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ProteomeLab XL-A / I

タンパク質相互作用の多角的解析を
可能にした分析用超遠心システム

Analytical
Ultracentrifuge

ベックマン・コールターは分析用超遠心機の唯一の製造メーカーです。分析用超遠心機
による解析によって分子量、分子量分布、沈降係数、拡散係数、平衡定数など多くの情報
を得ることができます。
ProteomeLab XL-A/Iはタンパク質研究の基礎、タンパク質製剤研究及び品質管理
など多くの分野にて貢献しています。コンピュータテクノロジーの進歩により、現在では
システム制御、データ解析などをどなたでも手軽に行うことができますが、その起源は
1947年に発表された Model Eまで遡ります。
本日は、その前身である分析用超遠心システム Model Eを導入初期から使用され、
タンパク質構造解析の第一人者であられる大阪大学 小林祐次先生の研究室をお尋ねし、
分析用超遠心機の原点である Beckman Model Eに
つきましてお話を伺いました。

分析用超遠心システムModel Eを操作中の小林先生

大阪大学大学院工学研究科　生命先端工学専攻　小林祐次先生

User's Interview

分析用超遠心機の原点「Beckman Model E」CASE2：

Dr.Kobayashi （K）　Beckman Coulter（B）
B： 本日は、長年分析用超遠心機にてご研究を続けていらっしゃる

小林祐次先生に、超遠心機の原点であるBeckman Model E に
ついて語っていただきたいと思います。

K： 現在、超遠心機と申しますと分離用超遠心機を思い起こされる方
が多いと思いますが、本来の超遠心機とは「遠心機を超えた」とい
う意味で超遠心機であり、分析用超遠心機を指しておりました。
従って、超遠心機（Ultracentrifuge）とは高速遠心力場における
試料の挙動、すなわちセル内の濃度分布を観測することが可能な
遠心機を意味し、温度制御ができ高速回転ができるだけでは単な
る高速遠心機(Supercentrifuge) にすぎません。最近チタンロー
タの普及により回転数が十万rpmに達するようになり、超高速を
意味する超遠心の呼び名が広がっているようですね。ついでに名

前では、超遠心機の起源はSvedberg の1920年代の装置に発す
るのですが、本当に実用化したのは戦後になってBeams と
Pickelsによる米国のSpinco社の製品でSpinco Model Eと呼ば
れ まし た。Spinco社 が 間 も なくBeckman社 に 統 合 さ れ
Beckman-Spinco Model Eと呼びましたが、いつのまにか
Spincoの名は消えてしまいました。

B： 分析用超遠心システムが開発されたバックグラウンドなどをお話
いただけますか。

K： 分 析 用超 遠 心 機は、SwedenのUppsala大学のTheodor 
Svedbergにより発明されました。1920年代には、タンパク質を
水で薄めるとコロイド状になるのは小さい分子が会合して分子間
で凝 集するためだと信じられていました。彼はEinsteinと
Smoluchowskiの提唱したブラウン運動を考察し、コロイド粒子

分析用超遠心システム Model E誕生の歴史ついてお話しください。
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B： 現在も弊社は分析用超遠心機の最新モデルを製造販売していますが、
Model E と現行機種 ProteomeLab XL-A/Iの違いはありますか？

K： Svedbergの装置とModel Eでは駆動部に大きな違いがありま
すが、光学系はSvedbergの方式をほぼ踏襲していて、図2に示
す構成になっています。写真乾版上でのデータの分解能を上げる
ため光路長を長くする必要があり、Svedbergの装置では光の通
る筒が写真の天井に沿って部屋の隅から隅まで続いています。
ModelＥでも同様で装置の大きな図体はこの筒の長さに寄って
います。面白いのはModel Eでは写真のようにロータは空中に浮
いているように見えます。これはドライブユニットの回転がロータ
を吊り下げるピアノ線シャフトで伝えるためで、こうすることによっ
てロータの回転は自動的に最も安定な平衡位置を維持できるの
です。写真でロータの下にあるドーナッツ状の部分がチャンバー
です。このチャンバーは厚い鋼鉄の
防御壁でできていて轟音とともに上
下に可動します。高速回転するロータ
が空気との摩擦で温度上昇するのを
防ぐためにチャンバー内を高真空に
する必要がありますが、シャフトの周
りのオイルベアリングへ少量の油を
常時流すことにより真空を保持してい
ます。その他、ロータ温度の測定に
ロータの底部にサーミスターを取り
付け、サーミスターと接するタングステン針がチャンバーの底に
設置された水銀カップを通して外部の抵抗ブリッジに接続した電
気回路を形成するなど、種々の巧妙な細工がなされています。
しかしこれらはすべて1960年ころのマイコンなどがないアナログ
の時代の話で、1990年になってUltracentrifuge rebornの掛
け声のもとに装置制御系もデータ取り込みも電子化され、コン
ピュータの進歩を全面的に取り入れたOptima XL-A/I（現在の
ProteomeLab XL-A/I）が出現して事態は革命的に改善されま
した。
Optima XL-A/Iについては次に詳しく話しますが、大きな違いは、
機械の制御がコンピュータ化されオペレータの分担する仕事が大
幅に少なくなりルーチン化されたこと、またレーザ光源を用いたこ
と、データ取り込みがデジタル化されたことにより、データ取り込み
の位置、時間の分解能が飛躍的に増して精度高い膨大なデータ

