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1 適切なポジティブ・コントロールを 
使用する

実験の操作が正しかったかどうかを確認するために、また抗体が
確実に反応しているかどうかを評価するために、ポジティブ・コ
ントロール・サンプルのレーンを加えてください。ポジティブ・
コントロールとしては、ターゲット･タンパク質が発現しているこ
とが明らかな細胞･組織のライゼートを用いるのが一般的です。使
用する抗体に適したポジティブ･コントロールは、データシートに
記載されている場合は、それに従ってください。記載されていな
い場合には、下記をご参照ください。

●	使用する抗体のデータシートにAbreview（実際に使用した研究
者さんが投稿したレビュー）が記載されているかどうかをご確
認ください。反応が認められているレビューに使用されている
サンプルは、ポジティブ・コントロールとして使える可能性が
高いと思われます。

●	使用する抗体のデータシートにリンクが記載されているSwiss-
Protなどのデータベースを利用し、ターゲット・タンパク質の
発現している細胞を調べてください。また様々な細胞における
各種タンパク質の発現レベルがまとめられた、GeneCardsの
データベースもご参照ください。

●	PubMedで文献を検索してみてください。

ポジティブ・コントロールになり得る細胞･組織がみつかったら、
入手した上でライゼートを調製してください。または市販のライ
ゼート製品を利用してください。

なお、市販のリコンビナント･タンパク質もポジティブ・コント
ロールとなり得ます。ただし全長か部分長か、タグが付与されて
いるかいないかなど、製品の性状によっては現れるバンドの位置
がネイティブなタンパク質と異なりますので、ご注意ください。

電気泳動のゲル濃度はタンパク質の 
分子量に応じて選択する

ゲル（アクリルアミド）濃度は、ターゲット･タンパク質の分子量が
大きいほど低い濃度のものを選択します。下表をご参照ください。

分子量（kDa） 4-40 12-45 10-70 15-100

アクリルアミド濃度（%） 20 15 12.5 10

サンプルのタンパク質は還元と 
変性処理をする

アブカムの抗体で、データシートでウエスタン・ブロッティングに使
用できると記載されているものは、特に断りがない場合、サンプルの
タンパク質はSDSやLDSなどの変性剤とβ-メルカプトエタノールや
DTTなどの還元剤で処理をした後に、電気泳動に供しています。

サンプルのアプライ量はサンプルの 
タイプによって決める

精製タンパク質の場合1レーンあたり10-100ng、ライゼートの場
合1レーンあたり20-30µgが目安となります。ライゼートの場合こ
れを標準とし、ターゲット・タンパク質の発現量が高いと考えら
れる場合は量を減らし、発現量が低いと考えられる場合は量を増
やしてください。

メンブレンは決して乾燥させては 
ならない

転写後のメンブレンを乾燥させると、抗体や発色剤の反応にムラ
が出て、灰色や黒の点やシミを作ることがあります。

ブロッキング剤は慎重に選ぶ

広く用いられているブロッキング剤としてはBSAとスキムミルク
があり、共に5%程度で使用します。一般的にBSAの方が、スキ
ムミルクよりも安定してきれいな結果が得られますので、こちら
をお勧めします。ただし経済的にはスキムミルクの方が有利であ
り、また問題なく使用できるターゲット･タンパク質や抗体も数多
くありますので、状況によって使い分けてください。

ウエスタン・ブロッティング

10のポイント

実験上手な人は知っている
秘訣がこの中に!
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併せて読みたい

ローディング・コントロール抗体を 
使用する

電気泳動がきちんと行われているか、メンブレンへの転写が確実
にされているか、といった基本的な操作を確認するため、抗体の
ポジティブ･コントロールとして、ローディング・コントロール抗
体の使用をお勧めします。ローディング・コントロール抗体とし
ては、細胞に一定量必ず含まれている（発現している）タンパク
質、例えばGAPDHやβ-アクチン等の、ハウスキーピング・タン
パク質に対する抗体などが用いられます。

最適な抗体濃度をみつける

データシートにその抗体に固有の使用濃度が記載されている場
合、まずはその濃度で使用してください。使用濃度が記載されて
いない場合、抗体製品の性状が培養上清などのため製品中の抗体
濃度が不明である場合などは、下表をご参照の上、お試しくださ
い。その結果シグナルが低い場合は抗体の濃度を上げる、バック
グランドが高い場合は抗体の濃度を下げる、などの調整をしてく
ださい。
製品の性状

