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高効率な転写を短時間で
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＜トランスブロットTurbo ブロッティングシステム＞

ウェスタンブロッティングにより検出されたバンド画像は多く
の論文で用いられ、汎用的な手法として認知されています。さ
らに近年ではバンド画像に加え、定量的な数値データを示す
ケースも増えてきており、今まで以上に安定した転写を行うこ
とが求められるようになってきました。
安定した転写を行うためにバイオ・ラッドでは、目的に応じた
複数の転写装置をラインアップしています。中でもセミドライ
式のトランスブロットSDセルは、ロングセラー製品として販
売しており、ご利用いただいた経験のあるお客様も多いのでは
ないかと思います。今回ご紹介するトランスブロットTurboブ
ロッティングシステムは、このSDセルが進化した高速セミド
ライ転写システムであり、専用の消耗品と組み合わせて使用し
ます。本システムは、より安定的な転写を実現すると同時に、
セミドライ式では不得意とされてきた高分子領域のタンパク質
の高速転写にも対応する利便性の高い転写システムです。

トランスブロットTurboブロッティングシステム
トランスブロットTurbo転写パック
転写パックはトランスブロットTurboの性能を最大限引き出しま
す。メンブレンおよび専用フィルターペーパーが特殊な転写バッ
ファーで平衡化された状態でお届け
されます。余計な前
処 理をすることな
く、素 早 く転 写 ス
テップに移れます。

トランスブロットTurbo
ミニゲルなら最大4枚の転写が可能。
電源一体型のコンパクト設計。
専用の転写パックもしくはRTA転写
キットと組み合わせることで最高の
パフォーマンスを発揮します。

トランスブロットTurbo用
RTA転写キット
コストパフォーマンスを求めるお客様に最適
です。転写パックで使用されているメンブレ
ン・ろ紙・転写バッファーがキット化されており
転写前に用事調製してご使用いただきます。
（別途エタノールが必要です）

■高効率な転写

■最短3分の高速転写

使用するバッファー量に制限のあるセミドライ式の転写装置は、こ
れまで高分子領域のタンパク質の転写には不向きとされてきまし
た。トランスブロットTurboブロッティングシステムは、バイオ・
ラッド独自に開発された専用の転写パックを併用することで高分子
領域のタンパク質の転写も高効率に行うことができます。

セミドライ式の転写装置には短時間転写という特長がありますが、
トランスブロットTurboシステムは高速な転写が可能です。
さらにバイオ・ラッドのウェスタンブロッティングに最適なTGXゲ
ルを併用することで、より短時間での転写が可能となります。

●200 kDaタンパク質（Myosin)のウェスタンブロッティングによる検出例
トランスブロットTurboシステム :
転写時間 10分

他社同等製品（セミドライ式）:
転写時間 10分

転写時間比較

装置

転写時間

目的分子量

10分

150 kDa以上の場合

従来のセミドライ式
転写装置

トランスブロットTurboシステムにより転写した場合、オーバーナイトで転写したタンク式ブロッ
ティング装置と同程度の検出感度が得られました。

また、セミドライ式の転写装置は高電場で転写を行うため、場合に
よってゲルから抜け出た低分子領域のタンパク質はメンブレンへ移
動したのち、さらに移動を続けメンブレンを通り抜けてしまうと
いった問題があります。この問題に対してもトランスブロット
Turboシステムと転写パックを併用することで改善が見られます。
PVDFメンブレン
2枚目
１枚目

●メンブレンへのタンパク質保持状況を

PVDFメンブレンを2枚重ねて、
各装置で7分間
転写し、2枚目にタンパク質がどれくらい移動
しているか確認を行いました。
トランスブロットTurboシステムでは2枚目に
タンパク質が見られないのに対し、他社同等
製品では2枚目にタンパク質が移動している
ことが観察されました。
サンプル：着色済み分子量スタンダード

装置別

トランスブロットTurbo
システム

タンク式ブロッティング :
転写時間 オーバーナイト

比較した例

表

7分

5-150 kDaの場合

5分

30 kDa未満の場合

3分

TGXゲル1枚の場合

30分〜

−

■均一な転写
ウェスタンブロッティングの結果を比較定量する場合には、転写均
一性は大変重要です。トランスブロットTurboは独自のロック機構
を搭載した転写カセットを用いて
転写を行います。
この独自のロック構造は、最適な
電極間距離と均一性の優れた強力
な電場を形成し、より安定性の高
いブロットを実現します。
トランスブロットTurbo転写カセット

