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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１または複数連のノズルを有するノズルヘッドと、該ノズルを通して気体の吸引および
吐出を行う吸引吐出機構と、前記ノズルに装着される装着用開口部および前記気体の吸引
または吐出によって流体の流入または流出が可能な口部を有するチップ状容器、および該
チップ状容器内に封入した充填剤を有する１または２種類以上のカラムチップと、前記口
部が挿入可能であって種々の溶液を収容しまたは収容可能な複数の液収容部からなる液収
容部群を設けたステージと、前記ノズルヘッドを前記液収容部群に相対的に移動させる移
動手段とを有するとともに、
　前記ノズルに装着される１または２種類以上の前記カラムチップの構造に関する構造条
件、および、前記カラムチップの吸引吐出の対象となる１または２種類以上の対象液を含
む処理内容に関する処理条件に基づいて、前記吸引吐出機構および前記移動手段に対して
前記ノズルの吸引若しくは吐出の量、圧力、スピード、回数、時間または位置を制御する
制御部を有するとともに、
　前記制御部は、前記カラムチップおよび該カラムチップを用いた処理を指定する指定部
と、指定したカラムチップに関する構造条件、および指定した処理に関する処理条件を発
生させる条件発生部と、発生させた該構造条件および処理条件に基づいて、前記吸引吐出
機構および前記移動手段が従うべき最適パラメータを決定する最適パラメータ決定部とを
有し、
　前記最適パラメータ決定部は、前記カラムチップおよび処理内容ごとに、発生させた対
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応する該構造条件および処理条件に基づき、吸引吐出機構に対する吸引吐出操作開始時点
とカラムチップに対する液体の移動開始時点との時間差、および、吸引吐出操作量と該操
作量達成後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量とのオフセットを減少させるように
、吸引吐出に関する最適パラメータを決定するカラムチップ処理装置。
【請求項２】
　前記充填剤は、該チップ状容器を仕切るように設けた少なくとも１のフィルタを用いて
該チップ状容器内に封入され、前記構造条件は、前記チップ状容器の構造、前記フィルタ
の構造、または封入された前記充填剤の形状若しくは種類、性質に関する複数の項目から
なり、かつ、前記処理条件は、前記カラムチップの吸引吐出の対象となる１または２種類
以上の対象液の各収容位置、種類、性質若しくは量を含む処理内容に関する複数の項目か
らなる請求の範囲第１項に記載のカラムチップ処理装置。
【請求項５】
　前記最適パラメータ決定手段は、予め定めた１または２以上の基準のカラムチップおよ
び基準の処理内容に対応する前記構造条件の複数の項目の内の少なくとも一部を１または
２以上の基準値に設定した基準構造条件、および、前記処理条件の複数の項目の内の少な
くとも一部を１または２以上の基準値に設定した基準処理条件に基づいて、基準構造条件
および基準処理条件以外の構造条件および処理条件に対応する最適パラメータを決定する
請求の範囲第１項に記載のカラムチップ処理装置。
【請求項６】
　前記ステージには、外部からの信号によって温度を昇降させる温度昇降用容器を有し、
前記液収容部の少なくとも１は、該温度昇降用容器内に収容され、前記対象液の温度の制
御は、前記処理条件に基づいて、前記移動手段に対して行う請求の範囲第１項、請求の範
囲第２項または請求の範囲第５項のいずれかに記載のカラムチップ処理装置。
【請求項７】
　前記ステージ上には、１または２種類以上の前記カラムチップ、ノズルに装着可能な装
着用開口部をもつ１のフィルタチップまたは１の分注チップと、該ノズルに装着したカラ
ムチップ、フィルタチップまたは分注チップを脱着するための脱着部とを有するとともに
、前記制御部は、前記カラムチップ、フィルタチップまたは分注チップの装着、脱着の制
御を、前記構造条件および処理条件に基づいて前記吸引吐出機構および前記移動手段に対
して行う請求の範囲第１項、請求の範囲第２項、請求の範囲第５項または請求の範囲第６
項のいずれかに記載のカラムチップ処理装置。
【請求項８】
　前記液収容部群の少なくとも一部は、該液収容部の開口部を被覆する穿孔可能な薄膜が
設けられるとともに、前記ノズルヘッドには、該薄膜を穿孔可能な穿孔用ピンを有すると
ともに、該薄膜の穿孔の制御は、前記処理条件に基づいて、移動手段に対して行う請求の
範囲第１項、請求の範囲第２項、または請求の範囲第５項乃至請求の範囲第７項のいずれ
かに記載のカラムチップ処理装置。
【請求項９】
　前記ノズルヘッドには、前記ノズルに装着した前記カラムチップのチップ状容器と係合
することによってノズルからの脱落を防止する脱落防止部を有し、該脱落防止部による脱
落防止およびその解除の制御は、前記構造条件および前記処理条件に基づいて、前記移動
手段に対して行う請求の範囲第１項、請求の範囲第２項、または請求の範囲第５項乃至請
求の範囲第８項のいずれかに記載のカラムチップ処理装置。
【請求項１０】
　吸引吐出機構によって気体の吸引吐出が行われる１または複数連のノズルに装着される
装着用開口部および前記気体の吸引または吐出によって流体の流入または流出が可能な口
部を有するチップ状容器、および該チップ状容器内に封入した充填剤を有する１または２
種類以上のカラムチップの構造条件、および、該カラムチップの吸引吐出の対象となる１
または２種類以上の対象液を含む処理内容に関する処理条件に基づいて、
　前記ノズルを、収容された前記カラムチップの収容部との間を相対的に移動することに
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よって前記装着用開口部においてカラムチップを前記ノズルに装着させる装着工程と、
　前記対象液を収容する１または２以上の液収容部と前記ノズルとの間を相対的に移動さ
せて前記口部を該液収容部内に挿入して、前記条件に基づいて決定された前記ノズルの吸
引若しくは吐出の量、圧力、スピード、回数、時間、または位置により、前記対象液を吸
引しかつ吐出させることで前記充填剤と前記対象液とを接触させる接触工程と、
　該カラムチップから、前記対象液を１または２以上の前記液収容部に吐出する吐出工程
とを有するとともに、
　装着すべきカラムチップおよび処理すべき処理内容を指定する指定工程と、指定したカ
ラムチップに対応する構造条件を発生させ、指定した処理内容に対応する処理条件を発生
させる発生工程とをさらに有し、前記接触工程は、発生させた前記構造条件および処理条
件に基づいて最適パラメータを決定する最適パラメータ決定工程と、決定した最適パラメ
ータに基づいて、前記ノズルを移動させ、かつ吸引吐出させる接触実行工程とを有し、
　前記最適パラメータ決定工程は、前記カラムチップおよび処理内容ごとに、発生させた
対応する該構造条件および処理条件に基づいて、吸引吐出機構に対する吸引吐出操作開始
時点とカラムチップに対する液体の移動開始時間との時間差、吸引吐出操作量と該操作量
達成後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量とのオフセット、および充填剤と対象液
に含有する物質との反応内容を考慮して、吸引吐出に関する完了時の吸引吐出目標量と、
操作終了後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量との差異を補正するように、吸引吐
出パラメータを決定するカラムチップ処理方法。
【請求項１１】
　前記充填剤は、該チップ状容器を仕切るように設けた少なくとも１のフィルタを用いて
該チップ状容器内に封入され、前記構造条件は、前記ノズルに装着される前記部材若しく
は前記チップ状容器の構造、前記フィルタの構造、または封入された前記充填剤の形状若
しくは性質に関する複数の項目からなり、前記処理条件は、前記カラムチップの吸引吐出
の対象となる１または２以上の対象液の各収容位置、性質若しくは量を含む処理内容に関
する複数の項目からなる請求の範囲第１０項に記載のカラムチップ処理方法。
【請求項１４】
　前記最適パラメータ決定工程は、予め定めた基準のカラムチップおよび基準の処理内容
に対応して発生させた前記構造条件の複数の項目の内の少なくとも一部について１又は２
以上の基準値が設定された基準構造条件、および、前記処理条件の複数の項目の内の少な
くとも一部について１又は２以上の基準値に設定された基準処理条件に基づいて、前記基
準のカラムチップおよび処理内容以外について、基準構造条件および基準処理条件以外の
構造条件および処理条件に対応する最適パラメータを決定する請求の範囲第１０項に記載
のカラムチップ処理方法。
【請求項１５】
　前記吐出工程の後に、前記カラムチップ内に、対象液として洗浄液を吸引しまたは吐出
することによって、該カラムチップ内に封入されている充填剤を洗浄する工程と、
　前記カラムチップ内に、溶出液を導入して、前記充填剤に吸着し、捕獲させ、反応しま
たは結合した前記処理対象液中の生体物質を溶出する溶出工程とを有する請求の範囲第１
０項に記載のカラムチップ処理方法。
【請求項１６】
　前記接触工程においては、前記対象液の温度を、前記処理条件に基づいて、昇降させる
温度昇降工程を有し、該温度の昇降は前記ノズルとステージ上に設けた温度昇降用容器と
の間の相対的な移動によって行う請求の範囲第１０項、請求の範囲第１１項、請求の範囲
第１４項または請求の範囲第１５項のいずれかに記載のカラムチップ処理方法。
【請求項１７】
　前記ノズルに装着されたカラムチップを脱着する脱着工程をさらに有し、該脱着工程は
、前記構造条件および処理条件に基づいて、ステージ上に設けた脱着部と前記ノズルとの
間の相対的な移動によって行う請求の範囲第１０項、請求の範囲第１１項、または請求の
範囲第１４項乃至請求の範囲第１６項のいずれかに記載のカラムチップ処理方法。
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【請求項１８】
　前記脱着工程の後、ステージ上に収容された少なくとも１の別種類の前記カラムチップ
、１の前記ノズルに装着可能なフィルタチップまたは分注チップのノズルへの装着を、前
記構造条件または処理条件に基づいて、前記ノズルと該カラムチップ、フィルタチップま
たは分注チップが収容された収容部との間の相対的移動によって行う請求の範囲第１０項
、請求の範囲第１１項、または請求の範囲第１４項乃至請求の範囲第１７項のいずれかに
記載のカラムチップ処理方法。
【請求項１９】
　１または複数連のノズルを有するノズルヘッドと、該ノズルを通して気体の吸引および
吐出を行う吸引吐出機構と、前記ノズルに装着される装着用開口部および前記気体の吸引
または吐出によって流体の流入または流出が可能な口部を有するチップ状容器、および該
チップ状容器内に封入した充填剤を有する１または２種類以上のカラムチップと、前記口
部が挿入可能であって種々の溶液を収容しまたは収容可能な液収容部群を設けたステージ
と、前記ノズルヘッドを前記液収容部群に相対的に移動させる移動手段とを有するカラム
チップ処理装置について、
　前記ノズルに装着される１または２種類以上のカラムチップ、および該カラムチップを
用いて行う処理を指定する指定データを取り入れ、前記指定データに基づいて、対応する
カラムチップの構造に関する構造条件データ、および、対応する処理に含まれる前記カラ
ムチップの吸引吐出の対象となる１または２種類以上の対象液を含む処理内容に関する処
理条件データを発生させ、発生させた該条件に基づいて、前記吸引吐出機構および前記移
動手段に対する前記ノズルの吸引若しくは吐出の量、圧力、スピード、回数、時間、また
は位置を定める最適パラメータデータを決定するとともに、
　前記最適パラメータの決定は、前記カラムチップおよび処理内容ごとに、発生させた対
応する該構造条件データおよび処理条件データに基づいて、吸引吐出機構に対する吸引吐
出操作開始時点とカラムチップに対する液体の移動開始時点との時間差、吸引吐出操作量
と該操作量達成後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量とのオフセット、および充填
剤と対象液に含有する物質との反応内容を考慮して、吸引吐出パラメータを操作開始時点
とカラムチップに対する液体の移動開始時間との時間差、吸引吐出操作量と該吸引吐出量
達成後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量とのオフセット、および充填剤と対象液
に含有する物質との反応内容を考慮して、吸引吐出に関する最適パラメータデータを決定
する最適パラメータ生成プログラム。
【請求項２０】
　前記充填剤は、該チップ状容器を仕切るように設けた少なくとも１のフィルタを用いて
該チップ状容器内に封入され、前記構造条件データは、前記ノズルに装着される前記部材
若しくは前記チップ状容器の構造、前記フィルタの構造、または封入された前記充填剤の
形状若しくは性質に関する複数の項目からなり、かつ、前記処理条件データは、前記カラ
ムチップの吸引吐出の対象となる１または２種類以上の対象液の各収容位置、性質若しく
は量を含む処理内容に関する複数の項目からなる請求の範囲第１９項に記載の最適パラメ
ータ生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラムチップ処理装置およびカラムチップ処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カラムと呼ばれる上下円盤の中央部に液体の取入口、取出口のついた円筒状の容
器に、ゲルと呼ばれる粒子径１０から数百ミクロンの粒子状充填剤を、均等かつ十分な液
体との接触を意図して前記上下円盤に挟まれた空間に隙間なく充填して詰め、上下の液体
取出口、取入口のいずれかの方向から液体をポンプ等により一方向に流す時の溶質分子と
