
精密粒度分布測定装置
MultisizerTM 3



Multisizer 3は、粒子径と粒子数を最も正確に測定できる、多機能な粒度分布測定装置です。
粒子の色、形状、成分及び屈折率の影響を受けずに、0.4〜1,200μmまでの粒子の個数、体積、
重量及び表面積分布を1回の測定で得ることが可能です。全世界で認められた業界標準であ
るコールター原理（細孔電気抵抗法）とデジタルパルス処理（DPP）技術の採用により、高分解
能で高精度なデータを提供します。

Multisizer 3は、研磨材、高分子、トナー、ペンキ、顔料、製薬、細胞、細菌など、生命科
学から産業分野まで様々なサンプル測定において、高分解能・多チャンネル分析で他に類を
みない高精度を保証し、研究開発から品質管理まで幅広いニーズに対応します。

サンプル測定は驚くほど簡単。
素早く、容易に、高精度で高解像度なデータが得られます。

サンプルを準備し、ユーザ
が設定した標準操作手順
（SOP）を選択します。

密閉式のサンプル室に
ビーカーをセットします。

数秒で結果が得られます。



世界で認められたコールター原理による 
正確で信頼性の高いデータ
・ 粒子径分布及び細胞計数分野で半世紀以上の経験と実績

があります。
・承認されたASTM方法を採用しています。
・ISO 13319に準拠しています。
・ 体積の直接実測により、産業界では最も高い分解能を実

現しています。
・ 他の測定法で検出できない低濃度レベルまで、粒子の個

数と分布を測定可能です。
・サンプルの色と屈折率による影響を受けません。

装置の設計を大幅に改善
・ 操作が簡単でユーザフレンドリーなソフトウエアにより

システムを完全に制御します。
・ デジタルパルスプロセッサ機能により、リアルタイムで

粒度分布を表示し、測定中のサンプルの変化を探知しま
す。また、測定後のパルス分布は、細胞容積、分散、凝
集などのサンプル挙動に関する情報も提供できます。
・水性または有機溶媒電解質にも対応します。

・ 環境にやさしい、水銀フリーのメーターリングポンプを
採用しています。
・ 新たに開発したアパチャーはグリースが不要で、交換が

より簡単になりました。
・ 分解能は、あらゆる粒子径範囲で4〜300チャンネルま

で選択可能です。

品質保証機能により生産性を改善
・ユーザ志向の標準操作手順（SOP）が作成可能です。
・複数のセキュリティレベルを搭載しています。
・21 CFR Part 11に対応しています。
・ パワフルでフレキシブルなソフトウエアで、様々なデー

タ処理ニーズに対応します。
・ トレンド解析機能で、各プロセスにおけるデータを迅速

かつ容易にモニタリングします。
・ システムの性能を保証する証明プログラムを搭載してい

ます。
・ V-Check（IQ、OQ、PQ）プログラムでシステムの性能確

認が可能です。

コールター原理　コールター原理は速く正確に血球をカウントする方法として、50年前にWallace H.Coulter
によって開発されました。コールター原理を利用した自動血球カウンターがやがて血液学の分野で認められて普及し、さら
に、生物分野ではバクテリアから脂肪細胞まで、産業分野では様々な素材の粒子径を測定するのに利用されてきました。　

コールター原理は電気抵抗法を利用した原理
で、電解液に浮遊している粒子が感応領域を通
過する際に生じる２電極間の電気抵抗の変化を
測定します。粒子（細胞）は、バキュームにより
アパチャー（細孔）の感応領域を通過し、粒子
（細胞）体積分の電解液を排除されます。この排
除された電解液の体積によってアパチャーのイ
ンピーダンスが増加し、電気パルスの変化が発
生し、この電気パルス変化をリアルタイムでデ
ジタルに処理されます。粒子（細胞）の３次元の
体積に比例している電気パルスを分析すること
によって、正確な体積から球相当径の粒度分布
を取得することができます。アパチャーを通し
て流れる電解液の量は精密に制御されており、
電気パルスをカウントすることによって懸濁液
中の粒子（細胞）濃度を測定することができます。



比較表示とトレンドグラフ
細胞の MCV（Mean Cell Volume）の変化

細胞容積の変化は、多くの生物学的
プロセスに関係する重要な要因です。
・細胞成長
・細胞周期
・細胞死
・浸透圧補正
・病気の発生
・食菌作用

高感度
液体中の固体異物

粒子径分布と粒子数の測定は、液体中
の非可溶性汚染物質レベルを確認する
のに用いられます。非可溶性汚染物質
の濃度が低く他の方法では検出できな
い場合でも、Multisizer 3 なら液体の浄
化プロセスを簡単にモニタすることが
可能です。

マルチチューブ・オーバーラップ
培養における細菌の凝集性を測定

細菌が凝集すると抗生物質の薬効が減
少する傾向がありますが、洗剤とフィ
ルタの組み合わせで『凝集塊』の量を減
らすことが可能です。『凝集塊』の割合
を測定するには、2 つの異なるアパ
チャーを用いて測定する必要がありま
す。マルチチューブ・オーバーラップ機
能を使用すれば、連続性のある分布が
得られます。

