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はじめに　　～連続処理遠心の利点～

遠心分離によりサンプルを処理するには、通常は次のス
テップを行う必要があります。

1. サンプルとロータを遠心機にセットする
2. 処理速度まで加速する
3. 特定の時間運転する
4. 減速停止する
5. サンプルを取り出す

これらのステップは、すべてのサンプル処理が終了するま
で繰り返す必要があります。もし処理するサンプル量が多
い、沈降速度が遅い、ロータの加速 / 減速時間が長い、ロー
タの処理能力が小さいような場合、従来法によるサンプル
の大量処理は、多くの作業時間がかかってしまいます。

連続処理遠心システムを導入することで、
大量サンプルの遠心工程における労力が
激減します

連続処理遠心を行うことで、時間の節約はもちろんのこと、
面倒な多本数の遠心チューブのデカンテーションや遠心機
の操作から解放されます。連続処理遠心でも従来法と同様
に、大量のサンプルを高い遠心力で遠心分離できます。例
えば、沈降係数 500 S の粒子を含む 10 L の溶液を連続処
理遠心により、ロータの選択によりますが、4 時間または
それより短い時間でペレットが得られます。同じ処理を
従来型の卓上型遠心機で行った場合は、12 から 21 時間
必要となります。連続処理遠心は高い遠心力とハイスルー
プットを有するので、ラージスケールのウイルスの分取（研
究目的または商業用ワクチン作製のため）、バクテリアの
沈殿、細胞内小器官分画のペレッティングに特に有用です。
さらに、近年、連続処理遠心はバイオ分野だけでなく、広
く工業系でも使われ始めています。沈降係数が 50 S また
はそれ以上のいかなる種類の粒子をルーチンで、2 L 以上
の溶液から分離することを行っている場合は、連続処理遠
心法をご検討ください。

ルーチンで、2 L 以上のサンプルから
沈降係数 50 S 以上の粒子を分離したい場合は
連続処理遠心を考慮すべきです

連続処理遠心用ロータは、下記の２つの理由のようにサン
プル処理の時間を最小限にするようにデザインされていま
す。

1. 連続処理遠心用ロータの沈降距離は短いため、沈降時
間が全体的に減少します。このため、ロータに送り込
まれたサンプルを効率的にペレット化でき、サンプル
のロータへの流入が素早くできるようになります。

2. 連続遠心ロータは大きなキャパシティを持ちます。こ
のため、一般的なロータを使用するようなスタートと
ストップを繰り返す必要はありません。サンプルのハ
ンドリング時間の削減と、遠心の間のロータの加速と
減速を待つことによる無駄な時間を削減できます。

1



- 2 -

条件を満たすサンプル

50 S 以上で、固体 / 液体比 15% 以下

サンプルが次の特徴を持つとき、連続処理遠心用ロータは
従来のロータを超えた大きな利点をもたらします。

1. 回収したいサンプルの沈降係数（S 値）が 50 S 以上
であるとき。連続処理遠心用ロータは高いペレッティ
ング（ペレット化）効率を持っているため、固体物質
をスウィングロータや固定角ロータよりも短い時間で
溶質から分離することができます。

2. サンプルの固体 / 液体比が低いとき（5-15%）。固体
/ 液体比が 15% よりも高い場合は効率が悪くなるこ
とがあります。これは、あまりにもすぐにペレットが
いっぱいになるためです。ペレットを回収するために
終了操作をしなければならないので、ロータの加減速
とロータの洗浄に多くの時間を割くことになります。
逆に、サンプルに固形物質が少ない場合、多くの容量
を処理するために、ロータを長い時間遠心する必要が
あります。

連続処理遠心のオペレーション

バッチ処理に用いられるベックマン・コールターの連続処
理遠心用ロータは、超遠心機用の CF-32 Ti と高速冷却遠
心機用の JCF-Z があります。任意の速度で回転している
ロータに、粒子を含む液体を連続的に流し込みます。粒子
は、液体の流れから抜け出して沈降し、粒子が無くなった

廃液（上清）がロータから排出されます。このプロセスは、
ペレット量がロータのキャパシティに達するか、または用
意したサンプルが無くなるまで続けることができます。こ
のため、1 回の処理で取り扱うサンプル量は、容量だけで
なく含まれる粒子の濃度によっても制約されます。従来の
固定角ロータやスウィングロータと同じように、沈殿物、
粒子が除かれた廃液（上清）、またはその両方を回収する
ことがきます。

