
先端研究躍進のための情報誌

新製品情報Topics
質量分析装置接続のための

キャピラリー電気泳動システム
「CESI 8000」

細胞内シグナル伝達関連抗体の
 FCM用前処理試薬キット

「PerFix-p」

 2011年 冬号 03

免疫学会・分子生物学会にて
最先端機器と試薬を紹介
アンケートでオリジナルグッズをゲット！

操作性と環境性能を革新
進化したフロア型超遠心機 キャンペーン

コンパクト多機能遠心機
「Allegra X-30R 」

シングルセル解析用
サーマルサイクラー＆スライド

コンパクト多機能遠心機
「Allegra X-30R 」

シングルセル解析用
サーマルサイクラー＆スライド



待望の最新CDチャートを配布！

日本免疫学会学術集会で
展示/テクニカルセミナーを開催

細胞分析における細胞調製から解析までをサポートする製品をご紹介します。

Exhibition
Information

テクニカルセミナー

2011年11月27日（日）～29日（火）開催！ 会場：幕張メッセ（千葉市）

「フローサイトメトリーによる
高純度間葉系幹細胞の分離」
慶應義塾大学医学部 総合医科学研究センター
准教授  松崎有未 先生

11月29日（火）12：00 ～ 13：00
会場：F会場（幕張メッセ103号室）

コンパクト多機能高速遠心機
Allegra X-30R

価 格（税別） ¥890,000

コンパクト設計で1台4役の大容
量・多本架遠心機。クラス最大
容量の1.6L（4×400mL）、クラ
ス最高となる15mLコニカル36
本、50mLコニカル16本を遠心
可 能！ 1.5mLチューブ24本で
18,000rpmを実現しました。
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調 製

抗体試薬
フローサイトメトリー用に最適
化された各種蛍光標識ヒトCD
抗体から、シグナル伝達抗体、
その他試薬を2,700品目以上
取り揃えています。
マルチカラーアプリケーション
に最適な抗体試薬です。

染 色

ハイエンドフローサイトメーター
Gallios

Galliosは、最先端のフローサ
イトメーターに求められるニー
ズを、高度な先端技術により実
現しました。研究者のニーズで
ある高い精度、正確度、自動化、
操作性、自由度をハイレベルか
つ高品質で提供します。

測 定

ハイエンド ハイスピードセルソーター
Astrios

最新技術で、同時に7レーザで、
さまざまな蛍光色素を励起でき
ます（最大蛍光検出器49PMT）。
ソーティング設定もビーズを使
用せずに自動で行い、同時に6
方向に分取可能です。

測定/分取

価 格（税別） お問い合わせください価 格（税別） ¥18,450,000～

展示ブース

スライドサーマルサイクラー
AmpliSpeed

特殊コーティングされたAmpli 
Gridスライドで “シングルセル
アナリシス”を実現しました。マ
イクロプレートやチューブでの
細胞母集団を用いたアッセイで
は分からなかった個々の細胞
の遺伝情報を簡単に解析する
ことが可能になります。

解 析

価 格（税別） ￥350,000
（シングルユーザ）

フローサイトメトリー解析ソフトウエア
Kaluza

マルチカラー解析では、多パラ
メータを取り扱うため、各パラメー
タの相関を視覚的に捉えることが
必要です。
Kaluzaは、視覚的に多パラメータ
を捉えることができるTree Plot
など、多次元解析に最適な表示が
できるFCM用ソフトウエアです。

解 析

最新CDチャート配布！

キャンペーン中！（P14参照）

12月15日よりキャンペーン開始！（p15参照）
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汎用遠心機から最先端テクノロジーまでのトータルソリューション

日本分子生物学会年会で分子生物学
研究をサポートする最先端機器を紹介

ベックマン超遠心機の新製品Optima Xシリーズをはじめ、2011年の新製品をご紹介いたします。最先端技術の次世代シークエン
サーの自動前処理装置、マルチカラーでのフローサイトメトリーに最適なタンデム蛍光色素を標識した抗ヒト抗体ラインナップ、遠心機
のベックマンならではの遠心機ラインナップを展示いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

Exhibition
Information

2011年12月13日（火）～16日（金）開催！ 会場：パシフィコ横浜（横浜市）

SPRIworksフラグメントライブラリシステムNEW!!

SPRIworksフラグメントライブラリシステムは、次世代シークエンサー用のDNAフラグ
メントライブラリ構築の自動化装置です。
試薬はプレパッケージ化されたカートリッジに入っているため、簡単に準備することがで
き、約5分間で機器のセットアップが完了します。同時に1 ～ 10サンプルの処理を行うこ
とが可能で、全行程は4 ～ 5時間で終了します。
次世代シークエンサーのハイスループット化に、データの標準化に、失敗によるサンプル
ロスの防止に、SPRIworksフラグメントライブラリシステムをご活用ください。

実績のあるベックマンのフロア型超遠心機がリニューアルしてフルラインナップ登場しました。
環境に配慮したエコデザイン、そして、人間工学に基づいたEasy-アクセスデザインにフォーカスした
次世代の超遠心機です。
ベックマン製のフロア超遠心機用ロータすべてと互換性があります。
ベーシックモデルOptima XEシリーズ とプレミアモデルOptima XPNシリーズ、合わせて5機種の
ラインナップをご紹介します。

