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dsDNA 1000 キット（製品番号 477410）に含まれるもの 

 

   キャピラリー・試薬 員数 製品番号 

DNA キャピラリー 
全⻑ 65cm, 内径 100um ウィンドウ付き 2 477477 

dsDNA 1000 ゲルバッファ 乾燥品 3 477628 

dsDNA 1000 テストミックス（72〜1353bp,  11 フラ

グメント） φX174 Hae III digest 10ug/10uL 
2 477414 

オレンジ G リファレンスマーカー 0.1% 水溶液 1mL １ 241524 

 

      

    その他必要な消耗品  

消耗品 員数 製品番号 

ユニバーサルバイアル 100 A62251 

ユニバーサルバイアルキャップ 100 A62250 

0.2mL サンプルバイアル 100 144709 

254nm フィルタ 波⻑選択式ディテクタ⽤ 1 144438 

 

 

 

NOTE：このキットは UV ディテクタ、254nm のフィルターが必要です。 
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  キット構成品の保存方法 

      ・DNA キャピラリー、ゲルバッファ、オレンジ G リファレンスマーカーは２〜8℃で冷蔵保存 

        してください。 

      ・dsDNA 1000 テストミックスは―35〜―15℃で冷凍保存してください。 

   

  インターフェイスブロックのクリーニング 

             ゲルバッファは粘性があり、このキットを使⽤するにあたり本体の電極、バイアルオープナー 

       インターフェイスブロック、レバーアームをクリーンな状態にしておいてください。 

       クリーニング方法についてはインストルメントマニュアルの”Maintenance Procedure“の章を参照 

       ください。 

      

  キャピラリーの取り付け 

       �  NOTE DNA キャピラリーの両端は切断後 10 分以内にキャピラリー内壁のコーティング 
          の乾燥が始まります。乾燥した部分は使⽤出来なくなります。カートリッジに取り付ける 
                   までは、キャピラリーを最終⻑（40.2cm）にカットしないでください。 
 
       DNA キャピラリーをカートリッジに取り付ける際は、キャピラリーカートリッジ作成キットを 
 
       （製品番号 144645）を使⽤してください。推奨されるキャピラリーは全⻑ 40.2cm, 有効⻑ 
 
       30cm です。100um x 200um のアパーチャーを取り付けてください。 
 
       ・両端のエンドキャップを切断し、カートリッジにキャピラリーを取り付けてください。 
 
       ・2 本のユニバーサルバイアルに 1.5mL のゲルバッファを入れ、キャップをしてください。 
 
       ・キャピラリーの両端をカットし、カットした両端をゲルバッファに浸けてください。キャピラリ 
 
        ーの両端を 3 分以上空気にさらさないでください。 
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  新しい DNA キャピラリーのコンディショニング 
 
       DNA キャピラリーは保存液で満たされており、使⽤前にゲルバッファに置換する必要がありま 
       す。使⽤前にゲルバッファで 20psi、20 分間リンスしてください。 
 
  DNA キャピラリーの保存方法 
 
       キャピラリーの使⽤後は下記のとおり保存してください。 
    
    短期間の保存（48 時間以内） 
 
       ・20psi、10 分間 新しいゲルバッファでリンスしてください。 
 
              ・本体の中でキャピラリーの両端をゲルバッファに浸けて保存してください。 
 
    ⻑期間の保存（48 時間以上） 
 
       ・20psi、10 分間 新しいゲルバッファでリンスしてください。 
 
       ・キャピラリーを本体から取り外し、新しいゲルバッファが入った 2 本のバイアルを 
 
        キャピラリー保管ケースにセットし、キャピラリーの両端をゲルバッファに浸けて 
 
        保存してください。 
 
       ・キャピラリー保管ケースを立てて 2〜８℃で冷蔵保存してください。 
 
      キャピラリーを 12 時間以上使⽤しなかった場合には、使⽤前に新しいゲルバッファで 20psi、10 分 
      間リンスしてください。 
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    ゲルバッファの準備 

