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1.アッセイの注意事項

1.1 反応温度
標準的なTwistAmp®キットは、37～42℃の温度範囲で至適に動作するよう構築されています。高温の場合、酵

素が最高活性から徐々に失活するため、システムの機能が損なわれることになります。反対に至適範囲を下回る

温度では、反応速度は低いもののリコンビナーゼポリメラーゼ増幅（RPA）は良好に働きます。ただし、現在の

TwistAmp®キットの試薬組成及びプロトコルは、高速の増幅用に最適化されており、推奨範囲（きわめて制限され

ています）を下回る温度を用いたプロトコルに対して特別に最適化されてはいません（温度が低下すると、アンプ

リコン倍加時間がより速やかに延長し、エネルギー消費速度よりも長くなるため、キットによっては触媒が蓄積す

る前に触媒が消費され切ってしまうことがあります）。現行の設定のTwistAmp® exoリアルタイム蛍光キットで、

温度に対する最も高い感受性が認められています。他のキットは低温に対する抵抗性がやや高く、TwistAmp® 

Basicキット及びTwistAmp® nfoキットでは通常室温でもアンプリコンの生成と検出が可能になっています。

1.2 定量化
アッセイで検出可能な増幅が得られるまでの時間は、開始時のテンプレート材料量により異なります。開始時の

テンプレートのコピー数が多いほど、検出までの時間は短縮されます。ただし、（「サイクルベースのqPCR法では

なく）このような「時間ベースの」定量化を活用するためには、慎重な実験の設定が必要です。まず、比較する反応、

例えば被験試料と標準希釈系列の反応を同時に開始することが不可欠です。これは、マニュアルにある「マグネ

シウムスタート（Magnesium start）」によって達成することができます。あるいは、氷冷してセッティングする

ことで反応を一時的に「遅らせ（又は停止させ）」、その後で至適な反応温度に同時に移すことで反応を開始する

こともできます。アッセイの時間解像度を改善するために、全体の反応速度を遅らせる／変化させる方法も、反応

の構成や温度を変化させることで可能になります。ただし上述のとおり、現行のTwistAmp®キットは低反応速度

及び低温に向けては最適化されていません。TwistAmp® exoについては推奨温度を下回った場合、検出可能なレ

ベルにまで増幅が認められないこともあるため、そのような温度でのシステムの操作はお勧めしません。熱及び

速度面を改善するため、今後はバッファーの範囲を広げ、新規の反応組成を加える予定です。

1.3 テンプレート交差汚染の防止
核酸サンプル（増幅産物）が実験間でキャリーオーバーすることがないよう、注意してください。作業エリアを分け

たり、増幅前と増幅後のステップでピペッターを使い分けたり、容積式のピペットやエアロゾル耐性フィルターピ

ペットチップを使用してください。使用済みのピペットチップと反応チューブは、気密容器に回収するか、混入し

ている可能性があるDNAを破壊できる容器（酸性条件、漂白剤など）に回収してください。増幅後の反応液の処理、

例えば増幅産物の精製やアガロース／ポリアクリルアミドゲルゲルベースの解析などには、特別な注意を払ってく

ださい。
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1.4 アッセイの最適化
現在のTwistAmp®キットの構成とプロトコル（マニュアルに記載）で実現する標準的な反応により、DNAの高速

