
Corning® Cell Counter

Corning セルカウンター
クラウドを生かした高速カウントテクノロジー

正確な細胞カウントを瞬時に
細胞カウントを手動と自動どちらで行うかは、長年にわたり難
しい選択でした。手動細胞カウントは正確ですが時間がかか
り、ユーザーの技量に左右されます。自動化された細胞カウン
トは、はるかに高速でユーザーの技量に左右されませんが、使
い捨てカウンティングチャンバーのコストがかかります。しか
し、そのような悩みはもう不要です。

Corning セルカウンターは、両方の利点を組み合わせたはじめ
ての自動セルカウンターです。

◗◗ 進化 - 定期的なアップグレードや新機能の追加、改良をシームレ
スに実施

◗◗ 正確 - クラウドベースの機械学習アルゴリズムによる高精度化
◗◗ 感度の向上  - 最小4 µmの細胞（PBMCなど）を正確にカウント
◗◗ 低コスト - 一般的な再利用可能なガラス血球計算盤が使用で
き、消耗品が不要 

◗◗ 高速 - オンライン画像処理による高速化

進化
クラウドベースの解析ソフトは、非クラウドベースのセルカウ
ンターと異なり機能追加や改良が可能で、ユーザーのニーズに
合わせて進化します。新機能追加などのアップデートはすべて
のユーザーに対し同時に反映されます。つまり、機能やアルゴ
リズムのアップグレード後も本体を買い替える必要がありませ
ん。

3秒間で細胞数を正確にカウント
Corning セルカウンターは3秒未満で1回の細胞カウントが可能
です*。これは、ほとんどの自動細胞カウントシステムよりもは
るかに高速です。 従来のシステムでは、画像分析アルゴリズム
は比較的低速のオンボードコンピューターで処理されていまし
た。CytoSMART™アプリケーションを利用したCorning セル
カウンターは、Microsoft Azureクラウドコンピューティング
プラットフォームで画像を処理します。このクラウドコン
ピューティングは、既存のオンボードプロセッサーよりも速く
イメージを分析する能力があります。

高い精度
Corning セルカウンターはクラウドベースの機械学習アルゴリ
ズムを使用し、何千ものパラメーターが存在するため、哺乳類
細胞タイプをあらかじめ入力する必要なく、正確なカウントを
得ることができます。トリパンブルーを添加すれば、細胞生存
率を検出することもできます（図1）。Corning セルカウンター
は細胞のクラスターを検出することができ、高濃度サンプル
（最大1 x 107細胞/mL ）であっても正確な細胞数が得られます。
新しく追加されたマルチカウント機能を使うと、1つのサンプル
に対して複数の画像を撮ることができるため正確性がさらに向
上します。

感度の向上
最新のアルゴリズムでは最小4 µmの哺乳類細胞をカウントする
ことができます。生存率を測定する場合の細胞サイズ範囲は5～
70 µmで、PBMCやCAR-T細胞もカウントすることが可能で
す。

手動カウントの並みの低コスト
Corning セルカウンターは、市販のカウンティングチャンバー
またはお客様がお使いの血球計算盤（深度 0.1 mm）で計測す
ることができるため、使い捨てカウンティングチャンバーの費
用をかけずに自動細胞カウントの恩恵を受けることができま
す。また、主要な使い捨てカウンティングチャンバーは
Corning セルカウンターに適合するので、ハイスループットの
場合には使い捨てタイプを選択することもできます。

使いやすさ
セルカウンターの使用方法は簡単です。まず、セルカウンター
をお使いのコンピューターもしくはタブレットPCに接続し、デ
スクトップ上でCytoSMARTアプリケーションを起動します。
次に細胞懸濁液を流しこんだカウンティングチャンバーをス
テージ上に置きます。そして細胞に焦点を合わせて、カウント
ボタンを押します。セルカウンターのシンプルさにより、研究
室で働くすべての人が特別なトレーニングなく簡単に細胞をカ
ウントできます。

* 73 Mbpsのダウンロード速度と20 Mbpsのアップロード速度で測定したものです。 実際の速度は、インターネット環境によって異なる場合があります。



いつでもどこでもアクセス可能なデータ
Corning® セルカウンターを使用すれば、レポートがコンピュー
ターに即座に表示された後にCytoSMART™クラウドに送信さ
れ、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで解
析された画像と細胞数を参照することができます。
CytoSMARTクラウドにはすべてのデータが保存されているた
め、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握
できます。

仕様
カウンティング濃度範囲 5 x 104 ～1.0 x 107細胞/ mL
カウンティングサイズ範囲 4～70 µm（5～70 µmで生死判定が可能）
測定時間 <3秒*　　　　　　　　　　
互換性  リユーザブルもしくはディスポーザブルカウンティングチャンバー
サンプル容量 10 µL
重量 1.0 kg
マルチカウント 最大8カウント
視野 2.0 x 1.5 mmもしくは1.39 x 1.39 mm
倍率 200X
画像の解像度 2048 x 1536
画像のエクスポートデータ形式 PNG　　　
光源 LED
カメラ 5 MP CMOS
外形寸法 122 x 122 x 125 mm（L x W x H）
動作環境 5°C～40°C、湿度20％～95％
最小システム要件 Windows 10コンピューターもしくはタブレット
 2.4 GHz i5 CPU
 RAM容量 4GB
 インターネット接続
 USB 3.0接続
* 73 Mbpsのダウンロード速度と20 Mbpsのアップロード速度で測定したものです。 実
際の速度は、インターネット環境によって異なる場合があります。

製品情報
  メーカー希望
カタログ番号 仕様 小売価格（円）

6749 Corning セルカウンター 473,000
※ Corning セルカウンターにはリユーザブルのカウンティングチャンバーが1個付属し
ます。

Corning セルカウンターのデモをご希望の際は、弊社ウェブサ
イトからお申込みいただくか、最寄りのコーニング代理店また
はコーニング営業担当者にお問い合わせください。

図1. Version 3アルゴリズムでマルチカウントを実行した場合の結果ページ　左上
にサンプル名、その下にTutorialボタン、カウント画像、Dilution Calculatorが表示
される。右上にはカウント結果の詳細が表示される。カウント条件や日時の情報は
Experiment欄に表示され、Note欄には任意のコメントを入力することができる。

図2. 異なる細胞濃度のC6細胞をそれぞれ手動カウントと、Corning セルカウンター
（n＝3）を用いてカウントした　両者とも、その数は理論濃度に近い値を示した（エ
ラーバーは標準偏差を表す）。
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図3. Version 3 アルゴリズムの改良点　列は左から、Brightfield画像、Version 2
解析画像、Version 3解析画像を示す。行は上から、小さい細胞のサンプル、クラス
ターを含むサンプル、死細胞を含むサンプルを示す。

図4. CytoSMARTTM クラウドでのデータ参照ページ cloud.cytosmart.com から
アクセス可能。データ保存無制限。



・ 価格は 2022 年7 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
・ 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
・ For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
　All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
・ 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
　コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。
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