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蛍光検出基礎知識 検出の達人への道⑤
核酸のブロッティングと標識・検出
Key Word：サザンブロッティング、ノーザンブロッティング、ケミフローレッセンス

前回（2004 年 11 月配信分 milestone「ウェスタンブロッ

蛍光550〜570 nm
励起

トの蛍光検出」
）ご紹介したタンパク質のブロッティング
と同様に、蛍光検出は核酸のブロッティング法にも広く

基質

生成物

用いられています。ここでは核酸のブロッティングの基
本的な原理と蛍光を用いた標識・検出方法についてご紹
介します。

アルカリフォスファターゼ
脱リン酸化

サザンブロッティング・ノーザンブロッティング

Fluorescein抗体

電気泳動により分離した DNA を毛細管現象などを利用
してメンブレン上に転写することをサザントランスファ

プローブ

Fluorescein

ーあるいはサザンブロッティングと呼びます。この手法
では、メンブレンに転写された DNA サンプル中の検出
したい配列に対して相補的な配列をもつ DNA プローブ

メンブレン

を用いて特異的に検出します。同じように、mRNA あ
るいはトータル RNA のメンブレンへの転写をノーザン
ブロッティングと呼び、RNA あるいは cDNA プローブを
用いて特異的に検出します。この手法により、検出の対
象となる遺伝子のサイズと発現量を算出することが可能
です。
実験手順としては、アガロース電気泳動で DNA フラグメ

図 1． 化学蛍光検出：Fluorescein をハプテン標識として
使用しサザンブロット検出した場合の一連の酵素反
応模式図
ECF Signal Amplification Module ではハプテンに Fluorescein
を用い、アルカリフォスファターゼを結合させた抗 Fluorescein
抗体と ECF を反応させ蛍光物質を生成します。この蛍光生成物
は不溶性でメンブレン上に固定されます。この蛍光物質を蛍光検
出器により励起検出します。

ントや RNA を分子量に従って分離後、核酸をゲルからメ
ンブレンにブロッティング、固定化します。続いて、標
識プローブとハイブリダイゼーションを行い、特定の配

とにより、配列が一致していなくても相同性を持つフラ

列を含むバンドを化学発光や化学蛍光、ラジオアイソト

グメントの検出を行うこともできます。

ープのシグナルとして検出・解析します。標識にはラジ
オアイソトープを用いる手法が一般的でしたが、ケミル

良好な結果を得るためのキーポイント

ミネッセンス（化学発光）・ケミフローレッセンス（化学蛍

ブロッティングメンブレンの選択

光）法や検出機器の改良がすすみ、酵素やハプテンを標識

核酸のブロッティングでは、主にニトロセルロースとポジ

したプローブによる非ラジオアイソトープ（non-RI）法も

ティブチャージナイロンメンブレンが用いられます。ニト

用いられるようになっています（図 1）。メンブレンへのブ

ロセルロースはナイロンメンブレンに比べて結合容量が

ロッティング方法は毛細血管現象を利用したキャピラリ

低いので高感度検出には向きませんが、非特異的結合によ

ーブロッティング（図 2A）、ポンプにより吸引するバキュ

るバックグラウンドを低く抑えることができます。一方、

ーム式ブロッティング（図 2B）が主に用いられます。RNA

ナイロンメンブレンは高い結合容量に加えて物理・化学的

は二次構造を取りやすいので、ホルムアルデヒドやグリ

強度が高いため、ハイブリダイゼーションを繰り返し行う

オキサールなどを含む変性アガロースゲル電気泳動法で

リプロービング実験や化学発光・蛍光検出など、あらゆる

分離します。プローブとしては、PCR 増幅やクローニン

目的に使用することができます。また、UV やアルカリ処

グで得られる二本鎖 DNA フラグメントのほか、RNA ポ

理で核酸をメンブレン上に簡単に固定化できるので、操作

リメラーゼを用いて合成した一本鎖 RNA も用いることが

が簡便です。特に、サイズが小さい場合は、結合量を高め

できます。ハイブリダイゼーションの条件を緩和するこ
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A）

ができます。一方、間接標識では、蛍光色素単独では感度
が不十分な場合などに酵素反応を利用して増感したり、酵

重し＜0.75 kg

素反応により生成される化学発光を検出します。
ガラス板

また、プローブの non-RI 標識物質として多用される西洋
ワサビペルオキシダーゼ（HRP）は反応後にほぼ失活する

吸収フィルター
（ペーパータオルなど）

ため、異なるプローブを用いたリプロービング操作でプロ
ーブを剥がす操作を省略できます。アルカリホスファター

Blotting Paper

ゼ（AP）標識プローブは、より高感度な検出試薬による検

Hybond メンブレン

出が可能なので、ゲノミックサザンブロッティングやノー

ゲル

ザンブロッティングに適しています。
ろ紙ウィック

蛍光基質を用いたサザン／ノーザンブロッティング
の検出

ブロッティング
バッファー

前述のように、サザン／ノーザンの蛍光検出には AP を用

B）

いた酵素増感検出法を使用するのが一般的です（文献 1）。
現在サザン／ノーザン検出用に市販されている ECF 検出

Gel

マスク
メンブレン
サポートスクリーン

試薬と DDAO phosphate では、AP を利用して蛍光基質か
らリン酸基を解離し、強い蛍光物質を生成します（図 2）。
各蛍光色素の波長特性を表 2 に示します。サザン／ノーザ