ゲルとの間の相互作用を利用して物質、主としてタンパク質の分離・精製を行う液体クロ
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マトグラフィの原理を用いた液体クロマトグラフがあった。現在、液体クロマトグラフィ
用のゲルには、その表面構造に様々なものが市販されている。ゲル表面にイオン交換基が
つけられたものは、イオン交換ゲルとしての機能をもち、溶質分子のイオン荷との相互作
用を利用したイオン交換クロマトグラフィによる物質の分離が可能である。
【０００３】
　例えば、液体クロマトグラフィを用いる場合、2または3液による容液の混合による濃度
変化によるタンパク質の特異性、または性質で分離を行うものがあった。この方法は、充
填剤をカラムに充填し、目的のタンパク質が吸着する親和性と緩衝液で平衡化しておき、
同じ緩衝液に溶解した試料タンパク質容液をカラム内に通過させることで、前記充填剤に
吸着させた後、ポンプ等によりカラム上部から濃度の異なる緩衝液を加えると、カラム内
に濃度勾配が形成される。これに伴いカラム内の濃度勾配ができ、目的タンパク質の親和
性に相当する濃度でタンパク質は親和力を失い前記充填剤から離れ溶出する。したがって
、目的タンパク質の溶出濃度が不明の場合には、広い範囲の濃度勾配ができるような緩衝
系を用いて、濃度勾配に応じて複数のウェルに分取した上で、紫外吸収検出器等で、その
吸光度を測って絞り込み、その後狭い濃度勾配を作る緩衝系を用いるようにして目的タン
パク質を抽出するものがあった。
【０００４】
　しかしながら、従来の液体クロマトグラフィは、装置、緩衝液が高価であって、操作に
試行錯誤と熟練を要するとともに、展開緩衝液の濃度と流速との影響を無視できないとい
う問題点を有していた。
【０００５】
　また、これらの従来のカラムにあっては、前記カラム内に詰められた粒子状充填剤内を
液体を一方向に流すものであるために、液体が通過する際に、充填剤との遭遇性が高くな
るように、充填剤をカラム内に隙間なく充填されており、液体と前記充填剤との接触時間
は、前記カラムを通過するスピードのみで制御されることになる。しかしながら、ポンプ
によりそのスピードを制御するものであるために、処理対象となる目的物質を含有する液
体を移送させるための移送媒体が必要となる。その量は、前記液体の何倍、何十倍、何百
倍のバッファ液を必要とすることになり、充填剤表面との遭遇性が必ずしも高いとはいえ
ないという問題点を有していた。
【０００６】
　さらに、従来のカラムにあっては、ポンプによって一方向のみに流体を流すものである
ために、充填剤がカラムの前記円盤に挟まれた空間に隙間なく充填されているために、該
充填剤内を液体が通過する定まった経路ができやすく、一旦該経路が定まると、反応に寄
与できない部分が生ずるおそれがあるという問題点をも有していた。
【０００７】
　また、移動相の流速や、移動相の濃度等は微妙に関連しているため、決めの細かい制御
を行う必要があるという問題点を有していた。
【０００８】
【特許文献１】欧州特許１９８４１３
【特許文献２】国際公開ＷＯ８８／０９２０１
【非特許文献１】「液体クロマトグラフィＱ＆Ａ」（技報堂出版　2000年6月、松下至著
）
【非特許文献２】「液体クロマトグラフィーの実際」（三共出版　1976年、江頭暁著）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明の第１の目的は、充填剤と処理対象となる液体との遭遇性を高めること
によって反応の効率が高く、すなわち分離性能が高く、したがって迅速に処理を行うこと
ができるカラムチップ処理装置およびカラムチップ処理方法を提供することである。また
、本発明の第２の目的は、大量の移送媒体を必要とせず、したがって、小規模な装置で実
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現することができるカラムチップ処理装置およびカラムチップ処理方法を提供することで
ある。本発明の第３の目的は、１の装置を用いて、カラムチップを用いた処理を一貫して
自動的に行うことができるカラムチップ処理装置およびカラムチップ処理方法を提供する
ことである。第４の目的は、液体クロマトグラフィについて、高精度の制御を行うことが
できカラムチップ処理装置およびカラムチップ処理方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の発明は、１または複数連のノズルを有するノズルヘッドと、該ノズルを通して気
体の吸引および吐出を行う吸引吐出機構と、前記ノズルに装着される装着用開口部および
前記気体の吸引または吐出によって流体の流入または流出が可能な口部を有するチップ状
容器、および該チップ状容器内に封入した充填剤を有する１または２種類以上のカラムチ
ップと、前記口部が挿入可能であって種々の溶液を収容しまたは収容可能な複数の液収容
部からなる液収容部群を設けたステージと、前記ノズルヘッドを前記液収容部群に相対的
に移動させる移動手段とを有するとともに、前記ノズルに装着される１または２種類以上
の前記カラムチップの構造に関する構造条件、および、前記カラムチップの吸引吐出の対
象となる１または２種類以上の対象液を含む処理内容に関する処理条件に基づいて、前記
吸引吐出機構および前記移動手段に対して前記ノズルの吸引若しくは吐出の量、圧力、ス
ピード、回数、時間または位置を制御する制御部を有するカラムチップ処理装置である。
【００１１】
　ここで、「充填剤」とは、いわゆる移動相としての吸引または吐出の対象となる対象液
に含有される生体物質を吸着若しくは捕獲させ、または反応若しくは結合させるために用
いる不溶性固定相である。充填剤としては、例えば、所定の粒子状担体の表面に生体物質
を有しまたは結合したものがある。
【００１２】
　「担体」としては、流体中の生体物質を吸着、反応、結合、固定又は捕獲可能な不溶性
の固体であって、その形状は、例えば、多数の粒子状、粉状、多数のブロック片状等の多
数の固体からなる場合がある。１の粒子の形状も球状のみならず、角柱状、円柱状、不定
形状の場合を含む。さらに、担体のサイズは、各種のサイズをもち、例えば、前記口部を
通過可能であり、後述するフィルタのポア径よりも大きく形成される。担体の材料として
は、ゴム、シリコーン、セルロース、ナイロン等の繊維物質や樹脂、非磁性粒子、磁性粒
子等の金属等で形成された、ゲル、多孔質体、貫通性多孔質、含水性のものがある。該担
体には、生体物質の吸着、反応結合、固定又は捕獲のための官能基等の化学物質又は生体
物質が設けられている。該担体の表面に設けられているものとしては、例えば、抗原、抗
体、酵素、基質、レセプター、Ｈｉｓ‐ｔａｇ等のアフィニティリガンドや、アフィニテ
ィタグ等の物質等がある。
【００１３】
　「生体物質」には、例えば、核酸等の遺伝物質、タンパク、糖、糖鎖、ペプチド、色素
等の生体高分子または低分子を含む。また、生体物質として、細胞、ウィルス、プラスミ
ド等を含む。該生体物質は、リガンドとして該生体物質に結合性を有する受容体としての
生体物質の結合を検出し、捕獲し、分離し、抽出する検出用物質として用いることもでき
る。受容体としては、前記核酸等の遺伝物質、タンパク、糖鎖、ペプチド等の生体物質が
該当する。また、「フィルタ」とは、所定のポア径をもつ薄膜状または薄板状の濾過また
は分離用部材であって、流路を仕切るように設けることで、前記ポア径以上の大きさの物
質の通過を阻止する部材である。
【００１４】
　「該生体物質を吸着もしくは捕獲させ、または該生体物質と反応もしくは結合する」は
、例えば、共有結合、化学吸着による場合の他、物理吸着または電気的相互作用もしくは
所定ポア径による捕獲による場合、または、前記担体に、所定の化学物質が化学的、物理
的吸着、該担体に固定して設けられている結合物質との特異的反応、その他の方法で反応
もしくは結合する。また、該担体を、多孔質性部材、凹凸性部材、繊維質性部材で形成す
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ることによって、生体物質を含む各種物質との反応能力や結合能力を高めるようにしても
良い。生体物質との間の反応または結合のために、相補的な生体物質を担体に固定してお
くためには、前記担体には、官能基を発現または生成するようにする。そのためには、例
えば、「ポリアミド系高分子」からなる、絹等、ナイロン（３－ナイロン、６－ナイロン
、６，６－ナイロン、６，１０－ナイロン、７－ナイロン、１２－ナイロン等）、ＰＰＴ
Ａ（ポリパラフェニレンテレフタルアミド）等の全芳香族ポリアミド、や、へテロ環含有
芳香族ポリマー等が有するペプチド結合を加水分解することで、生体物質の固定に用いる
官能基を発現または生成させる。生体物質と結合可能な官能基には、例えば、カルボキシ
ル基-COOH、アミノ基-NH2、またはその誘導基がある。ここで、生体物質の固定に適した
多孔の径は、例えば、数マイクロメートル以下である。
【００１５】
　「ノズルに装着される」には、直接ノズルに装着される場合と、ノズルに装着される部
材、例えば、チップまたはアダプタ等、に装着される場合とがある。「チップ」とは、太
径管及び該太径管と連通し前記太径管よりも細く形成された細径管を有し、太径管には、
ノズルに装着され又は装着可能な装着用開口部を有し、細径管には、気体の吸引吐出によ
って流体の流入および流出が可能な口部を有するものである。
【００１６】
　「チップ状容器」とは、前記吸引吐出に用いられる部材に装着され又は装着可能な装着
用開口部および口部を有し、担体を収容可能な容器である。チップ状容器は、太管および
細管を有するのが好ましいが、太径管および細径管のような典型的なチップ形状をもつ場
合に限られない。この場合、細管の先端に口部が、太管の上側に装着用開口部が設けられ
るのが好ましい。例えば、太管は太径管の代わりに、四角柱の形状をもつ物であっても良
く、細管は細径管の代わりに角筒状の管であっても良い。または、前記太管は、軸方向に
対して半径方向に突出した円盤状のように形成して、軸方向に沿った長さを小さくする湯
尾に形成しても良い。さらに、前記充填剤は、例えば、前記太管に相当する部分または太
管と細管との間の移行部に相当する部分に収容される。その際、前記太管に相当する部分
に設けた段部と、該段部と離間して設けられ前記移行部に相当する部分の段部を利用して
、前記フィルタを仕切るように設け、該フィルタに挟まれるようにして前記充填剤を封入
するようにしても良い。前記チップ状容器の容積は、例えば、数μリットルから数１００
μリットル程度以上の流体を扱うことが可能であるのが好ましい。また、チップ状容器に
は、前記充填剤を封入して収容する部分とともに、前記口部から導入された流体を貯留す
る貯留管が設けられても良い。該貯留管としては、前記細管よりもまたは前記太管よりも
さらに太く形成されるのが好ましい。細管は、前記太管または貯留管と一体に設ける場合
と、着脱可能に設ける場合がある。また、太管自体について、または太管と貯留管との間
も一体に設ける場合と、着脱自在に設ける場合がある。
【００１７】
　チップ状容器の材料は、光学的観測を可能にするために透光性の素材が好ましい。チッ
プ状容器の材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、アク
リル等の樹脂、ガラス、金属、金属化合物等がある。サイズは、例えば、細管において数
μリットルから数１００μリットルの液体を収容可能な大きさである。
【００１８】
　「対象液」とは、前記カラムチップが吸引または吐出しようとする対象となる液体であ
って、例えば、目的生体物質を含有する液体、例えば、血清、全血等の患者、被験者、動
物、その他から抽出分離された物質を含む検体であり、所定野タンパク質または、前記各
液収容部に収容された、所定の濃度差を相互にもつ段階状の濃度勾配をもたせた複数の緩
衝液群、または、前記カラムチップを洗浄するために用いる種々の洗浄液、前記充填剤に
吸着、捕獲、反応または結合した目的物質を該充填剤から溶出するための溶出液等がある
。
【００１９】
　「構造条件」は、吸引吐出に関する設定を行うために必要なカラムチップの構造に関す
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る条件であり、「処理条件」とは、吸引吐出の対象となる対象液を含み、カラムチップが
行う処理に関する条件である。前記構造条件は、比較的複雑な構造をしているカラムチッ
プを用いるために、複数の項目が含有されている。また、処理条件についても、対象液に
関する複数の項目が含まれている。
【００２０】
　「構造条件、および、処理条件に基づいて、…、前記ノズルの吸引若しくは吐出の量、
圧力、スピード、回数、時間、または位置を制御する」とは、例えば、前記カラムチップ
内に存在するフィルタ、メッシュ板等、または、チップ状容器に設けられた複数の段部の
存在等の、液体の吸引吐出の際の抵抗となる要因が種々存在する。そのため、吸引吐出を
、高精度で、実施するためには、弾性流体である空気の圧力差を利用する吸引吐出を制御
する際に、吸引吐出の量、時間、スピード等に、前記構造条件および処理条件に基づく補
正を行った適正な吸引吐出の制御を行う。例えば、前記充填剤の吸着性等が基準の吸着性
に比較して弱い場合には、接触時間を長くして吸着等を促進するために、繰り返し充填剤
を通過させる必要があり、吸引吐出回数が増加する。また、そのような場合には、比較的
ゆっくりと吸引することによって吸着した目的生体物質の剥離を防止し、吸着性が高い場
合には、高速に吸引して充填剤との懸濁状態を作る方が効率が高い場合がある。
【００２１】
　さらに、処理条件に基づき、吸引吐出の対象となる対象液の性質、例えば、粘性、温度
、量や処理内容を考慮することにより、さらに、吸引吐出の量、時間、スピードまたは圧
力等の補正が必要となる。また、前記構造条件に含まれる充填剤とカラムチップの容量と
の比によって、空気の流入を防止するために吸引できる液量が制限されることになる。こ