かつ高感度の増幅と検出のために調整された優れた反応環境が作られます。しかし、確立されているアッセイ（プ

ライマー／プローブセット）の一部は、反応条件を最適化することで、その性能をさらに発揮できます。ユーザー

が簡単に変更できるパラメータには、反応温度、マグネシウム濃度、撹拌方法及びプライマー／プローブ（プロー

ブが該当する場合）濃度があります。

• 温度は推奨範囲内で変更してください（1.1参照）

• 推奨する反応液中の酢酸マグネシウム濃度は、12～20 mMです（マニュアルで推奨している標準濃度は

14mMですが、マグネシウム濃度を変えることで反応速度を上げることができます）

• 反応開始後の撹拌時間は3～6分間です（標準時間は4分間。撹拌時間を若干長くすることで、特にアンプリ

コンが長く、蓄積が遅くなるという利点が考えられます）

• 各プライマーの濃度は約150～600nMの間で変更できます注1（プライマー濃度が低いと検出開始時間が遅

れる可能性がありますが、得られるアンプリコンが長くなる、またリアルタイムの解像度が改善されるとい

う利点があります。プライマー濃度が高いと、反応速度が速まると考えられます）

• プローブ濃度は50～150nMの間で変更できます。

rehydrationバッファーの成分濃度を変更することでも、一定の組合せのプライマー・プローブの性能を改善で

きます。近々、一連の最適化バッファーを販売する予定ですが、情報が更新され次第最新情報をご案内させていた

だきます。また、今後提供するキットでは、組成の改良も予定していて、長いアンプリコン、低い温度設定及びリアル

タイムの解像度が改善されます。

注1：市販されているプライマー溶液はバッチ間で質の変動があり、これが反応の性能に影響する可能性があります。したがっ

て、一貫性が重要な実験に用いる場合は、精製したオリゴヌクレオチドを確立されているアッセイで使用することをお勧め

します。供給業者が示しているプライマー濃度では間違いが生じることが多いため、プライマーのストック濃度を適切な

方法で繰り返し確認する必要もあります。

1.5 遅い増幅速度と長いアンプリコン
現行のTwistAmp®キットの標準構成は、テンプレートDNA内の比較的短い標的配列を、迅速かつ高感度に増幅す

るよう設計されています。従って、場合によってはいくつかのパラメータの設定を変更する必要があります。例え

ば、TwistAmp®キットをテンプレートの定量に使用する場合は、増幅速度を遅くすることが望ましいかもしれませ

ん（1.3参照）。RPA反応速度を低下させるには多くの方法があります。例えば、単に他のプライマーよりも増幅

速度が遅いものもありますので、これを選択することもできます。あるいは、反応温度やマグネシウム濃度を低下

させてもよいでしょう。しかし、RPA反応には、エネルギー再生という要素により決定される、限られた「時計」

が備わっています。また、現行の製品ではATP燃焼性のリコンビナーゼ濃度が比較的高く（迅速な反応を促進す

るため）、これはこの触媒が通常約15～23分以内に消費されることを意味します（使用するプライマー濃度にもよ

りますが、DNAとリコンビナーゼの複合体が燃料消費速度を決定します）。許容されるパラメータの設定範囲内

であれば、これは反応条件の変更によっても変わりません。選択できるプライマーとリコンビナーゼの比率には、

ある程度の融通性しかありません。これは、現行のTwistAmp®キットは、必ずしも反応時間での高精度な検出に

完全に対応したものでないことを意味しています。というのも、（例えば温度を下げて）増幅速度を大きく遅らせ

た場合、十分なアンプリコンが蓄積されシグナルが検出される前に、ATP又はdNTPが消耗する可能性があるため

です（特にTwistAmp® exoキットでは、生成物の産生という点でエクソヌクレアーゼIIIがポリメラーゼといくら

かの競合をもたらすことから、これが該当します）。TwistAmp®のプロセスは、大きな増幅産物の生成にも採用さ
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れることがあります。しかしこれも同様の理由から（長めのアンプリコンでは倍加時間が長いことから）、現行の

TwistAmp®キットの構成は、この目的のために特別に設計されてはいません。

大きな産物の増幅を改善したり、リアルタイム解析のために意図的に増幅速度を遅らせることは、先に述べた最適

化ステップを用いる（オリゴヌクレオチド濃度を下げる、最適化バッファーを用いる、マグネシウム濃度と温度を

許容限度内で変化させる）ことで、ある程度は可能です（1.4）。近い将来、これらの用途に特殊キットとバッファー

が発売される予定です。

2.プライマー設計の注意事項

高感度で迅速なTwistAmp®アッセイを確立できるかは、適切な増幅プライマーの選択により左右されます。ある

オリゴヌクレオチドの増幅性能は、単純にその配列から予測することはできないため、一連のプライマー候補の設

計とスクリーニング、さらに望ましいプライマーペアの選択など、簡単なアッセイ開発プロセスをとることが推奨

されます。

2.1 プライマー長
TwistAmp®プライマーは通常、30～35ヌクレオチド長をもっています。TwistAmp®の反応環境で、リコンビナー

ゼタンパク質が短めのオリゴヌクレオチドを用いた組換え／プライミングを刺激し完了させる能力は、その大き

さによって急激に低下します注1,2。

45ヌクレオチド以下のオリゴヌクレオチドは、TwistAmp®キットでプライマーとして使用可能です。また、それ

より長いプライマーさえ可能かもしれません。しかし、オリゴヌクレオチドを長くすることは必ずしも増幅性能

を改善することにはならず、プライマーノイズをもたらしえる二次構造の可能性を高めます（2.6項参照）。その

ため、過剰に長いプライマーは設計しないでください。

注1：このため、TwistAmp®では多くのPCRプライマー（30ヌクレオチド以下のもの）はあまりうまく働きません。反対に、多

くのTwistAmp®プライマーはPCR増幅にも利用できますが、その目的のために選択・最適化されておらず、PCRにおけ

るその性能はTwistAmp®プライマーとしての質と直接関係していないと考えられます。

注2： 30ヌクレオチドよりも短いオリゴヌクレオチドは、リコンビナーゼを介したストランド・インベージョン活性は低いもの

の、ハイブリッドプライマーとして働くことはできます。このため、30ヌクレオチドよりも長い1本鎖オリゴヌクレオチ

ドを、短めの反対側のプライマー（例えば25-mer）と組合わせられるかもしれません。しかしこのような条件下では、30

残基以上の2つの増幅プライマーを対で使ったときに比べ、通常は遅い増幅速度となります。
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2.2 プライマー配列
TwistAmp®反応におけるオリゴヌクレオチドの働きは、その配列によって異なりますが、どのような増幅プライマー

