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東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、我が国の電源構成は大幅に変化しました。火力による発電
実績は、おおむね60%であったものが2012年以降は90%の高水準を維持しています。折からの円安による原油価格の
高騰もあり、皆様も関心を持たれているのではないでしょうか。さて今回は、この大切な原油生産現場における当社コール
ターカウンターの活躍についてお話しします。

精密粒度分布測定装置 Multisizer 4e

コールターカウンターによる
油層圧入水の品質管理

Particle
Characterization

米国の油田開発における廃水処理と
処分は、石油生産のボトルネックに

簡単に油田の開発について述べますと、様々な科学的知見を元に

油田の可能性が高い場所を特定し、試し掘りを行い油層を探索しま

す。運よく油田を発見できた場合は、この試堀井以外にいくつかの

生産井を掘り、原油の回収を行います。原油の汲み出しに関しては、

自噴やポンプの汲み上げによる一次回収、油層に水や天然ガスを

圧入し加圧して原油を回収する二次回収、そしてさらに二次回収で

も残った原油を強制的に回収する三次回収があり、汲み出し段
階に比例して採掘費用が高くなります。

米国を例に取ると、57万の油井の中で43万が限界油井（Marginal 

well）に分類されます。限界油井とは、一日あたりの産油量が平均

2.2バレルと少なく、一般的に採算性が低い生産井のことです。た

とえこれらの油井がまだ40～70%の原油を油田に残すとしても、

一部の油は産水比が99:1まで高くなっています。この様な採油効

率が悪い限界油井は経済状況に左右されやすく、仮に操業を停
止した場合は地下に残る貴重な原油が放置される
ことになります。採掘量を確保するために含水量を増やした場合、

採掘にかかる費用が増加します。当然、油水分離後の廃水量も増

加します。この様な廃水の処理と処分は、石油生産のボ
トルネックとなっています。

油井は、象徴的な高くそびえるやぐらの他に、泥水ピットや掘削管などで構成されています。

海上油田掘削プラットフォーム
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資料のご請求および詳細は Multisizer 4e 検索

世界中の石油採掘現場において、コールターカウン
ターを使って微粒子濃度の測定を行っています。コー

ルターカウンターは、粒子の色、形状、組成、屈折率などの影響を

受けずに粒子径を測定できる、非常にユニークで信頼性の高い粒

度分布測定装置です。

コールターカウンターは、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の検知帯

ベックマン・コールターでは、2014年11月1日から新たなコール

ターカウンターMultisizer 4eの販売を開始しました。

Multisizer 4eは、新型微小10μmアパチャーの開発、装置部品

の変換、新型プリアンプの開発により、従来測定できなかったサブ

ミクロン粒子の測定を可能にしました。このことは、さらに高品質な

測定を行えることを意味し、より環境に配慮したリサイクル技術の

一助になれると考えております。

一度圧入水として使用された水には、残油、硫酸塩合成物、フェノー

ル、バクテリア、微粒子、殺菌剤が含まれているため、環境を汚染し

ないように処理した上で、効率よくリサイクルする必要があります。

油層圧入水には、高い基準が設けられており、油の
濃度と残油および微粒子の粒度分布が主要なイン

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、このパルスの大きさ

を粒子体積、パルスの発生数を粒子数として記録する粒度分布測

定装置です。粒子一つ一つを測れる特長を生かし、目的産物以外

の粗大粒子や微小粒子の測定を行うことができます。実際に何百
もの油田企業や研究施設でコールターカウンターを
ご使用いただいています。

コ ー ル ター カウン ター が
環 境 に 配 慮 し たリサ イクル 技 術 の 一 助 に

デックスとなっています。リサイクル効率を上げるため、固体

微粒子の数を減らす必要があるため、ろ過技術の開発は採掘採算

性の向上性のために非常に重要になります。一般的に、油層圧入水

は、2～3µm未満の微粒子濃度が、2～3mg/L未満であることを義

務付けています。　

油層圧入水の主要な品質管理インデックス
The Recommended Specifications and Analytical Methods for Clastic
Reservoir Injection Water Quality SY/T —5329—94

