューブ（1.5 mL）15 個 

 マイクロチューブ（2.0 mL）9 個 

 サツマイモ 3 g 

 おろし器 1 個 

 ガラス棒 1 個 

 四つ切りにしたペーパータオル 

 マイクロチューブ立て 1 個 

 カラム 1 個 

 スタンド 1 個 

 ビーカー（100 mL） 2 個 

 ピンチコック 1 個 

 チューブ 1 本 

 陰イオン交換樹脂担体（TOYOPEARL SuperQ-650C）の懸濁液 1.3mL 

 遠心分離機（全体で 8 台） 

 100 mM Tris-HCl (pH 8)  （１-２-４-１で調製したもの） 

 抽出緩衝液（10 mM NaCl、20 mM Tris-HCl （pH 8））（１-２-４-３で調製） 

 1.0 M NaCl （１-２-４-２で調製） 

 イオン交換水 

１-４-３．準備 

（１） 本日の実験は全てゴム手袋を着用して実施する。 
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１-４-４．実験操作 
１-４-４-１．溶液の調製 

（１） マイクロチューブ（2.0 mL）に識別のための記号（W、A～F）を書く。 

（２） 洗浄液（W）および溶出液（A～F）を調製する（表４-１）。 
 
表４-１．溶液の組成表 

溶液 W A B C D E F 
[NaCl]      （mM） 10 50 100 150 200 300 400 

100 mM Tris 緩衝液 （μL） 400 400 400 400 400 400 400 
1.0 M NaCl        （μL） 20 100 200 300 400 600 800 
イオン交換水      （μL） 1580 1500 1400 1300 1200 1000 800 

合計             （μL） 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

 

（３） フタを閉めてよく混合する。 

１-４-４-２．カラムの作製 

（１） カラムの先端にチューブを取り付け、スタンドに固定

する（図４-１）。 

（２） チューブの先端にビーカー（100 mL）を置く。 

（３） チューブにピンチコックを取り付け、閉める。 

（４） イオン交換樹脂担体の懸濁液をカラムに1.3 mL注ぎ、

担体が沈み溶液が澄むのを待つ（約 3 分）。 

（５） ピンチコックを緩めて、溶液の液面が担体の上端まで

となるように溶液を流す。 

（６） 抽出緩衝液を 3 mL 入れて、溶液の液面が担体の上端

までとなるように溶液を流す。 

（７） ピンチコックを閉める。 

１-４-４-３．抽出 

（１） おろし器を使用して、サツマイモをすりおろす。 

（２） 抽出緩衝液を 4 mL 添加してガラス棒でよく混ぜる。 

（３） 四つ切りにしたペーパータオルで抽出液をしっかりと絞り出

し、ろ液をビーカー（100 mL）に回収する（図４-２）。 

（４） 白い沈殿物を避けて、ろ液の透明な部分をマイクロチューブ

（2 mL）に 2 mL 回収する。2 mL に満たない場合には、抽出

緩衝液を追加して 2 mL にする。 

（５） 卓上遠心機で 5 分間遠心（5000 rpm）する。 

（６） 沈殿物を乱さないように注意して、マイクロピペッターで上

澄を新しいマイクロチューブ（2 mL）に回収する。 

 
図４－１．カラムのセッティング 

 
図４－２．抽出液の絞り方。 
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１-４-４-４．カラムクロマトグラフィーによる精製 

（１） 回収のためにマイクロチューブ（1.5 mL）を 15 個用意し、T、W1、W2、A1、A2、・・・、

F1、F2 とラベルをする。 

（２） カラムに抽出液をマイクロピペッターで 1 mL 添加する。残りはあとの実験（１-５および

１-６）で使用するので捨てずにとっておく。 

（３） ピンチコックを緩めて、再び液面が担体の上端になるまで溶液を流出し、マイクロチューブ

（T）に回収する。 

（４） 洗浄液 W を 1 mL 添加する。 

（５） ピンチコックを緩めて溶液を流出し、1 mL だけマイクロチューブ（W1）に回収する。 

（６） 再び洗浄液 W を 1 mL 添加する。 

（７） ピンチコックを緩めて溶液を流出し、1 mL だけマイクロチューブ（W2）に回収する。 

（８） 溶出液 A～F について、実験操作（４）〜（７）を繰り返す。 

（９） 終了後、各マイクロチューブのフタを閉めてゆるやかに振り混ぜ、溶出液を均一にする。 

１-４-５．廃棄物処理 

（１） サツマイモとペーパータオルはゴミ箱（可燃物）に廃棄する。 

（２） 使用済みのチップやマイクロチューブはビニール袋を掛けたビーカーに貯める。 

（３） 担体は指定の容器に廃棄する。カラムは洗浄後に乾燥させる。 

１-４-６．注意点 

（１） 担体懸濁液はピペットでよく懸濁してからマイクロピペッターで取り扱う。 

（２） 卓上遠心機の使用においては、バランスをとるために同じ重さのマイクロチューブどうしが

対になるようにローターにセットしなければならない。今回の場合には、溶液の量をすべて 2 
mL にすることでバランスをとる。また、ローターおよび遠心機のフタを確実に閉めてから回

転させる。指定の回転数以外では使用しない。 

（３） 添加する溶液や回収するマイクロチューブの順番を間違えないようにする。 

（４） 溶液追加と溶出液回収の役割分担をあらかじめ決めておく。 

（５） 溶出液の追加のタイミングと流量を適切に調整することで、ピンチコックの開閉操作を省く

ことが可能となる。 
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１-５．SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動 

イオン交換クロマトグラフィーの各溶出画分に含まれるタンパク質の種類や量を調べるために、

ポリアクリルアミドゲル電気泳動（Polyacrylamide Gel Electrophoresis：PAGE）をおこなう。

ポリアクリルアミドゲルは網目構造を持ち、タンパク質の電気泳動において支持体としてよく利用

される。ラウリル硫酸ナトリウム（SDS）でタンパク質を変性させておこなう SDS-PAGE では、

変性したタンパク質の疎水性部分に SDS のラウリル基が会合し、ミセルを形成する。SDS の硫酸

基は負電荷を持つため、ゲル中で電場がかかるとタンパク質は＋極側に移動する。移動度はタンパ

ク質の分子量により決まる。泳動されたタンパク質はクーマシーブリリアントブルー（Coomassie 
Brilliant Blue：CBB）で染色することで、種類ごとにバンドとして可視化される。分子量が既知

の分子量マーカーの移動度と比較することで、分子量を推定することができる。 

１-５-１．実験の流れ 
泳動サンプルの調製 

→電気泳動装置の組み立て、ローディング 
→電気泳動 
→染色と観察 

１-５-２．必要なもの 
 マイクロピペッター（2－20 μL 用） 

 チップ（黄色） 

 ゴム手袋 

 平板型電気泳動装置 （実験台ごとに 1 台） 

 ホットプレート （実験台ごとに 1 台） 

 スポンジ製フロート 1 個 

 スチロールケース 1 個 

 マイクロチューブ（500 μL）16 個 

 キャップロック（500 μL 用）16 個 

 マイクロチューブ立て 1 個 

 ライトパネル （全体で 4 台） 

 カメラ（私物を使用してもよい） 

 サンプルバッファー（S とラベルしたマイクロチューブ）400 μL（実験台ごと） 

組成：100 mM Tris-HCl（pH 6.8）、32%グリセロール、3.2%SDS、16%β-メルカプトエタノ

ール、ブロモフェノールブルー 

 分子量マーカー（M とラベルしたマイクロチューブ）80 μL（実験台ごと） 

 泳動緩衝液（1 日目に１-２-４-４で調製したものを、電気泳動装置を共有するペアで 300 mL ず

つ出しあう） 

 CBB 染色液 20 mL 

１-５-３．準備 

（１） 実験器具の現物を確認し、必要なものを揃える（追加資料-I を参照）。 
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（２） ホットプレートを使用して湯浴（沸騰状態）の準備をする。 

１-５-４．実験操作 

（１） 新しいマイクロチューブ（500 μL）のフタに P、T、W1、W2、A1、A2～F1、F2 の記号

を記入し、サンプルバッファーを 10 μL ずつ分注する。 

（２） それぞれのマイクロチューブに、抽出液（P）、素通り画分（T）、W1、W2、A1、A2～
F1、F2 を 10 μL ずつ添加し、よく混合する。 

（３） マイクロチューブのフタをキャップロック（500 μL 用）で固定する。 

（４） フロートに取り付けて沸騰状態の湯浴に入れ、5 分間加熱し泳動サンプルとする。 

（５） 追加資料-II を参考にして、電気泳動装置を組み立てる。 

（６） それぞれのウェルに分子量マーカー（M）および泳動サンプルを 15 μL ずつローディング

する（図 5-１）。 

（７） 電気泳動装置のフタを閉める。 

（８） 泳動電流をゲル 1 枚だけ泳動する時には電流値を 20 mA、2 枚の時には 40 mA に設定す

る。電源を入れ、電極から泡が出ていることを確認する。 

（９） 青色のマーカーがゲルの下端から約 1~2 cm のあたりまで来たら泳動を終了する（泳動開

始の約 60 分後。ただし装置や温度による。）。 

（１０） プラグをコンセントから抜いた後にフタを取り外す。 

（１１） 追加資料-II を参考にして、電気泳動装置を解体し、ガラス板を取り出す。 

（１２） スパーテル（金属製ヘラ）を使用してゲルをガラスから分離し、スチロールケースに移

す（追加資料-II を参照）。 

（１３） 染色液をスチロールケースに移す。完全にゲルが浸るようにする。 

（１４） 30 分間放置する（時間がない場合には翌日まで放置してもいい）。 

（１５） 染色液をプラスチックチューブに回収する。 

（１６） ゲルが残ったスチロールケースにイオン交換水を 30 mL 入れる。 

（１７） 10 分間放置する（時間がない場合には翌日まで放置してもいい）。 

 
図５－１．（A）ゲルとローディング位置。（B）ローディングの仕方。（C）断面図。チップをガラ

スに沿わせると操作しやすい。 
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（１８） ライトパネルの上に置き観察し、写真に記録する。 