CF-32 Ti と JCF-Z ロータは、ボウル (Bowl)、ソリッ
ドコア (Core)、蓋 (Lid)、シールアッセンブリ (Rotating 　
Seal Assembly) で構成されます。コア内にはサンプル等
の液体が流れる Radial Channel があります。ロータへ
のロードまたはアンロードのための液体が通過する 4 つ
の Milled Slot が、コアの上面にあります。連続処理遠心
においては高速回転で遠心中もシールアッセンブリは取り
付けたままとなり、液体を流すためのラインを保持したま
まとなります。シールアッセンブリは、サンプルの周囲へ
の曝露を防ぐようにデザインされており、さらにサンプル
のコンタミネーションを最小限に抑えます。ロードとアン
ロードの際の、ロータへの液体の流れは流路を切り替える
だけで簡単に反転させることができます。

連続処理遠心の準備は、低速で回転させながら行います
（通常 2,000 rpm）。緩衝液、クッション、またはショ糖
溶液のような密度勾配用の溶液は、ポンプにより外側のラ
インから入れます。準備完了後、オペレーションスピード
にロータを加速させ、流路を切り替えます。そして、同じ
ポンプを使用して、シールアッセンブリの中心の注入口か

Fig. 1　連続処理遠心用ロータの断面図
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らサンプル溶液をロータへ送液します。サンプルは、ロー
タボールの底へロータコア内の流路 (Channel leading to 
central passage) を通って送られます（Fig. 2）。この直
接かつ密封された通路は、泡の発生を取り除く役割も担っ
ています。サンプルは、ロータボウルの上の方向へ、コア
に沿って移動するとともに、粒子の沈降がボウルの壁の方
向に起きます。廃液（上清）は、Upper radial channel
を通り、シールアッセンブリ内のアウトレットラインを経
てロータの外へ排出されます。

分離テクニック

粒子は、次の三つのうちのどれか一つの方法で濃縮できる
可能性があります。

① ロータボウルの壁への直接のペレッティング
② ショ糖のような高密度の溶媒をクッションとした
 ペレッティング
③ 密度勾配によるバンディング（バンド形成）

①と②の方法は、粒子の回収や上清の回収にもっとも使わ
れています。異なる密度の粒子同士を分離する必要がある
ときは、③密度勾配法が最良な結果を得ることができます。

①ペレティングと清澄化
ペレティングは、ロータの壁に押さえつけられても損傷さ
れない粒子の収集に適しています。これは最も速い連続処
理遠心法であり、大容量のサンプルを扱うことができます。
低速で遠心しながら、緩衝液またはサンプルでロータを満
たします。それからロータを任意のスピードまで加速し、
そして、サンプルをシールアッセンブリのセンターライン
から入れます (Fig. 2)。すべてのサンプルを入れるか、ペ
レットの最大容量に到達するまで運転します。（後者の場
合、ロータから排出される液体が濁って来ることにより、
明らかになることがあります。）この時点では、すべての
沈降させる粒子がロータの壁に到達するまでの十分な時
間、ロータの速度を維持します。この間は緩衝液または水
をセンターラインから供給します。それからロータを停止
させるために減速させます。ロータ内に残っている上清を
排水し、ペレットをロータ壁から掻き出します。アプリケー
ションによっては、連続処理遠心を 2 段階で行います。最
初に必要のない大きな粒子を低速で沈殿させて除き（清澄
化 / 粗遠心）、次に速い速度で遠心し目的のより小さい粒
子を沈殿させて集めます。例えば、最初に、連続処理遠心
によりウイルスを含有した培養溶液から細胞由来のデプリ
スを除きます。それから、その溶液を再度連続処理遠心に
よるペレッティングまたは密度勾配遠心を行い、ウイルス
粒子を得ます。

②クッションを用いた遠心
ペレット化した場合に生物学的活性を失うかもしれない粒
子（例えば、幾つかのウイルス）は、スクロースのような
密度の高い溶液のクッションの上に沈降させます。また、
ロータの壁からペレットを掻き出すよりも、溶液中の粒
子を回収する方がより便利な場合もクッションを使用しま
す。注意点として、ロータのペレットのキャパシティは、
クッションによって低減します。
下記のように、低速で回転させながら、クッションをロー
タへロードします（Fig. 3）。最初にシールアッセンブリ
内の Edgeline とコアの上の Milled slot を通して、緩衝
液または水を充填します。それから、クッション（例え
ば、60％スクロース溶液など）を同じ方法で充填します。
クッションは先に充填した水または緩衝液よりも高密度で
あり、遠心力により重力場が壁の方向に向かって発生して
いるため、クッションはロータの壁側に入ります。その後、
流路を入れ替え、そして Center Line から緩衝液を送液し、
オペレーティングスピードまでロータを加速します。オペ
レーティングスピードに到達した後、Center line よりサ
ンプルを送液します。沈殿が完了したとき、ロードの時の
ように、アンロードは低速でロータを回しながら行います。
Fig. 4 で示したように、Upper radial channel を塞ぐた