（推定抗体濃度）
培養上清

（1-3mg/ml）
腹水

（5-10mg/ml）
全血清

（1-10mg/ml）
精製抗体

希釈倍率濃度 1/100 1/1000 1/500 1µg/ml

一次抗体の反応で 
「4℃ Overnight」を試す

一次抗体の反応は、室温数時間という条件で行うことが多いと
思いますが、もしそれで満足のいく結果が得られなかった場合に

は、4℃	Overnightを試してみてください。この条件は反応効率
がよく、得られる像が鮮明です。ただしこれはあくまでも一般論
で、室温での反応の方がいい結果が得られる場合もあります。抗
体の特性に実験スケジュールを加味し、ご検討ください。

得られたバンドの分子量の確認には 
注意が必要

タンパク質の電気泳動はさまざまな要因に影響を受けるため、得
られたバンドの位置が予想される位置とは異なってくる場合があ
ります。以下にその原因の例を示します。

●	翻訳後修飾のため：リン酸化や糖鎖付加などによって、タンパ
ク質の分子量が大きくなる場合があります。

●	翻訳後開裂のため：pro-Caspaseのように選択的に切断されるこ
とによって、タンパク質の分子量が小さくなる場合があります。

●	スプライス変異のため：選択的スプライシングにより、同じ遺伝
子から複数の分子量のタンパク質が生産される場合があります。

●	相対的な電荷のため：荷電性アミノ酸と非荷電性アミノ酸の組成
比の違いにより、同じような分子量のタンパク質であってもゲル
中の移動度が大きく異なる場合があります。

●	多量体の存在によって：相互作用によるタンパクの二量体化、
多量体化は還元条件下では起こりにくいですが、その相互作用
が非常に強いと還元条件下でも起こる可能性があり、その結果
分子量が見かけ上大きくなります。

トラブルシューティング
ウエスタン・ブロッティングにおけるトラブ
ルとその解決法、トラブルシューティングを
まとめました。バックグラウンドが高い、複
数のバンドが観察されるなど。
詳しくは	www.abcam.co.jp/JPWBTS
をご覧ください。

FAQ
ウエスタン・ブロッティングに関する、よく
ある質問（FAQ）を紹介しています。バンド
の位置が予想と異なる場合があるのはなぜ？
など。
詳しくは	www.abcam.co.jp/JPWBFAQ
をご覧ください。

プロトコール
アブカムのラボにおいて、性能確認する際
に使用している、ウエスタン・ブロッティ
ングの標準プロトコールです。
詳しくは	www.abcam.co.jp/JPWBGP
をご覧ください。

検出系に蛍光を用いた手法で、HRP/化学
発光検出系よりも定量性に優れ、またマ
ルチカラー解析も可能です。
詳しくは	www.abcam.co.jp/JPWBFL
をご覧ください。

ウエスタン・ブロッティング関連記事

F A Q

蛍光ウエスタン・ブロッティング

内容につきましてご質問がございましたら、
テクニカル・サポートまでお問い合わせください。
E-mail：technical@abcam.co.jp
Tel：03-6231-0940
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抗体以外も揃っています

サンプルの調製
 ●ライゼート（細胞・組織）
製品名 製品番号
HeLa whole cell lysate ab150035

HepG2 whole cell lysate ab7900

MCF7 whole cell lysate ab3871

NIH 3T3 whole cell lysate ab7179

Cow heart tissue lysate ab110338

Human brain tissue lysate ab29466

Human heart tissue lysate ab110337

Human liver tissue lysate ab29889

Mouse liver tissue lysate ab29301

Human skeletal muscle tissue lysate ab29330

Antibody：Anti-Selenium	Binding	Protein	1	
(ab90135)

Lane	1：Human	liver	tissue	lysate	
(ab29889)	

Lane	2：Human	colon	tissue	lysate	
(ab30051)												

Lane	3：Human	spleen	tissue	lysate	
(ab29699)											

Lane	4：Human	placenta	tissue	lysate	
(ab29745)		

