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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濃縮・分離または分析の対象である物質のイオンを、電場が掛けられた泳動路に沿って
移動させることにより濃縮・分離または分析する電気泳動方法であって、
　前記泳動路が設けられている泳動媒体として、３０Ｗ／ｍＫ以上の高熱伝導率を有する
絶縁体であり、泳動路が、泳動媒体全体の断面積に対する泳動路の断面積の合計の割合が
１０－２～１０－１となるように、等間隔に複数配置されている泳動媒体を用いて、
　高熱伝導率の絶縁体中に複数設けられている前記泳動路に電場を掛けることにより、電
場により発生する熱を除熱し、向流による乱流の発生を抑制しながら、前記イオンを移動
させて濃縮・分離または分析することを特徴とする電気泳動方法であり、
　前記濃縮・分離または分析の対象である物質が、４８Ｃａであることを特徴とする電気
泳動方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気泳動方法を用いて、対象となる物質のイオンを濃縮・分離または
分析することを特徴とする濃縮・分離または分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気泳動装置、電気泳動法および電気泳動法を用いた濃縮・分離・分析方法
に関し、特に、同位体元素の濃縮・分離・分析などに好適な電気泳動装置、電気泳動法お
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よび電気泳動法を用いた濃縮・分離・分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、核化学分野や生物化学分野など様々な分野で、種々の元素の同位体が使用されて
いる。
【０００３】
　同位体元素を濃縮・分離する方法として、従来より、主に、遠心分離法が用いられてい
る。
【０００４】
　しかし、この遠心分離法を用いた同位体元素の濃縮・分離には、濃縮・分離対象の元素
が含まれた気体を必要とするため、気体の化合物が存在しないＣａ（カルシウム）等の同
位体の濃縮・分離には採用することができない。
【０００５】
　そこで、このように気体の化合物が存在しない元素から同位体を濃縮・分離する場合に
は、質量分析法が採用されている。この方法は、真空中で原子をイオン化し、電界により
イオンビームとして加速し、磁場で曲げた場合、同位体の質量差により曲率が相違するこ
とを利用して同位体の濃縮・分離を行うものであるが、その際に多大の電力を消費するた
めコストが掛かり、非常に高価とならざるを得ない。例えば、９０％以上に濃縮された４