１． 20mL の純水を dsDNA 1000 ゲルバッファバイアルに加えてください。 

２． マグネティックスターラーでゲルバッファを完全に溶解させてください。 

・撹拌効率を上げるために、スタラーバーがゲルバッファボトルの直径より小さいものを 

 使⽤してください。 

・ポリマーの切断を最小限にするため、スターラーの回転スピードは 60rpm にしてください。 

 乾燥したゲルを完全に溶かすには最大 24 時間かかります。 

３． ゲルバッファ使⽤前に、0.45um のフィルタを通し、1 分間超音波洗浄機にかけ気泡を取り 

 除いてください。 

４． 溶解したゲルバッファは 2〜8℃で冷蔵保存し、30 日以内に使⽤してください。 

 ゲルバッファは熱をかけて溶解しないでください。分離能を低下させます。 

 

     テストミックスの準備 

１． 1mL の純水を 0.22um のフィルターに通してください。 

２． 40uL の純水と 0.5uL のオレンジ G リファレンスマーカーを dsDNA 1000 テストミックスの 

 バイアルに加え、よく撹拌してください。蛍光検出する場合はオレンジ G を加える必要はあ  

 りません。この溶液は 200ug/mL のトータル DNA 水溶液になります。 

３． 2 の DNA 溶液を 200uL サンプルバイアルに移してください。 

凍結乾燥したテストミックスは−35〜−15℃の冷凍保存で 1 年間使⽤可能です。 
しかしながら、希釈したテストミックスは室温で数日間の使⽤可能ですが、使⽤しない時は 
−35〜−15℃で冷凍保存してください。冷凍保存したテストミックスは、最大 2 週間使⽤可能
ですが、テストミックスの最後の 3 つのピーク（872, 1078, 1353bp）の劣化により分離能が低
下することがあります。 

 

 

     

 



- 5 - 

 

ユニバーサルバイアルの本体へのセットアップ 

     0.2mL サンプルバイアルをユニバーサルバイアルに入れキャップをしてください。 

     

 

    サンプルの準備 

      サンプル溶液 50uL に 0.5uL のオレンジ G を加え、よく混合してください。 

 

    サンプルインジェクション 

      DNA サンプルは圧力あるいは電圧のどちらの方法でもインジェクションすることができます。 

      インジェクションのパラメータはサンプル中の DNA の濃度、フラグメント⻑により 

      変更してください。 

      最適なインジェクションのパラメータを設定するには下記を参照してください。 

1. 0.5psi, 4 秒の圧力インジェクション 

2. DNA のピークが検出されない場合は最大 20 秒まで伸ばすことができます。 

3. 1, 2 で DNA のピークが検出できない場合には 

a. 5 x TBE バッファのようなイオン強度の高いバッファを 5〜10 秒インジェクショ

ンしてください。 

b. 続いてサンプルを 50 秒間 インジェクションしてください。これはサンプルの濃

縮に効果があります。 

1. ユニバーサルバイアルキャップ（A62250） 

2. 0.2mL サンプルバイアル（144709） 

3. ユニバーサルバイアル（A62251） 

4. ユニバーサルバイアルに入れた状態 
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4. 3 でピークが検出できない場合には、 

・脱塩したサンプルを、200V/cm で（キャピラリーの全⻑を乗じて設定電圧を求めてくだ 

 さい。）２秒間、電圧インジェクションを行ってください。 

・脱塩していないサンプルは、200V/cm で、３〜5 秒 純水をインジェクションし 

 続いてサンプルを同じ電圧で最大 90 秒インジェクションしてください。 

 

    メソッドの実施 

      dsDNA 1000 kit を使⽤して DNA サンプルを泳動するにはメソッドが必要です。以下のメソッドを 

      作成し、dsDNA のテストミックスを泳動してください。 

       �  NOTE これらのメソッドは Sciex のホームページよりダウンロードできます。 
 
 
      dsDNA 1000 イニシャルコンディション 
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            dsDNA 1000 UV ディテクタイニシャルコンディション 

 

      

      dsDNA 1000 タイムプログラム ( Test Mix ⽤) 

