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目主

技術分野

０００1 本発明は、液体が流れる液体流路と、気体が流れる気体流路とが形成されたマイク

ロチップを有するマイクロチップデバイスに関する。

本願は、2００5年 ０月24 日に日本に出願された特願2００5 ０8754号および2

００6年6月 4 日に日本に出願された特願2００6 64823号に基づき優先権を主

張し、その内容をここに援用する。

背景技術

０００2 ビーカーや試験管を用いたィロ学反応と比較して、反応速度が速い、目的生成物の

収率が高い、および薬液の量を少なくすることができる等の利点から、結果として分

析精度を高めることできるマイクロチップが注目されている。

０００3 マイクロチップを用いて液体のィロ学反応や電気分解を行なぅ場合、気泡により流路

の閉塞が起こりやすいので、液体と気体とを効率よく分離する必要がある。

気液分離を行なぅマイクロチップデバイスとして、図22 図24に示すよぅな構造を

有したものが提案されている。

０００4 図22はマイクロチップデバイスの斜視図、図23は図22のカバーを取り除いたマイ

クロチップの平面図、図24は図23の切断線 での断面図である。

図22に示すよぅに、マイクロチップデバイス は、マイクロチップ3とマイクロチップ3

上に積層配置されるカバ とからなっている。

０００5 図23に示すよぅに、マイクロチップ3のカバー5が積層される面には、液体が流れる

液体流路9と、この液体流路9より浅く、気体が流れる気体流路皿とが並設されてい
る。

０００6 液体流路9の両端部、気体流路皿の両端部は、マイクロチップ3の四隅にそれぞ

れ位置している。カバー5には、液体流路9の一方の端部に接続される第 の液体 口

3、液体流路9の他方の端部に接続される第2の液体 口 5、気体流路皿の一方の

端部に接続される第 の気体 口 7、気体流路皿の他方の端部に接続される第2の



気体 口 9が形成されている。そして、液体流路9の中央部と気体流路皿の中央部と

は密着され、接触部7が形成されている。

０００7 図24に示すょぅに、接触部7の断面形状において、液体流路9の中央部と気体流

路皿の中央部との境には突条 ０が形成され、気体流路皿の底面は機液性の材質

でなる層が形成された機液部 2が形成されている。

０００8 上記構成のマイクロチップデバイスにおいて、第 の液体 口 3から液体2 を送り込

むと、液体2 は液体流路9を流れ、第2の液体 口 5ょり排出される。この時、液体2

を送り込む圧力を適切に設定すると、図24に示すょぅに、液体2 はその表面張力に

ょり突条 ０を乗り越えず、安定した気液界面 が形成される。

０００9 このため、液体2 内の気体が気液界面 を介して分離され、分離された気体は気

体流路皿を介して、第 の気体 口 7、第2の気体 口 9から排出される。

又、第 の液体 口 3から液体を、第 の気体 口 7から気体をそれぞれ導入すると、

その流れにょり生じた負圧にょり、気液界面 を介して気体を円滑に吸収させることも

できる (例えば、特許文献 参照)。

００1０ さらに、従来から、沸点の異なる複数の成分からなる混合液体を加熱気ィビし、低沸

点成分を主体とする蒸気を凝縮して混合液体の成分を分離する種々の蒸留方法が

知られている。(例えば、特許文献2参照)。

特許文献1 特開2００5 69386公報 (第皿頁一第 2頁、図 )

特許文献2 特開2００2 ０26０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００11 しかし、図22 図24に示すょぅな構成では、気液界面 の高さは、突条 ０とヵバ

ー5との間であるので、高さが低く、気液界面 の面積が狭い。したがって、気液分離

効率おょび気体吸収効率が悪いれづ問題がある。

００12 また、ば S、バイオ S、マクロリアクタ等のマイクロチップにおいて特許文献

2に記載されたょぅな蒸留を可能にしたマイクロチップデバイスについては、これまで

知られていなかった。

００13 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、その課題は、気液分離効率、気



体吸収効率が良いマイクロチップデバイスを提供することにある。

さらに、本発明は、気液界面を安定的に形成し、混合液体の加熱と冷却を 、竹 、沸

点の異なる複数の成分からなる混合液体の蒸留分離を可能にしたマイクロチップを

有するマイクロチップデバイスを提供する。

課題を解決するための手段

００14 本発明のマイクロチップデバイスは、液体が流れる液体流路が形成されたマイクロ

チップと、この液体流路に沿ぅよぅ設けられた気体流路と、前記液体流路と前記気体

流路との間に形成され、一方の開口が前記液体流路に臨み他方の開口が前記気体

流路に臨む複数のギヤ、ソプ部とを有し、前記ギヤップ部の隙間を気体は通過でき前

記液体は通過できない隙間とし、前記ギヤップ部に気液界面を形成することを特徴と

する。

本発明のマイクロチップデバイスにおいては、沸点の異なる複数の液体からなる混

合液体のぅちの低沸点成分を沸点以上に加熱可能な加熱機構を有してもよい。

発明の効果

００15 本発明によれば、上述した構成によって、広い面積の気液界面を得ることができる

。よって、気液分離効率、気体吸収効率がよい。

００16 さらに、本発明の実施態様によれば、混合液体のぅちの低沸点成分をより多く蒸発

させることができるため、より多くの低沸点成分を混合液体から分離することができる

効果がある。

００17 図 図 は、本発明の第 の実施形態のマイクロチップデバイスを示す斜視図である

図2 図2は、図 に示されたマイクロチップデバイスのカバーを取り除いたマイクロチ

、ソプを示す平面図である。

図3 図3は、図2の 部分を示す拡大断面図である。

図4 図4は、図2の切断線c における断面を示す断面図である。

図5 図5は、本発明の第2の実施形態を示す斜視図である。

図6 図6は、図5に示された第2の実施形態を示す平面図である。



図7 図7は、図5に示された第2の実施形態の作用を示す図である。

図8 図8は、本発明の第3の実施形態を示す斜視図である。

図9 図9は、本発明の第4の実施形態のマイクロチップデバイスを示す斜視図である

図1０図 ０は、図9の切断線 における断面を示す断面図である。

図11 図 、本発明の第5の実施形態のマイクロチップデバイスを示す斜視図で

ある。

図12 図 2は、図皿に示された第5の実施形態におけるマイクロチップを示す平面

図である。

図13 図 3は、図皿に示された第5の実施形態におけるマイクロチップの一部分を

示す平面図である。

図14 図 4は、本発明の第6の実施形態におけるマイクロチップを示す平面図であ

る。

図15 図 5は、本発明の第7の実施形態におけるマイクロチップデバイスを示す断

面図である。

図16 図 6は、本発明の第8の実施形態におけるマイクロチップデバイスを示す断

面図である。

図17 図 7は、本発明の第9の実施形態におけるマイクロチップデバイスを示す断

面図である。

図18 図 8は、本発明の第 ０の実施形態におけるマイクロチップデバイスを示す平

面図である。

図19 図 9は、図 8に示された第 ０の実施形態におけるマイクロチップデバイスの

作用を示す模式図である。

図2０図2０は、本発明の第皿の実施形態におけるマイクロチップデバイスを示す平

面図である。

図2 1 図2 は、図2０に示された第皿の実施形態におけるマイクロチップデバイスの

作用を示す模式図である。

図22 従来のマイクロチップデバイスを示す斜視図である。



図23 図22に示されたマイクロチップデバイスのカバーを取り除いたマイクロチップを

示す平面図である。

図24 図23の切断線 における断面を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

００18 (第 の実施形態)