Svedbergの装置とModel Eさらに最新のモデル XL-A/Iの
違いについてお話しください

が得られることになり、それまではできなかった数値解析を用いた
多くの洗練された解析プログラムが開発され実用化されるように
なったことです。たとえば、超遠心分析の大きな利点である溶液中
の試料の不均一性の解析において、圧倒的に精度の良い情報を
得ることができ、溶質の相互作用に関する多くの情報を得ること
が可能となってきました。　
超遠心機だけでなく、多くの機器で電子化が進みデジタル化する
とコンパクトになり性能は飛躍的に上がりますが、一方、装置の内
部機構がどうなっているのかを理解するのが困難になります。教
育面から見ると、機器の原理を理解するにはModel Eが適してい
ます。場所塞ぎにはなりますが続けてModel Eを動態保存したい
と思っています。
ただ、200℃前後の高温で超遠心分析が可能である点はModel 
Eの大きな利点です。ProteomeLab XL-A/Iについては次回に
お話ししたいと思いますが、Model Eでは分光器がチャンバー外
にあるのに対し、XL-A/Iでは内部に取り込んでしまったためです。

B： 長い時間ありがとうございました。今回はModel Eを実際にデモ
まで行っていただき、大変貴重な経験をさせていただきました。
次回は、現在の分析用超遠心システムProteomeLab XL-A/Iを
中心にお話を伺いたいと思います。　

の分散系が状態方程式に従うことを実証し、Staudingerが唱え
た高分子説“ゴムやセルロース、タンパク質などの物質が単なる
低分子の凝集体ではなく、今日で云うところの共有結合によりき
わめて多数の原子が、長鎖状に連結した巨大分子である”を支持
する高分子の実在を示しました。この業績によりSvedbergは
1926年ノーベル化学賞を受賞しています。彼は高分子の物性を
研究するうえで地上の重力場では観測できない、ブラウン運動に
打ち勝つ沈降現象を示すために100万倍の加速度をもつ遠心場
で粒子の挙動を実測できるようにと、高速回転に耐え、かつ光学
系を設置できるロータの設計を目指しました。10年以上の歳月を
費やし多くの試行錯誤の上、1934年にオイルタービンで駆動する
90万gの加速度を得る装置の製作に成功しました。Uppsala大
学には彼の実験室が写真のようにそのまま保存されています。そ
こにはウインチを用いて開閉する頑丈な鋼鉄製の防御壁の中で
遠心力に耐えられず爆発した数多くのロータの残骸が展示されて
いて、Svedbergの凄まじい執念を偲ぶことができます。この装置
を用いてSvedbergはタンパク質が均一な質量をもつ分子である

ことを示し、また試料が単一な成分でない場合にその分子量分布
を実測するなど多くの成果を上げました。彼はこのように装置の
製作、応用と同時に、その結果を解析する超遠心場での高分子の
挙動の原理を集大成した” The Ultracentrifuge”を著し、超遠
心分析法の基礎を確立させました。
Svedbergの装置は非常に大きく、写真はその駆動部と光学系
の一部です。この駆動部の下には掘り込みの地階部分があり、ポ
ンプなど機械などが設置されています。このオイルタービン駆動
型の機械はその後
発展せず、これとは
別個に米国で空気
タービンそして電動
モーター駆動のもの
が 作られ、図1に示
すModel Eへ と 発
展して来ました。