８Ｃａは、一般的に、１ｇ当たり１０００万円を超える価格となっている。
【０００６】
　そこで、このように気体の化合物が存在しないＣａ等から同位体を安価に濃縮・分離す
ることができる方法が種々検討されている。
【０００７】
　一例として、同位体によって生じる化学反応率の差を利用して同位体の濃縮・分離を行
うことが検討されたが、この方法には、適用し得る元素が限られるという問題がある。
【０００８】
　このような状況下、単原子イオンやタンパク質、アミノ酸などの分離、分析に使用され
てきた電気泳動法を用いて同位体の濃縮・分離を行うことが、適用し得る元素が広範なこ
とや、簡便な方法であるなどの観点より、注目されている（例えば、特許文献１、２およ
び非特許文献１）。
【０００９】
　この電気泳動法は、溶液中で電荷を持つ粒子、即ちイオン（高分子やタンパク質を含む
）が、電場が掛けられた際に移動する性質を利用するものであり、溶液中におけるイオン
の移動速度はイオン固有の移動度（電場と速度の比）で決定されるため、移動度の差と泳
動距離の積により各イオンを分別することができる。
【００１０】
　しかし、従来の電気泳動法を用いて、同位体の濃縮を行おうとすると、以下に示すよう
な解決すべき点があった。
【００１１】
　即ち、電気泳動法では、溶液に電場を掛けてイオンを移動させているが、単原子イオン
における同位体間の移動度の差は基本的に小さいため、同位体を濃縮・分離するためには
、高い電場を掛けて泳動距離を長くして、移動距離の差を大きくする必要がある。しかし
、高い電場を掛けて大きな電流を通電すると、その通電に伴い大きなジュール熱が発生し
て、溶液に対流などの乱流を生じさせる恐れがある。この乱流は、イオンの移動に乱れを
生じさせるため、泳動距離を長くしても、充分な同位体の濃縮・分離が阻害される。また
、沸騰に至った場合には乱流はさらに大きくなるため、イオンが移動できなくなる。
【００１２】
　通電せずに電場を掛けると、イオンが電場を移動することにより、電荷の分布（ｐＨ勾
配）が生じるが、この電荷の分布はそれ自身が新たな電場を形成して、元々掛けていた電
場を相殺する（打消す）方向に作用するため、双方の電場がちょうど釣り合った段階でイ
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オンの移動が停止するという問題もある。
【００１３】
　これらの問題を解決する手段として、径が小さなキャピラリー（毛細管）内でイオンを
泳動させるキャピラリー電気泳動法が提案されている。径が小さなキャピラリーを用いる
ため、冷却が容易で、乱流が発生しにくい。しかし、径が小さなキャピラリーを用いる限
り、一度に分離できる同位体の量を多くすることが困難であり、工業的に実用的な手段と
は言えない。
【００１４】
　そこで、ゲルやスポンジやイオン交換樹脂などを充填して、乱流の発生を抑制すること
により、より径が大きな泳動部に乱流を押さえる機能をもたせ、一度に大量の同位体を濃
縮することが検討されている。
【００１５】
　しかし、これらゲルやスポンジやイオン交換樹脂などが充填された泳動部を用いた場合
であっても、ジュール熱の発生を考慮すると、掛けることができる電圧（電流）には限界
があり、イオンを短時間で長距離移動させることは容易ではなく、同位体を充分に濃縮・
分離するには長時間を要するため、効率的な手段とは言えない。
【００１６】
　例えば、泳動部の径を大きくした電気泳動法を用いて、カルシウム同位体の分離を行っ
た例が、非特許文献１に示されている。ここでは、１．２Ｖ／ｃｍ程度の電圧を約９００
時間掛けて２３ｍ移動させることにより、４８Ｃａを４０Ｃａに対して自然存在比の０．
１８７％から約３０％濃縮している。
【００１７】
　上記においては、ジュール熱による温度上昇を抑えながら大量の泳動を行うために、電
圧を１．２Ｖ／ｃｍ程度と低く設定すると共に、電流密度を０．１～０．２Ａ／ｃｍ２（
ジュール熱で０．１～０．２Ｗ／ｃｍ３に相当）程度にすることで温度を８０℃程度に抑
えている。しかし、乱流を抑えても、拡散による泳動距離の広がりは避けられない。この
ため、高い濃縮度を達成するには同位体間の泳動距離の差を、前記した拡散による泳動距
離の広がりよりも充分大きくすることが必要であり、約９００時間という長時間を掛けて
長距離の泳動をさせている。
【００１８】
　このときの移動速度は、内径０．１ｍｍのキャピラリーで０．１～１ｋＶ／ｃｍ程度の
電圧をかけて１ｍ程度泳動させる一般的なキャピラリー電気泳動法における金属イオンの
移動速度（１ｋＶ／ｃｍの電圧で５ｍｍ／ｓ程度）に比べ、百分の１から千分の１である
。また、周りに冷却水を通すため、泳動部全体としての直径は数ｃｍになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】特開２００２－７９０５９号公報
【特許文献２】特開２０１０－２９７９７号公報
【非特許文献】
【００２０】
【非特許文献１】ＮＯＢＵＹＡ　ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ　他２名著、「ＣＡＬＣＩＵＭ　Ｉ
ＳＯＴＯＰＥ　ＥＮＲＩＣＨＭＥＮＴ　ＢＹ　ＭＥＡＮＳ　ＯＦ　ＣＯＵＮＴＥＲ－ＣＵ
ＲＲＥＮＴ　ＥＬＥＣＴＲＯＭＩＧＲＡＴＩＯＮ　ＵＳＩＮＧ　ＡＮ　ＩＯＮ－ＥＸＣＨ
ＡＮＧＥ　ＲＥＳＩＮ　ＡＳ　ＭＩＧＲＡＴＩＯＮ　ＭＥＤＩＵＭ」、Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ　２５２（１９８２）　１２１－１３０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明は、上記した従来の電気泳動法の問題点に鑑み、移動度の差が小さい同位体であ
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っても、短時間で充分な距離の泳動をさせて、効率よく、大量に濃縮・分離・分析するこ
とができる電気泳動装置、電気泳動法および濃縮・分離・分析技術を提供することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明者は、鋭意検討を行った結果、以下に示す各技術によれば、上記課題が解決でき
ることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００２３】
　本発明に関連する第１の技術は、
　濃縮・分離または分析の対象である物質のイオンを、電場が掛けられた泳動路に沿って
移動させることにより濃縮・分離または分析する電気泳動装置であって、
　前記泳動路が、電場により発生する熱を除熱し、向流による乱流の発生を抑制するよう
に、高熱伝導率の絶縁体中に複数設けられていることを特徴とする電気泳動装置である。
【００２４】
　イオンの移動距離は速度×時間により決定されるが、イオンは拡散や乱流によりさらに
広がって移動する。この内、乱流による移動距離の広がりは、泳動路の径を制御すること
により抑制することができるものの、拡散による広がりは抑制することができない。
【００２５】
　このため、イオンの効率的な濃縮・分離を行うためには、電気泳動において掛ける電場
を高くして、対象となるイオンとそれ以外のイオンとの間における移動距離の差を、拡散
による移動距離の広がりよりも大きくなるようにして、これらを明確に分離させる必要が
ある。
【００２６】
　しかし、泳動路におけるイオンの移動は電流となるため、電場に掛けられた電圧との積
で与えられる電力に対応するジュール熱が発生する。前記したように、ジュール熱の発生
は水溶液を温度上昇させて、イオンに新たな乱流の発生を招くため、温度を妥当な範囲内
に維持できるように除熱して、この乱流の発生を抑制する必要がある。
【００２７】
　従来の電気泳動法においては、例えば、０．１ｍｍφ程度の極細キャピラリーを用いて
泳動路とすることにより、イオンの移動距離が乱流で広がることを抑制していた。この円
筒状のキャピラリーは体積に対する表面積が大きいため、周囲から有効に熱を取り去るこ
とが可能であるが、除熱に際しては、キャピラリーの周囲に大きな冷却スペースを設ける
必要がある。例えば、直径０．１ｍｍφ程度のキャピラリーであれば、その周囲に直径数
ｃｍの冷却スペースを設ける必要があり、冷却スペースを含めた泳動装置全体の断面積に
対して泳動路自体（キャピラリー）の断面積の比が１０－４～１０－５と小さくなる。こ
のため、大量の濃縮・分離・分析を目的として多数のキャピラリーを配置することは、電
気泳動装置の大きさが非常に大きくなることが避けられず、実用的な方法として適用する
ことができなかった。
【００２８】
　本技術によれば、泳動路を設ける媒体（泳動媒体）として高熱伝導率の絶縁体を採用し
、この泳動媒体中にイオン水溶液を泳動させる複数の泳動路が設けられているため、高い
電場を掛けて、大量のイオン水溶液を泳動させても、充分に乱流の発生を抑制して、短時
間で、充分に大きな移動距離の差を生み出させることができ、濃縮・分離・分析の効率を
飛躍的に向上させることができる。
【００２９】
　即ち、複数の泳動路（以下、「マルチチャネル」ともいう）が設けられた泳動媒体を用
いることにより、大量のイオン水溶液を泳動させることが可能となるため、大量の濃縮・
分離・分析を行うことができる。
【００３０】
　そして、泳動媒体として高熱伝導率の絶縁体を用いているため、複数の泳動路に高い電
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場を掛けた場合でも、発生するジュール熱を高熱伝導率の泳動媒体を介して効率的に除熱
することができるため、乱流の発生を充分に抑制して、短時間で、効率的な濃縮・分離・
分析を行うことができる。
【００３１】
　また、このように効率的に除熱することができるため、泳動路の径を、乱流の発生が予
測される限度まで大きくすることが可能となり、より大量の濃縮・分離・分析を行うこと
ができる。
【００３２】
　この結果、上記したように、濃縮・分離・分析の効率を飛躍的に向上させることができ
、気体の化合物が存在しないＣａなどであっても、同位体を安価に濃縮・分離・分析して
提供することができる。
【００３３】
　さらに、高熱伝導率の泳動媒体中に複数の泳動路を設けても効率的な除熱が行われるた
め、泳動媒体全体の断面積に対する泳動路の断面積の比を小さくすることができ、電気泳
動装置のコンパクト化を図ることができる。
【００３４】
　なお、本技術に係る電気泳動装置は、上記のような同位体の濃縮・分離・分析のみなら
ず、従来と同様に、単原子イオン、タンパク質、アミノ酸などの濃縮・分離・分析に使用
することもできる。
【００３５】
　そして、本技術において「高熱伝導率」とは、水溶液中をイオンが移動するに際して、
チャネル内を支障なく移動することができる温度、具体的には、水の沸点（１００℃）に
対して充分に低い温度、具体的には、イオンの濃縮・分離・分析に影響を与えるような乱
流を水溶液に生じさせない温度に維持できるように除熱することができる熱伝導率を意味