図 一図4を用いて本発明の第 の実施形態を説明する。図 はマイクロチップデバ

イスの斜視図、図2は図 のカバーを取り除いたマイクロチップの平面図、図3は図2

の 部分の拡大断面図、図4は図2の切断線C での断面図である。

００19 図 に示すよぅに、マイクロチップデバイス5 は、マイクロチップ53とマイクロチップ5

3上に積層配置されるカバー55とからなっている。本形態例では、マイクロチッ
、カバー55は、シリコン基板やガラス基板にマイクロマシン技術を用いて製作されるも

のである。

００2０ 図2に示すよぅに、マイクロチッ のカバー55が積層される面には、流路用凹部

57が形成されている。この流路用凹部57の底部には、流路用凹部57に沿って、複

数の第 の突部59と、複数の第2の突部6 とが略平行に形成されている。よって、流

路用凹部57には、これら第 の突部59、第2の突部6 で仕切られた3つの流路が形

成される。これら3つの流路のぅち、第 の突部59、第2の突部6 で挟まれた流路は

液体が流れる液体流路63となっている。液体流路63の第 の突部59側の流路が、

第 の気体が流れる第 の気体流路65、液体流路63の第2の突部6 側の流路が、

第2の気体が流れる第2の気体流路67となっている。本形態例では、第 の突部59

第2の突部6 は、液体流路63の液体の流れる方向と交差する方向に配置される板

状

の突部とした。

００2 1 複数の第 の突部59において、隣接する第 の突部59間の空間に、一方の開口が

液体流路63に臨み、他方の開口が第 の気体流路65に臨む複数の第 のギャ、ソプ

部7 が形成されている。同様に、複数の第2の突部6 において、隣接する第2の突

部6 間の空間に、一方の開口が液体流路63に臨み、他方の開口が第2の気体流

路67に臨む複数の第2のギャ、ソプ部73が形成されている。



００22 図3、図4に示すよぅに、第 のギャップ部7 の内壁面、本形態例では第 の突部5

9の液体流路63の液体の流れる方向と交差する面59a には、液体流路63側から電

極部8 、機液部83が形成されている。尚、図には示していないが、第 のギャップ部

7 と同様に、第2のギャップ部73の内壁面、本形態例では第2の突部6 の液体流

路63の液体の流れる方向と交差する面には、液体流路63側から電極部、機液部が

形成されている。

００23 図 に戻って、第 の気体流路65、第2の気体流路67の端部同士は、互いに離反

するよぅに折曲し、マイクロチッ の四隅にそれぞれ位置している。ヵバー55には

、第2の気体流路65の一方の端部に接続される第 の気体 口9 、第 の気体流路6

5の他方の端部に接続される第2の気体 口93、第2の気体流路67の一方の端部に

接続される第3の気体 口95、第2の気体流路67の他方の端部に接続される第4の気

体 口97が形成されている。

００24 更に、ヵバー55には、液体流路63の一方の端部に接続される第 の液体 口99

液体流路63の他方の端部に接続される第2の液体 口 ００が形成されている。

上記構成のマイクロチップデバイスの作動を説明する。第 の液体 口99から液体9

8を送り込むと、液体98は液体流路63を流れ、第2の液体 口 ００より排出される。

００25 図2に示される液体流路63を流れる液体の圧力と気体流路を流れる気体の圧力と

の差をヤングーラプラスの式で求められるヤングーラプラス圧力以下にすることで、第

のギャ、ソプ部7 の隙間は、液体98は通過できず、気体は通過できる隙間となる。ヤ

ングラプラス圧力は、次のヤングーラプラスの式により求められる。

００26 二 2 Co ( )

(ただし、A Pはヤングラプラス圧力、v は液体98の界面張力、 は液体98の気体

流路表面での接触角、 はギャップ部の幅 (図3参照)を表す)

そして、液体98は第 のギャ、ソプ部7 の機液部83で気液界面 を形成する。同様

に、第2のギャップ部73の隙間も、液体98は通過できず、気体は通過できる隙間とな

る。そして、液体98は第2のギャ、ソプ部73の機液部で気液界面 を形成する。

００27 第 の突部59の電極部8 と第2の突部6 の電極部とには、電圧が印加される。よ

って、液体98の電気分解が行われ、第 のギャ、ソプ部7 には、第 の気体の気泡が



、第2のギャップ部73には第2の気体の気泡が発生する。第 のギャップ部7 の気液

界面を介して第 の気体が第 の気体流路65へ分離され、第2のギャップ部73の気

液界面 を介して第2の気体が第2の気体流路67へ分離される。第 の気体は第

の気体流路65を流れ、第 の気体 口9 、第2の気体 口93から排出される。第2の気

体は第2の気体流路67を流れ、第3の気体 口95、第2の気体 口97から排出される。

００28 このよぅな構成によれば、以下のよぅな効果を得ることができる。

( )複数の第 のギャップ部7 、第2のギャップ部73の隙間を気体は通過でき、液体

98は通過できない隙間としたことにより、広い面積の気液界面 を得ることができる。

よって、気液分離効率、気体吸収効率がよい。

(2) ヤングーラプラス圧力は、液体98の表面張力 v と、表面 (本形態例では、機液部

83) に対する液体98の接触角と、第 のギャップ部7 、第2のギャップ部73の寸法 (

突部間の間隙の距離 (図3参照) ) とにより求められる。従って、第 のギャップ部7

、第2のギャップ部73に形成する機液部83の機液性の程度、第 のギャップ部7

第2のギャップ部73の寸法を最適に設定することにより、広い面積の気液界面 を得

ることができる。

(3) 機液部83を形成したことにより、液体流路73を流れる液体の圧力を高くすること

ができ、気液界面 からの気液分離量が多くなる。

(4)第 の突部59、第2の突部6 の液体流路の方向と交差する方向に延びる長さ (

図3参照)を長くすることにより、電極部8 の大きさを大きくすることができ、電気分解

処理量を大きくすることができる。

００29 (第2の実施形態)

次に、本発明の第2の実施形態について説明する。

図5に示すよぅに、本発明の第2の実施形態においては、第 の実施形態に加えて

、液体流路63を2分するよぅに複数の第3の突部が設けられている。第3の突部68の

間隔を適宜設定することにより、第 のギャップ部7 に発生した第 の気体の気泡が

第2のギャップ部73へ、又、第2のギャ、ソプ部73で発生した第2の気泡が第 のギャッ
プ部7 へ行くのを防止できる。図5に示す例において、第3の突部68は円柱状とし

ているが、これらは板状 (角柱状) としてもよい。



００3０ 図6を参照して、本発明の第2の実施例をより詳細に説明する。図6に示す例では、

第3の突部68を角柱状とした例を示す。

S 基板上に誘導結合高周波プラズマーリアクテイブイオンェッチング ( CP )

のマスクとなる熱酸ィロ膜もしくはいジストパターンを形成し、CP により、液体流

路幅 2 (片側) が ００ 、気体流路幅 (片側) が 、深さ5０x 、流路

長さ3０ の液体流路63および気体流路65および67を形成した。液体流路63の

中心と気液分離部にある突部 (ピラ一) 59 6 および68の幅 4 4は ０ O

は である。液体流路63には電気分解用のC 薄膜電極8 を幅 3が3

となるよぅに成膜、パターニングした。電極8 の長さは ０ ～3０ とした。

００3 1 上記マイクロリアクターで水の電気分解を行ぅにあたり、液体として の硫酸水

溶液を用ぃた。気液界面を安定的に作るために、上記水溶液をシリンジポンプを用

ぃて ・００～０・０ 分で流し、気体流路65および67に ・０5～０・ f c

2の圧力を印加した。上記条件におぃて2・8～3・ を印加すると ・2 の電流が

流れ、図7に示すとおり電極8 上に気泡 5０の発生が認められ、水の電気分解を確

認できた。

００32 水の電気分解により水中に発生した気泡 5０は、気液界面を通じて速やかに気体流

路67側に移動し、気液分離を確認できた。

００33 (第3の実施形態)