採掘時に使用される油層圧入水には、高い基準が設けられています

コールターカウンター Multisizer 4e
測定範囲：0.2 ～ 1,600μm
最大分解能：11,000チャンネル
直線性：±1%以内（直径）
本体寸法・重量： 640（W）×610（D）×510（H）mm・45kg
価格（税別）： 8,750,000円
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期間 ： 2015年3月31日受注分まで

ゼータ電位測定

のりかえ割キャンペーン
ゼータ電位測定

のりかえ割キャンペーン

コールターカウンターZ1デュアル

コミコミキャンペーン
コールターカウンターZ1デュアル

コミコミキャンペーン

ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム

リアルタイム粒子径・多分散性測定

１～120μmの粒子を迅速に高精度測定

終 了 間 近

主な機能 

● ゼータ電位測定・粒子径同時測定
● パラレルディテクターシステム
● DLS用アバランチディテクター
● ゼータ電位測定用31アレイディテクター
● 45µL微量測定
● リアルタイム測定
● ネットワーク経由のオペレーションに対応

キャンペーン価格（税別）

¥6,980,000

キャンペーン価格（税別）

¥998,000
0:00

0:28

0:57

1:26

1:55

2:24

2:52

0

2

4

6

8

10

12

マニュアル* Zシリーズ

測
定

時
間

（
分

）

繰
返

し
精

度
CV

%

細胞計数精度と測定時間比較

繰返し精度 測定時間

Jurkat細胞懸濁液をマニュアルとZシリーズで測定した。
マニュアル*は当社研究サポートチーム5名が血球計算盤
で計数し、同じ細胞懸濁液をZシリーズで100μmアパ
チャーチューブを使用し100μL計数した。

アカデミア研究支援アカデミア研究支援

期間 ： 2014年12月31日受注分まで

ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム
DelsaMax PRO

コールターカウンター
 Z1デュアル
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ベックマン・コールターのMET ONE（メットワン）ブランドは、世界60か国以上でご愛顧いただいている気中パーティク
ルカウンターのリーディングブランドです。特にハンドヘルドパーティクルカウンターは、世界で初めてリリースしたメーカー
として、旧モデル含め国内でも最も納入実績のある製品となっています。

いつでも・どこでも・簡単に！

ハンドヘルドパーティクルカウンター
HHPC+シリーズ

Particle  
Counting

USBメモリやケーブルで
簡単にデータ取り出しが可能

グローブ着用のままでも
使いやすい操作部

トレンドでデータ確認が
できます

日本語対応の見やすい
カラーディスプレイ

製品番号 製品名 価 格（税別）

2089310-03
HHPC 2+ （測定チャンネル数：2）
　　0.5（固定）/1.0/2.0/5.0μmから選択 

¥293,000

2089310-06
HHPC 3+ （測定チャンネル数：3）
　　0.3（固定）/0.5/1.0.2.0/5.0/10.0μmから選択

¥338,000

2089311-05
HHPC 6+（測定チャンネル数：6）
　　0.3/0.5/1.0.2.0/5.0/10.0μm

¥640,000

HHPC+シリーズの特長

ワンタッチで
脱着可能！

ゼロカウントフィルター

国内総販売元：株式会社エル・エム・エス　プロジェクト推進グループ
TEL：050-3757-3296　FAX ：03-5802-2720
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トランスフェクトした細胞を培養して得たウイルス培養上清を0.45μmフィルターに通し、最終

