
Application Note C4D016

C4D を使ったマイクロチップ電気泳動の操作手順

eDAQ C4D を使ったマイクロチップ電気泳動装置の操作手順を紹介します。

はじめに
このアプリケーションノートでは、静電結合型非接触電気
伝導度検出器(C4D)を使ってマイクロチップ電気泳動で分
析する操作手順をステップ-バイ-ステップで説明します。

ここで説明する各部の名称を図 1 に示しておきます。

使用する装置

ER255 マイクロ流路チップ電気泳動キット 　　　• 
内訳:
ER225  o C4D データシステム
C o 4D ヘッドステージ付きマイクロチップホルダー
ER230 HV シーケンサー o
予備チップと試薬キット o

200 µL ピペット1本• 
ピペットチップ 2〜200 µL 用10ケ• 
5 mL シリンジ１本• 

手順
操作マニュアルに従って、1. C4D システム、高電圧シー
ケンサー(HVS)、マイクロチップホルダー、コンピュー
タをそれぞれ接続する。 
eDAQ Chart ソフトウェアを立ち上げ、マイクロチップ2. 
電気泳動分析用の Chart Sequence File を開く。
Chart ソフトウェアで 3. C4D ウィンドウを開き、次の何
れかの操作をします：

C o 4D で設定する周波数(Frequency)、アンプリ
チュード(Amplitude)、 ヘッドステージゲイン
(Headstage Gain)が前もって判っておれば 、その

設定値を入力します。
C o 4D の設定値が未定の場合は、“Set Blank” を
クリックしてから OK をクリックします; この操作
では、次に Auto Find キャリクレーションに進み
ます。

HVS ソフトウェアを開いてシーケンスを設定します。 4. 
陰イオンの分析条件を下に示します：

Time (seconds) sample BGE waste outlet
20 (loading) -1000 -700 0 -1000
60 (separation) -750 -1000 -750 0

ホルダーに新しいマイクロチップを取り付けます。 この6. 
時、マイクロチップの4つの穴（C4D コネクター）がホル
ダーの４つのピンの上になるよう注意して配置します（
図 2. を参照）。
リザーバにカバープレートでフタをします。7. 

カバーの下の o-リングが乾いていることを確認しま o
す；濡れている場合はワイパーで拭き取ります。 
ネジを止めますが、きつく絞め過ぎないように。指で o
絞める程度で十分です。
カバーはフラットに固定し、ホルダーは水平に置い o
てください。

ピペットを使って50 µL の BGE を リザーバで愚痴8. 

図 1. マイクロチップの各部の名称

図 2.  ホルダーに取り付けたマイクロチップ
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（outlet reservoir）に注入し、チャンネル（channel） 
に溶液が十分浸透するように(毛細管現象で)20秒程
待ちます。

注入する際にはピペットの先端でマイクロチップの o
底（僅か100 µmの厚さのガラス）を傷めないように
十文注意してください。
リザーバ（reservoirs）に溶液を注入する際は、ピペ o
ットは垂直にしてください。
ピペットの先端はマイクロチップの底に当てて リザ o
ーバに注入してください。泡がリザーバの底に入る
のを防ぐためです。
BGE とサンプルをリザーバに注入する時とリザー o
バから溶液を取り除くときは、チップを取り替えてく

ださい。コンタムを防ぐためです。 　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウェスト（waste）及び BGE リザーバの中に 50 µL 9. 
のBGEをピペットで注入します。
50 µL のサンプルをサンプルリザーバ（sample 10. 
reservoir）の中にピペットで注入します。
各リザーバに同じ量の溶液が入っているか目視で確11. 
かめてください。
カバープレートをホルダーの上に乗せてください。12. 
ステップ 3の手順に従う場合は、 “Set Blank”　をク13. 

リックしてから “Auto Find” 、次ぎに OK をクリック
すると、適正な周波数、アンプリチュード 及び ヘッド
ステージゲインの設定になります。
Auto Find を選んでも極端なパラメータの設定(最14. 
大または最小の周波数とアンプリチュード)となるよう
な場合は、 マニュアルでパラメータ変更しながら、最
大のシグナル強度が得られるような設定を見つけてく
ださい。
オフセット（Offset）ボックスの Zero をクリックしてく15. 
ださい。

このポイントの設定レンジで、できるだけ小さい値を16. 
選んでください。
これでサンプルを分析する用意が完了です。Chart 17. 
ソフトウェアで “Start” をクリックして記録を開始
し、HVS ソフトウェアを使って HVS シーケンスをス
タートします。

サンプル交換の手順 
HVS をセーフ（safe）モードにします。1. 
ホルダーからカバープレートを外します。2. 
ピペットを使ってサンプルリザーバ（sample 3. 
reservoir）からサンプルを取り除きます。 
蒸留水を使ってサンプルリザーバを数回洗い流しま4. 
す。
ピペットに新しいサンンプルを 50 µL 取って、サンプ5. 
ルリザーバに注入します。
カバープレートを乗せます。6. 
HVS を ON のも度にします。7. 
新しいサンプルの分析を始めます。8. 

マイクロチップを取り出す手順 
HVS をセーフ（safe）モードにします。1. 
ホルダーからカバープレートを外します。2. 
ピペットを使って各リザーバから溶液を取り除きます。3. 
使用したマイクロチップは乾燥させて放置してはいけ4. 
ません。ピペットで各リザーバの中に脱イオン水を充
填して保存してください。
リザーバの出口（outlet reservoir）にシリンジを当5. 
て、軽くシリンジを押しながら10秒程加圧してマイクロ
チップをフラッシュします。
リザーバカバーを取り、カバーの下の o-リングの水気6. 
をティッシュで拭き取り乾かします。 
チップを取り外します。7. 

注意
ランを続けて行うにつれて、サンプルピークが徐々に小さく
なってしまう場合があります。これはサンプルリザーバの中
のチャンネルのスタート部分の陰イオンが薄まってしまうた
めに起こる現象です。ピペットを使ってリザーバの中のサン
プルを数回出し入れし、サンプルを混ぜ合わせて濃度を均
等にします。 

分析中にベースラインのドリフトが激しくなった時は、リザ

図 3. マイクロチップのリザーバの中のピペティング
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ーバの出口（outlet reservoir）にシリンジを当て、軽くシリ
ンジを押しながら10秒程加圧してリザーバをフラッシュし
ます。

標準液とサンプルの分析
分析を進める過程でオフセット（Offset）を変更したり、レ
ンジを（Range）を何度も変える必要はありますが、周波数 

（Frequency）やアンプリチュード（Amplitude ）、ヘッド
ステージゲイン（Headstage Gain）の各設定値は変更す
べきではありません。実験中のすべてのキャリブレーション
やサンプルランが終了するまでは、これらの設定は変えない
でください。 

この分析には、Chart エクステンション “FIA“ と 
“Baseline Adjust”が役に立ちます。 このエクステンション
は www.edaq.com/chart_extns_list.html からダウンロードで
きます。

“FIA” Chart エクステンションを使えば、分析したピーク
の積分やキャリブレーショングラフが得られます。ピークエ
リアでもピークハイトでもキャリブレーションできますし、校
正曲線の適化関数も選択できます。またピークレポートの
作成や、再解析用に他のアプリケーションソフトウェアへの
データのエクスポート機能も付いています。 

“Baseline Adjust” では、傾斜ベースラインのフラット化
ができます。
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