し、チャネルの径や間隔および数などに応じて適宜選択される。
【００３６】
　本発明に関連する第２の技術は、
　前記泳動路が設けられている泳動媒体の熱伝導率が、３０Ｗ／ｍＫ以上であることを特
徴とする第１の技術に記載の電気泳動装置である。
【００３７】
　本技術における泳動媒体としては、前記したように、泳動路を複数設けても温度上昇を
１００℃以下に保つように有効に除熱することができ、乱流を引き起こすことがない高熱
伝導率の絶縁体からなる泳動媒体が採用され、具体的には、通常の絶縁体に比べて１００
倍程度大きい３０Ｗ／ｍＫ以上、より好ましくは５０Ｗ／ｍＫ以上の熱伝導率を有する絶
縁体からなる泳動媒体が好ましく使用される。なお、高熱伝導率である限り、熱伝導率の
上限は特に限定されないが、コストなどを考慮すると、実用的には、３００Ｗ／ｍＫ程度
を上限とすることが好ましい。
【００３８】
　このような高熱伝導率の絶縁体からなる泳動媒体を用いることにより、従来のキャピラ
リーよりも大きな径の泳動路を複数設けても、温度上昇を１００℃以下に保つように有効
に除熱でき、乱流を引き起こすことがない。具体的には、例えば、０．５ｍｍφまで直径
を大きくすることができ、直径０．１ｍｍφ程度の極細チューブを用いるキャピラリー電
気泳動法に比べて断面積を２５倍程度にまで大きくすることができるため、泳動量を飛躍
的に増加させることができる。
【００３９】
　このような高熱伝導率を有する絶縁性物質、特に熱伝導率が５０Ｗ／ｍＫ以上の絶縁性
物質としては、例えば、ＢＮ、ＡｌＮ、ダイヤモンドなどを挙げることができる。
【００４０】
　本発明に関連する第３の技術は、
　前記泳動媒体には、直径０．５ｍｍφ以下の泳動路が、泳動媒体全体の断面積に対する
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泳動路の断面積の合計の割合が１０－２～１０－１となるように、等間隔に複数配置され
ている
ことを特徴とする第２の技術に記載の電気泳動装置である。
【００４１】
　高熱伝導率の泳動媒体を用いることにより、前記したように、従来のキャピラリーより
も大きな径の泳動路を設けることができるが、さらに、このような泳動路を複数設ける（
マルチチャネル化）ことにより、より有効に熱を取り除くことができる。具体的には、泳
動媒体全体の断面積に対する泳動路の断面積の合計の割合を、キャピラリー泳動法におけ
る１０－５～１０－４から１０－２～１０－１にまで、２～４桁大きくすることができる
。なお、泳動装置の断面は実質的に泳動媒体により占められていると考えることができる
ため、「泳動媒体全体の断面積」を「泳動装置全体の断面積」と考えてもよい。そして、
泳動媒体全体の断面積の割合が同じ場合には、細い径の泳動路が多く設けられている方が
好ましく、工作上の強度等の問題を考慮して、適切な径の泳動路を適切な泳動媒体全体の
断面積の割合で設けることが好ましい。
【００４２】
　この結果、装置の小型化を図りながら、十分な量の泳動が可能になる。なお、設けられ
る泳動路の径や上記面積割合は、泳動媒体の熱伝導率や泳動路の形状に合わせて適宜設定
することができる。そして、複数の泳動路は、泳動媒体に熱の偏りが生じないように、等
間隔に配置されていることが好ましい。また、複数の泳動路が等間隔に配置されている場
合には、投入できる電力等の評価を容易に行うことができる。
【００４３】
　　本発明に関連する第４の技術は、
　さらに、前記泳動路中の溶液に、前記イオンの泳動速度に対応した速度で、イオンの泳
動方向とは逆方向の流れを生じさせる向流発生手段が設けられていることを特徴とする第
１の技術ないし第３の技術のいずれかに記載の電気泳動装置である。
【００４４】
　泳動路中の溶液に、イオンの泳動速度に対応した逆流（向流）を作用させることにより
、イオンの移動距離を抑制することができるため、短い距離の泳動路であっても、実質的
には長い泳動距離を確保することができ、移動距離の差が小さい同位体であっても充分に
濃縮・分離・分析することができる。また、電気泳動装置のより小型化を図ることができ
る。
【００４５】
　　本発明に関連する第５の技術は、
　濃縮・分離または分析の対象である物質のイオンを、電場が掛けられた泳動路に沿って
移動させることにより濃縮・分離または分析する電気泳動方法であって、
　高熱伝導率の絶縁体中に複数設けられている前記泳動路に電場を掛けることにより、電
場により発生する熱を除熱し、向流による乱流の発生を抑制しながら、前記イオンを移動
させて濃縮・分離または分析することを特徴とする電気泳動方法である。
【００４６】
　前記したように、高熱伝導率の泳動媒体に複数の泳動路を設ける（マルチチャネル化）
ことにより、従来のキャピラリー電気泳動法で用いられる一般的な電場に近い電場、具体
的には１００Ｖ／ｃｍ以上の電場を掛けても、乱流の発生を充分に抑制しながら有効に除
熱することができるため、短時間で、大量のイオン水溶液を効率的に濃縮・分離・分析す
ることができる。
【００４７】
　ここで、一定の分離を得る条件では、電場の高さは濃縮・分離・分析に要する時間の平
方根の逆数に比例し、泳動距離は電場の高さと時間との積で与えられるため、電場をｎ倍
高くすることにより、濃縮・分離・分析に要する時間を１／ｎ２に短縮することができる
と共に、濃縮・分離・分析に要する泳動距離を１／ｎと短縮することができ、効率的な濃
縮・分離・分析を行うことができる。
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【００４８】
　　本発明に関連する第６の技術は、
　前記濃縮・分離または分析の対象である物質が同位体元素であることを特徴とする第５
の技術に記載の電気泳動法である。
【００４９】
　上記の電気泳動法は、マルチチャネル化した泳動媒体を用いて、イオンに、短時間で、
長距離の泳動を与えることが可能であるため、移動度の差が小さい同位体であっても、短
時間で充分な距離を泳動させて、効率よく、大量に濃縮・分離・分析することができる。
【００５０】
　　本発明に関連する第７の技術は、
　前記同位体元素が、４８Ｃａであることを特徴とする第６の技術に記載の電気泳動法で
ある。
【００５１】
　上記の電気泳動法は、移動度の差が小さい同位体であっても、短時間で充分な泳動をさ
せて、効率よく、大量に濃縮・分離・分析することができるため、近年注目されている同
位体であって、遠心分離法の採用が不可能な気体の化合物が存在しないカルシウムの同位
体の濃縮・分離・分析に好ましく適用することができ、また、質量分析法による分離に比
べて、安価かつ大量に４８Ｃａを提供することができる。
【００５２】
　本発明に関連する第８の技術は、
　第５の技術ないし第７の技術のいずれかに記載の電気泳動法を用いて、対象となる物質
のイオンを濃縮・分離または分析することを特徴とする濃縮・分離または分析方法である
。
【００５３】
　これらの電気泳動法は、短時間に大量のイオンを充分な距離泳動させることができるた
め、移動度の差が小さい同位体であっても、効率よく濃縮・分離・分析することができる
。
【００５８】
　本発明は、上記した各技術に基づくものであり、請求項１に記載の発明は、
　濃縮・分離または分析の対象である物質のイオンを、電場が掛けられた泳動路に沿って
移動させることにより濃縮・分離または分析する電気泳動方法であって、
　前記泳動路が設けられている泳動媒体として、３０Ｗ／ｍＫ以上の高熱伝導率を有する
絶縁体であり、泳動路が、泳動媒体全体の断面積に対する泳動路の断面積の合計の割合が
１０－２～１０－１となるように、等間隔に複数配置されている泳動媒体を用いて、
　高熱伝導率の絶縁体中に複数設けられている前記泳動路に電場を掛けることにより、電
場により発生する熱を除熱し、向流による乱流の発生を抑制しながら、前記イオンを移動
させて濃縮・分離または分析することを特徴とする電気泳動方法であり、
　前記濃縮・分離または分析の対象である物質が、４８Ｃａであることを特徴とする電気
泳動方法である。
【００５９】
　請求項２に記載の発明は、
　請求項１に記載の電気泳動方法を用いて、対象となる物質のイオンを濃縮・分離または
分析することを特徴とする濃縮・分離または分析方法である。
【発明の効果】
【００６０】
　本発明によれば、移動度の差が小さい同位体であっても、短時間で充分な距離の泳動を
させて、効率よく、大量に濃縮・分離・分析することができる電気泳動装置、電気泳動法
および濃縮・分離・分析技術を提供することができる。
【００６１】
　また、本発明を核燃料物質の濃縮・分離・分析に適用した場合には、工場を実験室に変
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えるようなコンパクト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の一実施の形態における電気泳動装置を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　以下、本発明を実施の形態に基づいて説明する。
【００６４】
１．実施の形態
（１）電気泳動装置の構成
　図１は本実施の形態における電気泳動装置を模式的に示す図であり、（ａ）は電気泳動
装置を正面から見た断面図、（ｂ）は前記電気泳動装置に設けられた泳動媒体の正面図で
ある。図１において、１は容器、２は泳動部、３は陽極板、４は陰極板、５は泳動媒体、
６は向流発生部、７は泳動路（チャネル）、８はマルチチャネル部、９は陽極側撹拌部、
１０は陰極側撹拌部である。
【００６５】
　容器１は縦断面の形状が略円形で両端が閉じられた筒状の容器であり、容器１の内部に
は、濃縮・分離・分析の対象である物質のイオンを含む水溶液が満たされており、泳動媒
体５を挟んで所定の間隔で＋電極となる陽極板３、および－電極となる陰極板４が配置さ
れている。なお、容器１としては、泳動媒体５における除熱をより効果的に行う観点から
、熱伝導性が高い絶縁体の材質を用いて形成されていることが好ましいが、コストと効果
を考慮して適宜設定される。なお、本実施の形態においては、アクリル樹脂を用いている
。
【００６６】
　そして、陽極板３と泳動媒体５との間には陽極側撹拌部９が、また陰極板４と泳動媒体
５との間には陰極側撹拌部１０が設けられて、陽極板３と陰極板４との間に泳動部２が形
成されている。
【００６７】
　泳動媒体５には、図１（ｂ）に示すように、断面形状が円形の泳動路７が多数設けられ
ており（マルチチャネル化）、この泳動路７の中をイオンが移動する。泳動路７の直径と
しては０．５ｍｍφまで大きくすることが可能で、本実施の形態においては、前記したよ
うに、工作上の強度等の問題を考慮して、泳動媒体全体の断面積に対する泳動路７の断面
積の合計の割合が０．０３となるように等間隔に配置したが、０．１程度まで高めること
が可能である。また、本実施の形態においては、泳動媒体５を冷却するために銅管（図示
せず）が巻かれており、中に水を通して冷却している。
【００６８】
【数１】

