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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微小な流路断面積を有する主流路と、該主流路に合流する１つ以上の導入流路とをそな
え、該主流路を流通する第１の反応流体と該導入流路を流通する第２の反応流体とを合流
／反応させる流通型微小反応流路であって、
　該流路断面の相当直径が１ｃｍ以下であり、
　上記の１つ以上の導入流路を延長するようにして該主流路内に形成された挿入部の先端
の各吐出口と、該主流路を形成する壁面とを相互に離隔させ、
　該挿入部が、先端側に、該主流路を形成する壁面と平行な平行部位を有し、該吐出口か
ら、上記の第１の反応流体の流通方向と同方向に上記の第２の反応流体を吐出するように
構成され、
　該各挿入部の先端と該主流路を形成する壁面との各相互間の距離が、それぞれ５００μ
ｍ以上に設定され、
　反応流路内を流れる流体が層流状態である
ことを特徴とする、流通型微小反応流路。
【請求項２】
　該平行部位の長さが、該導入流路の断面の相当直径の５０倍よりも長いことを特徴とす
る、請求項１記載の流通型微小反応流路。
【請求項３】
　該導入流路の断面の相当直径が５００μｍ～１ｍｍであることを特徴とする、請求項１
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又は２に記載の流通型微小反応流路。
【請求項４】
　該導入路の断面が円形であることを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の流
通型微小反応流路。
【請求項５】
　該導入路の断面が矩形であることを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の流
通型微小反応流路。
【請求項６】
　該主流路に合流する該導入流路の本数が１～３本の範囲であることを特徴とする、請求
項１～５何れか１項に記載の流通型微小反応流路。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか１項に記載の流通型微小反応流路を１以上そなえるとともに、
　該流通型微小反応流路の主流路と導入流路とのそれぞれに対して反応流体を流通させる
ための反応流体駆動装置とをそなえて構成されていることを特徴とする、反応装置。
【請求項８】
　並置された複数の該流通型微小反応流路を一体にして反応流路集合体を形成し、該反応
流路集合体を複数積層して構成されたことを特徴とする、請求項７記載の反応装置。
【請求項９】
　該流通型微小反応流路内の反応流体の温度を調整すべく、温度調整用流体を流通させる
ための温度調整用流路が該流通型微小反応流路に隣接してそなえられていることを特徴と
する、請求項７又は８記載の反応装置。
【請求項１０】
　該流通型微小反応流路が１００本～３０００本の範囲でそなえられていることを特徴と
する、請求項７～９の何れか１項に記載の反応装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は微少流路内で反応流体を流通させながら化学反応を行わせる、流通型微小反応流
路，反応装置及び反応方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、化学反応を効率的に行なえることから、微少な流路断面積の反応路を用いて２以上
の反応物質を流通させながら化学反応させる技術が注目されている。これは、反応路の流
路断面積を微少にすることにより、反応路での反応物質の比表面積（単位体積当たりの表
面積）を大きくでき外部との高い熱交換効率が得られ、同様に、反応物質の流量に対する
反応物質間の界面の面積（即ち、反応物質間の接触面積）の比を大きくして、かかる反応
物質間において高い物質移動効率が得られ、化学反応を効率的に行えるためである。
【０００３】
このような微小流路を用いた流通型化学反応方法に関して、例えば、液相反応において、
Ｐ．Ｆｌｅｔｃｈｅｒらが、Ｓｕｚｕｋｉカップリング反応を実施し、これにより、ラー
ジスケールでの実験に比較して高い収率で目的物のシアノビフェニルを合成できたことを
報告している〔Chemistry in Britain, 1999(Nocv.), 35～38頁〕。
【０００４】
また、Ｊ．Ｒ．Ｂｕｒｎｓらは、ニトロ化反応の実施について報告し（Trans IchemE, Vo
l77, PartA, May 1999, 206～211）、また、Ｄ．Ｊ．Ｈａｒｒｉｓｏｎらは、電気的ポン
ピング法を用いてジアゾカップリング反応を実施したことを報告し（J.Am.Chem.Soc.1997
, 119, 8716～8717）、さらに、Ｒ．Ｄ．Ｃｈａｍｂｅｒｓらは、微少流路内でのフッ素
化反応について報告している（ＷＯ９９／２２８５７号公報）。また、Ｍ．Ｇｈｅｏｒｇ
ｈｅらは、電解酸化反応について報告している（Proc.SPIE-Int.Soc.Opt.Eng.3680, 1159
～1163, 1999）。
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【０００５】
また、化学合成を目的としたものではないが、上述したような微小な流路断面積を有する
化学反応流路を用いて、迅速分析や少量の試料の分析に関する実施例も数多く報告されて
おり、例えば、Ｄ．Ｊｅｄ　Ｈａｒｒｉｓｏｎは微量分析に関する報告を行なっている（
Science, 1993, 261, 895）。
以下、このような微小流路を用いた流通型反応装置の具体的な構成の一例を、図１４（ａ
），（ｂ）を参照して説明する。
【０００６】
図１４（ａ）に示す装置は、図示するように、導入管１０１Ａ，１０１Ｂ及び反応管１０
２とをそなえて構成されている。導入管１０１Ａ，１０１Ｂ内に注入された互いに異なる
反応流体ＦA，ＦBは、Ｔ型コネクタ１０２ａの合流部１０２ｂに対して互いに向かい合う
方向から流入し、混合状態で反応管１０２内を流通する。
【０００７】
反応管１０２は恒温槽内１０３に配置されており、混合物は、反応に最適な温度状態で反
応管１０２内を流通しつつ反応を進行させる。そして、恒温槽内１０３下流の蒸留分離装
置１０４に送給され、この蒸留分離装置１０４により目的物質（反応物質）が取り出され
る。
図１４（ａ）に示す例では、２種類の反応流体ＦA，ＦBにより化学反応を行なわせる例を