Fig.2  連続処理遠心

図内の矢印は、連続処理遠心中の溶液の流れの方向を示してい
ます。サンプルは、センターの注入口（center inlet）を通りコ
アの底部へと送液されます。
コアの底部から Upper radial channel への移動に必要な時間の
間に、目的粒子がグラジエントまたはクッションにトラップさ
れる（または、ロータ壁にペレッティングされる）時間になる
ように流速を調整します。
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めに、Edge line に空気を入れます。（これはこれらのチャ
ネルへの排出する液体の流入を防ぎ、アンロードの際に粒
子を含んだクッションが乱されないようにします。）それ
から、Milled Slot を経てロータの端へ密度の重い液体を
ポンプで送液することにより、センターラインから目的粒
子を含むクッションがロータから排出されます。ロータの
中身が、すべて置換されるまで行います。

③密度勾配を使ったバンド形成
この方法は、ウイルスの精製に最も一般的に使われてい
ます。連続処理遠心用ロータが沈降距離が短い（約 10 
mm）ため、事前に作られたリニアグラジエントを使う必
要はありません。段階的作成した濃度は、ローディングと
加速過程で十分にリニアになるように拡散します。一般的
に、2 か 3 段階の濃度ステップのショ糖溶液を用い、目的
粒子の密度を挟むように濃度を設定します。最後に送液す
る最も高密度な溶液はロータ壁への沈降を妨げるクッショ
ンとしての役割を担います。短い沈降距離は、非常に速く
粒子がバンド化することを可能にします。
しかしながら、粒子の浮遊密度によっては、このような短
い勾配のために、完全に分離し複数のバンドを取集するこ
とは困難なことがあります。
操作は、「②クッションを用いた遠心法」で記載されてい
る説明とほぼ同じです。ロータが低速で回転している間、

次の順に溶液を Edge line からロードします。緩衝液また
は水、次にステップグラジエントを軽い方から順番に入れ、
最後にクッション溶液を入れます。前のセクションで説明
したのと同じように、残りの操作を行います。しかしなが
ら、この場合には、粒子がバンド化するために必要な限り
は遠心を続ける必要があります。

流速の設定

集める粒子の沈降係数により、選択できる流速やロータの
回転数が制限されます。小さい粒子は、沈降のために大き
な粒子より高い遠心力または長い時間遠心することが求め
られます。良好な結果を得るためには、以下の２つが重要
です。
1. 目的粒子が十分に沈降する遠心力（回転数）を選択す

ること
2. 溶液がロータ内を通過する間に目的粒子が沈降しきる

時間を確保するための流速を選択すること
最も効率の良い運転のためには、理論上の最大限に近い流
速を使うようにします。沈降係数が既知の粒子を分離する
ための理論上の最大流速とロータ回転数との関係性を表し
たノモグラフ（計算図表）を P12 と 13 に示しました。

Fig. 3  クッションまたはグラジエントのローディング

矢印は、ローディングのときの液体の流れの方向を示していま
す。ロータを低速で回転させて、クッションまたはグラジエン
ト（軽い方から先に入れます）を Edge line から送液します。空
気はセンターの注入口（center inlet）を通って排出されます。クッ
ションまたはグラジエントは遠心力によりロータ壁に保持され
ます。

Fig. 4  クッションまたはグラジエントのアンローディング

目的粒子がクッションまたはグラジエントに含まれている場合、
ロータの内容物をかき回すことなしにアンロードする必要があ
ります。ロータを低速で回転させ、Upper radial channel を塞ぐ
ための気泡を形成させるために、Edge line から空気を入れます。
それから、高密度の液体を Edge line から送液し、Center を通っ
てクッションとグラジエントの排出を促します。
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方法 A
ノモグラフは、特定のサンプルについてのおおよその流速
F、ロータ回転数を決定することができる以下の方程式か
ら作られました。