としては、特に条件は無いが、一般的に数ｃｍに設定される。
【００６９】
　泳動媒体５は、絶縁体で高い熱伝導率を有する物質、好ましくは熱伝導率が３０Ｗ／ｍ
Ｋ以上、より好ましくは５０Ｗ／ｍＫ以上の物質、例えば、ＢＮなどを用いて形成されて
いる。このように高い熱伝導率を有する物質を用いて泳動媒体５が形成されているため、
直径０．１ｍｍφ程度の極細チューブを用いるキャピラリー電気泳動法に比べて大きな直
径の複数の泳動路７に同程度の高い電場を掛けた場合でも、発生するジュール熱を充分に
取り除くことができ、泳動路７における乱流の発生が抑制される。
【００７０】
　なお、この電気泳動装置には、図１（ａ）に示すように、さらに、向流発生部６が設け
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られていることが好ましい。向流発生部６を設けて、イオンの泳動速度に対応した逆流（
向流）を作用させることにより、イオンの移動距離を抑制して、実質的に長い泳動距離を
短い距離の泳動路７で確保することができるため、電気泳動装置を大型化することなく、
濃縮・分離することができ好ましい。
【００７１】
（２）同位体の濃縮・分離・分析
　次に、上記の電気泳動装置を用いた同位体の濃縮・分離・分析について説明する。
【００７２】
　最初に、容器１内に、対象となる同位体のイオンが含まれた水溶液、例えば、４８Ｃａ
が含まれたＣａイオンの水溶液などを充填する。
【００７３】
　次に、陽極板３と陰極板４との間に所定の電圧を印加し、電場を形成させる。好ましい
電場は１００Ｖ／ｃｍ以上であり、これは、キャピラリー電気泳動法における電場とほぼ
同程度の電場である。
【００７４】
　このように大きな電場を掛けることができるのは、前記したように、高熱伝導率の泳動
媒体５中に泳動路７が設けられているため、発生するジュール熱を充分に取り除くことが
でき、泳動路７における乱流の発生が抑制されるからである。
【００７５】
　電場が形成されることにより、泳動路７内を、カチオンは陰極板４側に、アニオンは陽
極板３側にそれぞれ泳動する。
【００７６】
　このとき、質量が異なる同位体は異なる移動速度を持つため、充分な距離を泳動させる
ことにより、質量が異なる同位体の濃縮・分離を行うことができる。
【００７７】
　本実施の形態においては、前記したように、従来のキャピラリー電気泳動法に比べて大
きな直径の泳動路７に高い電場を掛けても、発生するジュール熱を充分に取り除いて乱流
の発生を抑制することができるため、大量の水溶液を効率的に濃縮・分離・分析すること
ができる。
【００７８】
　なお、上記において、濃縮・分離・分析の対象となるカチオンの泳動速度と同程度で、
図１（ａ）に矢印で示すように、カチオンとは逆方向の流れ（向流）を作用させると、カ
チオンの実質的な移動速度は非常に小さくなるため、泳動路７の長さ
【００７９】
【数２】