こで、「時間」には、時刻やタイミングも含む。「位置」には、吸引吐出が行われる対象
液の収容位置の他、吸引または吐出の高さ位置等も含む。
【００２２】
　また、吸引吐出は、必ずしも液体を実際に吸引吐出する場合に限られず、その処理の各
工程の内容に基づいて行われる場合がある。
【００２３】
　例えば、カラムチップの保管状態において、充填剤の活性化維持用液体が充填剤と接触
した状態で収容されている場合には、ノズル装着時に、開口部の空気層が，ノズル堆積分
の陽圧となり、カラムチップ内の前記液体を、カラムチップの口部より飛散させることに
よるコンタミネーションのおそれを防止するために、装着時にノズル体積分の量の吸引動
作を行う。
【００２４】
　また、ノズルによるカラムチップ移送時には、口部よりの液垂れを防止するために、微
量の吸引を行う。
【００２５】
　第２の発明は、前記充填剤は、該チップ状容器を仕切るように設けた少なくとも１のフ
ィルタを用いて該チップ状容器内に封入され、前記構造条件は、前記チップ状容器の構造
、前記フィルタの構造、または封入された前記充填剤の形状若しくは種類、性質に関する
複数の項目からなり、かつ、前記処理条件は、前記カラムチップの吸引吐出の対象となる
１または２種類以上の対象液の各収容位置、種類、性質若しくは量を含む処理内容に関す
る複数の項目からなるカラムチップ処理装置である。
【００２６】
　「前記ノズルに装着される前記部材若しくは前記チップ状容器の構造」には、例えば、
該チップ状容器が装着された１または２以上のノズルの位置、チップ状容器の形状、大き
さを含む。「フィルタの構造」には、フィルタのポア径、ポアの密度、厚さ、流体の通過
可能面積、開口率、フィルタの個数をも含む。「封入された充填剤の形状若しくは性質」
には、例えば、充填剤が粒子状担体で形成されている場合には、その粒子径、前記カラム
チップの容積または有効容積に対する全粒子の体積との比をも含む。「性質」には、例え
ば、該充填剤に用いられる素材、充填剤が目的生体物質を吸着等、捕獲、反応、結合する
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ための吸着力、捕獲力、反応性、結合性等の強弱をも含む。「対象液の性質」には、例え
ば、対象液に含有する生体物質の濃度、対象液の粘性等も含む。前記フィルタの剛性が低
い場合に、フィルタを支持するメッシュ板を設けた場合には、メッシュ板のポア径や厚さ
等も考慮する場合がある。
【００２７】
　なお、前記充填剤を構成するビーズ体積とチップ状容器の容積との比を種々に設定する
ことによって、特に、充填剤の体積を、チップ状容器の容積内に詰まった上体ではなく、
隙間を許容するような比に設定することによって、カラムチップ内に液体による乱流を発
生させることができるようなスピードで吸引吐出を行うことにより、充填剤と対象液との
接触を十分に図ることができて効率の高い処理を行うことができる。また、ポア径または
ポアの面積当たりの個数を考慮することで適切な吸引吐出のスピードを決定することがで
きる。
【００２８】
　「処理内容」には、使用されるべき１または２種類以上のカラムチップの種類、使用さ
れるべきその他のチップを、２種類以上の対象液について、処理目的を達成するためにど
のように処理を行うかのプロトコルが含まれている。具体的には、例えば、カラムチップ
を用いたタンパク質の精製処理を行う場合、抗体を用いてタンパク質を精製処理する場合
、組換えタンパク質精製の場合、血清中のメジャータンパク質除去の場合等の処理内容が
ある。
【００２９】
　抗体を用いてタンパク質を精製する処理の場合には、前記充填剤としてはプロテインＡ
またはプロテインＧなどのアフィニティゲルを封入したカラムチップを使用し、サンプル
を該充填剤に吸着させた後、グリシン－塩酸バッファにより溶出し、ゲル濾過クロマトグ
ラフィにより前記精製された抗体の脱塩または微量低分子夾雑物を除去する。
【００３０】
　組換えタンパク質精製の場合には、ＧＳＴ融合タンパクやヒスチジン－タグ融合タンパ
クの精製には、抗ＧＳＴ抗体またはグルタチオン、およびニッケルイオンが固定化された
アフィニティゲルを封入したカラムチップを使用する。サンプルを吸着させた後、高塩濃
度液または還元型グルタチオン液、およびイミダゾール液を用いて溶出し、ゲル濾過クロ
マトグラフィにより上記粗製融合タンパク質液から脱塩または低分子夾雑物を除去する。
【００３１】
　血清中のメジャータンパク質の除去を行う場合には、メジャータンパク質に対する特異
抗体（数種類）が固定化されたアフィニティゲルを封入したカラムチップを用いる。血清
を平衡化したカラムチップ内に吸引吐出により特異抗体に結合させ、最後に吐出させ、メ
ジャータンパク質を除去した血清成分を回収する。
【００３２】
　第３の発明は、前記制御部は、前記カラムチップおよび該カラムチップを用いた処理を
指定する指定部と、指定したカラムチップに関する構造条件、および指定した処理に関す
る処理条件を発生させる条件発生部と、発生させた該構造条件および処理条件に基づいて
、前記吸引吐出機構および前記移動手段が従うべき最適パラメータを決定する最適パラメ
ータ決定部とを有するカラムチップ処置装置である。
【００３３】
　指定部は、例えば、ユーザが複数種類のカラムチップおよび複数の処理の中から各々１
を選択するようなスイッチや画面上の表示をマウスでクリックし、またはキーボードで数
字を入力すること等によって行う。指定部によって指定されたカラムチップおよび処理に
基づいて、前記構造条件および処理条件が特定され、特定された該構造条件および処理条
件に基づいて、例えば、演算等によって、最適パラメータが決定される。
【００３４】
　第４の発明は、前記最適パラメータ決定部は、前記カラムチップ及び処理内容ごとに、
発生させた対応する該構造条件および処理条件に基づき、吸引吐出機構に対する吸引吐出
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操作開始時点とカラムチップに対する液体の移動開始時点との時間差、および、吸引吐出
操作量と該操作量達成後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量とのオフセットを減少
させるように、吸引吐出に関する最適パラメータを決定するカラムチップ処理装置である
。
【００３５】
　ここで、例えば、前記「時間差」は、吸引吐出機構、例えば、シリンダを操作して直ぐ
に液体はカラムチップ内には進入してこないからである。「オフセット」とは、吸引吐出
機構の操作が完了し十分時間が経過した後も、実際の液体の吸引吐出量が前記吸引吐出機
構の操作量との間に残る差異量をいう。したがって、希望する吸引吐出量に対して、吸引
吐出操作量はオフセット液量分を加味することになる。また、吸引吐出スピードは、カラ
ムチップ内の流体の抵抗が高い場合には、ゆっくり吸引することによって、前記時間差を
小さくすることができる。さらに、吸引吐出スピードは、カラムチップ内の充填剤のリガ
ンドと捕獲対象物質との反応力、反応時間を考慮して決定する。
【００３６】
　なお、前記最適パラメータ決定部は、例えば、前記カラムチップ及び処理内容ごとに、
発生させた対応する該構造条件および処理条件を考慮して予め求めた最適パラメータを対
応付けた対応表に基づいて、前記最適パラメータを決定するようにしても良い。
【００３７】
　対応表は、例えば、指定したカラムチップおよび処理内容ごとに設け、該対応表により
得られた構造条件および処理条件に基づいて、さらに最適パラメータを示す対応表を設け
て、メモリに格納しておく。すなわち、本発明にあっては、予め、任意のカラムチップの
構造に関して、各構造条件および処理条件の各項目の多価関数として前記吸引吐出の各最
適パラメータを、数値計算によって関数値として求めるのではなく、予め、各構造条件お
よび処理条件を設定した場合の、最適な吸引吐出のパラメータを実験で特定し、前記条件
に対する最適パラメータを導き出す。
【００３８】
　なお、「構造条件および処理条件」に基づくのであるから、例えば、該構造条件に属す
る前記充填剤の性質および前記処理条件に属する対象液に含有する物質との反応内容に基
づく場合も含まれる。
【００３９】
　第５の発明は、前記最適パラメータ決定手段は、予め定めた１または２以上の基準のカ
ラムチップおよび基準の処理内容に対応する前記構造条件の複数の項目の内の少なくとも
一部を1または２以上の基準値に設定した基準構造条件、および、前記処理条件の複数の
項目の内の少なくとも一部を１または２以上の基準値に設定した基準処理条件に基づいて
、基準構造条件および基準処理条件以外の構造条件および処理条件に対応する最適パラメ
ータを決定するカラムチップ処理装置である。
【００４０】
　予め定めた１または複数種類の基準のカラムチップに関して、前記基準の構造条件およ
び基準の処理条件を測定しまたは定めておいて、該基準の構造条件および基準の処理条件
に基づき基準の最適パラメータを実験等によって求めておく。これを基準にして、任意の
カラムチップについて、基準値との大小の比較によって、最適パラメータ値を変更し、ま
たは補間法を用いて算出することによってその最適パラメータを決定する。
【００４１】
　ここで、「複数種類の基準のカラムチップ」としては、例えば、複数種類の異なるタイ
プのカラムチップを定め、各タイプごとに対応表を作成し、任意のカラムチップについて
は、そのカラムチップに近いタイプのカラムチップを指定することによって行う。
【００４２】
　第６の発明は、前記ステージには、外部からの信号によって温度を昇降させる温度昇降
用容器を有し、前記液収容部の少なくとも１は、該温度昇降用容器内に収容され、前記対
象液の温度の制御は、前記処理条件に基づいて、前記移動手段に対して行うカラムチップ



(11) JP 5097204 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

処理装置である。
【００４３】
　ここで、温度の制御は、ステージ上に設けられた該温度昇降用容器に前記ノズルを移動
させることによって行う。
【００４４】
　第７の発明は、前記ステージ上には、１または２種類以上の前記カラムチップ、ノズル
に装着可能な装着用開口部をもつ１のフィルタチップまたは１の分注チップと、該ノズル
に装着したカラムチップ、フィルタチップまたは分注チップを脱着するための脱着部とを
有するとともに、前記制御部は、前記カラムチップ、フィルタチップまたは分注チップの
装着、脱着の制御を、前記構造条件および処理条件に基づいて前記吸引吐出機構および前
記移動手段に対して行うカラムチップ処理装置である。
【００４５】
　ここで、「２種類以上のカラムチップ」としては、充填剤が異なる場合、フィルタが異
なる場合、チップ状容器の形状が異なる場合、充填剤が同一でもそのカラムチップの容量
との比が異なる場合等がある。例えば、塩濃度を加えてタンパク質を吸着させるアフィニ
ティクロマトグラフィ用のカラムチップ、脱塩を行うためのアガロースゲルが封入された
カラムチップである。「フィルタチップ」とは、チップ状容器にフィルタが該装着用開口
部と口部との間を仕切るように設けられているものである。「分注チップ」とは、外部か
ら磁場を内部に及ぼすことができるようなチップ状容器である。分注チップを用いる場合
には、前記ノズルヘッドには、分注チップ内に磁場を及ぼすことができるような磁力手段
を設ける必要がある。
【００４６】
　第８の発明は、前記液収容部群の少なくとも一部は、該液収容部の開口部を被覆する穿
孔可能な薄膜が設けられるとともに、前記ノズルヘッドには、該薄膜を穿孔可能な穿孔用
ピンを有するとともに、該薄膜の穿孔の制御は、前記処理条件に基づいて、移動手段に対
して行うカラムチップ処理装置である。
【００４７】
　第９の発明は、前記ノズルヘッドには、前記ノズルに装着した前記カラムチップのチッ
プ状容器と係合することによってノズルからの脱落を防止する脱落防止部を有し、該脱落
防止部による脱落防止およびその解除の制御は、前記構造条件および前記処理条件に基づ
いて、前記移動手段に対して行うカラムチップ処理装置である。
【００４８】
　ここで、脱落防止部は、前記カラムチップのチップ状容器と係合するので、同一のチッ
プ状容器を用いれば、内部に充填剤が封入されていない分注チップや、フィルタノズルに
も適用することができる。脱落防止部による脱落防止、およびその解除を移動手段による
移動制御によって達成する。
【００４９】
　第１０の発明は、吸引吐出機構によって気体の吸引吐出が行われる１または複数連のノ
ズルに装着される装着用開口部および前記気体の吸引または吐出によって流体の流入また
は流出が可能な口部を有するチップ状容器、および該チップ状容器内に封入した充填剤を
有する１または２種類以上のカラムチップの構造条件、および、該カラムチップの吸引吐
出の対象となる１または２種類以上の対象液を含む処理内容に関する処理条件に基づいて
、前記ノズルを、収容された前記カラムチップの収容部との間を相対的に移動することに
よって前記装着用開口部においてカラムチップを前記ノズルに装着させる装着工程と、前
記対象液を収容する１または２以上の液収容部と前記ノズルとの間を相対的に移動させて
前記口部を該液収容部内に挿入して、前記条件に基づいて決定された前記ノズルの吸引若
しくは吐出の量、圧力、スピード、回数、時間、または位置により、前記対象液を吸引し
かつ吐出させることで前記充填剤と前記対象液とを接触させる接触工程と、該カラムチッ
プから、前記対象液を１または２以上の前記液収容部に吐出する吐出工程とを有するカラ
ムチップ処理方法である。
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【００５０】
　前記カラムチップに充填剤とともに充填剤の活性化維持のための液体が上側の蓋および
下側のキャップにより各々装着用開口部と口部とが除去可能に閉塞されて開封可能に封入
されている場合には、装着工程の後に、キャップを除去する工程を有する。