Svedberg製造の分析用超遠心システム

Model Eにセットされたロータ 図2 ：Beckman Model E型超遠心機光学系

a.シュリーレン/Rayleigh光学系
1. 光源
2. Wratten 77A色フィルタ
3. 下部集光レンズ
4. 上部対物レンズ
5. 45度反射鏡
6. 位相差板
7. カメラレンズ
8. 円筒レンズ
9. 視察用引き出し式反射鏡
10. 乾板

b.光吸収光学系
1. 光源
2.  Br2-Cl2ガスフィルタ
3. 下部集光レンズ
4. 上部対物レンズ
5. 45度反射鏡
6. カメラレンズ
7. フイルム
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IgG抗体医薬品やワクチンを中心とするバイオ医薬品が、製薬業界の中で注目されています。作用機序においてターゲット
分子が明確かつ特異的な抗体医薬品は、従来の医薬品の常識を変えるほどの可能性を持っています。また地球レベルの感染
症対応から新たなワクチンの開発も活発で、リコンビナントワクチンも増えています。
バイオ医薬品は細胞を使って主成分となる糖タンパク質（またはタンパク質）を産生し、これを精製して原薬とし、製剤化します。
それぞれの段階で産生細胞、糖タンパク質、注射製剤としての品質評価が必要となります。糖タンパク質は、元来単一分子で
はなく、このレベルでは糖鎖などのバリエーションに基づく多様性試験と、精製工程で生じる分解物などの不純物試験が必要
になります。
ベックマン・コールターはこのプロセスにおける多角的な品質評価を、一連の分析技術で支援しソリューションとして提供しま
す。今回は承認取得後の生産プロセスにまで応用できる、4つの技術を紹介します。

産生細胞から、バイアル中の注射剤まで

バイオ医薬品を創り出し、造り続けるプロセスをサポート　

抗体医薬などバイオ医薬品の
品質評価を支援する4つの解析技術

Biopharma

血球計算盤による用手法を、解析系の洗浄含めてすべて自動化しまし

た。細胞懸濁液をセットすれば、自動的にトリパンブルーと混合し、画

像採取し、生死を判別しつつ細胞数をカウントします。洗浄液を含めた

すべての試薬が専用試薬として販売され、試薬調製に基づく誤差を防

ぎます。この徹底した標準化で、バイオ医薬品製造用バイオリアクタの

モニタリングでは標準装置となりつつあります。

細胞サイズ範囲、明確度合（どこまで影の薄い存在をカウントするか）、

生細胞中心部の明るさとその面積割合など、視覚的な判断基準の設

定が可能です。細胞凝集体を個々の細胞に分けてカウントするパラメー

タも付いています。

糖タンパク質産生細胞培養はバイオ医薬品の品質特性に影響する重要

工程であり、そのモニタリングの標準化を確立することは重要です。

自動化・標準化が可能な完成されたキャピラリー電気泳動装置です。

得られたデータは直接デジタル情報として保管可能です。これらによ

り分析・試験作業における信憑性が確保できます。

SDS変性タンパク質のサイズ分離、等電点電気泳動はどちらも専用ア

プリケーションキットが応用できます。酵素で切り出したN結合型糖鎖

の還元末端に電荷を有する蛍光体を導入し、サイズ分離によりそのプ

ロファイルを解析する方法も専用キットになっています。これらの応用

の詳細は、Progresso 2012年春号（04）、6ページをご参照ください。

日本薬局方では、「参考情報  G3. 生物薬品関連」にキャピラリー電気

泳動法が収載されています。

キャピラリー電気泳動法による糖タンパク質物性評価技術
製薬支援キャピラリー電気泳動システム
PA 800 plus

細胞画像解析による細胞数カウント・生死判別技術
生死細胞オートアナライザー Vi-CELL XR

図1 Vi-CELL XRによる
細胞画像解析例
生細胞は緑、死細胞は
赤で表示されます。

生死細胞オートアナライザー
Vi-CELL XR

製薬支援キャピラリー電気泳動システム
PA 800 plus

図２ ヒトリコンビナントIgGの還元状態（上、
赤）及び非還元状態（下、青）におけるIgGアッ
セイキット（サイズ分離キット）による泳動結果
ピーク番号は以下を示します。１：内部標準、
２：L鎖、３：糖鎖の結合していないH鎖、４：
H鎖、５：H鎖２本、６：H鎖２本及びL鎖、７：
糖鎖の結合していないIgG、８：IgG