示したが、反応流体の種類はこれに限定されるものではなく、例えば図１４（ａ）の反応
流体導入部１０１を、図１４（ｂ）に示す反応物質導入部１０１′に置き換えて、互いに
異なる３つの反応流体ＦA，ＦB，ＦCにより化学反応を行なわせることもできる。つまり
、先ず、反応流体ＦA，ＦBが、図１４（ａ）と同様に導入管１０１Ａ，１０１Ｂを通って
Ｔ型コネクタ１０２ａの合流部１０２ｂに流入し混合され反応し、さらに、Ｔ型コネクタ
１０２ａ′の合流部１０２ｂ′で、導入管１０１Ｃから供給される反応流体ＦCと混合さ
れ反応するようになっている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した図１４（ａ），（ｂ）に示すような反応装置では、流路１０１Ａ
～１０１Ｃ，１０２の流路断面積が微小であるため、流路１０１Ａ～１０１Ｃ，１０２内
で閉塞が起きやすい。流路１０１Ａ～１０１Ｃ，１０２内で閉塞が生じてしまうと、反応
流体ＦA，ＦB，ＦC等流通が滞ってしまうことから、目的物質の生産性の低下，製品（目
的物質）の品質の低下及び運転の安全性の低下を招いてしまう。
【０００９】
流路の相当直径が小さくなる程、流路内で閉塞が発生する可能性は大きくなるが、特に、
流路１０１Ａ～１０１Ｃ，１０２のような流路の相当直径ｄが１０，０００μｍ（１ｃｍ
）以下の微小流路では、それ以上の径を持つ流路に比べて、閉塞の発生が極めて憂慮され
る。なお、相当直径ｄｓとは、下式（１）によりその流路断面積Ａｓ及びその周長さＬｓ
により定義されるものであり、流路が円形であれば直径そのもになる。
ｄｓ＝４×Ａｓ／Ｌｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
【００１０】
流路の相当直径にもよるが、数μｍ数～１０μｍ程度の微小な固体〔反応基質又は流体（
化学物質）中に混入した微少な異物等〕によっても閉塞が引き起こされるおそれがあり、
これを防止するためにマイクロフィルタのような濾過膜により予め流体を濾過し、微小な
固体を除去してから反応流体を流路内に流通させる方法が報告されている。
【００１１】
しかしながら、化学反応において固体又は高粘性液体が生成される場合には、当然ながら
これらの生成物を上記のように予め除去できない。したがって、上述した図１４（ａ），
（ｂ）に示すような反応装置を、固体又は高粘性液体を生成するような反応に適用するこ
とは極めて困難である。
特にこのような微小流路内では、反応流路は層流領域で流通することが多い。このため、
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例えば図１５（ａ），（ｂ）に示すような場合、これらの反応流体ＦA，ＦBは、それぞれ
合流部１０２ｂ，１０２ｂ′において均等に混合され反応するのではなく、界面Ｓを介し
て反応流体ＦA，ＦBが物質移動（拡散）して反応することとなる。
【００１２】
反応が進行中の反応流体ＦA，ＦBの混合物と、反応流体ＦA，ＦBの反応生成物とが同時に
壁面１０２ｃに接触する状態が、生成物が壁面１０２ｃに最も付着し易い状態であり、し
たがって、生成物が壁面１０２ｃに接触する時点で、既に反応流体ＦA，ＦBの反応が完結
していることが好ましい。
しかし、図１５（ａ），（ｂ）に示すように、界面Ｓが形成されると、この界面Ｓでは、
反応が進行中の反応流体ＦA，ＦBの混合物と、生成物とが混在し、さらに、界面Ｓは図１
６（ａ）に示すように、その縁部Ｓａで壁面１０２ｃに接触していることから、この縁部
Ｓａを中心に生成物が壁面１０２ｃに付着してしまい、これが引き金となり、管内壁１０
２ｃに生成物が次々と付着し、やがて反応管が閉塞されてしまう虞がある。
【００１３】
また、上述したように微小流路内での流体（試料）ＦA，ＦBの反応は、流体ＦA，ＦBが界
面Ｓを介して拡散することにより行われる。したがって、流体ＦA，ＦB間の反応の速度を
増加する（反応効率を向上させる）ためには、流体ＦA，ＦBの相互間での拡散の度合いを
増加させることが重要であり、拡散の度合いの増加は、界面Ｓの面積を大きくすることに
より実現できる。
【００１４】
しかし、界面Ｓの面積（界面積）は、反応流路の代表径（代表長さ）に応じたものであり
、図１６（ａ）に示すように反応流路１０１Ｄの断面積が円形であれば、代表径は最大で
も流路直径ｂとなり、また、図１６（ｂ）に示すように反応流路１０１Ｃ′の断面積が正
方形であれば、代表長さ最大でもこの正方形の一辺長さａとなる。このため、界面積を増
大させることにより、流体ＦA，ＦB間の反応の速度を増加させることには自ずと限界があ
り、顕著な効果は得られない。
【００１５】
本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、主流路（反応管）の閉塞を抑制でき
、また、反応速度を向上させることができるようにした、流通型微小反応流路，反応装置
及び反応方法を提供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　
【００１７】
　このため、本発明の流通型微小反応流路（請求項１）は、微小な流路断面積を有する主
流路と、該主流路に合流する１つ以上の導入流路とをそなえ、該主流路を流通する第１の
反応流体と該導入流路を流通する第２の反応流体とを合流／反応させる流通型微小反応流
路であって、該流路断面の相当直径が１ｃｍ以下であり、上記の１つ以上の導入流路を延
長するようにして該主流路内に形成された挿入部の先端の各吐出口と、該主流路を形成す
る壁面とを相互に離隔させ、該挿入部が、先端側に、該主流路を形成する壁面と平行な平
行部位を有し、該吐出口から、上記の第１の反応流体の流通方向と同方向に上記の第２の
反応流体を吐出するように構成され、該各挿入部の先端と該主流路を形成する壁面との各
相互間の距離が、それぞれ５００μｍ以上に設定され、反応流路内を流れる流体が層流状
態であることを特徴としている。
【００１８】
　この場合、該平行部位の長さが、該導入流路の断面の相当直径の５０倍よりも長いこと
が好ましい（請求項２）。
　また、該導入流路の断面の相当直径が５００μｍ～１ｍｍであることが好ましい（請求
項３）。
【００１９】
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　また、該導入路の断面が円形であっても良いし（請求項４）、或いは、該導入路の断面
が矩形であっても良い（請求項５）。また、該主流路に合流する該導入流路の本数が１～