（１９） 分子量マーカーの泳動パターン（図５-２）から、アミラーゼ（56 kDa）
に対応するバンドを特定する。 

１-５-５．廃棄物処理 

（１） 使用済みのチップやマイクロチューブはビニール袋を掛けたビーカーに

貯める。 

（２） 湯浴の水は、40℃以下に冷めてから流しに捨てる。 

（３） キャップロックは洗浄後に乾燥させ、中央実験台上のカゴに返却する。 

（４） 使用後の泳動緩衝液は指定の容器に廃棄する。 

（５） サンプルバッファーの残りは、マイクロチューブに入れたまま回収する。 

（６） ゲルを挟んでいたガラス板はゴミ箱（ガラス用）に捨てる。 

（７） ゲルはラップに包んでゴミ箱（プラスチック用）に捨てる。 

１-５-６．注意点 

（１） 未重合のアクリルアミドは毒性があるため、ゲルにも素手で触れないようにする。 

（２） 「自作ゲル用」とラベルしてある電気泳動装置には追加でガラス板を挟む必要がある。この

追加のガラス板は使用後に廃棄せずに洗浄、乾燥し返却する。 

（３） ゲル 1 枚のみで電気泳動をおこなう場合にはダミープレートが必要であるので、TA に申し

出る。 

（４） ゲルは非常に破れやすいので、取り扱いに注意する。 

（５） 電気泳動装置による感電に注意する。かならず電源を切り、プラグをコンセントから抜いた

状態で組み立てや解体をおこなう。 

（６） ゲルを挟んであるガラスを分離する際に、破損したりケガをしないように注意する。 
 
  

 
 

 

 

 

 

図５－２． 

分子量マーカー 
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１-６．活性測定 

１-６-１．実験の流れ 
準備 

→反応 
→吸収スペクトルの測定 

１-６-２．必要なもの 
 マイクロピペッター（2－20 μL 用、20－200 μL 用、200－1000μL 用） 

 チップ（黄色および青色） 

 マイクロチューブ（1.5 mL）16 本 

 マイクロチューブ立て 1 個 

 分光装置（CHEMUSB4）一式 

 プラスチック製光学セル（光路長 1 cm）16 個 

 アミラーゼ溶液（抽出したもの） 

 抽出緩衝液（10 mM NaCl、20 mM Tris-HCl pH 8）（１-２-４-３で調製） 

 デンプン溶液（組成：0.15 %）～2 mL 

 ヨウ素ヨウ化カリウム溶液（組成：0.6 mg/mL I2、1.2 mg/mL KI）～2 mL 

 1.0 M HCl ～2 mL 

１-６-３．準備 

（１） 実験器具を確認し、必要なものを揃える。 

１-６-４．実験操作 

（１） マイクロチューブ（1.5 mL）のフタに記号（R、P、T、W1、W2、A1、A2、・・・、F1、
F2）を記入する。 

（２） マイクロチューブ R に抽出緩衝液を 1000 μL 分注する。 

（３） マイクロチューブ（P、T、W1、W2、A1、A2、・・・、F1、F2）にそれぞれ、抽出緩衝

液を 990 μL 分注する。 

（４） マイクロチューブ（P、T、W1、W2、A1、A2、・・・、F1、F2）に抽出液（P）、素通

り画分（T）、W1、W2、A1、A2～F1、F2 をそれぞれ 10 μL ずつ添加する。 

（５） 各々にデンプン液を 100 μL ずつ添加し、10 分間室温で静置する。 

（６） 各々に 1.0 M HCl を 100 μL ずつ添加して反応を止める。 

（７） 各々にヨウ素ヨウ化カリウム溶液を 100 μL ずつ添加する。 

（８） 分光装置で各溶液の吸収スペクトル（350―850 nm）を測定する。 

（９） 反応液 R の 649 nm の吸光度から、P、T、W1、・・・、F2 を加えた反応液の 649 nm の

吸光度をそれぞれ引く。 

１-６-５．廃棄物処理 

（１） 抽出したアミラーゼ溶液を 3 日目の実験で使用する場合には、必要な画分は廃棄せずに保
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存しておく。室温で保存できることは確認済みであるが、冷蔵保存を希望する場合には、名前

を記入し TA に渡す。何本も保存する場合にはビニール袋にまとめて入れる。 

（２） 他の試薬や実験器具については、１-３-５と同様におこなう。 

１-６-６．注意点 

（１） 分光装置は早めにウォームアップしておき、共有するペアに実験予定を聞き、10 分後に使

用できることを確認してから反応を開始する。 

（２） 反応時間ができるだけ一定になるように操作は手早くおこなう。 
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１-７．発展実験 

アミラーゼの酵素活性の性質について調べるために、抽出したアミラーゼを使用して様々な反応

条件下で活性を調べる。実験内容は次の A〜D から選択する。また、追加で必要な試薬や実験器具

については、2 日目の終了時までにホワイトボードに張り出したリストに予約して確保する。数量

に限りがあるもの（ポリアクリルアミドゲル、マーカー、担体、など）は先着順とする。以下に記

載されている実験手順は簡略なものなので、1 日目、2 日目の実験手順を参考にして必要事項をノ

ートに記述すること。3日目の実験開始までに実施する実験内容についてノートチェックを受ける。

2 日目の一連の実験がうまくいかなかった場合のみ、D を選択して 2 日目と同じ実験を繰り返して

もよい。ただし、一部の実験のみの実施は不可とする。 

A：至適 pH を求める 
B：至適温度を求める 
C：自ら設計した実験 
D：2 日目の実験をもう一度おこなう（2 日目に失敗した場合） 

１-７A-１．A 実験の目的と概要 
酵素には解離性残基が含まれるので、立体構造形成や触媒作用にはそれらの解離状態が大きく影

響する。このため、多くの酵素の活性には pH 依存性がみられる。さまざまな pH で活性を測定し、

活性の違いをみる。 

１-７A-２．追加で必要なもの 
 2 日目に精製した酵素（最も純粋な画分のみ） 

 100 mM 酢酸緩衝液（pH 4）（提供試薬リストにあり） 

 100 mM 酢酸緩衝液（pH 5）（提供試薬リストにあり） 

 100 mM リン酸緩衝液（pH 6）（提供試薬リストにあり） 

 100 mM リン酸緩衝液（pH 7）（提供試薬リストにあり） 

 100 mM リン酸緩衝液（pH 8）（提供試薬リストにあり） 

 100 mM リン酸緩衝液（pH 9）（提供試薬リストにあり） 

１-７A-３．実験操作 

（１） 追加で必要なものをそろえる。 

（２） 各 pH について、反応緩衝液（10 mM NaCl＋20 mM 緩衝液）を調製する。 

（３） 各 pH について、精製酵素を加えた反応液（I）と、抽出緩衝液を加えた反応液（II）をそれ

ぞれ調製する（表７-１）。 
 
表７-１．反応液調製（各 pH について調製） 

溶液 I II 
精製酵素（μL） 10 - 
抽出緩衝液（μL） - 10 
20 mM の各反応緩衝液（μL） 990 990 
合計 （μL） 1000 1000 

 

（４） 各々にデンプン溶液を加え反応を開始させ 10 分間室温で静置する。 
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（５） 各々に 1.0 M HCl を 100 μL 加えて反応を停止させる。 

（６） 各々にヨウ素ヨウ化カリウム溶液を 100 μL 添加する。 

（７） 吸収スペクトルを測定する。 

（８） 抽出緩衝液を加えた反応液（II）の 649 nm の吸光度から精製酵素を加えた反応液（I）の

吸光度を差し引く。 

１-７A-４．廃棄物処理 

（１） 追加試薬類は、提供試薬リストの指示に従い廃棄する。 

（２） 未使用の緩衝液類は流しに捨てる。 

（３） プラスチックチューブは洗浄後にイオン交換水ですすぎ、中央実験台の上のカゴに返却する。 

（４） ビニール袋に貯めておいた使用済みのチップやマイクロチューブは、ビニール袋ごとまとめ

てゴミ箱（プラスチック用）に廃棄する。 

１-７A-５．注意点 

（１） 必要な試薬や器具が全て揃うことを確認しておく。 

（２） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる。 
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１-７B-１．B 実験の目的と概要 
酵素が触媒する反応には至適温度が存在する。さまざまな温度で活性を測定し、活性の違いを観