濃度が10％になるように40% PEG溶液を加えます。混合液を氷上で3～6時間インキュベート

します。

2,000xg（卓上遠心機 Allegra X-30R, スウィングロータ SX4400など）で30分間遠心し、上清

を捨て、ウイルスのペレットに最初のサンプル量の1/20量の溶媒（PBSなど）を加えて、ピペッティ

ングで撹拌します。

滅菌した超遠心用チューブ（製品番号326823 PA チューブ 38.5mL, 製品番号358126 コニカ

ルPA チューブ 31.5mLなどのオートクレーブが可能なチューブ）にサンプルを移し、SW 32 Tiロー

タを用いて100,000xg（24,500rpm）で4℃ 90分間遠心します（超遠心機 Optima Xシリーズ）。

ペレットを崩さないように、デカンテーションまたはピペットを用いて上清を除き、PBSなどの溶媒

で懸濁します。

分注し、所定の温度で保存します。長期間保存する場合は、超低温で保存することをお勧めします。

トランスフェクトした細胞を培養して得たウイルス培養上清を、0.45μmフィルターに通して浮遊

細胞やデブリスを除去します。

滅菌した超遠心用チューブに、20% ショ糖溶液3～5mLを注意深く底に加えます。これがショ糖

溶液クッションとなります。

ショ糖溶液クッションを崩さないように、濾過したウイルス培養上清を重層します。

SW 32 Tiロータを用いて125,000xg（27,000rpm）で4℃ 90分間遠心します（超遠心機 Optima 

Xシリーズ）。

ペレットを崩さないように、デカンテーションまたはピペットを用いて上清を除き、PBS などの溶媒

で懸濁します。すべてのペレットを溶解させる必要がある場合は、ピペッティングまたは撹拌を数

分行います。

分注し、所定の温度で保存します。長期間保存する場合は、超低温で保存することをお勧めします。

これらのウイルス調製方法は、ほかの研究でウイルス粒子を濃縮するためにも利用できます。本方法を用いた文献などの詳細
につきましては、弊社Webからアプリケーションノートをダウンロードできますのでご活用ください。

ウイルスベクターは哺乳動物細胞への遺伝子発現や抑制などによく使用されます。中でもレンチウイルスは、幹細胞など
の分裂細胞や非分裂細胞に対して使用されるウイルスベクターです。
ウイルスベクターを細胞に感染させるには、タイター（力価）が高くなるようウイルス粒子を濃縮する必要があります。特に
多数の細胞への感染や、トランスダクションに耐性がある細胞に対しては重要になります。
超遠心法は、簡単で効果的なウイルスの精製方法です。今回、超遠心機 Optima XシリーズとSW 32 Tiロータを用いた
2つの方法を紹介します。

Centrifuge

超遠心機を用いたアプリケーション

超遠心法による
レンチウイルス・ベクターの調製

ポリエチレングリコール（PEG）を用いた濃縮

ショ糖溶液クッションを用いた濃縮

ライフサイエンス超遠心アプリケーションノート　レンチウイルス・ベクターの調製法 検索

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

6.

5.

SW 32 Tiロータ

超遠心機
Optima Xシリーズ
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今回から何回かに分けて、遠心分離法の種類とそのテクニックをご紹介していこうと思います。
遠心分離法を大まかに分類すると次のようになります。

遠心分離法の種類について
　 ペレッティング

Centrifuge

ベックマン博士の一口メモ

今回は分画遠心法の中のペレッティングについてお話します。この遠

心法は特別な遠心法ではなく通常、皆様が行っている遠心分離です。

右図のようなものですが、このように溶媒より重い粒子を沈降させる

ことをペレッティングと呼びます。

ペレッティングでも必要な目的物を沈殿物から回収する場合と、不要

な物を沈降させて必要な目的物を上清から回収する場合があり、前

者の例としては細胞の回収、培養した細菌の集菌などがあり、後者

の例は組織抽出物からのタンパク精製などがあります。

このタンパク精製は、最終的には超遠心機で100,000xg  1時間の

遠心を行い、この遠心力では沈降しないタンパクを上清から回収す

ることになります。

遠心分離法
ペレッティング（Pelleting）

浮上分画（floating）

左の写真は銀コロイド溶液のペレッティング例です。

この沈殿を回収して再分散することによって、濃縮すること

も可能になります。

また、これらのペレッティングとは逆になりますが、溶媒より軽い粒子を浮

かせて分離回収する「浮上分画」という手法があります。

次回はこの方法を、分離例を交えて紹介いたします。

その1 

遠心時間

500,000xg
30min.

