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はしがき

磁性粒子は､磁気テープなどの磁気記憶媒体､磁性流体､磁気共鳴イメージ

ング(MRI)用増感剤など様々に発展する中で､さらに高度な特性や品質が要求さ

れ,簡便で効率的な特性評価手段や混合粒子の分離手段が求められている｡本

研究代表者らは､周期的な断続磁場を用いて液中に分散させた磁性粒子を流れ

の中で分離する磁気クロマトグラフィーの開発を進めているが,透磁率の高い

鋼製ビーズを充填材に用いた充填カラム型システムによって,磁性粒子の分離

カラムからの流出が磁場条件とともに遅れてくることを確認したが,磁性粒子

の充填材への不可逆的な吸着が無視できず,その発展性には限界があった｡そ

こで､小型電磁石の磁場勾配の大きな鉄心周縁部にテフロンチューブを巻き付

け､充填材を用いないオープンカラム型システムで周期的な断続磁場による磁

気クロマトグラフィーを試みたところ､充填材型に比べて再現性が良く､最適

条件の下で混合試料中のマグネタイト粒子とへマタイト粒子のクロマトグラフ

ィー分離に成功した｡しかし､それまで用いた小型電磁石で達成できる最大磁

束密度は､コイル電流4Aで170mTであったため,磁気特性の弱い粒子やさら

に細かい微粒子への適用に限界があった

本研究は,電磁石のスケールアップを図るとともに､磁気クロマトグラフィ

ーに適した電磁石の配置および鉄心形状を検討し,そのスケールアップの課題

を評価した｡また､これまでの周期的な断続磁場の時間制御だけでなく､電流

制御を実現し､多様な磁性粒子の分離を実現するための運転モードについて検

討した｡
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【序論】

磁性粒子は､磁気テープなどの磁気記憶媒体,磁性流体､磁気共鳴イメージ

ング(MRI)用増感剤など様々に発展する中で､さらに高度な特性や品質が要求さ

れ､簡便で効率的な特性評価手段や混合粒子の分離手段が求められている｡本

研究代表者らは､周期的な断続磁場を用いて液中に分散させた磁性粒子を流れ

の中で分離する磁気クロマトグラフィーの開発を進めているが､最初に試みた

透磁率の高い鋼製ビーズを充填材に用いた充填カラム型の装置では､磁性粒子

の分離カラムからの流出(保持時間)が磁場条件とともに遅れてくることを確

認した｡しかし,機械的な振動を常時加えながら､磁性粒子の充填材への不可

逆的な吸着が無視できず､その発展性には限界があった｡

そこで､ 100mm径の小型電磁石の鉄心周縁部にテフロンチューブを巻き付け､

充填材を用いないオープンカラム型分離カラムを用い､周期的な断続磁場を印

加して磁気クロマトグラフィーを試みたところ､充填材型に比べて再現性が良

く､分離性能の良好な結果が得られ､最適条件の下で混合試料中のマグネタイ

ト粒子とへマタイト粒子のクロマトグラフィー分離に成功した｡

しかし､それまで用いた小型電磁石で達成できる最大磁束密度は,コイル電

流4Aで170 mTであったため､磁気特性の弱い粒子や微粒子への適用に限界が

あった｡本研究では､磁場発生装置のスケールアップを図るとともに､磁気ク

ロマトグラフィーに適した磁極の配置や形状を検討した｡また､これまでの周

期的断続磁場の時間制御だけでなく､電流制御を試み､操作の多様性を付加し,

従来の制御で困難であった3種混合粒子の分離に適用した｡

【実験装置･試薬】

オープンカラム型磁気クロマトグラフィーによる磁性粒子分離の原理図を

Fig. 1に､装置概略図をFig.2に示す｡移動相には水を用いているが,磁性粒子

の分散を維持するためにo.1%オレイン酸ナトリウム水溶液を添加し, o.7-1.2

ml/minの流量で流し,試料は,ロータリーバルブを通じて25〝1の試料を注入し

た｡分離カラムとして､内径o.46mmX外径o.96mmのテフロンチューブを電磁

石の磁場勾配のもっとも大きい鉄心の周縁部に沿って巻き付け､とくに断らな

い限り長さは300 mm とした｡磁場の制御は､外部制御可能な直流電源

(KENWOOD製ps-36-30)を/トソナルコンピュータ(NEC PC9801UX)からの

信号で制御する｡試料の検出は､フレーム原子吸光分析装置を用いて,鉄の吸

光度を連続的に測定することで行った｡

Fig.2に示される形状の軟鉄製鉄心(ヨーク)を使用したが､大きな磁場を発
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生する先端部は別の形状のものに交換できる構造になっている｡先端部に標準

