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標識二次抗体の 
選び方 FAQ

一次抗体の「ホスト（Host）」とは 
何ですか？

Q

抗体の産生に用いられた免疫動物のことです。一次抗体の
ホスト動物が、二次抗体のターゲットとなります。例えば一
次抗体のホストがウサギの場合、二次抗体には抗ウサギIgG
などを選びます。 A

どのように標識物を選べばいいですか？Q

選ぶべき標識物の種類は実験内容によって異なります。例え
ばウエスタン・ブロッティングやELISAで最も多く使用さ
れる二次抗体は、酵素標識抗体です。免疫組織染色も酵素を
ベースとした発色系を行うことが多いですが、感度を高める
ためアビジン－ビオチン反応を応用したシグナル増幅系を
採用する場合には、ビオチン標識抗体を用います。
フローサイトメトリーや蛍光細胞染色など、複数のターゲッ
トを同時かつ個別に検出するアプリケーションにおいては、
蛍光標識抗体を使用するのが一般的です。 A

一次抗体の「アイソタイプ（Isotype）」とは 
何ですか？

Q

抗体（イムノグロブリン・タンパク質）の構造上の違いに
よる分類で、クラス分類（IgG、IgM等）やサブクラス分類
（IgG1、IgG2a等）などがあります。一次抗体のアイソタイ
プが、二次抗体のターゲットとなります。
モノクローナル抗体では通常、データシートにアイソタイプ
が記載されています（その多くがIgGまたはIgMです）。一
次抗体がモノクローナル抗体の場合、二次抗体にはそのク
ラスに対する抗体を選びます。マウスIgGはIgG1、IgG2a、
IgG2b、IgG3の4つのサブクラスに分類されますが、デー
タシートにこの情報まで記載されている時には、二次抗体に
そのサブクラスに対する抗体を選ぶこともできます。例えば
一次抗体のアイソタイプがIgG1であれば、二次抗体として
抗マウスIgG1を選べます（もちろんすべてのサブクラスと
反応する抗マウスIgGを選ぶこともできます）。
ポリクローナル抗体には複数のアイソタイプが含まれてい
る可能性がありますが、その多くはIgGです。したがって一
次抗体がポリクローナル抗体の場合、二次抗体には抗IgG抗
体を選べば問題ありません。 A

Preadsorbedと記載されている製品がありますが、 
これは何ですか？　またどのような時に使用するのですか？

Q

「血清吸着処理済み」の二次抗体製品です。抗体を各種動物由来の血
清と反応させることにより、動物血清成分と反応するような分子を
予め除去してあります。血液、あるいは血液を内在的に多く含むよ
うな組織をサンプルとして実験を行う場合に、このような製品を用
いると、二次抗体と内在性の成分の反応によるバックグランドの上
昇を抑えることができます。 A

F（ab）およびF（ab'）2フラグメント製品とは何ですか？ 
またどのような時に使用するのですか？

Q

F（ab）は抗体（イムノグロブリン）分子からFc領域を除いたもので、
F（ab'）2はFabが-S-S-結合でつながり2価になったものです。一次抗
体のFc領域は、サンプル中のマクロファージなどの免疫細胞表面上の
Fcレセプターと非特異的に結合する可能性がありありますが、F（ab）や
F（ab'）2製品にはこのような反応はなく、免疫細胞を含んだサンプルを
使用する場合に有用です。またF（ab）とF（ab'）2は共に分子のサイズが
小さいため、細胞内や組織内に浸透しやすいという特長もあります。 A
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数あるAlexa Fluor®標識二次抗体の中から、 
アブカムの製品を選ぶ理由はありますか?

Q

はい、5つあります。
❶�9種類の色素（ 405

�
488
�

555
�

568
�

594
�

647
�

680
�

750
�

790 ）と
9種類のターゲット動物種（ウサギ・マウス・ラット・ニワトリ・ヤギ・ヒ
ツジ・モルモット・ハムスター・ヒト）からなる豊富なラインアップです。

❷�全製品国内在庫があります。ご注文後お待たせしません。
❸�お求めやすい価格です。
❹�多くのPreadsorbed抗体を取り揃えています。
❺�全製品Abpromiseの対象です。うまくワークしなかった場合は
交換します。 A

早い!
安い!

