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マイクロ流体力学（マイクロフルイディクス，microfluidics）は，数十～数百 µmサイズのマイクロ流路
内で，pL （10-12 L）～µL （10-6 L）程度の流体を操作し制御する科学分野です。1990年代初頭以降飛躍
的に発展しており，今やライフサイエンス研究やバイオテクノロジーにおいて不可欠なツールとみなさ
れています。マイクロ流体技術は，実験環境の小型化とプロトコルの自動化により，サンプルと試薬の
大幅削減，実験時間の短縮，コスト削減，実験精度の向上，検出下限の拡張，複数分析の同時実行など，
実験における様々な恩恵をもたらします。

microfluidic ChipShopのマイクロ流体チップの標準インタフェース（試薬の出入口）形状には，貫通孔，
Olive，Mini Luer，Luerの4種類があります。
関連 2.1章：流体インタフェース チューブの接続例

特集 1 特集 2

マイクロ流体チップ入門 標準インタフェース

チップの材質
microfluidic ChipShopのマイクロ流体チップは，透明な熱可塑性ポリマーを射出成型で加工し製造し
ています。通常疎水性（水の接触角 > 80°）ですが，カタログに掲載しているチップの多くには物理的な
親水化処理を施したバージョンがあります。
関連 付録1：材質一覧

隣接中心間距離は，各インタフェースの標準的配列間隔です。

貫通孔  ピペットのインタフェースとしても使用可能。隣接中心間距離4.5 mm，容積0.6 µL。

Olive  シリコーンスリーブ等を介してチップとチューブを接続可能。約3 bar まで耐圧。隣接中心間距
離 4.5 mm，容積2.5 µL。

Luer  シリンジ等で用いられる標準 Luer に対応。耐圧は数 bar まで，比較的背圧の強い複雑なチップ
向き。隣接中心間距離9.0 mm，容積53.0 µL。

Mini Luer  Luer をダウンサイズしたmicrofluidic ChipShopのオリジナルインタフェース。隣接中心
間距離4.5 mm，容積16.5 µL。

チップの外形
カタログに掲載しているマイクロ流体チップの大半は，顕微鏡用スライドガラス型（75.5 mm x 25.5 
mm x 1.5 mm）です。マイクロタイタープレート等，他の形状も用意しています。
関連 6.4章：チップの既存外形一覧

図3 顕微鏡用スライドガラス型チップの例 図4 チップの標準外形例：左からマイクロタイタープレ 
ート型，ダブルスライド型，顕微鏡用スライドガラス型

マイクロ流体チップの要素
以下の図はマイクロ流体チップの主要な要素の例です。チップには，流路や観察チャンバの他に，試薬
保管用のブリスターや，流体の方向切り替えを行う回転バルブ，メンブレンフィルタ等を設けることが
できます。流路やチャンバは，接着剤を使用しない独自の手法で透明なフィルムと接合されています。
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図2 マイクロ流体チップの構成例図1 マイクロ流体チップの構成例
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表内のmcs-PMMA-08等は，カタログ掲載の製品で用いられるチップボディのポリマーグレードです。
材質の特性は，ポリマーグレードによって異なります。

*2時間程度の使用では問題は生じていない

材質名・特徴 使用に適する液体 使用に適さない液体
PMMA ポリメチルメタクリレート ［mcs-PMMA-08］
別名：アクリル，プレキシガラス
ガラスの代替品としての使用例が多い
ガラス転移温度：100°C

酸，塩基を含む希釈水溶液
アルデヒド類
アミン類
油脂類

濃酸，濃塩基
アルコール類
エステル類
ケトン
芳香族化合物
ハロゲン化炭化水素

Topas（COC）シクロオレフィンコポリマー ［mcs-COC-13］
完全に非極性かつ非結晶性
水蒸気の浸透性が低く，吸水性も低い
ガラス転移温度：142°C

酸，塩基を含む希釈水溶液
極性溶媒

非極性溶剤
油脂類
ハロゲン化炭化水素

PC ポリカーボネート ［mcs-PC-13］
Topas，Zeonor，PMMAと比較すると，
自家蛍光が強い
高温アプリケーション（PCRなど）で使
用可能
ガラス転移温度：145°C