であれば高い性能を示すといったような、ヌクレオチドの配列及び構成について一定の規則はありません。ただし、経

験的な観察結果から、いくつかのガイドラインは得られています（但し、通常行っているように多くの配列を試す必要

はあります）。5’末端でグアニンの長いトラック（最初の3～5ヌクレオチド）を配置することは避けるべきですが、一

方でシチジンは（またはピリミジン）おそらくリコンビナーゼフィラメントの形成を促すことから、有益と考えられま

す。また、プライマーの3’末端にグアニンまたはシチジンを（3ヌクレオチド続けて）配置することで、性能が改善され

る傾向があります（これらはポリメラーゼの、より安定した固定化標的になる可能性があります）。可能であれば、プ

ライマー内に1つの特定のヌクレオチドを長いトラックで配置したり、短い反復配列を多数使用するような配列エレメ

ントを持たせることは避けてください。GC含量が過剰に多い（>70%）又は少ない（<30%）ことも避けてください。

プライマー内及びプライマー間の塩基対形成はアーチファクトの生成（プライマーダイマーなど）に寄与する可能性

があり、また二次構造とプライマー - プライマー相互作用又はヘアピン構造を促す配列エレメントを含むオリゴヌク

レオチドは避けてください。

2.3 増幅産物長
反応条件に応じて、RPAは最長で1.5kb以上というDNA産物を増幅できます[Piepenburg et al., 2006]。し

かし、現在市販されている標準TwistAmp®キットは、増幅産物を最長にするというより高速増幅を目指して設計さ

れています。このため、約500bpを超える標的は、現在のTwistAmp®の構成ではうまく増幅できません。超高速

TwistAmp®アッセイのためには500bpを超えないアンプリコン長、理想的には100～200bpのアンプリコン長を

目指すことをお勧めします。これは、短い産物ほど短時間に生成される傾向があり、さらにそれによって産物／ノイズ

比が改善される傾向があるためです。その結果として、全体の増幅性能が改善されます（ただし、増幅速度を決める

主な要因の1つは、選択したプライマー対の特性です） 注1。プローブを検出に使用する場合、増幅プライマーを決定す

る際に第三のオリゴヌクレオチドプローブの設計のために十分な配列スペースを残すよう、注意する必要があります

（3項参照）。

RPA産物の大きさの下限は、主にRPAプライマーの大きさによって決定されます。通常、アンプリコンは約70～

80bpよりも長くなることが必要です。

注1: アンプリコンサイズは増幅の感度と速度に影響することになります。生成するアンプリコンが長いほど所要時間も長くな

りますが、一定のオリゴヌクレオチドペアにより生じるプライマーノイズ（2.6項参照）は、多くの場合ターゲットサイズに

よって異なりません。したがって、アンプリコンが長くなるほど、正しいアンプリコンではなく、ノイズがある短めのフラ

グメントが高速で生成される可能性があります。このため、超高感度のアッセイの開発には、比較的短いアンプリコンが望

ましいと考えられます。
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2.4 プライマーの選択
プライマー選択プロセスは通常、以下の段階から構成されます。

ステップ1.  「標的領域の選択」

比較的平均的なヌクレオチド配列組成を特徴とする、テンプレート内の1領域を選択することをお勧めします。

• GC含量は40%～60%

• 長いホモポリマーのトラックを含まない

• 直列反復配列、逆反復配列、パリンドローム（回文配列）などが少ない

標的の独自性を保持するため、一定のゲノム内の反復配列は避けるべきです。この点において、PCRとほぼ同じ方法

で望ましい配列を特定します。

ステップ2.  「プライマー候補」

適当な標的領域を選択した後、プライマー候補として、互いに向かい合った互い違いのオリゴヌクレオチドの2グルー

プ（順向と逆向をもつもの）を選択する（図2参照）。同じ向きのプライマーは（必ずではありませんが）重複する可能

性があります。その後、順向グループからの各プライマーを、逆向グループからの各プライマーと対にすることができ

ます。単一分子感度で、20秒以上の倍加時間（産物量が倍加する指数期の反応の長さ）でテンプレートDNAを検

出するよう設計された、中規模のスクリーニングは、通常1方向あたり8～10プライマーとします（これにより64～100

のプライマー対候補が得られます）。

ステップ3.  「候補プライマーのスクリーニング」

プライマー候補対が確定した後、その相対的な性能を比較評価する必要があります。

各プライマー対の質は、意図するアッセイの内容に応じます。そのため、スクリーニング手順のためのリードアウト法

も、それに応じて異なります。

• TwistAmp® Basicでは、各プライマー対をプロトコルのように使用し、種々の増幅産物を精製し（例えば標準の

PCR産物の精製法など）、その後アガロースゲル電気泳動で分離します。その後に種々のプライマー対を、感度、

収率、産物／ノイズ比及び増幅時間（時間経過を考慮する場合）に応じて分類できます。

• TwistAmp® exo及びTwistAmp® fpgでは、該当する蛍光検出プローブを使って標準プロトコルに従い、リアル

タイムのリードアウトに関してプライマー対を検討し、蛍光データを比較します。主要な性能パラメータは感度、

増幅開始時間、及び全体蛍光シグナル強度です注1。

• TwistAmp® nfoでは、プライマー対の質をLF-プローブ、及びリードアウトシステムとしてそれらに対応するラテラ

ルフローストリップ解析を用いて評価します。適切な性能指標は、合計シグナル強度、ラテラルフローストリップ

上のバックグラウンドシグナルのほか、感度及び増幅時間（時間経過を考慮する場合）です。

実際には、プライマーのスクリーニングのために最も実用的なアッセイはおそらく、リアルタイム蛍光リードアウトを

使用する方法です。これにより、感度と速度の両方のデータが迅速に得られます。

可能性がある、ありとあらゆるプライマー対を検討する必要はありません。例えば、1つのフォワードプライマーに対

してすべてのリバースプライマーをスクリーニングすることで最も適切なリバースプライマーを取り上げ、その後これ

を使ってすべてのフォワードプライマーをスクリーニングします。そうすることで、16～20回の反応で適切なプライ

マー対を選択することができます（図1a及び1b参照）。
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R1 R2 R3 R4 R5

