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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応マイクロチャンネルへの入口と反応マイクロチャンネルからの出口を有しかつ触媒
を含む反応マイクロチャンネルからなり、前記反応マイクロチャンネルの断面の断面積は
触媒を含む反応マイクロチャンネル部分の流路に沿って変化し、
　前記反応マイクロチャンネルは実質的に平らで平行な二つの対向する表面を含み、熱交
換チャンネルまたは第２の反応マイクロチャンネルが該対向する表面の少なくとも１つに
隣接しており、
　前記実質的に平らで平行な二つの対向する表面間が５ｍｍ以下の距離であり、ここで、
該距離は流れに対して垂直であるマイクロチャンネルの最も小さな寸法であることを特徴
とする触媒的化学反応装置。
【請求項２】
　前記反応装置は積層シートにより作製されていることを特徴とする請求項１記載の反応
装置。
【請求項３】
　前記反応マイクロチャンネルの断面の断面積は連続的に変化することを特徴とする請求
項１又は２記載の反応装置。
【請求項４】
　前記反応マイクロチャンネルの断面の断面積は段階的に変化することを特徴とする請求
項１または２記載の反応装置。
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【請求項５】
　前記断面は高さと幅を有し、高さは前記流路に沿って一定であることを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項記載の反応装置。
【請求項６】
　前記反応マイクロチャンネルは台形の断面を有し、ここで該台形は、流れに対して平行
である方向を含む平面上の形状であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項記載
の反応装置。
【請求項７】
　前記触媒は、前記反応マイクロチャンネルのチャンネル壁の間に存在する多孔質物質か
らなることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項記載の反応装置。
【請求項８】
　前記断面の領域は固体の固定床触媒で実質的に満たされていることを特徴とする請求項
１～７のいずれか１項記載の反応装置。
【請求項９】
　前記反応マイクロチャンネルは容量を有し、この反応マイクロチャンネルの全容量が固
体の固定床触媒で実質的に満たされていることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項
記載の反応装置。
【請求項１０】
　前記触媒は前記反応マイクロチャンネルの少なくとも１つの壁に接触しかつ前記反応マ
イクロチャンネルの長さ全体にわたって延びる空間を残している多孔質物質からなること
を特徴とする請求項１～６のいずれか１項記載の反応装置。
【請求項１１】
　前記反応マイクロチャンネルは複数のマイクロチャンネル壁からなり、前記触媒は前記
マイクロチャンネル壁に設けられた触媒コーティングからなることを特徴とする請求項１
～６のいずれか１項記載の反応装置。
【請求項１２】
　前記反応マイクロチャンネルが熱交換マイクロチャンネルの間に設けられており、ここ
でそれぞれの熱交換マイクロチャンネルは５ｍｍ以下の高さを有することを特徴とする請
求項１～１１のいずれか１項記載の反応装置。
【請求項１３】
　前記反応マイクロチャンネルの断面の断面積は触媒を含む反応マイクロチャンネル部分
の流路に沿って連続的に減少することを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項記載の
反応装置。
【請求項１４】
　前記反応マイクロチャンネルの断面の断面積は触媒を含む反応マイクロチャンネル部分
の流路に沿って連続的に増加することを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項記載の
反応装置。
【請求項１５】
　前記反応マイクロチャンネルの入口側の断面の断面積は、前記反応マイクロチャンネル
の出口側の断面の断面積と異なることを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項記載の
反応装置。
【請求項１６】
　前記反応マイクロチャンネルは単一の出口を有することを特徴とする請求項１～１５の
いずれか１項記載の反応装置。
【請求項１７】
　複数の前記反応マイクロチャンネルからなることを特徴とする請求項１～１６のいずれ
か１項記載の反応装置。
【請求項１８】
　前記複数の反応マイクロチャンネルは、組成物の少なくとも１つの供給源に接続されか
つ１つの共通の入口ゾーンに位置させた各々の入口を有し、前記複数のマイクロチャンネ
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ルは前記共通の入口ゾーンから放射状に延びていることを特徴とする請求項１７記載の反
応装置。
【請求項１９】
　組成物の少なくとも１つの供給源に接続されかつ１つの共通の入口ゾーンに位置させた
各々の入口を有する複数の反応マイクロチャンネルからなり、前記複数の反応マイクロチ
ャンネルは前記共通の入口ゾーンから放射状に延びており、前記複数の反応マイクロチャ
ンネルの少なくとも２つにおいて、反応マイクロチャンネルの断面の断面積が反応触媒を
含むチャンネル部分の流路に沿って変化することを特徴とする化学反応装置。
【請求項２０】
　組成物を反応マイクロチャンネルの入口へ導入し、この反応マイクロチャンネルを通し
て通過させ、出口から排出させることからなり、前記反応マイクロチャンネルは入口側と
出口側とを有し；
　前記組成物が前記反応マイクロチャンネルを通過している最中に該組成物の線速度が変
化し；
　前記反応マイクロチャンネルは少なくとも１つの熱交換器に隣接し、前記反応マイクロ
チャンネルから少なくとも１つの前記熱交換器までの伝熱距離が前記入口側と出口側とで
異なり、前記伝熱距離は前記反応マイクロチャンネルを通る流れの方向に垂直な方向で測
定されたものであり、
　前記反応マイクロチャンネルは実質的に平らで平行な二つの対向する表面を含み、ここ