マルチカラーによるフローサイトメトリー解析は、細胞サブポピュレーションの詳細な同定
や希少細胞の検出に重要なツールであり、これらのニーズに応えるために、利便性と品質
に優れた蛍光標識抗体を開発しました。
蛍光標識抗体ラインナップ拡充の一環として、IOTest® シリーズ抗ヒト標識抗体に、新たな
タンデム色素である、PC5.5（PE-Cy5.5）、APC-Alexa Fluor 700、APC-Alexa Fluor 
750と紫色レーザ用のPacific Blue、KromeOrange 標識抗体を発売しました。これら
新しい技術を採用したタンデム色素抗体をご紹介します。

ベックマン・コールター ランチョンセミナープログラム
12月14日（水）12:30～13:30  第8会場（パシフィコ横浜　会議センター 3階 315）

「次世代シークエンサー前処理装置 
SPRIworks」
ベックマン・コールター株式会社
ソリューション営業部  藤村興輝・中崎智文

No:2BT8

第1部 「次世代シークエンサーを用いたヒトの
トランスクリプトーム解析」
東京大学新領域創成科学研究科
メディカルゲノム専攻  准教授 鈴木穣先生

第2部

次世代フロア型超遠心機Optima XシリーズNEW!!

独自の製造技術のタンデム蛍光色素抗ヒト抗体NEW!!

11月
販売開始！

最新版CDチャート配布します！
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超遠心機から小型遠心機まで、フルラインナップを取り揃えたベックマンの遠心機で、あらゆる研究のニーズにお応えします。

新製品が続々登場で、ますます便利に

ベックマン遠心機
新製品＆耳より情報

Centrifuge

進化したフロア型超遠心機
Optima X シリーズ 誕生!

・15 インチ大型LCD タッチスクリーン

・人間工学に基づいた、ロータの脱着が簡単なインナーカーブ式フロントパネル

・広いロータ設置スペース

Easy-アクセスデザイン

・回生ブレーキシステムを採用し、電力消費を抑制

・アイドル時消費電力従来比最大56％カット（当社比）

・冷媒ガスを使用しない高性能電子加熱冷却方式採用

・51dBa以下の静音設計（クラス最静音）（自社調べ）

エコロジーデザイン

・ フルカラー Windows ベースソフトウエア

・ 日本語ソフトウエア、日本語ヘルプ機能

・ Easy-to-Useな簡単操作

ユーザフレンドリーデザイン

＜日本語ソフトウエア＞

・ ロータカタログ、チューブカタログ搭載

・ 従来通りの5mLまたは10％どちらか大きい値のインバランス許容

・  安心・安全のダイナミック・ロータ・イナーシャチェック機構でのオーバースピード防止と

万が一の駆動部完全10年保証

＜日本語ヘルプ機能＞

11月
販売開始！

プレミアモデル

ベーシックモデル

Optima XPN-100、XPN-90、XPN-80

Optima XE-100、XE-90

ベーシックモデル＆プレミアモデル共通の特長
フルモデルラインナップ登場
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スウィングロータのミスフック対策
ウィルス精製やタンパク質精製で汎用的に使用されるスウィングロータは、ミスフックによる
事故が起きることがあります。ベックマン超遠心機用スウィングロータでは、このミスフック
を防止するトップローディングという安全な機構を採用しています。

ベックマン博士の一口メモ

・FDA 21 CFR Part11（電子記録要求）に準拠

・シリアルによるロータ履歴管理

・化学薬品耐性表搭載

・ユーザID、パスワード設定、三階層アクセス権限設定

・30ステップまでのユーザプログラムを最大1,000個設定可能

・USB ポート、Ethernet を介したデータエクスポート機能

・リモートモニタリング＆コントロール

・e- メールアラート機能（Ethernet対応）

・運転状況リアルタイムプロット機能

・パワーアップしたeXpert シミュレーションソフトウエア搭載

　 プレミアモデル XPNシリーズ ベーシックモデル XEシリーズ

15インチ大型LCDタッチスクリーン ◆ ◆

日本語対応 ◆ ◆

ベックマン製ロータとの互換性 ◆ ◆

回生ブレーキシステム ◆ ◆

Biosafetyシステム ◆ ◆

シリアルによるロータ管理 ◆

リモートコントロール&モニタリング機能 ◆

ユーザID、パスワード設定 ◆

三階層アクセス権限設定 ◆

電子署名、電子記録対応 ◆

運転履歴エクスポート ◆

eXpertシミュレーションソフトウエア ◆

運転状況リアルタイムプロット機能 ◆

1,000個までの30ステップユーザプログラム ◆

モデル特長

■ ミスフックなしで簡単＆安全

■  バケットのみを本体から取り外しでき再拡散リスクを
低減

■  ツイストロック式バケットキャップを1/4回転するだけ
でロック完了

■ 従来型のSW28と比べて遠心力が20％アップ

■  ロータヘッドはSW32.1Tiと共通
バケットを換えて SW32.1として使用可能

SW32Tiロータ

プレミアモデル（Optima XPN）のみの最新機能
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卓上型超遠心機および高速冷却遠心機用の固定角ロータの一部は

