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ELISAからHTRFを用いた 
エピジェネティクスへ
HTRF®は、Cisbioが開発した、生体分子相互作用を検出するための多用途 TR-FRET技術です。
Gタンパク質共役型受容体（GPCR）、キナーゼと細胞シグナル伝達、エピジェネティクス、そして
バイオマーカーについてアッセイが行えます。

HTRF検出は、アッセイ要件と検出限界を満たすために機器の設定を最適化する必要があるため、
困難な場合があります。HTRFアッセイには、HTRFに適合することを Cisbioが認定した、時間分
解蛍光（TRF）検出モードを備えたマイクロプレートリーダーが必要です。

当社の SpectraMax® マイクロプレートリーダーは、良好な感度で HTRFを検出できる専用のバリ
デート済みモジュールを用いて、簡単に HTRF用に設定できます。また、SoftMax® Proソフトウェ
アの HTRF専用プロトコルには、1クリックで HTRFの性能規格を達成できる、最適化済みの設定
と計算法が組み込まれています。
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なぜHTRF?

ELISA（酵素結合免疫吸着測定法）は、50年以上にわたり、医学や薬学研究な
どのさまざまな分野で、科学者による発見に貢献してきました。ELISAは低コス
トでセットアップしやすいため、現在でも広く使用されています。しかし、ELISAは、
複数の洗浄ステップと時間のかかるインキュベーションが必要な多段階アッセイ
です。活性は吸光度（OD）として検出されますが、バックグラウンドが高く、ダ
イナミックレンジが限定されている場合があります。

この標準的な ELISAの欠点に対処するため、過去 15年余りの間に、時間分解
蛍光（TRF）および時間分解蛍光共鳴エネルギー転移（TR-FRET）などの蛍光
を利用したアッセイを含む新しいアッセイが開発されました。使いやすく、ダイナ
ミックレンジが改善されていることから、これらの新しいアッセイが利用されるこ
とが増えてきています。

特に、Cisbioが開発した HTRFアッセイには、従来の ELISA検出を凌ぐ多くの
利点があります。HTRFは、二量体化タンパク質、2つの DNA鎖、抗原と抗体、
リガンドとその受容体など、さまざまな生物学的パートナーの相互作用を検出し
ます。1ステッププロトコルの、低容量、ホモジニアス、洗浄不要アッセイで、高
レベルの感度が得られます。

ELISAの代わりとして有効に利用できるアッセイに加え、タンパク質間相互作用、
核受容体アッセイ、受容体二量体化、リガンド結合、受容体内在化、酵素アッセ
イなどに対応するためのさまざまな HTRFツールボックス試薬とキットが利用で
きます。

TRF、TR-FRET、HTRFに関する詳しい情報はこちら▶

•   ホモジニアスな、 
添加して測定するだけのフォーマット

•   時間と労力を節約

•   高レベルの感度

•   小型化可能

•   フレキシブルに適用
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HTRFアッセイ技術
HTRFでは、ドナーとアクセプターとなる 2種類のフルオロフォアを使用して、タン
パク質やその他の対象となる生体分子を標識します。生体分子が相互作用すると、
これらの分子が近接することにより、ドナーからアクセプターへの蛍光共鳴エネル
ギー転移（FRET）が起こります。長寿命蛍光のランタニドクリプテートをドナー
として使用すると、HTRFアッセイの時間分解検出が可能になり、化合物やその
他の物質からの短寿命のバックグラウンド蛍光を最低限に抑えることができます。
マイクロプレートリーダーを用いて時間分解 FRET（TR-FRET）を検出することで、
生体分子の結合が測定できます。

•   低バックグラウンド干渉

•   安定

•   速やかに正確な結果を取得

•   簡単な操作

励起源（フラッシュランプ、レーザー）からのエネルギーパルスの直後に時間遅延を導入し、干渉する短寿
命の蛍光を減衰させます。次に「カウンティングウィンドウ」の間にシグナルを捉えます。