で該実質的に平らで平行な二つの対向する表面間の距離は５ｍｍ以下であることを特徴と
する、発熱反応または吸熱反応を行わせる方法。
【請求項２１】
　前記線速度は前記組成物が反応マイクロチャンネルを通過している最中に減少し、反応
マイクロチャンネルから少なくとも１つの前記熱交換器までの前記伝熱達距離が前記出口
側より前記入口側で小さいことを特徴とする請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　請求項１～１９のいずれか１項記載の反応装置の反応マイクロチャンネルの入口に組成
物を導入し、出口から排出させることからなる、発熱反応または吸熱反応を行わせる方法
。
【請求項２３】
　前記組成物が触媒を含む、請求項２０～２２のいずれか１項記載の方法。
【請求項２４】
　反応が、アセチル化、付加反応、アルキル化、脱アルキル化、水素化脱アルキル化、還
元的アルキル化、アミノ化、芳香族化、アリール化、自熱改質、カルボニル化、脱カルボ
ニル化、還元的カルボニル化、カルボキシル化、還元的カルボキシル化、還元的カップリ
ング、縮合、クラッキング、水素化クラッキング、環化、シクロオリゴマー化、脱ハロゲ
ン化、二量体化、エポキシ化、エステル化、交換反応、フィッシャー－トロプシュ反応、
ハロゲン化、水素化ハロゲン化、同族体化、水和、脱水、水素化、脱水素化、水素化カル
ボキシル化、ヒドロホルミル化、水素化分解、ヒドロメタル化、ヒドロシラン化、加水分
解、ヒドロ処理（ＨＤＳ／ＨＤＮ）、異性化、メチル化、脱メチル化、複分解、硝化、酸
化、部分酸化、重合、還元、改質、逆水性ガス転化、スルホン化、テロメリゼーション、
エステル交換反応、三量体化および水性ガス転化からなる群から選ばれることを特徴とす
る請求項２０～２３のいずれか１項記載の方法。
【請求項２５】
　前記熱交換器が流体熱交換器である、請求項２０または２１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反応マイクロチャンネルからなる化学反応装置、およびこの反応装置内で物
質を反応させる方法に関するものである。さらに本発明は、共通の入口から放射する多数
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のチャンネルを有する反応装置、およびこの反応装置内で物質を反応させる方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の化学反応装置においては、触媒を含む反応チャンバーは流れの方向に直線的な壁
を有している。そのため、かような反応チャンバーは、入口と出口の間のチャンバー長さ
にわたって、流れ方向に沿って一定の断面を有するチャンネルを形成している。ここで述
べている従来の反応装置は、流通式の触媒反応装置および非触媒反応装置を含んでいる。
触媒反応は不均質でも均質でもよい。
【０００３】
　直線状チャンネル反応装置は、いくつかの欠点を有している。非零次の均質または不均
質反応の場合、特に高度に発熱的または吸熱的化学反応においては、触媒床中の場所毎に
かなり温度が変化する。温度は軸方向（流れ方向）に均一とならず、反応物質濃度は入口
ゾーンにおいて高くなる。その結果、高度に発熱的な反応の場合には、入口ゾーンで高い
反応速度をもたらすとともに局所的ホットスポットを生じさせ、触媒の急速な失活と所望
生成物の選択性を低下させることになる。一方、吸熱反応の場合には、コールドスポット
を生じさせ、触媒の利用性が低下する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、上記した従来技術の欠点を解決することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、触媒を含む反応マイクロチャンネルの入口に１種または複数種の反応物質を
導入し、反応触媒を含むマイクロチャンネル中の流路に実質的に沿って組成物の線速度を
増加または減少させる（組成物と触媒との間の局所的接触時間を増加または減少させる）
ことからなる、触媒の存在下で化学反応を行う方法を提供するものである。非触媒反応の
場合には、触媒は不要となる。触媒反応は均質でも不均質でもよく、反応装置は固定床ま
たは流動床触媒を備えた流通式のものを含む。
【０００６】
　さらに本発明は、触媒を含む反応マイクロチャンネルの入口に組成物を導入することか
らなり、この反応マイクロチャンネルの断面積を、触媒を含むマイクロチャンネルの流路
に沿って実質的に増加または減少させるようにした、触媒の存在下で組成物を化学的に反
応させる方法を提供するものである。
【０００７】
　本発明はさらに、触媒を含む反応マイクロチャンネルの入口に組成物を導入することか
らなり、この反応マイクロチャンネルの入口側の断面積を反応マイクロチャンネルの出口
側の断面積よりも小さくし、触媒をマイクロチャンネルの入口側から出口側に供給するよ
うにした、触媒の存在下で組成物を化学的に反応させる方法を提供するものである。
【０００８】
　本発明はさらに、複数のチャンネルの各入口に組成物を導入することからなり、これら
入口は共通の１つの入口ゾーンに位置させ、複数のチャンネルはこの共通の入口ゾーンか
ら放射状に延びており、複数チャンネルのそれぞれにおいては、反応チャンネルの断面積
が反応触媒を含むチャンネル部分の入口側から出口側へ実質的に増加するようにした、触
媒の存在下で組成物を化学的に反応させる方法を提供するものである。
【０００９】
　本発明はさらに、反応物質の供給源に接続された入口と出口を有しかつ触媒を含む反応
マイクロチャンネルからなり、反応触媒を含むチャンネル部分内の流路に沿って反応チャ
ンネルの断面を増加するようにした、触媒的化学反応装置を提供するものである。好まし
くは、この反応装置は反応マイクロチャンネルに隣接させた熱交換器を備えている。
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【００１０】
　さらに本発明は、少なくとも１つの反応物質供給源に接続されかつ１つの共通の入口ゾ
ーン内に位置させたそれぞれの入口を有する複数の反応チャンネルからなり、複数のチャ