遠
心
力

銀コロイド溶液のペレッティング例

ペレッティング（分画遠心法）

レートゾーナル法（Rate Zonal Technique）

等密度遠心法（Isopycnic technique）

今回ご紹介の
遠心法

分画遠心法（Differential Centrifugation）

密度勾配遠心法（Density Gradient Centrifugation）
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制御性T細胞（Treg)は、免疫反応の抑制、免疫寛容や免疫系の恒常性
の維持の役割を果たすT細胞の一種です。Tregのサブセットには、
nTreg、iTrg、Tr1、Th3があります。
nTreg細胞は、CD4、CD25、FoxP3をマーカーとして用い、CD4＋、
CD25＋、FoxP3＋の細胞として検出します。*1 しかし、CD25は他の
活性化T細胞にも発現しており、またFoxP3はCD4＋CD25（low）、
CD4+ CD25－、CD8+の細胞にも発現しているため、さらに複数の
マーカーとの組み合わせが必要となります。
今回、ベックマン・コールターから、CD4、CD25、FoxP3にCD6を

加えた、Treg細胞の測定キットを発売します。
CD6の機能は完全には解明されていませんが、TCRの活性化に伴い副刺激分子として役割を果たします。CD4＋
CD25hiFoxP3+細胞は、細胞表面のCD6の発現がlow/－であり、ソーティングしたCD4＋CD25hiCD6low/－細胞は、
in vivo でTCR刺激したCD8+ T細胞の増殖を抑えることが報告されています。*2 このことから、ヒトnTregの細胞表面
CD6の発現はlow/－（CD6lo/-nTreg）であり、CD4、CD25、CD6によりnTregのソーティングができると考えられます。

Intracellular FoxP3+CD25hi

ヒト末梢血測定例

細胞内測定

PBMC

全血

Surface CD6loCD25hi

細胞表面測定

Treg測定キット

Cell Lab Treg Analysis Kit
発売

Flow  
Cytometry

Treg Analysis Kitには、Tregを検出するのに必要な4種類の抗体（CD6-FITC、CD25-PC7、FoxP3-Alexa Fluor 647、CD4-APC-Alexa 

Fluor 750）が入っています。Treg Analysis Kitは、CD4、CD25、CD6の組み合わせとCD4、CD25、FoxP3の組み合わせの2つのアッセ

イ系が行えます。CD4、CD25、CD6の細胞表面抗原の組み合わせは、nTregのソーティングに用いることができます。また、他の抗体と組み

合わせてマルチカラー測定も可能です。

Cell Lab Treg Analysis Kit

New！
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10カラー測定例

参考文献
1．Nizar, S., Meyer, B., Galustian, C., Kumar, D. and Dalgleish, A., T regulatory cells, the evolution of targeted immunotherapy. Biochim Biophys Acta 2010. 1806:7-17.
2．Garcia-Santana, C.A., Tung, J.W. and Gulnik, S.,:Low/negative expression of CD6 as a novel human natural-occurring regulatory T cell marker. (2013. 

Submitted for publication)

お詫びと訂正
Progresso 2014年秋号14のP3、「CytoFLEXタイプの表中の2レーザーシステム11カラー（488nm 5カラー、405nm 6カラー）は、2レーザー
10カラー（488nm 5カラー、405nm 5カラー）の間違いでした。深くお詫び申し上げると共に訂正させていただきます。