カウンティング
ウィンドウ

バック
グラウンド

減衰時間の
長い発光

励起パルス

発
光
強
度

時間
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cAMPアッセイ、Gαs共役型受容体
Cyclic AMP（cAMP、環状アデノシン一リン酸）は GPCRシグナル伝達におけ
る重要なセカンドメッセンジャーです。cAMPの産生は、最もよく研究されてい
るシグナル伝達経路であり、感覚入力、ホルモン、神経伝達などへの応答に関与
しています。GPCRにリガンドが結合すると、構造変化に伴って受容体が活性化
されることで、Gタンパク質が活性化されます。以後のシグナル伝達は、活性化
された Gタンパク質のタイプによって異なりますが、Gαsが活性化されると、ア
デニル酸シクラーゼによって cAMPがアップレギュレートされます。

•   広いダイナミックレンジと優れた 
Z’ 因子

•   HTRF適合認証を受けた保証された 
機器性能

•   非常に安定なホモジニアスアッセイ

•   プリセットされた 
SoftMax Proソフトウェアプロトコルに
より迅速に結果を取得

アデニル酸シクラーゼのアップレギュレーションにより
細胞 cAMP濃度が増加します。細胞 cAMPが増加す
るとFRETシグナルが減少します。

cAMP

細胞溶解 + HTRF試薬

cAMP-d2

FRETなし

cAMP-d2

FRET

抗 cAMP
クリプテートコンジュゲート

665 nm

337 nm

620 nm

Gαsに関する当社のリソースを 
ご覧ください。

•  アプリケーションノート 
「SpectraMaxマルチモード 
マイクロプレートリーダーにおける 
HTRF cAMP HiRangeアッセイ」

•  アプリケーションノート 
「cAMP-Gs HiRange HTRFアッセイを 
用いてGPCR活性を検出する」

•  ポスター「SpectraMax i3マルチモード
プラットフォームにおけるHTRF技術」

•  ポスター「ホモジニアス・ハイスループット
生細胞 GPCR機能アッセイおよび 
表面結合アッセイ」
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cAMPアッセイ、Gαi/o共役型受容体
Cyclic AMP（cAMP、環状アデノシン一リン酸）は GPCRシグナル伝達におけ
る重要なセカンドメッセンジャーです。cAMPの産生は、最もよく研究されてい
るシグナル伝達経路であり、感覚入力、ホルモン、神経伝達などへの応答に関与
しています。GPCRにリガンドが結合すると、構造変化に伴って受容体が活性化
されることで、Gタンパク質が活性化されます。Gαi/o共役型受容体の活性化はア
デニル酸シクラーゼによる cAMPの産生を阻害します。

アデニル酸シクラーゼのダウンレギュレーションにより
細胞 cAMP濃度が減少します。細胞 cAMPが減少
するとFRETが増加します。

Gαi/oに関する当社のリソースを 
ご覧ください。

•  アプリケーションノート 
「SpectraMax M5eリーダーにおける
HTRF cAMP dynamic 2および 
IP-Oneアッセイ」

•  ポスター「SpectraMax i3マルチモード
プラットフォームにおけるHTRF技術」

•  ポスター「ホモジニアス・ハイスループット
生細胞 GPCR機能アッセイおよび 
表面結合アッセイ」

•   広いダイナミックレンジと優れた 
Z’ 因子

•   HTRF適合認証を受けた保証された 
機器性能

•   非常に安定なホモジニアスアッセイ

•   プリセットされた 
SoftMax Proソフトウェアプロトコルに
より迅速に結果を取得

cAMP

細胞溶解 + HTRF試薬

cAMP-d2

FRETなし

cAMP-d2

FRET

抗 cAMP
クリプテートコンジュゲート

665 nm

337 nm

620 nm
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•   広いダイナミックレンジと優れた 
Z’ 因子

•   機能アッセイ用の強力な 
プラットフォーム、HTSに最適

•   SoftMax Proソフトウェアの 
プリセットされたHTRFプロトコル、 
HTRF認証機器

IP-Oneアッセイ、Gαq/11共役型受容体
ホスホリパーゼ C（PLC）も、活性化された Gタンパク質の主な標的の 1つであ
り、さまざまなプロセスに重要です。例えば、血小板のトロンビン受容体はこの
経路を使って血液凝固を促進します。Cisbioの IP-One競合イムノアッセイは、
イノシトール一リン酸（IP1）の蓄積を検出します。IP1は、Gαq/11共役型受容体
活性化による PLCの刺激により誘導される IP3の下流の安定した代謝物です。
このキットでは、接着細胞と懸濁細胞の両方で、受容体アゴニストとアンタゴニス
トを直接的に特性評価できます。