ンネルは１つの共通の入口ゾーンから放射状に延びており、複数のチャンネルのそれぞれ
においては、反応触媒を含むチャンネル部分内の流路に沿って反応チャンネルの断面積が
実施的に増加するようにした、触媒的化学反応装置を提供するものである。好ましい実施
態様においては、この反応装置は、共通の入口の周囲に１つの共通のフッター（footer）
をスポーク－車輪形状に備えている。この反応装置は、反応物質を“出口”から導入し共
通の“入口”から排出させるような逆方向に運転することができる。この逆方向操作にお
いては、反応触媒を含むチャンネル部分内の流路に沿って反応チャンネルの断面積が実質
的に減少する。
【００１１】
　本発明はさらに、入口側と出口側を備えた反応マイクロチャンネルからなり、反応チャ
ンネルの入口側の断面積が反応チャンネルの出口側の断面積とは相違しており、反応マイ
クロチャンネルの高さはマイクロチャンネルの全長にわたって一定であるような、化学反
応装置を提供するものである。
【００１２】
　さらに本発明は、少なくとも１つの反応物質を反応マイクロチャンネル内に通過させ、
このチャンネル内で反応物質を（それ自身でまたは他の分子と）反応させて少なくとも１
つの生成物を生成させることからなる化学反応を行う方法を含むものである。上述した本
発明については、後述の“好ましい実施態様”における説明を含む種々の態様に改変する
ことが可能である。
【００１３】
　本発明はさらに、非触媒系の場合に、触媒を存在させることなく、上述の種々の実施態
様で物質を化学的に反応させる方法を提供するものである。
【００１４】
　本明細書で使用する用語について以下に説明する。
　“チャンネル”という用語は一般的に受け入れられている意味で使用されており、流体
の流れを方向付ける導管や他の手段を含むものである。本発明のチャンネルは、入口と出
口を備えた少なくとも１つの開口を含み、その他の開口を含んでいてもよい。以下に説明
する種々の実施態様においてわかるように、チャンネル内では単なる移送の他に種々の機
能を生じさせることができる。反応チャンネル（反応マイクロチャンネルを含む）は、入
口または出口バルブ、または入口または出口オリフィスを含まない（勿論、入口および出
口オリフィス、バルブ等は反応チャンネルに接続することができるが、これらは反応チャ
ンネルそれ自体の一部とは考えない）。
【００１５】
　“触媒”は、それ自体消費されることなく、例えば反応速度のような反応パラメーター
を向上させる物質である。触媒は不均質（代表的には固体）または均質（例えば反応物質
流中に溶解させたもの）とすることができる。
【００１６】
　“断面積”は、正味流れの方向に対して垂直に測定されるものであり、触媒粒子（また
は一体物）や触媒コーティングを含む反応チャンネル内の全面積を含むが、反応チャンネ
ル壁は含まない。長さに沿って曲がっている反応チャンネルの場合には、断面積は、長さ
と平行する線に沿って選択された１つの点での正味流れの方向に対して垂直に測定され、
反応チャンネルの中心で測定される。“断面積が変化する”とは、面積における多大な変
化を意味し、表面の凸凹によるわずかな変化を意味しない。高さと幅の寸法は、１つの反
応チャンネル壁から対向する壁まで測定されたものであり、触媒コーティングの適用によ
り変化することはない。表面の凹凸によりまたは波形等により生じる変化の場合には、そ
の平均値である。
【００１７】
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　“特別設計触媒（engineered catalyst）”は、特定の反応チャンネル用に成形されか
つマイクロチャンネル内に挿入または積重ねることができる単一片または数片の触媒であ
る。好ましい例は、発泡体やフェルト（すなわち不織繊維または糸の集合体）である。ペ
レットや粉末は特別設計触媒ではない。
【００１８】
　“組成物”は、気体、液体または流体の混合物（固体／液体混合物であるコロイド等）
である。組成物はそれ自体反応性であってもよく、他の物質と混合されてもよい。
【００１９】
　“流れの方向”とは、反応チャンネルの少なくとも１つの部分を通して流れる正味流れ
の方向である。直線的なチャンネルの場合、流れの方向は、１つのチャンネルの１つまた
は複数の入口からそのチャンネルの１つまたは複数の出口へと向かう。
【００２０】
　“流路”は、そこを通って組成物が移動する反応装置内の通路である。
【００２１】
　“流体熱交換器”は、そこを通って流体（すなわち気体または液体）が流れ、かつ反応
チャンネルの壁を介して、熱を反応チャンネルからまたは反応チャンネルの方へ伝達させ
えるチャンバー（１つまたは複数の入口と１つまたは複数の出口を有する）である。流体
熱交換器は電気加熱器ではない。
【００２２】
　“徐々に”という用語は、所定の方向に沿って１つのゾーンにわたって漸進することを
意味する。この漸進は、そのゾーンにおいて連続的または段階的とすることができ、その
ゾーン内での局所的な後戻りも含むことができる。
【００２３】
　“熱交換器”は、反応チャンバーから熱を除去しまたは熱を加える構成部材である。こ
れは能動部材であり、単なる周囲空気や流れのない流体ではない。好ましくは、熱交換器
は流体熱交換器である。
【００２４】
　“伝熱距離”は、反応チャンネルの中心点と熱交換器の壁との間の距離である。中心点
は、反応チャンネルの断面の局部重点中心点であり、距離は流れに対して垂直に測定され
る。換言すれば、中心点は、反応チャンネルの断面積を二等分する複数の線の交点である
。
【００２５】
　“入口側”および“出口側”は、相対的な用語である。反応チャンバーの入口側のどの
部分も、反応チャンネルへの入口の比較的近くにあり、反応チャンバーの出口側のどの部
分も、反応チャンネルの出口の比較的近くにある。好ましい実施態様においては、１つの
反応チャンネルに接続された単一の入口と単一の出口を有するが、本発明は、複数の入口
および／または出口を備えた複数の反応チャンネルを含んでいる。
【００２６】
　“局所的接触時間”は、反応チャンバーの一部分（局所的部分）で反応物質組成物が経
験した接触時間である。本発明においては、局所的接触時間は反応チャンバーに導入され
る組成物の量に基づいており、反応チャンバー内で組成物が反応する際の組成物の量（分