察する。 

１-７B-２．追加で必要なもの 
 2 日目に精製した酵素（最も純粋な画分） 

 温度センサー付きホットプレートスターラー 

 ビーカー（300 mL）（氷水入れ） 

１-７B-３．実験操作 

（１） 追加で必要なものをそろえる。 

（２） 氷水入りビーカー（0℃付近）、実験机上（25℃付近）、湯浴（50℃、80℃、100℃）な

ど、適当な間隔の反応温度を用意し、正確な温度を測定する。 

（３） 各温度について、精製酵素を加えた反応液（I）と、抽出緩衝液を加えた反応液（II）をそれ

ぞれ調製する。 

（４） 反応液、デンプン液を各温度にする。 

（５） デンプン溶液を加え反応を開始させ 10 分間それぞれの温度で静置する。 

（６） 1.0 M HCl を 100 μL 加えて反応を停止させる。 

（７） 反応液を室温にする。 

（８） ヨウ素ヨウ化カリウム溶液を 100 μL 添加する。 

（９） 吸収スペクトルを測定する。 

（１０） 抽出緩衝液を加えた反応液（II）の 649 nm の吸光度から精製酵素を加えた反応液（I）
の吸光度を差し引く。 

１-７B-４．廃棄物処理 

（１） 追加試薬類は、提供試薬リストの指示に従い廃棄する。 

（２） 湯浴の水は、40℃以下に冷めてから流しに捨てる。 

（３） 氷は流しに捨てる。 

（４） 他の試薬や実験器具については、１-３-４および１-７A-４と同様におこなう。 

１-７B-５．注意点 

（１） 必要な試薬や器具が全て揃うことを確認しておく。温度を細かく設定したい場合には、他の

ペアから借りる。 

（２） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる。 

（３） 反応開始時や反応途中に温度が変わらないように注意する。 
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１-７C-１．C 実験の目的と概要 
自ら実験内容を考えて、実施する。抽出に使用する生物（無毒な植物のみ）の変更や、溶出液の

組成の変更などが考えられる。ただし、何を調べたいのかを明確にして実験を設計すること。提供

することができる試薬や器具の一覧を配布するので参考にする。実験の目的や追加で必要なもの、

実験手順をあらかじめ実験ノートに記述する。追加で使用する薬品についての性質や人体への影響、

廃棄方法についても調べて記述する。 

１-７D-１．D 実験の目的と概要 
2 日目の実験に失敗した場合に、抽出から活性測定までを再びおこない、実験を成功させる。た

だし、失敗の原因を明らかにするための条件を加えてもよい。 
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１-８．検討課題 

参考のために以下に検討課題の例を示すが、実験内容に合わせて各自で問題設定しても良い。 

（１） イオン交換クロマトグラフィーについて 

（２） SDS-PAGE について 

（３） ヨウ素デンプン反応におけるヨウ素-デンプン複合体の構造 

（４） アミラーゼの構造と反応機構 

（５） １-６-４におけるフラクションごとの活性に、サツマイモ由来の残存デンプンの影響はどの

ようなかたちで現れているか？影響を小さくするためには、どのような操作をおこなえばよい

か？ 

１-９．1 週目の実験のレポートについて 

3 日間の実験を 1 つの実験としてとらえて、タイトルおよび記載項目を決定し、レポートを作成

する。したがって、内容（実験の目的、実験方法、結果および考察）はおもに 3 日目の実験につい

ての記述となる。1 日目、2 日目の実験については、完全に予備実験として位置付ける場合は記述

しなくてよいが、精製試料として使用する場合や実験結果の比較などをおこなう場合には記述しな

ければならない。 

（例） 
タイトル：アミラーゼの活性の pH 依存性について 
 
序論（原理、実験の目的など） 
 
実験方法 

抽出方法 
イオン交換クロマトグラフィーの方法（溶液条件など） 
電気泳動と観察の方法 
活性測定条件（pH など） 

 
結果 

溶出パターン 
SDS-PAGE の結果（バンドの位置や濃さ） 
フラクションごとの活性 
pH による活性のちがい、至適 pH 

 
考察（pH 依存性の原因、検討課題など） 
 
参考文献 
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２．PCR による DNA の増幅 

ポリメラーゼ連鎖反応（polymerase chain reaction，PCR）とは，2 種類の短い DNA 断片（プ

ライマー）と DNA ポリメラーゼを使用して，テンプレートとなる DNA から特定の領域だけを増

幅させる方法である．（１）二本鎖の DNA の一本鎖への変性，（２）プライマーのゲノム DNA へ

の結合（アニーリング），および（３）デオキシリボヌクレオチド三リン酸（dNTP）の重合による

DNA 鎖の伸長，の三つのステップから構成される．これらの反応ステップを 30 サイクル程度繰り

返すことにより，目的の領域の DNA 鎖を（理論上は）～230倍に増やすことができる．PCR は遺

伝子の単離（クローニング），DNA 配列の解析（シークエンシング），変異体の作製，等において

広く利用されている．今日では，生物化学の研究に必要不可欠な実験技術となっている．また，高

感度かつ高精度な特徴を生かして，病原体の検出，親子鑑定，犯罪捜査，産地判別，品種判定，な

どに応用されている． 

この実験では，細菌のゲノム DNA をテンプレートとして，PCR によりタンパク質をコードする

領域を増幅し，重合した DNA 鎖をアガロースゲル電気泳動により確認する． 

２-１．溶液の調製およびアガロースゲルの作製（４日目） 

細胞内の pH は，有機酸などによってほぼ中性となっている．このため，酵素や DNA を扱う実

験では，緩衝液によって溶液の pH を中性付近（弱酸性～弱塩基性）に調整する．今回の実験の多

く（DNA の抽出，PCR，電気泳動）は，Tris-HCl 緩衝液＊1を使用して弱塩基性（pH 8）に保つ． 

菌体破砕液には菌の持つ DNA 分解酵素が含まれる．さらには，さまざまな理由で実験溶液に

DNA 分解酵素が混入してしまうことも考えられる．これらの DNA 分解酵素の多くは，活性中心に

二価陽イオンを持っている．そのため，DNA を扱う実験ではしばしば，DNA 分解酵素を失活させ

る目的で金属キレート剤である EDTA＊2を添加する． 

アガロースは，寒天に含まれる多糖類の一種であり，水和したものは室温でゲル化して固まる．

アガロースゲル中では分子の拡散が抑えられるため，電気泳動の支持体として利用される．アガロ

ースゲルの網目の大きさは，アガロースの濃度で調整することができる．通常，1％程度の濃度の

アガロースゲルが DNA の電気泳動に利用される．DNA は負電荷を持つため，アガロースゲル中で

電場がかかると，＋極側に移動する．アガロースゲルによる分子ふるい効果により，塩基対の数（重

合度，分子量）が大きな DNA ほどその泳動度は小さくなる． 

４日目に，まず今週の実験で使用する溶液類やアガロースゲル（1.5％）を準備する．ペアのう

ち一名が溶液の調製をおこない（２-１A），もう一名がアガロースゲルの作製をおこなう（２-１B）．

なお，今回は濃度にそれほどの厳密性を要求しないので，ビーカーやプラスチックチューブの目盛

を使用して最終的な容量をあわせてもよい． 

 

*1: tris(hydroxymethyl)aminomethane（Tris）水溶液の pH を HCl 水溶液で調整したもの． 
*2: ethylenediaminetetraacetic acid の略号． 
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２-１A．溶液の調製（４日目） 
２-１A-１．実験のながれ 

100 mM Tris-HCl 緩衝液（pH 8）の調製 
→100 mM EDTA 溶液の調製 
→TAE 緩衝液＊3のストック液（×50）の調製 

*3: 40 mM Tris を酢酸（acetic acid）で pH 8.0 になるように調整し，1 mM EDTA を添加した緩衝液．

アガロースゲルの保存や電気泳動の際に使用する． 

２-１A-２．必要なもの 

 15 mL 用プラスチックチューブ（溶液の保存容器）（ペアごとに 3 本） 

 試験管立て（ペアごとに 1 個） 

 ピンセット（ペアごとに 1 個） 

 ハサミ（ペアごとに 1 個） 

 洗瓶入りイオン交換水（ペアごとに 1 個） 
 

 Tris 

 Tris-HCl*4 

 EDTA・3Na 

 酢酸 

 pH 試験紙（～5 cm） 

*4: Tris を HCl で完全に中和したもの． 

２-１A-３．準備 

（１） プラスチックチューブに実験者の名前や調製する溶液の名称と組成を書く． 

（２） pH 試験紙は，5 cm 程度に切断したものをペアごとに配布する．ピンセットで取り扱い，

ハサミで 1 cm 程度に切断して使用する．切断したものは時計皿に並べる． 

２-１A-４．実験操作 
２-１A-４-１．100 mM Tris 緩衝液（pH 8）の調製手順（10 mL） 

（１） 薬包紙を使用して，Tris を 0.09 g と Tris-HCl を 0.05 g はかりとる． 

（２） こぼさないように注意して，プラスチックチューブに移す． 

（３） おおよそ 8 mL のイオン交換水を加える． 

（４） プラスチックチューブのフタをしっかりと閉めて，完全に溶けるまでよく振り混ぜる． 

（５） イオン交換水を加えて 10 mL にして，もう一度フタを閉めてから振り混ぜる． 

（６） 溶解時に温度が上がっているので，室温になるまで静置する． 

（７） pH 試験紙で pH が 7.0−9.0 の範囲にあることを確認する． 

（８） プラスチックチューブのフタをしっかりと閉めて，室温で保管する． 

２-１A-４-２．100 mM EDTA 溶液の調製手順（10 mL） 

（１） 薬包紙に EDTA・3Na を 0.41 g はかりとる． 
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（２） こぼさないように注意して，プラスチックチューブに移す． 