ライゼートの製品一覧は	www.abcam.co.jp/JPL をご覧くだ
さい。

 ●細胞分画キットとミトコンドリア分離キット
製品名 製品番号
Cell Fractionation Kit-Standard ab109719

Cell Fractionation Kit-High Throughtput ab109718

Mitochondria Isolation Kit for Tissue ab110168

Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells ab110170

細胞分画キットとミトコンドリア分離キットに
ついて、詳しくは	www.abcam.co.jp/JPCFK 
をご覧ください。

 ●サンプル調製用バッファー
製品名 製品番号
Native lysis Buffer ab156035

10X RIPA Buffer ab156034

Optiblot Antioxidant (800X) ab119200

Optiblot Bradford Reagent ab119216

 ●プロテアーゼ・インヒビター・カクテル
製品名 製品番号
Protease Inhibitor Cocktail (EDTA-free) ab201111

Phosphatase Inhibitor Cocktail I ab201112

Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail ab201119

Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (EDTA-free) ab201120

プロテアーゼ・インヒビター・カクテルについて、
詳しくは	www.abcam.co.jp/JPPIC をご覧くだ
さい。

 ●タンパク質定量キット
製品名 製品番号
BCA Protein Quantification Kit ab102536

Protein Quantitation Kit (Bradford Assay) ab102535

 ●サンプル・バッファー
製品名 製品番号
Optiblot DTT Reducer (10X) ab119199

Optiblot LDS Sample Buffer (4X) ab119196

Optiblot SDS-PAGE Sample Preparation Kit ab133414

電気泳動
 ●電気泳動ゲル
Optiblotの電気泳動ゲルは、高品質でかつ使いやすいSDS-PAGE
用ゲルです。製品一覧は	www.abcam.co.jp/JPGEL をご覧く
ださい。

 ●分子量マーカー
製品名 製品番号
Prism Ultra Protein Ladder (10-180 kDa) ab116027

Prism Ultra Protein Ladder (10-245 kDa) ab116028

Prism Ultra Protein Ladder (3.5-245 kDa) ab116029

SDS-PAGE	:	Prism	Ultra	Protein	Ladder	
(10-180	kDa)	(ab116027)

Gel	1	:	Tris-Glycine	(4-20%	Gel)	
Gel	2	:	Bis-Tris	MOPS	(12%	Gel)	
Gel	3	:	Bis-Tris	MES	(10%	Gel)

 ●電気泳動バッファー
製品名 製品番号
Optiblot SDS Run Buffer (20X) ab119197

ウエスタン・ブロッティング関連製品

お探しの製品がございましたら、お気軽にテクニカル・サポートまでお問い合わせください。
E-mail：technical@abcam.co.jp	Tel：03-6231-0940

	各製品の詳細は製品データシート（www.abcam.co.jp/製品番号）をご覧ください。



アブカム株式会社
〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町2-2-1
Tel：03-6231-0940　Fax：03-6231-0941
E-mail	 :	orders@abcam.co.jp
URL	 :	www.abcam.co.jp/JPWB

販売店・取扱店

トランスファー
 ●メンブレン
製品名 製品番号
Low Fluorescence Western Membrane (PVDF) ab133411

Nitrocellulose Transfer Membrane-0.22 µm ab133413

Nitrocellulose Transfer Membrane-0.45 µm ab133412

 ●タンパク質染色
製品名 製品番号
Optiblot Blue ab119211

Ponceau S ab146313

抗体反応と検出
 ●ブロッキング・バッファー 
製品名 製品番号
10X Blocking Buffer ab126587

Sea Block Buffer ab166951

 ●抗体精製キットと抗体濃縮キット 
製品名 製品番号
Antibody Purification Kit (Protein A) ab102784

Antibody Purification Kit (Protein G) ab128747

Antibody Serum Purification Kit (Protein A) ab109209

Antibody Serum Purification Kit (Protein G) ab128751

Antibody TCS Purification Kit ab109207

Antibody Concentration Kit ab102778

抗体精製キットと抗体濃縮キットについて、
詳しくは	www.abcam.co.jp/JPAPK を
ご覧ください。

 ●ローディング・コントロール	
製品名 製品番号
Anti-beta Actin 抗体-Loading Control ab8224

Anti-beta Tubulin 抗体-Loading Control ab6046

Anti-Histone H3 抗体-Nuclear Loading Control and ChIP 
Grade

ab1791

ローディング・コントロールについて、詳しくは	
www.abcam.co.jp/JPLC をご覧ください。

 ●洗浄剤
製品名 製品番号
20X TBS-T with Tween 20 ab64204

Tween 20 ab128987

 ●ECL 検出キット
製品名 製品番号
Optiblot ECL Detect Kit (23pg-187ng) ab133406

 ●メンブレン・ペン
製品名 製品番号
Optiblot Luminol Membrane Pen ab166858

 ●ブロッキング・ペプチド
ウサギ・モノクローナル抗体RabMAb®は、ブロッキング・ペプチ
ドをカスタム・オーダーでご購入いただけます。

ご希望の方はテクニカル・サポートまでお問い合わせください。
E-mail	:	technical@abcam.co.jp
Tel	:	03-6231-0940

ブロッキング・ペプチドについて、詳しくは	
www.abcam.co.jp/JPBP	をご覧ください。

	各製品の詳細は製品データシート（www.abcam.co.jp/製品番号）をご覧ください。

こちらでご紹介しているウエスタン・ブロッティング関連製品は、ほんの一部です。
続きはWebでチェック	▶▶▶	www.abcam.co.jp/JPWB