子の数）の変化の影響は除外する。
【００２７】
　“線速度”は、反応チャンネルの断面積で除した反応物質の容積流量として定義され、
反応チャンバー内で反応物質が反応する際の反応物の減少の影響を除外する。接触時間は
、検討されている容積を標準温度および標準圧力、すなわち０℃、１気圧における流体流
量で除して計算される。
【００２８】
　“マイクロチャンネル”は、本発明においては、高さ５ｍｍ以下、好ましくは２ｍｍ以
下、さらに好ましくは１ｍｍ以下を有するチャンネルであり、ある種の好ましい実施態様
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においては０．１から２ｍｍの範囲内の高さである。マイクロチャンネルの長さは、特に
重要ではないが、ある実施態様では、１０ｃｍ以下である。長さは、マイクロチャンネル
を通過する正味流れと同じ方向であると定義される。チャンネルは、例えば四角形、円形
、三角形、または不規則形状とすることができる。高さと幅は、長さに対して垂直方向に
測定されるものであり、その一方または両方をマイクロチャンネルの長さに沿って変化さ
せることができる。高さと幅は任意に選択できる。本発明においては、高さは、流れに対
して垂直なチャンネルの最小寸法として定義される。水蒸気改質のようないくつかの実施
態様では、幅は好ましくは５ｃｍ以下、より好ましくは１ｃｍ以下、ある実施態様では０
．１ｍｍから２ｃｍの範囲内である。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の種々の実施態様は、下記の１つまたはそれ以上の多くの利点をもたらす。化学
反応と熱伝達の結びつきを向上させることができ、このことは、触媒床におけるより均一
な温度分布をもたらす。線速度または局所的接触時間を、反応チャンネル部分の入口から
出口へと徐々に増加または減少させることができる。温度分布および局所的な反応率分布
が平坦になり、このことは、生成物の選択性と触媒寿命を向上させるために重要である。
反応装置の生産性が向上する。なぜならば、均一な温度分布は、反応装置容量のより大き
い部分においてその最適温度近傍で運転させることを可能にするからである。
【００３０】
　特定の説明または理論により束縛されることを望ものではないが、本発明の反応装置お
よび反応方法の特性における従来技術に対する改善は、下記の見地に関連すると考えられ
る。本発明のチャンネル反応装置においては、予想されるホットスポット域において発熱
速度が低下し、同時に、熱が効率よく伝導されて散らばる。逆に、コールドスポット域に
おいては、温度を維持するように発熱速度が高まる。狭い入口域では、線速度の増加また
は接触時間の減少によって反応程度が減少し、したがって、発熱反応の場合には、狭い入
口域がその域における発熱を減少させる。狭い入口域は、熱伝達のための距離が短いため
に熱除去速度を増加させることもできる。一方、比較的低い線速度または比較的長い接触
時間のために、反応の程度（転化の程度）は床のより幅広の部分で増加し、同時に、熱伝
導速度は床の厚さの増加により減少する。結果として、反応熱の反応床全体にわたる拡散
がすすみ、このことにより、温度分布の均一性が向上すると考えられる。
【００３１】
　本発明の効果は、各種マイクロチャンネル反応装置において質的に相違する。マイクロ
チャンネル反応装置は、熱移動および物質移動効率が向上している。したがって、典型的
には、動力学的に制御された状況において反応が進行する。マイクロチャンネルにおいて
は、流れ方向の温度分布の均一性の向上により、床全体における温度分布の均一性が向上
する。より好ましい温度制御のような優れたモデリング結果が、本発明のマイクロチャン
ネル設計を利用した反応装置および反応方法において生じることは、驚くべき発見であっ
た。従来のような流路を備えた装置においては、匹敵しうる効果は得られないと考えられ
る。
【００３２】
　本発明の要旨は、本明細書の特許請求の範囲において明瞭に記載されているが、その構
成および操作方法は、さらなる効果や目的と共に、下記の説明および添付図面を参照する
ことにより一層明確に理解できるであろう。図面においては、同じ部材については同じ番
号を付してある。　　
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　台形チャンネルの反応装置を図２に示す。各反応装置においては、入口と出口は、流れ
の方向を示す矢印により表している。必要に応じて、反応装置チャンバーの温度は、隣接
して設けた１つ又は複数の熱交換器（図示せず）内の熱交換流体の流れへの熱伝達または
熱交換流体の流れからの熱伝達により制御される。図２の設計においては、触媒チャンネ
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ルは入口から出口へと徐々に増加する断面を有している。特にこの触媒チャンネルは、チ
ャンネルの流れ線を含む平面において台形を有している。
【００３４】
　図１に示すような従来の直線状チャンネルの反応装置においては、発熱反応はホットス
ポットを生じさせる可能性がある。このホットスポットの大きさと位置は、反応動力学、
熱／物質移動および流体動力学に依存する。不均質触媒の固定床反応装置の場合、ホット
スポットは、非零次反応においては触媒床の前部分の入口域近傍に発生する。
【００３５】
　これに対して、本発明によるチャンネル反応装置の比較的狭い入口域は、比較的短い接
触時間のために入口域近傍での反応程度が減少する。したがって、入口域近傍では、発熱
反応の反応熱放出（あるいは吸熱反応の熱吸収）が減少する。触媒床に沿う局所的反応率
分布は、直線状チャンネルの反応装置におけるよりも一層均一となる。なぜならば、局所
的接触時間は反応装置入口から出口部分へ徐々に増加するためである。
【００３６】
　断面積の寸法およびその変化は、特定の用途および所望の性能の関数として、例えば最
適な温度分布を得られるように選定される。流体は、例えば反応装置入口温度まで予備加
熱することができる。
【００３７】
　図３は、入口と出口を有する単一チャンネルの反応装置を模式的に示しており、その断