的な円錐台の鉄心を用いて､テフロン製分離カラムを巻き付ける周縁部の最大

磁束密度を測定したところ､ 1.3mm径銅線を約1400巻にした電磁コイルでは､

最大電流10Aで490mTが達成された｡さらに､ 2.2×3.3mm平形銅線を880巻

にした電磁コイルでは､最大電流30Aで1200 mmTを達成した｡因みに､以前

の研究で用いた電磁石は最大許容電流が4Aで,最大磁束密度は170mTである｡

試料粒子には,約o.6〟m径のマグネタイト(Fe｡04)粒子(チタン工業製Bし500)､

約o･7〟m径のへマタイト(α-Fe203)粒子(チタン工業製R-100-7)､ 0.2¢×1.0〟m

長さのマグへマイト粒子(戸田工業製γ-20)をo.3%オレイン酸ナトリウム水溶

液に懸濁させて300LLg-Fe/mlの懸濁液を調製し､界面活性剤を十分に吸着させ

るために60℃の恒温槽で30分静置した｡

【理論】

一般の液体クロマトグラフィーにおける試料成分の保持時間JRは以下の式で

示される｡

tR

-to(1･Kk)
(1,

ここでt.は溶媒の保持時間, Kは分配係数, vs,vMは固定相と移動相の容量を表

す｡

一方､磁気クロマトグラフィーでは､上式のVJVMを間断磁場の印加時間T.n

と開放時間T.ffの比T.n/T..fに,分配係数Kを磁気相互作用因子fに置換えて､

tR

-to(1･f吾)さらに､

tム-tR-to-tof竜

(2)

(3)

より,実効保持時間(adjusted retention time) J′RがfとT.n/Torfに相関すると予測

される｡また､流量が変われば,溶媒､試料の保持時間がともに変化するが､

実効保持比(adjusted retention ratio)f′R/∫"は流量に影響を受けずに､ fとT.n/T.rr

の影響だけを評価できる｡
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● strongly magnetized particle
o weakly magnetized- particle

0.46mm i.d.×0.92mm o.d., PTFE tube

Fig･ 1 Separation prlnCiple of magnetic particles by magnetic
●

cbromatograpby with a PTFE open-tubular column

pump sample 25l▲1

Fig･ 2 Separation system by magnetic cbromatography
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tム

き-f吾Jβ
(4)