アニュラスデザイン（液体封じ込め環状帯）という安全設計を採用して

います。万が一遠心分離中にチューブからサンプルがリークして

も液体封じ込め環状帯はロータ外へのサンプルリークを防ぎ、遠心

は安全に継続されます。また、Avantiシリーズの固定角ロータは蓋

にダブルロックシステムを採用しているものもあり、万一に備えて

の安全を確保しています。

超遠心機/ 高速冷却遠心機のバイオハザード対策

ご存知でしたか？

ベックマン遠心機の
バイオハザード対策

近年、感染性または有害性物質の飛散防止にバイオハザードの需要が高まってきています。ベックマンの遠心機は、万が一
チューブが破損した場合でもサンプルリークを防止し、安全にご使用いただけるように工夫されています。ベックマン遠心機
は超遠心機から汎用遠心機まで、多種多様なバイオハザード対策を施しています。ニーズに合わせてお選びください。

Centrifuge

ベックマンの超遠心機Optimaシリーズおよび高速冷却遠心機

Avantiシリーズはすべて、HEPAフィルタ標準搭載のBiosafety

システムをご用意しています。真空している遠心中に万が一サンプル

がリークしても、遠心機本体の外へ感染性物質の飛散を2枚の

HEPAフィルタで防止します。

汎用多本架遠心機のバイオハザード対策

ロータリッド
O リング

サンプルリーク
防止用環状帯

アニュラスデザイン

バケットカバーおよびプレートバケットカバー
Allegra X-12/12R/15R用SX4750ロータ

安全第一のロータデザインコンセプト 完璧なバイオセーフティシステム

汎用性の高いベックマン多本架遠心機用の多本架スウィングロータ

は、すべてバケットカバーを使 用することができます。また、

Allegra X-12R/15R用SX4750ロータはエアロゾルキャニスタを

使用することにより、バケットの中のキャニスタのみをクリーンベン

チなどに持ち込むことができ、万が一のサンプルリークに対応した

2重のバイオハザードを考慮した唯一の遠心機です。

安心のバケットカバー＆エアロゾルブキャニスタ

エアロゾルブキャニスタ
（キャニスタの中にサンプルチューブを設置し、さらにキャニスタごとロータバケットへ入れます。）

Allegra X-12/12R/15R用SX4750ロータ

特許登録の液体封じ込め環状帯
（Annulus）により、サンプル の
ロータ外への飛散を防ぎ、装置
の汚染を防ぎます。
実用新案登録番号：1551443

HEPAフィルタのフローパスイメージ（超遠心機Optimaシリーズ）

HEPAフィルタ0.2μm

チャンバー

HEPAフィルタ0.2μm

バキューム
ポンプ

空気の流れ

HEPAフィルタのフローパスイメージ（高速冷却遠心機Avantiシリーズ）

チャンバー

HEPAフィルタ0.2μm

バキューム
ポンプ

空気の流れ

HEPAフィルタ
0.2μm
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ウィルス精製、膜タンパク質精製を高速冷却遠心機Avanti HP-30Iで行ってみませんか?
Avanti HP-30Iでは、大腸菌の集菌、細胞の回収を1,000mLｘ４本のJLA-9.1000軽量固定角ロータで、そしてウィルス
や膜タンパク質の精製はJS-24.38/JS-24.15スウィングロータで、幅広いアプリケーションによってロータを使い分ける
ことができます。一般の高速冷却遠心機にはない100,000g以上の条件で、フロア型超遠心機に迫る容量を遠心できます。

ベックマンAvantiシリーズの最高峰！“Avanti HP-30I”