面は入口側から出口側への徐々に増加している。好ましくは、チャンネルの壁は熱伝達チ
ャンネルの境界を規定しており、反応チャンバーに対する熱調整をもたらし、要すれば、
反応チャンネルの入口に反応物質を供給するに先だって、反応物質を予備加熱する。この
ようにして、熱伝達チャンネルによりもたらされる熱調整は、断面積の増加によりもたら
される熱調整と協働して、反応チャンネル内の温度分布を改善する。
【００３８】
　図４は、多チャンネル反応装置を模式的に示しており、複数の反応チャンネル、図示の
実施例においては４個のチャンネルが同じ層において放射状に配設され、それらの入口は
１つの共通の中央入口ゾーンに位置している。図示の反応チャンネルは、入口から出口へ
と増加する断面を備えた台形とされている。これら複数の反応チャンネルの複数の入口は
、反応チャンネルの平面の横断方向において八角形を有する１つの共通中央入口チャンネ
ルと流体が流通するように連通されている。複数の出口は、１つの環状の共通出口チャン
ネル（図示せず）と流体が流通するように連通させることができる。このようにして、同
じ層の複数の反応チャンネルへの流体の供給、および複数の反応チャンネルからの流体の
排出を、１つの共通の入口チャンネルおよび／または１つの共通の出口チャンネルを介し
て行うことができる。さらには、複数の反応チャンネルのいくつかの層を次々に積重ねる
ことができ（重ね合わせるようにしてもよく、食い違い形状に重ねてもよい）、この場合
も共通の入口および出口チャンネルを使用することができる（すなわち、共通のヘッダー
（headers）またはフッター（footers）に分配してもよい）。
【００３９】
　積層した多チャンネル反応装置８０の断面模式図を図８に示す。層８２はカバー板であ
り、複数層８４は複数のマイクロチャンネル８１を含むマイクロチャンネル熱交換器であ
る。マイクロチャンネル８１は直線状に示されているが、熱交換器チャンネルは、好まし
くは反応チャンネルの形状に相当する形状とし得るものである。反応チャンネル層８６、
８８は、入口８３と、比較的幅広の出口８７と、傾斜を付した反応チャンネル壁８５を備
えている。層８６中の反応チャンネルはこの層を通して完全に切断されており、一方、層
８８中の反応チャンネルはこの層を通して一部分のみ切断されている。本発明の反応装置
においては、無数の可能な構造をとることができ、種々の形状と寸法のチャンネルを含む
いかなる数の層でも備えることが可能である。
【００４０】
　いくつかの好ましい実施例においては、反応チャンネルはその入口から断面積が増加し
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ていくような形状、例えば台形、三角形、湾曲形のごとき形状をもつことができる。反応
チャンネルは、対向する側面が平らな面をもつ実質的に“二次元”とすることができる。
あるいは、円錐形または角錐形のごとき三次元形状とすることもできる。反応チャンネル
は好ましくは触媒を含有し、反応チャンネルの出口側の触媒含有部分の断面積は、反応チ
ャンネルの入口側の触媒含有部分の断面積の少なくとも２倍（いくつかの実施例では少な
くとも５倍、さらには少なくとも２０倍）とすることが好ましい。これらの断面積は、こ
の域が触媒を含有していれば、入口側または出口側のいかなるポイントで測定してもよい
。このチャンネル、好ましくは触媒含有部分の少なくとも１つの寸法（チャンネルの長さ
、すなわち正味流れの方向ではない）は５ｍｍ以下、より好ましくは２ｍｍ以下とする。
好ましい実施例においては、反応チャンネルの面積は、入口から離れる方向に単調に増加
する。いくつかの実施例においては、このチャンネルは四角形以外の断面（流れに対して
垂直）を有してもよく、断面積は、所望寸法、温度分布、反応装置形状、反応動力学等に
依存して、流路に沿って非直線的に増加してもよい。一例としては、放物線形状の断面と
してもよい。反応チャンネルの一部分で流路に沿って断面が増加するため、その部分の流
路に沿って、反応物質の線速度は減少し、あるいは反応物質と触媒との接触時間が増加す
る。いくつかの好ましい実施例では、少なくとも２つ、より好ましくは少なくとも４つの
反応チャンネル入口を、１つの中央チャンネルの回りに放射状に配置する。
【００４１】
　いくつかの実施例においては、反応が進行するに伴って滞留時間を減少させることが有
利となる。かような反応では、流れの方向に反応チャンバーの容積を減少することが望ま
しい。例えば、自触媒作用(autocatalysis)では、反応は中間体または生成物により触媒
されるため、生成物が生成されるに伴って反応速度が増加する。当初の反応速度は通常遅
く、かようなプロセスにおける滞留時間に伴って速度が増加する。自触媒作用（酸化のご
とき多数の反応が生じる）の工業的に重要な点は、最適な濃度の反応物質と生成物が常に
確実に存在するようにすることによって、反応の速度を最大にできる点である。時間とと
もに速度を高めて当初の速度を促進させるために、反応チャンネルの断面積を流路に沿っ
て徐々に減少させることができる。局所的接触時間は、反応装置の出口ゾーンより入口ゾ
ーンで長くなるであろう。反応装置の入口ゾーンにおける比較的長い滞留時間は、触媒と
しての生成物の生成速度をより速くして反応を促進させる。一方、反応装置の出口への流
路に沿って、反応の“暴走”を防ぐために速度を制御する必要がある。この効果を達成す
るために、流路に沿って断面が減少する方向、または滞留時間が減少する方向に反応物を
流すことによって、触媒（中間体あるいは生成物）の生成速度を減少することができる。
この場合、床に沿う反応速度は比較的一定とされ、これにより生成物の選択性が向上する
。したがって、いくつかの本発明の実施例においては、単一チャンネルであっても、多チ
ャンネル形状であっても、図示または記述した方法や反応チャンバー形状が、逆になる場
合も含まれる。例えば、中央出口方向へ流れかつ容積が減少するチャンネルも含まれる。
【００４２】
　いかなる反応チャンネル形状でも、反応チャンネルに隣接させて熱交換チャンネルを配
設することができる。図示の例では、熱交換チャンネルを紙面の上下に重ねて（挟み込ん
で）隣接させることができ、および／または紙面内で隣接させることもできる。図２－４