	 π		 =		3.1412

　	 h	 =	 ロータコアの高さ

　　	ω		 =		0.10472	×	RPM

　　	rmax		 =	 コアの最大半径
　　	ri		 =	 (rt	–	rb)/ln(rt	–	rb)

　　	rt		 =	 コアの最上部の半径

　　	rb		 =	 コアの底部の半径

　　	sr		 =	 粒子の S値、Svedberg 単位で運転環境に　　
　　		 	 調整されたもの

F は mL/min を表します。JCF-Z のスタンダードコアは、	
rt	= 7.6 cm, rb = 7.1 cm で riは 7.35 cm となり、方程
式 (1) は方程式 (2a) となります。

JCF-Z のラージペレットコアは、rt = 5.6 cm、rb = 5.1 
cm で、riは 5.35 となり、方程式 (2b) となります。

注意点として、上記の方程式は、溶質の密度と粘性を
20℃の水と同じであることを前提としています。異なる
場合は、修正した沈降係数 sr を計算すべきです。ノモグ
ラフまたは方程式 (2) を使う前に、srを目的粒子の沈降係
数や直径 D から計算しなければなりません。直径が既知
ならば、方程式 (3) を用います。

　　　
	 ρP	=	 粒子密度　g/mL

　　	ρr	 =	 溶質密度　g/mL

　　	ηr	 =	 溶質粘度　mPa•s	または	in	cp

もし粒子の沈降係数（s20w）が既知なら、方程式 (4) を用
います。

方法 B
連続処理ロータのための流速を決定する簡単な方法は、他
のロータからペレット化した時間を計算するために既知の
κファクタを使用することです。κファクタはロータごと
に異なり、ペレット化効率の尺度となる定数です。次の方
程式から求めることができます。

　　	 rmax	 =	回転軸からの最大半径
　　	 rmin	 =	回転軸からの最小半径
　　	 ω	 =	角速度　radians/second

　　　　	 =	 	0.10472	×	RPM

たとえば、JA-10 ロータで分離しており、最高速度で 5
分間遠心することでペレッティングしたとしたら、JCF-Z
でのペレッティング時間を決定するのに、次の方法でこの
情報を使うことができます。

　　	 t1	 =	 普段使用しているロータの沈降時間
　　	 t2	 =	 新規ロータを使用した際の沈降時間
　　　κ1	 =	 普段使用しているロータのκファクタ
　　　κ2	 =	 新規ロータのκファクタ

実験値を代入すると次式が得られます。

　　　JA-10 のκファクタ：3700
　　　JCF-Z 大ペレットコアのκファクタ：294
　　　JA-10 を使用した場合の沈降時間：300 秒

JCF-Z ロータを使用した場合の沈降時間は、t2=24 秒と
なります。もし、JCF-Zロータの容量が1000mLとしたら、
24 秒で 1000mL をペレット化することになります。
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大容量を処理する場合、
連続処理遠心ロータの処理速度は
通常のロータを圧倒します

つまり、流速は 1000 mL / 24 s = 41 mL/s  (2.4 L/
min) となります。サンプルの含有量が 5%w/v としたら、
200 L の溶液を処理する時間は 200 L/2.4 L/min = 84 
min です（処理時間のみで、準備等の時間は含みません）。
JCF-Z と JA-10 の処理時間を比較すると、JA-10 は最大
1.5 L を 5 分間で処理し、計算上 200 L 処理するのに約
11 時間かかります。（この時間には、減速とボトル交換の
時間は含まれていません。）この条件においては、JA-10
のような大容量ロータに比べて、JCF-Z は最低でも 8 倍
速い処理速度を示しました。

ロータとコアについて

ベックマン・コールターでは現在 JCF-Z と CF-32 Ti の
2 つの連続処理遠心用ロータがあります。JCF-Z ロータ
は、最高回転数 20,000 rpm で、Avanti HP-30I, JXN-
26, J-26S XP/XPI で使用できます。JCF-Z には、交換可
能な連続処理遠心用の３つのコアと、ゾーナル用の２つの
コアがあります。それぞれスタンダードコア、ラージペ
レットコア、スモールペレットコアで、リオリエンティン
グ密度勾配コアとゾーナルコアがあります。ここでは、連
続処理遠心用のコアのみをご紹介いたします。Fig. 5 に
JCF-Z の外観を、Fig. 6 に連続処理遠心用コアを示しまし
た。CF-32 Ti は、最高回転数 32,000 rpm で、フロア型