最高10万gの遠心力で、細胞・大腸菌の大容量
回収からウィルス・タンパク質精製までをカバー！

Centrifuge

超遠心機に迫る驚異の
ハイパフォーマンスロータラインナップ

25cm2または75cm2フラスコのまま回収　300g　10分　4℃
（Allegra X-12R/15R、SX4750）

製品名 価 格（税別）

高速冷却遠心機Avanti HP-30I　 ￥4,180,000

JS-24.15スウィングロータ ￥1,550,000

JS-24.38スウィングロータ ￥1,550,000

JA-30.50Ti 固定角ロータ ￥1,630,000

JLA-9.1000 固定角ロータ ￥1,300,000

バキュロウィルス分離精製プロトコル例1*1

SF9細胞培養

SF9細胞調整 1-2×107

バキュロウイルス感染細胞

25％　ショ糖クッション
104,000g　75分　4℃　JS-24.38スウィングロータ

上清回収

25-60%　ショ糖密度勾配遠心
110,000g　2時間　4℃　JS-24.15スウィングロータ

ウィルスバンド回収

300g　10分　2℃
（Allegra X-30R：SX4400ロータまたはX-12R/15R、SX4750）

肝臓からの膜タンパク質精製プロトコル例2*2

ホモジナイズした肝臓

上清（沈殿のホモジネートを3回繰り返す）

1,500g　15分　2℃
（Allegra X-30R：SX4400ロータまたはX12R/15R、SX4750）

ホモジネート、1.18g/ｍLショ糖に調整
2Mショ糖溶液上に重層
104,000g　75分　2℃（JS-24.38スウィングロータ）

ショ糖境界上に薄層形成

薄層回収
1,500g　15分　2℃

沈殿回収

沈殿

＊１  詳細はアプリケーションノートA1817Aをご参照ください。
＊2  詳細はアプリケーションノートA1818Aをご参照ください。

アプリケーションノートは弊社Webサイトから
www.beckmancoulter.co.jp

高速冷却遠心機なのに100,000g以上の遠心力で、膜タンパク質・ウィルスの精製に

対応したロータラインナップ。ほとんどのベックマン高速冷却遠心機用のロータを使用で

きますので、高速冷却の機能に加え、フロア型超遠心機の機能を合わせ持ちます。コスト

パフォーマンスに優れた遠心機です。

JS-24.15スウィングロータ
24,000rpm、110,500g
6x15mL

JS-24.38スウィングロータ
24,000rpm、103,900g
6x38.5 mL

JA30.50Ti固定角ロータ
30,000rpm、108,860g
8x50mL Avanti HP-30I

クラス
最高速
10万g!

省エネ

JLA-9.1000固定角ロータ
9,000rpm、16,800g
4x1,000mL 

バキュロウィルス感染

47-49%　ショ糖密度勾配遠心
110,000g　75分　4℃　JS-24.15スウィングロータ

ウィルスバンド回収
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質量分析装置接続キャピラリー電気泳動ESIシステム

シース液無しで高感度を実現する
CESI 8000

Capillary
Electrophoresis

質量分析装置接続キャピラリー電気泳動ESIシステム CESI 8000は、イオン性／極性化合物の高効率質量分析を可能に
するために開発されました。キャピラリー電気泳動法（CE）の低流量における優位性が、質量分析（MS）において最大限
発揮され、高感度と豊富な情報を提供するCESI-MSが実現しました。では、このCESI-MSの、高感度と有効性の背景を
探ってみましょう。

図1   アンジオテンシン酢酸水溶液のインフュージョン法による、流量（横軸）とアンジオテンシンの
カウントの関係

まずは、図1をご覧ください。酢酸水溶液中のアンジオテンシ

ンの質量分析（MS）測定におけるカウントを、スプレー部分

へ送り込む液量でプロットしたものです。0 ～ 15nL/minに

おいては、アンジオテンシンのカウントが流量に応じて増加し

ており、これはイオン化抑制がほとんど起こっていない状態と

考えられます。一方で15nL/minを超えるとカウントは流量

増加とともに減少し、この部分ではイオン化抑制が働いてア

ンジオテンシンイオンのMSにおける取り込みが減少すると

考えられます。

このように流量を極力減少させることができれば、ターゲット

イオンのMS感度が増大することが知られています。これは

液体クロマトグラフィ－MS（LC-MS）においてはナノLCの

組み合わせで感度増大を図っています。一方で、これまでの

キャピラリー電気泳動－MS（CE-MS）においては、スプレー

時にシース液を併用することで送り込まれる液量が増加し、

十分な感度が得られていないのが実情でした。

イオン化抑制の抑制  CE-MSの感度向上に必要な要素

シース液の役割はスプレーの安定化もありますが、もう一方でCE

部分の電流回路の確保という役割がありました。CEの分離キャピラ

リー内を流れる電流はスプレイヤーとなるキャピラリー先端におい

て、外側の金属ニードルに流れ込み、そこからCEのパワーサプライ

に戻る必要があります。シース液無しではキャピラリー先端部分で

のニードルへの電流移動が不安定になり、安定した泳動が期待でき

ませんでした。

CESI 8000ではこの電流回路を確保するために、キャピラリー先端

部分を特殊加工により細くし（Porousセグメント）、キャピラリー壁

のシリカを極薄にすることで、シリカの多孔質性状を利用してキャピ

ラリー内外のイオン移動を可能にしました。これによりシース液無し

でも、CE部分に安定した電流回路が形成され、スプレイヤーに送り

込む液量を極少にできました。これにより高感度のCE-MSを実現し

ました。Porous セグメントの一部はESIニードルから突出し、その

末端にESI電圧が印加されると、イオン化を伴う気化が始まります。

このキャピラリー先端構造は、CEとエレクトロスプレーイオン化法

（ESI）を効果的に融合したものであり、CE＋ESIからCESI スプレイ

ヤーと名付けました。また、このスプレイヤーによるCEとMSのオン

ライン接続をCESI-MSと名付けました。

ESI ニードル

分離キャピラリー

Porous セグメント

コンダクティブ液

図2　CESIスプレイヤー

CESIスプレイヤー  シース液無しのスプレーはこうして実現された

来春発売予定
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Porousセグメントを持つ分離キャピラリーは、OptiMSカート