【００５１】
　第１１の発明は、前記充填剤は、該チップ状容器を仕切るように設けた少なくとも１の
フィルタを用いて該チップ状容器内に封入され、前記構造条件は、前記ノズルに装着され
る前記部材若しくは前記チップ状容器の構造、前記フィルタの構造、または封入された前
記充填剤の形状若しくは性質に関する複数の項目からなり、前記処理条件は、前記カラム
チップの吸引吐出の対象となる１または２以上の対象液の各収容位置、性質若しくは量を
含む処理内容に関する複数の項目からなるカラムチップ処理方法である。
【００５２】
　第１２の発明は、装着すべきカラムチップおよび処理すべき処理内容を指定する指定工
程と、指定したカラムチップに対応する構造条件を発生させ、指定した処理内容に対応す
る処理条件を発生させる発生工程とをさらに有し、前記接触工程は、発生させた前記構造
条件および処理条件に基づいて最適パラメータを決定する最適パラメータ決定工程と、決
定した最適パラメータに基づいて、前記ノズルを移動させ、かつ吸引吐出させる接触実行
工程とを有するカラムチップ処理方法である。
【００５３】
　第１３の発明は、前記最適パラメータ決定工程は、前記カラムチップおよび処理内容ご
とに、発生させた対応する該構造条件および処理条件に基づいて、吸引吐出機構に対する
吸引吐出操作開始時点とカラムチップに対する液体の移動開始時間との時間差、吸引吐出
操作量と該操作量達成後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量とのオフセット、およ
び充填剤と対象液に含有する物質との反応内容を考慮して、吸引吐出に関する完了時の吸
引吐出目標量と、操作終了後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量との差異を補正す
るように、吸引吐出パラメータを決定するカラムチップ処理方法である。
【００５４】
　第１４の発明は、前記最適パラメータ決定工程は、予め定めた基準のカラムチップおよ
び基準の処理内容に対応して発生させた前記構造条件の複数の項目の内の少なくとも一部
について１又は２以上の基準値が設定された基準構造条件、および、前記処理条件の複数
の項目の内の少なくとも一部について１又は２以上の基準値に設定された基準処理条件に
基づいて、前記基準のカラムチップおよび処理内容以外について、基準構造条件および基
準処理条件以外の構造条件および処理条件に対応する最適パラメータを決定するカラムチ
ップ処理方法である。
【００５５】
　第１５の発明は、前記吐出工程の後に、前記カラムチップ内に、対象液として洗浄液を
吸引しまたは吐出することによって、該カラムチップ内に封入されている充填剤を洗浄す
る工程と、前記カラムチップ内に、溶出液を導入して、前記充填剤に吸着し、捕獲させ、
反応しまたは結合した前記処理対象液中の生体物質を溶出する溶出工程とを有するカラム
チップ処理方法である。
【００５６】
　第１６の発明は、前記接触工程においては、前記対象液の温度を、前記処理条件に基づ
いて、昇降させる温度昇降工程を有し、該温度の昇降は前記ノズルとステージ上に設けた
温度昇降用容器との間の相対的な移動によって行うカラムチップ処理方法である。
【００５７】
　第１７の発明は、前記ノズルに装着されたカラムチップを脱着する脱着工程をさらに有
し、該脱着工程は、前記構造条件および処理条件に基づいて、ステージ上に設けた脱着部
と前記ノズルとの間の相対的な移動によって行うカラムチップ処理方法である。
【００５８】
　なお、装着工程の際に、前記カラムチップに対してノズルからの脱落防止のために、例
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えば、爪状や櫛歯状の脱落防止部材を前記カラムチップの突条や段部と係合させることで
ノズルからの落下を防止する工程を有する場合には、脱着工程の前には、前記係合を解い
て、該脱落防止を解除する工程を経る必要がある。該脱落防止を解除するには、例えば、
前記ノズルを移動させることによって行うようにする。
【００５９】
　第１８の発明は、前記脱着工程の後、ステージ上に収容された少なくとも１の別種類の
前記カラムチップ、１の前記ノズルに装着可能なフィルタチップまたは分注チップのノズ
ルへの装着を、前記構造条件または処理条件に基づいて、前記ノズルと該カラムチップ、
フィルタチップまたは分注チップが収容された収容部との間の相対的移動によって行うカ
ラムチップ処理方法である。
【００６０】
　第１９の発明は、１または複数連のノズルを有するノズルヘッドと、該ノズルを通して
気体の吸引および吐出を行う吸引吐出機構と、前記ノズルに装着される装着用開口部およ
び前記気体の吸引または吐出によって流体の流入または流出が可能な口部を有するチップ
状容器、および該チップ状容器内に封入した充填剤を有する１または２種類以上のカラム
チップと、前記口部が挿入可能であって種々の溶液を収容しまたは収容可能な液収容部群
を設けたステージと、前記ノズルヘッドを前記液収容部群に相対的に移動させる移動手段
とを有するカラムチップ処理装置について、前記ノズルに装着される１または２種類以上
のカラムチップ、および該カラムチップを用いて行う処理を指定する指定データを取り入
れ、前記指定データに基づいて、対応するカラムチップの構造に関する構造条件データ、
および、対応する処理に含まれる前記カラムチップの吸引吐出の対象となる１または２種
類以上の対象液を含む処理内容に関する処理条件データを発生させ、発生させた該条件に
基づいて、前記吸引吐出機構および前記移動手段に対する前記ノズルの吸引若しくは吐出
の量、圧力、スピード、回数、時間、または位置を定める最適パラメータデータを決定す
る最適パラメータ生成プログラムである。
【００６１】
　第２０の発明は、前記充填剤は、該チップ状容器を仕切るように設けた少なくとも１の
フィルタを用いて該チップ状容器内に封入され、前記構造条件データは、前記ノズルに装
着される前記部材若しくは前記チップ状容器の構造、前記フィルタの構造、または封入さ
れた前記充填剤の形状若しくは性質に関する複数の項目からなり、かつ、前記処理条件デ
ータは、前記カラムチップの吸引吐出の対象となる１または２種類以上の対象液の各収容
位置、性質若しくは量を含む処理内容に関する複数の項目からなる最適パラメータ生成プ
ログラムである。
【００６２】
　第２１の発明は、前記最適パラメータの決定は、前記カラムチップおよび処理内容ごと
に、発生させた対応する該構造条件データおよび処理条件データに基づいて、吸引吐出機
構に対する吸引吐出操作開始時点とカラムチップに対する液体の移動開始時点との時間差
、吸引吐出操作量と該操作量達成後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量とのオフセ
ット、および充填剤と対象液に含有する物質との反応内容を考慮して、吸引吐出パラメー
タを操作開始時点とカラムチップに対する得きた意の移動開始時間との時間差、吸引吐出
操作量と該吸引吐出量達成後の液体のカラムチップに対する吸引吐出量とのオフセット、
および充填剤と対象液に含有する物質との反応内容を考慮して、吸引吐出に関する最適パ
ラメータデータを決定する最適パラメータ生成プログラムである。
【００６３】
　第２２の発明は、１または複数連のノズルを有するノズルヘッドと、該ノズルを通して
気体の吸引および吐出を行う吸引吐出機構と、前記ノズルに装着されまたは装着可能な装
着用開口部および前記気体の吸引または吐出によって流体の流入または流出が可能な口部
を有するチップ状容器で形成され、充填剤が該チップ状容器内に封入された１または２種
類以上の前記カラムチップ、または、前記チップ状容器で形成され内部に前記装着用開口
部と前記口部との間を仕切るように設けたフィルタを有する１または２種類以上のフィル
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タチップと、前記口部が挿入可能であって種々の溶液を収容しまたは収容可能な複数の液
収容部および前記カラムチップまたはフィルタチップを収容可能なチップ収容部群を設け
たステージと、前記ノズルヘッドを前記液収容部群に相対的に移動させる移動手段と、該
ノズルに装着した前記カラムチップまたはフィルタチップを脱着するための脱着部と、前
記カラムチップまたはフィルタチップの装着、脱着の制御を、該カラムチップまたはフィ
ルタチップに関する処理条件に基づいて前記吸引吐出機構および前記移動手段に対して行
うカラムチップ処理装置である。
【００６４】
　第２３の発明は、前記チップ状容器で形成され、内部に及ぼされた磁場によって内壁に
磁性粒子を吸着可能な１または２種類以上の分注チップと、前記ノズルヘッドに設けられ
、装着された前記分注チップ内に磁場を及ぼしかつ除去することが可能な磁力手段とを有
し、前記ステージに設けた前記チップ収容部群には前記分注チップが収容可能であり、前
記脱着部は、前記分注チップを脱着可能であり、前記制御部は、前記分注チップの装着、
脱着の制御を、前記分注チップに関する処理条件に基づいて前記吸引吐出機構および前記
移動手段に対して行うカラムチップ処理装置である。
【００６５】
　第２４の発明は、前記１または２種類以上の前記カラムチップは、ゲル濾過カラムチッ
プ、またはアフィニティカラムチップを有するカラムチップ処理装置である。
【００６６】
　ここで、「ゲル濾過カラムチップ」とは、カラムチップの内、封入されている充填剤が
セファデックス、セファクリル等のゲル濾過クロマトグラフィ用ゲルを封入したチップを
いい、カラムチップの装着用開口部から処理対象液を導入して、重力または、加圧により
対象液を充填剤を通過させてカラムチップ外に液体を吐出することで処理を行うものであ
る。１枚のフィルタのみが充填剤の下側に設けられている。「アフィニティカラムチップ
」とは、抗体、抗原、ニッケル、グルタチオン等の目的生体物質に特異的に反応する物質
が結合したアフィニティクロマト用ゲルを封入したチップをいう。
【００６７】
　第２５の発明は、前記ノズルヘッドには、前記ノズルに装着した前記カラムチップのチ
ップ状容器と係合することによってノズルからの脱落を防止する脱落防止部を有し、該脱
落防止部による脱落防止およびその解除の制御は、前記処理条件に基づいて、前記移動手
段に対して行うカラムチップ処理装置である。
【００６８】
　第２６の発明は、吸引吐出機構によって気体の吸引吐出が行われる１または複数連のノ
ズルに装着される装着用開口部および前記気体の吸引または吐出によって流体の流入また
は流出が可能な口部を有するチップ状容器、および該チップ状容器内に封入した充填剤を
有する１または２種類以上のカラムチップ、または、前記チップ状容器、および装着用開
口部と口部との間を仕切るように設けたフィルタを有する１または２種類以上のフィルタ
チップ、をステージ上に収容し、該カラムチップまたはフィルタチップの吸引吐出の対象
となる１または２種類以上の対象液を含む処理内容に関する処理条件に基づいて、前記ノ
ズルを、収容された前記カラムチップまたはフィルタチップの収容部との間を相対的に移
動することによって前記装着用開口部においてカラムチップまたはフィルタチップを前記
ノズルに装着する装着工程と、前記対象液を収容する１または２以上の液収容部と前記ノ
ズルとの間を相対的に移動させて前記口部を液収容部内に挿入して前記対象液を吸引しか
つ吐出させる吸引吐出工程と、前記ノズルに装着されたカラムチップまたはフィルタチッ
プを脱着する脱着工程と、ステージ上に収容された少なくとも１の別種類の前記カラムチ
ップ、または１の前記フィルタチップのノズルへの装着を、前記ノズルと該カラムチップ
またはフィルタチップが収容された収容部との間の相対的移動によって行う再装着工程と
を有するカラムチップ処理方法である。
【００６９】
　第２７の発明は、前記ステージ上には、チップ状容器で形成され、内部に及ぼされた磁
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場によって内壁に磁性粒子を吸着可能な１または２種類以上の分注チップを収容し、前記
処理条件は、分注チップの吸引吐出対象となる１または２種類以上の対象液を含む処理内
容に関し、前記装着工程は、分注チップを前記ノズルに装着する工程を含み、前記吸引吐
出工程は、磁力を前記分注チップ内に及ぼした状態で前記対象液を吸引吐出する工程を含
み、前記脱着工程は、前記ノズルに装着された分注チップを脱着する工程を含み、前記再
装着工程は、前記分注チップのノズルへの装着を、前記ノズルと前記分注チップが収容さ
れた収容部との間の相対的移動によって行うカラムチップ処理方法である。
【００７０】
　第２８の発明は、前記１または２種類以上の前記カラムチップは、ゲル濾過カラムチッ
プまたはアフィニティカラムチップを有するカラムチップ処理装置である。
【００７１】
　第２９の発明は、１または複数連のノズルを有するノズルヘッドと、該ノズルを通して
気体の吸引および吐出を行う吸引吐出機構と、前記ノズルに装着されまたは装着可能な装
着用開口部、および前記気体の吸引または吐出によって流体の流入または流出が可能な口
部を有するチップ状容器で形成され、充填剤が該チップ状容器内に封入された１または２
以上の前記カラムチップと、前記口部が挿入可能であって種々の溶液を収容しまたは収容
可能な複数の液収容部群を設けたステージと、前記ノズルヘッドを前記液収容部群に相対
的に移動させる移動手段とを有するとともに、前記液収容部群には、所定の塩に関して、
所定の濃度勾配に沿って、相互に所定の濃度差をもって配列された複数の異なる濃度をも
つバッファ液を収容したカラムチップ処理装置である。「配列」には、例えば、マトリク
ス状または一列状がある。
【００７２】
　第３０の発明は、前記ステージには、前記カラムチップ、および、分注チップが収容さ
れ、前記ノズルから装着した分注チップまたはカラムチップを脱着する脱着部を有するカ
ラムチップ処理装置である。
【００７３】
　第３１の発明は、吸引吐出機構によって気体の吸引吐出が行われる１または複数連のノ