ご参考

ご参考
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サンプル溶液が通過するアパーチャーと呼ばれるセンサー部分に電

流を流すことで、一定の抵抗値が発生します。そこを粒子が通過する

と抵抗値が変化します。この変化の回数が粒子の数を表し、変化の大

きさが粒子の体積（すなわちサイズ）を表します。このようにしてコー

ルター原理は、通過する粒子の抵抗値の変化を通して1つ1つ数えて

います。

Multisizer 4の校正は、メートル原器を基準とした標準粒子により行わ

れます。したがって、その測定結果はメートル原器からのトレーサビリ

ティーが確保されています（測定範囲：0.4〜1,600μm）。

免疫原性の問題もあり、バイオ医薬品注射剤においてはFDAは10μm

以下の極微粒子の検出も求める方向です。

遠心により生じる重力場において、糖タンパク質は沈降します。この沈

降速度は分子量に関連し、重いタンパク質ほど速くなります。この性質

を利用して、糖タンパク質のモノマー、ダイマー、トリマー・・・・オリゴマー

の割合を解析します。

分析は試料溶液を遠心するだけで、一切の担体は不要です。従って吸

着現象などによる誤差もなく、確実に一連のホモオリゴマー形成（すな

わち凝集）を解析できます。また相当高濃度の糖タンパク質試料（数十

mg/mL）でもそのまま分析できます。

バイオ医薬品中の凝集体は免疫原性を強化させる懸念があり、特に

抗体医薬品製剤は高濃度の処方が多く、凝集体解析は重要です。

各解析技術について、測定対象／内容や評価試験への応用を表にまとめました。
ご紹介した解析技術はそれぞれオンリーワンの特長を持ち、ユニークな側面からバイオ医薬品の品質評価を支援します。特に抗体医薬品製剤

への応用は、欧米においても広く普及しています。

４つの技術の特性
測定対象／内容 提供情報 適用試験 製品の特長 応用効果

Vi-CELL XR 細胞懸濁液中の細胞数・生
細胞割合・サイズ分布

糖タンパク質産生細胞の増
殖・生存率モニタ

製造工程モニタ
多 量 の 測 定 対 象 液 量（最 大2.2
μL）、要手法に配慮した画像解析
プロセス

標準化・自動化推進、統計的
精度・信頼性の向上

PA 800 plus
糖タンパク質の分子量（分
子サイズ）・等電点分布、糖
鎖プロファイリング

糖タンパク質の多様性・分解
物割合・糖鎖の有無及び構
造プロファイル

確認試験、純度試験、多
様性試験

アプリケーションキットによる標準プ
ロトコルの提供、頑健性に配慮した
製品デザイン

標準化・自動化推進、日本薬
局方との方向性同調

ProteomeLab 
XL-A / XL-I

糖タンパク質試料溶液の遠
心重力場における沈降速度
の不均一性

糖タンパク質の凝集（オリゴ
マー構成）レベル

純度試験（凝集体）
溶質そのままでの分析系（担体不
要）、地球規模的研究者ネットワーク

実験アーティファクトの除外、
他手法による検出結果の確認

Multisizer 4 最大2mL中の0.4μm以上
の粒子数とその粒度分布

糖タンパク質注射剤中の凝
集隗及び混入異物の確認

注射剤の10 μm以下の
不溶性極微粒子の確認

個々の粒子を直接カウント・サイズ
特定、グローバルスタンダード

FDAとの方向性同調、標準化
推進、信頼性向上、トレーサビ
リティーの確保

超遠心分析法によるタンパク質会合解析技術
分析用超遠心システム
ProteomeLab XL-A / XL-I

コールター原理による注射製剤中の極微粒子評価技術
精密粒度分布測定装置 Multisizer 4

図３ ProteomeLab XL-Aに
よる、モノクローナル抗体の凝
集解析例
遠心中の沈降をモニタした生
データを、解析ソフトウェアに
より各オリゴマーの量比に換
算しました。

分析用超遠心システム
ProteomeLab XL-I

図４ Multisizer 4によるバイオ医薬品注射
剤のろ過前／ろ過後の分析結果
ろ過前（赤）に対してろ過後（黒）では、１μm
以下の粒子が減少していることが分かり
ます（緑丸の部分）。
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Sedimentation Coef�cient (Svedbergs)

