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コンピュータ

診断分析装置

化学分析機器

電子計算機・ENIAC（1946年）

IC
マイクロ化学チップ

卓上診断分析装置パソコン

マイクロチップによる大型装置の小型化



ガラスマイクロチップポリマーマイクロチップ(PDMS, PMMA,…)

短所
(1) 化学特性

・有機溶媒・溶質の使用が困難、溶媒蒸発
(2) 物理特性

・ナノ流路の加工・流体制御が困難

(3) 規格化・産業展開には不向き

長所
(1) 化学特性

・有機溶媒・溶質の使用が可能、蒸発なし

(2) 物理特性
・ナノ流路(10-1000 nm)の加工・流体制御が

可能
(3)規格化・産業展開に 適

汎用的集積バイオデバイス用途が限定的(比較的大きな流路, 水系溶媒) 

長所
(1) 安価

(2) 加工容易, 安全に加工可能

¥ ~103 /chip
(1) 高価

(2) 加工プロセスが複雑

¥ ~104 /chip

短所

ガラスマイクロチップの特徴



数十～数百ミクロン

マイクロチャネル



ガラス基板

フォトマスク

クロム薄膜

金薄膜

フォトレジスト

紫外線照射

現像金属膜エッチング

フッ酸による
等方的エッチング

熱融着

カバーガラス

マイクロチャネル加工法



マイクロ免疫分析システム

熱レンズ検出器

Sato et al., 
Lab Chip 
(2004)



オンチップでの流体制御が困難

バルブ （Open）

バルブ（Close）

ガラスチップ内では下記のような単純作業でも困難

・チャンバー内への各細胞分画

・各流路での各物質合成

従来型バルブ (オフチップ)

現状の課題

バルブの組み込みにより飛躍的にシステム
集積化・デッドボリューム低減可能



S. R. Quake et al., Science (2000) S. R. Quake et al., Science (2002)

バルブ原理

ポンプ・バルブの写真
ポンプ原理

従来のオンチップバルブ・ポンプ（空圧式）



S. Takayama et al., 
PNAS (2005)

柔らかい・割れないガラスはないものか？

材質：PDMS（柔らかい・割れない性質を利用）

従来のオンチップバルブ・ポンプ（ピエゾ式）



新バルブ

全ガラス製& 高速駆動 & 低デッドボリューム

ピエゾ素子 ガラス

超薄板ガラス (5 μm 厚）

超薄板ガラス

点字ピン バイモルフ型
アクチュエータ

ピエゾ素子

Takeuchi et al., PNAS (2007)

従来の細胞操作法

• 流体力学的な分離

各流路ごとの流体
制御は困難

各細胞の高速分離
可能

Dario et al., J. Micromech. 
Microeng. (1995)

• ラムネ型

パッシブバルブ

Midorikawa et al., 
Appl. Phys. A (2004)

• 平板型バルブ

応答速度低

Air Air

マイクロプレート

従来のオンチップガラスバルブ

ガラスバルブ



Ultra thin glass

バルブOPEN バルブCLOSE

バルブチャンバー
マイクロチャネル

ピエゾ素子 (200 mN)
PDMS

超薄板ガラス
(6 um thickness)

断面

OPEN CLOSE

OPEN OPEN

実証用チップ
デザイン

コンセプト

課題

課題1

微小エリアにおける
ガラス変形の確認
(割れないか?)

マイクロチップの作製
(超薄板ガラスの組み込み)

課題2 課題3

切替バルブ機能の実証

ピエゾアクチュエータ(~200 mN)

手動ON-OFF制御器
(KGS Ltd.より貸与)

周辺機器

ガラスバルブ実証実験のためのチップ設計



目的: 超薄板ガラスの変形能の確認

実験スキーム

d

xt d2
3

200 mN
Ultra thin glass PDMS

ピエゾ素子

PDMS シート

段差顕微鏡

実験セットアップ

t: 厚さ (μm)

x 
: 変

位
(μ

m
)

d = 3.0 mm

d = 1.5 mm

結果

超薄板ガラスの変位量測定

厚さ10 μm以下で50 μm以上の
相当の変形量を測定

細胞などの個体試料の操作
にも使用可能



応答時間: ~0.1 s
耐圧:  3.0 kPa

作製したチップ写真

切替バルブ実証
OPEN CLOSE

OPEN OPEN

3.0 kPa

集積化学システムへの
応用可能な性能

Ultra thin glass

バルブOPEN バルブCLOSE

バルブチャンバー
マイクロチャネル

ピエゾ素子 (200 mN)
PDMS

超薄板ガラス
(6 um thickness)

バルブチャンバー: OPEN CLOSE

実証用チップ

耐圧試験

100 μm

蛍光粒子溶液

0.1 kPa

ガラスバルブ実証実験
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企業様への期待

本発明の産業界における位置づけ

本発明の応用展開・共同研究の例

装置が大きい、流体操作系が煩雑
→ 本発明はこれを解決可能

• 従来のマイクロチップの問題点

マイクロチップの材料は「加工しやすい・扱いやすい」という点のみで選択
従来の化学・生化学で用いられてきた材料とは乖離（ユーザーニーズと不一致）

• マイクロチップが産業界への普及が限定的である理由

ガラス：非常に汎用的に様々な分野で用いられてきた材料
規格化にも好適

本発明：マイクロチップ分野の基礎的な発明、ガラスの弱点を克服
→ 産業展開への大きな一歩

• 本発明の特徴

有機溶媒やガスを用いた流体システム内流体制御デバイス
バルブ・ポンプ・流量調整バルブ・圧力センサ等
（マイクロチップに限らず一般的に・商品ラインナップのひとつとして）

• 流体制御機器メーカーとのコラボレーション

分析・合成・細胞培養などのシステム集積化・ハイスループット化
（バルブを使って何かするというより、マイクロチップ全般に関しての商品化）

• 化学・生化学系メーカーとのコラボレーション

ポリマーからガラスへの回帰
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本技術に関する知的財産権・発表状況

特許（国内） 発明の名称：マイクロチップ用の流体制御デバイスおよびその利用
出願番号：特願2012-151915
出願人：理化学研究所
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・アシスタント
辻井 綾香

・秘書兼実験補助員

連絡先：
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・ガラスマイクロチップを用いた汎用次世代生化学実験システム構築

・細胞を用いた革新的原理のデバイス創成

・ナノ加工による一分子操作デバイス開発

・研究員
森口 裕之

・柔軟材料の微細加工による細胞パターニング
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