ズルに装着される装着用開口部および前記気体の吸引または吐出によって流体の流入また
は流出が可能な口部を有するチップ状容器、および該チップ状容器内に封入した充填剤を
有する１または２以上のカラムチップについて、目的の生体物質を含有する対象液を吸引
吐出することによって前記充填剤に前記目的の生体物質を吸着させる吸着工程と、前記２
以上のカラムチップ、の吸引吐出の対象となる対象液として、所定の塩に関して、所定の
濃度勾配に沿って、相互に所定の濃度差を持って配列された複数の異なる濃度を各々持つ
バッファ液を収容し、１または２以上の該収容部に対して前記１または２以上のカラムチ
ップを挿入して吸引吐出により前記バッファ液と前記充填剤とを接触させる接触工程とを
有するカラムチップ処理方法である。
【００７４】
　第３２の発明は、前記バッファ液の生成および収容は、前記ノズルに装着した分注チッ
プを用いて行うカラムチップ処理方法である。
【発明の効果】
【００７５】
　第１の発明、第１０の発明、または第１９の発明によれば、１または２種類以上のカラ
ムチップに対して、カラムチップの構造に関するカラムチップ構造条件、および吸引吐出
の対象となる１または２種類以上の対象液を含む処理内容に関する処理条件に基づいて、
前記ノズルの吸引若しくは吐出についての量、圧力、スピード等を決定する。これによっ
て、各種類の充填剤が封入された複雑な構造をもつカラムチップに対して最適な吸引およ
び吐出態様で、前記対象液と前記充填剤とを接触させて、効率の高い迅速な処理を行うこ
とができる。また、大量のバッファ液からなる移動媒体を必要とせずに、目的生体物質を
希釈化することなく、対象液のみの少量の液量で吸引および吐出を行うことで、高い効率
でしかも小規模な装置で実行することができる。
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【００７６】
　また、構造条件および処理条件に基づいて、カラムチップのノズルへの装着から、カラ
ムチップの最適な選択、および必要な対象液の選択、および収容している位置への移動、
最適な吸引吐出について、人手をかけることなく一貫して処理することができる。
【００７７】
　第２の発明、第１１の発明または第２０の発明によれば、カラムチップに関する構造条
件として、チップ状容器の構造、フィルタの構造または充填剤の形状若しくは性質を考慮
することによって、さらに、対象液の性質、や量を考慮することで、液体の吸引吐出の抵
抗となる要素を取り入れることによって、最適な吸引吐出の圧力またはスピードまたは回
数または時間を制御することができる。
【００７８】
　第３の発明、第１２の発明または第１９の発明によれば、指定したカラムチップ、およ
び指定した処理内容に対応する構造条件および処理条件を発生させ、該構造条件および処
理条件に基づいて最適パラメータを決定するようにしている。したがって、ユーザは、カ
ラムチップおよび処理を指定するだけで、指定したカラムチップに関する種々の構造上の
条件、および、処理上の種々の条件を自動的に考慮されることになり、容易に最適なパラ
メータを得ることができる。
【００７９】
　第４の発明、第１３の発明、または第２１の発明によれば、吸引吐出操作の際に発生す
る、操作指示と液体の移動開始時間との間の時間差、吸引吐出操作量と、該操作量達成後
の液体のカラムチップに対するオフセットに基づいて最適パラメータを決定するようにし
ているので、最適パラメータを迅速かつ容易に得るとともに、対応表を差し替えることで
容易に種々の場合に対応することができる。
【００８０】
　第５の発明、または第１４の発明によれば予め定めた基準のカラムチップおよび基準の
処理内容に対応する基準構造条件および基準処理条件を定めることによって、それ以外の
構造条件および処理条件に関する最適パラメータを容易に得ることができる。簡単な構成
で、種々のカラムチップや処理に適用できるので、汎用性が高い。
【００８１】
　第６の発明または第１６の発明によれば、前記充填剤と接触すべき対象液の温度の制御
を、処理条件に基づいて、温度昇降用容器に対する移動により行うことにより、温度制御
と吸引吐出とを独立に並行して行うことが可能であり、吸引吐出を最適な温度で実行する
ことができる。また、温度制御を移動により行うことができるので制御が容易である。
【００８２】
　第７の発明または第１７の発明によれば、ノズルに装着したカラムチップの脱着部を設
けることによって、１の装置で、複数種類のカラムチップ、フィルタチップまたは分注チ
ップを順次取り替えて、または同時に組み合わせて用いることができるので、多様な処理
を一貫して自動的に行うことができる。
【００８３】
　第８の発明によれば、予め必要な試薬をプレパック容器に用意することによって、必要
な試薬を、必要な場合に、最善の信頼性の高い状態で、かつ、ノズルの移動のみで容易に
、迅速かつ効率的に取り扱うことができる。
【００８４】
　第９の発明によれば、ノズルに装着したカラムチップのチップ状容器と係合することに
よって、カラムチップのノズルからの脱落を防止する。したがって、前記カラムチップに
対して、吐出の際に、充填剤やフィルタの存在のために高い圧力をかけることが可能とな
り、種々のカラムチップやフィルタチップ等に適用することができる。また、脱落防止の
解除を移動手段の移動によって、容易にかつ自動的に行うことができる。そのため、カラ
ムチップ等の脱着を可能にし、種々のカラムフィルタやその他のチップを取り替えてまた
は組み合わせて用いることができる。
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【００８５】
　第１５の発明によれば、充填剤を洗浄する工程と、充填剤に吸着等した生体物質を溶出
することにより、吸引吐出を繰り返すことによって充填剤に吸着等しなかった夾雑物を確
実に除去することができ、吸引吐出を繰り返すことで、充填剤に吸着等した生体物質のみ
を確実に効率よく回収することができる。
【００８６】
　第２２の発明または第２６の発明によれば、ノズルに装着したカラムチップまたはフィ
ルタチップを脱着してさらに別種のチップを装着して処理を行うことができるので、１の
装置で、複数種類のカラムチップまたはフィルタチップを順次取り替えて、または同時に
組み合わせて用いて、多様な処理を一貫して自動的に行うことができる。
【００８７】
　第２３の発明または第２５の発明によれば、さらに装着した分注チップを脱着してさら
に別種のチップを装着し、または別種のチップを脱着氏分注チップを装着して処理を行う
ことができるので、１の装置で、分注チップを含む複数種類のチップを順次取り替えて、
または同時に組み合わせて用いて、磁場による吸着を含め多様な処理を一貫して自動的に
行うことができる。
【００８８】
　第２４の発明または第２７の発明によれば、カラムチップに前記種類を用いることによ
って、例えば、分注チップとゲル濾過カラムチップを用いることで、磁性粒子による融合
タンパク質精製とゲル濾過カラムチップによるタンパク質解析の前処理を一貫して行うこ
とができる。また、アフィニティカラムチップと、ゲル濾過カラムチップと分注チップと
を組み合わせることによって、アフィニティカラムチップを用いてメジャータンパク質を
除去して、有用タンパク質を抽出することを一貫して行うことができる。アフィニティカ
ラムチップ、ゲル濾過用のカラムチップおよびフィルタチップとを組み合わせることによ
って、タンパク質解析用サンプルの前処理を一貫して行うことができる。
【００８９】
　第２９の発明または第３１の発明によれば、従来のように、時間的な濃度変化を生み出
して、タンパク質の特異性、性質で分離を行うのではなく、予め、該濃度勾配に沿った、
相互に濃度差を持つ複数の緩衝液の組を液収容部内に収容しておき、前記カラムチップを
該液収容部間を移動させることによって、または、複数のカラムチップを一斉に前記液収
容部内に挿入させることによって、またはこれらの組み合わせによって、希望する濃度差
で、高精度に、かつ確実に、目的生体物質の溶出が行われる濃度を特定することができる
。
【００９０】
　第３０の発明または第３２の発明によれば、前記濃度勾配に沿った、相互に濃度差をも
つ複数の緩衝液の組を、同一の装置のノズルに分注チップを装着することによって行うこ
とができるので、処理を一貫して、かつ容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９１】
　本発明の第１の実施の形態に係るカラムチップ処理装置１０を、図１乃至図３に基づい
て説明する。
【００９２】
　該カラムチップ処理装置１０は、気体の吸引吐出を行う吸引吐出機構１６を有し、後述
するカラムチップ１２が装着され、該カラムチップ１２に対して気体の吸引吐出処理を行
うようにＹ軸方向に沿った１列状に配列された複数連（この例では１２連）のノズル１４
を有するノズルヘッド１５と、前記カラムチップ１２内に吸引しまたはカラムチップ１２
から吐出されるべき種々の検体や試薬等を含有する溶液を収容する種々の液収容部または
前記カラムチップ１２を含む種々のカラムチップを収容するチップ収容部６１を行列状に
配列した収容部群２０を有するステージ１３と、前記ノズルヘッド１５と前記収容部群２
０との間を水平方向（この例では、Ｘ軸方向）および垂直方向（Ｚ軸方向）に相対的に移



(18) JP 5097204 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

動するための移動手段としての移動機構９７と、カラムチップおよび処理内容を指定し、
種々のデータを入力するための操作パネル２４および蓋付ＩＣカード差込口３０と、前記
ステージ１３上に設けられ、前記カラムチップ１２を前記ノズル１４から脱着するための
脱着部としての脱着用板４２と、前記カラムチップこれらの各構成部品を外部から操作可
能となるように収納したケース２２と、を有している。ここで、前記Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸は
３次元の直交座標系をなす。前記操作パネル２４および蓋付ＩＣカード差込口３０は、図
示しない情報処理部とともに制御部を構成する。
【００９３】
　前記操作パネル２４には、液晶ディスプレイ２８と、入力用のキーボード２６が設けら
れている。前記ノズルヘッド１５には、該ノズル１４に分注チップ（１１０、図８参照）
を装着した場合に、該分注チップ内に磁力を及ぼすための磁力手段としての１２個の磁石
が前記ノズル１４の配列間隔で長手方向（図面上Ｙ軸方向）に沿って伸びる棒状部材に配
列されて前後方向（図面上Ｘ軸方向）に沿って前記分注チップに対して接離可能に設けら
れている。
【００９４】
　符号３３から３８，４０、４４，４６は、後述するように、前記ノズル１４に嵌合して
装着された前記カラムチップ１２の該ノズル１４からの脱落を防止し、またはその脱落防
止を解除するための脱落防止部であって、Ｚ軸方向に移動可能なノズルヘッド１５と連動
するように設けられている。該脱落防止部は、カラムチップ１２は、内部に充填剤、フィ
ルタ等の流体の抵抗となる構造を有するために、カラムチップ１２に対して吸引吐出機構
による大きな圧力を加える必要があるために設けられた。前記ステージ１３上には、前記
収容部群２０を両側から挟むようにＸ軸方向に沿って伸びる２枚の壁板２１が設けられて
いる。なお、符号２９は、後方に設けたＰ軸モータ４９等を隠すための目隠し板である。
【００９５】
　図２は、前記カラムチップ処理装置１０に収納されているノズルヘッド１５を含む主要
部の側面図を示すものである。
【００９６】
　該ノズルヘッド１５の１２本のノズル１４は、ノズル支持部材５４によってその長手方
向に沿って配列された状態で支持されている。該各ノズル１４の上方には、該ノズル１４
と連通するシリンダ４７が１２本設けられ、該シリンダ４７内には、プランジャ４３が軸
方向に沿って各々摺動可能に設けられ、該プランジャ４３の上端の頭部５１は、前記ノズ
ルヘッド１５に設けられたＺ軸移動体２７に支持されるように設けた吸引吐出用の前記Ｐ
軸モータ４９により上下方向駆動される駆動板４５の上側に突き抜けた状態で該駆動板４
５に固定支持されている。該駆動板４５には、１２本の六角柱状の六角支柱５０が、前記
プランジャ４３がＹ軸方向に沿って配列されたプランジャ列からＸ軸方向に沿って所定距
離離れた位置であって、かつ前記プランジャ４３と同一の配列間隔でＹ軸方向に沿って配
列されかつ下方に伸びるように取り付けられている。該六角支柱５０の下端には、プレパ
ック等の薄膜を穿孔するための穿孔用針４８が下方向に突設されている。
【００９７】
　前記駆動板４５は、前記カラムチップ処理装置１０の固定されたケース２２に対してＺ
軸方向（上下方向）に沿って移動可能に支持されたノズルヘッド１５の前記Ｚ軸移動体２
７に支持されるように設けられた吸引吐出用の前記Ｐ軸モータ４９によってカップラー４
９ａを介して回転駆動されるボール螺子１９に螺合し、該ボール螺子１９の回転によって
上下動するナット部１７に固定されている。該ボール螺子１９は、前記Ｚ軸移動体２７に
対してベアリング等によって軸支されている。該Ｚ軸移動体２７は、前記ケース２２に対
して固定して設けられたＺ軸移動体支持台８１によって案内されてＺ軸方向に沿って移動
可能に設けられている。該Ｚ軸移動体支持台８１の上側には、Ｚ軸モータ７７が設けられ
、前記Ｚ軸移動体２７に固定して設けられたナット部と螺合するボール螺子とカップラー
７７ａを介して連結して該Ｚ軸移動体２７を上下動させる。また、前記ステージ１３は、
前述したように設定したＸ軸方向に沿って移動可能に設けたＸ軸移動体９４の上側に形成
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されている。前記ケース２２のベース９２にはＸ軸方向に沿って直動レール９３が敷設さ
れ、前記Ｘ軸移動体９４の下側には、複数のボールが転動可能かつ循環可能に保持された
直動ガイド９５ａ，９５ｂが設けられ、前記直動レール９３に案内されて円滑に移動可能