 
                  サンプルによって 3 行目の電圧、時間を変更してください。 

    テストランの実行 

1. 溶解した dsDNA ゲルバッファを 0.45um のフィルターにかけ、3 本のユニバーサルバイアル

に 1.4mL 入れてください。 

2. ５秒間超音波洗浄にかけ気泡をとり除き、BI:B1, BI:C1, BO:C1 にセットしてください。 

3. バッファトレイマップに従って、バイアルをセットしてください。 

                     ・1.4mL の純水を２本のバイアルに入れ BI:A1、BO:A1 にセットしてください。 

           ・1.0mL の純水を１本のバイアルに入れ、BO:B1 にセットしてください。このバイアル 

            は廃液バイアルになります。 

 

   

     



- 8 - 

 

 バッファトレイマップ 

      BI （インレットバッファ トレイ）        BO （アウトレットバッファ トレイ） 

 
 

 

 

 

         泳動結果のチェック 

            dsDNA 1000 キットのテストミックスは、11 の DNA フラグメントからなるφ-X174 DNA HaeⅢ  

            消化物です。テストミックスは前述の dsDNA 1000 メソッドにより、25 分以内に泳動、分離され 

      ます。 

            テストミックスに含まれる 271bp, 281bp はベースライン分離されます。 

      泳動中の電流値は 14〜24uA で安定しています。小さな電流値の変動はキャピラリーが温度変化の 

      影響を受けているか、ゲルバッファ中に気泡がある可能性があります。その結果、ノイズの多い 

      ベースライン、その他スパイクピーク、ブロードピークをもたらす場合があります。 

      そのような場合には、ゲルバッファを５秒間超音波洗浄機にかけ気泡を取り除いてください。 

      泳動中、塩はゲルバッファの一方のバイアルから他方のバイアルに移動し、ゲルバッファの組成 

      を変化させます。 ゲルバッファは 30 回の泳動毎に新しいゲルバッファに交換してください。 
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    テストミックスの泳動結果 （UV 254 フィルター使⽤時） 

 
 

最良の結果を得るために 

       ・分離が時間と共に悪くなる場合には、dsDNA1000 ゲルバッファを交換してください。 

      交換後、テストランを行い分離が改善したか確認をしてください。 

    ・ベースライン分離が達成されなかった場合には、キャピラリーを⻑くし電圧を全⻑に⽐例 

     して増加させて泳動してください。 

       ・各 DNA フラグメントの移動時間の再現性を最良にするためには、ゲルバッファを 

     30 泳動毎に交換してください。 

    ・常に電流値はモニターしてください。電流値の変化や変動はイオン強度の変化、ゲルバッファ 

     の劣化、気泡の発生により起こります。 
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トラブルシューティング 

問題点 考えられる原因 対処法 
電流値が低い キャピラリーが詰まっている。 純水を⽤いて 70psi で 10 分間キャ

ピラリーをリンスしゲルバッファを
取り除いてください。 

本体の不具合 パフォーマンステストキット
（PN338437）を使⽤して本体をチ
ェックしてください。 

ピークがブロード或いは移動
時間の再現性が悪い。 

電極に乾燥したゲルが付着している。 電極、バイアルオープナー、インタ
ーフェイスブロック、キャピラリー
の先端をクリーニングしてくださ
い。 

ゲルバッファ或いはテストミックスが
劣化している。 

ゲルバッファ或いはテストミックス
を交換してください。 

ピークが検出できない。 
ピークが低い。 

キャピラリーが詰まっている或いは乾
燥している。 

キャピラリーを純水で 10 分間、
70psi でリンスしてください。改善
しない場合には DNA キャピラリー
を交換してください。 

キャピラリーウィンドウと検出窓の位
置が合っていない。 

アパーチャーに光が透過しているこ
とを確認してください。 

エレクトロフェログラムにス
パイクノイズが見られる。 

ゲルバッファに気泡が存在している。 ゲルバッファが室温になっているこ
とを確認してください。ゲルバッフ
ァを 5 秒間超音波洗浄機にかけ気泡
を取り除いてください。 

ベースラインノイズが大き
い。 

ゲルバッファに微粒子が混在してい
る。 

ゲルバッファを 0.45um のフィルタ
ーを通して微粒子を取り除き、5 秒
間超音波洗浄機にかけ気泡を取り除
いてください。 
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2 本鎖 DNA の蛍光検出  