に対して実際の泳動距離を大きく伸ばすことができる。
【００８０】
　前記したように、質量が異なる同位体は、異なる移動速度を持つため、向流の速度をそ
の中間に設定すると、平均の速度が０となって、移動速度が遅い同位体は図１（ａ）にお
いて左側の陽極側に、移動速度が速い同位体は図１（ａ）において右側の陰極側に集まる
ことになるため、質量が異なる同位体の濃縮・分離・分析をより効率的に行うことができ
る。
【００８１】
２．理論面からの考察
　次に、本発明に係る電気泳動法の理論面からの考察について、同じく図１を参照しなが
ら説明する。
【００８２】
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（１）基本的な考え方
　前記したように、電気泳動法によるイオンの濃縮・分離・分析は、泳動路７に電場を掛
けて、イオンの移動度の差が濃縮・分離・分析に充分な泳動距離の差を生み出すまで、イ
オンを泳動させることにより達成することができるが、短時間で、大量に濃縮・分離・分
析するためには、拡散による広がりより大きな移動距離の差を生み出させると共に、電圧
との積で与えられる電力に対応するジュール熱を適切に除熱する必要がある。
【００８３】
（２）具体的な方策
　細い泳動路を用いると、イオンの移動距離が乱流によりさらに広がることを避けること
ができる。また体積に対する表面積が大きいので周りから熱を有効に取り去ることができ
る。しかし、前記したように、泳動に使える有効な断面積が小さいので、大量のイオンの
濃縮（分離）に向いていない。
【００８４】
　そこで、本発明者は、イオンの濃縮（分離）の効率を上げる方法と、発生したジュール
熱を除去する方法の２つに着目し、
イ）細い泳動路（チャネル）７を高熱伝導率の絶縁体からなる泳動媒体５中に設けること
で、乱流の発生を抑制すると共に発生したジュール熱を有効に除去する、
ロ）泳動路（チャネル）７の数を多くするマルチチャネル化を行うことにより、大量の分
離を可能にする、
ハ）各泳動路（チャネル）７の形状と配置を、除熱の観点から最適化すると共に、電場を
高くすることにより、電力当たりの分離効率を向上する、
ことにより、濃縮・分離・分析の効率を飛躍的に向上させることができると考えた。
【００８５】
　なお、本発明者は、このような電気泳動法を、「マルチチャネル向流電気泳動法」（Ｍ
ＣＣＥ：　Ｍｕｌｔｉ－Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ）と名付けた。以下、マルチチャネル向流電気泳動法の考え方に付
き説明する。
【００８６】
（３）マルチチャネル向流電気泳動法
（ａ）基本方程式
　泳動媒体５の断面積をＳＡ、マルチチャネル部８の開口断面積の合計をＳＭＣとする。
電圧は電極で与えられる。このとき、基礎となる方程式は、電荷密度と電位の関係を与え
るポアッソンの方程式（１．１）、電荷の保存則（１．２）、オームの法則（１．３）で
あり、それぞれ以下のように表される。なお、Ｖは電位、ρは電荷密度、
【００８７】
【数３】