（３） おおよそ 8 mL のイオン交換水を加える． 

（４） プラスチックチューブのフタをしっかりと閉めて，完全に溶けるまでよく振り混ぜる． 

（５） イオン交換水を加えて 10 mL にして，もう一度フタを閉めてから振り混ぜる． 

（６） pH 試験紙で pH が 7.0−9.0 の範囲にあることを確認する． 

（７） プラスチックチューブのフタをしっかりと閉めて，室温で保管する． 

２-１A-４-３．TAE 緩衝液ストック液（50 倍希釈して使用）の調製手順（15 mL） 

（１） 薬包紙に Tris を 3.63 g はかりとる． 

（２） こぼさないように注意して，プラスチックチューブに移す． 

（３） プラスチックチューブに酢酸を 0.86 mL 加える（TA に分注してもらう）． 

（４） 100 mM EDTA（２-１A-４-２で調製したもの）を 7.5 mL 加える． 

（５） イオン交換水を加えて 14 mL にして，フタをしっかりと閉めて，よく振り混ぜる． 

（６） イオン交換水を加えて 15 mL にして，もう一度フタを閉めてから完全に溶けるまでよく振

り混ぜる． 

（７）  pH 試験紙で pH が 7.0−9.0 の範囲にあることを確認する． 

（８） プラスチックチューブのフタをしっかりと閉めて，室温で保管する． 

２-１A-５．廃棄物処理 

（１） 使用済みの pH 試験紙はゴミ箱に捨てる． 

２-１A-６．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる． 

（２） 試薬（Tris，Tris-HCl，EDTA・3Na）は，容器ごと各自の実験台に運んで電子天秤で計量

する．使用したらすぐに元にあった場所に戻す．酢酸はドラフト内に置くので，TA に分注し

てもらう． 

（３） 切断した pH 試験紙はピンセットで取り扱い，溶液や汗などが付かないように注意する． 

２-１B．アガロースゲルの作製（４日目） 
２-１B-１．実験のながれ 

型枠の組み立て 
→アガロースの溶解と型枠への流し込み 
→TAE 緩衝液中での保存 

２-１B-２．必要なもの 

 コニカルビーカー（100 mL） 

 ビーカー 

 ホットプレート 

 ペン型デジタル温度計 

 ゲルメーカースタンド（図１-１） 

 
図 1-１．アガロースゲルの型枠の部品。 
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 コーム（図１-１） 

 S サイズのゲルトレイ（図１-１）（2 個） 

 プラスチック容器（ゲルの保存用） 

 アガロース 

 TAE 緩衝液のストック液（２-１A-４-３で調製したもの） 

 イオン交換水 
２-１B-３．準備 

（１） 実験器具を確認し，必要なものを揃える． 

（２） ホットプレートに水道水を入れ，ペン型デジタル温度計をセットする．ホットプレートの出

力ツマミを最強にして，90℃になるのを待つ（約 15 分かかる）．90℃になったらツマミを調

整したり，ビーカーで水を加えたりして，沸騰しない程度の温度（85～95℃）に保つ． 

２-１B-４．実験操作 

（１） コニカルビーカーにアガロース 0.75 g をはかりとる． 

（２） イオン交換水を 50 mL 加える． 

（３） 約 90℃で 5 分間湯煎する．時々軽く振り混ぜて，溶け残りがないようにする． 

（４） ホットプレートのスイッチを切る（共用するペアすべてが終了した場合）． 

（５） 実験台の上に静置して，アガロースを冷ます． 

（６） 8 つのウェルを持つ S サイズゲルを 2 つ作れるように，型枠を組み立てる（図１-２）． 

 

（７） アガロースが 50℃程度になったら，いったんコームを外して，型枠中のゲルトレイにアガ

ロース溶液を流しこむ．気泡が入ったらチップなどを使用して除去する． 

（８） コームを再びセットする． 

（ここからは，DNA 抽出実験の後におこなう） 

（９） アガロースがゲル化したら，まずコームをゆっくりと取り外し，ゲルトレイごとゲルをゲル

メーカースタンドから取り外す． 

（１０） プラスチック容器に TAE 緩衝液のストック液（×50）を 3 mL 分注し，イオン交換水を

入れて 100 mL にする＊1． 

（１１） ゲルトレイごとゲルを TAE 緩衝液の入ったプラスチック容器に移し，密閉して室温で保

 
図１-２．組立後の型枠。 
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管する（5 日目と 6 日目に 1 個ずつ使用する）． 

*1: アガロースゲルは本来，×1 倍の TAE 緩衝液に溶解して作製するが，今回は都合によりイオン交換水

に溶解して作製する．そのため，×1.5 倍の TAE 緩衝液に浸して保存することで，最終的な組成を調

整する． 

２-１B-５．廃棄物処理 

（１） 湯は，40℃以下に冷めてから流しに捨てる（DNA 抽出実験の後におこなう）． 

２-１B-６．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる． 

（２） 熱湯や加熱したアガロース溶液による火傷に注意する． 

（３） 高温のままアガロース溶液を流し込むとプラスチック製品は歪んでしまうので，必ず 50℃
以下に冷ます．ただし，40℃以下になるとゲル化してしまうので手早く作業をおこなう． 

（４） ゲルトレイがアガロース溶液の中で浮き上がらないように，ゲルトレイの底を型枠に密着さ

せる．浮き上がってしまう場合には，ガラス棒やチップなどで押さえつける． 

（５） アガロースゲルはやわらかくて壊れやすいので，取り扱いに注意する． 
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２-２．光合成細菌からのゲノム DNA の抽出（４日目） 

酸素非発生型の原始的な光合成をおこなう紅色光合成細菌は，大腸菌と同じグラム陰性細菌に分

類される．グラム陰性細菌の細胞は，内膜，細胞壁，外膜に囲まれており，ゲノム DNA は，内膜

に囲まれた細胞質に含まれている（図２-１）．今回の実験では，米国イエローストーン国立公園内

の温泉から単離された好熱性の紅色光合成細菌 Thermochromatium tepidum からゲノム DNA を

フェノール法によって抽出する．抽出したゲノム DNA は，翌日からの PCR 実験でテンプレートと

して使用する．この DNA 抽出実験は，各自でおこなう． 

２-２-１．実験のながれ 
試薬の調製，準備 

→細胞の破壊 
→タンパク質の除去 
→DNA の抽出 

２-２-２．必要なもの 
 ビーカー 1 個 

 ビニール袋 1 枚 

 ゴム手袋 

 マイクロピペッター（2−20 μL 用，20−200 μL 用，

200−1000 μL 用） 

 チップ（黄色および青色） 

 マイクロチューブ（1.5 mL） 10 本（足りなくなったら必要な分を補充する） 

 キャップロック 1 個 

 マイクロチューブ立て 1 個 

 ステンレス製バス（実験台ごとに 1 個ずつ用意） 

 ホットプレートスターラー（実験台ごとに 1 個ずつ用意） 

 スポンジ製フロート（実験台ごとに 1 個ずつ用意） 

 遠心分離機（全体で 3 台） 
 
 100 mM Tris-HCl（pH 8）（２-１A-４-１で調製したもの） 

 100 mM EDTA（２-１A-４-２で調製したもの） 

 菌体の懸濁液 200 μL（実験台ごとに 800 μL ずつ配布） 

 100% エタノール 1400 μL（実験台ごとに 6 mL ずつ配布） 

 20% (w/v) SDS＊1水溶液 22 μL（実験台ごとに 100 μL ずつ分注） 

 1.0 M NaCl 50 μL （実験台ごとに 200 μL ずつ分注） 

 10 mg/mL リゾチーム水溶液 20 μL （実験台ごとに 80 μL ずつ分注） 

 TE 飽和フェノール＊2（下層）300 μL（実験台ごとに 1200 μL ずつ分注） 

*1: sodium dodecyl sulfate の略号． 
*2: TE 緩衝液で飽和してあるフェノールのこと．相分離しているので，下層を取り出して使用する． 

 
図２-１．グラム陰性細菌の細胞構造の模式図 
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２-２-３．実験の準備 