製品番号 製品名 容量 価 格（税別）

B30009  Cell Lab Treg Analysis Kit 1キット ¥80,000

関連商品
製品番号 製品名 容量 価 格（税別）

B10825 PerFix-nc 75テスト ¥18,000

B20024 HLADR-PC5.5 50テスト ¥49,000

B46025 CD197 (CCR7)-PC7 0.5mL ¥45,000

IM2711U CD45RA-ECD 100テスト ¥49,000

B46032 FoxP3-PC7 0.5mL ¥45,000

B46031 FoxP3-PE 1mL ¥45,000

B30650 FoxP3-Alexa 647 50テスト ¥40,000

FITC PE ECD PC5.5 PC7 Alexa 647 APC-A700 APC-A750 PacBlu KrOr

CD39 CCR7    CD45RA HLA-DR CD25 FOXP3  CD8 CD4 HELIOS CD3

backbone

T CD4 helping markes

TREG Drop ins
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Multisizer 4e

DelsaMax PRO Optima MAX-XP

HHPC+シリーズ

11月に行われる3つの学会、展示会をご紹介

日本分子生物学会、国際粉体工業展
スクリーニング学研究会 出展Exhibition

Information 
第37回日本分子生物学会年会
国際粉体工業展 東京 2014
第5回スクリーニング学研究会 

2014年11月25日（火）～27日（木）　会場：パシフィコ横浜

2014年11月26日（水）～28日（金）　会場：東京ビッグサイト

2014年11月28日（金）　会場：タワーホール船堀

ダナハーライフサイエンスグループ4社（ベックマン・コールター、モレキュラーデバ

イスジャパン、エービー・サイエックス、ライカ マイクロシステムズ）による合同展示

を行います。

弊社ブースでは高速冷却遠心機とフローサイトメーターの新製品、分析用超遠心

システム、核酸抽出・精製試薬をご紹介します。また、ラボラトリーオートメーション

システムではモレキュラーデバイス社製プレートリーダーとのシステムインテグレー

ションをご紹介します。

昨年大変好評いただいた4社合同スタンプラリーも実施しますので、是非お立ち寄

りください。

200nmの粒子から測定できるように改良された最新のコールターカウンター

Multisizer 4eをはじめ、当社の粒子物性製品および粒子カウンターを展示します。

ご好評いただいているリアルタイム ゼータ電位・ナノ粒子径測定システムDelsaMax 

PROは、1秒刻みで測定ができる非常にユニークな測定装置です。レーザー回折・

散乱法 粒度分布測定装置LS 13 320では、乾式用トルネードモジュールを展示し

ます。乾式用トルネードモジュールは、渦流を起こしながら吸引する特長を持ち、

バラつきがちな粉体サンプルを再現性よく測定できます。その他、全モデル日本語

対応のハンドヘルド型HHPC+シリーズや、医薬・製薬をターゲットにしたラボ型

液中パーティクルカウンター 9703+、サンプルの分球を行えるOptima MAX-XP

など、様々なラインアップを展示します。

是非ブースにお立ち寄りいただき、製品に触れてみてください。

ベックマン・コールターとナニオン・テクノロジーズが共同でオートパッチクランプシ

ステムSyncroPatch 384/768PEの展示およびランチョンセミナーを実施します。

SyncroPatch 384/768PEは、ベックマン・コールターのラボラトリーオートメー

ションシステムBiomek FXPに、ナニオン・テクノロジーズのオートパッチクランプ

モジュールSyncroPatchを融合させたシステムであり、世界最速768チャンネル

同時測定可能なオートパッチクランプシステムです。

ランチョンセミナーではSyncroPatch 384/768PEの概要のご説明と、ユーザー

からの実際の使用例の紹介も行います。奮ってご参加ください。

日本分子生物学会年会 

国際粉体工業展 東京

スクリーニング学研究会

Avanti JXN-26 CytoFLEX

ProteomeLab XL-I
（光学系モデル展示）

Biomek NXP & SCARA

Biomek FXP

ブース番号：80

東2ホール L-02

タワーホール船堀
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どなたでも、どのような場所で
も、高性能なフローサイトメー
ターをお使いいただくために
開発された、コンパクトフロー
サイトメーターです。FITCの
蛍光感度は、＜ 30 MESF
と従来の機器の3～5倍の蛍
光感度を持ち、レーザーは、
1レーザーか ら3レーザーま
でフレキシブルにアップグレー
ドできます。

