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リキッドハンドラーによる
分取ワークフローの効率化

Optimization of preparative workﬂow by liquid handler LH-40
小寺澤 功明 1、朝倉 帆南 1、中嶋 康介 2、尾坂 裕輔 1、舟田 康裕 1、松本 恵子 1、渡邊 京子 1

Abstract:
分取 LCとは、混合物から目的化合物のみを抽出する分離手法であり、HPLC の高分離性能を活かして目的化合物を高純度に回収するこ
とが可能です。医薬や化学など幅広い分野において合成品から目的成分を高純度に回収したり、天然物から機能性成分を選択的に回収
する用途などで使用されます。その際、分離条件や負荷量などの検討・最適化が必要であり、これらを効率化することが求められています。
分取精製 LC システム Nexera™ Prep は、事前検討を含めた分取ワークフロー全体をサポートし効率化します。本稿では、リキッドハンド
ラー LH-40 および制御用ソフトウェア LabSolutions™による分取前の条件検討、スケールアップ、分取パラメーターの最適化および純度
確認の効率化の紹介と、多検体の連続分取を実現するシステム拡張について説明します。
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1. 分取LCの効率化

3. 分取条件の最適化

分 取 LC は 混 合 物 から目 的 化 合 物 を 抽 出 する 手 法 で あり、

分析条件の検討後、分取用途へのスケールアップを行います。

HPLC の高い分離性能を活かし高純度の目的化合物を回収する

同じ充填剤の分取カラムを用い同等の分離を維持しつつカラ

ことが可能です。この目的により、分取 LC では、①回収量と純度

ムの断面積に比例して移動相流量と負荷量を増やします。Fig. 2

の最大化と、②注入から純度確認までのワークフローの効率化、

に、分析スケールで検討した負荷量条件に従い、スケールアップ

の両立が求められます。

した例を示します。カラム内径を 4.6 mm から20 mm に変更した

本稿では、フラクションコレクターとオートサンプラの機能を

場合、断面積比が約 18.9となるため、流量を 19 倍の 19 mL/min

併せ持つリキッドハンドラー LH-40 および制御用ソフトウェア

に設定しました。この結果、分析スケールと分取スケールで同等

LabSolutions を使用し、分取前の条件検討、スケールアップ、分

のクロマトグラムを得ることができました。

取パラメーター最適化、純度確認など分取ワークフロー全体を

分析スケール

シームレスに行い、分取業務を効率化する機能を紹介します。
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2. 分析スケールでの条件検討
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分取 LC では、まず目的の分取量を明確にすることが重要です。
サンプルの濃度・量から分取量を想定し、それに応じたシステム・
カラムを選択します。分取量が多い場合、内径が大きいカラムを
用いて 1 回ごとの負荷量を増やします。
分取 LC は移動相やサンプルの消費量が大きいため、事前に
分析スケールの LC で分離条件などを検討するのが一般的です。
LH-40 を含む分取 LC システムには、分析 LC の流路を追加で
き（Fig. 1）、分析スケールでの分離条件の検討が可能です。さら
に、LH-40 は分析 LC の流路に最大 400 µL 注入でき、負荷量の検
討も行うことができます。
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流量 ：19.0 mL/min
負荷量：5000 mg/L×1900 µL
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分析から分取へのスケールアップ例

続いて、分取パラメーターの設定を行います。分取区間を決
める方法として、自動分取、時間分取、手動分取があります。
自動分取では、ピーク判定のためのクロマトグラムの傾きや強度
の閾値を設定し、ピークと認識したとき分取を開始します。そのため、
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保持時間が変動しても影響を受けずに分取することができます。
時間分取では、事前に分取する溶出時間範囲を設定し分取し
ます。繰り返し分取を行う場合など決まった区間を分取するとき
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に便利な設定です。
手 動 分 取 で は、分 取 タ イ ミ ン グ を 手 動 で 決 定 し ま す。
LabSolutions 上でクロマトグラムをモニターし、ボタン操作で簡
単に分画することができます。

LabSolutions の分取シミュレーション機能により、自動分取、時
間分取のための分取パラメーターを簡単に設定できます。取得し
たクロマトグラムを参照し、分取したいピーク範囲を選択する（図
中青または緑色枠内）だけで、そのピークを自動分取するための
クロマトグラムの傾きや強度の閾値を自動で算出、もしくは、その
指定範囲を分取するための時間設定を行うことができます。

5. 多検体の連続分析を実現
LH-40 は、最大 6 台まで増設することができ（Fig. 5）、更なる効
率化を実現します。全ての LH-40 でサンプル注入、分取、得られ
た画分の純度確認を行うことができます。これにより、より多検体
の連続分取・純度確認が可能です。
例えば、リキッドハンドラー 2 台と18 mm 試験管を用いた場合、
432 本の容器を設置可能です（Fig. 6）。1 つのサンプルから5 成
分を分取する場合、最大 72 本のサンプルを連続で分取し、それ
ぞれの画分を 360 本の容器に回収し、純度確認まで行うという一
連の動作を一式のシステムで完了できます。
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マルチリキッドハンドラーシステム（LH-40 2 台接続時）

1サンプルから5成分を分取するクロマトグラム例
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リキッドハンドラー2台使用時の容器レイアウト例

分取パラメーターの自動設定
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4. 純度確認
得られた画分を分析スケールで再分析し、純度確認を行います。

・・・

自動分取パラメーター

LH-40 は、画分をそのまま分析 LC 流路で分析でき、画分を別容
器や別の LC システムに移す手間なく、シームレスに純度確認を

します。各画分のクロマトグラムでは他の成分が含まれず、純度

・・・

化合物 A、B、C のそれぞれの画分の再分析のクロマトグラムを示

・・・

実行できます。Fig. 4 に、分取前のサンプルのクロマトグラムと、

の高い画分が得られていることが分かります。
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マルチリキッドハンドラーシステムの使用例

6. 結論
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各画分の純度確認分析

の最適化、純度確認までを 1 システム内で効率的に行うことが
できます。
・ LH-40 は 6 台まで増設でき、すべての LH-40 でサンプル注入、
分取、得られた画分の純度確認を行うことができます。これに
より、多数のサンプルの連続分取・純度確認が可能です。
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