ホスホリパーゼ C（PLC）からの正の刺激により細胞の IP1が増加します。アンタゴニストは PLCの刺激
を阻害するため、細胞の IP1が減少します。細胞の IP1が増加するとFRETが減少します。

FRETシグナルなし

細胞が
産生した

IP1

IP1

IP1

FRETシグナル
IP1

IP1

IP1

IP1

IP1

d2標識 IP1
（アクセプター）

抗 IP1
クリプテート
（ドナー）

IP-Oneアッセイに関する当社のリソースをご覧ください。

•  アプリケーションノート「SpectraMax M5eマルチモードマイクロプレートリーダーにおけるHTRF 
cAMP dynamic 2および IP-Oneアッセイ」

•  ポスター「SpectraMax i3マルチモードマイクロプレートリーダーにおけるHTRF技術」
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サイトカインアッセイ
炎症性サイトカインと抗炎症性サイトカインは、自己免疫疾患、炎症性疾患、感
染症において中心的な役割を果たしています。代謝疾患と腫瘍、特に抗腫瘍免
疫反応においても中心的な存在です。HTRFアッセイは、さまざまなサイトカイン
とケモカインを定量するための多用途プラットフォームとなり、細胞を使用した実
験でのサイトカインとケモカインのモニタリングに適しています。SpectraMax 
i3xマルチモードマイクロプレートリーダーとSpectraMax® MiniMax™ 300イ
メージングサイトメーターを使用すれば、HTRFと細胞生存能を測定可能で、細
胞の外観をモニタリングすることでアッセイの質も確認できます。

ドナーおよびアクセプターフルオロフォアでそれぞれ標識された抗体が TNFαに結合することで、近接した
標識によりTR-FRETを可能にします。

ヒトTNFα

抗 TNFαXL
コンジュゲート 抗 TNFα

クリプテートコンジュゲート

サイトカインアッセイに関する当社のリソースをご覧ください。

•  アプリケーションノート「細胞生存能に対してHTRFサイトカインアッセイを標準化する」

•  アプリケーションノート「SpectraMax Paradigmマルチモードマイクロプレートリーダーにおける
HTRFヒトTNFaアッセイ」

•  eBook「細胞を徹底的に探索する」

•   高感度 HTRF技術で 
サイトカイン分泌を正確に評価

•   染色不要で 
MiniMaxサイトメーターにより 
細胞生存能をモニタリング

•   マルチプレックスアッセイ、 
EarlyTox ™ Cell Integrity 
アッセイキットを用いて 
細胞の質と生存能をモニタリング
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キナーゼ & エピジェネティックアッセイ
タンパク質キナーゼは、細胞増殖、代謝、分化、アポトーシスの制御に関与する
さまざまなシグナル伝達経路で中心的な役割を果たす酵素です。キナーゼは、
GPCR後の二番目に重要な薬物標的グループです。

エピジェネティクスは、例えば DNAメチル化およびヒストン修飾などの、核酸配
列の変化が関与しない遺伝性の表現型変化の研究です。これらはさまざまな疾患
の発症、特に癌の発症と関連付けられています。

•   セリン／スレオニンおよび 
チロシンキナーゼ活性評価のための 
汎用ツール

•   ホモジニアスアッセイで 
時間とお金を節約

•   安定した技術で信頼性と 
再現性の高い結果を取得

•   HTRF適合認証を受けた 
保証された機器性能

エピジェネティクスアッセイは、2つの主要なステップ
で行われます。酵素ステップとその後のHTRFを用い
た検出ステップです。この例では、HTRFシグナルは
脱メチル化ペプチドの濃度に比例します。

キナーゼ & エピジェネティックアッセイに 
関する当社のリソースをご覧ください。

•  ポスター「HTRF技術と 
SpectraMax Paradigmマイクロプレート
検出プラットフォームを用いた 
ハイスループット・ホモジニアス・ 
エピジェネティクスアッセイ」

•  ポスター「ホモジニアス・ハイスループット
生細胞 GPCR機能アッセイおよび 
表面結合アッセイ」*

 * HTRF細胞キナーゼアッセイデータを含む

酵素ステップ 検出ステップ

化合物 4 µL
G9aまたは LSD1酵素 2 µL

ビオチン化基質／補酵素混合物 4 µL

SA-XL665 5 µL
抗メチル H3抗体 -クリプテート5 µL

補酵素　　　　酵素
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最適化済みHTRF設定
最高の HTRF結果を得るには、Cisbioが設定した HTRFの性能規格に見合った
バリデートされたマイクロプレートリーダーが必要です。リーダーの光学系、エネ
ルギー源、検出器、ならびに HTRF検出に使用する設定はすべて、性能に影響
を与えます。

