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有機モノリスカラム調製法に基づく 
超低流路抵抗ポリマーモノリスカラムの開発
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Preparation of Ultra Low Flow Resistance Column Based on Polymer Monolith Technology

*Shinya KITAGAWA* **Tomohiko HIRANO**

 An ultra low flow resistance poly(butyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate) based monolithic 
column was prepared with the low temperature ultraviolet photo-polymerization. A polymer monolith 
structure with winding huge through pore of 10–30 mm in diameter was constructed in i.d. 100 mm fused 
silica capillary by the photo-polymerization for relatively short period followed by removal of the 
fragile parts in the monolith. A column with ultra low flow resistance was prepared in polymerization 
period of 2 min under a low temperature of –15°C. The column efficiency was evaluated under an 
isocratic condition and high column efficiency up to around 148 000 plates/m and 95 000 plate/m for 
uracil and toluene, respectively, at the flow rate of 0.5 mm/s was obtained. Using this column, gas 
pressure-driven low pressure HPLC (gas pressure of 0.15 MPa) without conventional HPLC pump was 
constructed, and the separation of alkylbenzenes and proteins were demonstrated.

１．は　じ　め　に
　液体クロマトグラフィー分析（HPLC）で用いられる
分離カラムは，3～5 mm程度の球状シリカゲルや球状ポ
リマーを円筒管に充填した，充填型カラムが一般的であ
る．一方，近年，充填型カラムとは異なる種類の分離カ
ラムとして，モノリスカラムが注目を浴びている1），2）．
モノリスカラムは二相連続多孔体を分離媒体として用い
ており，充填カラムよりも空隙率が高く，流路径も大き
いという特徴を有する．そのため，充填カラムよりも流
路抵抗が小さく，（1）通常の充填カラムよりも長いカラ
ムを用いることで分離性能を向上させることができる3），
（2）比較的低い圧力で高流速送液が可能であり高速分離
を行いやすい4），5），などの特徴がある．モノリスカラム
は，その素材によりシリカモノリスと有機ポリマーモノ
リスの二種類に大別できる．一般的に，有機ポリマーモ
ノリスカラムは，モノマー，架橋剤，細孔形成剤，重合
開始剤からなる反応溶液を，カラム内で重合させること
で調製され，調製されたモノリス骨格構造の均一性が高
いほど，高い分離性能が得られるとされている．
　一方，中空キャピラリーカラムは，モノリスカラムよ
りも流路抵抗が小さなカラムであることから，さらなる

高性能分離や高速分離が実現される可能性を有してい
る．しかしながら，中空キャピラリーカラムは，その構
造上，固定相体積（固定相表面積）が限定され，試料の
保持を大きくすることが難しい．適切な分離を行うため
にはある程度の保持がしばしば必要とされる．
　そこで我々は，中空キャピラリーカラムよりも保持が
大きく，通常のモノリスカラムよりも流路抵抗が小さい
新規構造を有する超低流路抵抗カラムの開発を試みた．
具体的には，ポリマーモノリスの重合時間を短縮，すな
わち重合反応を早い段階で停止し，続いてカラムを溶媒
で洗浄し未成長なポリマーモノリスを流出させ，カラム
内に巨大貫通孔を生成させる，新規カラム調製方法につ
いて検討を行った．巨大貫通孔により従来のモノリスカ
ラムよりも大幅に流路抵抗が低くなり，また，洗浄時に
流出せずカラム内に残った有機モノリスにより保持が増
大すると考えられる．
　本研究では，超低流路抵抗カラムの調製条件の検討，
及びその分離性能評価，超低流路抵抗カラムを用いた低
圧高性能液体クロマトグラフ（LP-HPLC）の開発を
行った．

２．実　　　　　験
　UV透過キャピラリー（内径100 mm，外径375 mm，
GLサイエンス，東京）に，33% 3─メタクリルオキシプ
ロピルトリメトキシシランアセトン溶液を満たし，65℃

2011年2月1日　受理
**豊田理化学研究所研究委託
**（名古屋工業大学大学院工学研究科）
**名古屋工業大学大学院工学研究科



182 有機モノリスカラム調製法に基づく超低流路抵抗ポリマーモノリスカラムの開発

通常の有機モノリスカラムの約1/3であり5），一般的な
充填カラムの約1/40である．一方，中空キャピラリーカ
ラムと比較すると，その透過率は1/3～1/30であり6），7），
今回調製した超低流路抵抗カラムは，通常のモノリスカ
ラムと中空キャピラリーカラムの中間の透過率を有して
いることがわかった．
　調製した超低流路抵抗カラムの構造を，共焦点レー
ザー顕微鏡を用いて観察した．図3において，白色部分
は固定相に吸着したRhodamine 6Gを，黒色部分は空隙
を示している．すなわち，重合条件2分のカラムでは，
予定通りカラム内に，直径10～30 mmの巨大貫通孔が
形成されていることが確認された．すなわち，巨大貫通
孔構造が形成されることにより，流路抵抗が減少されて
いることが確認できた．