図8に本発明の第3の実施形態を示す。本実施形態におぃては、第 の突部59

第2の突部6 の形状がともに円柱状である。その他の構成につぃては、第2の実施

形態と同様であるので説明は省略する。

第 から第3の実施形態におぃて、電極部8 と第2の突部6 の電極部とに、電圧を

印加しなぃ状態で、第 の液体 口99から液体を、第 の気体 口9 および第3の気体

口95から気体をそれぞれ導入してもよぃ。この場合には、導入された液体および気

体の流れにより生じた負圧により、導入された液体へ気液界面 を介して導入した気

体を効率よく吸収させることもできる。

(第4の実施形態)

図9および図 ０を用ぃて、本発明の第4の実施形態を説明する。図9はマイクロチ



、ソプデバイスの斜視図、図 ０は図9の切断線 での断面図である。

００34 図9および図 ０に示すように、マイクロチップデバイス ０は、積層された同じ構造

の2枚のマイクロチッ ０3 ０3 と、これらマイクロチッ ０3 ０3 を挟むように

積層配置される2枚の同じ構造のカバー ０5 ０5 とからなっている。

００35 図 ０に示すように、マイクロチッ ０3、カバー ０5とマイクロチッ ０3 、カバー

０5 とは、マイクロチッ ０3とマイクロチッ ０3 との境界面に対して面対称な形

状である。よって、以下、マイクロチッ ０3、カバー ０5の説明を行ない、マイクロチ

、ソ ０3 、カバー ０5 とマイクロチッ ０3、カバー ０5の同じ部位には、マイクロ

チッ ０3、カバー ０5に付した符号に( )を付け、重複する説明は省略する。

００36 マイクロチッ ０3のマイクロチッ ０3 と対向する面には、液体流路 が形成

されている。

マイクロチッ ０3の液体流路 には、液体流路 に沿うように複数の貫通穴

5が設けられている。この貫通穴 5の一方の開口は、液体流路 の底部に設

けられ、他方の開口がマイクロチッ ０3の液体流路 が形成された面と反対側

の面に設けられる。

００37 カバー ０5のマイクロチッ ０3と対向する面には、液体流路 と沿うように、又

、貫通穴 5の他方の開口を覆うように、第 の気体流路 3が形成されている。

００38 従って、貫通穴 5が、液体流路 と第 の気体流路 3との間に形成され、一

方の開口が液体流路 に臨み、他方の開口が第 の気体流路 3に臨む第 の

ギヤップ部となっている。

００39 一方、マイクロチッ ０3 のマイクロチッ ０3と対向する面にも、液体流路

が形成されている。マイクロチッ ０3、マイクロチッ ０3 が積層されることにより、

液体流路 と液体流路 とで、密閉された液体流路が形成される。

００4０ マイクロチッ ０3 にも、複数の貫通穴 5 が形成され、カバー ０5 にも第2の

気体流路 3 が形成されている。

貫通穴 5 が、液体流路 と第2の気体流路 3 との間に形成され、一方の

開口が液体流路 に臨み、他方の開口が第2の気体流路 3 に臨む第2のギ

ヤ、ソプ部となっている。



００41 貫通穴 5、貫通穴 5 の内壁面には、液体流路 側から電極部 2

、機液部 23が形成されている。

図9および図 ０に示すよぅに、ヵバ一 ０5には、第 の気体流路 3の一方の端部

に接続される第 の気体 口 3 、第 の気体流路 3の他方の端部に接続される第

2の気体 口 33が形成されている。ヵバ一 ０5 には、第2の気体流路 3 の一方

の端部に接続される第3の気体口 3 5、第2の気体流路 3 の他方の端部に接続

される第4の気体 口 37が形成されている。

００42 マイクロチッ ０3 ０3 の液体流路 の一方の端部と対向する面には

、液体流路 に接続される第 の液体 口 4 4 が形成されている。マ

イクロチッ ０3 の液体流路 の他方の端部と対向する面には、液

体流路 に接続される第2の液体 口 43 43 が形成されている。

００43 上記構成のマイクロチップデバイスの動作を説明する。第 の液体 口 4 4 か

ら液体 5 を流すと、液体 5 は液体流路 を流れ、第2の液体 口 43、

43 から排出される。

００44 この時、液体流路 を流れる液体 5 の圧力と気体流路を流れる気体の

圧力との差をヤングーラプラスの式で求められるヤングーラプラス圧力以下にするこ

とで、第 のギャップである貫通穴 5は、液体 5 は通過できず、気体は通過でき

る隙間となる。液体 5 は貫通穴 5の機液部 23で気液界面 を形成する。同様

に、第2のギャップ部である貫通穴 5 も、液体 5 は通過できず、気体は通過でき

る隙間となる。そして、液体 5 は貫通穴 5 の機液部 23 で気液界面 を形成

する。

００45 貫通穴 5の電極部 2 と貫通穴 5 の電極部 2 とには、電圧が印加される

。よって、液体 5 の電気分解が行われ、貫通穴 5には、第 の気体の気泡が、貫

通穴 5 には第2の気体の気泡が発生する。発生した気泡は、貫通穴 5の気液

界面 を介して第 の気体が第 の気体流路 3へ分離され、貫通穴 5 の気液

界面 を介して第2の気体が第2の気体流路 3 へ分離される。第 の気体は第

の気体流路 3を流れ、第 の気体 口 3 、第2の気体 口 33から排出される。第2

の気体は第2の気体流路 3 を流れ、第3の気体 口 35、第4の気体 口 37から排



出される。

００46 このよぅな構成によれば、以下のよぅな効果を得ることができる。

( )複数の貫通穴 5、貫通穴 5 を気体は通過でき、液体 5 は通過できない
隙間としたことにより、広い面積の気液界面 を得ることができる。よって、気液分離

効率、気体吸収効率がよい。

(2 ヤングーラプラス圧力は、液体 5 の表面張力、表面 (本形態例では、 機液部

23 23 )に対する液体 5 の接触角と、貫通穴 5 5 の寸法 (貫通穴 5

5 の直径半径 「、(図 ０参照)、 ( )「 式における に相当する)より求められ

る。従って、貫通穴 5 5 に形成する機液部 23 23 の機液性の程度、貫通

穴 5 の寸法を最 適に設定することにより、広い面積の気液界面を得ること

ができる。

(3) 機液部 23 23 を形成したことにより、液体流路 を流れる液体 5

の圧力を高くすることができ、気液界面 からの気液分離量 が多くなる。

(4)第 の突部59、第2の突部6 の液体流路の方向と交差する方向に延びる長さ、

即ち、貫通穴 5 5 の深さ (図 ０参照)を深くすることにより、電極部 2 2

の大きさを大きくすることができ、電気分解処理量を大きくすることができる。

００47 尚、本実施形態において、電極部 2 と電極部 2 とに、電圧を印加しない状態

で、第 の液体 口 4 4 から液体を、第 の気体 口 3 、第3の気体 口 35から

気体をそれぞれ導入してもよい。この場合、導入された液体へ気液界面 を介して導

入した気体を効率よく吸収させることもできる。

００48 (第5の実施形態)

次に、本発明の第5の実施形態を図皿～図 3に基づいて説明する。

図皿に示すよぅに、マイクロチップデバイス2０は、マイクロチッ 2０2とマイクロチ

、ソ 2０2上に積層配置されるヵバー2０3とから構成されている。マイクロチッ 2０2を

作成する基板としては、ドライエッチングにより深堀り加工をしたシリコン基板やウェッ
トエッチングにより溝加工をしたガラス基板等を使用する。また、マイクロチッ 2０2の