は電流密度、Δはラプラス演算子、∇はナブラ微分演算子、εは水溶液の誘電率、κは水
溶液（イオン水溶液）の電気伝導度である。
【００８８】
【数４】

【００８９】
【数５】
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【数６】

【００９１】
（ｂ）実際の関係式
　本実施の形態においては、定常状態を考えているため、時間微分は０となる。また、泳
動路７を移動する水溶液は導体であるため、電荷分布ρも０となる。この結果、上記の式
（１．２）において電流密度は
【００９２】

【数７】

となる。これを攪拌部（陽極側撹拌部９および陰極側撹拌部１０）とマルチチャネル部８
との境界に適用すると、流れ込む電流と流れ出す電流は同じ
【００９３】

【数８】

であることから、
【００９４】

【数９】

となり、マルチチャネル部８における電流密度は、下記の式（２．１）で表される。なお
、式（２．１）において、添え字はＡが攪拌部を表し、ＭＣがマルチチャネル部を表す。
【００９５】

【数１０】

となる。
【００９６】
　電気伝導度（κ）が場所に依らず一定とすると、オームの法則（１．３）によって、電
場にも電流密度と同様の
【００９７】

【数１１】

という関係がある。
【００９８】
　そして、電極間の電圧Ｖとマルチチャネル部に掛かる電圧ＶＭＣと攪拌部の電圧ＶＡの
関係は、攪拌部の長さを陽極側と陰極側の和、即ち、
【００９９】
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【数１２】

を用いると、
【０１００】
【数１３】

と表すことができる。ここで、マルチチャネル部８の開口断面積ＳＭＣは泳動路の断面積
ＳＡに比較して遙かに小さい、即ち、
【０１０１】

【数１４】

であるため、マルチチャネル部８における電場は攪拌部に比較して充分大きく、即ち、
【０１０２】
【数１５】

となる。この結果、殆どの電圧がマルチチャネル部８に掛かるようにすると、ジュール熱
は殆ど泳動路７において発生することになる。
【０１０３】
（ｃ）泳動路における消費電力
　マルチチャネル部８の泳動路７において発生する電力、即ちジュール熱
【０１０４】
【数１６】

は、電流と電圧の積、即ち、
【０１０５】

【数１７】

を泳動路７内で体積積分することで与えられるため、
【０１０６】
【数１８】

と表すことができる。なお、上記式（２．３）の最後の式を得るに当たっては、
【０１０７】
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【数１９】

および
【０１０８】
【数２０】

の近似を用いた。
【０１０９】
　電極間における電力はほぼ電極間の電流と電圧の積のＩＶで与えられるが、上記の式（
２．３）より、マルチチャネル部８の泳動路７における電力の場合には、攪拌部で消費さ
れる電力分、即ち、
【０１１０】
【数２１】