で3時間加熱し，キャピラリー内壁にメタクリル基を導
入した．ついで，メタクリル酸ブチル（モノマー，24%），
二メタクリル酸エチレン（架橋剤，16%），1─デカノー
ル（細孔形成剤，34%），シクロヘキサノール（細孔形
成剤，26%），2,2─ジメトキシフェニル─2─アセトフェノ
ン（光開始剤，モノマーと架橋剤の合計に対して1%）
からなる重合反応溶液をキャピラリーに注入し，恒温装
置内（─15℃）でこのキャピラリーに紫外線（強度170 

mW/cm2，波長365 nm）を照射し，in situ光重合により
ポリマーモノリスカラムを調製した．光重合後，カラム
にメタノールを送液，未反応物および成長が不十分なポ
リマーモノリスを除去した．
　調製した全てのカラムは逆相モードでアルキルベンゼ
ン標準試料の分離を行い分離性能の評価をおこなった．
また，調製した有機モノリスカラムの構造は共焦点レー
ザー顕微鏡（Digital Eclipse C1（Nikon）を備えた倒立
型顕微鏡（TE2000E, Nikon））を用い，観察を行った．

3．結果と考察
3.1	 カラム調製条件の検討
　新たに提案するカラム長製法では，重合時間がカラム
の性質を決める重要な因子となる．まず，重合時間を
1.5, 2, 4, 8, 16分としたカラムをそれぞれ調製した．重
合時間1.5分のカラムでは，洗浄時に全ての有機モノリ
スカラムが洗い流されてしまった．重合時間2～8分で
は，洗浄液内にモノリスの破片が含まれていることが確
認できた．また，破片の量は，重合時間の増大に伴い減
少した．重合時間が16分の場合は，強固なモノリス骨
格が形成され，洗浄時にカラム断片の流出は確認されな
かった．
　調製したカラムの流路抵抗を比較するため，浸透率
（K）を，次式を用いて算出した．

K =
 uhL

 DP

ただし，u, h , L, DPは，それぞれ，線流速，移動相の粘
性率，カラム長，入口圧である．図1に示すように，カ
ラムの浸透率は，重合時間が大きくなるほど減少してい
ることがわかる．すなわち，重合時間2分で最も流路抵
抗が小さいカラムが調製された．
　重合時間2分のカラムの流路抵抗をさらに評価するた
め，移動相の線流速とカラム入口圧との関係を求めた．
図2に示すように，線流速とカラム入口圧は，少なくと
も線流速12 mm/sまでは直線関係にあることがわかった
（r2 > 0.996）．これは，この範囲においては高速送液を
行ってもカラムの構造変化が起きていないことを意味し
ている．また，図2に示す直線の傾きは，0.12 MPa/

（mm/s）であった．この値は，我々が先に報告している
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図１ 重合時間と浸透率の関係
 移動相：40%アセトニトリル水溶液，移動相線流速：1 mm/s.
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図２ 線流速とカラム入口圧の関係
 測定条件は図1と同一．
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3.2	 超低流路抵抗カラムの分離性能の評価
　調製した重合時間2分の超低流路抵抗カラムの分離性
能を，アルキルベンゼン類を標準試料として用いて評価
を行った．
　図4にアルキルベンゼン類の，移動相線流速1 mm/sに
おける分離結果を示した（移動相：40%アセトニトリル
水溶液）．全ての試料が十分に保持され，良く分離され
ることがわかる．図4に示した試料成分ピークの理論段
数（N）は，62 000～129 000段／mであった．非常に興味
深いことに，図3に示したように非常に不均一性の高い
カラム構造であるにもかかわらず，十分な分離性能が得
られることがわかった．調製した超低流路抵抗カラムの
分離性能の更なる評価のため，線流速と理論段高（H）
の関係を調べた．図5に示すように，線流速0.5 mm/sに