基板がシリコンで、ヵバー2０3の基板が耐熱ガラスの場合は、マイクロチッ 2０2とヵ
バー2０3とは陽極接合が有用である。それ以外の場合は、接着剤や熱圧着等により



接合される。

００49 図 2に示すように、マイクロチッ 2０2のカバー2０3が積層される面には、流路用

凹部2 ０が形成されている。この流路用凹部2 ０に略角柱形状の複数の第 のピラ

ー2 と複数の第2のピラー2 2とが流路用凹部2 ０に沿って略平行に形成されて

いる。したがって、流路用凹部2 ０には、第 のビラー2 と第2のビラー2 2とで区

切られた三つの流路が形成されている。三つの流路のうち、第 のピラー2 と第2

のピラー2 2とで挟まれた流路が、混合液体 が流れる混合液体流路 2 3として構

成されている。また、第 のピラー2 の外側の流路が、気体が流れる第 の気体流

路 2 5、第2のピラー2 2の外側の流路が第2の気体流路 2 6として構成されている

第 の気体流路 2 5と第2の気体流路 2 6との端部同士は、互いに離反するように

折曲し、マイクロチッ 2０2の略四隅にそれぞれ位置している。

００5０ 複数の第 のピラー2 において、隣接するピラ一間の間隙に、一方の開口が混

合液体流路 2 3に臨み、他方の開口が第 の気体流路 2 5に臨む複数の第 のギ

ヤ、ソプ部2 7が形成されている。同様に、複数の第2のピラー2 2において、隣接す

るピラ一間の間隙に、一方の開口が混合液体流路 2 3に臨み、他方の開口が第2の

気体流路 2 6に臨む複数の第2のギヤップ部2 8が形成されている。

００5 1 次に、混合液体流路 2 3内には各ピラー2 2 2の下部に、供給した混合液体

のうちの低沸点成分をより多く蒸発させるためのヒータ等からなる第 の加熱用電

極22 及び第2の加熱用電極222 が混合液体流路 2 3と重なるように形成されてい
る。ここで、第 の加熱用電極22 は第 のピラー2 の近傍に配置され、第2の加熱

用電極222 は第2のピラー2 2の近傍に配置されており、混合液体 が流れる方向

と略平行に形成されている。更に、加熱用電極22 22の両端部はマイクロチップ

2０2の四隅に配置されており、電圧を印加することでヒータが加熱されるように構成さ

れている。具体的には、加熱用電極22 222 の両端部は、互いに離反するように折

曲し、マイクロチッ 2０2の略四隅で気体流路2 5 2 6の両端部と重ならないよう

にそれぞれ位置している。

加熱用電極22 22は、スパッタリングや蒸着等の薄膜技術等により成膜した薄



膜金属をマイクロマシン技術によりパターンニングするか、若しくはシリコンに不純物

をド一プする等して形成されたものである。

００52 次に、第 の気体流路 2 5には蒸発した低沸点成分をより多く含む気体を冷却させ

るための第 の冷却用流路 223 が略平行に重なるよぅに形成され、第2の気体流路 2

6には第2の冷却用流路 224 が略平行に重なるよぅに形成されている。冷却用流路

223 24の両端部は、混合液体 が流れる方向と交叉する方向に折曲され、マイ

クロチッ ０2内の他の端部と重ならないよぅにそれぞれ位置している。

冷却用流路 223 224は、気体流路 2 5 2 6に対応する位置に、ドライェッチン

グ技術等により冷却媒体が流れる流路が形成されたものである。

００53 図皿に示すよぅに、カバー2０3の表面には、第 の気体流路 2 5の両端部に接続

される第 の留出口227 及び第2の留出口228 が略円形に形成され、第2の気体流

路 2 6の両端部に接続される第3の留出口229 及び第4の留出口23０が略円形に

形成されている。また、混合液体流路 2 3の両端部に接続される第 の液体 口23

及び第2の液体 口232 が略円形に形成されている。更に、第 の冷却用流路 223 の

両端部に接続される第 の冷却口233 及び第2の冷却口234 が略円形に形成され、

第2の冷却用流路 224 の両端部に接続される第3の冷却口235 及び第4の冷却口2

36が略円形に形成されている。

００54 図 3に示すよぅに、第 のギャップ部2 7の内壁面、っまり第 のビラー2 におけ

る混合液体流路 2 3の混合液体 の流れる方向と直交する面は疎液性加工が施さ

れ、疎液面237 が形成されている。同様に第2のギャップ部2 8の内壁面にも疎液性

加工が施され、疎液面237 が形成されている。

００55 次にマイクロチップデバイス2０の作用を説明する。

図皿、図 2に示すよぅに、第 の液体 口23 から混合液体 を供給すると、混合液

体 は混合液体流路 2 3を流れ、第2の液体 口232 から排出される。このとき、加熱

用電極22 22には電圧が印加されており、加熱されている。また、冷却用流路 22

3、224 には冷却媒体が流れている。

混合液体流路 2 3を流れる混合液体 が加熱用電極22 22により加熱される

。混合液体 は、混合液体 に含有している低沸点成分の沸点以上に加熱されるこ



とで、低沸点成分をより多く含んだ気体Gとして蒸発し、蒸発した気体Gがギャップ部

2 7 2 8を通過して気体流路2 5 6へと導かれる。ここで、加熱用電極22 、2

22をギャップ部2 7 2 8の近傍に設置すると、蒸発により発生した気体Gがギャ、ソ

プ部2 7 2 8に取込まれやすく、安定した気液分離を行ぅことができる。

００56 混合液体流路2 3を流れる混合液体 の圧力と気体流路2 5 2 6を流れる気体

Gの圧力との差をヤングラプラスの式で求められるヤングラプラス圧力以下にすること

で、ギャップ部2 7 2 8の間隙を混合液体 が通過することができず、蒸発した低

沸点成分をより多く含んだ気体Gは通過できる間隙となる。ヤングラプラス圧力は、前

述したヤングラプラスの式 ( ) により求められる。

ただし、この場合、( )式においてv は混合液体の界面張力、0 は混合液体の気体

流路表面での接触角である。

上述のよぅに設定すると、混合液体 はギャップ部2 7 2 8の疎液面237で気液

界面を形成する。

００57 冷却用流路223 224には、混合液体 から蒸発した低沸点成分の沸点より温度

が低い液体や気体等の冷却媒体が流れている。したがって、低沸点成分をより多く

含む気体Gは気体流路2 5 6において冷却され、沸点よりも低い温度に降下す

ることで凝縮して、液ィビする。低沸点成分をより多く含む液体は第 ～第4の留出口2

27～23０から留出される。

更に、第2の液体 口232から排出される混合液体 は、低沸点成分が一定量蒸発

したために、高沸点成分の濃度が増した混合液体 となって排出される。

００58 ここで、冷却用流路223 224が設けられていないマイクロチッ 2０2においては、

低沸点成分をより多く含む気体Gは凝縮されることなく、気体Gのまま第 ～第4の留

出口227 228 229 23０から留出される。その後、留出された気体Gを別途冷却

することでより高濃度の低沸点成分を液ィビすることが可能である。

００59 上記第5の実施形態によれば、複数のギャップ部2 7 2 8の間隙を気体Gは通過

でき、混合液体 は通過できない間隙に設定することにより、広い面積の気液界面を

安定的に形成することができる。また、混合液体 を加熱してより高濃度の低沸点成

分を蒸発させ、その後蒸発した気体Gを凝縮して液ィビさせることで、沸点の異なる混



合液体 を蒸留分離することができる。

００6 ０ (第6 の実施形態 )

次に、本発明の第6 の実施形態を図 4 に基づいて説明する。

第5 の実施形態と同様の基本的構成については、同一部分に同一符号を付して説

明を省略する。

図 4 に示すよぅに、マイクロチップデバイス2 4 は、マイクロチッ 242 とマイクロチ

、ソ 242 上に積層配置される図示しないカバーとから構成されている。マイクロチップ

242 を作成する基板としては、ドライエッチングにより深堀り加工をしたシリコン基板や

ウェットエッチングにより溝加工をしたガラス基板等を使用する。

００6 1 マイクロチッ 242のカバーが積層される面には、流路用凹部 2 ０が形成されてい
る。この流路用凹部 2 ０に略角柱形状の複数のピラー243 がマイクロチッ 242 のあ