リッジに組み込まれます。このカートリッジには、CESIスプレイ

ヤーを安定に、有効に、そして自動連続分析できるように、いろ

いろな工夫が施されています。

分離キャピラリーの周辺はスプレイヤー部分の直前まで液体冷

媒が自動循環し、再現性を安定させます。キャピラリー末端の

Porousセグメントはハウジング内に保護され、操作を容易に

します。このハウジング部分は、専用アダプタを介してMSのナ

ノ-スプレーイオン導入部に簡単・確実にセットでき、その際に

Porousセグメントの先端が自動的に露出してスプレイヤーか

らの有効なイオン化を可能とする構造です。さらにOptiMS

カートリッジは、Porousセグメントの外側に充填されるコンダ

クティブ液の補充ラインを持ち、自動連続分析に対応します。

OptiMS テクノロジー  本当に使える分析技術にするために

液冷式キャピラリー
冷却機構

コンダクティブ液
補充ライン

キャピラリー
保護カバー

CE パワー
サプライ

分離キャピラリー

OptiMS カートリッジ

CESI 8000 MS アダプタ
MS イオン
導入部

MS ESI
パワー

サプライ

スプレイヤーハウジング

図3  OptiMSテクノロジー

大腸菌のトリプシン消化物におけるペプチド解析（図４）では、
CESI-MSでは320以上のシャープなピーク群が得られ、トータル
807 個のペプチドが検出されました（図５）。同じサンプルを

ペプチド分析における、ナノLC-MSとの相補性
ナノLC-MSでの分析結果と比較すると508個が共通でしたが、
299個はCESI-MSのみで検出されたペプチドでした。

リボヌクレアーゼBはハイマンノース型糖鎖を持ち、この糖鎖を構成するマンノー
スの数の違いで多様性を持つことが知られています。この糖タンパク質をインタク
トな状態でCESI-MSで分析しました。
結果は、図６のように複数の分子量の異なるイオン群が良好に分離・検出されま
した。それぞれのイオンは162 Da 差で、これはマンノースが1個外れた場合の質
量差であり、糖鎖を構成するマンノースの数の違いが反映されたものでした。

インタクト糖タンパク質の解析

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
0　　　　　10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70　　　　　80Time [min]

Peak Capacity > 320

508352 299

LC-MS/MS CESI-MS/MS

図4  大腸菌トリプシン消化物のCESI-MSベースピークエレクトロフェログラム 図5  大腸菌トリプシン消化物のCESI-MSおよびナノLC-MSによるペプチド同定数の関係

図6  リボヌクレアーゼBのCESI-MSマルチエキストラクティドイオンエレクトロフェログラム
製品名 価 格（税別）

CESI 8000 お問合せください
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レーザスキャンニングサイトメーター（LSC）テクノロジーは、フローサイトメトリー
の蛍光定量性と統計学的データと、蛍光顕微鏡や共焦点レーザ顕微鏡のイメージ
ング機能を両立するテクノロジーです。LSCは、浮遊細胞、付着細胞など、あらゆ
る細胞の統計的な蛍光定量解析と形態的な解析を同時に行えます。

レーザスキャンニングサイトメーター iCyte/iCys　

蛍光の定量測定と
細胞の形態測定を両立

Flow  
Cytometry

細胞の蛍光を測定する装置には、蛍光顕微鏡やフローサイトメーターがあり、それぞ
れに特徴があります（表1）。フローサイトメーターは、統計学的に有意な個数の細胞
のデータを短時間に取得でき、測定する細胞の蛍光強度は定量性が高く、客観的か
つ再現性の高いデータが取得できる優れた細胞分析装置です。しかし、フローサイト
メーターは、細胞の形態や蛍光染色部位の細胞内での局在を見ることはできず、特
定の細胞集団の形態や蛍光染色部位の局在を見る場合は、ソーティングするしかあ

LSCテクノロジー

製品名 価 格（税別）

全自動イメージングサイトメーター iCyte ￥46,000,000 ～

研究用イメージングサイトメーター iCys ￥46,000,000 ～

iCyte/iCysは、ガルバノ（Y軸）制御とステージスキャン（X軸）を組み合わせたレーザスキャ
ニング方式を採用しているので、対物レンズの倍率とスキャニングステップ幅を選択すること
により、用途に合わせて画像の解像度をフレキシブルに変更することが可能です。蛍光の定
量性は、非共焦点方式との組み合わせで高くなり、スキャンしたエリア内の細胞の蛍光強度
の分布は、フローサイトメー
ターで得られる統計値や
分解能と同等のデータが
得られます（図3）。

iCyte/ iCysは、同時に擬似微分干渉のレーザ散乱光*そして、レーザ光のライト・ロ
ス**の検出を行うことができ、形態画像データを得ることができます。さらに、それら
の結果を蛍光シグナルと重ね合わせることも可能です。（ * US Patent No. 6,002,788 
and patent pending、** Patent No. 7,468,796）

iCyte / iCysは、フローサイトメーターと蛍光顕微鏡の両方の機能を備え、新たな細
胞解析の世界を広げます。

図1 原理概要

A： ガルバノ制御でレーザ光が Y軸方向にスキャンし、ス
テージが X軸方向にスキャンし、スライドガラス上の
細胞にレーザ光を照射します。

B： スライドグラス上の各細胞から発する細胞の機能を
示す蛍光（4種類）、細胞の形態を示す擬似微分干渉

（レーザ散乱光）、また細胞を色素染色した際の光の
吸収（ライト・ロス）を検出します。さらに、これらの
すべてのデータを重ね合わせること、そして、各細胞
の光の強さの値を統計的に示すことができます。