超遠心機である Optima XPN、XE で使用できます。CF-
32 Ti はコアが１つであり、連続処理のみに特化してデザ
インされています。JCF-Z と CF-32 Ti の双方のロータボ
ウルとリッドは、チタニウム製です。コアは Noryl 製で
あり、Noryl は殆どの密度勾配遠心で使用される溶液や緩
衝液で安全に使用することができます。（詳しい Noryl の
耐性につきましては、弊社 HP より対化学薬品耐性リスト
をダウンロードしご確認ください。）
JCF-Z のスモールペレットコアを除いたすべてのコアは下
の方が細くなっており、４つの取り外し可能な Noryl 製
の調節板 (baffle) が取り付けられています。この調節板は、
遠心中にロータへ入る液体を安定化します。これらの調
節板はロータ内部を分割します。（他のコアと異なり、ス
モールペレットコアは、6 つの空洞（cavity）をコア内に
持っており、この空洞内のコンテナにペレットが溜まるよ
うになっています。）コアとボールの間のスペースの量が、
ロータの総容量となります。この総容量のうち、ロータの
周辺部で沈殿物、密度勾配溶液またはクッションが一定量
を占めることとなります。コアの隣の残った容量は Taper 
volume と呼ばれています。この Taper volume は、最
初にサンプル溶液の流れて通過する領域であり、密度勾配
溶液の中へ、またはクッションやロータ壁へ沈降が行われ
る場所です。
すべてのロータ・コアの構成の仕様を Table 1 にまとめ
ました。

JCF-Z ロータ

連続処理用コアを備えた JCF-Z は、バクテリア、細胞膜
やミトコンドリアなどのような大きな細胞内粒子やウイル
スやその他粒子の沈降に適しています。概ね沈降係数が
500 S 以上の粒子に適しています。JCF-Z はウイルス含
有培養液中の細胞由来デプリスを除去する（精澄化）ため

Fig. 5　JCF-Z ロータ Fig. 6　JCF-Z ロータとコア
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にも用いられ、精澄化したウイルス含有培養液から JCF-Z
または CF-32 Ti を用いてペレッティングまたはバンディ
ングによりウイルスを精製します。JCF-Z でスタンダー
ドコアの場合、最高回転数の 20,000 rpm のとき、コア
の底で 32,000xg であり、ロータの壁の表面で 39,900xg
の遠心力が発生します。流速は 3 から 45 L/h で行うこと
ができます（最少流速は 3 L/h です）。ハイフローシール
アッセンブリ（オプション 製品番号 335134）を利用した
場合は、より高い流速が扱えるため、非常に大きな容量を
処理することができます。このアクセサリーを用いること
で最大流速 100 L/h を可能とします。

JCF-Z は 500 S 以上の粒子に最適です

このロータは、特別な改良なしに Avanti HP-30I, JXN-
26, J-26S XP/XPI で使用できます。
アプリケーションによっては分離中の温度制御が重要とな
る場合があります（4℃に保つなど）。これらの遠心機は冷

却できますが、通常はロータを予冷します。そして、サン
プルは送液チューブやシールアッセンブリを通るときにあ
る適度温められるので、サンプルもまた予冷します。サン
プルリザーバーは、氷または冷却機能付きウォーターバス
で冷却し、チューブラインをできるだけ短くします。
予想される沈殿量またはクッションまたは密度勾配の必要
量から、JCF-Z の 3 つのコアのうち、どれを使用するか
を決定します。

1. スタンダードコアの総容量は 660 mL です。この容
量の場合、ペレット、クッション、密度勾配のために
約 400mL を使用できます。スタンダードコアは、クッ
ションやロータ壁へのペレッティング、サンプルの精
澄化、粒子のバンディングに適しています。

2. ラ ー ジ ペ レ ッ ト コ ア は、 ペ レ テ ィ ン グ の み に 適
し て い ま す。 総 容 量 は 1,250 mL で、 ペ レ ッ ト
の た め に 約 800mL を 使 用 で き ま す。 こ の コ ア
は、固形物を多く含む液体の遠心分離に最適です。 