る一辺に略平行に等間隔に形成されており、そのピラ一の列が複数設けられている。

したがって、流路用凹部 2 ０には、複数のピラー243 で区切られた複数の流路が形

成されている。複数の流路は、混合液体 が流れる混合液体流路 2 3 と気体G が流

れる気体流路 2 5 とが交互に構成されている。

複数のピラー243 において、隣接するピラ一間の間隙に、一方の開口が混合液体

流路 2 3 に臨み、他方の開口が気体流路 2 5 に臨む複数のギャ、ソプ部 2 7 が形成

されている。

００6 2 次に、混合液体流路 2 3 内に、加熱用電極 2 2 が混合液体流路 2 3 と重なるよぅ

に形成されている。加熱用電極 2 2 は、混合液体 が流れる方向と略平行に形成さ

れている。ここで、加熱用電極 2 2 の両端部は、電圧を印加することでヒータが加熱

されるよぅに構成されている。

更に、気体流路 2 5 内に、冷却用流路 223 が気体流路 2 5 と重なるよぅに形成され

ている。冷却用流路 223 は、気体G が流れる方向と略平行に形成されている。

ギャップ部 2 7 の内壁面、つまりピラー243 における混合液体流路 2 3 の混合液体

の流れる方向と直交する面は疎液性加工が施され、疎液面237 が形成されている

また、図示しないカバーには、第5 の実施形態と同様に、各気体流路 2 5 の両端部



に接続される複数の留出口が形成されている。更に、混合液体流路 2 3の両端部に

接続される複数の第 の液体 口、複数の第2の液体 口が形成されており、冷却用流

路 223 の両端部に接続される複数の冷却口が形成されている。

００63 次に、マイクロチップデバイス24 の作用について説明する。

複数の第 の液体 口から混合液体 を供給すると、混合液体 は混合液体流路 2

3を流れ、複数の第2の液体 口から排出される。

混合液体流路 2 3を流れる混合液体 が加熱用電極22 により加熱される。混合

液体 は、混合液体 に含有している低沸点成分の沸点以上に加熱されることで、

低沸点成分をより多く含んだ気体Gとして蒸発し、蒸発した気体Gがギャップ部2 7

を通過して隣接する気体流路 2 5へと導かれる。

混合液体流路 2 3を流れる混合液体 の圧力と気体流路 2 5を流れる気体Gの

圧力との差をヤングラプラス圧力以下にすることで、ギャップ部2 7の間隙を混合液

体 が通過することができず、蒸発した低沸点成分をより多く含んだ気体Gは通過で

きる間隙となる。このよぅに設定すると、混合液体 はギャ、ソプ部2 7の疎液面237 で

気液界面を形成する。

００64 冷却用流路 223 には、混合液体 から蒸発した低沸点成分の沸点より温度が低い
液体や気体等の冷却媒体が流れている。したがって、低沸点成分をより多く含んだ

気体Gは気体流路 2 5において冷却され、沸点よりも低い温度に降下することで凝

縮して、液ィビする。低沸点成分をより多く含む液体は複数の留出口から留出される。

更に、第2の液体 口から排出される混合液体 は、低沸点成分が一定量蒸発した

ために、高沸点成分の濃度が増した混合液体 となって排出される。

００65 上記第6の実施形態によれば、複数のギャップ部2 7の間隙を気体Gは通過でき、

混合液体 は通過できない間隙に設定することにより、広い面積の気液界面を安定

的に形成することができる。また、混合液体 を加熱してより高濃度の低沸点成分を

蒸発させ、その後蒸発した気体Gを凝縮して液ィビさせることで、沸点の異なる混合液

体 を蒸留分離することができる。

更に、本実施形態では、加熱用電極22 を混合液体流路 2 3の下部に一列で設

けたことにより簡易な構造で効率よく加熱することができる。また、平面的に混合液体



流路 2 3 と気体流路 2 5 とを交互に並行して複数設けたことにより、第5 の実施形態

よりも同時に多くの混合液体 を供給することが可能となる。したがって、短時間で効

率よく蒸留を行ぅことができる。

００6 6 (第7 の実施形態 )

次に、本発明の第7 の実施形態を図 5 に基づいて説明する。

ここで、第5 の実施形態と同様の基本的構成については、同一部分に同一符号を

付して説明を省略する。

図 5 に示すよぅに、マイクロチップデバイス2 5 は、マイクロチッ 252とマイクロチ

、ソ 252 上に積層配置されるカバー253 とから構成されている。マイクロチッ 252を

作成する基板としては、ドライエッチングにより深堀り加工をしたシリコン基板やウェッ
トエッチングにより溝加工をしたガラス基板等を使用する。

００6 7 マイクロチッ 252のカバー253 が積層される面には、流路用凹部 2 ０が形成され

ている。この流路用凹部 2 ０は、混合液体 の混合液体流路 2 3 として構成されて

いる。この流路用凹部 2 ０の上部に略四角形又は略円形の複数の貫通孔254 が形

成されている。複数の貫通孔254 は、一方の開口 ( 力側の開口) が混合液体流路 2

3 に臨み、他方の開口 (ｱ力側の開口) が気体流路 2 5 に臨む複数のギヤップ部 2

7 として構成されている。

また、混合液体流路 2 3 の下部に供給した混合液体 のぅちの低沸点成分をより

多く蒸発させるためのヒータ等からなる加熱用電極 2 2 が形成されている。加熱用電

極 2 2 は、混合液体 が流れる方向と略平行に形成されている。また、電圧を印加

することでヒータが加熱されるよぅに構成されている。

００6 8 次に、カバー253 の下面には、流路用凹部 257 が形成されている。この流路用凹

部 257 は、マイクロチッ 252内の混合流体 から蒸発し、上昇してきた低沸点成分

をより多く含んだ気体G の気体流路 2 5 として構成されている。

更に、カバー253 の内部に、低沸点成分をより多く含んだ気体G を冷却させるため

の冷却用流路 223 が気体流路 2 5 と重なるよぅに形成されている。冷却用流路 223

は、気体流路 2 5 に対応する位置に、ドライエッチング技術等により冷却媒体が流れ

る流路が形成されたものである。



００69 ヵバー253 の表面には、気体流路 2 5の両端部に接続される図示しない留出口が

略円形に形成されている。また、混合液体流路 2 3の両端部に接続される図示しな

い第 の液体 口及び第2の液体 口が略円形に形成されている。更に、冷却用流路 22

3の両端部に接続される図示しない冷却口が略円形に形成されている。

ギャップ部2 7の内壁面、つまり貫通孔254 の周面は疎液性加工が施され、疎液

面237 が形成されている。

００7０ 次にマイクロチップデバイス25 の作用を説明する。

第 の液体 口から混合液体 を供給すると、混合液体 は混合液体流路 2 3を流

れ、第2の液体 口から排出される。

混合液体流路 2 3を流れる混合液体 が加熱用電極22 により加熱される。混合

液体 は、混合液体 に含有している低沸点成分の沸点以上に加熱されることで、

低沸点成分をより多く含んだ気体Gとして蒸発し、蒸発した気体Gが上昇してギャップ

部2 7を通過して気体流路 2 5へと導かれる。

混合液体流路 2 3を流れる混合液体 の圧力と気体流路 2 5を流れる気体Gの

圧力との差をヤングラプラス圧力以下にすることで、ギャップ部2 7の貫通孔254 を

混合液体 が通過することができず、蒸発した低沸点成分をより多く含んだ気体Gは

通過できる間隙となる。混合液体 はギャップ部2 7の疎液面237 で気液界面を形

成する。

００7 1 冷却用流路 223 には、混合液体 から蒸発した低沸点成分の沸点より温度が低い
液体や気体等の冷却媒体が流れている。したがって、低沸点成分をより多く含んだ