希釈した酸
油脂類
アルコール類

塩基
ハロゲン化炭化水素
エステル類
ケトン
アルデヒド類
アミン類
芳香族化合物

Zeonex（COP）クロオレフィンポリマー ［mcs-COP-04］
完全に非極性かつ非結晶性
水蒸気の浸透性が低く，吸水性も低い
ガラス転移温度：134°C

酸，塩基を含む希釈水溶液
極性溶媒

非極性溶剤
油脂類
ハロゲン化炭化水素

Zeonor（COP）シクロオレフィンポリマー ［mcs-COP-02］
完全に非極性かつ非結晶性
水蒸気の浸透性が低く，吸水性も低い
ガラス転移温度：136°C

酸，塩基を含む希釈水溶液
極性溶媒

非極性溶剤
油脂類
ハロゲン化炭化水素

PS ポリスチレン ［mcs-PS-17］
固く，砕けやすく，融点が低い
価格が非常に安い
ガラス転移温度：100°C

塩基
ブチルアルコール，エチレングリ
コール，イソプロパノール（室温）
クエン酸，蟻酸，酒石酸等の有
機酸
希釈した低温の無機酸（フッ化水
素酸を除く）
酸化水素

ケトン
エステル類
エーテル類
有機ハロゲン化物
炭化水素（ミネラルオイルは
可）

［付録1］ 材質一覧

チップボディ材質

*チップボディが Zeonexのチップの蓋フィルムに
は，mcs foil 005 Zeonor（COP）が使用されます。

材質名 グレード Tg 
[°C]

厚さ
[µm]

PMMA mcs foil 013 113 175
mcs foil 145 109 60
mcs foil 147 109 175
mcs foil 148 109 250

Topas mcs foil 011 78 140
（COC） mcs foil 029 78 240

mcs foil 080 140 125
mcs foil 077 140 50
mcs foil 079 140 100
mcs foil 081 140 175

材質名 mcs oil 02 mcs oil 04 mcs oil 10 ミネラルオイル Fluo-Oil FluoSurf dSurf

PMMA - 使用可 - - 使用可 使用可 （未確認）
Topas（COC） - 使用可 - - 使用可 使用可 使用可 *

PC 使用可 使用可 使用可 使用可 使用可 使用可 使用可
Zeonex（COP） - 使用可 - - （未確認） （未確認） （未確認）
Zeonor（COP） - 使用可 - - （未確認） （未確認） （未確認）
PS - - - - （未確認） （未確認） （未確認）

オイルと材質の適合性

カバー薄膜（チップの蓋フィルム）の材質

チップボディ材質の透過率
mcs-PMMA-08

mcs-PC-13

mcs-COP-02

mcs-COC-13

mcs-COP-04

mcs-PS-17

材質名 グレード Tg 
[°C]

厚さ
[µm]

PC mcs foil 042 145 175
Zeonor
（COP）

mcs foil 005 136 188
mcs foil 015 136 100
mcs foil 051 136 50
mcs foil 049 136 40

PS mcs foil 095 100 125
mcs foil 094 100 250
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カタログ カスタマイズ

チップの材質
チップの材質は透明な熱可塑性ポリマーです。オプションで着色が可能です。
チップの材質： Topas（COC），Zeonor（COP），Zeonex（COP），PMMA，PC，PS
カタログ掲載品の材質は，上記材質内で変更可能な場合があります（最小発注個数は
要相談）。
材質ごとの耐薬品性は付録1を御覧ください。

製造方法
microfluidic ChipShopのポリマーチップは，射出成型によって金型から製造していま
す。
切削加工による試作を承ります。
射出成型で実行可能な精度は構造によります。基本情報は6章を御覧ください。

チップのサイズ・形状
以下の形状は microfluidic ChipShopの定める標準外形です。これらに基づいて設計をすると，カスタマイズ
時の金型費用が抑えられます。

顕微鏡用スライドガラス型
（75.5 mm x 25.5 mm）
ダブルスライド型
（75.5 mm x 50.0 mm）
マイクロタイタープレート型
（127.8 mm x 85.5 mm）
1/4マイクロタイタープレート型
（64.1 mm x 43.1 mm）
拡張型1（95 mm x 16 mm）
CD型（直径120 mm，中心円直径15 mm）
扇形（1/6円型）
診断プラットフォーム，ハンドヘルドプラットフォーム