である。ここで、前記Ｚ軸移動体２７、Ｚ軸移動体支持台８１、Ｘ軸移動体９４、および
レール９３等は前記移動機構９７に相当する。
【００９８】
　該駆動板４５には、図示しない垂直方向に伸びる光遮蔽板が設けられ、前記駆動板４５
がプランジャ４３の上限位置に達した場合には、前記ケース２２に固定して設けられた発
光素子からの光を遮断して受光素子に到達しないようにする。
【００９９】
　前記各シリンダ４７の下方には、ノズルは通過可能であるが、カラムチップ１２または
分注チップ１１０（図８参照）が通過不能な大きさの孔（図示せず）が、前記ノズル支持
部材５４の下側に、該ノズル支持部材５４の長手方向に沿って設けられた水平板５４ａが
設けられている。該水平板５４ａの両端には、前記分注チップを脱着するための（カラム
チップではない）前記水平板を支える管状の支柱５２が各々設けられている。１２本の前
記シリンダ４７は、その上端でシリンダ支持部材５２ａで固定され、そこから下方に伸び
るように支持され、前記支柱５２は、該シリンダ支持部材５２ａを貫通してその上側に突
き抜けるようにして、支柱５２の上端は、支柱支持管５３によって固定して支持されてい
る。前記１２本の前記プランジャ４３は、前記支柱支持管５３を貫通し、独立に摺動可能
である。前記シリンダ支持部材５２ａは、前記ノズルヘッド１５と連動するように設けら
れている。
【０１００】
　前記駆動板４５は、気体の吸引吐出を行う場合、または、前記穿孔用針４８を用いてプ
レパック等の薄膜を穿孔する場合には、前記プランジャ４３を前記上限位置と前記支柱支
持管５３の上端との間を往復することによって行うが、前記駆動板４５は、前記支柱支持
管５３の上端よりもさらに下降して下限位置にまで達することができる。その場合には、
該駆動板４５は、前記駆動板４５は、前記支柱支持管５３とともに下降し、それによって
支柱５２が押されて前記水平板が下降して、装着された分注チップ（カラムチップの場合
には用いない）がノズル１４からしごき落されることになる。なお、カラムチップ１２を
ノズル１４から脱着する場合については後述する。
【０１０１】
　図１および図２に基づいて、前記カラムチップ１２の前記ノズル１４からの脱落を防止
する脱落防止部が有する機構について説明する。
　該脱落防止部は、前記カラムチップ１２とＹ軸方向に同一位置および同一の配列間隔（
中心間距離）で配列された１２個の略半円状の切欠き部（図示せず）を有する脱落防止部
材３５が水平ロッド３３に回転可能に支持されている。該切欠き部の大きさは、前記カラ
ムチップ１２の太径管６４の径よりもやや大きく、該カラムチップ１２の突条７４の厚み
を考慮した外径よりも小さく形成した大きさであり、これによりカラムチップ１２をその
突条７４部分で支えることが可能である。該水平ロッド３３は、前記ノズルヘッド１５と
連動するように設けられており、該水平ロッド３３は、前記ケース２２に固定して設けら
れたガイドレールに沿って上下方向に移動可能に設けられている。該水平ロッド３３は、
水平ロッド３３を回転可能かつＸ軸方向に微小距離移動可能となるような長円状の孔３３
ａを貫通するようにロッド支持部材３４に保持されている。該ロッド支持部材３４は、２
本のガイド部材３６が、永久磁石で形成された係止ブロック４１を貫通してその上側にま
で伸び、その先端に磁性体で形成された上端部４４が設けられている。上端部４４には、
前記係止ブロック４１との間の磁力による密着状態を解除するためのつまみ４４ａが設け
られている。前記脱落防止部材３５が前記カラムチップ１２と係合して、カラムチップの
脱落を防止している状態では、図２に示すように、前記上端部４４は係止ブロック４１に
磁力および自重により密着している。
【０１０２】
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　前記脱落防止部材３５には、前記カラムチップ１２と接触する先端と前記水平ロッド３
３の中間には、該脱落防止部材３５がピン３１によって側面が略逆Ｌ字状の逆Ｌ字状部材
３７に軸支されている。該逆Ｌ字状部材３７は、前記ノズル支持部材５４と同様にＹ軸方
向に沿って伸びるように形成された前記係止ブロック４１を支持する係止ブロック支持部
材３８の両端に各々設けられている。該係止ブロック支持部材３８の上側には、２本の上
方に伸びるガイド部材４０が、永久磁石で形成され、前記ノズルヘッドのＺ軸移動体２７
に固定された係止水平棒３９を貫通してその上側まで伸び、その先端に磁性体で形成され
た上端部４６が設けられている。該上端部４６にも、前記係止水平棒３９との間の磁力に
よる密着状態を解除するためのつまみ４６ａが設けられている。前記脱落防止部材３５が
前記カラムチップ１２と係合して、カラムチップの脱落を防止している状態では、図２に
示すように、前記上端部４６は前記係止水平棒３９に磁力および自重により密着している
。
【０１０３】
　前記脱落防止部材３５の前記カラムチップ１２への係合状態、すなわち、脱落防止状態
を解除するには、前記Ｘ軸移動体９４をＸ軸方向に沿って移動させることによって、前記
ノズルヘッド１５をＸ軸方向に沿って相対的に移動させて前記壁板２１の内、Ｚ軸方向に
他よりもやや高く形成された解除用壁部２３の上方に来るように前記移動機構によって移
動させた後、移動機構を用いてＺ軸方向に沿って下方向に前記ノズルヘッド１５を移動さ
せる。すると、前記水平ロッド３３が、前記解除用壁部２３と接触し、さらに下げようと
すると、該水平ロッド３３が上向きに力を受けて前記ピン３１を支点として回転し、前記
脱落防止部材３５の前記切欠き部が前記突条７４から外れる。その際、上記水平ロッド３
３およびこれと結合する部分以外の部分はさらに下降しようとするために、該水平ロッド
３３と前記ロッド支持部材３４およびガイド部材３６を介して結合している前記上端部４
４が前記係止ブロック４１より離れる。また、同時に、該水平ロッド３３と逆Ｌ字状部材
３７およびガイド部材４０を介して結合している前記上端部４６が該係止水平棒３９から
離れて残留する。
【０１０４】
　一方、脱落防止を有効にするには、前記ノズルヘッド１５の前記Ｚ軸移動体２７をＺ軸
方向に沿って上昇させることによって、前記水平ロッド３３およびこれに連結している部
分以外の部分がまず上昇し、前記上端部４４が前記係止ブロック４１とが自重および磁力
で密着し、前記上端部４６が前記係止水平棒３９と磁力と自重によって密着し、同時に前
記水平ロッド３３が前記解除用壁部２３から離れるために、前記脱落防止部材３５が前記
カラムチップ１２の前記突条７４の部分と係合して脱落防止が行われる。
【０１０５】
　図３は、前記カラムチップ処理装置１０のステージ１３を示すものである。該ステージ
１３上には、前記収容部群２０としての所定の試薬溶液が予め収容され、薄膜によって被
覆された複数の液収容部からなる１２群の試薬プレパックカートリッジ５８を有する試薬
ラック５５と、前記カラムチップ１２、または分注チップを収容可能な１２個の４列のチ
ップ収容部６１を有するチップラック１８とを有する。
【０１０６】
　前記各試薬プレパックカートリッジ５８には、複数の液収容部（この例では、１０個）
５７、および加熱用のヒートブロック部５６が設けられ、該ヒートブロック部５６には、
試薬用液収容部およびサンプルチューブが設けられている。また、各試薬プレパックカー
トリッジ５８の両側には、所定高さを持つ隔壁２５が設けられている。
【０１０７】
　前記チップラック１８の内、下の２列分は、サンプルチューブ６０が収容されている。
また、上の１列分のチップ収容部の上方には、前記脱着部としての脱着用板４２が設けら
れている。該脱着用板４２は、前記ノズル１４は通過可能であるが前記カラムチップ１２
または分注チップが通過不能な大きさの孔部５９ａと、該カラムチップ１２の細径管６６
が通過可能で、それ以外の部分が通過不能な大きさの孔部５９ｂとからなる１２個の孔５
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９が、前記ノズル１４の配列間隔をもって脱着用板４２に配列されている。
【０１０８】
　図４に基づいて、第１の実施の形態に係るカラムチップ１２を説明する。
　図４に示す該カラムチップ１２の断面図は、前記カラムチップ処理装置１０のノズル１
４に装着する前の状態を示す。
【０１０９】
　該カラムチップ１２は、前記ノズル１４または該ノズル１４に装着される部材を介して
ノズル１４に装着される装着用開口部７１が上端に設けられ、流体の流入および流出が可
能な口部６９が下端に設けられたチップ状容器６２を有する。該チップ状容器６２は、前
記装着用開口部７１が設けられ、内部に充填剤６８が封入された太径管６４と、該太径管
６４よりも、細く形成され、前記口部６９が先端に設けられた略円筒状の細径管６６と、
該太径管６４と細径管６６との間に形成された段差状の移行部７３とを有する。前記太径
管６４には、その下側には、前記充填剤６８が封入される充填剤収容部６４ａと、その上
側は、該充填剤収容部６４ａよりも太く形成され液体を貯溜可能な貯溜部６４ｂと、該充
填剤収容部６４ａと前記貯溜部６４ｂとの間に形成された段部６３とを有する。また、前
記太径管６４の外側面の上部には、軸方向に沿って設けた複数本の突条７４が設けられて
、前述したように脱落防止部材３５による支持に用いられる。前記充填剤６８（例えば、
数十μｍから１００μｍ）は、前記段部６３に設けたフィルタ６５と、前記移行部７３に
設けたフィルタ６７によって挟まれるように封入されている。
【０１１０】
　また前記充填剤収容部６４ａの下底には、軸線に向かって半径方向に突出する複数本の
突起６７ａを軸線を囲むように設けて前記フィルタ６７が密着しないようにしている。
【０１１１】
　該カラムチップ１２の充填剤６８は、その活性化を維持するために処理前においては、
活性化維持流体と接触した状態で保管する必要がある。そのため、液漏れを防止するため
の蓋７０によって前記装着用開口部７１が閉塞され、口部６９はキャップ７２によって閉
塞された状態で保管されている。
【０１１２】
　前記ノズルに１４装着する場合には、前記蓋７０を手動で除去してノズル１４に嵌合し
て装着し、キャップ７２については、前記脱着用板４２の前記孔部５９ｂに前記カラムチ
ップ１２の細径管６６を横方向から挿入した後、上方向にノズルヘッド１５を移動させる
ことによって除去する。
【０１１３】
　図５は、前記カラムチップ１２に、目的生体物質を含有する対象液７６を前記サンプル
チューブ６０から吸引させる際の状態を示すものである。
　この場合、前記フィルタ６５とフィルタ６７とに挟まれた有効カラムチップ領域には、
充填剤６８の全体積が、有効カラムチップ領域の容積の約６０％程度を占めているに過ぎ
ない。この場合には、吸引吐出の対象である前記対象液７６の液量は、上側のフィルタ６
５を超えない程度に吸引と吐出を繰り返すことで、空気を導入することなく、充填剤６８
と、対象液７６との懸濁状態を実現して、充填剤６８と、対象液７６中の生体物質との遭
遇性を高めることができる。これは、主としてアフィニティ用ゲルを封入した場合に用い
る。例えば、サンプルをアフィニティゲルに吸着させた後、精製抗体を溶出させるために
用いる。
【０１１４】
　図６は、前記カラムチップ７８は、カラムチップ１２と同じチップ状容器６２に、同じ
フィルタ６５とフィルタ６７で挟まれた有効カラム領域内に、充填剤８０の全粒子体積が
、有効カラム領域の容積の約１００％の比率で圧縮するように詰めている場合を示す。
　この場合には、吸引吐出の液量は、前記有効カラムチップ領域の容量を超える液量を吸
引吐出が可能であり、吐出の時間差または吸引吐出の回数によって分画を行うような液ク
ロマトグラフィに用いられる。この場合でも、ミクロ的には懸濁状態が発生していると考
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えられる。例えば、ゲル濾過クロマトグラフィにより、上記精製抗体の脱塩または卿雑物
の除去を行う。
【０１１５】
　図７は、こま状または円盤状のカラムチップ８２を示す。該カラムチップ８２は、前記
ノズル１４に装着可能な装着用開口部９１を持つ貯溜部８４と、２枚のフィルタ８７，８
９によって挟まれた有効カラム領域内に、充填剤８５が、その全粒子体積の前記有効カラ
ム領域の容積の約１００％の比率で圧縮するように詰めて封入されている中空円盤状の充
填剤封入部８６と、前記サンプルチューブ６０に挿入可能な口部８３を有する細管８８と
を有する。
【０１１６】
　このカラムチップ８２は、充填剤８５の粒子径が小さく、また、フィルタ８９、８７の
ポア径も小さい場合には、充填剤８５の軸方向の厚みを薄くして、開口率を大きくするこ
とによって吸引吐出時間を減少することができる。
【０１１７】
　図８は、前記ノズル１４に装着可能な別種類のカラムチップ９６と、フィルタチップ１
０２と、分注チップ１０６とを示す。
【０１１８】
　前記カラムチップ９６は、前記チップ状容器６２に、１のフィルタ１００を用いて、セ
ファデックス、セファクリルなどのゲルろ過クロマトグラフィ用ゲルを封入したものであ
る。また、フィルタチップ１０２は、フィルタ１０４として、メンブランフィルタまたは
限界濾過膜を封入したものである。上部からの加圧、または自然加圧により溶出が可能な
ものである。アガロースゲルを用いてタンパク質の大きさによる分画を行う場合には、精
度を増すために、より長い充填剤を封入する有効カラム長をもつことが効果的である。
【０１１９】
　次に、制御部について説明する。
　該制御部は、ノズル１４に装着される１または２種類以上の前記カラムチップ１２、７
８，８２，９６の構造に関する構造条件、および、前記カラムチップの吸引吐出の対象と
なる１または２種類以上の対象液を含む処理内容に関する処理条件に基づいて、前記吸引
吐出機構１６および前記移動手段（図示せず）に対して前記ノズル１４の吸引若しくは吐
出の量、圧力、スピード、回数、時間または位置を制御するものである。構造条件には、
前記カラムチップのチップ状容器６２の構造、前記フィルタ６５，６７の構造、または封