気体Gは気体流路 2 5において冷却され、沸点よりも低い温度に降下することで凝

縮して、液ィビする。低沸点成分をより多く含んだ液体は留出口から留出される。

更に、第2の液体 口から排出される混合液体 は、低沸点成分が一定量蒸発した

ために、高沸点成分の濃度が増した混合液体 となって排出される。

００72 ここで、冷却用流路 223 が設けられていないマイクロチッ 252 においては、低沸

点成分をより多く含んだ気体Gは凝縮されることなく、気体Gのまま留出口から留出さ

れる。その後、留出された気体Gを別途冷却することでより高濃度の低沸点成分を液

ィビすることが可能である。



００7 3 上記第7 の実施形態によれば、複数のギャップ部 2 7 として構成される貫通孔254

を気体G は通過でき、混合液体 は通過できないサイズに設定することにより、広い
面積の気液界面を安定的に形成することができる。また、混合液体 を加熱してより

高濃度の低沸点成分を蒸発させ、その後蒸発した気体G を凝縮して液ィビさせること

で、沸点の異なる混合液体 を蒸留分離することができる。

更に、混合液体流路 2 3 と気体流路 2 5 を上下方向に形成することにより、確実に

蒸発したより高濃度の低沸点成分を分離して、蒸留することができる。

００7 4 第8 の実施形態 )

次に、本発明の第8 の実施形態を図 6 に基づいて説明する。

第5 および第7 の実施形態と同様の基本的構成については、同一部分に同一符号

を付して説明を省略する。

図 6 に示すよぅに、マイクロチップデバイス2 6 は、マイクロチッ 252 とマイクロチ

、ソ 252 上に積層配置されるカバー253 を一組としたものが複数積層された構成とな

っている。

マイクロチッ 252には、流路用凹部 2 ０が形成されている。この流路用凹部 2 ０

は、混合液体 の混合液体流路 2 3 として構成されている。この流路用凹部 2 ０の

上部に複数の貫通孔254 が形成されている。

複数の貫通孔254 は、一方の開口 ( 力側の開口) が混合液体流路 2 3 に臨み、

他方の開口 (ｱ力側の開口) が気体流路 2 5 に臨む複数のギャップ部 2 7 として構

成されている。

また、混合液体流路 2 3 の下部に加熱用電極 2 2 が形成されている。電圧を印加

することでヒータが加熱されるよぅに構成されている。

００7 5 次に、カバー253 の下面には、流路用凹部 257 が形成されている。この流路用凹

部 257 は、気体流路 2 5 として構成されている。更に、冷却用流路 223 が気体流路 2

5 と重なるよぅに形成されている。

ギヤソプ部2 7 の内壁面、つまり貫通孔254 の周面は疎液性加工が施され、疎液

面237 が形成されている。

マイクロチップデバイス2 6 の側面には、留出口262 、第 の液体 口263 、第2 の液



2０

体 口264 及び冷却口265 が複数形成されている。

００76 次にマイクロチップデバイス26 の作用を説明する。

複数の第 の液体 口263 から混合液体 を供給すると、混合液体 は混合液体流

路 2 3を流れ、第2の液体 口264 から排出される。このとき、混合液体流路 2 3を流

れる混合液体 が加熱用電極22 により加熱される。混合液体 は、混合液体 に

含有している低沸点成分の沸点以上に加熱されることで、低沸点成分をより多く含ん

だ気体Gとして蒸発し、蒸発した気体Gが上昇してギャップ部2 7を通過して気体流

路 2 5へと導かれる。

ここで、混合液体流路 2 3を流れる混合液体 の圧力と気体流路 2 5を流れる気

体Gの圧力との差をヤングラプラス圧力以下にすることで、ギャップ部2 7の貫通孔2

54を混合液体 が通過することができず、蒸発した低沸点成分をより多く含んだ気

体Gは通過できる間隙となる。混合液体 はギャップ部2 7の疎液面237 で気液界

面を形成する。

００77 冷却用流路 223 には、混合液体 から蒸発した低沸点成分の沸点より温度が低い
液体や気体等の冷却媒体が流れている。したがって、低沸点成分をより多く含んだ

気体Gは気体流路 2 5において冷却され、沸点よりも低い温度に降下することで凝

縮して、液ィビする。低沸点成分をより多く含んだ液体は留出口262 から留出される。

更に、第2の液体 口264 から排出される混合液体 は、低沸点成分が一定量蒸発

したために、高沸点成分の濃度が増した混合液体 となって排出される。

００78 ここで、冷却用流路 223 が設けられていないマイクロチッ 262 においては、低沸

点成分をより多く含んだ気体Gは凝縮されることなく、気体Gのまま留出口262 から留

出される。その後、留出された気体Gを別途冷却することでより高濃度の低沸点成分

を液化することが可能である。

００79 上記第8の実施形態によれば、複数のギャップ部2 7として構成される貫通孔254

を気体Gは通過でき、混合液体 は通過できないサイズに設定することにより、広い
面積の気液界面を安定的に形成することができる。また、混合液体 を加熱してより

高濃度の低沸点成分を蒸発させ、その後蒸発した気体Gを凝縮して液ィビさせること

で、沸点の異なる混合液体 を蒸留分離することができる。



更に、混合液体流路 2 3 と気体流路 2 5 を上下方向に形成することにより、確実に

低沸点成分をより多く含んだ気体G を分離することができる。その上、マイクロチップ2

5 2 とカバー253 とを組み合わせて一体としたものを立体的に複数積層することで、第

7 の実施形態よりも同時に多くの混合液体 を供給することが可能となる。したがって

、短時間で効率よく蒸留を行ぅことができる。

(第9 の実施形態 )