精密粒度分布測定装置
Multisizer 4

ご参考

ご参考

以上の内容に関しては、JASIS（旧分析展）2012での新技術説明会でも詳しく取り上げます。
是非ご参加ください（詳細は、11ページをご参照ください）。

5



● PCRセットアップ/クリーンアップ

● 細胞染色

●ウォッシュツールソフトウエアの改良

● オービタルシェーキングや加熱・冷却用の純正アクセサリ

● 汚染防止用エンクロージャの純正オプション化

● 8チャネル1.0mL ピペッティングツール

● 拡張デッキ用ツールラックおよび廃液ステーション

● Windows 7ベースBiomekソフトウエア

●  上位モデルに搭載されている位置調整ツール（3軸調整
タイプ）の採用

従来モデルとの比較

ベックマン・コールターは、ラボトリーオートメーションシステムのベーシックモデルをモデルチェンジいたします。新しい
モデルであるBiomek 4000には、従来モデルよりもさらに直感的な操作が可能になったソフトウエアと、Ready-to-useな
アプリケーションがプレインストールされています。Biomek 4000が多種多様な規模のラボラトリープロセスの自動化
を実現させます。

より直感的にさまざまなラボラトリープロセスを自動化

ラボラトリーオートメーションシステム 
Biomek® 4000

Laboratory 
Automation

Coming Soon！

Biomek 4000 Biomek 3000 Biomek 2000

デッキポジション数 12ポジション+拡張デッキ 12ポジション 12ポジション

廃液処理 拡張デッキに専用廃液ステーション
取付可

マニュアル マニュアル

マルチチャンネルツール MP20、MP200、MP1000 MP20、MP200 MP20、MP200

使用済みチップの処理 チップラックへの回収またはトラッシュ
に廃棄

チップラックへの回収またはトラッシュ
に廃棄

チップラックへの回収またはトラッシュ
に廃棄

エンクロージャ オプション 無 無

加熱/冷却/撹拌 純正デバイス取付可 カスタムデバイス取付可 カスタムデバイス取付可

オペレーションシステム Windows 7 Windows XP Windows NT

専用ソフトウエア アップデート版 Biomek Software Biomek Software Biomek Works

下記定番アプリケーションの
専用メソッドがインストール済み

新たにデザインされた
ハードウエア・ソフトウエア

価格は弊社までお問い合わせください。

ラボラトリーオートメーションシステム
Biomek 4000
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P50スパン8用チップ 導電タイプシリーズ

P1000スパン8用チップ クリアタイプシリーズ

ラボラトリーオートメーション用消耗品

Biomek Tipシリーズに
新しいタイプのTipが登場

Laboratory 
Automation

New！

Biomekシリーズの純正チップは、RNase・DNase・ゲノミックDNA・PCR阻害物質・
パイロジェン・エンドトキシン・微量金属を含んでいないことを確認しています。