Multisizer 3は、数秒〜数時間毎に周期的に起こった細胞サイズと
体積変化を検出することが可能です。オーバーレイ機能（重ね描き）
を使用すれば、異なったサイズの細胞集団が一目で判別できます。



粒子径トレンド 
品質管理

トレンド機能は、数回の測定結果の統
計データをグラフまたはレポートにプ
ロットするもので、例えば、特定の間
隔で測定するようなプロセスで役立ち
ます。粒子径トレンドは個々のデータ
ファイルから作成できます。また、使
用するファイルは必要に応じて更新す
ることができ、データ数を増やすこと
も可能です。

標準操作手順（SOP）
結果の互換性と再現性

標準操作方法（SOM）とレポート書式を指定するだけで、標
準操作手順（SOP）を簡単に作成することができます。
SOP を用いることによって、アプリケーション、オペレー
タ、装置及び場所などを問わず、いつでも同一条件で確実
に測定することが可能です。

その他
● 粒子径補間
● 粒子カウント／粒子径分布
● デジタルパルス処理

様々な SOP を、いつでも必要なときに作成または保存す
ることが可能です。



パワフルでフレキシブルなソフトウエア
使いやすくフレキシブルなMultisizer 3のソフトウエアは、クリックす
るだけできちんと整理された情報をオペレータに提供します。

ユーザの要求を満足させる、最新のデータ管理とレポート作成システム
多様な用途に対応できるように、SOP、
SOMとレポート書式をカスタマイズするこ
とが可能です。Multisizer 3のソフトウエア
は、バイオ、産業、品質管理や各種研究な
どの用途で、どのようなデータ表示の要求
にも理想的に対応します。



粒子径分布の分解能
Multisizer 3は、粒子の真の体積パラメータを測定することによって、粒度
分布測定装置として最高の分解能を提供します。他の方法よりも高性能で
あり、Multisizer 3以外の装置では見つけることができない粒子や細胞の大
きさのわずかな変化を判別することが可能です。他の装置や原理では単ピー
クとして表示される場合でも、Multisizer 3では多ピークの分布を示す場合
があります。
また、高性能デジタルパルス処理（Digital Pulse Processor, DPP）技術の採
用により、希望の粒子径範囲で分解能を自由に再計算することができます。
分解能を最大100倍まで上げることができ、1回の測定で超高分解能を得
ることができます。

V-Checkプログラム
各種の規制に従い、要求される信頼性を確保するためには装置性能
の維持管理が必要不可欠です。V-Checkプログラムは、「医薬品の製
造と品質管理に関する基準（cGMP）」に準拠しているベックマン・
コールター社がその経験を基に作成した、装置のバリデーションに
必要なすべての確認項目に対応する総合的なプログラムです。
V-Checkプログラムには、装置が全耐用期間にわたって規格どおり
正確に動作し、正確な結果が得られ、かつ法的規制にも適合してい
ることを証明するために必要なすべての文書処理が含まれています。
FDA、GMP、GLP及びISOなどの広範囲な規制に対応しており、作
成された文書類は、監査に際し事実的な証拠として利用可能です。

21 CFR Part 11 への準拠
5段階のレベルからワンクリックで必要なセキュリティを選択す
ることができ、ユーザがカスタマイズするセキュリティレベル
にも対応が可能です。たとえば「21 CFR Part 11」を選択すれば、
必要なレベルのセキュリティを自動構成します。
・電子署名の構成と管理
・ID、パスワードの管理
・ユーザ権限管理
・履歴管理（Audit Trail）

ベックマン・コールター社は厳しい規制が求められる分野での
ニーズを十分に理解し、21 CFR Part 11に対応した各種製品で、
将来にわたって強固な協力関係を築きます。

低分解能

超高分解能



精密粒度分布測定装置 MultisizerTM 3

主な仕様

測定範囲 0.4〜1,200μm

アパチャー
20〜2,000μm

アパチャーμm 20 30 50 70 100 140
レンジ　　μm 0.4〜12 0.6〜18 1.0〜30 1.4〜42 2.0〜60 2.8〜84
アパチャーμm 200 280 400 560 1,000 2,000
レンジ　　μm 4.0〜120 5.6〜168 8.0〜240 11.2〜336 20〜600 40〜1,200

ダイナミックレンジ
（アパチャー径の2〜60％）

（ 直径 ） 30：1 
（ 体積 ） 27,000：1

チャンネル数 最大300チャンネル、任意設定可能

直線性 選択されたレンジの１％以内

インタフェース イーサネット（TCP／IP）

ソフトウエア Windows 7 対応

寸法 430（W）×635（D）×450（H） mm（本体）

重量 34 kg（本体）

電源  AC100V±10％、50 ／ 60 Hz、250W 、3種以上のアース必要

設置条件

温度 5〜40℃

湿度 10〜80％で結露が無いこと

高度 2,000ｍまで

注： 電圧変動、電気ノイズの無い電源が必要です。電気ノイズは細い 
アパチャー径のダイナミックレンジに影響を与えます。

MultisizerはBeckman Coulter, Inc. の商標です。
Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
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