  LIFluorTM EnhanCE （製品番号 477409 )を dsDNA1000 ゲルバッファに添加することにより 

 高感度蛍光検出が可能になります。 

 LIFluorEnhanCE は―15℃以下で冷凍保存してください。 

 dsDNA ゲルバッファ/EnhanCE の調製方法 

1. 20mL の純水をゲルバッファバイアルに加えてください。 

2. マグネティックスターラを⽤いてゲルバッファを完全に溶解してください。乾燥したゲルを溶かすには 

最大 24 時間かかります。 

3. ゲルバッファを使⽤する前に、ゲルバッファを 045um のフィルターにかけてください。１分間超音波洗

浄機にかけゲル中の気泡を取り除いてください。 

4. フィルターにかけたゲル 20mL に対して 15uL の EnhanCE を加えてよく撹拌してください。 

       CAUTION EnhanCE を加えたゲルはフィルターにかけないでください。 

  EnhanCE は光に鋭敏です。使⽤しない時は光に晒さないでください。光を遮断するためにアルミフォイルで   

 ゲルバッファバイアルを覆ってください。しかしながら EnhanCE は 10 時間後には劣化する恐れがありま 

 す。 

 NOTE ゲルバッファ中の EnhanCE の濃度は 10ug/mL の DNA サンプルに対しては最適化されていますが、 

 1ug/mL 以下の DNA のサンプルには DNA のシグナルを最大にするには、20mL のゲルバッファに 10uL 以 

 下の EnhanCE を加えてください。 

 サンプルインジェクション 

 2 本鎖 DNA サンプルに対しては圧力或いは電圧インジェクションが使⽤できます。圧力インジェクションは 

 高塩濃度のサンプルに対して前処理なしに DNA の定量を可能にします。0.5psi 10 秒間の圧力インジェクシ 

  ョンが推奨されます。⻑時間のサンプルインジェクションはテストミックスやサンプル DNA ピーク形状を損 

  い、移動時間の変動の原因になります。LIFluor パーフォーマンステストミックスはインジェクションマーカ 

  ーとして DNA テストミックやサンプルに加えることができます。その場合、テストミックス 80uL に対して  

  1uL の LIFluor パフォーマンステストミックスを加えてください。 
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 電圧インジェクションは脱塩され純水で希釈された 2 本鎖 DNA サンプルに対して使⽤してください。 

 インジェクションのパラメータはサンプルの濃度と量に依存します。最初は 2ug/mL の DNA サンプルに対し 

 て１kV、2 秒でスタートしてください。 

 

新しいキャピラリーの平衡化 

 システムおよびキャピラリーの最良の性能を引き出すには、次のようにキャピラリーの事前の平衡化、キャ  

 リブレーションを行ってください。 

1. 全⻑ 40.2cm、有効⻑ 30cm の DNA キャピラリーをカートリッジに取り付けてください。 

NOTE キャピラリーの両端を 3 分以上空気に晒さないでください。過剰に空気に晒すと、キャピラリーの
内壁コーティングに再生不能のダメージを与えます。 
 

2. システムをこのページの “キャリブレーティング LIF ディテクタ” に従ってキャリブレーションして 

 ください。 

3.  調製した EnhanCE を含む調製したゲルバッファで、20psi で 20 分間リンスしてください。 

4. 14 ページの “ dsDNA 1000 テストミックスを使ったテストランの実行 ” に従って dsDNA テストミッ

クスの泳動を行ってください。  

5. キャピラリーを使⽤しない時は、新しい DNA ゲルバッファでキャピラリーをリンスしキャピラリーの両

端をゲルに浸けて２〜８℃で冷蔵保存してください。 

 

LIF ディテクタのキャリブレーション 

 キャピラリー、ディテクタ、レーザーを変えた時は、フォトマルチプライヤーのキャリブレーションを推奨 

 します。 

 キャリブレーションの概要は下記のとおりです。 

１． LIF パフォーマンステストミックスを少なくとも 30 分間放置して室温に戻してください。 

２． 32 Karat 以外の全てのアプリケーションを閉じてください。 

３． 32 Karat のエンタープライズの Instrument Configuration を開けてください。 
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４． LIF モジュールをマウスの右ボタンでクリックし、Configuration を選択してください。 