きれい!

二次抗体に蛍光標識抗体を用いた手法で
す。HRP/化学発光検出系よりも定量性
に優れ、また2種類の蛍光標識抗体を用
いれば、マルチカラー解析も可能です。
マルチカラー解析を行う場合には、二次
抗体としてAlexa�Fluor®680とAlexa�
Fluor®790標識抗体を用い、赤外線イ
メージング機器で検出するのがお勧めで
す。詳しい情報はこちらをご覧ください。
www.abcam.co.jp/JP_Alexa_FWB A

蛍光ウエスタン・ブロッティングという技術があるのですか？Q

Question

?



シグナル検出なら

アブカムの多彩な標識二次抗体
antibody

Target antibody Host Preadsorbed Unconjugated
Alexa Fluor® 

405
Alexa Fluor® 

488
Alexa Fluor® 

555
Alexa Fluor® 

568
Alexa Fluor® 

594
Alexa Fluor® 

647
Alexa Fluor® 

680
Alexa Fluor® 

750
Alexa Fluor® 

790
AP HRP Biotin

Rabbit IgG H&L Goat
ab6702 ab175652 ab150077 ab150078 ab175471 ab150080 ab150079 ab175773 ab175732 ab175781 ab97048 ab205718 ab207995

✓ ab7085 ab175653 ab150081 ab150082 ab175695 ab150084 ab150083 ab186696 ab175733 ab186697 ab7091 ab7090 ab7089

Rabbit IgG Fc Goat
ab97196 ab175655 ab150089 ab150090 ab175697 ab150092 ab150091 ab175735 ab97197 ab97200 ab97198

✓ ab98460 ab175656 ab150097 ab150098 ab175698 ab150100 ab150099 ab175736 ab98461 ab98467

Mouse IgG H&L Goat
ab6708 ab175660 ab150113 ab150114 ab175473 ab150116 ab150115 ab175775 ab175740 ab175783 ab97020 ab205719 ab207996

✓ ab7063 ab175661 ab150117 ab150118 ab175701 ab150120 ab150119 ab186694 ab175741 ab186695 ab7069 ab97040 ab7067

Rat IgG H&L Goat
ab97053 ab175671 ab150157 ab150158 ab175476 ab150160 ab150159 ab175778 ab175751 ab175786 ab6846 ab205720 ab207997

✓ ab7092 ab175673 ab150165 ab150166 ab175710 ab150168 ab150167 ab175753 ab7098 ab7097 ab7096

Goat IgG H&L

Donkey
ab6880 ab175664 ab150129 ab150130 ab175474 ab150132 ab150131 ab175776 ab175744 ab175784 ab97107 ab205723 ab208000

✓ ab7120 ab175665 ab150133 ab150134 ab175704 ab150136 ab150135 ab175745 ab7126 ab7125 ab7124

Rabbit
ab6697 ab175667 ab150141 ab150142 ab150144 ab150143 ab175747 ab6742 ab6741 ab6740

✓ ab7127 ab175668 ab150145 ab150146 ab175707 ab150148 ab150147 ab175748 ab7133 ab97105 ab7131

Chicken IgY H&L Goat
ab6872 ab175674 ab150169 ab150170 ab175477 ab150172 ab150171 ab175779 ab175754 ab175787 ab6878 ab205721 ab207998

✓ ab7113 ab175675 ab150173 ab150174 ab175711 ab150176 ab150175 ab175755 ab7119 ab7118 ab7117

Sheep IgG H&L
Donkey ab6895 ab175676 ab150177 ab150178 ab175712 ab150180 ab150179 ab175756 ab97122 ab6900 ab6899

Rabbit ab6704 ab150181 ab150182 ab175713 ab150184 ab150183 ab175757 ab6748 ab6747 ab6746