超遠心機 高速冷却遠心機

CF-32 Ti
JCF-Z

スタンダードコア スモールペレットコア ラージペレットコア

最高回転数 32,000 rpm1 20,000 rpm 20,000 rpm 20,000 rpm

最大遠心力

コア底部 86,100 xg 32,000 xg 25,000 xg 23,000 xg

コアトップ 91,950 xg 34,000 xg 25,000 xg 25,000 xg

ロータ壁 102,000 xg 39,900 xg 36,300 xg 39,900 xg

κファクタ 42 100 281 293

推奨する粒子の沈降係数 50 S　以上 500 S 以上 500 S 以上 500 S 以上

実容量 430 mL 660 mL 240 mL 1,250 mL

許容ペレット量 330 mL 400 mL 204 mL 800 mL

最大流速

標準シールアッセンブリ 9 L/h 45 L/h 45 L/h 45 L/h

ハイフローシールアッセンブリ ― 100 L/h 100 L/h 100 L/h

最高回転数での許容最大密度 2 1.20 g/mL 1.45 g/mL 1.45 g/mL 1.45 g/mL

サンプルの許容 pH pH 4 - 10 pH 4 - 10 pH 4 - 10 pH 4 - 10

アプリケーション

ペレッティング ○ ○ ○ ○

クッション ○ ○ × ×

バンディング ○ ○ × ×

*1 遠心回数が 1000 回または遠心運転総時間が 2500 時間を超えた後は、最高回転数を 29,000 rpm にする必要があります。
*2 サンプルの最大許容密度を超えて遠心する場合は、下記の式にあてはめ、その条件での最高回転数を算出します。

Table 1  連続処理遠心用ロータとコア

ロータの最高回転数× 許容最大密度

サンプル密度
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液体：固体が 1：2 に達しても処理することができます。
しかし、高い固体：液体比のため、少量処理しただけ
で、アンロードのために止める必要があります。

3. スモールペレットコアの総容量は 240mL で、ペレッ
トのために200 mLを使用できます。このコアは固体：
液体比が低く、大量にあるサンプルを処理するために
デザインされています（例えば、藻類や粘土粒子を含
む水など）。沈降した物質の再懸濁を最低限に抑える
ために、このコアは６つの個別の空洞を持っており、
空洞にはペレットが取集されるカヌー型の取り外し可　
能な容器が収まっています (Fig. 7)。このコアはペレ
ティングのみに適しています。

JCF-Z ロータは、この他に密度勾配遠心のための２つの交
換可能はコアであるリオリエンティンググラジエントコア
とゾーナルコアが使用できます。

CF-32 Ti ロータ

CF-32 Ti ロータは、幅広いサイズの粒子を濃縮するため
に使用することができます。32,000 rpm という高い回
転数のため、ウイルスまたは 50 S くらい小さい沈降係数
を持つような他の小さい粒子のバンディングに特に有効で
す。最高回転数時、コアの底は 86,100xg で、ロータの
壁の内側の表面 102,000xg の遠心力が発生します。流速
は最大 9 L/h です。

CF-32 Ti は 50 S 以上の粒子に最適です

総容量は 430 mL で、ペレットで占められる量は 330 
mL となります。クッションやステップグラジエントを用

いる場合いずれも 300mL を占有するため、ペレットのた
めの容量は減ります。CF-32 Ti を使用できる超遠心機は、
冷却処理ができます。CF-32 Ti のシールアッセンブリは
ステンレス製ウォータージャケットを備えているため、
JCF-Z ロータと比較して充分に低い流速でも、シールにお
いて通常の温度が維持されます。シールアッセンブリでの
温度が 10 度またはそれ以下の温度の必要がない限り、水
道水の供給をウォータージャケットに使用することができ
ます。冷却が必要な場合は、ウォーター・クーラーとポン
プを使う必要があり、同様にサンプルとロータの予冷は必
要です。

その他の必要な機器

JCF-Z または CF-32 Ti のどちらかに加えて、それぞれの
遠心機とペリスタポンプ（バックプレッシャー 138 kPa 
[20 psi ] で動作可能であること）が必要です。ペリスタ
ポンプはサンプルやクッション、密度勾配溶液の送液に
使用されます。ポンプとシールアッセンブリの間の流速
をチェックするために圧力計が必要となる場合がありま
す。流路に取り付ける光度計は流出される液体のモニタリ
ングに有用で、ペレッティングの際にサンプルが回収され
ていることの確認、クッションやグラジエントのアンロー
ドの際の物質のバンドの同定するために使用されます。こ
の際、フローセルのインとアウトのチューブラインはロー
タのチューブと同じ直径を有しなければなりません。フラ
クションコレクターを使用すると便利です。また、サンプ
ルと廃液のリザーバーは必要で、冷却するためのアクセサ
リーも同様に必要です。代表的な機器のセットアップを
Fig. 9 と 10 に示しました。