（１） 実験器具（とくにマイクロピペッター，チップ，遠心分離機，マイクロチューブ）を確認し

（追加資料を参照），必要なものを揃える． 

（２） ビーカーにビニール袋を掛ける（チップ，マイクロチューブ捨て）． 

（３） ゴム手袋を必ず着用する． 

（４） マイクロピペッターの使用方法を確認する（資料編 II-3 を参照）． 

（５） 必要な溶液を実験台ごとに分担して分注する． 

（６） バス（60℃）の準備（実験台ごとに 1 個ずつ用意）をおこなう． 

（７） 次の溶液を必要な容量だけマイクロチューブ中に調製する．溶液の pH は改めて調整しなく

てよい．（チェックシート確認） 

 抽出緩衝液 500 μL 

 組成：10 mM Tris-HCl（pH 8），1 mM EDTA，100 mM NaCl 

 70%（v/v）エタノール 1000 μL 

 Tris-EDTA（TE）緩衝液 1000 μL（５日目に２-３で使用する） 

 組成：10 mM Tris-HCl（pH 8），1 mM EDTA 

２-２-４．実験操作 

（１） 200 μL の菌体懸濁液が入ったマイクロチューブに，500 μL の抽出緩衝液を加えて，ゆっ

くりとピペッティング*3をおこない，できるだけ均一に懸濁する． 

（２） 2 μL の 20%（w/v）SDS 水溶液を加え，マイクロチューブのフタをしっかりと閉めた後

に，指でフタを押さえるように持って 10 秒程度振盪し，内容物をよく混合する． 

（３） 20 μL の 10 mg/mL リゾチーム水溶液を加え，マイクロチューブのフタをしっかりと閉め

た後に，指でフタを押さえるように持って 10 秒程度振盪し，内容物をよく混合する． 

（４） 室温で 10 分間静置する． 

（５） 20 μL の 20%（w/v）SDS 水溶液を加え，マイクロチューブのフタをしっかりと閉めた後

に，指でフタを押さえるように持って 10 秒程度振盪し，内容物をよく混合する． 

（６） 溶液の入ったマイクロチューブのフタをキャップ

ロックで固定し，フロートに取り付けてバス（60℃）

に入れ，10 分間加熱する（図２-２）． 

（７） ヒーターのスイッチを切る（バスを共用するメンバ

ー全員が終了した場合）． 

（８） TE 飽和フェノールを 300 μL 加え，マイクロチュ

ーブのフタをしっかりと閉めた後に，指でフタを押さ

えるように持って 30 秒程度激しく振盪し，内容物をよ

く混合する． 

（９） 卓上遠心機で 5 分間遠心（5000 rpm＊4）する． 

（１０） 水層を上から 300 μL だけ新しいマイクロチューブに移し取る．水層以外が混入しない

 
図２-２．加熱方法 
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ように注意する． 

（１１） 100%エタノールを 700 μL 加え，マイクロチューブのフタをしっかりと閉めた後に，指

でフタを押さえるように持って 10 回程度上下を反転させ，よく混合する．白い凝集物ができ

ていることを確認する＊5． 

（１２） 黄色のピペットチップを使用して白い凝集物を絡めとり，1000 μL の 70％エタノールが

入ったマイクロチューブに移す．半分程度回収できれば，後の操作には不都合はない＊6． 

（１３） 卓上遠心機で 5 分間遠心（5000 rpm）する． 

（１４） 沈殿した凝集物を吸わないように注意して，マイクロピペッターでエタノールをできる

だけ除去する． 

（１５） マイクロチューブのフタを空けたままにして 10 分程度静置し，エタノールを揮発させる． 

（１６） 乾燥したらマイクロチューブのフタを閉め，名前を書いて TA に渡す＊7． 

*3: マイクロピペッターで液体を繰り返し吸ったり吐いたりする操作のこと． 
*4: rotation per minute の略号．回転数の単位． 
*5: 白い凝集物が確認できない場合には，教員か TA に相談し，時間に余裕があれば再度抽出を試みる． 
*6: どうしてもうまく絡めとれない場合には，卓上遠心機で 5 分間遠心（5000 rpm）した後にエタノール

を除去し，回収することを試みる． 
*7: TA は DNA を氷上で保管し，全員分が揃ったら，−20℃の冷凍庫にまとめて保存する． 

２-２-５．廃棄物処理 

（１） 使用済みのチップやマイクロチューブはビニール袋を掛けたビーカーに貯める（6 日目終了

後にまとめて廃棄する）． 

（２） フェノールが含まれている溶液は，ドラフト内の専用の容器に廃棄する． 

（３） それ以外の溶液は，流しに捨てる． 

（４） バスの水は，40℃以下に冷めてから流しに捨てる． 

（５） ゴム手袋は専用のゴミ箱に廃棄する． 

（６） キャップロックは洗浄し，乾燥させる． 

２-２-６．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる． 

（２） フェノールは劇物に指定されている毒性の強い物質である．皮膚に付いた場合には直ちに大

量の水と石けんで洗浄する．目に入った場合には，流水で 5 分以上洗眼する． 

（３） マイクロピペッターの使用については，１日目の資料をよく読んで，各自で吸引と排出の確

認をしてから使用する．とくに，ピペットチップの交換，容量のセットの仕方，および 2 段ス

トップについて理解しておく．洗瓶に入っているイオン交換水やエタノールをマイクロピペッ

ターで分注する場合には，一度マイクロチューブに分取してからマイクロピペッターで正確に

はかり取る． 

（４） 卓上遠心機の使用においては，バランスをとるために同じ重さのマイクロチューブどうしが
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対になるようにローターにセットする．また，ローターおよび遠心機のフタを確実に閉めてか

ら回転させる．指定の回転数以外では使用しない． 

（５） 湯浴の温度や空焚きに注意する．  
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２-３．PCR（５日目） 

PCR には，テンプレート DNA のほかにも，プライマーとよばれる短い DNA が 2 種類必要であ

る．プライマーは，テンプレート DNA の塩基配列情報をもとに，増幅したい数十~数千の塩基配

列が含まれる DNA 領域を挟むように設計される．増幅領域の 5’末端からの 20 塩基程度の DNA を

フォワードプライマー（forward primer），相補対の 5’末端からの 20 塩基程度の DNA をリバー

スプライマー（reverse primer）とする．設計したプライマーは，塩基配列をもとにして人工的に

化学合成される．重合を触媒するポリメラーゼには，高温でも失活しない Taq ポリメラーゼ＊1 が

利用される．PCR は，二本鎖 DNA の一本鎖への変性（94℃），プライマーのテンプレート DNA
への結合（アニーリング）（55℃），およびポリメラーゼによる DNA 鎖の伸長（72℃）の三つのス

テップから構成され，これらの反応を 30 サイクル程度繰り返す（図３-１）．各ステップの反応温

度がそれぞれ異なるため，温度の制御が PCR の進行に重要である．通常の研究活動においては，

温度変化をプログラムすることのできる専用の機械（PCR サーマルサイクラー）を使用して PCR
をおこなう．今回は，三つの温度のバスを用意して PCR におけるサイクルを実現する． 

この実験では，4 日目に抽出した紅色光合成細菌のゲノム DNA（図３-２A）をテンプレートと

して，光捕集に関与するアンテナタンパク質（LH1 の α 鎖，および β 鎖）をコードする領域を増

幅する．PCR に使用するプライマーは既に化学合成したものを提供するが，テンプレート DNA と

プライマーの塩基配列情報（図３-２B）をもとにして，増幅する領域を確認しておく．なお，この

実験は 2 人一組を 1 ペアとして実施するが，ヒーターやホットプレートは実験台（4 人）ごとに 1
セット用意する． 

*1： 好熱性細菌の一種である Thermus aquaticus 由来の DNA ポリメラーゼ．約 2×103 塩基/min の重

合速度をもつ． 

 

 
図３-１．PCR の概念図。線分は１本の DNA を表す。線分の両端の丸と三角はそれぞれ 5’末端と 3‘末端を、塗りつぶ

したものは目的領域の末端を持つものを表す。また、点線は 2 本の DNA 鎖の間の水素結合を表す。目的の DNA 断片（太

線）は、第 2 サイクルで初めて出現する。サイクル数が増加すると、ほとんどの DNA 鎖が目的の DNA 断片となる。 
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図３-２．（A）Tch. tepidum のゲノム DNA の配列の一部。数字はデーターベースにおける塩基番号を表す。LH1 の α
鎖、および β 鎖をコードする領域（塩基番号 632－807、および 386－529）には網掛けを施した。電子ファイルが必

要な場合や広範囲の配列が知りたい場合には、GenBank（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AB543090.1）などのデ

ータベースから各自で入手する。（B）PCR で使用するプライマーの塩基配列。 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AB543090.1
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２-３-１．実験のながれ 
プライマーの設計と合成（今回の実験では，設計・合成済み） 

→バスの準備 
→反応液の調製 
→PCR サーマルサイクル 
→PCR 産物の氷上保管 

２-３-２．必要なもの 
実験台（4 人）ごとに用意するもの： 

 ステンレス製バス 2 個 

 温度センサー付きホットプレートスターラー2 台 

 ホットプレート 1 台 

 デジタル温度計 1 個 

 スターラーバー2 個 

 プレミックス溶液（P とラベルしたマイクロチューブ）100 μL 
組成：0.1 U/μL Taq ポリメラーゼ＊2，3 mM MgCl2，100 mM KCl，20 mM Tris-HCl
（pH 8.3），400 μM dNTP（dATP，dCTP，dGTP，dTTP） 

