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研究背景 研究背景 

各種物質を現場で分析 
情報の迅速な取得と 
現場へのフィードバック 

軽量でポータブルな 
HPLCの必要性 

設置スペース・コストなどの 
機器導入の障害からの解放 

実験効率の向上 

コンパクトなHPLCの 
必要性 

HPLCの集積化と 
それによる並列分析 

現場分析が可能な計測機器への
ニーズ 

現場用分析機器の理想形 多用途・汎用型 
 = HPLC 

限られた条件で容易に導入できる
ＨＰＬＣへのニーズ 



ポンプ インジェクター 分離カラム 検出器 

実験室での使用に限定された従来機から場所を選ばない機器へ 

現場での利用はほとんど困難 
 ・ 大型かつ大重量 

 ・ ＡＣ電源が必要 

各要素の小型化における高いハードルの存在 
 ・ 低消費電力・小型・高圧力のポンプはなかった 
 ・ 超小型の分離カラムの作製が困難 

コンパクト化を実現できる新規技術の開発 

従来技術とその問題点 従来技術とその問題点 

従来の液体クロマトグラフィー要素 



ＬＣチップデバイス 
（北海道大学）  

電気浸透流ポンプ 
（ナノフュージョン社） 

テクノロジーの融合 

新技術のもととなる研究成果・技術 新技術のもととなる研究成果・技術 

超小型液体クロマトグラフィーシステムを共同開発 

• マイクロ流体ベースの分析システム  

• 低圧損の微小分離カラム 

• 高感度センシング 

• 超小型・軽量 

• 非機械式（無脈流）・低消費電力 

• 高圧力 

10 mm 



軽量・コンパクトでポータブルな液体クロマトグラフィーシステムを実現 軽量・コンパクトでポータブルな液体クロマトグラフィーシステムを実現 

電気化学検出タイプ ＵＶ／Ｖｉｓ吸光検出タイプ 

電気浸透流 
ポンプ 

ＬＣチップデバイス 
（分離・センシング部） 

試料注入部 試料注入部 電気化学測定器 

ＬＣチップデバイス 
（分離・センシング部） 電気浸透流 

ポンプ 

分光器 

光源 

検出方式が２タイプの液体クロマトグラフィーシステムを開発 

• 携帯可能・省スペース   

 質量 約 2 kg 

 バッテリー・乾電池で駆動 

 Ｂ５判サイズ 257（幅） ×182（奥行） mm 

・低コスト・エコロジー（省資源・省エネルギー） 
 低消費電力 

 溶媒使用量の大幅削減  

   従来の1/100～1/1000 

特 長 



電気浸透流を利用したポンプ 電気浸透流を利用したポンプ 

6 

ポンプ２系統を標準装備 

 分析・洗浄での溶媒の切換えや 

 グラジエント溶離に対応 

EOポンプモジュール 



• 小型・軽量 

• 機械的な駆動部がない 

• 脈流がない安定した流れ 

• 流量は電圧のみで制御 

• 広い流量域 

電気浸透流（EO）とは 電気浸透流（EO）とは 



電気浸透流に基づく送液系 電気浸透流に基づく送液系 

外形寸法：Φ 40×L68mm 

EOポンプ 
ポンプ 
リザーバ 
（水） 

隔膜 

溶媒導入 
ポート 排出ポート 

間接駆動用 
リザーバ 
（溶媒） 

電気浸透流で発生した水の流れ 

隔膜を押す 

隔膜内の溶媒を排出する 

 EOポンプモジュール 

送液メカニズム 送液メカニズム 

両者とも送液性能は同等 



送液特性 送液特性 

駆動溶液： 脱イオン水 
送液溶媒： メタノール 

圧力ー流量特性 

低電圧で高圧力を実現 

電圧のみで流量を制御 

脈動がない安定した流量 

流量特性 



場所に応じて選択可能な２WAY電源（ＡＣ電源・乾電池） 場所に応じて選択可能な２WAY電源（ＡＣ電源・乾電池） 

２４時間以上安定して動作 

設定流量 5 µL/min  

オンサイト分析に十分な駆動時間を達成 

フ
ロ
ー
セ
ン
サ
ー
の
出
力
値

 

単2アルカリ乾電池8本(12 V) による駆動試験 



ＬＣチップデバイス ＬＣチップデバイス 

• 各種充填剤が利用でき多様な分離モードに対応 
• 着脱式の２種類の検出用フローセル 

分離カラムと検出部を一枚のチップに集積 

電気化学検出タイプ ＵＶ／Ｖｉｓ吸光検出タイプ 

カラム 
カラム 

検出部 
検出部 

（蛍光検出および電気伝導度検出にも対応予定） 

25 mm 



用途に応じて選択可能な検出器 用途に応じて選択可能な検出器 

電気化学検出 

UV/Vis吸光度検出 

着脱可能 



高感度な電気化学検出 高感度な電気化学検出 

カテキン 検出限界 (S/N = 3) 