なお,磁性粒子を磁場によって内壁の押しつける力Fは,試料の磁化率x,

試料の透磁率〟､そして磁束密度βおよび磁場勾配∇βから,下記の式で与えら

れる｡

F-呈B･∇B (5)
LL

従って,高い磁束密度と高い磁場勾配の両方が磁気クロマトグラフィーに大き

く寄与することが予想される｡

【結果と考察】

1)コイル電流の効果

Fig･3は､大容量タイプの電磁コイルを用いた時,マグネタイト粒子(100〟g

Fe/ml)を用い､移動相流量を1.2ml/min,周期的磁場をT.n/T.打 -1.0 s/ 1.Osに

設定し, 10A, 20Aの電流を流した時のクロマトグラフの代表例を示す｡また,

T.n/T.仔-2.Os/2.Osにおいて電流を徐々に変化させた際の,マグネタイト粒子ピー

クの実効保持比(∫′k/J｡)の変化をFig.4に示す｡ 10Aまではほぼ直線的に実効保

持時間が増加するが､それ以上になると増加率が低下し､カーブを描くように

なるo Ton/To打
=一定､の条件であるため､ (4)式から電流の効果は磁気相互作用

因子/に直接関係するかと思われるが､ガウスメータ(Bell lnc. Mode1404)を用い

て分離カラム近傍の磁束密度を連続的に測定したところ, Fig.5のように電流を

遮断した後,磁束密度はゆっくりとした減衰曲線をたどり,磁束密度が完全に

消失するのにかなりの時間を要することが観測された｡コイル電流が大きくな

るほど,マグネタイト粒子に働く磁場の有効時間が長くなる傾向にある｡

移動相流量1.2 ml/minにおいてコイル電流を連続的に流したまま､ゼロから

徐々に上昇させ,マグネタイト粒子が捕捉される最小磁束密度を測定したとこ

ろ,コイル電流1.2Aで50mTであったoそこで､ Fig.4で測定した際の各コイ

ル電流における磁束密度の時間プロフィールから､ 50mT以上の磁場が働いてい

る実効印加時間r'｡｡と50 mT以下の状態にある実効開放時間r'｡r.を評価し､

r'｡n/r'｡rrを横軸にして､Fig.4と同じ実効保持比のデータをプロットしたところ､

Fig.6のように直線に近い相関が得られた.コイル電流が大きいほど実効印加時
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間r'｡∩が大きくなり､実効開放時間r'｡r.が小さくなるため､ r'｡n/r'｡..が大きな値

をとる｡ Fig.6中の数字は､ Fig.4の相当するコイル電流値を示す｡カラム寸法や

移動相流量が一定の条件の下で､ある磁束密度を越えれば､磁性粒子を捕捉す

る磁気相互作用因子fは一定となり､実効保持比(t'R/i..)は磁場の実効的な印加･

開放時間比r'｡n/r'｡ffに依存すると考えられる｡ Fig.6において､低いコイル電流

値では実効保持比がこの直線から下方にずれている｡これは磁場が弱いために

カラム内壁で粒子が停止せず､流速の影響で少しずつ移動している影響による

ものと思われる｡一方､高い電流値では,磁化されたマグネタイト粒子の凝集

によって保持時間が長くなり､直線からのずれが生ずるのではないかと推定さ

れる｡

2

磁化率の測定などに用いられる比較的大きな磁場発生装置は､均一な平行磁場

を発生させることを目的として装置や磁極形状が設計されているが､ (5)式のよ

うに磁性粒子を分離カラム壁面におしつけるためには､大きな磁束密度だけで

なく磁場勾配が必要不可欠である｡以前の実験では,特殊な形状の鉄心形状を

した電磁石を用い､最も磁場勾配の強い鉄心のエッジ部分を利用した｡本研究

では,均一な平行磁場を発生させる磁場発生装置をもとに, (a)従来のようにs

極とN極を対向させる磁極配置, (b)片方の電磁コイルを働かせない場合, (c)s

極とs極を対向させる磁極配置､の3種の磁極配置を検討した｡電流を1, 2, 3

および4Aの条件で流し,その際の磁束密度と磁場勾配の相関をFig.7aに示す｡

また､同じ条件での磁気クロマトグラフィーにおけるマグネタイト粒子の実効

保持比のコイル電流による変化をFig. 7bに示す｡図に示される通り､磁場勾配

の大きさは磁束密度の大きさと基本的に相関し,また同棲を対向させた場合に

は磁束密度も磁場勾配も大きく減少し､マグネタイト粒子の実効保持比は小さ

な値となる｡結局､ s極とN極を対向させる磁極配置が最も高い磁束密度を与

えるとともに､鉄心先端の周縁部分で最も大きな磁場勾配を生ずる｡

3)磁極の形状

均一な平行磁場を生成する従来の磁場発生装置の鉄心(ヨーク)形状は､大

きな磁束密度を効率的に作り出すために､ Fig. 8aのように磁場を発生する先端

部ほど径が小さくなる円錐台形状をしている｡しかし､分離カラムの長さによ

-10_
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っては､テフロンチュ-ブをこの円錐台の周縁部'Jjiに何重も巻く必要が生じ､

一定の磁場条件(磁束密度や磁場勾配)を損なうおそれがある｡むしろ磁束密

度や磁場勾配の低下があっても､条件のそろった磁場条件を確保できる方が､

磁気クロマトグラフィーには有利な可能性がある｡そこで､ Fig.8の通り､鉄心

の先端部形状を(a)円錐台､ (b)円柱､ (c)逆円錐台と取り替えて比較検討した｡対

極の鉄心形状も同じ形状にしている｡それぞれの鉄心形状で最も磁場勾配の大

きな場所は､鉄心上端の周縁部であり､その部分に300mmの分離カラム(テフ

ロンチューブ)を巻き付けた｡それぞれの周縁部の長さは､ (a)130､(b)220､ (c)300

mmであるため､テフロンチューブはそれぞれ(a)約2.5､ (b)1.5､ (c)1周を巻き

付けた.