 フォワードプライマー溶液（F とラベルしたマイクロチューブ）30 μL 
DNA 濃度：5.0 μM 

 リバースプライマー溶液（R とラベルしたマイクロチューブ）30 μL 
DNA 濃度：5.0 μM 

ペア（2 人ごと）に 1 個ずつ用意するもの： 

 発泡スチロールの箱 

 マイクロピペッター（2−20 μL） 

 チップ（黄色） 

 ストップウォッチ 

 割り箸 2 膳 

 輪ゴム 2 つ 

 マイクロチューブ（500 μL）3 個 

 キャップロック 2 個 

 TE 緩衝液（２-２-３で調製したもの） 

*2: U（ユニット，酵素単位）：この酵素については，74℃において 30 分間に 10 nmol のヌクレオチドを

重合する活性を 1 U と定義している． 

２-３-３．実験の準備 

（１） 実験台のうえに図３-３A のように 2 台の温度センサー付きホットプレートスターラーと 1

台のホットプレートを配置する．それぞれの前に温度を書いた 10 cm 四方の紙片を貼り付け

る． 

（２） 2 台の温度センサー付きホットプレートスターラーに水道水を 9 分目まで満たしたバス（蒸

発による水量の減少に注意！）を置き，1 台は 55℃に，もう 1 台は 94℃に設定する．それぞ
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れにスターラーバーを入れ，回転数を 300 に設定する．特に，温度センサーを金属部分に直接

接触させないようにすること． 

（３） ホットプレートに水道水を入れ，デジタル温度計をセットする．ホットプレートの出力ツマ

ミを最強にして，72℃になるのを待つ（15 分以上かかる）．72℃になったらツマミを写真（図

３-３B）の位置にする（気温や使用条件により微調整が必要な場合がある）．温度が高くなり

すぎた場合には，割り箸で掻き混ぜたり，ビーカーで少しずつ水道水を注ぎ足して冷却する． 

（４） 湯の温度が，設定と±1℃以内に落ち着くのを待つ． 

（５） 発泡スチロールの箱に三分の一程度まで氷を入れる． 

（６） 必要な溶液を受け取り，氷中で溶かす． 

（７） 前日に抽出して凍結保存したゲノム DNA を，氷にさして保管する．どちらか一方を選択し

て実験に使用する． 

（８） 3 個のマイクロチューブ（500 μL 用）に，ラベル（Ⓐ，Ⓑ，Ⓒ）を記入する． 

 

２-３-４．実験操作 

（１） 凍結保存したゲノム DNA 入りマイクロチューブに，氷温に冷却した TE 緩衝液を 1000 μL
加える．穏やかにピペッティングをおこなって，完全に溶解させる． 

（２） マイクロチューブⒶに，フォワードプライマー溶液を2 μL，リバースプライマー溶液を2 μL，
ゲノム DNA 溶液を 2 μL，イオン交換水を 2 μL，プレミックス溶液を 8 μL，それぞれ分注し,
よく混合する（表３-１）． 

（３） マイクロチューブⒷに，フォワードプライマー溶液を2 μL，リバースプライマー溶液を2 μL，
イオン交換水を 4 μL，プレミックス溶液を 8 μL，それぞれ分注し，よく混合する（表３-１）． 

   表３-１．PCR 溶液調製 
 Ⓐ Ⓑ 

F（フォワードプライマー） （μL） 2 2 
R（リバースプライマー） （μL） 2 2 
ゲノム DNA in TE （μL） 2 - 
イオン交換水 （μL） 2 4 

P（プレミックス） （μL） 8 8 

合計 （μL） 16 16 

（４） マイクロチューブのフタをしっかりと閉めて，キャップロックでフタをする（図３-４A）． 

（５） マイクロチューブⒶおよびⒷを割り箸にはさみ，輪ゴムで固定する（図３-４A）． 

 
図３-３．（A）ホットプレート（左）、および 2 台の温度センサー付きホットプレートスターラー（中央と右）

の配置。（B）ホットプレートのツマミ。 
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（６） ペアのうち 1 名がマイクロチューブを付けた割り箸を持ち，各温度の湯にマイクロチュー

ブを浸して（図３-４B），サーマルサイクルをおこなう役をする．もう 1 名はストップウォッ

チで時間を計測し，開始と終了を伝える役をする．マイクロチューブに温度勾配ができるのを

防止するために，マイクロチューブをできるだけ深くバスに浸けて加熱する（図３-４B）． 

ただし，熱で変形して湯が流入してしまうので，決してフタを水没させないこと．また，加熱中

の鍋底には接触させないこと． 

（７） 図３-５のスケジュールに従って，サーマルサイクルをおこなう＊3． 

 

（８） サーマルサイクル終了後には，マイクロチューブを氷にさして保管する． 

（９） 温度センサー付きホットプレートスターラーおよびホットプレートのヒーターのスイッチ

 
図３-４．（A）マイクロチューブの固定方法。括弧内の数字は実験操作（１-３-４）におけるステップ

番号である。（B）マイクロチューブの浸し方。フタを湯浴に浸けない。 

 
図３-５．PCR におけるサーマルサイクル。 
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を切る（共用するペアも終了していた場合）． 

（１０） マイクロチューブⒸにあらかじめサーマルサイクラ―で PCR をおこなった反応液を 16 
μL 分注する（TA に分注してもらう）． 

（１１） 残ったプレミックス溶液やプライマー溶液，DNA 溶液は，マイクロチューブのフタに代

表者の名前を記入して，TA に渡す＊4（６日目に使用する）． 

 
*3: 時間計測係がノートに正の字を書いてカウントすると，順番や回数を間違えにくくなる． 
*4: 残ったプレミックス溶液やプライマー溶液，DNA 溶液は TA が氷上で保管し，全員分が揃ったら，冷

蔵庫にまとめて保存する．余った PCR 産物を６日目に使用する予定のペアは，それらも名前を記入し

て渡す． 

２-３-５．廃棄物処理 

（１） 使用済みのチップやマイクロチューブはビニール袋を掛けたビーカーに貯める（B2 実験終

了後にまとめて廃棄する）． 

（２） 割り箸と輪ゴムは翌日にも使用するので，乾燥させる． 

（３） バスの水は，40℃以下に冷めてから流しに捨てる（電気泳動の後におこなう）． 

（４） 氷は流しに捨てる（電気泳動の後におこなう）． 

（５） キャップロックは洗浄し乾燥させる． 

２-３-６．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる． 

（２） マイクロチューブに入れて提供する溶液類は翌日も使用するので，管理に注意する． 

（３） 熱湯による火傷に注意する． 

（４） バスの水量を多目にしておくと実験しやすいが，こぼしやすくなるので注意する．また，蒸

発による空焚きに注意する（危険）． 
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２-４．アガロースゲル電気泳動（５日目） 

アガロースゲル電気泳動において，DNA は塩基対数に応じた泳動度を示す．泳動された DNA は，

結合した色素の蛍光によって観察することができる．塩基対数が既知の DNA（分子量マーカー）

の泳動度と比較することで，PCR で増幅した DNA を同定することができる． 

1 ペアにつき 1 個のアガロースゲルを使用する．今回使用する電気泳動装置は，2 個のアガロー

スゲルを同時に装着することが可能なので，実験台（4 人）につき 1 台使用する． 

２-４-１．実験のながれ 
アガロースゲルの作製（4 日目に作製済み） 

→泳動サンプルの調製 
→電気泳動装置の組み立て，ローディング＊１ 

→PCR 産物の電気泳動 
→DNA バンドの観察 

*1: 電気泳動をおこなう試料をゲルのウェルに注入する操作のこと． 

２-４-２．必要なもの 
 ゴム手袋 

 水平式電気泳動装置 

 マイクロピペッター（2−20 μL） 

 チップ（黄色） 

 ラップフィルム（約 30 cm） 

 LED イルミネーター（波長 470 nm） 

 光学フィルター（オレンジ色） 

 カメラ（私物を使用してもよい） 

 PCR 産物（Ⓐ，ⒷおよびⒸ） 

 ローディングバッファー（L とラベルしたマイクロチューブ）80 μL（実験台ごと） 

 組成：GelGreenTM *2，30%グリセロール，0.05%SDS，5 mM EDTA 

 分子量マーカー（M とラベルしたマイクロチューブ）50 μL（実験台ごと） 

 TAE 緩衝液のストック液（２-１A-４-３で調製したものを，電気泳動装置を共用するペアで 3 mL

ずつ出しあう） 

*2: 通常使用される染色剤である臭化エチジウム（ethidium bromide）は毒性が非常に強いので，今回の

実 験 で は よ り 毒 性 の 低 い 代 替 品 で あ る GelGreenTM （ 10,10'-(6,22-dioxo-11,14,17- 
trioxa-7,21-diazaheptacosane-1,27-diyl)bis(3,6-bis(dimethylamino)acridin-10-ium) iodide）を使用す