入された前記充填剤の形状若しくは性質に関する複数の項目からなり、前記処理条件は、
前記カラムチップの吸引吐出の対象となる１または２種類以上の対象液の各収容位置、性
質若しくは量を含む処理内容に関する複数の項目からなる。
【０１２０】
　制御部は、前記カラムチップおよび該カラムチップを用いた処理を指定する指定部とし
ての前記操作パネル２４および蓋付ＩＣカード差込口３０と、指定したカラムチップに関
する前記構造条件、および指定した処理に関する処理条件を発生させる条件発生部と、発
生させた該構造条件および処理条件に基づいて、前記吸引吐出機構および前記移動手段が
従うべき最適パラメータを決定する最適パラメータ決定部とを有する。前記条件発生部お
よび最適パラメータ決定部は、前記情報処理装置に設けられている。該情報処理部は、図
示しないＣＰＵ、メモリ、およびメモリに格納された制御用ソフト等を有している。
【０１２１】
　図９に基づいて、最適パラメータ決定部が、前記条件発生部により発生させた構造条件
および処理条件に基づいて、最適パラメータを決定する例を具体的に説明する。
【０１２２】
　前記制御部の条件発生部が発生した構造条件および処理条件からのこれらの最適パラメ
ータの決定を行うには、カラムチップ７８内に設けられた充填剤８０、保持用のフィルタ
６７，６５等の液体の吸引吐出時に抵抗となる多数の要因等を考慮する必要がある。
【０１２３】
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　図９（ａ）は、前記カラムチップ７８の有効カラム領域辺りを模式的に示すものである
。以下に、この図９（ａ）に基づいて、前記条件発生部が発生させた構造条件および処理
条件の例を示す。前記構造条件として、チップ状容器６２の構造に関するものとして、カ
ラムの内径Ｄ、この例では5.1mm，有効カラム長Ｌ（フィルタ部分は除く）、この例では
、2.5mm、反応に寄与しない細径管６６および移行部７３の容積に相当するデッドボリュ
ームｖ、この例では50μリットルである。また、フィルタ６７，６５の構造に関するもの
として、フィルタの厚さｔ、この例では1.4ｍｍ、フィルタ６７の開口率ａに関するもの
がある。なお、この場合には、フィルタ６７，６５のポア径は、80－120μｍ（POREX社製
　Hydrophobic）であるが、厚みがあるのでポア径よりも小さい粒子を保持することがで
きる。また、充填剤８０に関する形状としては、この例では、粒子状、その平均粒子径ｄ
、この例では９０μｍ、種類、性質には、例えば、その種類、Ｎｉセファロース（ＧＥ　
ヘルスケアバイオサイエンス(株)製　Ni Sepharose 6 Fast Flow）である。また、処理条
件としては、対象液の種類、この例では、生体物質としてのHis-Tag-GFPの懸濁液であり
、濃度は、600μグラム／600μリットルであり、その量は650μリットルである。対象液
の量としては、600μリットルである。処理内容としては、図１０で示す、ステップＳ２
の対象液の吸着に相当する場合であって、後述する生体物質を前記充填剤８０と接触させ
て、結合反応動作を行う場合である。
【０１２４】
　前記最適パラメータ決定部は、以上の構造条件および処理条件に基づいて、最適パラメ
ータを決定する。
【０１２５】
　最適パラメータを決定するには、前記各要素に関して生ずるカラムチップ７８の流体抵
抗を考慮して行う。カラムチップ７８における流体抵抗のほとんどは、フィルタによる抵
抗と充填剤による抵抗の和である。充填剤による抵抗は、基準となる内径Ｄとの比の２乗
に反比例し、基準となる有効カラム長Ｌとの比に比例し、対象液の粘性νに比例する。ま
た、フィルタによる抵抗は、基準となる内径Ｄとの比の２乗に反比例し、基準となるフィ
ルタの厚さとの比に比例し、基準となる開口率との比に比例し、対象液の粘性νに比例す
る。また、前記処理条件の処理内容にも依存する。
【０１２６】
　ところで、以上の流体抵抗を考慮した結果、図９（ｂ）に原理的に示すように、シリン
ダ操作（実線）と、流体の応答（点線）との間にずれが生ずることとなる。これは、理想
的な流体を抵抗０で吸引吐出する場合にはずれが生じないであろうことを考えると、その
ずれの主な原因が流体の抵抗によるものと考えられるからである。
【０１２７】
　すなわち、シリンダ操作と、液体の応答との間には、前記吸引吐出機構に対する吸引吐
出操作開始時点とカラムチップに対する液体の移動開始時点との時間差に相当する「むだ
時間」の時間的な遅れがあり、シリンダを操作しても直ぐには液体はカラムチップ内に進
入しない。また、シリンダ操作による線形的なシリンダ内の容積の増加に対し、液体の進
入は漸近的増加となる一次遅れが生ずる。また、シリンダ操作が収容して十分時間が経過
した後も吸引量は完全に一致せずオフセットが生ずる。吐出時についての液の応答につい
ても同様である。
【０１２８】
　そこで、前記最適パラメータ決定部は、シリンダ操作と、それによるカラムチップに吸
引または吐出される前述した液の応答性に基づいて、前記抵抗を考慮した吸引吐出の最適
パラメータを該図９（ｂ）に基づいて決定する。すなわち、希望する吸引量または吐出量
に対して、最適パラメータとして、前記オフセットの液量分を加えた吸引補正量または吐
出補正量を定めることで、オフセットの影響を小さくし、カラムチップにおける抵抗が高
い場合には、ゆっくり吸引することにより、むだ時間、一次遅れを小さくするように決定
する。また、シリンダ操作終了後から液体がカラム内に吸引または吐出されて安定するま
での時間を「吸引後待ち時間」および「吐出後待ち時間」を定めて、次の操作に移る開始
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時間を前記最適パラメータとして決定する。
【０１２９】
　また、前記最適パラメータには、「攪拌体積」を導入する。攪拌体積は、検体量に応じ
え変化させる。充填剤体積と有効カラム領域の容積との割合により、吸引できる液量は変
化する。充填剤体積が有効カラム領域に１００％詰められている場合には、該有効カラム
領域を超える攪拌体積の対象液の導入が可能であるが、それ以下の場合には、空気の混入
を防止するために対象液の攪拌体積は、有効カラム領域の容積を超えない値に決定する。
【０１３０】
　このようにして、各構造条件および処理条件ごとに、対応する最適パラメータを決定す
ることになるが、そのつど、最適パラメータを求めるのは、手間がかかる。そこで、本実
施の形態においては、基準となる構造条件および処理条件から基準となる最適パラメータ
を求めておき、その他の場合については、基準要素との比、相違で最適パラメータを推定
する。
【０１３１】
　そこで、前記最適パラメータ決定部は、前述した図９（ａ）のカラムチップ７８を基準
とした、最適パラメータを決定する。それによると、前記基準の最適パラメータとして、
例えば、攪拌容積、この例では、800μリットル、攪拌回数、この例では10回、吸引スピ
ード、この例では、70μリットル／秒、吸引後待ち時間、この例では5秒、吐出スピード
、この例では、70μリットル／秒、吐出後待ち時間、この例では、５秒と決定する。なお
、ここでは、吸引スピードおよび吐出スピ－ドは、シリンダの駆動スピードであって、実
際に吸引吐出される液体のスピードではない。
【０１３２】
　それ以外については、前述した充填剤の抵抗の内径との基準値との比、有効カラム長に
ついての基準値との比、粒子径との比等を考慮して、その最適パラメータの値を算出しま
たはその動向により最適パラメータを変化させる。
【０１３３】
　図１０には、基準最適パラメータ以外の最適パラメータを決定する例を示す。
　図１０（ａ）は、前記充填剤６８の基準粒子径ｄが90μｍに対する液体の応答（長点線
）に対して、粒子径ｄが34μｍの場合（他の要素は同じ）には、充填密度が高くなり抵抗
は増すので、前記「むだ時間」は大きくなり、一次遅れはさらに大きくなり、オフセット
量も増えることを示している。そこで、図１０（ｂ）に示すように、粒子径が34μｍの場
合にも、90μｍの場合と同じ液体の流速にするには、シリンダ操作スピードを上げること
なる。したがって、この場合には、次のいずれかまたは全てを行うように最適パラメータ
を決定することになる。すなわち、１．吸引後、吐出後の待ち時間を長くする。２．攪拌
体積を増加させる。３．実際の液体の吸引吐出スピードを平均粒子径90μｍと同じにする
には、吸引吐出スピードを早く設定することになる。
【０１３４】
　図１１に基づいて、本発明の第４の実施の形態に係るカラムチップ処理方法について説
明する。
【０１３５】
　カラムチップの処理を行うには、最初に、前記ステップＳ１において、カラムチップ７
８を初期化する。カラムチップ１２を初期化する際に、前記指定部としての操作パネル２
４および蓋付ＩＣカード差込口３０から、使用するカラムチップ１２の指定、処理を指定
する。すなわち、処理に用いる検体数、検体液量、検体設置位置、処理プロトコル、カラ
ム再生処理の有無を入力する。処理プロトコルには、処理内容の詳細とその制御パラメー
タのセットを含む。
【０１３６】
　ステップＳ１のカラムの初期化工程では、前提として、図４に示すカラムチップ１２の
上側の蓋を除去した状態で前記収容部群２０のチップラック１８の１２個のチップ収容部
６１に１２本を収容しておく。前記ノズルヘッド１５を相対的に該チップ収容部６１にま
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でＸ軸方向に沿って移動させ、該ノズルヘッド１５をＺ軸方向に沿って下降させて、前記
装着用開口部７１に前記ノズル１４を一斉に挿入嵌合させることで１２本のカラムチップ
１２をノズルヘッド１５に装着させる。
【０１３７】
　次に、ステップＳ１１において、前記ノズルヘッド１５をＺ軸方向に沿って上昇させて
、カラムチップ１２をＸ軸方向に移動させて、該チップラック１８にある脱着用板４２の
下側に前記キャップ７２が来るようにして、前記孔部５９ａにまで前記細径管６６がくる
ように挿入する。次に、前記ノズルヘッド１５をＺ軸方向に上昇させて前記キャップ７２
をしごき落とす。
【０１３８】
　ステップＳ１２において、前記カラムチップ１２内に収容されていた活性化維持液体を
排出槽（図示せず）に吐出させた後、ステップＳ１３において、前記Ｘ軸移動体９４をＸ
軸方向に沿って移動させることによって該ノズルヘッド１５を相対的に前記液収容部群と
しての試薬ラック５５にまで移送させて、洗浄または活性化を行って、充填剤のコンディ
ションを整えるための処理を行う。そのため、対象液として、所定バッファ液の吸引吐出
を繰り返すことによって行う（平衡化）。その場合の吸引吐出のパラメータとしては、バ
ッファの位置、吸引位置、攪拌液量、攪拌回数、吸引スピード、吸引後停止時間、吐出ス
ピード、吐出後停止時間が決定される。
【０１３９】
　ステップＳ１４では、洗浄・活性化液をカラムチップから十分に排出するための吐出動
作を行う。この場合のパラメータとしては、洗浄または活性化液がチップ外側になるべく
触れない高さ、開始待ち時間、吐出量、吐出スピードが決定される。
【０１４０】
　ステップＳ２のサンプル吸着工程では、ステップＳ２１において、対象液としてのサン
プルが収容されているステージ１３上のサンプルチューブ６０の位置へ前記ノズルヘッド
１５を移動させて前記カラムチップ１２の先端の口部６９を該サンプルチューブ６０内に
挿入する。ステップＳ２２において、吸引吐出を繰り返すことによって、前記充填剤と前
記対象液とを接触させて、生体物質を前記充填剤に吸着させる。その際、制御部は、前述
したような最適パラメータを決定して、該最適パラメータに基づいて、前記吸引吐出機構
および移動機構を制御する。
【０１４１】
　吸引吐出のパラメータとしては、例えば、「攪拌体積」、「攪拌回数・時間」、「吸引
スピード」、「吸引後停止時間」、「吐出スピード」、「吐出後停止時間」がある。これ
らのパラメータは、以下の点を考慮して最適なパラメータが決定される。「攪拌体積」は
、検体量に応じて変化させる。構造条件に含まれる充填剤とチップ容量により吸引できる
液量は変化する。「攪拌回数・時間」はリガンドとの結合力が弱い場合には、繰り返し充
填剤を通過させる。接触時間を長くする必要がある。「吸引スピード」は、リガンドとの
結合力が弱い場合、ゆっくりと吸引しないと剥離のおそれがある。結合力が強い場合、高
速に吸引し充填剤の懸濁状態を作った方が効率が良い場合がある。「吸引後停止時間」は
、充填剤が完全に対象液である検体容液に浸された状態を維持する時間である。充填剤の
密度が高かったり、充填剤の保持メッシュが細かい時、流動抵抗が大きくなるため、停止
時間を十分取らないと、液が完全に吸引できない場合がある「吐出スピード」はリガンド
との結合力が弱い場合、ゆっくり吐出しないと剥離のおそれがある。「吐出後停止時間」
は、充填剤の密度が高かったり、充填剤の保持メッシュが細かいとき、流動抵抗が大きく
なるため、停止時間を十分取らないと液が完全に吸引できない場合がある。
【０１４２】
　ステップＳ２３においては、不要な共雑物を次の処理に持ち越さないための処理が行わ
れる。必要なパラメータとしては、「吐出の高さ」、「吐出までの待ち時間」、「吐出量
」、「吐出スピード」があり、これらは以下の点を考慮して最適なパラメータを決定する
。「吐出高さ」については、チップ外側に対象液としてのサンプル容液がなるべく触れな
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い高さである。チップから再吐出された液が、対象液としてのサンプル液に触れ、チップ
を上昇させた時、先端に液球ができない高さを指定する。「吐出までの待ち時間」は、チ
ップ内外にある不要な対象液がチップ先端まで自然に垂れてくるまでの時間を指定する。
「吐出量」としては、チップ先端に溜まった不要な液を完全に吐出しきる量を指定する。
「吐出スピード」は、チップ先端に溜まった不要な液を完全に吐出し切るスピードを指定
する。
【０１４３】