Fig. 7　JCF-Z スモールペレットコアとコンテナ Fig. 8　JCF-Z ロータとコア CF-32 Ti ロータとコア
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Fig. 9　クッションまたはステップグラジエントのロードとアンロードの機器配置

Fig. 10　連続処理遠心中の機器配置



- 10 -

連続処理遠心についての Q ＆ A

Q 　頻繁に大容量のサンプルから目的粒子を分離する必
要がありますが、連続処理ロータまたはゾーナルロータが
必要な場合がわかりません。私の研究にはどちらが良いの
でしょうか？

A　クッションの有る無しに関わらず、もし従来の固定角
ロータまたはスウィングロータを使って目的粒子のペレッ
ティングに成功しているのであれば、連続処理ロータでそ
の実験のスケールアップを行うことができます。同じ粒子
径の近くにバンディングするコンタミがない場合、密度勾
配遠心による粒子のバンディングは有用です。しかし、も
し多成分の粒子を分ける必要があるとしたら、ゾーナル
ロータがより良い選択肢となります。ゾーナルロータの処
理能力 (20–200 mL) は、連続処理ロータよりもかなり小
さいですが、スウィングロータと比べて 50 ～ 100 倍です。
また、レートゾーナル遠心法によって目的粒子を分離した
り、沈降係数を得る必要があるとしたら、ゾーナルロータ
が必要なロータです。連続処理ロータは、レートゾーナル
遠心には適しません。

Q　今、固定角ロータでペレッティングをしていますが、
同じ遠心条件を連続処理遠心で作れますか？どのように適
切な流速を決定するのですか？

A　必要な流速の決定のために、まず目的粒子のおおよそ
の沈降係数を計算します。このために、次の式を使用する
ことでおおまかに沈降係数を見積もれます。

 s = κ/t

s は沈降係数を表し、κは現在使用している固定角ロー
タのκファクタ（ロータマニュアルに記載されています。
これは最高回転数で遠心した場合の数値です。ご使用の
チューブによっても異なりますのでご注意ください。）で、
t はそのロータを使用し目的粒子が沈降する時間（hr）と
なります。
もし、最高回転数で使用していない場合は次の式で、s を
求めます。

s = (κ/ t ) ( 最高回転数 / 実際の処理回転数 )2

見積もった沈降係数を用いて、P12 または P13 のノモグ
ラフ（計算図表）を用いて大凡の流速を求めます。

Q　気泡を除く必要があるのはなぜですか？

A　気泡は高いバックプレッシャーの原因になります。気
泡はローディングの時のような低い回転数では問題になり
ませんが、処理中の回転数では、相対遠心力によって気泡
の浮力は増加されます。
このような気泡は、サンプルの流入によって抜けることは
ありません。もしプレッシャーが 173 kPa (25 psi) を上
回ったら、システム内にトラップされた気泡を除くために
ロータマニュアルの指示に従ってください。気泡が発生し
やすいサンプルでは、サンプル内に形成された気泡が集め
るための気泡をトラップするシステムをポンプとロータの
間に設置する必要があることもあります。

Q　どのように処理条件を決めますか？

A　処理条件は、回転数と流速の組み合わせになります。
サンプル粒子があまりに小さい場合は、可能な最高回転数
と実用的な最も低い流速が必要となります。そうでない場
合は、指定されたサイズの粒子を沈降できる回転数と流速
の組み合わせが複数あります。大抵、処理するためのサン
プル量とそれをどれくらいで処理したいかを基に流速を決
めます。回転数は、流速を決めた後に決定します。

Q　連続処理遠心のためのセットアップの時間はどれくら
いですか？

A 　経験のあるユーザで、設備の準備に約 30 分、取り外
すのに約 10 分を有します。

Q　どのようにサンプルを取り出しますか？

A　例えばバクテリアや酵母などのいくつかのサンプル
は、ロータ壁にペレッティングします。残った上清を大き
なシリンジまたはポンプによって除き、それから形成され
たペレットを掻き出します。もし JCF-Z のスモールペレッ
トコアを使用している場合は、単にカヌー型コンテナを取
りだし、そこからペレットを掻き出します。細胞や細胞膜
のようなサンプルはロータ壁へ付着していないので、ボウ
ル内に残った溶液とともに非常に濃い懸濁液を形成してい
ます。この場合は、従来のロータにより追加で遠心するこ
とで、ペレットを得ます。
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Q　使用後はどのようにロータを洗浄すればよいですか？