吸引

ンブロットで、核酸プローブを直接蛍光標識する場合、目

図 2．A）キャピラリー式ブロッティング
B）バキューム式ブロッティング

的とする感度が十分得られないことがあります。したがっ
て RI 以外の方法でプローブをを標識する場合は、ハプテ
ン標識（Fluorescein、ジゴキシゲニン、ビオチンなど）し

たポジティブチャージナイロンが有効です（表 1）。

た核酸プローブを使用するのが一般的です。ハプテン標識

プローブの作製

は酵素を結合させた抗ハプテン抗体によって認識され、酵

標識法と検出技術の進歩により、多くの場合 non-RI 標識

素反応によって蛍光生成物を次々と生成することでシグ

検出法が用いられるようになっています。non-RI 標識検

ナルを増幅します。図 1 は Fluorescein をハプテン標識と

出法は直接標識法と間接標識法に分類され、直接標識法は

して使用した場合の一連の酵素反応模式図です。

検出に抗体を使用しないため、抗体反応やそれに伴うブロ

また、弊社の AlkPhos Direct と ECF 試薬の組合わせを用

ッキング、洗浄操作が不要で検出操作を短時間で行うこと

いると、プローブを直接酵素標識しても十分なシグナル強

表 1．核酸ブロッティング用メンブレンの特徴
材料

ニトロセルロース

支持体付
ニトロセルロース

PVDF

ナイロン

物理的強度

もろい

通常の使用では破れない

通常の使用では破れない

通常の使用では破れない

480 〜 600 µg/cm

結合能

N/A

N/A

N/A

使用前処理

超純水に浸す

超純水に浸す

100% メタノールに浸して 超純水に浸す
から超純水に浸す

固定法

ベーキング

ベーキング

ベーキング

応用

高感度

コロニー／
プラークリフト

リプロービング

ポジティブチャージ
ナイロン
2

通常の使用では破れない

480 〜 600 µg/cm

2

超純水に浸す

UV

UV

ベーキング

ベーキング
アルカリ

高感度
リプロービング

高感度
リプロービング

表 2．サザン・ノーザンブロッティング用蛍光基質
基質

excitation max（nm）

Emission max（nm）

Fluorescence emission color

酵素

DDAO phosphate

646

660

Red

アルカリホスファターゼ

ECF

440

560

Green

アルカリホスファターゼ
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度を得ることができます。この場合、ハプテン標識抗体の

さいごに

反応ステップがなくなるため検出までの時間を短縮する

現在のところ、メンブレン上での核酸の蛍光検出は、さま

ことが可能です。

ざまな問題点をクリアして行うため操作が比較的に煩雑

蛍光検出の注意点
AP を用いる蛍光基質（attophos）は酵素反応で蛍光物質を

になります。よりよい結果を得るためにはこういった蛍光
検出の特性を理解したうえで実験目的にあわせた標識方
法を選択することが重要です。

増やすだけでなく、ストークシフト（2004 年 4 月配信分

milestone「蛍光検出用語集（1）」参照）幅が広くメンブレン
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長域に最大蛍光波長があるという利点があります。解析装
置ではメンブレンのバックグラウンドノイズを採らない
特性を持つ光学フィルターを選択すれば高い感度での検
出が可能になります。しかし、メンブレン自体の持つ蛍光
シグナルは高く、2003 年 12 月配信分 milestone「蛍光検
出基礎知識⑥」でも記載しましたが、サザンブロッティン
グ、ノーザンブロッティングの検出でもやはりメンブレン
のバックグラウンドを抑えることが重要です。また、メン
ブレンが乾くとバックグラウンド上昇の原因となります
ので、操作上注意が必要です。

進化するブロッティング：マイクロアレイ法
核酸のブロッティング方法の発展型としてマイクロアレイ法があり
ます。マイクロアレイ法はバックグラウンドがほとんどないガラス
を支持体にすることで、蛍光バックグラウンドを大幅に削減し、微
量な核酸でも検出できる手法です。最近では、スライド上で核酸を
立体的に固定することで、より自然な形に近い状態でのハイブリダ
イゼーションを行うことができるアレイも出てきており、これらに
より核酸のブロット法は新しい技術として広く使用されるようにな
りました。今後はこういった新しい技術と従来の技術の使い分けが
重要になってきます。

CodeLink Expression Bioarray の表面構造
スライドガラス表面に三次元構造（3D）のポリアクリルアミド層
を形成することにより、ポリアクリルアミドと強固に共有結合し
た 5' 末端修飾オリゴプローブが、水溶液中のターゲットと同様の
高い自由度をもってハイブリダイゼーションできる環境が実現し
ました。このため、従来のガラス固相表面にプローブを結合した
立体的自由度が低い平面スライドガラスよりも高いハイブリダイ
ゼーション効率を得ることができ、高い再現性と高感度が特徴と
なっています。
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