F1

F2

F3 -- + + +++ ++

F4

F5

R1 R2 R3 R4 R5

F1 --

F2 ++

F3 -- + + +++ ++

F4 ++++

F5 ++

図1a. 5×5プライマー候補のマトリックスと、最初のスクリーニング実験の結果の例すべてのリバースプライマー

（R1～R5）をフォワードプライマー3（F3）とスクリーニングし、増幅性能のスコアを付けました（「-」：増幅失敗、「+++」

増幅最高など）。ここではリバースプライマー4（R4）が最高の結果を示しています。

図1b. 図1aに示した結果に基づく、2回目のスクリーニング実験の例。R4をすべてのフォワードプライマー

とスクリーニングしています。F4の結果が最高であり、F4/R4の組合せが最も性能がよいプライマー対となり

ます。この所見を確認するためにさらにスクリーニング実験を行っても良いかもしれません。（例えば、F4に

対してすべてのリバースプライマーをスクリーニングするなど。）

候補をスクリーニングするための試験条件（テンプレートのコピー数、テンプレートの純度）は、性能リストの

最後にあるプライマーの質を区別できるほど、十分にストリンジェントである必要があります。一方で、この初

期条件は、アッセイ開発プロセスのこの段階で検討するいずれのプライマー対も成功しないというような、あま

り難しいものにするべきではありません。1つの分子を検出することが目的であっても、25分子を検出する限

られたプライマーセットを選択することで、そのフィールドをおおむね適切なものに狭め、また改善できる可能

性もあります（ステップ4参照）。

多くの場合、スクリーニング戦略の中のステップ3で、意図するアッセイに十分適切なプライマー対が得られま

す。その場合、上位のプライマー対（通常は上位3つ）を、さらに異なる出発テンプレート濃度で繰り返し試験す

ることで、増幅速度及び感度について特性解析できます。多重増幅が必要な場合は、この段階で（1つの対だけ

でなく）適当なプライマー対の簡単なリストから判断するのがよいでしょう（4項参照）。アッセイ開発プロセ

スのこの段階で、検討したプライマー対がいずれも十分な性能を示さなかった場合、ステップ2に戻り、新しいプ

ライマーを設計してください。

注1: プライマースクリーニングの設定の成否は、プローブの質にもよります。検出プローブの設計に関する考察は、3.プローブ

設計の注意事項をご参照ください。
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ステップ4.  「二次候補及び三次候補のスクリーニング」

オリゴヌクレオチド配列のほんの僅かな変動も、プライマー活性の大きな違いをもたらすことがあります（おそらく、

プライマーダイマーや他のアーチファクトの形成傾向が異なるため）。アッセイの性能を改善する戦略をとり、ステッ

プ3で特定されたベストのプライマーのバリアントを作成し、改善された増幅性能についてこれらを再スクリーニン

グすることで、二次候補となるプライマーが作成されます。適切な最初のステップは、一次スクリーニングで選択した

プライマーの周辺でギャップを埋めることです。先に選択したものと同じ長さのプライマーをスクリーニングします

が、その周囲を1塩基分ずつ却下されたプライマーまで移動させます。選択したプライマーの3’末端で塩基を増減す

ることでも、さらに精緻化することができます（35-merよりも32-merの方が良かったり、38-merがベストなとき

もあります）。

プライマー選択手順のステップ4で、意図するアッセイに適切なプライマー対が得られるはずです。そうではなく、開発

プロセスのこの段階で検討したプライマー対がいずれも十分な性能を示さなかった場合、ステップ2に戻り、新しいプ

ライマーを設計する必要があります。

図2. 通常のストリンジェントなプライマースクリーニング。単一分子感度が不要な場合、一般に一次スクリーニング

で十分である。

一次スクリーニング：標的となるプライマーのフランキング配列を、様々な組合せで検討

二次スクリーニング：一次スクリーニングでベストであったプライマー周辺で 1塩基分ずつずらした
プライマーを、様々な組合せで検討

三次スクリーニング：二次スクリーニングでベストであったプライマーの 3’末端で 1塩基分ずつ
長さを変えたプライマーを、様々な組合せで検討
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2.5 難しいアンプリコン
アンプリコンの配列エレメント（プライマー間の配列）が迅速増幅に悪影響を及ぼし、そのような配列モチーフを共