蛍光顕微鏡 FCM

スピード × ○

再現性 × ○

個人誤差 主観 客観

蛍光定量性 × ○

マルチカラー × ○

形態情報 ○ ×

表1  蛍光顕微鏡とフローサイトメーター
（FCM）特徴比較

図3 セルサイクルデータの比較 

図2　iCyte/iCys概要
iCyte / iCys は、405/488/ 
633/532/561/594nmの 各
レーザから最大3本まで搭載で
きます。これらのレーザを同時
または逐次的にスライドグラス
上の細胞に照射することができ
ます。

りません。一方で、蛍光顕微鏡は、細胞の形態や蛍光染色部位の局在の情報が得ら
れますが、データは個人間差があり、蛍光の定量性は劣ります。LSCテクノロジーは、
フローサイトメーターの良さである蛍光定量性と、蛍光顕微鏡の形態情報を同時に
得られる技術です（図1）。この技術を用いたiCyte / iCysは、フローサイトメーターと
蛍光顕微鏡の両方の機能を備え、統計学的なデータから各細胞の画像をソーティン
グすることができます。

蛍光検出

広い視野と定量性の高いスキャン方式

明視野レーザ散乱光、ライト・ロス検出

A
Z軸方向にスキャン

（ステージ制御）

Y軸方向にスキャン
（ガルバノ制御）

レーザ散乱光検出（擬似微分干渉） ライト・ロス検出

スキャニングミラー

スキャン
レンズ

オート
フォーカス部

コンピュータ
コントロール
ステージ

対物レンズ

ダイクロイックミラー
＆光学フィルタ

PMT

散乱センサー

B

ドットプロットデータ 画像データ ヒストグラムデータ

特定の領域の細胞集団の画像をソーティングし、一覧表示

G0/G1 期細胞 G2/M期細胞

iCys

CV=3.79

CHO細胞をエタノール固定し、DNA染色
試薬PIで核染色後、フローサイトメーターと
iCysで測定。
iCys（上）は、フローサイトメーター（左）と
同様の高い分解能の良好なCV値を示しま
す。iCysは、蛍光データの正確性・定量性
が高いので、細胞周期などでの詳細な細胞
解析が可能になります。さらに、フローサイ
トメーターではできない形態の情報を表示
することができます。

フローサイトメーター

CV=3.3
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PerFix-pは、細胞内シグナル伝達関連抗体染色のための、全血および骨髄サンプルのフローサイトメトリー用　前処理試薬
キットです。溶血、固定、調製液がキット化されており、簡単な取り扱いで、高いシグナル/ノイズ比のデータを提供します。

　　　細胞内シグナル伝達関連抗体の前処理の新しいスタンダード

フローサイトメトリー用前処理キット
PerFix-p発売

Flow  
Cytometry

製品番号 製品名/構成品 容量 価 格（税別）

B08488

PerFix-p
・Fix buffer 7mL×1バイアル
・Lysis buffer 30mL×2バイアル
・Resuspnesion buffer 30mL×1バイアル

50テスト ￥28,000

フローサイトメーターは、不均一な細胞集団を含むサンプルをその

まま使用でき、各細胞の複数のシグナル伝達系を同時に定量解析

することができます。

しかし、シグナル伝達関連抗体を染色する場合、最適な処理を行

わなければ、良い結果を得ることができません。PerFix-pは、全血

サンプルの染色手順をシンプルにし、同時に染色する細胞表面

マーカーへの影響を最小限にします。また、末梢血の細胞の散乱

光パターンに影響を及ぼしません。

PerFix-pは、細胞内シグナル伝達関連抗体の前処理の新しいスタ

ンダードです。

Control Unstinlated
PMA S：imulated

細胞内シグナル伝達関連抗体

抗原
標識

クローン 価格（税別）
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor 647

Akt A88890 5G3

￥56,000

Bcl-xL A88884 54H6
CD44 A88911 156-3C11
c-Kit A88907 Ab81
Cleaved Caspase-3 Asp175 A88950 Polyclonal
COX IV A88937 3E11
Cyclin B1 A88918 A88920 V152
E-Cadherin A88906 24E10
HA-Tag A88882 6E2
HSP70 A88935 A88912 Polyclonal
Myc-Tag A88879 A88875 9B11
Pan-Keratin A88930 A88931 C11
Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) A88887 236B4
Phospho-Akt (Ser473) XP™ A88914 A88915 D9E
Phospho-Akt (Ser473) A88880 A88881  193H12
Phospho-Akt (Thr308) A88891 C31E5E
Phospho-Bcl-2 (Ser70) A88886 5H2
Phospho-CREB (Ser133) A88942 87G3
Phospho-Histone H2A.X (Ser139) A88954 A88955 20E3
Phospho-Histone H3 (Ser10) A88951 A88952 Polyclonal
Phospho-MAPKAPK-2 (Thr334) A88926 A88923 27B7
Phospho-NF-κ-B p65 (Ser536) XP™ A88939 A88940 93H1
Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) A88932 A88933 28B10
Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) XP™ A88921 D13.14.4E
Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) XP™ A88928 A88929 E10
Phospho-p53 (Ser15) A88943 16G8
Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) XP™ A88938 2F9
Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) XP™ A88934 A88936 D57.2.2E
Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) A88944 G9
Phospho-Stat1(Tyr701) A88941 58D6
Phospho-Stat3 (Tyr705) XP™ A88924 A88925 D3A7
Phospho-Tyrosine Mouse A88946 A88947 P-Tyr-100
PU.1 A88871 A88878  9G7
Survivin A88885 A88889 71G4B7
Zap-70 A88883 136F12
β-Catenin A88888 L54E2

コントロール抗体

抗原
標識

クローン 価格（税別）
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor 647

Rabbit IgG Isotype Control A88927 A88909
￥56,000

Rabbit IgG XP™ Isotype Control A88903 A89904 DA1E

シンプルで影響の少ない前処理法

New!