３本の範囲であることが好ましい（請求項６）。本発明の反応装置（請求項７）は、請求
項１～６記載の何れか１項に記載の流通型微小反応流路を１以上そなえるとともに、該流
通型微小反応流路の主流路と導入流路とのそれぞれに対して反応流体を流通させるための
反応流体駆動装置とをそなえて構成されていることを特徴としている。
【００２０】
　この場合、並置された複数の該流通型微小反応流路を一体にして反応流路集合体を形成
し、該反応流路集合体を複数積層して構成しても良い（請求項８）。
　また、該流通型微小反応流路内の反応流体の温度を調整すべく、温度調整用流体を流通
させるための温度調整用流路が該流通型微小反応流路に隣接してそなえられていることが
好ましい（請求項９）。
【００２１】
　また、該流通型微小反応流路が１００本～３０００本の範囲でそなえられていることが
好ましい（請求項１０）。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
図１～図１１は本発明の一実施形態としての流通型微小反応流路，反応装置及び反応方法
について示す図である。
本発明の一実施形態としての反応装置は、図１に示すように、所定の反応基質（第１の反
応流体）ＦAを収容するタンク１Ａと、所定の反応基質（第２の反応流体）ＦBを収容する
タンク１Ｂと、反応基質ＦAと反応剤ＦBとを反応させて所定の物質（生成物、目的物）を
生成するための反応器（反応流路集合体）３と、タンク１Ａから反応基質ＦAを、パイプ
ＰAを介して反応器３に送給するためのポンプ（反応流体駆動装置）２Ａと、タンク１Ｂ
から反応剤ＦBを、パイプＰBを介して反応器３に送給するためのポンプ（反応流体駆動装
置）２Ｂとをそなえて構成されている。
【００２３】
なお、反応流体ＦA，ＦBが流動しにくいものの場合には、予め溶媒に溶解させてタンク１
Ａ，１Ｂに供給するようにしても良い。また、反応器３を閉塞させないように予めフィル
タなどを用いて、流体ＦA，ＦBから微細な塵等を予め除去しておいても良い。具体的には
、例えば流体ＦA，ＦBをフィルタを通してタンク１Ａ，１Ｂに供給したり、或いはパイプ
ＰA，ＰBにフィルタを介装すればよい。
【００２４】
反応器３の内部には、さらに温度調整用流体としてここでは熱媒体ＦHを循環させるよう
になっており、これにより反応器３を流通する反応基質ＦAと反応剤ＦBとが、その反応に
最適な温度に調整されるようになっている。熱媒体ＦHは、ポンプ２Ｈにより駆動されて
おり、反応器３に送給された後、熱交換器５により熱交換されてから、パイプＰHを介し
て再びポンプ２Ｈに送られるようになっている。なお、温度調整用流体はここでは加熱媒
体を使用しているが、反応の種類に応じて適宜設定されるもので、冷却媒体が使用される
こともある。
【００２５】
反応器３からの流体ＦGは、パイプＰGを介して精製装置４に送られ、この精製装置４で、
蒸留や抽出等の公知の方法により流体ＦGから所定の物質（目的物質）ＦSが精製されるよ
うになっており、目的物質ＦSはパイプＰSを介してタンク１Ｃに送給され、残留物（流体
ＦGから目的物質ＦSを取り除いた物質）ＦDはタンク１Ｄに送給されるようになっている
。なお、残留物ＦDを再び反応器３に送るようにして、残留物ＦDをタンク１Ｄと反応器３
との間で循環させることにより、効率的に目的物質ＦSを生産できるように構成しても良
い。
【００２６】
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さて、反応器３は、図２（ａ）に示すように、本発明の一実施形態としての複数（ここで
は４つ）の流通型微小反応流路（以下、単に反応流路という）３１が、ケーシング３０に
平行に並べて取り付けられ一体に構成されている。また、各反応流路３１に隣接して、上
記加熱媒体ＦHを流通させるパイプ（温度調整用流路）３５が設けられており、各反応流
路３２を流通する流体ＦA，ＦBを加熱するようになっている。
【００２７】
なお、図２（ａ）では、反応装置を、便宜的に４つの流通型微小反応流路をそなえた構成
として示しているが、目的物質の生産性の観点から多くの流通型微小反応流路をそなえて
いることが好ましく、例えば、５０～５０００本、より好ましくは１００～３０００本で
ある。何れにしても、反応装置にそなえられる流通型微小反応流路の数量は適宜設定され
るもので、勿論、１つでも構わない。
【００２８】
各反応流路３１は、図２（ａ），（ｂ）に示すように、微小内径の円管（以下、パイプ又
は外管という）３２と、外管３２に先端（吐出口）３３ｄが挿入される円管（以下、パイ
プ又は内管という）３３とをそなえて構成されている。内管３３の先端の吐出口３３ａは
、外管内壁面３２ａから離隔されて位置設定されている。ここでは、内管３３は、外管３
２に対して略垂直に挿入され、その挿入部３３ｂは、外管３２内で反応流体ＦAの流通方
向に折り曲げられており、外管内壁面３２ａと略平行な平行部位３３ｄを有している。
【００２９】
なお、ここでは、微小内径とは、管壁内の流路の相当直径が１ｃｍ以下のものをいう。
また、吐出口３３ａとは、内管３３の先端における内壁面に囲まれた空間（即ち流路断面
）を意味する。
また、図１及び図２（ａ）を参照して説明すると、各反応流路３１の外管３２は、反応器
３の上流端及び下流端でそれぞれ集合しており、その上流口は外部のパイプＰAに接続さ
れ、その下流口３Ｃは外部のパイプＰGに接続さている。同様に、温度調整用の各パイプ
３５は、反応器３の上流端及び下流端でそれぞれ集合しており、上流口及び下流口はそれ
ぞれ外部のパイプＰHに接続されている。
【００３０】
上述したように、図１に示す構成により、タンク１Ａから各反応流路３１の外管３２に反
応基質ＦAが供給され、同時にタンク１Ｂから各反応流路３１の内管３３に反応剤ＦBが供
給されるようになっている。そして、図２（ｂ）に示すように、反応基質ＦAが流通する
外管３２内の流路（主流路）ＲAに対して、内管３３内に形成される流路（導入流路）ＲB

から反応剤ＦBが吐出されるようになっている。したがって、内管３３の先端３３ａから
下流側では、主流路ＲAは、反応流体ＦA，ＦBとが反応する反応流路（反応領域）ＲRとし
て機能する。
【００３１】
外管３２内において導入流路ＲBが延長されるようにして形成された内管３３の挿入部３
３ｂの先端の吐出口３３ａは、上述したように主流路ＲAを形成する外管内壁面３２ａか