Fig.8の下のグラフは､マグネタイト粒子に対する実効保持時間のコイル電流

による変化を比較したものであるが, 3つの形状で予想以上の差があり､ (c)逆

円錐台の形状が最も大きな保持時間を示す｡分離カラムを巻き付けた鉄心先端

周縁部の磁束密度を測定してみるとほとんど差がなく,むしろ分離カラムに対

し同じ磁場強度を維持できる(c)逆円錐台の形状が磁気クロマトグラフィーに有

利である｡

Fig.9は､鉄心先端周縁部(エッジ部分)における分離カラムの位置によって､

どれくらい差が生ずるかを確認した実験である｡カラム長さを(b)円柱型の周縁

部を一周する200mmにして､従来のようにエッジの部分に巻いた場合と､その

下に巻いた場合(エッジにはダミーとして別のテフロンチューブを巻く)とで､

(b)円柱型と(c)逆円錐台型の比較を行った. (b)円柱型の場合の分離カラムの位置

による差はそれほど大きくはなく,むしろ(c)逆円錐台型の場合は極端な差が表

れている｡もちろん､逆円錐型が分離カラムをより長く均一な磁場条件(磁束

密度と磁場勾配)に置くことができる点で磁気クロマトグラフィーにとって好

都合であるだけでなく､逆円錐型の周縁部は大きな磁場勾配が発生しているこ

とが示唆される｡

4)移動相流量の影響

通常の液体クロマトグラフィーでは､保持比J.J[oあるいは実効保持比J'R/Joは､

移動相流量によってそれほど大きな影響を受けない｡しかし,磁気クロマトグ

ラフィーでは､移動相の流れによって生ずる拭抗力に抗することのできる磁気

的相互作斥けパニよって粒子の保持が行われるため､移動相の流速が大きくなれ

ば粒子の保持が難しくなってくる｡ Fig.川はコイル電流1()A､磁場の印加時間
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㌔｡を1.OAに固定して､開放時間㌔rrを変化させた時の㌔n/㌔..によるマグネタイ

ト粒子の実効保持比の変化について流量を変化させて測定した結果である｡

流量が小さいほど保持時間は長くなるが,試料の自己拡散などによってクロマ

トグラムの信号ピークは広がる.従って,流量の大きい方が信号ピークも狭ま

り,早い分離を実現するのに有利である｡大きな磁場によって大きな磁気的相

互作用を発生させることができれば,比較的大きな流量でも有効な磁気クロマ

トグラフィーが実現でき､分離性能が向上する｡ Fig. 10の結果から､本研究で

はおもに1.2
ml/minの流量で実験が行われた｡以前の研究でもo.7 ml/minから

1.2ml/minの流量が用いられたが､この時用いたテフロンチューブの内径はo.8

mmであり､本研究ではo.46mm径のものを用いているため,同じ流量でもカ

ラム内での流速(線速度)は3倍に上昇している｡

5) 2種混合粒子の生雛におけるスケールアップの効果

以前の研究で磁気的相互作用の極めて小さいへマタイト(α-Fe203)粒子と大き

く磁化するマグネタイト(Fe304)粒子の混合粒子を分離することに成功している

が､スケールアップした本システムで同様な実験を行った｡ Fig.11aに示すよう

に,以前のクロマトグラムは2つの混合粒子のピークを辛うじて分離すること

ができたが,本研究の場合(Fig. llb)には2つの成分のピークが完全に独立して

おり､分離性能が大きく向上したことがうかがわれる｡マグネタイトとへマタ

イトとの中間の磁気特性をもった粒子がさらに加わっても､ある程度の分離が

実現できる可能性が開かれた｡

以前の研究に比べて､マグネタイトのピークが大きく広がっているのは､分

離性能を上げるために保持時間を大きくした結果である｡これは液体クロマト

グラフィー等でも見られる一般的な現象である｡液体クロマトグラフィーでは,

溶離中に溶媒の組成･濃度を連続的に変化させる勾配(グラディエント)溶離

法が知られているが､磁気クロマトグラフィーでは磁場の印加･開放時間やコ

イル電流を外部から連続的に制御し､グラディエント溶離法に似た操作をする

ことができる｡ Fig.11bと他は全く同じ条件で､磁場印加時間を1.0秒に固定し,

磁場開放時間をo.1秒から徐々に増やしていった場合の同じ試料の磁気クロマ

トグラムがFig.12bである｡このグラディエント分離によって､マグネタイト粒

子ピークの広がりをかなり抑えることができる｡
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6)電流制御による磁気クロマトグラフィー

