
意外と知らない!?
分取のトラブルシューティング



分取クロマトグラフィーに求められる性能

求められる性能

分析： 目的成分を高分離、高感度かつ正確に検出

分取： 目的成分を目標の純度および量以上で回収
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フラクションコレクターで回収



分取クロマトグラフィーに求められる性能

目標を達成するための取捨選択

Resolution
（分離）

Speed
（速さ）

Load
（負荷量）

Throughput
（処理能力）

目標例
HPLCの処理能力

分離 速さ 負荷量

高純度で回収したい ○ △ △

回収量を増やしたい △ ー ○

短時間で回収したい △ ○ ー

目標が達成できれば処理能力の

一部を犠牲にしても分取ではOK !



フラクションコレクター管理 プログラムの特長

認識しやすいコレクションモニターと結果表示

コレクションビュー (結果表示画面)

分取位置表示

バイアル
位置表示

分画情報表示

クロマトグラム上の分取位置、フラクションコレクター上のバイアル位置、各
分画の情報 (測定モニターではフラクションコレクター情報) を関連付けて表示



フラクションコレクター管理 プログラムの特長

分画シミュレーション機能

測定済みのクロマトグラムを用いて分画プログラムを視覚的に
シミュレーションして、最適な分取条件を設定可能

コレクションメソッド画面

負ピークや複数検出器の
信号を用いた論理演算に
よる分取区間の高度判定
にも対応



1. 試料負荷量の影響

2. 試料溶解溶媒の影響

3. ベースライン変動が大きい場合

4. コレクション範囲の予備取得

5. 超臨界流体クロマトグラフィーによる分取

サイクロンセパレーターの利用

分取のトラブルシューティング



1. 試料負荷量の影響
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• 分取では、試料負荷量をできるだけ増やして処理量UP

• ピーク形状が崩れていても、分離・純度が確保できればOK

• 分析スケールで分離度(R)= 2.0、分離係数(α)= 1.5 以上が分取の目安

注入量
分離度

R

100 µL 1.43

80 µL 1.65

60 µL 1.86

40 µL 2.13

20 µL 2.57

注入量 vs. 分離度の一例



小容量-低濃度 注入

• ピーク形状が崩れていても、分離・純度が確保できればOK

試料負荷量とピーク形状の関係

オーバーロード（注入量）

オーバーロード（重量、濃度）

1. 試料負荷量の影響

(注) 移動相と試料
溶解溶媒の溶出力
は同じ場合



2. 試料溶解溶媒の影響(1)

2mL注入の場合

Column: CrestPak C18（ 10mm I.D. x 250mmL, 5µm ）, Eluent: Acetonitrile/ Water (85/15)

Acetonitrile

Acetonitrile/Water(85/15)
移動相と同じ

Acetonitrile/Water(50/50)

Acetonitrile/Water(25/75)

N=10172

N=10920

N=1478 N=3592

N=14617

N=14861

N:理論段数

試料溶解溶媒とピーク形状の関係

・試料の注入量を増やすためには、試料溶解溶媒の影響を考慮



2.  試料溶解溶媒の影響(2)

10mg/mL 
in 100% Methanol

1mL注入

試料溶解溶媒及び注入量

移動相：0.1% TFA in methanol/water (30/70)

2mg/mL上記試料を超純水で
5倍希釈

（in 20% Methanol）

5mL注入

注入した絶対量は同量

・試料溶解溶媒の影響を考慮し、回収率が向上



1＆2.  試料負荷量及び試料溶解溶媒の影響

• 注入量増加
⇒ピーク形状に対する試料溶解溶媒の影響大

• 移動相 溶出力＞溶解溶媒 溶出力
⇒ピーク形状の低下を防止

試料溶解溶媒は以下の2点が理想的

• 試料に対して溶解性が高い溶媒

• 移動相より溶出力が低い溶媒

バランスの良い溶媒を選択

試料負荷量（処理量）UP

高濃度かつ大容量で試料を注入



3.  ベースライン変動が大きい場合

・分画判定の精度を向上させることが可能

バックグラウンド設定

予め、ベースラインを測定



4.  コレクション範囲の予備取得

・ピーク検出していない範囲の溶出液も念のため別のバイアルに取得
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ディスカード 拡張ドレイン

ピーク検出されていない範囲も別
のバイアルに回収

ピーク検出されていない範囲１つの
ボトルに回収



5.  超臨界流体クロマトグラフィーによる分取

分取における超臨界流体クロマトグラフィーの利点

• 移動相（CO2+モディファイアー）が低粘性・高拡散性
⇒高流速でも圧力損失が低く、カラム効率を維持した

まま高速分析が可能

• 最終的に大気圧下に放出されるとCO2は気化
⇒分取後の後処理が簡単

• 比較的安価な液化CO2の利用、有機溶媒量の削減
⇒溶媒購入・消費コストの削減

セミ分取UFCシステム

超臨界流体クロマトグラフィーとは

液化二酸化炭素を主溶媒として使用する、
カラム背圧制御型高速流体クロマトグラフィー



5.  サイクロンセパレーターの利用

MCS
(Micro Cyclone Separator)

大気圧下に放出されたCO2は約500倍の断熱膨張を起こすため、分取
の際に飛散したり、結露水によるコンタミメーションが生じる。

MCSによる回収の模式図

プローブ

CS-87
（サイクロンセパレーター 87）

・気液分離機能による回収液の飛散防止により回収率の向上、他の
回収瓶へのコンタミネーションを防止



5.  サイクロンセパレーターの利用

＊MCSを使用しない場合の回収率は
使用した場合の3分の1程度（回収液の飛散を確認）

CO2 flow rate： 10mL/min

Modifier flow rate： 3mL/min (CH3OH)

Sample： Flavanone (10mg/mL)

Injection volume： 100mL (Full Loop)

Column： CHIRALPAK IA

(20mmI.D. x 250mmL)

Column temp.： 40゜C

Collection time： 1

Back pressure： 20MPa

Wavelength： 250nm

フラクション1 回収率 フラクション2 回収率

MCS不使用 32.2% 31.5%

MCS使用

飛散した回収液

100.0% 99.0%

・回収方法の工夫で、回収率が向上



まとめ

現在地

LC, SFCエリア

日本分光ブース内見取り図

• 試料溶解溶媒の影響を考慮すること
で、処理量アップ

• ソフトウェアの便利な機能を利用す
ることで、作業効率がアップ

• 分取SFCでは、サイクロンセパレー
ターの利用で回収率をアップ

この他にも、様々な分取に関する
ノウハウなどの資料を準備してお
ります。

また、各種HPLC, SFCシステムを
展示しております。分析のご相談
などもお気軽にお声かけください。