A　使用後、サンプルに触れたロータとシールアッセンブ
リのすべてのパーツを中性洗剤で洗浄後、蒸留水で流しま
す。そして、温風でそれらを乾かします。取り外しできる
Noryl 製制御板とスモールペレットコアのカヌー型コンテ
ナを除いて、121℃で最大 1 時間のオートクレーブするこ
ともできます。 Noryl 製制御板とスモールペレットコア
はこの温度で変形します。また、オートクレーブによりコ
アの寿命は短くなります。そのため、 Noryl 製コアのオー
トクレーブは推奨していません。コアは 70% エタノール
での処理をお勧めします。水分により JCF-Z のベアリン
グの寿命が減りますので、オートクレーブした場合は気密
コンテナで保存します。

Q 　病原体の連続処理遠心はどうですか？

A　すべてのベックマン・コールターの連続処理遠心用
ロータのマニュアルには次のように記載しています。「こ
のロータによる病原体の多量の処理により、病原体は非常
に高濃度に濃縮されます。天然に存在する希薄な状態では
比較的無害な作用因子でも、濃縮された状態では感染性を
持ちうることがあります。生物学的な危険性を慎重に評価
し、投与の危険性を注意しなければなりません。」エアロ
ゾルへの曝露を最小限にするために、HEPA フィルターを
チャンバーとポンプの間に設置することができます。部屋
の中の空気の流れも考慮する必要があり、また、研究室
の安全管理者に相談する必要があります。Optima XPN、
Avanti JXN-26 の遠隔操作を利用することもできます。

Q　連続処理遠心用ロータの状態を調べるにはどうすれば
よいでしょうか？

A 　お客様の要求に応じて、すべてのロータが安全に使用
できるか検査いたします（FRIP)。ロータの状態がご不安
な場合は、お申し付けください。
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JCF-Z ノモグラフ 

スタンダードコアを用いた時の 100% 粒子を沈降させるための理論上の最大流速。
沈降係数（Svedberg unit）の中央の線と交差し、左右の線にかかるようにページ上に定規などを置いて使用します。中央の線の目的
粒子の S 値に定規を合わせて、この点を中心に定規を回して、左右の２列と定規が交差する点を読みます。その点がそれぞれ最適な回
転数と流速となります。このノモグラフ、回転数と流速のすべての実用的な組み合わせをカバーしています。
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CF-32 Ti ノモグラフ 

100% 粒子を沈降させるための理論上の最大流速。
沈降係数（Svedberg unit）の右側の線と交差し、中央と左の線にかかるようにページ上に定規などを置いて使用します。右側の線の
目的粒子の S 値に定規を合わせて、この点を中心に定規の角度を変えて、左と中央の２列と定規が交差する点を読みます。その点がそ
れぞれ最適な回転数と流速となります。このノモグラフ、回転数と流速のすべての実用的な組み合わせをカバーしています。
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2014.12（BCKK）

超遠心機システム　見積例

¥17,641,000

製品番号 製品名 価格（税別）

B10046 Optima XPN-80（Biosafe システム） ¥9,150,000

A19656 CF-32 Ti ロータパッケージ
（ベーシックキット、インストレーションドアキット、アダプタボウル、バキュームポンプを含む）

¥7,980,000

354192 連続 / ゾーナルロータ用スタンドオフ（3 個入） ¥46,800

961778 連続 / ゾーナルロータ用 Vibe マウント（3 個入） ¥7,200

J5603 マスターフレックスポンプ【国内】 ¥398,000

A27254 COLE PARMER 77800-50 イージーロード 3 ポンプヘッド【国内】 ¥59,000

高速冷却遠心機システム　見積例

Avanti JXN-26 連続処理システム ¥7,316,000

製品番号 製品名 価格（税別）

B34183 Avanti JXN-26 ¥2,850,000

B37916 HEPA フィルタ ¥350,000

335140 連続処理ロータ JCF-Z
（連続処理用標準コア付、製品番号 335143 ツールキット含む）

¥3,600,000

J5603 マスターフレックスポンプ【国内】 ¥398,000

A27254 COLE PARMER 77800-50 イージーロード 3 ポンプヘッド【国内】 ¥59,000

366431 ゾーナル用ブラケットキット（HP26 シリーズ用） ¥59,000

超遠心機
Optima XPN

高速冷却遠心機
Avanti JXN-26