ら離隔して形成され、また、この挿入部３３ｂの先端は、外管内壁面３２ａと略平行とな
るように設定されている（挿入部３３ｂは外管内壁面３２ａと略平行な平行部位３３ｄを
先端側に有している）。また、反応流路ＲR（主流路ＲA）は、相当直径が１ｃｍ以下の微
小流路であり、反応流体ＦA，ＦBはいずれも層流状態で反応流路ＲRには流入することと
なる。
【００３２】
このため、図２（ｂ），（ｃ）に示すように、反応剤ＦBが反応基質ＦAに完全に内包され
た状態で、反応流体ＦA，ＦBは反応流路ＲRを流通するので、反応流体ＦA，ＦBの界面Ｓ
は、外管内壁面３２ａから完全に離隔されるようになっている。界面Ｓでは、反応流体Ｆ

A，ＦBの反応により精製された個体物質（又は高粘度液体物質）と、反応が進行中の反応
流体ＦA，ＦBの液体混合物とが同時に混在するが、界面Ｓが外管内壁面３２ａから完全に
離隔されていることから、内壁面３２ａに、これらの個体物質と液体混合物とが同時に接
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触して付着してしまうことが抑制されるようになっている。
【００３３】
また、反応剤ＦBが反応基質ＦAに完全に内包されるので、反応流体ＦA，ＦBの界面が、反
応剤ＦB外周面に形成されるので、界面積を従来に比べ増加することができる。例えば、
図３に示すように、外管３２の内径（反応流路ＲRの直径）φAを２ｒとし、この反応流路
ＲRに互いに同量の反応流体ＦA，ＦBを流通させるように、即ち、反応流路ＲRにおいて反
応流体ＦA，ＦBが流通する流路面積が等しくなるように、内管３３の内径φBを設定した
とすると、内径φBは、ｒ／√２となる。
【００３４】
一方、上述した従来技術では、互いに同量の反応流体ＦA，ＦBを流通させようとすると、
界面Ｓは、図３中に二点鎖線で示すように形成される。
本発明の流通型微小反応流路と従来の流通型微小反応流路との界面積の比は、即ち、一点
鎖線で示す界面長（内管３３の内周長さ）（＝√２πｒ）と、二点鎖線で示す界面長〔最
大で外管３２の内径長２ｒ〕との比となり、図３に示す例では、本反応流路の界面長は、
従来反応流路に対して約２．２２倍となる。また、パイプ３２，３３がそれぞれ正方形で
あった場合、同様の計算を行なうと、本発明の反応流路では、従来技術に対し、２√２（
＝２．８３）倍の界面積が得られる。
【００３５】
従来技術の説明として上述したように、界面積が増加することは、界面Ｓを介して反応基
質ＦAが反応剤ＦB内に拡散する速度及び反応剤ＦBが反応基質ＦA内に拡散する速度を増加
させることができ、したがって、本反応流路では、従来に比べ、反応流体ＦA，ＦBの反応
を効率的に行なえるようになっている。
本反応流路３では、上述したが、図２（ｂ），（ｃ）に示すように、内管３３の先端の吐
出口３３ａを、外管内壁面３２ａから離隔させることにより、流体ＦA，ＦBの界面を内壁
面３２ａから離隔させるようにするものであり、吐出口３３ａとかかる内壁面３２ａとの
距離ｄは、特に限定されないが、少なくとも流体ＦA，ＦBとの生成物（混合液体と固体或
いは高粘度液体）が混在する状態では、流体ＦA，ＦBの界面Ｓが、内壁面３２ａから安定
して離隔するように５０μm以上設定されることが好ましく、特に好ましくは１００μm以
上、最も好ましくは５００μｍ以上である。ここで、吐出口３３ａとかかる内壁面３２ａ
との距離ｄとは、流体ＦA，ＦBの流通方向に垂直な方向において、吐出口３３ａにおける
流体ＦBの外縁部（即ち内管３３の内壁面３３ｅ）と内壁面３２ａとの間で最も狭い距離
を指す。
【００３６】
なお、導入路ＲBの流路断面積の相当直径（ここでは、内管３３の内径）は、例えば１０
μm～５ｍｍ，好ましくは１００μm～３ｍｍ、さらに好ましくは５００μm～１ｍｍであ
る。
また、平行部位３３ｄの長さＬは、平行部位３３ｄを流れる流体ＦBの進行方向が、この
平行部位３３ｄに沿った方向に落ち着くのに十分な距離であることが好ましく、例えば、
吐出口３３ａにおける導入路ＲBの断面の相当径（ここでは内管３３の内径）Ｄの０．５
倍超過（Ｌ／Ｄ＞０．５）であるが、５倍よりも長いこと（Ｌ／Ｄ＞５）が好ましく、５
０倍よりも長いこと（Ｌ／Ｄ＞５０）がさらに好ましく、１００倍よりも長い（Ｌ／Ｄ＞
１００）のが最も好ましい。
【００３７】
また、外管内壁面３２ａ及び内管３３の内壁面３３ｅは、試料液体ＦA，ＦB及びその合成
反応に悪影響を及ぼさないものであれば、材質に制限はなく、研磨加工や、例えば微細な
凹凸を設けるなどの細工や、コーティング処理等の表面処理を施こしてもよい。
また、外管内壁面３２ａであって特に内管吐出口３３ａの下流側の（即ち反応領域ＲRに
位置する）内壁面には、試料液体ＦA，ＦBの合成反応を促進又は抑制するための触媒を担
持させても良い。
【００３８】



(8) JP 4385541 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

また、試料液体ＦA，ＦBの精製を、タンク１Ａ，１Ｂに入れるよりも前に予め行なっても
良いし、パイプ３２，３３内で行なうようにしても良い。同様に、合成反応後の精製処理
を、精製装置４に加えて、或いは精製装置４を設置する代わりにパイプ３２，３３内で行
なうようにしてもよい。精製の内容は、限定されるものではないが、例えばｐＨの調整，
不要な水溶性無機塩の除去，不要な脂溶性無機塩の除去，不要な水溶性有機物の除去，不
要な脂溶性有機物の除去等であり、具体的には、例えば、他の薬品を加えることによる抽
出精製により行なわれ、或いは、特定の温度又は特定の圧力などの特定の条件で目的物或
いは不要物が分離する性質を利用して行なわれる。
【００３９】
また、外管３２の反応領域ＲRにおいては、流体の温度／圧力は均一である必要が無く、
例えば、図示しないヒータ等の加熱手段を用いて局所的に加熱して温度分布を持たせたり
、外管３２内に圧力抵抗を配置して圧力分布を持たせたりしても良い。また、内管３３に
ような反応剤ＦB用の導入路をその吐出口が反応基質ＦAの流れ方向に対して異なる位置に
なるように複数配置して、反応領域ＲRにおいて試料液体ＦA，ＦBの濃度に分布を持たせ
ても良い。何れにしても、反応領域ＲRにおけるこのような温度／圧力／濃度分布は、反
応に応じて適宜選択すればよい。
【００４０】
また、各パイプ３２，３３は、その流路断面が均一である必要はなく、必要に応じて変化
させても良く、例えば流路断面径を大きくしたり小さくしたりしても構わない。