  導電性素材の使用により、液面検知が可能です。さまざまな容量のサンプル溶液の

安定した分注が行えます。

法医学、個人識別等、さまざまな容量のサンプルからの分注

Biomek Span-8 / NX / NXP / FX / FXPシリーズ

クリア素材の使用によりチップ内のサンプル溶液の視認が可能です。最大約

1mLの吸引量により、分注回数を抑えることができ、コンタミネーションのリ

スクを軽減させます。ワイドボアタイプは、通常チップの約2倍の口径を確保。

粘性のある溶液の分注時にも、吸引スピードを高く保つことができます。血清、

血漿、粒子状サンプル等の分注時のつまりのリスクを軽減させます。

核酸精製、細胞培養、血清、血漿分注、タンパク質精製

Biomek 4000（新モデル） / Span-8 / NX / NXP / FX / FXPシリーズ

製品番号 製品名 最大吸引量 価格（税別）

B01112 スパン8用チップラック（P1000ワイドボア､非滅菌､96本 x 5ラック） 1,050 µL ￥23,000

B01113 スパン8用チップラック（P1000ワイドボア､滅菌､96本 x 5ラック） 1,050 µL ￥24,000

B01114 スパン8用チップラック（P1000ワイドボア､滅菌､バリア入、96本 x 5ラック） 1,025 µL ￥34,000

B01122 スパン8用チップラック（P1000､非滅菌､96本 x 5ラック） 1,050 µL ￥20,000

B01123 スパン8用チップラック（P1000､滅菌､96本 x 5ラック） 1,050 µL ￥21,000

B01124 スパン8用チップラック（P1000､滅菌､バリア入、96本 x 5ラック） 1,025 µL ￥30,000

製品番号 製品名 最大吸引量 価格（税別）

B01089 スパン8用チップラック（P50ロング､非滅菌､96本 x 10ラック、導電タイプ） 90 µL ￥20,000

B01090 スパン8用チップラック （P50ロング､滅菌､96本 x 10ラック、導電タイプ） 90 µL ￥21,000

B01091 スパン8用チップラック（P50ロング､滅菌､バリア入、96本 x 10ラック、導電タイプ） 50 µL ￥30,000

特 長

特 長

対応機種

対応機種

アプリケーション

アプリケーション

 D
N

A
SE

     
RNASE     DNA           Trace Metals      Pyrogen

 FREE
Certified
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バキュームポンプ不要！  FRSシステムで減圧するため、HEPAフィルタをポンプに設置するだけでバイオハザード対策を施せます。

デュアルロック仕様のロータラインアップ！

液体封じ込め環状帯（アニュラスデザイン）採用のサンプルリーク防止デザイン！

高性能な高速冷却遠心機 Avanti HP-26シリーズがリニューアルチェンジし、Avanti J-26Sシリーズとして環境に配慮した
設計になりました。“ Sustainability ： 持続的な環境と資源への貢献 ” をコンセプトに、使用する部品、筐体材料から環境保護
を考慮しています。

コンセプトは “環境への配慮”

高速冷却遠心機
Avanti J-26Sシリーズ 新登場！

Centrifuge

クラス最高性能
最高回転数：26,000rpm、最高遠心力：82,000g、最高処理量：１Lｘ6本

トップスピードでも4℃を維持
FRS（Friction Reduction System：チャンバー内摩擦熱低減システム）を採用し、
チャンバー内を1/4気圧に減圧することにより、ほとんどのロータでトップスピードで
も4℃を維持

トップスピードまでの加速減速がクラス最高レベル
高トルクSRドライブを採用し、サンプルフル搭載の500ｍLｘ6本の最も重たいJA-10
ロータで、加速減速 3分20秒を実現

独自の2種類のロータ自動認識機構採用
ダイナミック・ロータ・イナーシャチェック（DRIC）とウィンデッジチェックで、設定を
誤っても、実際に設置したロータの最高回転数を超えることはありません

ロータ互換性
Avanti HP-26シリーズで使用できるロータはすべて互換性あり

エコロジーデザイン
● 代替フロンガスを冷媒ガスとして採用し、安全で環境にやさしい製品
● 筐体の21％に再生プラスチックを使用
● 金属部品を極力プラスチック部品に変更
● 運資材は100％リサイクル可能材料を採用し、60％は再生材料を使用
● FRSによる冷却機能で発熱を低減し、電力消費量を抑制

Avanti J-26S シリーズの特長

安心・安全のバイオセーフティシステム

製品番号 製品名 価 格（税別）

B14535 Avanti J-26S XP  50/60Hz、200/208/240V ¥2,350,000

B14538 Avanti J-26S XPI  50/60Hz、200/208/240V ¥2,550,000

B14541 Avanti J-26S XP  エルトリエーションシステム  50/60Hz、200/208/240V ¥4,850,000

B14544 Avanti J-26S XPI  エルトリエーションシステム  50/60Hz、200/208/240V ¥5,500,000

New

Avanti J-26S XPI
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RPM（rpm）ならわかるけど、RCFって何？
遠心機において性能とか能力を表す略号として、RPM（rpm）やRCFはよく使われています。

このRPM（Revolution/Rotation of Minute）が1分間あたりの回転数であることは、広く知られていますが、

RCFは意外と意味を知られていない略号です。

RCFは、Relative Centrifugal Forceの省略形で、これを直訳すると「相対遠心力」ということになります。

これは絶対的な力の単位ではなく、地球の重力に対して何倍の力かという相対的な値になります。

ですから、（ｇ）または（×ｇ）と表されるのです。

RCFは次の計算式によって算出することができます

RCFは半径には比例して、回転数には2乗に比例するということになります。

また、現在の超遠心機で発生できる最大の遠心力は、約100万×ｇになります。

つまり、重力の100万倍です。

ところでこれは、どの程度の力の大きさになるのでしょう？

1gの水に100万×ｇが加わっているとすると、１センチ平方に1,000Kg

（１トン）が加わることになるのです。なんと、これは乗用車の１台分です。

だからこそ遠心機は、マニュアルに従った正しい使用をしなくてはならない

のです。

ベックマン博士の一口メモ

定評のあるAvantiシリーズ用 JLA-8.1000、JLA-9.1000ロータ用の1,000mL PPボトルが、
リニューアルしてより最高回転数が高くなりました。