５． Configure を再度クリックしてください。 

６． Configured Module ダイアログボックスが表示されたら、LIF ディテクタをダブルクリックしてくだ 

 さい。 

７． PA800Plus インストルメントコンフィグレーションウィンドウで、LIF Calibration Wizard を選択し 

 てください。 

８． Auto Calibration を選択し Next をクリックしてください。 

９． 下記のキャリブレーションパラメータを入力してください 

 

Detector Channel １ 

Target RFU 62 

Capillary Dimensions：  

Internal Diameter 100um 

Total Length 40cm 

１０． Next をクリックしてください。 

１１． 純水 1.5mL を入れたバイアルを BI：A1 にセットしてください。 

１２． LIF パフォーマンステストミックスを BI：B１にセットしてください。 

１３． 空バイアルを BO：A1 にセットしてください。 

１４． Next をクリックしてください。 

キャリブレーションウィザードがスタートすると新たにウィンドウが表示されキャリブレーションの経過が示

されます。キャリブレーションが完了すれば、新たにウィドウが開きキャリブレーションコレクションファク

タ（CCF）が表示されます。CCF は 0.5 から 1.5 になり、1.5 を超えるとキャピラリーが汚染されているか 

光学系のアライメントの異常がある可能性があります。CCF 値が推奨値を超えている場合には PA800Plus の

ユーザガイドトラブルシューティングの項を参照ください。 
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  dsDNA 1000 テストミックスを使ったテストランの実行 

1. フィルターを通したゲルバッファに EnhanCE を添加したゲルを 3 本のバイアルに 1.4mL ずつ入れてく

ださい。 

  2．5 秒間超音波洗浄機にかけ気泡を取り除いてください。 

  3．各バイアルを下記のポジションにセットしてください。 

インレットバッファトレイ アウトレットバッファトレイ 

A1-純水（1.4mL） A1-純水（1.4mL） 

B1-dsDNA1000 ゲルバッファ（1.4mL） B1-Waste (純水 1mL) 

C1-dsDNA1000 ゲルバッファ（1.4mL） C1-dsDNA1000 ゲルバッファ（1.4mL） 

   

   4．1mL の純水を dsDNA 1000 Test Mix に加えてください。 

    5. ４をボルテックを⽤いて撹拌してください。 

  6.  80uL の dsDNA 1000 Test Mix を 200uL サンプルチューブに入れてください。 

  ７．残りの dsDNA 1000 Test Mix を 80uL ずつ小分けし、-20℃で冷凍保存してください。 

  ８．dsDNA 1000 Test Mix をインレットサンプルトレイの SI:A1 にセットしてください。 

  ９．dsDNA 1000 メソッドを使⽤して dsDNA 1000 Test Mix を泳動してください。 
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dsDNA 1000 LIF メソッドイニシャルコンディション 

 
dsDNA 1000 LIF メソッド LIF ディテクタイニシャルコンディション 
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dsDNA 1000 LIF メソッド LIF タイムプログラム 

 

 

NOTE 泳動中は塩や EnhanCE は一方のゲルバッファバイアルから他方のバイアルに移動し、ゲルバッファの
組成が変化します。ゲルバッファは 15 回のインジェクション後、新しいゲルバッファに交換することを推奨し
ます。20mL のゲルバッファに 15uL 以下の EnhanCE を加えて泳動している場合には、ゲルバッファの交換頻
度を上げてください。 
NOTE ゲルバッファの粘性が原因でレバーアーム、電極、キャピラリー、インターフェイスブロックが汚れ易
くなります。これらのクリーニングを頻繁に行ってください。 
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dsDNA 1000 テストミックスの泳動結果 

 
 