本流通型微小反応流路，反応装置及び反応方法を用いて行なわれる化学反応は、何ら限定
されるものではなく、例えば、エステル化反応、エステル交換反応、アミド化反応、アミ
ド交換反応、酸無水物合成反応、酸塩化物合成反応、加水分解反応、脱水反応、還元反応
、還元的アミノ化反応、酸化反応、脱水素反応、ニトロ基合成反応、ニトロ化反応、電解
酸化反応、電解還元反応、電解カップリング反応、ホフマン転位反応、シュミット反応、
クルチウス反応、ローゼン反応、アルケンオキサイドの転位反応、エーテルの転位反応、
その他転位反応、ディールスアルダー反応、ヘテロディールスアルダー反応、その他協奏
反応、脱シアン化水素反応、４級アンモニウム塩のホフマン脱離反応、エーテルの脱アル
コール反応、脱炭酸反応、脱ＳＯ2反応、求核置換反応、ハロゲン化反応、ハロゲン付加
反応、ハロゲン化水素付加反応マイケル付加反応、ヒドロボレーション、ヒドロホルミル
化反応、シアノヒドリン反応、アセタール反応、ヘミアセタール反応、アルドール反応、
Ｗｉｔｔｉｇ反応、アルキル化反応、その他付加反応、アシル化反応、鈴木カップリング
反応、ジアゾ化反応、ジアゾカップリング反応、有機金属の付加反応、有機金属の金属交
換反応等である。
【００４１】
ハロゲン化反応としては、塩素化、臭素化、フッ素化、ヨウ素化が挙げられ、対象となる
反応基質に制限はないが、芳香族化合物、複素環化合物、含カルボニル化合物、糖が挙げ
られる。
有機金属の付加反応としては、有機官能基への有機リチウム化合物の付加反応、有機官能
基へのグリニャー試薬の付加反応が挙げられる。反応に用いられる官能基として具体的に
は、シアノ基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、アルコキシカルボニル基
、アリールオキシカルボニル基、アミノカルボニル基が挙げられ、具体的には、アシル基
、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロピルオキシカルボニル基、アミノ
カルボニル基、ジメチルアミノカルボニル基が挙げられる。グリニャー試薬の具体例とし
ては、臭化メチルマグネシウム、臭化エチルマグネシウム、臭化プロピルマグネシウム、
臭化フェニルマグネシウム、塩化メチルマグネシウム、塩化エチルマグネシウム、塩化プ
ロピルマグネシウム、塩化フェニルマグネシウムが挙げられる。
【００４２】
還元反応には、金属、合金、金属水素化物を用いることが可能であり、金属水素化物とし
て具体的には、水素化アルミニウムリチウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化ホ
ウ素リチウム、水素化ホウ素ナトリウム、および、それらの重水素置換体を使用すること
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が可能である。
有機金属の金属交換反応には、有機金属化合物と活性水素を有する化合物の反応、有機金
属化合物とハロゲン原子を有する化合物の反応が挙げられる。有機金属化合物と活性水素
を有する化合物の反応としては、２級アミンのリチウム化反応が挙げられ、具体的には、
ブチルリチウムとジイソプロピルアミンからのリチウムジイソプロピルアミドの合成反応
が挙げられる。
【００４３】
また、反応基質及び反応剤が液体の場合、反応溶媒の使用は必須ではないが、必要ならば
存在させることが出来る。好ましい溶媒の具体例は、水、液体アンモニア、有機溶媒、超
臨界溶媒、イオニックリキッドが使用可能である。有機溶媒としては、脂肪族系炭化水素
、芳香族炭化水素類、ケトン類、アルデヒド類、エ－テル類、エステル類、アミン類、ス
ルホキシド類、アルコール類、ニトリル類、複素芳香族化合物、ハロゲン溶媒、カルボン
酸類が挙げられ、鉱酸としては、スルホン酸類、リン酸類が挙げられる。超臨界溶媒とし
ては、超臨界水、超臨界二酸化炭素などを用いることが出来る。さらには、これらの任意
の割合の混合物、あるいは反応基質自体、あるいは反応剤、あるいは目的物、あるいは反
応液を溶媒として用いることもできる。
【００４４】
反応流体は互いに混じり合う流体同士でもよく、混じり合わない流体同士でも構わない。
混じり合う流体同士とは、同じもしくは比較的性質の近い有機溶媒を用いた溶液同士、あ
るいはメタノールなどの極性の高い有機溶媒を用いた溶液と水などであり、混じり合わな
い流体同士とは、ヘキサンなどの低極性の溶媒を用いた溶液とメタノールなどの高極性の
溶媒を用いた溶液があげられる。
【００４５】
本流通型微小反応流路，反応装置及び反応方法により生成される生成物は限定されるもの
ではないが、固体であれば、例えば、金属、合金、金属酸化物、４級アンモニウム塩、４
級ピリジニウム塩、ハロゲン化アルカリ金属塩、ハロゲン化アルカリ土類金属塩、水酸化
アルカリ金属、水酸化アルカリ土類金属、ホウ素含有化合物、アルミニウムアルコキシド
、重合物、縮合物およびこれらを含有する混合物である。
【００４６】
本発明の一実施形態としての流通型微小反応流路，反応装置は上述したように構成されて
おり、以下のような手法（本発明の一実施形態としての反応方法）により行なわれる〔以
下、図１及び図２（ａ）～（ｃ）を参照して説明する〕。
つまり、ポンプ２Ａにより、反応基質ＦAが反応器３の各反応流路３１の外管３２に送給
され、同様に、ポンプ２Ｂにより、反応剤ＦBが反応器３の各反応流路３１の内管３３に
送給される。また、ポンプ２Ｈにより熱媒体ＦHが循環され、この熱媒体ＦHにより反応器
３内が、反応流体ＦA，ＦBの反応に最適な温度に制御される。
【００４７】
なお、必要で有れば、試料液体ＦA，ＦBを反応器３に通液するのに先立ちパイプ３２，３
３内に、溶媒もしくは反応に不活性な気体を流通させてもよく、さらに必要で有れば、反
応器自体を乾燥しても良い。
反応器３内の各反応流路３１では、内管３３から、反応剤ＦBが、外管３２内を流通する
反応基質ＦAに吐出する。外管３２内は、層流状態であり、図２（ｃ）に示すように反応
剤ＦBが反応基質ＦAにより完全に内包された状態となり、流体界面Ｓが、内壁面３２ａか
ら離隔して形成される。
【００４８】
このため、反応流体ＦA，ＦBの反応生成物と、反応流体ＦA，ＦBの液体混合物とが同時に
内壁面３２ａに接触してしまうことを抑制でき、外管３２の閉塞を防止でき、これにより
、目的物質の製造を安定して行なえるという利点がある。また、界面Ｓの面積を従来より
増加できるので、反応流体ＦA，ＦBの反応速度を増加でき、目的物質の生産性を向上させ