有するアンプリコンを生成するすべてのプライマー対が性能不良であることが稀にあります。一定の標的領域に対し

て適当なプライマー対を設計しようという試みによっても、予想される挙動の基準範囲からはずれる結果を生じさせ

る場合、テンプレート内の他の非重複標的配列を探してもよいでしょう。第1ラウンドのスクリーニングでは通常、最

も標準的な蛍光モニタリングシステムを使って、25～50という低いコピー数を検出し、至適反応温度達成まで15分

以内という時間で、リアルタイムに検出閾値を達成することが期待されます。

2.6 プライマーノイズ
TwistAmp®の反応環境では正しい増幅イベントを促進することに加え、望ましくないプライマー相互作用も生じえ

ます（この現象は、PCRなど他の核酸増幅法でも共通して認められます）。そのような相互作用は分子内で生じた

り（ヘアピン構造など）、プライマーダイマーの形成（同一又は異種のオリゴヌクレオチド間）の結果生じることがあり

ます。これらの構造は、DNAポリメラーゼによる伸長のための基質となる可能性があり、そのように生成されたアー

チファクトの一部はその後の組換え／伸長イベントのテンプレートとなって指数増幅期に入ります。この種のプロセ

スにより、プライマー由来配列から構成される比較的低分子量のDNAが、検出可能なレベルで生成されます。これ

がプライマーノイズです。プライマーノイズは、TwistAmp® exo、TwistAmp® fpg及びTwistAmp® nfoで使用

されている検出プローブの配列とは無関係です。したがってこれらのキットでは、そのようなアーチファクトにより間

違ったシグナルが生じることはありません。

ノイズ反応は正しい増幅プロセスと競合し（プライマー、ヌクレオチド、ポリメラーゼの結合、及びエネルギー）、最終

的に後者を抑制することになります。このようなノイズ生成の傾向は、一部のプライマー対の感度を低下させること

になります。このため、プライマーアーチファクトの競合的な産生を最小限に留めるよう、プライマーを選択すること

が重要であり、実際にはこのために最も感度が高いプライマーを、候補からスクリーニングする必要があります。

3.プローブ設計の注意事項

リアルタイムの検出形式でフルオロフォア／クエンチャーを使用することは、TwistAmp®反応における増幅イベン

トをモニターする最も便利な方法です。様々なプライマー対の速度及び感度に関する包括的なデータを迅速に作

成するために、プローブは特に有用であり、したがって、プライマー候補のスクリーニングにおいても非常に価値の

あるツールです（2項参照）。TwistAmp®法に適合するオリゴヌクレオチドプローブは、TwistAmp® exo プロー

ブ、TwistAmp® fpg及びTwistAmp® nfoという3製品です。これら各種プローブはそれぞれ、TwistAmp® exo、

TwistAmp® fpgキット及びTwistAmp® nfoキットで使われます。全3種のプローブの構造を、以下に個別に示しま

す。
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3.1.1 TwistAmp® exo プローブの構造及び機能
TwistAmp® exo プローブは、脱塩基ヌクレオチドアナログ（テトラヒドロフラン残基（THF）あるいはdスペーサー）

を含み、標的アンプリコンと相同性をもつオリゴヌクレオチドから構成されています。標的配列中の1ヌクレオチドに

代わって挿入されているTHFは、その両脇がdT-フルオロフォア及び対応するdT-クエンチャー基に挟まれています（こ

れらは、対応する標的配列中で認められるT配列に代わって挿入されています）。さらに、適切な3’修飾基（例えば

C3スペーサー、リン、ビオチン-TEG又はアミン）により、プローブをポリメラーゼの伸長からブロックしています。フ

ルオロフォア（通常は、オリゴヌクレオチド合成用のdT結合試薬として市販されていることから、フルオレセイン又は

TAMRAが使われます）により蛍光シグナルが発生すれば、通常は、フルオロフォアの3’側2～4塩基に位置しているク

エンチャー（通常は適切なBlack Hole Quencher：BHQ）によりクエンチングされます。THF残基プローブ中の

ギャップとなり、二本鎖の中TwistAmp® exoキットに含まれているDNA修復酵素・エクソヌクレアーゼIIIの基質と

なります。エクソヌクレアーゼTHFの部位でプローブを切断し、フルオロフォアとクエンチャーを分離することで、蛍光

シグナルを発生させます。重要なことは、ヌクレアーゼ活性が働くためには、プローブが増幅産物内の標的配列にア

ニーリングされる必要があるということです。したがってプローブの切断は、特定の標的増幅イベントが生じたことを

示すことから、特定のアンプリコンの蓄積のモニターに使用できます。

TwistAmp® exo プローブに使用されている内部標識は、現在チミジンについてのみ容易に入手できることから、通

常は配列に対する理想的なプローブ部位には制限があります。すなわち、2つのチミジンが約6未満のヌクレオチド

を挟んで認められる部位です（離れている距離が長いと、クエンチング効率が低下します。また、現在では他の塩基

に対するヌクレオチドアナログは入手されていません）。しかし大半の場合、また標的のいずれかの鎖を使用できる

ことを考えると、通常は適当な設計部位が利用できます。さらに、TwistAmp® exo プローブに利用できる部位を

拡大するため、以下の2つのアプローチを利用することができます。（1）TwistAmp® exo プローブが増幅プライマー

の1つと一部重なることが可能です。ただしそのプライマーより伸長する3’側下流にTHF残基配列があり、THF残基

の3’側にさらに15の相同残基をもつ必要があります。それによって生じる可能性があるプライマーノイズをプローブ

が検出しないようになります。（2）プローブ内のミスマッチ部位の配置には若干許容があります。したがって、もし都

合よく離れている2つのチミジンの部位を特定できないとき、標的配列をもつプローブ内のチミジンの1つを利用して

プローブを設定することもできます。これらの2つの対策を用いるとプローブの効率が低下する可能性があり、その

程度は予測できませんが、過去にはそのような設定でも利用が可能でした。図3は、典型的なTwistAmp® exo プ

ローブの概略図を示しています。

TwistAmp® exo プローブの作製につきましては、別途弊社までご相談ください。
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TwistAmp® exo プローブ
エクソヌクレアーゼが THF残基を切断