　ステップＳ３は、洗浄工程を示すものであり、ステップＳ３１で洗浄位置へ移動し、ス
テップＳ３２において、対象液である洗浄液についてカラムチップ１２に対して吸引およ
び吐出を繰り返すことにより攪拌する。洗浄工程におけるパラメータは、前述したサンプ
ルの吸着工程において、対象液をサンプルから洗浄液に置き換えたものを用いる。ステッ
プＳ３３においては、不要や洗浄液を次の処理工程に持ち越さないための処理であり、そ
のパラメータは、前述した吸着工程におけるステップＳ２３におけるパラメータにおける
対象液をサンプルから洗浄液に置き変えたものである。なお、洗浄工程は、十分洗浄が行
われるまで複数の液収容部で繰り返し実行したり、異なる洗浄液の液収容部で繰り返すこ
とができる。
【０１４４】
　ステップＳ４は溶出工程を示すものであり、ステップＳ４１で、パラメータとしての吸
引吐出位置である、溶出液を収容している位置に移動する。溶出液の位置は、リガンドや
、対象液としてのサンプルによりその位置が指定される。ステップＳ４２において、前記
カラムチップ１２に対して溶出液について吸引吐出を繰り返す。濃縮を行う場合には、溶
出液がカラム内に十分出ない場合がる。その場合には、充填剤の全てを通過できる位置ま
で溶出液が吸引されるように攪拌液量を設定する。
【０１４５】
　ステップＳ４３において、溶出液の全量を吸引する。そのため、吸引量としては、溶出
液量に加え余剰量の吸引を行うようにパラメータを設定する。
【０１４６】
　ステップＳ４４で回収容器位置に前記ノズルヘッド１５を相対的に移動させる。ステッ
プＳ４５で全量を吐出させる。ステップＳ４６は、カラムチップ１２内には溶出液が残留
しやすいため、溶出液流量に加え余剰量の吐出を行う。余剰吐出を行う前には、カラムチ
ップ１２内の液がチップ先端にまで垂れてくるものを待つ時間を設定する。
【０１４７】
　ステップＳ５は後処理工程である。この工程は、使用済みカラムチップ１２が再利用可
能な場合に、次回使用のための処理を実施する。
【０１４８】
　ステップＳ５１で再生処理を行う。再生処理は、充填剤の洗浄および保存に適した状態
にするための再生液を吸引吐出する。そのため、攪拌量、攪拌回数、攪拌スピードを設定
する。ステップＳ５２において、保存液または活性維持用液体を吸引する。保存液の吸引
は、カラム内の充填剤が乾燥したり、カビが生えたりするのを防ぐために保存液を満たす
。
【０１４９】
　ステップＳ５３において、保存液を満たした状態で、カラムチップ１２をノズル１４か
らはずすために、先端にキャップを装着する。ハイスループットシステムの場合には、自
動で装着する。数検体用の小型システムの場合には、ユーザーインタフェースを介して、
マニュアルで装着することも可能である。
【０１５０】
　図１２乃至図１４には、１または２種類以上のカラムチップ、フィルタチップまたは分
注チップのいずれかの組み合わせ（必ず、少なくとも１種類のカラムチップは含まれる）
についての具体的な処理（第４の実施の形態から第６の実施の形態に係る処理）について
示す。
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【０１５１】
　図１２は、組換えタンパク質精製処理の例を示すものであり、分注チップを用いた磁性
粒子による融合タンパク質精製と、ゲル濾過からムチップを用いたタンパク質解析の前処
理を示すものである。ステップＳ７－１およびＳ７－２において、前記ノズルヘッド１５
のノズル１４に分注チップ１０６を装着し、該分注チップ１０６を用いてＧＳＴ融合タン
パク質またはヒスチジンータグ融合タンパク質を含有する対象液と、抗ＧＳＴ抗体または
グルタチオン、及びニッケルイオンが固定化された磁性粒子懸濁液とを攪拌によって反応
させる。
【０１５２】
　ステップＳ７－３において、前記ノズルヘッドに設けた磁力手段３２を用いて磁性粒子
を前記分注チップ１０６の内壁に吸着させて分離し、ステップＳ７－４において、洗浄液
を用いて洗浄させ、ステップＳ７－５において、前記ＧＳＴ融合タンパク質の場合には、
高塩濃度液または還元型グルタチオン液、前記ヒスチジンータグ融合タンパク質の場合に
はイミダゾール液を用いて前記磁性粒子から融合タンパク質を溶出し、前記ステージ１３
上のチューブ等に収容しておく。
【０１５３】
　次に、ステップＳ７－６において、前記ノズル１４から分注チップを脱着した後、ステ
ップＳ７－９において、セファデックスまたはセファクリル等のゲル濾過用のカラムチッ
プ９６を前記収容部群２０に収容する。ステップＳ７－１０において、カラムチップ９６
から活性化維持用の保存液を除去して平衡化する。ステップＳ７－１１において、分注チ
ップを用いて前記溶出液を該ゲル濾過用のカラムチップ９６へ添加した後、前記ノズルヘ
ッド１５のノズル１４に装着し、ステップＳ７－１２により、高分子分画（タンパク質）
を行い、分子量の大きいものから順次回収し、脱塩または低分子分子夾雑物を除去して精
製する。
【０１５４】
　図１３は、血清中のメジャータンパク質の除去処理の例を示すものであって、アフィニ
ティカラムチップおよび分注チップを組み合わせて用いたものである。
【０１５５】
　ステップＳ８－１において、メジャータンパク質に対する特異抗体（数種類）が固定さ
れたアフィニティゲルを封入したカラムチップ７８を前記ノズル１４に装着して用いる。
ステップＳ８－２にいて、カラムチップを平衡化する。ステップＳ８－３において、血清
を吸引吐出を行うことでメジャータンパク質を吸着する。ステップＳ８－４において、メ
ジャータンパク質が除去された結成を吐出する。
【０１５６】
　二次元電気泳動によって抽出されたタンパク質について、ステップＳ８－７において、
前記かラムチップを脱着した後分注チップを装着し、磁性粒子と結合したトリプシン酵素
を用いて酵素消化を行い、前記磁力手段を用いて、磁気粒子を該分注チップの内壁に吸着
することで分離し、ステップＳ８－８において、質量分析用のペプチドサンプルを得る。
【０１５７】
　図１４は、抗体精製処理の例を示すものであって、アフィニティカラムチップ、ゲル濾
過用のカラムチップおよびフィルタチップを用いたタンパク解析用サンプルの前処理を示
すものである。
【０１５８】
　ステップＳ９－１において、プロテインＡまたはプロテインＧなどのアフィニティゲル
を封入したカラムチップ７８を前記ノズル１４に装着する。ステップＳ９－２において、
該カラムチップ７８を平衡化する。ステップＳ９－３において、マウス腹水を吸引吐出を
繰り返すことにより、抗体を吸着する。ステップＳ９－４で、カラムチップ７８を洗浄す
る。ステップＳ９－５で、グリシン塩酸バッファ液で、前記充填剤に吸着した抗体を溶出
する。溶出された液は、前記収容部群２０の適当な液収容部内に吐出して収容される。
【０１５９】
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　前記ノズルヘッド１５のノズル１４から前記カラムチップ７８を脱着した後、ステップ
Ｓ９－１０において、前記収容部群２０のチップラックにゲル濾過用のカラムチップ９６
を収容し、ステップＳ９－１１において、ゲル濾過用のカラムチップ９６を平衡化する。
ステップＳ９－１２において、分注チップを前記ノズルヘッドに装着して前記ゲル濾過用
のカラムチップ９６に前記装着用開口部７１から前記溶出された液を添加する。前記分注
チップを前記ノズルヘッド１５のノズル１４から脱着した後、該ゲル濾過用のカラムチッ
プ９６を前記ノズルヘッド１５の各ノズル１４に装着し、ステップＳ９－１３で、吐出す
ることによって、高分子分画を行い、タンパク質を回収して精製する。
【０１６０】
　ステップＳ９－１４において、前記カラムチップ９６を前記ノズル１４から脱着した後
、前記ステージ１３の収容部に収容されていたフィルタチップ１０２に前記生成物を挿入
した後、該フィルタチップ１０２を前記ノズル１４に装着して前記吸引吐出機構によって
、圧力をかけることで吐出して濃縮する。
【０１６１】
　図１５は、第８の実施の形態に係るカラムチップ処理装置１０において吸着した目的生
体物質の溶出を行う場合に用いる対象液としての緩衝液を示す図である。
　本実施の形態にあっては、カラムチップ７８を用い、充填剤としては、例えばアフィニ
ティクロマトグラフィで用いるもの、またはイオン交換クロマトグラフィ等で用いられる
物質が封入され、目的とするタンパク質、例えば、バクテリア由来の酵素等、を吸着した
ものである。この吸着した目的タンパク質を溶出すために、前記カラムチップ処理装置１
０のステージ１３にある１の試薬プレパックカートリッジ５８に、濃度勾配に沿って、相
互に所定の塩濃度差をもった緩衝液を収容したものである。ここで、前記塩濃度差は必ず
しも一定である必要はない。ここでは、図に示すように、洗浄用の濃度0ｍＭから50ｍＭ
の濃度差で、50ｍＭから400ｍＭまで（E1からE8）および600ｍＭ（E9）が収容されている
。これらの緩衝液は、同様に該プレパックに収容されている濃度1000ｍＭの緩衝液（Ｒ）
と濃度0ｍＭ液（Ｈ）とを、前記ノズル１４に装着した分注チップを用いて混合によって
生成することができる。例えば、500ｍＭの濃度の緩衝液は、ＲとＨとを50パーセントず
つ混合することによって容易に得ることができる。
【０１６２】
　以上説明した各実施の形態は、本発明をより良く理解させる為に具体的に説明したもの
であって、別形態を制限するものではない。したがって、発明の主旨を変更しない範囲で
変更可能である。例えば、前記実施の形態では、主としてタンパク質の場合のみについて
説明したが、遺伝子分野の処理でも用いることができる。例えば、磁性粒子を用いた分注
チップとゲル濾過カラムチップとを組み合わせることで、核酸抽出、ＰＣＲ産物の精製、
および目的物質捕獲、ならびに濃縮処理を行うことができる。また、磁性粒子を用いた分
注チップとフィルタチップとを組み合わせることで、核酸抽出またはＰＣＲ産物の精製、
濃縮または高純度精製（微量磁性粒子の完全除去）を行うことができる。
【０１６３】
　また、タンパク質分野においても、その他、磁性粒子を用いた分注チップと、フィルタ
チップを用いて、融合タンパク質抽出精製、分子篩（高分子タンパク除去）処理に用いる
ことができる。さらに、磁性粒子を用いた分注チップと、ゲル濾過カラムチップと、別種
類の分注チップを用いることによって、メジャータンパク質を除去し、バッファ交換し、
酵素消化（トリプトシン固相化磁気粒子）の処理に用いることができる。また、アフィニ
ティカラムチップとゲル濾過カラムチップを用いることによって、メジャータンパク質を
除去し、バッファ交換を行う処理、またはアフィニティ精製した後バッファ交換を行う処
理に用いられる。また、アフィニティカラムチップ、ゲル濾過カラムチップ、およびフィ
ルタチップを用いることによって、メジャータンパク質を除去し、バッファ交換した後濃
縮処理を行う場合等に用いられる。さらに、アフィニティカラムチップ、ゲル濾過カラム
チップ、フィルタチップおよび分注チップを用いることで、メジャータンパク質除去処理
、バッファ交換、濃縮、および酵素消化処理に用いられる。
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【産業上の利用可能性】
【０１６４】
　本発明は、カラムチップ処理装置、およびカラムチップ処理方法に関する。本発明は、
遺伝子、免疫系、アミノ酸、蛋白質、糖等の生体高分子、生体低分子の扱いが要求される
分野、例えば、工業分野、食品、農産、水産加工等の農業分野、製薬分野、衛生、保健、
免疫、疾病、遺伝等の医療分野、化学もしくは生物学等の理学の分野等、あらゆる分野に
関係するものである。本発明は、特に、多数の試薬や物質を用いた一連の処理を所定の順
序に連続的に実行する場合に有効な方法である。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るカラムチップ処理装置を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係るカラムチップ処理装置のノズルヘッドを示す側
面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係るカラムチップ処理装置の平面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係るノズル装着前のカラムチップを示す断面図であ
る。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係るカラムチップの吸引吐出を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係るカラムチップの吸引吐出を示す図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係るカラムチップの吸引吐出を示す図である。
【図８】本発明のその他のカラムチップ等を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る制御部の最適パラメータ決定部の説明図である
。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係る制御部の最適パラメータ決定部の説明図であ
る。
【図１１】本発明の第４の実施の形態に係るカラムチップ処理を示す流れ図である。
【図１２】本発明の第５の実施の形態に係るカラムチップ処理流れ図である。
【図１３】本発明の第６の実施の形態に係るカラムチップ処理流れ図である。
【図１４】本発明の第７の実施の形態に係るカラムチップ処理流れ図である。
【図１５】本発明の第８の実施の形態に係る液収容部群および収容される液の濃度を示す
図である。
【符号の説明】
【０１６６】
　１０　　カラムチップ処理装置
　１２、７８、８２、９６　カラムチップ
　１４　ノズル
　１５　ノズルヘッド
　１６　吸引吐出機構
　２０　収容部群　
　２４　制御部　
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