●  JLA-9.1000ロータで最高回転数 9,000rpm、最高遠心力 16,800g
●   JLA-8.1000ロータで最高回転数 8,000rpm、最高遠心力 15,970g

ボトル、中ぶたがポリプロピレン製、

キャップはRadel製で、すべてオート

クレーブ対応に！

JLA-9.1000、JLA-8.100固定角ロータで使用できる、ディスポーザブル、easy-to-use、ローコストを実現し

たシステムです。JLA-8.1000用のHervestLineTM システムライナーは、遠心後上清を捨てた後、ペレット

をライナーごと折り畳んで-80℃で保存できるため、サンプル保存用の冷蔵庫の省スペース化ができます。

また、ボトルの洗浄も不要になります。

ベックマンだけのシステムライナー

製品番号 製品名 価 格（税別）

369264 HervestLine システムライナーキット（ライナー120枚、ラック、ファーネル含む） ¥100,000

369256 HervestLine システムライナー（120枚入） ¥79,000

リニューアルして販売開始！
高速冷却遠心機 Avantiシリーズ用1,000ｍL PPボトル

Optima MAXのメイン画面
RAMとRCFの切替ボタンが表示されています。

JLA-8.1000
（1,000mL×6本）

システムライナーキット
（JLA-8.1000 / 9.1000用）

RCF ＝ 1.12 × r × 　　　　　 r ： 半径mm
rpm

1000（ ）
２
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ハイエンドフローサイトメーター Galliosに、新しいレーザ
オプション「561nmレーザ」が登場しました。Galliosに
最大4本のレーザを搭載することができます。
561nmレ ー ザ は、PE、PEタ ン デ ム 色 素、mCherry、
DsRed、ｄTomato、mKateなどの蛍光タンパク質を、より
効率よく励起します。さらに、561nmレーザは細胞の自家
蛍光を低減しますので、PEやDsRedを測定する際のシグ
ナル/ノイズ比をより高くすることができます。
561nmレーザにより、新しいアプリケーションの可能性が
広がります。

ハイエンドフローサイトメーター　

561nmレーザオプション登場！
Gallios 4レーザ10カラー

Flow  
Cytometry

価格のお問い合わせは、cytometry@beckman.comまでご連絡ください。

レーザタイプ レーザ 検出器数

4レーザ10カラータイプ 488nm 638nm 405nm 561nm 10

3レーザ10カラータイプ 488nm 638nm 405nm 10

3レーザ8カラータイプ 488nm 638nm 561nm 8

3レーザ6カラータイプ 488nm 638nm 561nm 6

2レーザ8カラータイプ 488nm 638nm 8

2レーザ6カラータイプ 488nm 638nm 6

●  3レーザ10カラー、2レーザ8カラー、2レーザ6カラータイプは、561nmレーザを追加搭載することができます。
●  561nmレーザは、488nmレーザと同軸で使用します。
●  561nmレーザ搭載可能なGalliosは、8月発売予定です。

PE標識抗体測定例
右図：488nmレーザのみで励起
左図：561nm＋488nmレーザで励起

561nmレーザを使用した場合、シグナル/ノイズ比が高く
なっています。

蛍光タンパク質測定例

561nm laser offdTomato + Negative cells

mKate + Negative cells

DsRed + Negative cells

mCherry + Negative cells
CD56-PE（575/30）

561nm laser on

CD56-PE（582/15）
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リチウムイオン電池、トナー、研磨剤、細胞、環境、食品など、さまざまな粒子サイズに対応した粒子測定装置を展示します。