に模式的に図示した反応チャンネルにおいては、熱交換チャンネルを反応チャンネルと熱
的接触状態（好ましくは隣接させて）配置することができる。図４の実施例では、反応チ
ャンネルは好ましくは熱伝達チャンネルにより分離されている。したがって、反応チャン
ネルの壁は熱伝達チャンネルの境界を形成することができ、これら熱伝達チャンネルも台
形を有し、反応装置の中央域から放射状に配向されている。種々の反応装置形状において
、冷却材は反応物質流に対して交流、横流または並流に（またはこれらの組み合わせで）
流すことができる。いくつかの好ましい実施例では、プロセス流と冷却材流を交流式に流
し、これらの間で熱交換を行わせる。熱交換流体の流れの断面を台形（または、円錐形の
ように、断面積が流れ方向に減少する形状）とした場合には、プロセスチャンネルの入口
部分近傍での局所線速度が減少するであろう。熱交換流体の速度の増加（層流および乱流
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の両方に適用される）は、熱伝達を促進させるであろう。勿論、発熱反応の場合には、熱
交換流体は冷却材となる。本発明では、気体、油、水、液体金属等、従来既知のいかなる
熱交換流体でも利用できる。本発明は一般的には定常状態下について説明しているが、熱
交換器は反応を所望温度範囲まで進行させる（または保持する）ために利用することがで
きるものである。ある実施例では、隣接するチャンネルを二者択一的にもう一つの反応に
利用することができよう。例えば、発熱反応を一つの反応チャンネルで行ない、吸熱反応
を隣接する反応チャンネルで行うことができる。この場合、熱交換チャンネルは化学反応
も行うことができ、適切な触媒を含有することができる。
【００４３】
　反応チャンネルで用いる触媒は、不均質反応の場合、好ましくは固体（または固体を含
有するもの）である。不均質反応は、特定の反応条件下では、（少なくとも部分的に）不
均質物質として留まり、すなわち、触媒はプロセス流中に完全には溶解しない。好ましく
は、触媒はプロセス流に対して実質的に不溶である。触媒は、反応物質が触媒の近傍を流
れる形態（flow-by configuration）（例えばコーティングまたは薄層）あるいは反応物
質が触媒を通過して流れる形態（flow through configuration）（反応チャンネルの断面
全体を実質的に占める形態）で利用できる。触媒構造として例えば、発泡体、フェルト（
不織繊維）、スクリーン、ペレット、サドル形、粉末、コーティングが挙げられる。好ま
しい実施例においては、触媒は特別設計触媒とする。これらの構造のいかなるものでも、
緩衝層、境界層および触媒活性金属含有層のごとき多層を備えることができる。触媒は単
一タイプの物質を含有させてもよいが、多くの場合、支持体や金属または多数の金属、ま
たは支持体と金属等の混合物のごとき多種類の物質を含有させる。前述したように、反応
チャンネルの幾何学的形状は、従来の反応チャンネルの幾何学的形状で得られるよりも一
層活性な触媒の使用（より効率的な触媒の利用）を可能にする。触媒は流動床でも固定床
でもよい。
【００４４】
　本発明は、均質反応にも適用できる。一つの例は、硫酸触媒を用いるオレフィンによる
パラフィンのアルキル化である。この場合、触媒の硫酸は反応物質と一緒に反応チャンネ
ルへ導入される。アルキル化は発熱反応であり、アルキレートの品質は温度に依存する。
本発明によれば、より均一な温度制御ができ、品質の向上したアルキル化生成物をもたら
すことができる。
【００４５】
　本発明の反応装置は、複数の薄い金属シートのラミネーション（この場合、反応チャン
ネルは１枚のシート内に設けることができる。例えば、１枚のシートにチャンネルをエッ
チングで形成したり、１枚のシートを打ち抜いて隣接するシートで反応チャンネル壁を形
成させる。あるいは、反応チャンネルを多数のシートで構成することもできる。）、マイ
クロ－ＥＤＭドリル加工、レーザー機械加工、化学的エッチング、射出成形、溶接等の方
法を用いて組み立てることができる。金属、合金、複合体、高分子、セラミックスのごと
き材料を使用することができる。高伝導性材料は熱伝達効率を高め、温度分布の不均一性
を低減するであろう。好ましくは、反応チャンネル壁の少なくとも一部分を、鋼またはア
ルミニウムのごとき熱伝導性材料から構成する。積層構造の装置の場合、１枚のシートま
たは複数枚のシートに所定形状の反応チャンネルを打ち抜くことが望ましい。かような複
数シートから組み立てられた装置は、１枚のシートまたは多数の隣接するシート（好まし
くは熱交換器の複数層の間に挟まれている）に所定形状の反応チャンネルを有しており、
組み立てた装置は、反応チャンネルの頂部と底部を限定している頂部シートと底部シート
により形成された一定高さを有する反応チャンネルを備えることになる（例えば図８を参
照）。
【００４６】
　操作条件は、特定のチャンネル構成、触媒の性質と量、化学反応のタイプに適合させる
ことができる。本発明のプロセスとしては、アセチル化、付加反応、アルキル化、脱アル
キル化、水素化脱アルキル化、還元的アルキル化、アミノ化、芳香族化、アリール化、自
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熱改質、カルボニル化、脱カルボニル化、還元的カルボニル化、カルボキシル化、還元的
カルボキシル化、還元的カップリング、縮合、クラッキング、水素化クラッキング、環化
、シクロオリゴマー化、脱ハロゲン化、二量体化、エポキシ化、エステル化、交換反応、
フィッシャー－トロプシュ反応、ハロゲン化、水素化ハロゲン化、同族体化、水和、脱水
、水素化、脱水素化、水素化カルボキシル化、ヒドロホルミル化、水素化分解、ヒドロメ
タル化（hydorometallation）、ヒドロシラン化（hydorosilation）、加水分解、ヒドロ
処理（ＨＤＳ／ＨＤＮ）、異性化、メチル化、脱メチル化、複分解、硝化、酸化、部分酸
化、重合、還元、改質、逆水性ガス転化、スルホン化、テロメリゼーション、エステル交
換反応、三量体化、水性ガス転化等が挙げられる。上述した各反応に対しては、従来から