●転写均一性

トランスブロット 他社高速
Turboシステム ブロッティングシステム

比較例
CV値：9%

CV値：17%

トランスブロットTurboシステム

他社高速ブロッティングシステム

トランスブロットTurboブロッティングシステム デモンストレーション受付中！申し込みはこちら

https://info.bio-rad.com/tbt-demo-jp.html

Hot News
Technical Briefの紹介
http://pdbu-support.bio-rad.co.jp/techbrief/bulletins.html

バイオ・ラッドのWebサイトには、製品情報が掲載されているサイトと別に、
サポー
ト情 報を掲 載しているサイトがござ います（h t t p : / / p d b u - s u p p o r t . b i o - r a d .
co.jp/）。
よくある問い合わせのQ&Aが主ですが、本社からの技術情報を簡潔にま
とめて紹介をしているコーナーもございます。それがTechnical Briefというページ
です。本社からの英文技術情報をかいつまんだ紹介文を、月に１テーマずつ追加・
更新しています。例えばウェスタンブロッティング関連について、最近では2テーマ
をアップしています（右図）。
ウェスタンブロッティングのみではなく、バイオ・ラッドが扱う幅広い製品ラインアップについてベーシックな内容から最新の解析情報まで
網羅しています。毎月更新していますので、ぜひ覗いてみてください。皆様のお役に立てる情報がきっと見つかります。

Technical Tips for Western Blotting

〜 最適な転写装置を選ぶためのポイント〜

ウェスタンブロッティングの操作ステップの中で、ゲルからメン

2 .セミドライ式（ドライ式）転写装置

ブレンにタンパク質を移し取る「転写」は検出感度に直接影響す
る物理的要因となります。できるだけ多くのタンパク質をゲルか

ゲル・メンブレン・フィルタペーパーサンドイッチを電極プレー
トで直接挟み込んで、フィルターペーパーに含まれるバッファー

らメンブレンに移動させる方法が理想的ですが、タンパク質には
様々なチャージやサイズのものがあるため、万能の転写装置とい
うものは存在しません。転写装置には、主に次のような3通りのタ
イプがありますので、それぞれの特徴を理解して目的に応じた方
法で転写するようにしてください。

だけで短時間に転写を行います。
使用するバッファー量が少なく済
み、手軽に転写を行える反面、高

1 . タンク式（ウェット式）転写装置

よっては低分子タンパク質がメン
ブレンを突き抜けてしまうことも

タンク式転写装置はバッファー中にゲル・メンブレン・フィルタ
ペーパーサンドイッチを沈め、バッファー槽全体に電場を形成
し、比較的マイルドにタンパク質をゲルからメンブレンに移動さ
せます。バッファーを冷却しながら長時間の転写を行うことも可
能です。タンク式では、目的タンパク質の転写が最良となるよう
に、転写バッファー、電気条件、時間、冷却方法などの転写条件
をカスタマイズすることができ
ます。目的に応じた転写ができ
るように、条件検討にこだわり
たい場合には、タンク式が最適
となります。しかし、使用する
パーツも多く、必要とする転写
バッファー量も多いため、簡便
さを優先したい転写には適して
いません。

分子タンパク質（目安として100
kDa以上）の転写効率はあまり良く
ありません。また、転写条件に

あり、転写条件の最適化の検討が
必要となる事もあります。
3 .高速セミドライ式転写装置
電源内蔵のトランスブロットTurboブロッティングシステムは、セ
ミドライ式に準ずる転写装置ですが、専用の転写パック（平衡化
済みメンブレンと専用フィルターのセット）を用いることにより、高速
で高効率、再現性のあるタンパク質の転写が実施可能です。従来の
セミドライ式では苦手とされていた高分子量タンパク質（150 kDa以
上）でも、簡便な実験操作で転写することができます。このように、
「セミドライ式の簡便さ」と「タンク式の高転写効率」を併せ持つ
トランスブロットTurboブロッティングシステムですが、転写条件の
カスタマイズが必要な場合には、タンク式への切り替えも選択肢
のひとつとなってきます。

タンク式（ミニトランスブロットセル）

セミドライ式（トランスブロットSDセル）

高速セミドライ式（トランスブロットTurbo）

同時に転写可能な
最大ゲル枚数

ミニゲル 2枚

ミニゲル 4枚

ミニゲル 2枚／カセット
2カセットを個別にラン可能（合計4枚）

必要バッファー量

950 mℓ

〜200 mℓ

転写パック or RTA転写キットを使用

転写時間

60 min（O/N 転写も可能）

15-60 min

3-10 min

クーリング機能

保冷剤（アイスクーリングユニット）

なし

なし
ミニゲル：ミニプロティアン TGX ゲル（8.4 x 7 cm）
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