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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
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マイクロチップによる大型装置の小型化



化学装置に初めて軽薄短小の革新 → エレクトロニクスと同様の技術革新を期待

早い 安い 簡単

誰でも使える

• 液量↓ ⇒ 試料・廃棄物↓ mL→ nL

• 拡散距離↓、比界面積大↑ ⇒ 反応速度↑ 時間 → 秒

• 集積化 ⇒ 必要スペース↓ m → cm

微細流路：数m～300m
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マイクロチップの例



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
(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

Advantages
(1) 化学特性

・有機溶媒・溶質の使用が可能

(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

Disadvantages
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ガラスマイクロチップの特徴



光透過性

耐薬品性

（酸・アルカリ、有機溶媒）

耐熱性

気密性
70 mm

ガラス製マイクロチップ
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ガラス製マイクロチップ



数十～数百ミクロン
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マイクロチャネル



溶媒抽出チップ
環境分析システム

ELISAチップ
免疫分析システム

ガス抽出チップ
大気汚染分析システム

抽出・免疫分析チップ
ダイオキシン分析システム
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マイクロチップの応用例
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マイクロ免疫分析システム

熱レンズ検出器



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)
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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
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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）

Confidential

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., 
ibid. (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
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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
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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
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超薄板ガラスの変位量測定

厚さ10 μm以下で50μm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



・ガラスリボン→ 操作が難しい (加工に必須な洗浄が不十分になりやすい)

800 ºC, 5h

超薄板ガラスを挟み込んで扱いやすくしたテフロン製ジグを開発.

テフロン製ジグ 貼り合わせ試験

洗浄なし

硫酸過水15 min 

硫酸過水15 min + メラニン樹脂研磨
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超薄板ガラスのハンドリング



Tanaka, RSC Advances 3(26), 10213-10220 (2013)
Patent: JP2012－151915

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
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ガラスバルブ実証実験



作製したマイクロチップ

ポンプ実証

Tanaka, Proc. MicroTAS (2013), submitted

周波数 (Hz)

Fl
ow

 ra
te

 (μ
L/

m
in

)

周波数 vs. 流量

集積化学システムへの応用可能な性能

大~ 1 uL/min 流量を計測

オンチップガラスポンプの実証にはじめて成功

・100 ms interval / pin
(2.5 Hz)

・外からの流れはストップ

ポンプエリア

実証チップ

超薄板ガラス
導入用チャネル

超ウしたガラス PDMS 保護シート全ガラス製オンチップポンプ原理

100 μm
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ポンプへの応用実験



単一細胞ベースの操作法

問題点

1～2ヶ月

3 ヶ月3 ヶ月 3ヶ月

遺伝子
導入

ES 細胞
コロニー

遺伝子
解析

アグリ
ゲーション

キメラ

×

(ワイルド)ヘテロ

×

ホモ

遺伝子改変マウス作製法

• コロニー作製が必要(1~ヶ月ロス) 

DNA 
解析

アグリゲーション

流路での操作イメージ

従来の個体作製法

細胞ごとに
分離

DAY 1 DAY 2

DAY 3

Analysis by chemical probe
ホモ ヘテロ ワイルド

Use to make each type mouse
ホモ ヘテロ

遺伝子
導入

コンセプト

分裂

Use to make each type mouse

シート分析
導入接着培養・分裂分離接着プローブ導入プローブ検出廃棄回収

バルブ
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応用例1: 個体作製のための細胞個別培養チップ
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応用例2: 可搬型マイクロ免疫分析システム
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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
これまでマイクロチップは原理は面白いが、装置が大きい、流体操作系が煩雑
で手を出しにくかったと問題があり、これを解決可能と考えています。

本技術はマイクロチップ分野の基礎的な発明であり、バルブを使って何かする
というよりも、マイクロチップ全般に対して商品化を考えていただける企業様
への技術提供・共同研究を希望します。

とくに、分析・合成・細胞培養などの分野において既存の技術をもち、これらをマイクロ
チップに適用して集積化・ハイスループット化を図りたい企業様にとっては非常に重要
な技術であると思われます。

マイクロチップは分野自体が始まって20年近く経過している割に産業界への普
及が限定的である理由は、マイクロチップの材料が「加工しやすい・扱いやす
い」という点のみで選ばれており、従来の化学・生化学で用いられてきた材料
とはかけ離れており、ユーザーニーズと一致していないからと考えています。

この点、ガラスは非常に汎用的に様々な分野で用いられてきた材料であり、規
格化にも適しています。今回、ガラスの弱点を克服したことで、産業展開への
道が拓けたと考えています。

本発明の応用展開・共同研究を希望される企業様への期待
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本技術に関する知的財産権・発表状況

特許 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
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出願人：理化学研究所
発明者：田中陽、上田泰己

論文 “Electric actuating valves incorporated into an all glass-based microchip 
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Yo Tanaka
RSC Advances, 3(26), 10213-10220 (2013)

学会発表 “All glass-based actuator for valves and pumps using ultra thin glass 
membrane and piezo actuators” 
Yo Tanaka
16th International Conference on Miniaturized Chemical and Biochemical 
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“Totally glass-based microchips with valves and pumps using flexibility of ultra 
thin glass” 
Yo Tanaka
17th International Conference on Miniaturized Chemical and Biochemical 
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その他 RIKEN RESEARCH (理化学研究所発行の公式広報紙、2013.07.04ウェブ公開）

新聞報道(マイナビニュース・日経オンライン・化学工業日報）
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・ユニットリーダー
田中 陽

・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

・実用的次世代生化学実験システム構築
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理研・上田泰己グループディレクター
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