30＋塩基

exo

46～ 52塩基

THF残基 クエンチャー 3’末端ブロック

フルオロフォア ヌクレアーゼ

図3. アニーリングされたTwistAmp® exo プローブの構造の概略図。プローブが結合しているときのみ、脱塩基の

THF残基がエクソヌクレアーゼにより切断される。これによりフルオロフォアとクエンチャーが分かれ、蛍光シグナル

が発生する。

3.1.2 TwistAmp® exoプローブの長さ及び位置
TwistAmp® exo プローブは46～52ヌクレオチド長で、THF部位の5’側に30ヌクレオチド以上、さらにTHF部位の3’

側に15ヌクレオチド以上をもつ必要があります。THF残基、dT-フルオロフォア及びdT-クエンチャー分子は、標的ア

ンプリコン配列中に認められる塩基に代わって挿入されており、追加的に挿入されていないことに注意してください。

対応する増幅プライマーに対して、プローブのどの位置でベストかという一定の規則はありません。プローブがプラ

イマーのアーチファクトを検出しないよう注意してください。プローブと同じ方向性をもつプライマーは、その5’部位

で重複している可能性もありますが（3.1.1参照）、この重複はプローブのフルオロフォア／脱塩基部位／クエンチャー

まで伸びていてはいけません（すなわち、プライマーの重複はプローブ5’側の30ヌクレオチドに制限されます）。こ

れにより、プライマーのアーチファクトによって、プローブの高感度配列エレメントに対するハイブリダイゼーション標

的が誤って生成されることが避けられます。プローブと逆向きのプライマーは、プライマー - プローブダイマーの形成

を避けるため、重複しないようにしてください。

標的配列に対するTwistAmp® exo設計の代表的な例は、TwistAmp® exoキットマニュアルに記載しています。

3.1.3 TwistAmp® exo プローブ候補
プローブはプライマーに比べて配列の変化に対する感度が低いと考えられていますが、プローブは配列によって性能

が異なります。そのため、最適性能が必要な場合、1つの標的内のプローブ候補を複数検討することをお勧めします。

ただし、最適化しなかった場合でも、記載の原則に従って設計されたプローブは、様々なプライマー対の性能の判別と

いう目的に適したものになります。もしプライマーのスクリーニングにプローブを使用する場合は、最も小さい候補

のアンプリコン内に位置するように設計することが優れた戦略といえます（プライマー候補の順向及び逆向グループ

のうち、最も内側のプライマーにより定義されます）（2項参照）。次にこのプローブを使って、周辺のすべてのプライ

マーの性能を調べます。

場合によっては、全体のアッセイ性能を向上させるため、複数のプローブを比較検討することが望ましいことがありま

す。ただし、アンプリコン内で適当な間隔をもったチミジンの数が、そのような代替プローブ数を制限することになり

ます。プローブはどちらの鎖に対しても設計できるため、考えられる候補数は増えることに注意してください。
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3.2.1 TwistAmp® LF プローブの構造及び機能
TwistAmp® LF プローブはTwistAmp® nfoキットと併せて使用し、サンドイッチアッセイによって検出されることが