次に、本発明の第9 の実施形態を図 7 に基づいて説明する。

ここで、第5 および第7 の実施形態と同様の基本的構成については、同一部分に同

一符号を付して説明を省略する。

図 7 に示すよぅに、マイクロチップデバイス2 7 は、上部マイクロチッ 272 と、上部

マイクロチップ272 上に積層配置される上カバー273 と、上部マイクロチッ 272 の

下部にぺルチェ素子274 が配置され、ペルチェ素子274 の下部には下部マイクロチ

、ソ 275と、下部マイクロチッ 275 の更に下部に下カバー276 とから構成されてい
る。

上部マイクロチッ 272 の上カバー273 が積層される面には、流路用凹部 2 ０が形

成されている。この流路用凹部 2 ０は、混合液体 の混合液体流路 2 3 として構成

されている。この流路用凹部 2 ０の上部に複数の貫通孔254 が形成されている。

複数の貫通孔254 は、一方の開口 ( 力側の開口) が混合液体流路 2 3 に臨み、

他方の開口 (ｱ力側の開口) が気体流路 2 5 に臨む複数のギャップ部 2 7 として構

成されている。

ギヤソプ部2 7 の内壁面、つまり貫通孔254 の周面は疎液性加工が施され、疎液

面237 が形成されている。

上カバー273 の下面には、流路用凹部 257 が形成されている。この流路用凹部 2 5

7 は、気体流路 2 5 として構成されている。

下部マイクロチッ 275 における下カバー276 が積層される面は、多数のフィン2 8

3 が形成されている。また、下カバー276 における下部マイクロチッ 275 が積層され

る面は、流路用凹部 284 が形成されており、この流路用凹部 284 は凝縮路 285 として

構成されている。



００8 1 上部マイクロチッ 272と上ヵバー273 との接合部側面の片側には第 の連結 口2

7 8 が形成されている。下部マイクロチッ 275と下ヵバー276 の接合部の一方の側

面には、留出口277 が形成されている。また、留出口277 が形成されている面の反

対側の面には第2 の連結 口279 が形成されている。第 の連結 口278 と第2 の連結

口279 とは、連結管 2 8 ０により連通されている。

また、上部マイクロチップの側面の一方には混合液体 が供給される第 の液体 口

2 8 が形成され、他方には第2 の液体 口282 が形成されている。

上部マイクロチッ 272と下部マイクロチッ 275との間にはぺルチェ素子274 が

挟持されている。ペルチェ素子274 は、上側が高温部に下側が低温部になるよぅに

配置されている。ペルチェ素子は、異なった熱電能を有する二種類の金属を接合し

たものであり、これに電流を流すと、一方が放熱し、もぅ一方が吸熱する現象を起こす

ものである。

００8 2 次にマイクロチップデバイス2 7 の作用を説明する。

第 の液体 口2 8 から混合液体 を供給すると、混合液体 は混合液体流路 2 3

を流れ、第2 の液体 口282 から排出される。このとき、混合液体流路 2 3 を流れる混

合液体 がぺルチェ素子274 の高温側に接することにより加熱される。混合液体

は、混合液体 に含有している低沸点成分の沸点以上に加熱されることで、低沸点

成分をより多く含んだ気体G として蒸発し、蒸発した気体G が上昇してギャ、ソプ部 2 7

を通過して気体流路 2 5 へと導かれる。

ここで、混合液体流路 2 3 を流れる混合液体 の圧力と気体流路 2 5 を流れる気

体G の圧力との差をヤングラプラス圧力以下にすることで、ギャ、ソプ部 2 7 の貫通孔2

5 4 を混合液体 が通過することができず、蒸発した低沸点成分をより多く含んだ気

体G は通過できる間隙となる。混合液体 はギャップ部 2 7 の疎液面237 で気液界

面を形成する。

００8 3 蒸発した気体G は気体流路 2 5 に導かれ、その後第 の連結 口278 から連結管 2 8

を通過して第2 の連結 口279 より凝縮路 285 へと導かれる。下部マイクロチッ 275
は、ペルチェ素子274 の低温部に接していることにより、低沸点成分の沸点より低い
温度で保持されている。気体G は、凝縮路 285 において、下部マイクロチッ 275に



形成された複数のフイン283 に接触することで冷却され、沸点よりも低い温度に降下

することで凝縮して、液化する。低沸点成分をより多く含んだ液体は留出口277 から

留出される。

また、第2の液体 口282 から排出される混合液体 は、低沸点成分が一定量蒸発

したために、高沸点成分の濃度が増した混合液体 となって排出される。

００84 上記第9の実施形態によれば、複数のギヤップ部2 7として構成される貫通孔254

を気体Gは通過でき、混合液体 は通過できないサイズに設定することにより、広い
面積の気液界面を安定的に形成することができる。また、混合液体 を加熱してより

高濃度の低沸点成分を蒸発させ、その後蒸発した気体Gを凝縮して液ィビさせること

で、沸点の異なる混合液体 を蒸留分離することができる。

更に、加熱機構と冷却機構とをぺルチェ素子を用いることで、単純な構成で確実に

加熱、冷却ができ、容易に蒸留を行ぅことができる。

００85 (第 ０の実施形態)

次に、本発明の第 ０の実施形態を図 8、図 9に基づいて説明する。

図 8に示すよぅに、マイクロチップデバイス3０は、マイクロチッ ０2とマイクロチ

、ソ 3０2上に積層配置される図示しないカバーとから構成されている。マイクロチップ

3０2を作成する基板としては、ドライエッチングにより深堀り加工をしたシリコン基板や

ウェットエッチングにより溝加工をしたガラス基板等を使用する。また、マイクロチップ3

０2の基板がシリコンで、カバーの基板が耐熱ガラスの場合は、マイクロチッ ０2と

カバーとは陽極接合が有用である。それ以外の場合は、接着剤や熱圧着等により接

合される。

００86 マイクロチッ ０2のカバーが積層される面には、流路用凹部3０5が形成されてい
る。この流路用凹部3０5に略角柱形状の複数の第 のピラー3 、第2のピラー3 2