CA 61 nM 

EC 74 nM 

EGCg 160 nM 

電気化学検出法によるカテキン類の検出限界 

CA：カテキン、EC：エピカテキン、EGCg：エピガロカ
テキンガレート 

単一くし形電極 

幅50 μm × 24 

最近、さらなる高感度化を達成。 
誘導体化用マイクロリアクターも開発中 



各種物質を良好に分離 各種物質を良好に分離 

カラム：  ODS 3 μm,φ0.8×30 mm 
移動相 :  A); 50 mMリン酸，50 mM クエン酸，100 

mg/Lオクタンスルホン酸Na，40 mg/L 
EDTA-2Na水溶液（pH 3.0），B) メタ
ノール，A : B = 95 : 5 

流速 :  5 μL/min 
検出 :  ECD, +0.6 V vs. Au 

カラム： ODS 3 μm,φ0.8×30 mm 
移動相 : 水-メタノール-0.5 M リン酸 

7 : 2 : 1  
流速 :  5 μL/min 
検出 :  ECD, +0.6 V vs. Au 

1) カテキン  
2) 没食子酸エピガロカテキン 
ガレート  

3) エピカテキン 
4) 没食子酸エピカテキン 

1) ノルアドレナリン  
2) アドレナリン  
3) ドーパミン 

カテキン類 カテコールアミン類 



各種物質を良好に分離 各種物質を良好に分離 

アルキルフェノール アミノ酸 

カラム：  ODS 3 μm,φ0.8×30 mm 
移動相: 水‐メタノール‐0.5 M NaClO4 
 5 : 4 : 1 
流速: 4 µL / min 
検出電位: +0.4 V vs. Au 

カラム：  ODS 3 μm,φ0.8×30 mm 
移動相:  0.05 M NaClO4水溶液－メタノール

5 : 5  
流速:  5 µL/min 
検出電位:  +0.6 V vs. Au 

1) フェノール 
2) 2-メチルフェノール 
3) 2-エチルフェノール 
4) 2-プロピルフェノール 

Gly： グリシン 
Tyr： チロシン 
Val： バリン 



ＬＣデバイス 

 チップ材料 ポリスチレン 

 カラム ３ μｍ ＯＤＳ/ φ0.8 ×30 ㎜ 

 検出部 電気化学検出方式 単一くし形金電極／ＰＤＭＳフローセル 

 ＵＶ/Ｖｉｓ吸光検出方式 石英フローセル 光路長 0.7 ㎜ 

インジェクタ－ 注入体積 10，20 ｎＬ 

送液系 機構 間接電気浸透流方式 

 系統数 2 

 駆動液体 脱イオン水 

 最大流量 40 μＬ/min 

 最大圧力 1 MPa 

 駆動電圧 60  Ｖ 

 流量制御方式 流量センサーによるＰＩＤ制御 

検出・測定器 電気化学検出 ハンドヘルド電気化学アナライザー 

アンペロメトリー 

 ＵＶ/Ｖｉｓ吸光検出方式 ファイバー式マルチチャンネル分光器 

200-850 nm/3.8 nm 

重水素ハロゲン小型光源 

外形寸法 257（幅）×182（奥行）×208（高さ） ㎜ 

質量 約 2 kg 

システム 

リザーバー容量 5 mL 

隔膜構造  ベローズ方式（材質 PTFE） 

キャップ方式 

容器材質 ＥＯポンプ筺体 ＰＰＳ 

 １次側リザーバー ＰＭＭＡ 

 ２次側リザーバー ＰＭＭＡ/ＰＥＳ 

接液部 ＰＥＳ，ＰＴＦＥ，ＰＥＥＫ 

外形寸法 Φ40×68（高さ） ㎜ 

ポンプモジュール 

本システムは，独立行政法人科学技術振興機構による，平成２０
年度シーズ発掘試験（発掘型）採択課題「ポンプを搭載したハンド
ヘルド液体クロマトグラフィーシステムの開発」および研究成果最
適展開支援事業（A-STEP)フィージビリティースタディ可能性発掘タ
イプ・シーズ顕在化 平成21年度採択課題「オンサイト分析を実現

するスマートモバイル液体クロマトグラフィーシステムの開発」の成
果です。 

ウルトラコンパクト液体クロマトグラフィーシステム仕様 



Ｂ５判、2 kgという軽量・コンパクト設計を実現 
 従来装置は、大型かつ大重量であるため、現場での使用は困
難であり、実験室においても設置場所が限定され使用上の制約
があった。 
 
