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分 離
separation

コロイド粒子の分離

膜
（Membrane: size and affinity）

遠心分離
（Centrifugation: density）

クロマトグラフィー
（Chromatography: affinity）

吸着
（Adsorption: affinity）

いろいろなコロイド粒子技 術

食品成分 （FOOD） ： 細胞・CELL…………
タンパク質（PROTEIN)  ： 土壌成分・SOIL…………

いろいろなコロイド粒子を分離すると、その粒子自身の性能が顕在化
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液中に分散した粒子の分離

粒子を、その性状（サイズ、形状、密度）によって分離

分離技術 分離の原理 長所 短所

ろ過 サイズ
ろ布（膜）で
孔径が設定

材料表面に詰まる

遠心分離 サイズ、比重
比重・サイズで粒子

分離可能
処理がバッチ式

ハイドロダイナミック
クロマトグラフィー

粒子に対する
流れの影響

詰まることなく
処理可能

少量サンプル
のみ処理
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ハイドロダイナミッククロマトグラフィー

Solution of Colloidal particle is injected

Small and Langhorst, Anal. Chem., 54 892 (1982)

大きなサイズの粒子が最初に流出

Hydrodynamic Chromatography
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粒子のサイズや形状ごとに分離

ゲルの変形はカラム内の流れの方向によって変化

ゲルの間隙（孔）は流れの方向によって異なる

ゲルの変形によって流出する粒子や捕捉される粒子が変化

カラム中の球状ゲルの変形を利用

gel

分離対象粒子（極小サイズ）

上部

大きな サイズの粒子が捕捉

下部

小さい サイズの粒子が捕捉

大きい

小さい
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粒子の分離を決めるファクター

・ゲルのサイズ、サイズ分弾性
・カラム内のゲルの数
・カラムのアスペクト比
・操作圧力、流量

蒸留のような…

分離の理論段数

スケールアップが可能
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カラム内のゲルの変形

ゲルは接触面で力を受けて歪む

Ueyama, Furusaki, Chem. Eng. Commun., 36, 299 (1985)

マイクロチャネル内のゲルの変形
Gel size：40 micrometer、width of channel 1 mm
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球状ゲルの調製 (W/O エマルション重合を利用）

monomer crosslinker

N,N’-Methylenebisacrylamide Ammonium persulfate

initiator

エタノールと水で洗浄

348 K、 360 rpm ４時間撹拌

水相を油相に滴下
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球状ゲルの光学顕微鏡写真とサイズ分布

平均直径
(×250)

56 μm
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ゲル粒子充填カラムへの水の透過

圧力損失 増加 → ゲル粒子間隙 減少（水が透過しにくい）

調製したゲル粒子をカラム（I.D. 0.5 cm, height 10 cm）に充填して水を透過

高流量→圧力が非定常

最初のゲル層の高さ: 1.0 cm

ゲル層の高さ 減少 → ゲル粒子の再構成＆変形
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サイズが既知なシリカ粒子を注入

サイズの異なる粒子の流出挙動を比較

ゲル粒子充填カラム

シリカ粒子サイズ
・ 100 nm
・ 1.0  μm
・ 10   μm

水の流量 25 mL/h

suspension：0.4 mL (10 g/L)

シリンジ Pressure gauge T-cock

column
Syringe pump

Initial porosity: 0.41

シリカ粒子分散液
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ゲル粒子充填カラムからのシリカ粒子の流出挙動

ゲル粒子充填カラムでは徐々にシリカ粒子が流出

ガラスビーズとゲル粒子の比較

水の流量：25 mL/h, シリカ分散液：0.4 mL  (10 g/L)

圧力損失層の高さ シリカの流出挙動

gel vs glass bead（40 μm)

● ： 100 nm silica
▲ ： 1 μm silica
■ ： 10 μm silica
Open ： glass bead
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ゲル粒子とガラスビーズ充填カラムの捕捉率の比較

シリカ粒子はゲル層によって徐々に捕捉される

Gel layer [%] Glass bead [%]

10 µm silica
1.0 µm silica
100 nm silica

100
80
57

100
11
10
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応用例１ : 酸化グラフェン（GO）の分離