SpectraMaxリーダーは、SpectraMax i3xおよび Paradigmマルチモードマイ
クロプレートリーダー用の HTRF検出カートリッジ、および SpectraMax iD5リー
ダー用の改良された TRFモジュールとバリデーション済みのフィルターなどの、
HTRF検出に最適化された構成品を使用しています。

モレキュラーデバイスの 
HTRF適合マイクロプレートリーダー

•   HTRF検出カートリッジを備えた
SpectraMax® i3x

•   HTRF検出システムを備えた
SpectraMax® iD5

•   HTRF検出カートリッジを備えた
SpectraMax® Paradigm®

•   SpectraMax® M5e

•   FlexStation® 3

CisbioのHTRF認証プログラムは、上に示したロゴの付いたリーダーが最適なHTRF性能に必要な規格
を満たしていることを保証します。モレキュラーデバイスの HTRF適合マイクロプレートリーダーは、
Cisbioにより完全にバリデートされ、最適化された設定を有しています。

当社のリソースをご覧ください。

•  アプリケーションノート「SpectraMaxマルチモードマイクロプレートリーダー用最適化済みHTRF設定」

•  アプリケーションノート「SpectraMax iD5マルチモードマイクロプレートリーダーにおけるHTRFプロ
ファイリングサービス」
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簡便なHTRF解析
SoftMax Proソフトウェアには、あらゆるHTRF適合機器を用いた検出と解析を
簡略化するために、複数のプリセットされた HTRFプロトコルが含まれているた
め、簡単に結果が得られます。HTRFアッセイの解析では、検出された 2つの
発光波長に基づく、Cisbioの特許取得済みレシオメトリック減少法 を使用します。
616 nmのドナー発光を内部標準として、665 nmのアクセプター発光をアッセイ
を行う生物学的反応の指標として使用します。このレシオメトリック測定により、
ウェル間の変動を低減し、化合物の干渉を排除できます。当社の HTRFプロトコ
ルには計算が組み込まれているため、すぐに結果を見ることができます。

1. 比 =　　　　　   × 104発光 665 nm

発光 616 nm

2. 平均比 =
∑比

2

3. CV =　　　　　 × 100
標準偏差
平均比

4. Delta F =　　　   　　　　　　　　　　　 × 100
標準品または試料の比 – 比 neg

比 neg

（比 neg = 陰性対照の比）

•   簡便なデータ測定

•   発表用のフレキシブルな 
データ出力形式

•   プリセットされた 
SoftMax Proソフトウェアプロトコルに
より迅速に結果を取得
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SpectraMax i3x 
マルチモード 

マイクロプレートリーダー

SpectraMax iD5 
マルチモード 

マイクロプレートリーダー

SpectraMax Paradigm 
マルチモード 

マイクロプレートリーダー

FlexStation 3 
マルチモード 

マイクロプレートリーダー

SpectraMax M5e 
マルチモード 

マイクロプレートリーダー

本カタログに記載の商標はMolecular Devices, LLC および個々の所有者に帰属します。記載された仕様は予告なく変更する場合があります。
本製品は研究用です。臨床診断や治療を目的とした用途には使用できません。
製品に関する特許：www.moleculardevices.com/productpatents

©2021 Molecular Devices, LLC
06/21 TEB 2342A

Phone: +1.800.635.5577
Web: www.moleculardevices.com
Email: info@moldev.com
Check our website for a current 
listing of worldwide distributors.

*Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Netherlands, Spain, Sweden and Switzerland

Regional OfficesContact Us

USA and Canada +1.800.635.5577
United Kingdom +44.118.944.8000
Europe*  00800.665.32860

Japan  +81.3.6362.9109
South Korea +82.2.3471.9531

China (Beijing) +86.10.6410.8669
China (Shanghai) +86.21.3372.1088
Hong Kong +852.3971.3530

https://www.moleculardevices.com/patents
http://www.moleculardevices.com
mailto:info%40moldev.com?subject=