2 本鎖 DNA の各フラグメントの移動時間は EnhanCE の濃度によって異なります。15uL 以上の EnhanCE を加

えた場合には、2 本鎖 DNA の各フラグメントの移動時間は遅くなります。15uL 以下の EnhanCE を加えた場合

には逆に早くなります。 

EnhanCE をサンプルに直接加えた場合には、ピークは極端にテーリングを起こします。EnhanCE はゲルバッファ

のみに加えてください。 

いずれかの 2 本鎖 DNA フラグメントピークの直後に負の方向にベースラインが変動した場合には、全ての 2 本

鎖 DNA を染色するのにゲルバッファ中の EnhanCE が不足していることが考えられます。サンプルインジェク

ション量を減らすか、ゲルバッファに EnhanCE を加える量を増やしてください。 

泳動中の電流値はかなり安定します。電流値の小さな変動はキャピラリー温度の変動或いはゲルバッファ中の気

泡の存在を示しています。その結果、ベースラインの乱れ、スパイクノイズの発生、ブロードピークを引き起こ

す場合があります。 
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トラブルシューティング 

問題点 考えられる原因 対処方法 

電流値が低い。 キャピラリーが詰まっている。 純水を 70psi １分間リンスするこ
とによりキャピラリー中のゲルバ
ッファを置換してください。 

 
 
ピークがブロードになる。移動時
間が変動する。 

電極に乾燥したゲルが付着してい
る。 

電極、バイアルオープナー、イン
ターフェイスブロック、キャピラ
リーの先端をクリーニングしてく
ださい。 

テストミックス或いはゲルバッフ
ァが劣化している。 

テストミックス或いはゲルバッフ
ァを新しいものに変えてくださ
い。 

 
 
ピークが検出されない。 

キャピラリーが詰まっている或い
は乾燥してしまっている。 

純水を 70psi １分間リンスするこ
とによりキャピラリー中のゲルバ
ッファを置換してください。 

キャピラリーが破損している。 キャピラリーを交換してくださ
い。 

エレクトロフェログラムにスパイ
クノイズが現れる。 

ゲルバッファに気泡が存在してい
る。 

ゲルバッファが室温になっている
ことを確認してください。脱気或
いは超音波洗浄機で気泡を取り除
いてください。 

ベースラインにノイズがある。 ゲルバッファ中に微粒子が存在し
ている。 

フィルターを通した新しいゲルバ
ッファを調製してください。 

ピークの高さが低くなる。 EnhanCE が劣化している。 新しい EnhanCE を加えたゲルバ
ッファを調製してください。
EnhanCE を加えたゲルバッファを
遮光してください。 

移動時間が変動する。 EnhanCE が劣化している。 新しい EnhanCE を加えたゲルバ
ッファを調製してください。
EnhanCE を加えたゲルバッファを
遮光してください。 

ゲルが不均一。 EnhanCE を加えたゲルバッファを
よく撹拌してください。 

EnhanCE を加えたゲルバッファが
蒸発している。 

新しい EnhanCE を加えたゲルバ
ッファを調製してください。 

電流値が変化する。 
 
 
 

EnhanCE が劣化している。 新しい EnhanCE を加えたゲルバ
ッファを調製してください。
EnhanCE を加えたゲルバッファを
遮光してください。 
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電流値が変化する。(続き) 電極が汚れている。 電極、レバーアームをクリーニン
グしてください。 
 

ピークのシグナルが低い。 サンプル濃度が低すぎる。 インジェクション量を増やしてく
ださい。 

EnhanCE の濃度が高すぎる。 希釈されたサンプルにはゲルに加
える EnhanCE の量を減らしてく
ださい。 

キャピラリーのウィンドウの位置
がずれている。 

キャピラリーカートリッジをチェ
ックしウィンドウが正しいに位置
にあることを確認してください。 

ピークのシグナルが高く分離能が
悪い。 

サンプルのオーバーロード サンプルを希釈するあるいはイン
ジェクション量を減らす。サンプ
ルインジェクション量を減らすこ
とにより分離能は改善されます。 
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株式会社エービー・サイエックス 
本社：〒１４０−０００ 東京都品川区北品川４−７−３５ 御殿山トラストタワー 
    TEL   ：０１２０（３１８）５５１ FAX：０１２０（３１８）０４０ 
大阪：〒５３１−００７２ 大阪府大阪市北区豊崎 ３−１９−３ ピアスタワー 
URL : http://www.sciex.com    e-mai : jp_sales@sciex.com 
 

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください   
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