ることができるという利点がある。
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【００４９】
また、内管３３の挿入部３３ｂは、その先端側に外管内壁面３２ａに略平行に形成された
平行部位３３ｄを有し、且つ、挿入部３３ｂは、外管３２内（主流路ＲA）の反応基質ＦA

の進行方向側に向けられているので、吐出口３３ａ（挿入部３３ｂ）からの反応剤ＦBは
、反応基質ＦAと同方向に内壁面３２ａに対して平行に流れるので、界面Ｓが内壁面３２
ａから離隔する上記状態を安定して実現でき、上記の利点が一層効果的に得られる。
【００５０】
また、温度制御用流体（ここでは熱媒体）ＦHにより、反応温度（反応器３内の温度）を
コントロールすることが出来、反応を効果的に行なえるという利点がある。特に反応が高
温もしくは低温で行われる場合には、熱交換器５により熱回収を計ることができ、この回
収した熱を再利用できるという利点もある。
また、流通型微小反応流路，反応装置及び反応方法は上述した実施形態に限定されず本発
明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変形を行なうことが可能である。以下、図４～図１１
を参照して、上述した実施形態に対する各種の変形例について説明するが、上述した実施
形態と同じ部品等については同一の符号を付しその説明を省略する。
【００５１】
上述の実施形態では、図２（ｂ）に示すように、導入流路ＲBを構成する内管３３を、主
流路ＲAを構成する直線状の外管３２の内部で折り曲げて、挿入部３３ｂの先端側が外管
内壁面３２ａに平行になるようにしているが、例えば図５（ａ）に示すように、外管３２
の折り曲げ部から直線状の内管３３を挿通し、挿入部３３ｂが下流側の内壁面３２ａに平
行になるように（平行部位を有するように）構成しても良い。
【００５２】
また、上述の実施形態では、図２（ｂ）に示すように、外管３２に挿通される内管３３の
挿入部３３ｂは、その先端側に、外管内壁面３２ａに平行となる平行部位３３ｄを有して
いるが、図５（ｂ），（ｃ）に示すように、吐出口３３ａと内壁面３２ａとが離隔してい
れば、挿入部３３ｂに平行部位を設けなくても良い。
【００５３】
このような場合でも、内壁面３２ａから離隔して吐出された反応剤ＦBは、反応基質ＦAに
引き込まれるようにして内壁面３２ａに対して平行に流通するので、反応剤ＦBが反応基
質ＦAに内包された状態となり、反応流体ＦA，ＦBの界面を内壁面３２ａから離隔させる
ことが可能であり、上記実施形態と同様の効果が得られる。
【００５４】
なお、図５（ｂ）では、内管３３の吐出面３３ａが、反応基質ＦAの流れ方向に平行に形
成され、図５（ｃ）では、吐出面３３ａが、反応基質ＦAの流れ方向に対して傾斜して形
成されている。
また、上述の実施形態では、図２（ａ）～（ｃ）に示すように、主流路ＲAに、一つの導
入流路ＲBを設ける構成としているが、主流路を構成する外管壁面３２ａ及び各導入流路
の吐出口がいずれも相互に離隔していれば、主流路ＲAに複数の導入流路を合流させても
よく、例えば図６（ａ），（ｂ）に示すように、外管３２に対し、内管３３Ａ，３３Ｂが
同軸上に配置された多重管（ここでは二重管）を挿入するようにしても良く、この場合、
ある流体（ここでは流体Ｆ1）を内包した流体（ここでは流体Ｆ2）が、さらに他の流体に
内包される（ここでは流体Ｆ3）ようになる。内管３３Ｂの吐出口に対して固体又は高粘
性液体の生成物が付着してしまう可能性は低いが、最内側の流体Ｆ1と最外側の流体Ｆ3と
に相互に反応する流体を用い、これらの流体Ｆ1，Ｆ3間を流れる流体Ｆ2として流体Ｆ1，
Ｆ3の反応に不活性な流体を適量供給することにより、かかる吐出口壁面に対する生成物
の付着を略完全に抑制できる。
【００５５】
なお、かかる不活性流体Ｆ2の供給量は、内管３３Ｂの吐出口壁面に対する生成物の付着
を抑制でき、且つ、流体Ｆ1,Ｆ3の反応を阻害しないように設定される。
なお、図６（ａ），（ｂ）では、内管３３Ａ，３３Ｂの先端側を外管内壁面３２ａに平行
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な平行部位としているが、このような平行部位を設けない構成も可能である。
【００５６】
或いは、図７（ａ）～（ｃ）に示すように、外管３２内に、何れも外管内壁面３２ａに平
行になるように内管３３Ｃ，３３Ｄを並べて挿入しても良い（各導入流路ＲD，ＲEを内壁
面３２ａに平行になるように併設しても良い）し、図７（ｄ）に示すように、外管３２内
に、何れも外管内壁面３２ａに平行になるように内管３３Ｃ～３３Ｆを並べて挿入しても
良い（各導入流路ＲC～ＲFを内壁面３２ａに平行になるように並設しても良い）。
【００５７】
図６（ａ），（ｂ）及び図７（ａ）～（ｄ）に示すように、主流路ＲAに複数の導入流路
を合流させる場合には、これらの導入流路ＲAから、それぞれ、反応基質を含んだ流体，
反応剤を含んだ流体，反応に無関係な流体，又は、反応基質を無反応化する反応剤等を供
給することが可能であるが、これらの導入流路から供給される流体（第２の反応流体）の
種類は、互いに同じ種類であっても良いし、互いに異なる種類であっても良い。例えば図
７（ａ）に示す流通型微小反応流路では、パイプ３３Ｃ，３３Ｄから同じ種類の流体（こ
こでは流体ＦB）が供給され、一方、図７（ｂ），（ｃ）に示す流通型微小反応流路では
、パイプ３４Ｃ，３４Ｄから異なる種類の流体ＦB,ＦCが供給されるようになっている。
或いは、図７（ｄ）に示す流通型微小反応流路のように、パイプ３４Ｃ，３４Ｅからそれ
ぞれ流体ＦBを供給し、パイプ３３Ｄ，３３Ｆからそれぞれ流体ＦCを供給するようにして
も良い。
【００５８】
また、各導入流路の吐出口３４Ｃ－ａ～３４Ｆ－ａは、図７（ａ），（ｂ），（ｄ）に示
すように流路方向に対し同一位置に設置されても良いし、図７（ｃ）に示すように異なる
位置に設定されても良い。
また、図７（ａ）～（ｄ）に示す流通型微小反応流路において、さらに、各導入流路の全
て又は一部を、図６（ａ），（ｂ）に示すように多重管として形成することも可能である
。この場合、各多重管の最外管側〔図６（ａ），（ｂ）では流体Ｆ3〕を、内側の各管か
ら供給される反応流体〔図６（ａ），（ｂ）では流体Ｆ1，Ｆ2〕の反応に対して不活性な
流体とすることにより、互いに隣り合う多重管又は単管に対して、流体Ｆ2，Ｆ3の生成物