これまでは､外部制御可能な直流電源から電磁コイルに流す電流値を一定に

したまま､パソコンからの周期的なon/off制御のみで磁気クロマトグラフィー

を実現してきた｡これまで使用した直流電源は,外部のアナログ信号によって

出力電流も制御できるため､パソコンにアナログ信号を出力するⅠ/0ボードを取

り付け､ c言語のプログラミングによりサブミリ秒の電流制御を可能にした｡

前項で述べた印加･開放時間の連続的な制御によるグラディエント分離と同

様に,電流値を連続的に変化させる磁気クロマトグラフィーを行った例がFig.

13である.液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィーにおける温度プ

ログラミングと似た操作と言えるかもしれない｡ここでは,マグネタイト粒子

だけのクロマトグラムであるが､印加･開放時間の制御の結果と同様に､マグ

ンネタイト粒子のピークが鋭くなって流出してきていることが確認できる｡

7.)
･3種混合粒子の分離

これまで実現していた混合粒子の分離は､強力な磁場でもほとんど捕捉され

ないへマタイト粒子と,弱い磁場でも磁化し,流出を容易に遅らせることので

きたマグネタイト粒子との2つの混合粒子であり､中間的な磁気特性をもつ粒

子には適用していなかった｡ここにマグへマイト粒子(y-Fe203)を加えて3成分の

分離を試みたところ､従来の電流一定の磁場制御では分離が難しいことが予備

実験で見出された｡

最初から大きな磁場を加えてしまうと､どんな印加･開放時間を設定しても､

マグへマイト粒子とマグネタイト粒子の分離ができなくなる｡両方の粒子が磁

化された途端にお互いを引き合って凝集し,個々の粒子として挙動せずに,凝

集粒子群として振る舞うためであろうと推定される｡一方,マグネタイト粒子

が捕捉され,マグへマイト粒子が捕捉されない弱い磁場の場合は､印加･開放

時間をどのように設定してもマグへマイト粒子とへマタイト粒子の分離ができ

なくなる｡

そこで,最初は弱い磁場で､マグへマイト粒子とへマタイト粒子を捕捉せず､

マグネタイト粒子との分離が完了した時間を見計らって,強い磁場を印加し,

マグへマイト粒子とへマタイト粒子との分離を行うようなコイル電流制御が有

効と思われた｡まだ､十分な検討が進んでいないが, Fig. 14に示される分離ス

キームに基づいて3成分の分離を試みた例がFig. 15のクロマトグラムである.

十分な分離を達成できていないが､ 3成分のピークが確認できる｡
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【結論】

本研究により､オープンカラム型磁気クロマトグラフィーに川いる磁場発生

装置の大型化を実現し､磁気クロマトグラフィーに有効な磁極の配置や形状が

検討された｡磁気クロマトグラフィーには､大きな磁束密度だけでなく大きな

磁場勾配が必要なため､従来の磁場発生装置とは異なる形状が有効であること

が見いださゎた｡これらによって､従来の研究に比べて分離性能は大きく向上

し､マグネタイト粒子とへマタイト粒子粒子の混合粒子の完全な分離が可能と

なった｡しかしながら､磁気的相互作用の弱い粒子や().1.umを下回る超微粒子

に一般に適用するには､まだ十分な能力とは言えず,さらに発展させる必要が

ある｡

磁場の制御について､周期的なon/off制御だけでなく､電流制御が可能にな

り､磁気クロマトグラフィーにおける大きな制御要素を付加した｡これにより

従来の制御で困難であった､マグネタイト粒子とへマタイト粒子の間の中間的

な粒子であるマグへマイトを含めた3成分粒子の分離が可能となるめどが立ち,

今後の様々な応用への足がかりとなる結果が得られた｡

磁場発生装置が大型になるにつれ､電流を遮断したときの磁場の減衰に長い

時間を要し､パソコンによるOn/Of絹rJ御や電流制御と実際の磁場の働き方に大

きなずれを生じさせている｡できれば､これらの減衰時間を短くする工夫がで

きれば､磁場制御の精度が向上すると思われる｡
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