る．励起波長（ピーク）：250 nm，502 nm．蛍光波長（ピーク）：530 nm． 

２-４-３．実験の準備 

（１） 実験器具を確認し，必要なものを揃える． 

（２） 6 mL の TAE 緩衝液のストック液をビーカーに分注して，イオン交換水で 300 mL になる

ように希釈し，軽く振り混ぜる． 
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２-４-４．実験操作 

（１） 必ずゴム手袋を着用する． 

（２） PCR 産物 16 μL のはいったマイクロチューブⒶ，ⒷおよびⒸに，ローディングバッファー

5 μL をそれぞれ加えて泳動サンプルとし，室温で 10 分間静置する． 

（３） アガロースゲルをゲルトレイごと電気泳動装置の泳動槽の中にセットする（図４-１A）． 

（４） TAE 緩衝液を泳動槽に注ぐ．アガロースゲルが完全に浸っているか確認する． 

（５） 分子量マーカー（ローディングバッファー添加済みのものを配布）をマイクロピペットで

10 μL だけ分取する． 

（６） 1 個目のウェルに，マイクロピペットでマーカーを 10 μL ローディングする（図４-１B，

C）． 

（７） 2−4 個目のウェルに，泳動サンプルⒶ，ⒷおよびⒸを 10 μL ずつマイクロピペットでロー

ディングする（図４-１B，C）． 

（８） 泳動装置のフタを閉めて電源を装着する． 

 
（９） スイッチ（100 V）を入れる＊3． 

（１０） 泳動中に拡散板を取り付けた LED イルミネーターで照射して，オレンジフィルター越し

にバンドを観察し，移動状況を確認する（随時）． 

（１１） 青色のマーカーバンドがゲルの中央付近まで移動したらスイッチを切り，電源を取り外

す（泳動開始から約 30 分後）． 

 
*3: フタがきちんと閉まっていないと，スイッチが入らない仕組みになっている． 

 

 
図４-１．（A）2 個のアガロースゲルを泳動槽にセットした様子。（B）アガロースゲルとサンプルのローディング位

置。左から分子量マーカー（M）、Ⓐ、Ⓑ、Ⓒとローディングする。（C）アガロースゲルの断面図。ピペットチップ

がゲルに触れないようにサンプルをローディングする。ローディングバッファーの比重は水より重いため、ウェルの

直上より容易に流し込むことができる。 
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（１２） アガロースゲルを泳動槽からゲルトレイごと取り出す．TAE 緩衝液が一緒に移らないよ

うにできるだけ水滴を落とす． 

（１３） ラップフィルムの上でアガロースゲルをゲルトレイから押し出して取り出す．ラップフ

ィルム上に TAE 緩衝液が溜まった場合には，トイレットペーパーなどで取り除く． 

（１４） アガロースゲルをラップフィルムで包む． 

（１５） 拡散板を外した LED イルミネーター（図４-３）で照射して，オレンジフィルター越し

にバンド位置を観察し，写真に記録する．暗箱を使用してもよい． 

（１６） 残ったローディングバッファーおよび分子量マーカーは，マイクロチューブのフタに代

表者の名前を記入して，TA に渡す＊4（6 日目に使用する）．余ったローディングバッファー

および分子量マーカーは TA が氷上で保管し，全員分が揃ったら，冷蔵庫にまとめて保存する． 

 

 
図４-２．（A）LED イルミネーター。    （B）泳動時のバンド観察の仕方。 

 
図４-３．（A）バンドの観察の仕方。（B）分子量マーカーの泳動パターン。数字は塩基対の数を示す。 
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２-４-５．廃棄物処理 

（１） 使用済みのチップやマイクロチューブはビニール袋を掛けたビーカーに貯める（B2 実験終

了後にまとめて廃棄する）． 

（２） 電気泳動に使用した後の TAE 緩衝液は水溶性有機廃液入れ（E2）に廃棄する． 

（３） 観察後のゲルは，可燃ゴミ用のゴミ箱に捨てる． 

（４） ゴム手袋は専用のゴミ箱に廃棄する． 

（５） 余った PCR 産物（ローディングバッファー添加済み）は，翌日使用する予定でいるペア以

外は，マイクロチューブごと廃棄する． 

２-４-６．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる． 

（２） 電気泳動装置の使用方法については，装置に付属のマニュアルを参照する． 

（３） ローディング時にチップをウェルの奥の方まで差し込みすぎてゲルを傷つけることがない

ようにする．また，泳動サンプルが他のウェルに漏れないようにする． 

（４） 電源部分に液体をこぼさないようにする． 

（５） イルミネーターの光を直接見ないようにする． 

２-５．条件を変えた PCR（６日目） 

PCR（２−３）と電気泳動（２−４）を，前日とは異なる条件でおこなう．実験内容は次の A～D か

ら選択し，5 日目の実験終了時までに TA に伝える．研究目的，追加で必要な試薬，および実験手

順をノートに記述する．以下に記載されている実験手順は簡略化されているので，実験２-３，２-
４からの変更箇所を考慮して追加記述すること．5 日目の実験終了後にノートチェックを受け，実

施する実験内容についての許可を得る．5 日目の実験がうまくいかなかった場合のみ，C を選択し

て 5 日目と同じ実験を繰り返してもよい． 

 A：反応液に含まれる二価陽イオンの濃度や種類の変更 
 B：サイクル数の変更 
 C：変更なし（5 日目に失敗した場合） 
 D：自ら設計した実験条件 

２-５A-１．A 実験の目的と概要 
DNA ポリメラーゼには補因子として二価陽イオンである Mg2+が結合している．また，DNA にも

Mg2+が結合している．そこで，PCR の反応液から Mg2+を除去したり，人為的に他の二価陽イオン

に置き換えたりすることで，PCR における二価陽イオンの役割を調べる．次の試料Ⓐ～Ⓓについ

てサーマルサイクルをおこなう． 

Ⓐコントロール（対照実験） 
Ⓑ全ての二価イオンを EDTA で除去したもの． 
ⒸMg2+以外の二価イオンを EDTA で除去したもの． 
ⒹBa2+を代わりに添加したもの． 

２-５A-２．追加で必要なもの 
 20 mM MgCl2 ~10 μL （提供試薬リストにあり） 
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 20 mM BaCl2 ~10 μL （提供試薬リストにあり）（劇物指定） 

 20 mM EDTA ~10 μL（100 mM EDTA を希釈する） 

２-５A-３．実験操作 

（１） 追加で必要なものを揃える． 

（２） 溶液を準備する． 
PCR 溶液を調製する（表５-１）． 

表５-１．PCR 溶液調製（プレミックス溶液は 2 倍希釈で使用することが推奨されているので， 
            できるだけ 1.7~2.5 倍希釈での使用となるように各溶液の量を決定する．）

 

 

（３） PCR サーマルサイクルをおこなう（サンプル数が増えた点以外は変更点なし）． 

（４） 電気泳動をおこない，バンドを観察する（ローディングバッファーの添加量を 6 μL に変更

する）． 

２-５A-４．廃棄物処理 

（１） ビニール袋を掛けたビーカーに貯めておいた使用済みのチップやマイクロチューブは，まと

めて専用の容器に廃棄する． 

（２） 余った緩衝液類（２-１，２-２-３で調製）は流しに捨てる． 

（３） 余った追加試薬類は，提供試薬リストの指示に従い適切に廃棄する． 

（４） 割り箸は中央実験台のカゴに返却する． 

（５） プラスチックチューブは，洗浄後にイオン交換水ですすぎ，中央実験台の上のカゴに返却す

る． 

（６） キャップロックは，洗浄後に乾燥させ，中央実験台の上のカゴに返却する． 

２-５A-５．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる． 

（２） あらかじめ，必要な試薬や器具が全て揃うことを確認しておく． 

（３） 追加で使用する試薬の廃棄方法を確認する． 

（４） プレミックス溶液には 3 mM の Mg2+が含まれているので，取り除くためには EDTA を添

加する必要がある． 

 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
F（フォワードプライマー） （μL） 2 2 2 2 
R（リバースプライマー） （μL） 2 2 2 2 
ゲノム DNA in TE （μL） 2 2 2 2 
T（プレミックス） （μL） 8 8 8 8 
イオン交換水 （μL） 4 2 − − 
20 mM EDTA （μL） − 2 2 2 
20 mM MgCl2 （μL） − − 2 − 

20 mM BaCl2  （μL） − − − 2 

合計 （μL） 18 18 18 18 
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２-５B-１．B 実験の目的と概要 
PCR においてはサーマルサイクルを通常は約 30 サイクル繰り返す．この回数が適切なのかどうか