が接触して付着してしまうことを大幅に低減できる。
【００５９】
このように一つの主流路に複数の導入路を合流させることで１つの反応流路において異な
る複数の反応を同時又は連続的に行なえる。また、このような反応の数は限定されない。
但し、主流路も微小流路であることから、外管３２内（主流路ＲA）に配置しうる内管（
導入路）は、１～５本程度であり、好ましくは１～３本である。
【００６０】
また、図６（ａ），（ｂ）及び図７（ａ）～（ｄ）に示すように主流路に複数の導入流路
を合流させる場合、主流路を構成する壁面及び各導入流路の吐出口が何れも離隔されてい
れば良く、主流路を構成する壁面及び各導入流路の吐出口の各相互間距離Ｌ1～Ｌ14は何
れも同一であってもよいし、異なっていても良く、一般的に１０μm以上、好ましくは５
０μm以上、特に好ましくは１００μm以上、最も好ましくは５００μｍ以上である。
【００６１】
また、上述の実施形態及び変形例では、円管を用いて主流路及び導入路をいずれも円形断
面を有する流路として構成した例を示したが、主流路及び導入路の断面形状は、円形に限
定されず、例えば、図８（ａ），（ｂ）に示すように矩形であっても良い。図８（ａ）で
は、反応流路が、主流路ＲAを形成する角管３２Ａ内に、導入流路ＲBを形成する角管３３
Ｇの先端が挿入された二重管構成とされ、図８（ｂ）では、反応流路が、導入流路ＲB，
ＲCを形成する角管３３Ｇ，３３Ｈの先端が、角管３２Ａ内に同軸上に挿入された三重管
構成とされている。
【００６２】
また、主流路の断面形状と導入路の断面形状とは相似でなくても良く、例えば、主流路Ｒ
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Aの流路断面形状が矩形、導入路ＲBの流路断面形状が円形であるような構成であってもよ
い。また、主流路に複数の導入路が合流されている場合、これらの導入路の断面形状が互
いに異なっていても良い。
また、上述の上述の実施形態及び変形例では、管を用いて主流路ＲA及び導入流路ＲBを形
成した例を示したが、図９に示すように、基板５０に溝を設けて主流路ＲA及び導入流路
ＲBを構成しても良い。この場合、導入流路ＲBを延長させるようにして、主流路ＲA内に
導入流路ＲBの挿入部５１が形成され、挿入部５１の先端の吐出口５１ａが、主流路ＲAを
形成する壁面５０ａから離隔して形成される。
【００６３】
また、上述の実施形態では、複数の反応流路３１が一体に構成された反応流路集合体３を
１つ用いて反応器を構成したが、例えば、図４に示すように、反応流路集合体３を厚み方
向に複数（ここでは５つ）積層して反応器３′を構成しても良い。この場合、反応剤ＦA

用のパイプＰAは、反応器３′の外部で分岐し各反応流路集合体３に接続され、同様に、
反応剤ＦB用のパイプＰBは、反応器３′の外部で分岐し各反応流路集合体３に接続されて
いる。
【００６４】
また、流体ＦG用のパイプＰGは、分岐されて各反応流路集合体３の接続口３Ｃ〔図２（ａ
）参照〕に接続されている。
また、加熱媒体ＦH用のパイプＰHを、反応器３′の上流／下流側で、分岐／集合させて、
各反応流路集合体３に加熱媒体ＦHを循環させるようにしている。
或いは、反応器を、図１０に示すように一つの反応流路３１を中心にこの周囲に複数（こ
こでは６個）の反応流路３１を設けて構成しても良い。
【００６５】
また、反応流路３１として、例えば上述した図８（ａ），（ｂ）に示すような矩形状の流
路断面を有するものを使用する場合には、図４の反応器３′を図１１に示すように構成し
てもよい。反応器は、反応流路３１と、反応流路３１と略同じ寸法・形状の熱媒体用の流
路３５とが、上下左右に対しそれぞれ交互に並べられて構成されている。
【００６６】
なお、このように複数の反応流路３１を一体に構成する場合には、各反応流路３１でそれ
ぞれ異なる合成反応を行なわせることも可能である。
また、本発明の流通型微小反応流路，反応装置及び反応方法は、上述したように、層流状
態下における反応流体の混合／反応において、閉塞の防止及び反応速度の向上に関し優れ
た効果を発揮しうるものであるが、層流状態下での混合／反応に限定されず、乱流状態又
は乱流と層流が入り交じった状態での反応流体の混合／反応にも使用しうるものである。
【００６７】
【実施例】
（Ａ）実施例
本発明の実施例としての反応装置は、Benzaldehyde/THFとMeMgBr/THFとの反応を行なわせ
るもので、図１２（ａ），（ｂ）に示すように、０．９ｍｏｌ／ｌ（モル／リットル）の
ベンズアルデヒドのＴＨＦ溶液（Benzaldehyde/THF），乾燥ＴＨＦ（THF）及び０．９ｍ
ｏｌ／ｌ（モル／リットル）の臭化メチルマグネシウムのＴＨＦ溶液（MeMgBr/THF）をそ
れぞれ供給するためのシリンジポンプ（反応流体駆動装置）２Ａ,２Ｂ,２Ｃと、主流路を
形成する円管３２及び導入路を形成する円管３３Ａ，３３Ｂを有する流通型微小反応流路
３１とをそなえて構成されている。なお、THFは、Benzaldehyde/THFとMeMgBr/THFとの反
応に対して不活性であり、かかる反応により生成される生成物が円管３３Ｂに付着してし
まうことを防ぐためのものである。
【００６８】
円管３２は、一端をシリンジポンプ２Ａに接続され、他端側はシリンジポンプ２Ｄにより
ＮＨ4Ｃｌaq.が供給されてその下流側が酸処理ライン６０として構成され、また、円管３
３Ａは、一端側（挿入部）３３Ａ－ｂを円管３２に平行に挿入され、他端をシリンジポン
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プ２Ｂに接続され、また、円管３３Ｂは、一端側（挿入部）３３Ｂ－ｂを円管３３Ａに平
行に挿入され、他端をシリンジポンプ２Ｃに接続されている。そして、各円管３２の内壁
面３２ａ及び円管３３Ａ，３３Ｂの吐出口３３Ａ－ａ，３３Ｂ－ａは何れも相互に離隔さ
れている。
【００６９】
円管３２，３３Ａ，３３Ｂは何れもステンレス製であり、円管３２は内径４ｍｍ，外径６
ｍｍ、円管３３Ａは内径２ｍｍ，外径３ｍｍ、円管３３Ｂは内径０．６ｍｍ，外径１．６
ｍｍである。また、円管３２，３３Ａ，３３Ｂの合流部とＮＨ4Ｃｌaq.注入部との間の反
応領域ＲRの長さは２ｍ、ＮＨ4Ｃｌaq注入部下流側の酸処理ライン６０の長さは１ｍに設
定されている。
【００７０】
シリンジポンプ２Ａ～２Ｄを作動させて、Benzaldehyde/THF，THF，MeMgBr/THF及びＮＨ4