意図されています。このプローブは、5’抗原標識（通常はカルボキシフルオセイン基：FAM）、内部の脱塩基ヌクレオ

チドアナログ（テトラヒドロフラン（THF）あるいはdスペーサー）及び3’末端のポリメラーゼ伸長ブロッキング部分（リ

ン、C3スペーサー又はジデオキシヌクレオチドなど。ただしビオチン-TEG以外）を含む、標的配列に相同なオリゴヌ

クレオチドから構成されています。TwistAmp® LF プローブは、反対の増幅プライマーの5’末端を他の抗原標識（通

常はビオチン）で標識した設定で用いられます。反応液中に存在するプローブと同方向のもう1つのオリゴヌクレオチ

ドは通常のプライマーです。図4は、典型的なTwistAmp® LF プローブの概略図を示しています。THF残基は、標的

配列中に存在しているだろう塩基の代わりに挿入されていることに注意してください。2つのプライマーオリゴヌク

レオチドにより促進されるTwistAmp®増幅反応から、TwistAmp® LF プローブのアニーリングのための標的が生

成されます。結果生成される二本鎖において、THF残基は、TwistAmp® nfoキットに含まれている酵素（別名エン

ドヌクレアーゼIV）の基質となります。nfoがTHF部位でプローブを切断することで新たな3’-水酸基が形成され（こ

れはプローブを効率的に脱ブロッキングします）、ポリメラーゼの伸長のプライミング部位として働くことがでます。

これによりプローブがプライマーに変換されます。この加工プローブと5’標識増幅プライマーにより生成されるアン

プリコンは、1つのDNA分子中の2つの抗原残基と効率的に同時に結合します（図5参照）。次にこの二重鎖はサン

ドイッチアッセイの形式で（通常はエンドポイントの検出として）検出することができます。例えば抗FAM金コンジュ

ゲートと抗ビオチン抗体1を使用しているMilenia GmbH（ドイツ）のHybridetect2ラテラルフローストリップな

どです。

nfoヌクレアーゼ反応及びそれによる二重標識アンプリコンの生成は、プローブを本来の増幅産物内で選択する標的

配列にアニーリングできる場合に限られます。したがってプローブの切断は増幅イベント自体が生じたことを示し、

これをTwistAmp®反応の進捗状況をモニターするために使用することができます。

TwistAmp® LF プローブの作製につきましては、別途弊社までご相談ください。

注1：核酸検出のためのラテラルフローストリップ（Milenia Hybridetect-1及び2のストリップを含む）は、その基質としてハ

イブリダイゼーション産物（例えばPCR産物や抗原標識プローブなど）を利用するように設計されています。したがって、

広範なサンプル処理の手順を必要とします。増幅反応によって二重標識レポーター分子を同時に産生し、増幅後の処理が

簡単な、TwistAmp® nfoの反応機構とは対照的です。



13

図4. アニーリングされたTwistAmp® LF プローブの構造の概略図。プローブが結合しているときのみ、脱塩基の

THF残基がnfoにより切断される。

図5. 増幅プライマーとTwistAmp® LF プローブの配列の概略図。（A）加工プローブと反対側のプライマーが、2つ

の抗原標識が同時に結合した二本鎖増幅産物を生成する。（B）この産物はその後、標識の1つを用いて捕捉され（例

えばMilenia Hybridectect-1又は-2のラテラルフローストリップ上で抗ビオチン試験を用いるなど）、もう一方で可

視化される（例えば金標識抗体との相互作用など）。

3.2.2 TwistAmp® LF プローブの長さ及び位置
TwistAmp® LF プローブは一般に46～52ヌクレオチド長で、THF部位（これは標的内に認められる通常の塩基に挿

入されています）の5’側に30ヌクレオチド以上、さらにTHF部位の3’側に15ヌクレオチド以上をもつ必要があります。

対応する増幅プライマーに対してプローブがどの位置でベストかという、一定の規則はありません。プローブがプラ

イマーのアーチファクトを検出しないよう注意してください。プローブと同じ方向性をもつプライマーは、その5’部位

で重複している可能性もありますが、この重複はプローブの脱塩基部位まで伸びていてはいけません（すなわち、プラ

イマーの重複はプローブ5’側の30ヌクレオチドに制限されます）。これにより、プライマーのアーチファクトによって、

プローブの高感度配列エレメントに対するハイブリダイゼーション標的が誤って生成されることが避けられます。プ

ローブと逆向きのプライマーは、プライマー - プローブダイマーの形成を避けるため、重複しないようにしてください。

反対の増幅プライマーは、抗原基（通常はビオチン）で標識される必要があります。

Captured TwistAmp® LF プローブ

nfoが残基を切断し、切断部位から
ポリメラーゼが伸長する

FAM

ビオチン

抗 FAM

抗ビオチン

ブロック

1つのアンプリコン内の 2つの抗原標識に同時に結合

TwistAmp® LF プローブ 
nfoが THF残基を切断

30＋塩基

46～ 52塩基

THF残基

3’末端ブロック
FAM

ヌクレアーゼ

nfo
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3.2.3 TwistAmp® LF プローブ候補
プローブはプライマーに比べて配列の変化に対する感度が低いと考えられていますが、プローブは配列によって性能