MoFlo Astrios EQは、秒間7万個の
ソーティング速度、細胞活性度の高い
ソーティング、プレートへのソーティン
グなど、セルソーターに必要な機能を
1つのパッケージとしたセルソーター
です。様々なアプリケーションに対応
できるよう、最大7レーザー、49PMT
まで搭載でき、実験の自由度がより高
まります。蛍光の補正、ソーティングの
設定の自動化に より、簡便な操作で
解析からソーティングまでをサポート
します。

フローサイトメーター用に最適化さ
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。

ハイパフォーマンス コンパクトフローサイトメーター

CytoFLEX
ハイエンドハイスピードセルソーター

MoFlo Astrios EQ

フローサイトメトリー

マルチカラー抗体試薬

細胞研究をサポートするフローサイトメーター関連製品をご紹介

第43回 日本免疫学会
展示＆テクニカルセミナー開催

Exhibition
Information 

2014年12月10日（水）～12日（金）　会場：国立京都国際会館

テクニカルセミナー 12月11日（木）  12：50～13：50　J会場 （Room C-2）

「Regulatory T cell-mediated 
suppression and 
immune homeostasis」

山口 智之 先生　
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター
1細胞1分子イメージング
准教授

久保 允人 先生
東京理科大学 生命医科学研究所
分子病態学研究部門
教授 京都国際会館案内図

演 題

演 者

座 長

展示会場

テクニカルセミナー
会場

Galliosは、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。さらに、GalliosのKaluzaソ
フトウエアは、直観的なアイコン、ド
ラッグアンドドロップ操作、測定後の
解析シミュレーション機能で、快適な
測定をサポートします。

ハイエンドフローサイトメーター 

Gallios （Kaluza for Gallios）

NEW
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今年も残りわずかとなりましたね。外はすっかり冬の装いになっていま
す。さてさて皆様はやり残したことはないでしょうか。しっかりやりきっ
て来年をむかえたいものですね。
ベックマン・コールターがお届けしているこのProgresso 2014年冬
号では、今年新たに加わったMultisizer 4eもご紹介しています。是非
ご覧になってみてください。
来年も今まで以上に濃い内容でお届けしてまいりますので、これからも
お読みいただければ幸いです。

「く・り」

編 集 後 記

2014.11-12300（L）

アナライザー One Day スクール
http://www.bc-cytometry.com/support&service/oneday_school.html

Cytomics FC 500コース
＜東京ビジョンセンター＞　12月1日（月）、1月22日(木)、2月10日（火）、2月25日（水） 

Galliosコース
＜東京ビジョンセンター＞　12月19日（金）、1月16日(金)、2月6日（金）

Galliosプロトコル作成パーソナルトレーニング
＜東京ビジョンセンター＞　1月16日(金)、2月6日（金）

ベックマン ・ コールター　社内セミナー / トレーニング

セルソーター Two Day スクール
http://www.bc-cytometry.com/support&service/oneday_school.html

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

MoFlo XDPコース
＜東京ビジョンセンター＞　12月16日（火）〜17日（水） 、1月19日（月）〜20日（火）、2月19日（木）〜20日（金）

MoFlo Astrios コース
＜東京ビジョンセンター＞　12月3日（水）〜4日（木）、1月13日（火）〜14日（水）、2月12日（木）〜13日（金）

展示会 / セミナー　

第37回 日本分子生物学会年会 
11月25日(火) 〜27日（木)　会場 ： パシフィコ横浜

国際粉体工業展東京2014
11月26日(水) 〜28(金)　会場 ： 東京ビックサイト

第43回 日本免疫学会学術集会
11月25日(火) 〜27日（木)　会場 ： 国立京都国際会館

第5回 スクリーニング学研究会
11月28(金)　会場 ： タワーホール船堀

展示 展示

展示 / セミナー 展示 / セミナー

第57回  FCMの基礎　2015年2月5日（木）　東京ビジョンセンター 

第58回  FCMの基礎　2015年3月5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。