既知の触媒や条件があり、本発明はこれらの既知触媒を利用する装置および方法を包含す
るものである。例えば本発明には、アミノ化触媒を用いるアミノ化方法やアミノ化装置が
含まれる。本発明は、上述した多くの反応の各々に対して、個々に（例えば水素化分解に
）あるいは反応群に（例えば、ハロゲン化水素化、ヒドロメタル化およびヒドロシラン化
触媒を用いて、それぞれハロゲン化水素化、ヒドロメタル化およびヒドロシラン化反応群
に）適用することができる。
【００４７】
　本発明の装置と方法は、その他の測定可能な特性、例えば、熱束、線速度、局所的接触
時間、生成物選択性、反応物質の反応率、温度変化によって特徴付けることができる。好
ましい実施例においては、反応チャンネルの前部（最初の５容量％。触媒を通過して流れ
る形態の触媒の場合には、容量は触媒容量（触媒内部の空孔および粒子間の隙間空間を含
む）に基づいて測定される。触媒の近傍を流れる形態の触媒の場合には、容量は、触媒の
“上方”空間を含み、触媒が壁に接して存在している断面容量におけるチャンネル容量に
基づく。）における熱束（単位容量当たり）は、匹敵する直線状の反応チャンネルにおけ
る熱束よりも、少なくとも１０％（より好ましくは少なくとも５０％、さらに好ましくは
少なくとも１００％）大きい。匹敵する直線状の反応チャンネルは本発明のチャンネルと
同じ容量および触媒量を有しているが、対応するチャンネル壁は直線状である。ここで“
対応する”という用語は、本発明のチャンネルの所定形状の壁を意味する。例えば、円錐
形反応チャンネルの場合には、匹敵する反応チャンネルは、長さと容量が等しく径が一定
の管となろう。台形の反応チャンネル（高さは一定であるが幅が増加する）の場合、匹敵
する反応チャンネルは、容量と長さと高さが等しく高さと幅が一定（高さ＝幅の場合）の
平行六面体となろう。複数の方法と装置は、選択された反応物質の反応率の同じレベルか
、あるいは同じ流速で比較できる。特に特定のない限り（方法ではなく）装置のみについ
て述べるならば、後述の実施例に記載された条件と触媒を用いて比較される。好ましくは
、反応チャンネルの前部での線速度は、反応チャンネルの後部（最後の５容量％）の線速
度よりも少なくとも２０％以上または２０％以下である（より好ましくは、反応チャンネ
ルの前部の線速度は、反応チャンネルの後部の線速度とは少なくとも２倍、さらに好まし
くは少なくとも５倍の相違がある）。あるいは、反応チャンネルの前部での局所的接触時
間は反応チャンネルの後部（最後の５％）での局所的接触時間よりも少なくとも２０％以
上または２０％以下である（より好ましくは、その相違は少なくとも２倍、さらに好まし
くは少なくとも５倍である）。生成物の選択性は、好ましくは所望の生成物の少なくとも
２０％、より好ましくは少なくとも５０％、さらに好ましくは７５％、さらにより好まし
くは少なくとも９５％である。反応率は、好ましくは少なくとも２０％、より好ましくは
少なくとも５０％、さらに好ましくは７５％、さらにより好ましくは少なくとも９５％の
反応率が得られる。ここで、反応率％は平衡転化の％を表す。好ましい実施例では、反応
装置の前部５％（その域の平均温度）と反応チャンネルの容量の中心との間の温度差は、
匹敵する直線状の反応チャンネルにおける匹敵するポイントでの温度差より、少なくとも
２０％（より好ましくは少なくとも３０％、さらに好ましくは少なくとも５０％）少ない
。本発明は、上述した性質のあらゆる組み合わせができることによっても特徴付けられる
。例えば、好ましい実施例では、最初の５％の容量における熱束を、匹敵する反応チャン
ネルにおける熱束よりも少なくとも１０％大きくして、７５％の反応率を得ることができ
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る。
【００４８】
　直線状チャンネルの反応装置とこれとは寸法の異なる台形チャンネルの反応装置との間
のモデリング試験においては、台形チャンネルの反応装置を使用することにより、最大温
度差が略半分に減少することがわかった。加えて、温度分布をより均一にでき、局所ホッ
トスポットをかなり引き延ばすことができた。
【実施例】
【００４９】
［モデル条件および触媒］
　フィッシャー－トロプシュ合成（“ＦＴＳ”）は極めて発熱的な反応であるため、本発
明の概念を確認するのに良好なモデル系である。ＦＴＳは、過剰なメタン生成と触媒の失
活を避けるために、一般的に狭い範囲での温度制御を必要とする。種々のプロセス条件に
おける反応動力学データを収集するために、ジャケットを付けた能動冷却システムを備え
た、直線状チャンネルおよび台形チャンネルを有するマイクロチャンネル反応装置を用い
ることができる。触媒物質を含有する多孔質媒体をマイクロチャンネル反応装置に充填す
る。石英ウールの薄い層を充填することによって触媒を支持し、表１に記載した寸法を有
する直線状チャンネルの両端は金属発泡体により保持した。触媒充填量は０．２２ｇであ
る。この実験用の触媒は以下のようにして調製した。先ず、酸性γ－アルミナ支持体粉末
（エンゲルハルト）を粉砕し、８０メッシュと１００メッシュの間（１５０－１８０ミク
ロン）に篩い分けし、３５０℃で３時間カ焼する（安定化させる）。次いでこの粉末に、
硝酸コバルト６水和物、三塩化ルテニウム水和物（または硝酸ニトロシルルテニウム）お
よび硝酸ランタンの前駆体類を含有する溶液を含浸させる。このときの濃度は、２０質量
％のコバルト、１．３７質量％のルテニウムおよび３質量％のランタンをアルミナに担持
している触媒が得られるような濃度とする。この前駆体溶液は、アルミナ支持体の細孔容
積を飽和し、かつアルミナ支持体を過度に飽和させないようにして調製する。次いでこの
粉体を真空乾燥機中で１１０℃、１２時間乾燥し、さらに３５０℃で少なくとも３時間加
熱してカ焼する。供給ガス混合物中の一酸化炭素に対する水素のモル比は２である。原料
は反応装置入口温度（２４８℃）まで予備加熱する。２種類の反応装置は、２４８℃、２
９５ｐｓｉｇ、接触時間０．３秒の平均条件で運転する。
【００５０】
［モデリング実験］
　モデリング実験においては、最適な温度分布を得るために、台形断面の寸法を変化させ
ることができる。この実験では、触媒床長さを、直線状チャンネル反応装置と同じに維持