だけ少なくなっていることが分かる。
【０１１１】
（ｄ）電場と分離に要する時間
（イ）泳動速度と電場と電力
　電場によるイオンの移動泳動速度は移動度と電場の積で与えられる。また、塩の溶液に
おける電気伝導度は、カチオンとアニオンの移動度と濃度で与えられる。
【０１１２】
　例えば、ＣａＣｌ２溶液の場合、Ｃａイオンの泳動速度は０．５９ｍｍ／ｓ／［１００
Ｖ／ｃｍ］であり、Ｃｌイオンの泳動速度は０．７７ｍｍ／ｓ／［１００Ｖ／ｃｍ］であ
る。
【０１１３】
　また、元素が同じでも同位体によって（例えば４０Ｃａと４８Ｃａ）小さいながら移動
度が違うことが知られている。この小さい差を利用して濃縮・分離・分析を行うためには
、長距離の泳動を必要とする。
【０１１４】
（ロ）拡散
　泳動による同位体の分離効率や目的とするイオンの分離効率は、拡散との関係で与えら
れる。電気泳動によって泳動距離に同位体間で差が生じても、その差が拡散による移動距
離の広がりに比較して大きくなければ分離の効率は上がらない。ここで、拡散は溶液中の
イオンが熱運動でランダムな方向に移動することを反映している。
【０１１５】
　ある時間（ｔ秒）経過後の位置の広がりはガウス関数で与えられ、その広がりを表す幅
（σ）は拡散係数Ｄと時間ｔを用いて、下記式（３．１）に示すように、時間の平方根に
比例する。
【０１１６】

【数２２】

【０１１７】
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　前記したＣａＣｌ２溶液の場合、Ｃａイオンの水中での拡散係数は常温で７．９×１０
－１０［ｍ２／ｓ］である。また、具体的なσの値は、例えば、１秒で０．０３９ｍｍ、
１００００秒では３．９ｍｍである。
【０１１８】
　実際には、この他に泳動路の乱流や泳動速度の場所依存性などが更なる拡散を引き起こ
し、その寄与が無視できない場合が多いが、装置の工夫で原理的には抑えることができる
。
【０１１９】
　そして、充分な濃縮・分離・分析を達成するためには、同位体の泳動距離の差が、上記
のσより充分大きくなる条件を実現する必要がある。
【０１２０】
（ハ）電場と分離効率
　電場による泳動距離は、移動度μと電場Ｅにより表すことができるため、時間ｔに移動
する距離
【０１２１】
【数２３】

は、下記式（３．２）のように表すことができる。
【０１２２】

【数２４】

【０１２３】
　前記したように、移動度は同位体によって差があるため、例えば、４０Ｃａと４８Ｃａ
の場合について、その差
【０１２４】

【数２５】

が生み出す泳動距離の差
【０１２５】
【数２６】

が、拡散による距離の広がりを示す式（３．１）に比べて充分に大きく、即ち、下記式（
３．３）の条件を満たすことができれば、分離が可能になる。
【０１２６】
【数２７】

【０１２７】
　上記式（３．３）を、両辺が等しいときの電場と時間の関係に直すと、下記式（３．４
）または（３．５）のように表すことができる。
【０１２８】



(15) JP 6207148 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

【数２８】

【０１２９】
【数２９】

【０１３０】
　上記式において、ＤおよびΔμは溶液の種類と濃度で決まる定数であるため、電場Ｅは
時間の平方根の逆数で与えられることになる。即ち、電場をｎ倍強くすれば分離に必要な
時間が１／ｎ２で短くなり、式（３．２）の電場と時間の積で与えられる泳動距離は１／
ｎになる。
【０１３１】
　前記したように、非特許文献１では、キャピラリー電気泳動法により、９００時間で２
３ｍに対応する泳動を行い、３０％の濃縮を達成している。このとき、Ｃａの泳動速度か
ら電場は１．２Ｖ／ｃｍであったと推定される。
【０１３２】
　キャピラリー電気泳動法の場合、数１００Ｖ／ｃｍの電場が一般的であるため、例えば
電場が１００倍になると同じ分離を得るための時間は１／１００００、泳動距離は１／１
００になって、大きく効率の向上を図ることが可能である。
【０１３３】
　しかし、式（２．３）で与えられる単位体積当たりの電力は電圧の二乗に比例して、１
００００倍となるため、発生するジュール熱を制御することが鍵となる。キャピラリー電
気泳動法では、極細チューブの周りを水で冷却することで高い電圧に伴う単位体積当たり
の高いジュール熱を取り去り、少量のサンプルを分析する用途に使われている。しかし、
大量の濃縮（分離）に向いていない。
【０１３４】
（ニ）電場と分離に要する電力
　前記したように、電場（単位長さ辺りの電圧）をｎ倍にすると、単位体積・時間当たり
の電力はｎ２倍になるが、分離に必要な時間は１／ｎ２、泳動距離は１／ｎで良いため、
電場の掛かる体積もほぼ１／ｎになる。この結果、一定量を濃縮・分離・分析するために
投入される全エネルギー（電力×時間）をほぼ１／ｎに減らすことができるため、投入す
る電力が一定の条件下では、電場を高くした方が総合的に分離効率を向上させることがで
きることが分かる。
【０１３５】
（ｅ）放熱とマルチチャネル
（イ）電力と放熱
　電場をｎ倍にしたときにｎ２倍になる電力はジュール熱となってそのまま水溶液の発熱
に使われる。キャピラリー電気泳動法では周りを冷却水で冷やすことで、この熱を取り去
っているが、冷却のためにキャピラリーの直径は０．１ｍｍ程度と細く、周りに数ｃｍの
冷却のスペースを必要とするため、全体の断面積の中で泳動路の断面積の比は１０－４～
１０－５と小さい。
【０１３６】
　本発明においては、泳動量を増やすために熱伝導率の高い物質を用いて作製された泳動
媒体中に泳動路（チャネル）を多数設けている。これにより、以下に示すように、冷却を
有効に行いながら泳動路の断面積の割合を１０－１～１０－２まで増やすことを可能にし
ている。
【０１３７】