Ｃｌaq.をそれぞれ流速０．１～１．０ｍｌ（ミリリットル）／ｍｉｎで反応流路３１に
供給して３０分間反応させたところ、反応流路３１に閉塞は見られなかった。
（Ｂ）比較例
図１３（ａ），（ｂ）は上述はＴ字型の流通型微小反応流路１０３を有する従来の反応装
置であり、反応装置１０３は、Benzaldehyde/THF用の円管１０１Ａと、MeMgBr/THF用の円
管１０１Ｂと、円管１０１Ａ，１０１Ｂの合流部の下流側の反応管１０２とをそなえて構
成されている。反応管１０２は、図１２（ａ），（ｂ）に示す本発明の実施例にかかる反
応管３２と同様に、ステンレス製で内径４ｍｍ，外径６ｍｍである。なお、図１２（ａ）
，（ｂ）の反応装置の構成要素と同じ構成要素については同一の符号を付しその説明を省
略する。
【００７１】
このような構成により、シリンジポンプ２Ａ，２Ｃ，２Ｄを作動させて、Benzaldehyde/T
HF， MeMgBr/THF及びＮＨ4Ｃｌaq.をそれぞれ流速０．１～１．０ｍｌ（ミリリットル）
／ｍｉｎで反応流路１０３に供給したところ（即ち上述した本発明の実施例と同じ条件で
反応させたところ）、反応を開始してから約１０後に反応流路１０３は閉塞してしまった
。
（Ｃ）結論
したがって、本発明の流通型微小反応流路，反応装置及び反応方法によれば、従来に比べ
、安定して合成反応を行なえることが実証された。
【００７２】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、主流路を流通する第１の反応流体に対し、導入流
路から、主流路を形成する壁面に接触しないように第２の反応流体を合流させることがで
きるので、第２の反応流体が第１の反応流体に完全に内包されることとなり、反応流体間
の界面を、主流路を形成する壁面から分離でき、これにより、反応流体の反応により生成
された固体又は高粘度液体と、反応が進行中の反応流体混合物とが同時に該壁面に接触し
て付着してしまうことを抑制でき、主流路の閉塞を抑制できるという利点がある。
【００７３】
また、第２の反応流体が第１の反応流体に完全に内包されるので、同条件下で従来の微小
反応通路を用いた場合に比べ、これらの反応流体間の界面即ち反応流体の接触面を大きく
でき、ひいては、反応速度を向上させることができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態としての反応装置の全体構成を示す模式的な斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態としての反応装置について示す図であり、（ａ）はその反応
器（反応流路集合体）の全体構成を示す模式的な斜視図、（ｂ）は流通型微小反応流路の
要部構成を拡大して示す模式的な縦断面図、（ｃ）は流通型微小反応流路の要部構成を拡
大して示す模式的な斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態としての流通型微小反応流路の構成を拡大して示す模式的な
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横断面図である。
【図４】本発明の一実施形態としての反応装置の変形例の構成を示す模式的な斜視図であ
る。
【図５】（ａ）～（ｃ）は本発明の一実施形態としての流通型微小反応流路の変形例の要
部構成を拡大して示す模式的な縦断面図である。
【図６】本発明の一実施形態としての流通型微小反応流路の変形例について示す図であり
、（ａ）はその要部構成を拡大して示す模式的な斜視図、（ｂ）はその要部構成を拡大し
て示す模式的な縦断面図である。
【図７】（ａ）～（ｄ）は本発明の一実施形態としての流通型微小反応流路の変形例の要
部構成を拡大して示す模式的な斜視図である。
【図８】（ａ），（ｂ）は本発明の一実施形態としての流通型微小反応流路の変形例の要
部構成を拡大して示す模式的な斜視図である。
【図９】（ａ），（ｂ）は本発明の一実施形態としての流通型微小反応流路の変形例の要
部構成を拡大して示す模式的な斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態にかかる反応器（反応流路集合体）の変形例の要部構成を
拡大して示す模式的な斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態にかかる反応器（反応流路集合体）の変形例の全体構成を
示す模式的な斜視図である。
【図１２】本発明の一実施例にかかる反応装置及び流通型微小反応流路について示す図で
あり、（ａ）はその反応流体ラインの模式的な系統図、（ｂ）はその流通型微小反応流路
の要部構成を示す模式的な横断面図である。
【図１３】本発明の一実施例に対する比較例としての従来反応装置及び流通型微小反応流
路について示す図であり、（ａ）はその反応流体ラインの模式的な系統図、（ｂ）はその
流通型微小反応流路の要部構成を示す模式的な横断面図である。
【図１４】（ａ），（ｂ）は従来の微小流路を用いた流通型反応装置の構成を示す模式図
である。
【図１５】（ａ），（ｂ）は従来の微小流路を用いた流通型反応装置の合流部の構成を示
す模式図である。
【図１６】従来の微小流路を用いた流通型反応装置の合流部の構成を示す模式的な矢視図
である。
【符号の説明】
１Ａ～１Ｄ　タンク
２Ａ，２Ｂ，２Ｃ　ポンプ（反応流体駆動装置）
２Ｄ，２Ｈ　ポンプ
３，３′　反応器
４　精製装置
５　熱交換機
３０　ケーシング
３１　反応流路（流通型微小反応流路）
３２，３３，３３Ａ～３３Ｈ　パイプ
３２ａ，５０ａ　外管の内壁（主流路を形成する壁面）
３３ａ，５１ａ　吐出口
３３ｂ，５１　吐出部
３３ｄ　平行部位
３５　温度調整用のパイプ
５０　基板
６０　酸処理ライン
ＰA，ＰB，ＰG ，ＰHパイプ
ＲA 主流路
ＲB　導入流路
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ＲR　反応流路（反応領域）
ＦA　反応基質（第１の反応流体）
ＦB，ＦC　反応剤（第２の反応流体）
ＦS　目的物質
ＦD　残留物質
ＦH　熱媒体（温度調整用流体）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１１】

【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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