SS

FS

SS SS

phospho-S6 ribosomal protein phospho-Erk1/2

11



タンパク質製剤中のタンパク質凝集体および製造段階での粒子

コンタミネーションは免疫原性を持つ可能性があり、その高効率か

つ正確な検出方法が2008年以降活発に研究されています。

USPおよびEDQM＊は10μm以上の粒子測定法について記載し

ていますが、今後10μm以下の測定装置が期待されており、コー

ルター原理を利用したMultisizer 4は皆様へ最適なソリューション

を提供します。
＊USP： United States Pharmacopeia

EDQM：European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare

タンパク質製剤中の凝集体の粒子径
10μm以下の測定が期待されています！

近年タンパク質製剤では、タンパク質凝集体および製造段階での粒子コンタミネーション（金属およびゴムなどの微粒子、
繊維など）が問題となっています。その影響は多大で企業にとって数百億円に上る追加投資が必要なケースも見受けられます。
粒度分布測定装置 Multisizer 4は、コールター原理（ISO13319準拠）を活用した高精度な粒度分布、粒子数カウンター
であり、タンパク質製剤中の凝集体、外部からの粒子コンタミネーション検出に大変有効です。

Multisizer 4を用いたタンパク質製剤の測定

タンパク質製剤における凝集体および
粒子コンタミネーション検出の重要性

Particle
Characterization

Multisizer 4の測定例

400nmから1μmの領域で、タンパク質製剤中の凝集体ならび
に異物の粒子径を測定しています。

製品名 価 格（税別）

Multisizer 4 ￥8,750,000

コールター原理は、電気的検知帯法を利用した原理で、粒子が検

知帯（アパチャー感応領域）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。電解質溶液中に懸濁させた粒子が、バ

キュームによりアパチャー（細孔）の検知帯を通過する際に、粒子体

積分の電解液が排除されます。

この排除された電解液の体積を電圧パルスとして測定します。この

パルスの大きさが粒子体積に、パルスの発生数が粒子数になりま

す。これによって、粒子の正確な体積から粒子径（粒度分布）と粒子

数を測定することができます。

コールター原理

内部電極 外部電極

サンプル粒子

アパチャー感応領域

■測定範囲：400nm ～ 1,600μm
■粒子の体積を計測
■ 粒子の形の影響がなく、データが明確
■粒子数をカウントし、定量分析が可能
■粗大粒子の定量化が可能

Multisizer 4の特長と利点

1�



多機能シークエンサー GenomeLab GeXP Basic

ベストプライス！
マルチキャピラリーシークエンサー

Genetic 
Analyzer

¥9,300,000
標準販売価格（税別）　

詳細な情報はお問い合わせください。

GeXPアプリケーションのご紹介 MLVA（Multi Locus Variable number tandem repeat Analysis）

従来法のパルスフィールド電気泳動に比べより早く、より簡単に

再現性の高いデータを取得可能。

重篤な食中毒を起こす腸管出血性大腸菌O157の感染経路

の追跡調査に役立ちます。

米国疾病対策センターで運用しているデータベースPulseNet

に対応したデータが取得できる、GeXP/CEQのMLVAプロト

コルがあります。

詳細についてはお問い合わせください。

＜ MLVA データ例＞
4カ所のVNTR をマルチプレックスで検出。トータルで8カ所のVNTR を調べて
O157 のサブタイピングを行います。（データ提供：Dr. Eija. Hytia-Trees）
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米国疾病対策センター発
腸管出血性大腸菌（シガトキシン産生 STEC O157）を
遺伝子レベルでサブタイピング

基本的な遺伝子解析のアプリケーションを1台でカバー

●ダイレクトシークエンス
　　－もっとも多用されるアプリケーション

●メチル化解析
　　－エピジェネティクス：DNA修飾の解析

● STR/SSR
　－遺伝子多型解析の定番

● AFLP
　－未知配列の多型解析

● T-RFLP
　－環境中、腸内細菌のモニタリングに最適

● MLPA
　－遺伝子欠損・重複を探索

● SNPs
　－ゴールドスタンダードの1塩基伸長法

● MLVA
　－腸管出血性大腸菌のサブタイピング

フラグメント解析

シークエンス解析

VNTR3

VNTR34 VNTR9

VNTR10

GenomeLab GeXP Basic
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マイクロプレート最大2,721gの高遠心力パッケージです。

Allegra X-30R 本体（冷却付き）
S6096マイクロプレートロータ（4,700rpm、2,721g）

（6×96マイクロプレート、2×ディープウエルプレート）

＜パッケージ構成＞

¥1,081,000 ¥890,000
マイクロプレートパッケージ
パッケージ価格（税別） キャンペーン価格（税別）

SX4400
スウィングロータ

コンパクト多機能遠心機
Allegra X-30R

in
OneOne

AllegraX─30R 
コンパクト多機能遠心機

新発売
記念!