(16) JP 6207148 B2 2017.10.4

10

20

30

40

（ロ）マルチチャネルのパラメーター
　１つのチャネルを半径ｒで長さ
【０１３８】
【数３０】

の円柱としたとき、熱は中の水溶液に接するチャネル側面から逃げると考えられる。そし
て、温度勾配があるときに単位時間および単位面積当たりに移動する熱量、即ち、除熱量
Ｊ［Ｗ／ｍ２］は、以下の式（４．１）で与えられる。なお、λは熱伝導率で物質固有の
値で、ｇｒａｄＴは温度勾配である。
【０１３９】

【数３１】

【０１４０】
　前記したように、除熱はチャネルの側面から行われるため、その面積は
【０１４１】
【数３２】

で表すことができる。なお、添え字のｃは１個のチャネルを意味するが、長さは複数のチ
ャネルのいずれにおいても同じであるため、
【０１４２】
【数３３】

である。
【０１４３】
　一方、各チャネルで発生する電力Ｐｃは、チャネル内の電力密度ρｃに体積を掛けるこ
とにより求めることができ、下式（４．２）、（４．３）と表すことができる。
【０１４４】
【数３４】

【０１４５】
【数３５】

【０１４６】
　ここで、チャネル内の溶液で発生する電力（ＰＣ）は側面の面積から側面から逃げるパ
ワー（Ｊ×側面積）と定常状態では釣り合っているため、Ｊについて、下式（４．４）に
示す関係を得ることができる。
【０１４７】
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【数３６】

【０１４８】
　前記式（４．１）より、除熱される熱量は温度勾配ｇｒａｄＴが一定の条件ではλに比
例することが分かる。キャピラリー電気泳動法で用いられる樹脂製のチューブのλは０．
５前後であるが、本発明において用いる泳動媒体においては、例えばＢＮを用いた場合で
は、結晶で２０００、焼結のセラミックでも５０程度のλを容易に得ることができるため
、Ｊを１００倍から数１０００倍にまで上昇させることが可能となる。
【０１４９】
（ハ）マルチチャネル領域の冷却
　前記したように、キャピラリー電気泳動法では０．１ｍｍφ程度の極細チューブを用い
ることが多い。これに対して、本発明の泳動媒体のＢＮはλが１００倍以上大きいため、
式（４．４）より電力密度又は半径を（乱流を引き起こさない程度に）大きく設定するこ
とが可能となる。単純には、式（４．１）と式（４．４）より半径ｒはλの平方根に比例
して大きくできる。
【０１５０】
　例えば、泳動路（チャネル）の太さを０．５ｍｍφ程度にすると断面積は２５倍に増え
、その上でチャネルを多く設置（マルチチャネル化）することにより、泳動量を更に増や
すことができる。この場合、各チャネルは熱源となるが、泳動路媒体に多数設けられてい
るため、熱源が一様に存在すると考えることができる。
【０１５１】
　そこで、以下においては、マルチチャネル領域が円形の場合について除熱を評価する。
マルチチャネル領域を半径ＲＭＣの内側とし、半径ＲＣの位置が冷却系に接しているとす
ると、側面から逃げる熱量は下式（４．５）と表すことができる。なお、電力密度ρＰは
各チャネルで発生する全電力をマルチチャネル泳動媒体の体積で割ったものであり、平均
の電力密度である。
【０１５２】

【数３７】

【０１５３】
　ここで、温度勾配は半径方向だけにあるので、式（４．１）は、
【０１５４】

【数３８】

と表すことができ、これを変形させた
【０１５５】

【数３９】

を、ｒ＝Ｒｃからｒ＝０まで積分することにより、下式（４．６）に示すように、水溶液
の温度Ｔを求めることができる。なお、ＴＣは周りの冷却系の温度である。
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【０１５６】
【数４０】

【０１５７】
　このＴが１００℃より充分に低ければ乱流の発生を抑制することができる。
【０１５８】
　例えば、図１（ｂ）において、ＲＭＣ＝２ｃｍ、ＲＣ＝４ｃｍでλ＝６３の泳動媒体を
用いて、温度の上昇を５０℃までに押さえようとすると、電力密度は１．２×１０７［Ｗ
／ｍ３］（１２［Ｗ／ｃｍ３］）と求まり、水１ｃｃ当たり１２Ｗ投入できることになる
。これを非特許文献１の場合における電力密度と比較すると、非特許文献１の場合は１ｃ
ｃ当たり約０．１Ｗであり、本発明を適用することにより、ほぼ１００倍大きく電力を投
入できることが分かる。
【０１５９】
　このとき、最大の温度勾配はｒ＝ＲＭＣの位置で、２０００℃／ｍ（２℃／ｍｍ）とな
り、１ｃｍで２０℃変化することになる。
【０１６０】
　ここで使用した泳動媒体（マルチチャネル媒体）では０．５ｍｍφの穴（泳動路）が２
．５ｍｍ毎に設けられており、チャネルの断面積の合計は、泳動媒体全体の断面積の３．
１４％（３．１４×１０－２）に相当する。温度上昇の抑制の観点からは、泳動路の配置
密度を高くして、チャネルの断面積の合計の割合が１０－１を超えても問題ないが、泳動
媒体の材質の強度等工作上の問題を考慮すると、チャネルの断面積の合計の割合は１０－

２～１０－１（１～１０％）とすることが好ましい。
【０１６１】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記の実施の形態に限定さ
れるものではない。本発明の原理を用いて、本発明と同一および均等の範囲内において、
上記の実施の形態に対して種々の変更を加えることが可能である。
【符号の説明】
【０１６２】
１　　　容器
２　　　泳動部
３　　　陽極板
４　　　陰極板
５　　　泳動媒体
６　　　向流発生部
７　　　泳動路（チャネル）
８　　　マルチチャネル部
９　　　陽極側撹拌部
１０　　陰極側撹拌部
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