を10～50回のサイクルのPCRをおこない，増幅されたDNA断片の量を比較することで確認する． 

２-５B-２．追加で必要なもの 
特になし． 

２-５B-３．実験操作 

（１） 溶液類を準備する． 

（２） 表３-１Ⓐと同じ組成の PCR 溶液Ⓐ～Ⓓを準備する． 

（３） PCR のサーマルサイクルを，Ⓐについては 10 回，Ⓑについては 20 回，Ⓒについては 30
回，Ⓓについては 50 回繰り返す． 

（４） 電気泳動をおこない，バンドを観察する．特に濃さ（蛍光の強さ）に注目する． 

２-５C-１．C 実験の目的と概要 
2 日目の PCR 実験に失敗した場合に，PCR，電気泳動，およびその観察を再び同じ条件でおこな

い，実験を成功させる．ただし，失敗の原因を明らかにするための条件を加えてもよい． 

２-５D-１．D 実験の目的と概要 
PCR を自ら実験を設計して実施する．サーマルサイクルのパラメーター（温度，時間，順序）や

プライマーの種類や濃度を変更した実験などが考えられる．ただし，何を調べたいのかを明確にし

て実験を設計すること．最大で 4 条件までとする＊１．コントロール（対照）には，前日の PCR 産

物を用いてもよい．提供することのできる試薬や器具は別紙に記入して配布する．参考にして目的

や追加で必要なもの，実験手順をあらかじめ実験ノートに記述する． 

*１: プレミックス溶液の追加提供はしないので，どうしても 4 条件より多数の条件を試したい場合には，

他のペアから余ったプレミックス溶液を分けてもらう約束を取り付けておく． 

２-５D-２．注意点 

（１） 使用する薬品の性質や人体への影響について調べる． 

（２） あらかじめ，必要な試薬や器具が全て揃うことを確認しておく． 

（３） 追加で使用する試薬の廃棄方法を確認する． 

（４） 今回の実験で使用する DNA ポリメラーゼは，72℃で約 2×103 塩基/min の重合速度をも

つことを考慮して，サーマルサイクルの時間を設定する． 

（５） プロテアーゼや DNA 分解酵素などの酵素類を添加する場合には，除外・不活性化の必要性

やその方法について考察し，実験手順を変更する． 

（６） ゲノム DNA の再分離をおこなう場合には，時間的に可能かどうかにも配慮する． 

（７） バスの温度設定を変更したい場合には，バスを共用するペアの了解を得る． 

２-６．検討課題 

参考のために以下に検討課題の例を示すが，実験内容に合わせて各自で問題設定しても良い． 
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（１） フォワードプライマーおよびリバースプライマーの融解温度（Tm 値）＊1 は何℃か．今回

の PCR でのアニーリング温度（55℃）はプライマーの Tm 値に対して妥当か． 

（２） 分子量マーカーとして使用する DNA の塩基対数（分子量，重合度）と移動度の関係を考え

よ． 

（３） 今回の PCR 実験で増幅した DNA 断片を大腸菌に組み込んで，コードしているタンパク質

を発現させることは可能か．可能ならば，どのような実験操作をおこなえばよいか．不可能な

らば，どのような変更が必要か． 

＊１: プライマーの Tm値は塩基の数や種類，溶液の組成によって異なる値となる．今回の PCR 溶液の条

件での値は，Tm(°C)=60.8+{41×(C の数＋G の数) – 500}/全塩基数 で簡易的に予測することができる．

高精度で予測する必要がある場合には ApE（http://biologylabs.utah.edu/jorgensen/wayned/ape）な

どのソフトウェアを利用する． 

２-７．2 週目の実験のレポートについて 

3日間の実験を1つの実験としてとらえて，タイトルおよび項目を決定し，レポートを作成する．

したがって，内容(実験の目的，実験方法，結果および考察）はおもに 6 日目の実験についての記

述となる．4 日目の実験についても PCR に必要な DNA 試料の準備として位置付けて記述する．5
日目の実験については，予備実験として位置付ける場合には内容を記述しなくてよい． 

（例） 
タイトル：PCR における二価イオンの役割について 
 
序論（PCR の原理，実験の目的など） 
 
実験方法 

ゲノム DNA の抽出方法 
PCR の方法（溶液条件，サーマルサイクルのパラメーターなど） 
電気泳動と観察の方法 

 
結果 

ゲノム DNA の抽出の結果（色や形状） 
PCR の結果（バンドの位置や濃さ） 

 
考察（二価イオンの役割についての議論，検討課題など） 
 
参考文献 

http://biologylabs.utah.edu/jorgensen/wayned/ape

	Ｂ１．有機化学実験
	１．Beckmann転位
	（1）シクロヘキサノンオキシム  (cyclohexanone oxime)
	（2）2-アザシクロヘプタノン（2-azacycloheptanone．慣用名:ε-カプロラクタム）注２
	（3）ナイロン６（Nylon-6）

	２．Michael付加とハロホルム反応
	（1）5,5-ジメチル-1,3-シクロヘキサンジオン（5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione）
	（2） 3,3-ジメチルグルタール酸（3,3-dimethylglutaric acid）

	３．リドカインの合成
	（1）2,6-ジメチルアニリン（2,6-dimethylaniline）
	（2）2-クロロ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド（2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl) acetamide）
	（3）リドカイン（lidocaine）

	★★　有機化学実験のレポートについて　★★
	Ｂ２．生物化学実験
	１．酵素の精製と活性測定
	１-１．マイクロピペッターの使用法
	１-１-１．実験の流れ
	１-１-２．必要なもの
	１-１-３．準備
	１-１-４．実験操作
	１-１-５．廃棄物処理
	１-１-６．注意点

	１-２．溶液の調製
	１-２-１．実験の流れ
	１-２-２．必要なもの
	１-２-３．準備
	１-２-４．実験操作
	１-２-４-１．100 mM Tris-HCl緩衝液（pH 8）の調製手順（20 mL）
	１-２-４-２．1.0 M NaCl溶液の調製手順（10 mL）
	１-２-４-３．抽出緩衝液（20 mM Tris-HCl（pH 8）＋10mM NaCl）の調製手順（40 mL）
	１-２-４-４．泳動緩衝液の調製手順（300 mL）

	１-２-５．廃棄物処理
	１-２-６．注意点

	１-３．標準アミラーゼ（高純度精製標品）の活性測定
	１-３-１．実験の流れ
	１-３-２．必要なもの
	１-３-３．準備
	１-３-４．実験操作
	１-３-５．廃棄物処理
	１-３-６．注意点

	１-４．サツマイモからのアミラーゼの抽出と精製
	１-４-１．実験の流れ
	１-４-２．必要なもの
	１-４-３．準備
	１-４-４．実験操作
	１-４-４-１．溶液の調製
	１-４-４-２．カラムの作製
	１-４-４-３．抽出
	１-４-４-４．カラムクロマトグラフィーによる精製

	１-４-５．廃棄物処理
	１-４-６．注意点

	１-５．SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動
	１-５-１．実験の流れ
	１-５-２．必要なもの
	１-５-３．準備
	１-５-４．実験操作
	１-５-５．廃棄物処理
	１-５-６．注意点

	１-６．活性測定
	１-６-１．実験の流れ
	１-６-２．必要なもの
	１-６-３．準備
	１-６-４．実験操作
	１-６-５．廃棄物処理
	１-６-６．注意点

	１-７．発展実験
	１-７A-１．A実験の目的と概要
	１-７A-２．追加で必要なもの
	１-７A-３．実験操作
	１-７A-４．廃棄物処理
	１-７A-５．注意点
	１-７B-１．B実験の目的と概要
	１-７B-２．追加で必要なもの
	１-７B-３．実験操作
	１-７B-４．廃棄物処理
	１-７B-５．注意点
	１-７C-１．C実験の目的と概要
	１-７D-１．D実験の目的と概要

	１-８．検討課題
	１-９．1週目の実験のレポートについて

	２．PCRによるDNAの増幅
	２-１．溶液の調製およびアガロースゲルの作製（４日目）
	２-１A．溶液の調製（４日目）
	２-１A-１．実験のながれ
	２-１A-２．必要なもの
	２-１A-３．準備
	２-１A-４．実験操作
	２-１A-４-１．100 mM Tris緩衝液（pH 8）の調製手順（10 mL）
	２-１A-４-２．100 mM EDTA溶液の調製手順（10 mL）
	２-１A-４-３．TAE緩衝液ストック液（50倍希釈して使用）の調製手順（15 mL）
	２-１A-５．廃棄物処理

	２-１A-６．注意点
	２-１B．アガロースゲルの作製（４日目）
	２-１B-１．実験のながれ
	２-１B-２．必要なもの
	２-１B-３．準備
	２-１B-４．実験操作
	２-１B-５．廃棄物処理
	２-１B-６．注意点


	２-２．光合成細菌からのゲノムDNAの抽出（４日目）
	２-２-１．実験のながれ
	２-２-２．必要なもの
	２-２-３．実験の準備
	２-２-４．実験操作
	２-２-５．廃棄物処理
	２-２-６．注意点

	２-３．PCR（５日目）
	２-３-１．実験のながれ
	２-３-２．必要なもの
	２-３-３．実験の準備
	２-３-４．実験操作
	２-３-５．廃棄物処理
	２-３-６．注意点

	２-４．アガロースゲル電気泳動（５日目）
	２-４-１．実験のながれ
	２-４-２．必要なもの
	２-４-３．実験の準備
	２-４-４．実験操作
	２-４-５．廃棄物処理
	２-４-６．注意点

	２-５．条件を変えたPCR（６日目）
	２-５A-１．A実験の目的と概要
	２-５A-２．追加で必要なもの
	２-５A-３．実験操作
	２-５A-４．廃棄物処理
	２-５A-５．注意点
	２-５B-１．B実験の目的と概要
	２-５B-２．追加で必要なもの
	２-５B-３．実験操作
	２-５C-１．C実験の目的と概要
	２-５D-１．D実験の目的と概要
	２-５D-２．注意点

	２-６．検討課題
	２-７．2週目の実験のレポートについて