した。台形の上底を０．０４インチ（０．１ｃｍ）、下底を０．０８インチ（０．２ｃｍ
）とした。触媒床の寸法を表１に示す。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　このモデリング実験では、これら２種類の反応装置の性能を比較するために、固定触媒
量を基準として設定したため、接触時間を同じ供給速度で一致させた。両方の反応装置に
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おいて同じ最終反応率レベルが得られた。
【００５３】
　触媒床中の温度および反応率分布を模擬するために、擬似均質モデルを開発した。物質
収支とエネルギー収支は、２つの偏微分方程式において反応速度と結びつけた。反応速度
(reaction kinetic rate)は、直線状チャンネル反応装置で行った実験により測定し、パ
ワー法則式(power law expression)に関連付けた。パワー法則式は、反応物質濃度、温度
および反応活性化エネルギーの関数である。プラグ流れ条件、一定壁温度、反応温度での
予備加熱供給等のような、いくつかの合理的な仮定を行った。境界条件は、反応装置入口
、出口、壁および中心線の位置で規定した。この課題を解くために、有限要素法を組み込
んだＦＥＭＬａｂソフトウエアを使用した。解答は、局所的熱束分布とともに、反応率分
布や温度分布を定量的にもたらした。
【００５４】
　両方の反応装置は、２４８℃、２９５ｐｓｉｇ、接触時間０．３秒で運転されるものと
し、７０％の総合的反応率が得られるものとした。各ケースにおいて、局所的反応率分布
は以下のようにして測定した。床全体を、多数の“非常に薄い”触媒層（限定された、ま
たは差異のあるセグメント）の積重ねとして扱う。各セグメントで等温であると仮定して
、各セグメントに対する差異のある反応率を、反応速度と滞留時間を知ることにより得る
ことができる。滞留時間は、流速と断面積により簡単に関連付られる。
【００５５】
　モデリング実験から、直線状チャンネル反応装置と比較すると、台形チャンネル反応装
置においては、局所的反応率が入口ゾーンで大きく減少し、出口ゾーンでは増加すること
が判明した。触媒床に沿う局所的反応率分布（温度および熱束）は、直線状チャンネル反
応装置におけるよりも台形チャンネル反応装置において、より均一となった。テーパー形
状の設計においては局所的接触時間が反応装置入口部分から出口部分へ徐々に増加するた
めに、より均一な分布がもたらされたと考えられる。
【００５６】
　台形チャンネル反応装置と従来の直線状チャンネル反応装置との間で、温度分布を比較
した。従来の直線状マイクロチャンネル反応装置では、触媒床内で１４℃の温度範囲を示
し、触媒床の前部で２６２℃、中央で約２５６℃、終部で２４８℃の局所的ホットスポッ
トを有していた。これに対して、台形チャンネル反応装置の触媒床内の最大温度差は９℃
であり、触媒床の前部で２５８℃、中央で約２５７℃、終部で２４８℃であった。したが
って、台形チャンネル反応装置では温度分布がより均一になり、局所的ホットスポットが
かなり低減した。
【００５７】
　台形チャンネル反応装置設計は、予想されるホットスポットにおける発熱の低減をもた
らし、コールドスポットにおける発熱の増加をもたらせた。狭い入口部分での短い接触時
間は反応程度を減少させ、熱放出速度を減少させる。熱伝導速度は床厚の減少により増加
される。一方、床の比較的幅広部分では、比較的長い接触時間により熱発生速度が上昇す
る。同時に、熱伝導は床厚の増加により減少する。したがって、反応熱の反応装置床全体
への拡散が“推し進め”られ、これによりより均一な温度分布が達成される。温度を狭い
範囲に維持することは、所望の液体生成物に対するより高い選択性をもたらす。床のホッ
トスポットをなくすことにより、触媒寿命が長くなる。
【００５８】
　本発明の好ましい実施態様について説明したが、本発明の要旨から外れることなく多く
の変更や改変が可能であることは、当業者にとって明らかであろう。例えば、上述した実
施態様では、直線状の流れ方向および平坦な壁を備えた例を説明したが、曲線状の流れ方
向と曲線状の壁を備えた種々の変形例も、本発明に含まれる。例えば、チャンネル断面は
四角形でなく円形とすることもできる。上述した各実施態様では、チャンネルの断面をそ
の長さ全体にわたって徐々に増加させているが、長さの一部分のみにおいて徐々に増加さ
せることもできる。さらに、上述した特定の実施態様では、発熱反応を行わせる反応装置
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ることができる。この場合、反応装置は、熱源の代わりに吸熱源となる。また、本発明に
よれば、吸熱反応用と発熱反応用の複数の反応装置を組み合わせて、例えば発熱反応用お
よび吸熱反応用を交互にしたジャケット付きまたはサンドイッチ構造として作製すること
もできる。このように、種々の変形を本発明の範囲に包含させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】従来の直線状チャンネルを有する反応装置の模式的斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例による化学反応装置のチャンネルの模式的斜視図である。
【図３】本発明の第２実施例による１つのチャンネルを有する化学反応装置の模式的縦断
面図である。
【図４】本発明の第３実施例による多チャンネルを有する化学反応装置の模式的縦断面図
である。
【図５】本発明の実施例による台形反応装置における局所的反応率分布と、直線状チャン
ネルを有する反応装置における局所的反応率分布とを比較したグラフである。
【図６】直線状チャンネルを有する反応装置の触媒床中の表面熱束とスライスド温度分布
のモデル計算の結果を示す説明図である。
【図７】台形チャンネルを有する反応装置の触媒床中の表面熱束とスライスド温度分布の
モデル計算の結果を示す説明図である。
【図８】多層マイクロチャンネル反応装置の模式的断面図である。

【図１】 【図２】
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