Guinea pig IgG H&L Goat ab6903 ab175678 ab150185 ab150186 ab175714 ab150188 ab150187 ab175758 ab97152 ab6908 ab6907

Human IgG H&L Goat
ab97161 ab97162 ab6858 ab6857

✓ ab7148 ab7154 ab97175 ab7152

・2017年2月現在の価格です。	・価格は予告なしに改定される場合があります。予めご了承ください。	・表示価格に消費税は含まれておりません。

：24,000円 ：26,000円 ：30,000円 ：31,000円

Horseradish Peroxidase

● 	安価、安定性が高い、反応が早いといった特長のあ
る酵素です。

● 	抗体に標識される酵素の中では最も多用されてお
り、ウエスタン・ブロッティング、ELISA、免疫組織
染色など、多くのアプリケーションで用いられていま
す。

● 	赤血球などに存在する内在性酵素の影響を受けや
すいため、免疫組織染色の際、ブロッキング処理が
必要な場合があります。

● 	ELISAで使用する水溶性の発色基質としてはTMB
やABTS、免疫組織染色などで使用する不溶性の
発色基質としてはDABやAECなどがあります。

HRP

Alexa Fluor®

● 	異なる蛍光波長を持つ9種類の色素からなるシリー
ズです。

● 	FITC、Cy3®、Cy5®、APCなどの色素よりも高い蛍
光強度を持ちます。そのため低い濃度で使用すること
ができ、結果としてバックグラウンドが低くなります。

● 	FITCなどで問題となる、光照射後の退色が小さいた
め、イメージングにおいて長時間の観察およびキャプ
チャーが可能となります。

● 	9種類もの色素があるので（図および表を参照）、お
手元の装置のレーザーやフィルターのあらゆる組み合
わせに対応できます。また多重染色における組み合わ
せに高い自由度があります。
・二重染色の例：Alexa	Fluor®488/647
・三重染色の例：Alexa	Fluor®405/555/647

Alexa 
Fluor®

Alkaline Phosphatase

● 	サンプル中の内在性酵素の影響を受け
にくく、特異性が高い酵素です。

● 	ELISAや免疫組織染色などで用いられ
ています。

● 	ELISAで使用する水溶性の発色基質と
してはpNPP、免疫組織染色などで使用
する不溶性の発色基質としてはBCIP/
NBTなどがあります。

AP

Biotin

● 	分子量244.3の低分子化合物で、卵白
由来のタンパク質アビジン、あるいはバ
クテリア由来のタンパク質ストレプトア
ビジンと特異的に結合し、多数の酵素
を含む複合体を形成させることができま
す。

● 	形成された複合体はシグナルが増幅さ
れますので、発現の少ないタンパク質を
免疫組織染色で検出する場合など、高
感度を必要とする場合に有用です。

● 	Biotin標識抗体は、このような増幅系を
用いる場合の二次抗体として用います。

Biotin

Alexa Fluor® 405 Alexa Fluor® 488 Alexa Fluor® 555
Alexa Fluor® 568 Alexa Fluor® 594 Alexa Fluor® 647

Alexa Fluor® 750Alexa Fluor® 680 Alexa Fluor® 790
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Wavelength (nm)

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Alexa 
Fluor®

最大励起 
波長（nm）

最大蛍光 
波長（nm） 蛍光色 同様の蛍光波長を 

有する色素

405 402 421 Blue Cascade Blue

488 495 519 Yellow 
green FITC, Cy2®

555 555 565 Orange TRITC, Cy3®

568 578 603 Orange/
Red Rhodamine Red

594 590 617 Red Texas Red

647 650 668 Far Red APC, Cy5®

680 679 702 Near-IR* Cy5.5®, IR680

750 749 775 Near-IR* Cy7®

790 784 814 Near-IR* IR800

*可視光として観察することはできません。

Alexa Fluor® is a registered trademark of Life Technologies.  Alexa Fluor® dye conjugates contain(s) technology licensed to Abcam by Life Technologies.