チップの構成
インタフェースはチップの上部
に，流路はチップ本体の底部に
あります。
流路はチップ本体の底部側から，
チップ本体と同じ材質の薄いフ
ィルム（50-200 µm 程度）で塞が
れています。
チップ本体と蓋フィルムの間の
接合では，接着剤を使用してい
ません。
蓋フィルム無し（流路が開いた状
態）での納品も承ります。
インタフェース側に開口のあるチップの製造も可能です。

［付録2］ 
よくある質問 / FAQs

カタログ カスタマイズ

インタフェースの形状とコネクタ類
チップ上のインタフェース（ポー
ト）は，貫通孔，標準 Luer，Mini 
Luer（オリジナル形状），Oliveの
いずれかを備えています。
インタフェースは通常，標準96
ウェルプレート（中心間距離9 
mm）または384ウェルプレート
（中心間距離4.5 mm）の間隔で配
列されています。
インタフェースを塞ぐプラグや，
チューブと接続できるコネクタ
等を，標準品として多数御用意
しています（2章）。

流路やチャンバに追加できる機能例
DNAアレイ，蛋白アレイ，蛍光プローブ，酸素センサスポットの付加
表面処理（例：カルボキシル基，アミノ基等）
流路やチャンバの親水化，疎水化
凍結乾燥試薬の搭載
微小電極の付加

試作
試作は切削加工で行います。ただし，チップのデザインによっては射出成型にて行
います。
試作のチップにも，蓋フィルムの接合（流路の封入）を行えます。
標準インタフェース（液体の出入口）の搭載が可能です。

カスタマイズプロジェクト
流路のデザインはmicrofluidic ChipShopから提案可能です。お客様が流路デザイ
ンを作成する場合は，概略図で差し支えありません。
microfluidic ChipShopからの質問事項例
外形，外寸，流路等の構造サイズ
システム全体像（想定ユーザ，サンプリング手法，使用する機器，プロトコル，チ
ップや装置の要件）
チップ上のデザインのうち，固定される要素と調整可能な要素
試料注入のインタフェース，試料の移送･導入方法
チップ材質の要件
追加したい機能（電極，フィルタ，バルブ，ブリスター等）
検出技術の要件
試作，生産の規模やタイムライン 他

チップの操作
ポリマーチップの汚染を避けるため，必ず実験用手袋を着用してください。

標準インタフェース一覧は巻頭特集2を御覧ください。

左：診断プラットフォーム例　右：ハンドヘルドプラットフォーム例
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免責事項 
当カタログの掲載情報の正確性には最善を尽くしていますが，microfluidic 
ChipShop GmbH並びに株式会社 ASICONは正確さ，完全さあるいは提供情
報の品質については責任を負わないものとします。したがって，当カタログに掲
載している情報により，または掲載している情報が不完全あるいは不正確である
ことによって，それらを用いることで生じるいかなる法的責任についても，
microfluidic ChipShop GmbH並びに株式会社 ASICONは負いかねます。 
当カタログに掲載している情報の一部あるいは当カタログのすべてを，
microfluidic ChipShop GmbH並びに株式会社 ASICONは予告なく変更あるい
は削除することがあります。 
当カタログに掲載している製品，サービスは試験・研究用途のみに使用可能です。
それ以外の用途を希望される場合は，必ず事前に株式会社 ASICONまでお知ら
せください。 

Disclaimer 
Whilst we endeavour to ensure that the information in this catalogue is 
correct, microfluidic ChipShop GmbH and ASICON Tokyo Ltd. reserve the 
right not to be responsible for the correctness, completeness or quality of 
the information provided. Liability claims regarding damage caused by the 
use of any information provided, including any kind of information which 
is incomplete or incorrect, will therefore be rejected. 
Parts of the pages or the complete publication including all offers and 
information might be extended, changed or partly or completely deleted by 
microfluidic ChipShop GmbH and ASICON Tokyo Ltd. without prior 
announcement. 
All products and services offered within this catalogue are intended for 
R&D use only. For other purposes, please contact us in advance. 
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