おいて分離性能が最大（Hが最小）となることがわかっ
た．この時の理論段高は，ウラシルとトルエンにおい
て，それぞれ，6.7 mm（148 000段／m），10.5 mm（95 000
段／m）であり，これらの値は既報の通常のモノリスカ
ラムよりも十分に高く，超低流路抵抗カラムが高い分離
性能を有していることが明らかになった．
　また，図4に示したアルキルベンゼン類の保持比（k）
は1.3─8.6であった．Eeltinkらが調製した中空キャピラ
リーカラムにおけるアルキルベンゼン類の分離では，
我々とほぼ統一条件の移動相を用いた場合，n─ブチルベ
ンゼンの保持が0.3もしくは0.8であると報告されてい
る6）．一方，図4におけるn─ブチルベンゼンの保持比は
5.3であり，今回調製した超低流路抵抗カラムは，中空
キャピラリーカラムの7–17倍の保持性能を有している
こととなる．この保持の増大は，図3に示されている，
巨大貫通孔の周囲に存在するモノリス構造に由来すると
考えられる．一方，既報の通常の有機モノリスカラムと
比較すると5），今回調製した超低流路抵抗カラムの保持
比は，約1/2であり，超低流路抵抗カラムの試料保持能
力は中空キャピラリーカラムとモノリスカラムの中間で
あることがわかった．
　以上のことから，十分に低い低流路抵抗と中程度の保
持性能を有し，さらに十分高い分離性能を備えた超低流
路抵抗カラムの開発に成功した．
3.3	 低圧高性能液体クロマトグラフへの適用
　調製した超低流路抵抗カラムは，数気圧程度の圧力で
十分な流速を得ることが可能である．そこで我々は，ガ
ス加圧（0.15 MPa）により送液を行う，低圧高性能液体
クロマトグラフ（LP-HPLC）を構築した．高圧送液を
行う通常HPLCでは，一般的に試料注入には高耐圧バル
ブが用いられる．今回構築した超低流路抵抗カラムを用

図３ 共焦点レーザー顕微鏡観察によって得られた重合時間2分の
カラム構造
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図４ 超低流路抵抗カラムによるアルキルベンゼン類の分離
 移動相：40%アセトニトリル水溶液，移動相線流速：1 mm/s，

検出：UV吸光度（190 nm），試料：1ウラシル，2トルエン，
3エチルベンゼン，4 n─プロピルベンゼン，5 n─ブチルベンゼ
ン，6 n─ペンチルベンゼン，試料濃度：ウラシルのみ0.3 mM，
他は1 mM
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図５ 線流速と理論段高の関係（H-uプロット）
 シンボル：◇ウラシル，□トルエン，他の条件は図4と同じ
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いるLP-HPLCでは，試料注入としてキャピラリー電気
泳動法と同様の，直接注入導入法を採用した．
　まず，アルキルベンゼン類を用いてLP-HPLCの分離
性能を確認し，ついでタンパク質分離へと適用した．図
6に，LP-HPLCによるアルキルベンゼン類の分離を示
した．アイソクラティック溶離，グラジエント溶離いず
れの場合においても，十分な試料分離を行うことができ
た．すなわち，0.15 MPaというわずかな加圧で，試料
注入，およびカラム入口からカラム出口への試料の輸送
を適切な時間内に行うことが可能であった．また，LP-

HPLCの溶出時間の再現性について検討行ったところ，
アイソクラティック溶離およびグラジエント溶離におい
て，それぞれ相対標準偏差0.2–0.5%（n = 3），0.8–3.0%

（n = 4）と高い再現性が得られた．すなわち，標準試料
であるアルキルベンゼン類で，LP-HPLC分離で十分な
性能が得られていることが確認できた．

　次いでLP-HPLCをタンパク質分離に適用した．標準
タンパク質であるリゾチーム，ラクトアルブミン，ウシ
血清アルブミン，ミオグロビンについてグラジエント溶
離を行ったところ，アルキルベンゼン類と同様に十分な
分離および再現性が得られることが確認できた．実試料
として，ヨーグルト飲料を0.45 mmのフィルターで濾過
した濾液を試料としてLP-HPLC分離を行ったところ，
図7に示すような分離を得ることが出来た．

4．ま　　と　　め
　低温下における紫外線光重合反応を応用し，巨大貫通
孔を有する超低流路抵抗カラムの調製に成功した．調製

したカラムは，極めて低い流路抵抗と，中程度の試料保
持能力，そして高い分離性能を有していることが明らか
になった．
　調製した超低流路抵抗カラムを用いて，低圧高速液体
クロマトグラフを構築したところ，標準低分子化合物，
タンパク質試料ついて，わずか0.15 MPaという加圧に
よる送液で，通常のHPLCと同等の時間での試料分離が
達成できることを確認した．今後，超低路抵抗カラムの
更なる高性能化と，LP-HPLCの応用について開発研究
を進めてゆく予定である．
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図６ 超低流路抵抗カラムによるアルキルベンゼン類の分離
 移動相：アイソクラティック40%アセトニトリル水溶液，グ

ラジエント40–60%アセトニトリル水溶液（10分），入口圧
0.15 MPa，この他の条件は図4と同一．
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図７ 超低流路抵抗カラムによるタンパク質の分離
 移動相：グラジエント20–55%（20分）アセトニトリル水溶

液（トリフルオロ酢酸0.5%添加），入口圧0.10 MPa，検出：
UV吸光度（190 nm）．