・いろいろなアスペクト比をもつ粒子

・溶液中で不可逆的に凝集

・酸化グラフェンの分離

新規物質として利用
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GO分散液の透過

ＧＯ分散液 ：1.0 g L-1, 0.40 mL
ゲル層の高さ ：1.0 cm

圧力損失 溶出曲線

捕捉率 [%]

25 mL/h 73%

50 mL/h 79%

応用例１ : 酸化グラフェン（GO）の分離
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流出液

GOの分離

応用例１ : 酸化グラフェン（GO）の分離

Observed by optical microscopy 
(×2000)

28 μm

0.8 μm

0.7 μm

1.5 μm 2.5 μm

ゲル層の上部、下部、流出液で検出されるＧＯのサイズが異なる
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ゲル層の内部に捕捉された粒子は回収できるのか？

応用例２ 様々なサイズのシリカ粒子分散液

操作圧力のon-offによってゲル層を伸縮

ゲル層の間隙を徐々に開放
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様々なサイズをもつシリカ粒子を徐々に溶出

応用例２ 様々なサイズのシリカ粒子分散液

I.D. of column: 2.5 cm, gel layer 1.0 cm

水の流量
625 mL/h → 300 mL/h → 200 mL/h → 100 mL/h

ゲル層中のゲル粒子間隙のon-offで粒子を徐々に溶出
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流出した粒子を直接観察

応用例２ 様々なサイズのシリカ粒子分散液

① ②

③

④

① 625 ml/h ② 300 mL/h ③ 200 mL/h ④ 100 mL/h

Elution percentage [%]
22% 46% 62% 68%
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1) ゲルの弾性によって粒子を浮上＋クロスフロー

ゲル層の上部に存在する粒子の回収は?

2) マグネタイト導入ゲル：ろ物とゲルを磁石を用いて分離
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既存技術との性能比較

分離技術 分離の原理 長所 短所

ろ過 サイズ
ろ布（膜）で

孔径が設定
材料表面に詰まる

遠心分離 サイズ、比重
比重・サイズで

粒子分離可能
処理がバッチ式

ハイドロダイナミック

クロマトグラフィー
粒子に対する流れの影響

詰まることなく

処理可能
少量のみ処理

ゲル粒子充填カラム
粒子のサイズや形状

（100 nm～10 μm）

一度に広い範囲で

大量の粒子を処理可能

（移動相と運転条件の

設計が必要）

（現在）

大きな粒子の

回収が困難
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サイズ範囲：100 nm～10 µm

想定できる用途と実用化

想定できる用途：（できれば）高付加価値の粒子の分離

微生物、細胞

セラミックス

100 nm以上の高分子，など

ゲル粒子充填層と運転条件の最適化が必要

・上記の条件出し（数学モデル）の確立
・対象物質との相性
・コスト
・プロセスのスケール

（現在のスケールは内径 5 cm、高さ50 cm）

実用化への課題！！
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連携していただける企業様へ

１ 本提案システムを用いた高付加価値な分離物質を提案

２ できれば本システムを検証・導入

３ 分離だけでなく、ゲル粒子の表面や内部で反応

４ 弾性構造の積極的な利用（多孔性膜、MBR）
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ながれによって粒子を分離

ハイドロダイナミッククロマトグラフィーを用いた粒子分離

大きな粒子ほど、早く溶出
（流体の種類、流量、流路の形状に依存）

Carbohydrate Polymers, 146, 109-114 (2016)
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水溶性高分子溶液の滴下：パラジウム粒子を回収しながら沈殿

高粘性溶液中でのパラジウム粒子の回収

水溶性高分子の滴下 Complexation of polymer 
with Pd

Precipitation of added 
polymer via 
dehydration by acetone

Particle recovery 
by precipitation

Water-soluble 
polymer

Pd
particle

Solvent 
such as 
acetone

Addition of water-soluble polymer

dehydration

poly(DMAEMA)

WA30

Hydrometallurgy, 179, 73-78 (2018)

吸着法と比較して高速で粒子を回収
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お問い合わせ先

リージョナル・イノベーションセンター

知財戦略・技術移転部門

TEL：0952-28-8151

FAX：0952-28-8186

E-mail：tlo@mail.admin.saga-u.ac.jp

国立大学法人 佐賀大学