さまざまな粒子に関する問題を解決するために

各種イオン分析のために

製薬、工業、食品など、さまざまな市場に新製品と新技術を！

JASIS 2012にて分析機器の
トータルソリューションを提供

Exhibition
Information 

2012年9月5日（水）～7日（金）に開催！　会場：幕張メッセ国際展示場

レーザ回折散乱法 粒度分布測定装置
LS 13 320

（測定範囲：0.017 〜2,000μm）

超遠心粒度分布装置
XL-I

（測定範囲：1nm 〜）

ナノ粒子超遠心分離装置
Optima MAX-XP

（ナノ粒子サンプル前処理）

キャピラリー電気泳動システム
P/ACEシステムMDQ

（無機陰イオン、有機酸、金属イオン）

精密粒度分布測定装置
Multisizer 4

（測定範囲：0.4 〜1,600μm）

ゼータ電位測定装置
DelsaNano HC

（測定範囲：0.6nm 〜7μm、
ゼータ電位範囲：±200mV）

新技術説明会にて、抗体医薬品の開発と製造をサポートする技術をご紹介します。

「抗体医薬品開発および製造における蛋白質の多角的解析技術に寄与する
キャピラリー電気泳動法、超遠心分析法、コールター原理の紹介」
ベックマン・コールター株式会社　ライフサイエンス アプリケーション＆マーケティング統括部門　新井 悦郎 / 小林 俊博　

※展示製品は予告なく変更する場合があります。

JASIS 2012  展示 9月5日（水）〜7日（金）　幕張メッセ国際展示場 ホール4　A4-204

　抗体医薬品の開発と製造のために、「キャピラリー電気泳動装置」「分析用超遠心システム」「精密粒度分布測定装置」を展示します。

抗体医薬品の開発と製造のために

製薬支援キャピラリー電気泳動システム
PA 800 plus

（SDSゲル電気泳動,等電点電気泳動,糖鎖解析）

分析用超遠心システム
ProteomeLab XL-A&XL-I

（タンパク質相互作用）

精密粒度分布測定装置
Multisizer 4

（凝集体や異物の検知）

JASIS 2012  新技術説明会 9月6日（木）15：30〜16：20　部屋番号 A-10
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展示会 / セミナー

JASIS 2012 （旧分析展/科学機器展） 
9月5日（水）～7日（金）　 会場 ： 千葉　幕張メッセ国際展示場　4～8ホール

第32回キャピラリー電気泳動シンポジウム
11月7日（水）～9日（金）　 会場 ： 大阪　（独）産業技術総合研究所　関西センター

展示 / セミナー 

展示 / セミナー 

入道雲がモクモク！の夏真っ盛り。しかし暦の上ではもう立秋という事で
残暑見舞い申し上げます。皆様夏バテせず元気にお過ごしでしょうか？

「夏休みの宿題」を早くやりなさい!!!と怒られても懲りずに外に遊び
に行っていた昔を懐かしく思います。立秋と言えば、大昔の歌人は

「秋来ぬと　目にはさやかに　見えぬども　風の音にぞ　おどろかれぬる」
（藤原敏行　古今和歌集、秋歌上、169）と詠いましたが、私には
「赤とんぼ　赤とんぼ　羽根を取ったら あぶらむし ・・・」（あのねのね、
歌謡曲、1973年）が印象深いです（笑）。（渡り鳥）

編 集 後 記

2012.08-12000（L）

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＞　8月31日（金）、9月6日（木）、9月18日（火）、
 10月5日（金）、10月23日（火）、
 11月2日（金）、11月13日（火）、
＜大阪ビジョンセンター＞　8月7日（火）、9月12日（水）、10月17日（水）、
 11月13日（火）

Cell Lab Quanta SC / SC MPL 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　8月21日（火）、9月13日（木）、10月16日（火）、 
 11月16日（金）　
Gallios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　8月14日（火）、9月5日（水）、10月4日（木）、
 11月14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＞　9月26日（水）、10月25日（木）、11月29日（木）　　
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/sequence_training.html
日程は変更となる場合がございます。

マイクロサテライトフラグメント解析
＜東京ビジョンセンター＞　9月27日（木）、10月26日（金）、11月30日（金）
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/CEQ_training.html
日程は変更となる場合がございます。

ベックマン ・ コールター　社内セミナー / トレーニング

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23回 細胞周期の基礎と応用　2012年11月8日（木）　東京ビジョンセンター 

第24回 FCMの基礎　2012年11月9日（金）　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。

国際粉体工業展東京2012
11月28日（水）～30日（金）　 会場 ： 東京　東京ビックサイト　東1～3ホール

展示