コンパクト設計で50mLコニカル16本
15mLコニカル36本400mLボトル4本遠心可能!!

このコンパクトさで、
100V電源で1台4役！

大容量/多本架

50mLコニカルチューブ16本、15mLコニカルチューブ36本、
400mLボトル4本の大量多本架を実現したお得なパッケージです。

Allegra X-30R 本体（冷却付き）
SX4400スウィングロータ（4,700rpm、4,255g）
50mLコニカルチューブアダプタ（4本/アダプタ）　4個
15mLコニカルチューブアダプタ（9本/アダプタ）　4個
400mL PPボトル　4本

29%
off!

＜パッケージ構成＞

¥1,250,000 ¥890,000
コニカルチューブパッケージ
パッケージ価格（税別） キャンペーン価格（税別）

50mLコニカル
チューブアダプタ

15mLコニカル
チューブアダプタ

400mL
PPボトル

18%
off!

微量高速
高速冷却
プレート

Allegra X-30R本体のみご購入の場合は、キャンペーン本体価格 ￥740,000（税別）になります。

期間 2011年9月1日～12月31日期間 2011年9月1日～12月31日

パッケージキャンペーン

S6096
マイクロプレートロータ
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%
off50

Just!

通常価格（税別）

キャンペーン価格（税別）

AmpliSpeed
好評につき再登場!

%

本体と
セットで

期間 2011年12月15日～2012年2月15日期間 2011年12月15日～2012年2月15日

¥1,700,000

¥850,000

スライドサーマルサイクラ−

AmpliSpeed  2枚用
（製品番号：OAX04102）

通常価格（税別）

キャンペーン価格（税別）

シングルセルで
遺伝子解析

シングルセル/
スポット

核AmpliGrid

AmpliSpeedはサーマルサイクラーです。蛍光検出を行うことはできません。

シングルセル解析スタートの絶好のチャンス

AmpliSpeed 本体＋
AmpliGridスライド25枚で ¥1,000,000

¥230,000

¥150,000

AmpliGrid スライド25枚入り
（製品番号：OAX04505）

さらに今回は AmpliGridも35%OFF

AmpliGridスライド
25枚セット

キャンペーン
off

スライドサーマルサイクラ−

50
帰ってきた

AmpliSpeed
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�011.10-11000（L）

展示会 / セミナー

第31回キャピラリー電気泳動シンポジウム in TSURUOKA
11月9日（水）～11日（金）　 会場 ： 山形　鶴岡メタボロームキャンパス

展示 / 講演

日が沈むのも早くなり、朝晩も冷え込んできてようやく秋めいて
きたなぁ～と思いきや、旭川では初雪の便りが舞い込んできたり、
秋を通り越して早くも冬？の気配もしている10月某日です。本号
が発行されるころには、霜月の名のごとく初霜の便りも入っている
ころでしょうか？

さて今回は冬号ということで、巻末には冬を先取りしたとても可愛
らしいイラストを掲載しました。みなさまいかがですか？
毎号巻末にイラストを描いてくださる「同僚社員 Kさんの愛娘 M
さん」に感謝です！（渡り鳥）

FCM One Day スクール
http://www.bc-cytometry.com/support&service/oneday_school.html

Cytomics FC 500 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　11月10日(木)、11月24日(木)、
 12月7日(水)、12月20日(火)
＜大阪ビジョンセンター＞　11月8日(火)、12月7日(水)

Cell Lab Quanta SC / SC MPL 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　11月9日(火)、12月8日(木)

Gallios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　11月15日(火)、12月21日(水) 

GeXP/CEQ アプリケーショントレーニング
シークエンス解析
＜東京ビジョンセンター＞　11月29日（水）、12月19日（月）
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/sequence_training.html

フラグメント解析
＜東京ビジョンセンター＞　11月30日（水）、12月20日（火）
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/CEQ_training.html

発現定量解析
＜東京ビジョンセンター＞　12月21日（水）
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/GeXP_training.html

ベックマン ・ コールター　社内セミナー / トレーニング

編 集 後 記

フローサイト アプリケーションセミナー
http://www.bc-cytometry.com/support&service/flowcyto_seminar.html

第15回 細胞周期の基礎と応用　2012年1月17日（火）  東京ビジョンセンター  

第16回 FCMの基礎　2012年1月18日（水）  東京ビジョンセンター

※ベックマン・コールター 社内セミナー /トレーニングは、Webサイトからお申し込みください。

第40回日本免疫学会学術集会
11月27日（日）～29日（火）　会場 ： 千葉　幕張メッセ国際展示場　第8ホール

展示 / セミナー

第34回日本分子生物学会年会
12月13日（火）～16日（金）　会場 ： 神奈川　パシフィコ横浜

展示 / セミナー