溶媒使用量を1/100～1/1000に大幅削減  

 従来装置は多量の溶媒を使用するため、その処理を含めてラ
ンニングコストの点で課題があった。 
 

低消費電力、入手が容易な乾電池で24時間連続駆動を達成 
 従来装置はＡＣ電源（または専用バッテリー）に限られていた。 
    

微量サンプル（注入量10 nl）および各種検出法（UV/Vis、蛍光、
電気化学、電気伝導度）に対応（一部対応予定）   

   

新技術の特徴・従来技術との比較 新技術の特徴・従来技術との比較 



オンサイト分析（環境保全、製造ライン近辺での品質管理、排水管理） 
 潜在ユーザーへの面談を含めた市場調査から次のモバイル用途のニーズが判明：
環境（重金属イオン）、食品分析（アミノ酸）、犯罪捜査、僻地での研究。 

臨床検査および医学的研究（マイクロダイアリシス）  
 患者や実験対象の近くでの測定が可能  

創薬研究（スクリーニング、薬剤溶出試験など） 
 既存スペースに多数台設置し、多検体同時分析が可能 

既存の高感度分析機器（ICP-MS，原子吸光など）との連結 
 高感度機器とHPLCの接続はセッティングに手間を要していたが、本技術によれば手
間が省け、多くのICP-MS既存ユーザーが作業効率の向上、コスト低減などの恩恵を受
ける。 

既存ＨＰＬＣの分析条件探索用ツール 

宇宙ステーションのように廃液の低減、省エネルギーなど制約が厳しい測定環
境での使用 

想定される用途 想定される用途 



想定される業界 想定される業界 

利用者・対象  

• 環境調査会社、地質調査会社  
• 工場、製造メーカー開発部門 
• 病院、クリニック、医歯薬系研究機関 
• 製薬会社 
• 教育機関（実験演習、環境保全の啓蒙など） 

 
 

市場規模 

 一式200万円程度のコンパクトLCとして製品化し、年間50～
100台程度を販売し、消耗品販売とあわせ年間2-3億円程度の
売り上げを上げることを最初の目標としたい。 



実用化に向けた課題 実用化に向けた課題 

分析時間の短縮のためのポンプ流量域の拡張 
 ポンプへの印加電圧の変更と制御回路の改良を行い、現在の最大達成流量10 μL/min 
の倍にする。 

流量設定値までの到達時間の短縮  
 ポンプモジュールの改良を行い、ポンプ稼働後の設定流量への到達時間（現在 30分）
を短縮する。到達時間を1/3にできることは予備検討により実証済み 

分離性能の向上 
 カラムの高性能化とともに、理論段数の低下の原因となるデッドボリュームを低減する
ため，低容量のインジェクターの開発と低デッドボリュームの流路設計を行う． 

各種検出法への対応 
 現状の検出セルはチップへの着脱式であるが、チップへの設置が難しい。また、蛍光検
出と電気伝導検出には未対応である。そのため，容易に着脱できるガイドを持ったチップ
とセルの設計および各種検出セルの開発を行う． 

タッチパネル式の操作盤とデータ処理ソフトウェアの搭載 
 ユーザーフレンドリーなインタフェースの装備と解析ソフトウェアの開発により，操作性
の向上を図る（ワイヤレスによる測定データの携帯端末への送信機能も検討中）。 



企業への期待 企業への期待 

HPLCのモバイルユースはこれまで実績がないことから、本技術に

関心がある企業と共同して、より実用的なプロトタイプを早期に完
成させ、研究機関での試験を先行させることで、認知度を高めな
がら，新たなニーズの発掘と市場の拡大をねらいたい。 
 
HPLC関連技術、マイクロ流体技術、検出技術、プラスチック加工
技術などを持つ企業および分析機器メーカーとの共同研究を希望。 
 

ライフサイエンス向け実験機器の開発とその分野への展開を検討
中の企業には本技術の導入が有効と考えられる。 



本技術に関する知的財産権 本技術に関する知的財産権 

発明の名称 ポータブルな液体クロマトグラフ及び 
液体クロマトグラフィー 

出願番号 PCT/JP2011/076297 (2011/11/15) 
出願人 北海道大学 
発明者 石田晃彦，柳澤一郎 



産学連携の経緯 産学連携の経緯 

2008年-2009年 JST地域イノベーション創出総合支援事業平
成20年度「シーズ発掘試験」Ａ（発掘型）に採
択 

2009年-2010年 JST研究成果最適展開支援事業フィージビリ

ティスタディ可能性発掘タイプ シーズ顕在
化に採択され、ナノフュージョン社と共同研
究を実施し、試作機を完成． 

 



お問い合わせ先 

北海道大学 
 産学連携マネージャー 須佐 太樹  
 
国立大学法人 北海道大学 産学連携本部 
〒001-0021 札幌市北区北21条西10丁目 
TEL : 011-706-9559, 9551（代表） 
FAX : 011-706-9550 
MAIL : msusa@mcip.hokudai.ac.jp 
URL : http://www.mcip.hokudai.ac.jp/ 
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