が異なります。そのため、最適性能が必要な場合、1つの標的内のプローブ候補を複数検討することをお勧めします。

ただし、最適化しなかった場合でも、記載の原則に従って設計されたプローブは、様々なプライマー対の性能の判別と

いう目的に適したものになります。もしプライマーのスクリーニングにプローブを使用する場合は、これが最も小さ

い候補のアンプリコン内に位置するように設計することが優れた戦略といえます（プライマー候補の順向及び逆向

グループのうち、最も内側のプライマーにより定義されます）（2項参照）。次にこのプローブを使って、周辺のすべて

のプライマーの性能を調べます。

3.3.1 TwistAmp® fpg プローブの構造
TwistAmp® fpg プローブ®はTwistAmp® fpgキットと併せて使用し、蛍光検出アッセイでの使用が意図されていま

す。TwistAmp® fpg プローブは通常、5’末端がクエンチャー基で修飾され、クエンチャーの4～5ヌクレオチド下流

（すなわち5又は6位）で脱塩基ヌクレオチドアナログが結合したフルオロフォア標識を含む、標的アンプリコンと相同

なオリゴヌクレオチドです。フルオロフォアは、C-O-Cリンカー（dR基）を介して脱塩基部位のデオキシリボースと

結合しており、dR-フルオロフォアが、標的内に認められる通常の塩基に代わって挿入されています（標的の隣接する

相同塩基に追加して挿入されるわけではありません）。さらにTwistAmp® fpg プローブは、適切な3’修飾（例えば

C3スペーサー、リン、ビオチン-TEG又はアミン）により、ポリメラーゼの伸長からブロックされています。フルオロフォ

ア（一般にはdR誘導体として販売されているカルボキシフルオセイン又はTexasRed）により生じる蛍光シグナルは、

通常5’-クエンチャー基によりクエンチングされます（カルボキシフルオセインの場合はBlack Hole Quencher

（BHQ1）で、TexasRedの場合はBHQ2によりクエンチングされます）。dR-フルオロフォア残基（塩基が存在してい

ないことで、プローブ中のギャップとなります）は二本鎖の中で、TwistAmp® fpgキットに含まれるfpg酵素などの

基質になります。fpgがdR基でプローブを切断し、フルオロフォアとクエンチャーを分離することで、蛍光シグナルを

発生させます。このヌクレアーゼステップは、プローブを増幅産物内で選択する標的配列にアニーリングできる場合

に限られます。したがって、プローブの切断は増幅イベント自体が生じたことを示し、これをTwistAmp®反応の進捗

状況をモニターするために使用することができます。図6は、典型的なTwistAmp® fpg プローブの概略図を示して

います。

TwistAmp® fpg プローブの作製につきましては、別途弊社までご相談ください。

図6. アニーリングされたTwistAmp® fpg プローブの構造の概略図。プローブがその標的に結合しているときのみ、

脱塩基のdR残基がfpgにより切断される。この切断ステップによりプローブからフルオロフォアが放出され、蛍光シ

グナルが生成する。

TwistAmp® fpg プローブ

fpgが dR基を切断

35塩基

fpg4～ 6塩基

クエンチャー dR基

3’末端ブロック

フルオロフォア

ヌクレアーゼ
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3.3.2 TwistAmp® fpg プローブの長さ及び位置
TwistAmp® fpg プローブの長さは約35ヌクレオチド長になります。

使用する増幅プライマーに対しTwistAmp® fpg プローブがどの位置でベストかという、一定の規則はありません。

プローブによりプライマーアーチファクトが検出されないように注意し、プライマーとプローブの重複は避けてくださ

い。

標的配列に対するTwistAmp® fpg プローブ設計の代表的な例は、TwistAmp® fpgキットマニュアルに記載して

います。

3.3.3 TwistAmp® fpg プローブ候補
プローブは、プライマーに比べて配列の変化に対する感度が低いと考えられていますが、プローブは配列によって性

能が異なることがあります。そのため、最適性能が必要な場合、1つの標的内のプローブ候補を複数検討することを

お勧めします。ただし、最適化しなかった場合でも、記載の原則に従って設計されたプローブは、様々なプライマー対

の性能の判別という目的に適したものになります。もしプライマーのスクリーニングにプローブを使用する場合は、

これが最も小さい候補のアンプリコン内に位置するように設計することが優れた戦略といえます（プライマー候補

の順向及び逆向グループのうち、最も内側のプライマーにより定義されます）（2項参照）。次にこのプローブを使って、

すべての適合するプライマーの性能を調べます。

4.多重増幅

TwistAmp®多重反応とは、1回の反応で複数の標的を同時に増幅することです。多重増幅される各標的の増幅に

使用するプライマーは、適合性について検討する必要があり、また場合によっては最適化する必要もあります。単一

増幅で十分な活性が証明されているプライマー対が、多重増幅の設定で必ずしも高い性能を示すわけではありませ

ん。

4.1 プライマーの適合性及び濃度比
多重増幅反応に適したプライマーを特定するための優れた戦略は、まず各標的に対する優れたプライマー対候補の

数を規定することです。その後、各標的に対する対候補を他の標的の対候補と順次組合わせて、最終的な多重増幅の

形式とします。ベストな組合せを規定した後、様々な標的に対するプライマー対の相対的な性能の差を、反応に使用

するプライマー量の比率を変化させて調整します（例えば、二重増幅反応を仮定し、標的Aの増幅に使用するプライ

マーの比率を、反応液中の合計プライマー量の65％とし、標的Bの増幅には35％のみとします）。



4.2 抑制プライマー
多重増幅の中には、プライマーの比率を調整しても、特定のプライマー対を効果的に決定することが難しいこともあ

ります。これは多くの場合、システム中の1つのプライマーが、システム中のもう一方のプライマー及びアンプリコンに

対して支配的かつ抑制性の活性をもつために生じます。このような場合、それ以外は有効なシステムに対の一方のプ

ライマーのみを添加し、解析対象の1つのプライマーが望ましくない活性を持っているかどうかを判断してもよいで

しょう。そのようなプライマーが特定されれば、その後の多重増幅試験からそれを除外することができます。

4.3 総プライマー濃度
反応液中の総オリゴヌクレオチド量（反応混液に添加した全プライマーの合計）は、推奨量を超えないようにします。

したがって多重増幅の場合は単一増幅に比べ、各種標的に対する個々のアプリコンの収率が低下することになりま

す。

4.4 増幅速度が異なるとき
RPA中のアンプリコンは、それぞれ増幅速度が異なる可能性があります。標的アンプリコンを同時増幅する必要が

あり、サンプル中の標的数が同程度と予想される場合には、2つの標的の増幅速度は適正かもしれません。

しかしその他の場合、一方の標的がもう一方よりも常にはるかに多く生成され、かつ、少量の標的に対する感度を維持

しなければならないときもあります。RPAでは、PCRと異なりこのような場合でも有効です。1つのプライマーの選

択を微調整し、少量の標的の増幅速度がもう一方の多量の標的種よりも早くなるような、多重増幅システムを開発す

ることができるためです。律速標的は反応液中で遅い時点でのみ検出可能レベルに達することから、迅速増幅され

る多量の標的はその検出を抑制しますが、このような操作により律速標的に対し、試薬が枯渇する前に検出レベルに

達するための十分な時間が与えられ、その検出の抑制が阻止されます。内部コントロールとして大量の標的を使用

するような条件で、稀なイベントの検出が望まれるとき、このような柔軟性は非常に有用です。

本製品はライフサイエンス分野における研究での使用を目的としています。仕様は2018年5月現在のものです。製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 M0061
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