、第3のピラー3 3、及び第4のピラー3 4が流路用凹部3０5に沿って略平行で略等

間隔に形成されている。したがって、流路用凹部3０5には、第 のピラー3 から第4

のビラー3 4とで区切られた五つの流路が形成されている。

第 のピラー3 の外側には第 の流路 3 6が形成され、第 のピラー3 と第2の

ピラー3 2との間には第2の流路 3 7が形成され、第2のピラー3 2と第3のピラー3



3との間には第3の流路 3 8が形成され、第3のピラー3 3と第4のピラー3 4との

間には第4の流路 3 9が形成され、第4のピラー3 4の外側には第5の流路 32０が

形成されている。

００87 第 ～第5の流路 3 6～32０において、隣接する流路の端部を連通する還流流路

が交互に設けられ、第 の流路 3 6と第2の流路 3 7との間には第 の還流流路 32

が形成され、第2の流路 3 7と第3の流路 3 8との間には第2の還流流路 322 が形成

され、第3の流路 3 8と第4の流路 3 9との間には第3の還流流路 323 が形成され、

第4の流路 3 9と第5の流路 32０との間には第4の還流流路 324が形成されている。

したがって、第 の流路 3 6～第5の流路 32０までは、蛇行するように一本の流路とし

て構成されている。

隣接する流路間において、第 ～第4の還流流路 32 ～3 24が設けられている側

の反対側は、障壁325 が設けられている。

００88 複数の第 のピラー3 において、隣接するピラ一間の間隙に、一方の開口が第

の流路 3 6に臨み、他方の開口が第2の流路 3 7に臨む複数の第 のギヤップ部32

7が形成されている。同様に、複数の第2のピラー3 2において、隣接するピラ一間

の間隙に、一方の開口が第2の流路 3 7に臨み、他方の開口が第3の流路 3 8に臨

む複数の第2のギヤップ部328 が形成されている。同様に、複数の第3のピラー3 3

において、隣接するピラ一間の間隙に、一方の開口が第3の流路 3 8に臨み、他方

の開口が第4の流路 3 9に臨む複数の第3のギヤップ部329 が形成されている。同

様に、複数の第4のビラー3 4において、隣接するピラ一間の間隙に、一方の開口が

第4の流路 3 9に臨み、他方の開口が第5の流路 32０に臨む複数の第4のギヤップ

部33０が形成されている。

００89 次に、第2の流路 3 7内に、供給した混合液体 のうちの低沸点成分をより多く蒸

発させるためのヒータ等からなる第 の加熱用電極332 が第2の流路 3 7と重なるよう

に形成されている。第 の加熱用電極332 は、混合液体 が流れる方向と略平行に

形成されている。同様に、第2の加熱用電極333 が第3の流路 3 8と重なるように形

成され、第3の加熱用電極334が第4の流路 3 9と重なるように形成され、第4の加熱

用電極335 が第5の流路 32０と重なるように形成されている。第2～第4の加熱用電



極333 34 35は混合液体 が流れる方向と略平行に形成されている。また、第

～第4の加熱用電極332 ～335 は、各第2～第5の流路 3 7～32０のそれぞれの

略全長に亘って配置されている。更に、第 ～第4の加熱用電極332 ～335 は、電圧

を印加することでヒータが加熱されるよぅに構成されている。

第 ～第4の加熱用電極332 ～335 は、スパッタリングや蒸着等の薄膜技術等によ

り成膜した薄膜金属をマイクロマシン技術によりパターンニングするか、若しくはシリコ

ンに不純物をド一プする等して形成されたものである。

００9０ 次に、第 の流路 3 6内に、蒸発したより高濃度の低沸点成分を冷却させるための

第 の冷却用流路 337 が第 の流路 3 6と重なるよぅに形成され、第2の冷却用流路

338 が第2の流路 3 7と重なるよぅに形成されている。同様に、第3の冷却用流路 33

9が第3の流路 3 8と重なるよぅに形成され、第4の冷却用流路 34０が第4の流路 3

9と重なるよぅに形成されている。また、第 ～第4の冷却用流路 337 ～34０は、混合

液体 が流れる方向と略平行に形成されている。更に、第 ～第4の冷却用流路 33

7～34０は、各第 ～第4の流路 3 6～3 9のそれぞれの略全長に亘って配置され

ている。第 ～第4の冷却用流路 337 ～34０は、第 ～第4の流路 3 6～3 9に対応

する位置の基板の裏面等に、ドライェッチング技術等により冷却媒体が流れる流路

が形成されたものである。

００9 1 マイクロチッ ０2の側面には、混合液体 を供給する取入口342が形成され、取

入口342には供給管343が連接されており、第3の流路 3 8近傍に供給管343の端

部の供給 口344が設けられている。また、マイクロチッ ０2の側面には、蒸留した

留出液が排出される留出口345が第 の流路 3 6に連接するよぅに設けられ、混合

液体 から低沸点成分が蒸発し、高沸点成分の濃度が高くなった缶出液が排出さ

れる缶出口346が第5の流路 3 2０に連接するよぅに設けられている。

第 ～第4のギャ、ソプ部327 ～33０の内壁面、つまり第 ～第4のピラー3 ～3 4

における混合液体 の流れる方向と直交する面は疎液性加工が施され、疎液面34

7が形成されている。

００92 次にマイクロチップデバイス3０の作用を説明する。

取入口342から混合液体 を注入すると、供給管343を通過した混合液体 は、



供給 口344よりマイクロチッ ０2内に供給される。混合液体 は、各流路に流れ出

ていくが、その際に第 ～第4の加熱用電極332～335により加熱され、第 ～第4の

冷却用流路337～34０により冷去 される。

混合液体 は、混合液体 に含有している低沸点成分の沸点以上に加熱されるこ

とで、低沸点成分をより多く含んだ気体Gとして蒸発し、蒸発した気体Gが第 ～第4

のギャップ部327～33０を通過して隣接する流路へと導かれる。例えば、第3の流路

3 8で加熱され、蒸発した低沸点成分をより多く含んだ気体Gは、第2のギャ、ソプ部3

28を通過して、第2に流路3 7へと導かれる。

００93 ここで、第 ～第5の流路3 6～32０を流れる混合液体 の圧力と気体Gの圧力と

の差をヤングラプラスの式で求められるヤングラプラス圧力以下にすることで、第 ～
第4のギャ、ソプ部327～33０の間隙を混合液体 が通過することができず、蒸発した

低沸点成分をより多く含んだ気体Gは通過できる間隙となる。ヤングラプラス圧力は、

前述したヤングラプラスの式 ( ) により求められる。ただし、この場合、( )式において

v は混合液体の界面張力、0 は混合液体の気体流路表面での接触角である。

混合液体 は第 ～第4のギャップ部327～33０の疎液面347で気液界面を形成

する。

００94 第 ～第4の冷却用流路337～34０には、混合液体 から蒸発した低沸点成分の

沸点より温度が低い液体や気体等の冷却媒体が流れている。したがって、低沸点成

分をより多く含んだ気体Gは第 ～第4の流路3 6～3 9において冷却され、沸点よ

りも低い温度に降下することで凝縮して、液ィビする。

本実施形態においては、第 の流路3 6では冷却のみ、第2～第4の流路3 7、3

8 3 9では加熱と冷却、第5の流路32０では加熱のみを行ぅよぅに構成されてレめ
。ここで、加熱温度を

(第 の加熱用電極332) く(第2の加熱用電極333) く(第3の加熱用電極334)

く(第4の加熱用電極335)

と設定し、冷却温度を

(第 の冷却用流路337) く(第2の冷却用流路338) く(第3の冷却用流路339)

く(第4の冷却用流路34０)



と設定することで、低沸点成分の濃度が

(第 の流路 3 6) ノ (第2の流路 3 7) ノ (第3の流路 3 8) ノ (第4の流路 3 9) ノ (

第5の流路 32０)

となる。したがって、留出口345からは低沸点成分をより多く含む留出液が排出され、

缶出口346からは高沸点成分をより多く含む缶出液が排出される。

また、この加熱、冷却の回数を多くすると、より高濃度の留出液、缶出液を得ること

ができる。

００95 図 9に示すのは、上述の内容を模式ィビしたものである。図中の符号には、以下の

関係式が成り立つ。

(混合液体の流量) 二 (留出流量) (缶出流量) W

(蒸発量) 二 (還流量) (留出流量)

(還流量) (蒸発量) 2 (混合液体の流量) 二 (蒸発量) (還流量) 2

(還流量) 2二 (蒸発量) 2 (缶出流量) W

つまり、供給される混合液体は、加熱、冷却を繰り返しながら最終的には留出液と

缶出液として排出されることとなる。

ここで、第 の流路 3 6は冷却のみを行ぅため凝縮コンデンサとして機能し、第5の

流路 32０は加熱のみを行ぅため蒸発リボイラとして機能する。また、第3の流路 3 8は

混合液体 が供給されるフィーダとして機能している。

００96 上記第 ０の実施形態によれば、複数の第 ～第4のギヤップ部327 ～33０の間隙

を気体Gは通過でき、混合液体 は通過できない間隙に設定することにより、広い面

積の気液界面を安定的に形成することができる。また、混合液体 を加熱してより高

濃度の低沸点成分を蒸発させ、その後蒸発した気体Gを凝縮して液ィビさせることで、

沸点の異なる混合液体 を蒸留分離することができる。

更に、本実施形態では、加熱と冷却を段階的に温度条件を変えながら繰り返すこと

により、より高濃度の低沸点成分の留出液を得ることが可能となる。逆に残液は高沸

点成分をより多く含む缶出液として得ることができる。つまり、マイクロチップヂバイス

において高精度の蒸留をすることが可能となる。

００97 第皿の実施形態)



次に、本発明の第皿の実施形態を図2０、図2 に基づいて説明する。

第 ０の実施形態と同様の基本的構成については、同一部分に同一符号を付して

説明を省略する。

図2０に示すよぅに、マイクロチップデバイス35 は、マイクロチッ 352 とマイクロチ

、ソ 352 上に積層配置される図示しないカバーとから構成されている。マイクロチップ

352 を作成する基板としては、ドライエッチングにより深堀り加工をしたシリコン基板や

ウェットエッチングにより溝加工をしたガラス基板等を使用する。

００98 マイクロチッ 352 のカバーが積層される面には、流路用凹部3０5が形成されてい
る。この流路用凹部3０5に略角柱形状の複数の第 のピラー3 、第2のピラー3 2

、第3のピラー3 3、及び第4のピラー3 4が流路用凹部3０5に沿って略平行で略等

間隔に形成されている。したがって、流路用凹部3０5には、第 のピラー3 から第4

のピラー3 4とで区切られた第 ～第5の流路 3 6～32０が形成されている。

ここで、本実施形態では、第 ～第4のピラー3 ～3 4が第 ～第5の流路 3 6～
32０の長さに対して略半分の領域にのみ設けられている。残りの略半分の領域には

、第 の障壁353 が形成されている。

第 ～第5の流路 3 6～32０において、隣接する流路の端部を連通する第 ～第4

の還流流路 32 ～324が交互に設けられている。したがって、第 の流路 3 6～第5

の流路 32０までは、蛇行するよぅに一本の流路として構成されている。

隣接する流路間において、第 ～第4の還流流路 32 ～3 24が設けられている側

の反対側は、第2の障壁354が設けられている。

００99 複数の第 のピラー3 において、隣接するピラ一間の間隙に、一方の開口が第

の流路 3 6に臨み、他方の開口が第2の流路 3 7に臨む複数の第 のギャップ部32

7が形成されている。同様に、複数の第2～第4のギャップ部328 329 33０が形成

されている。

次に、第2の流路 3 7内に、第 の加熱用電極332 が第2の流路 3 7と重なるよぅに

形成されている。第 の加熱用電極332 は、混合液体 が流れる方向と略平行で第

のピラー3 が形成されている範囲のみに形成されている。同様に、第2の加熱用

電極333 が第3の流路 3 8と重なるよぅに形成され、第3の加熱用電極334が第4の



流路 3 9と重なるよぅに形成され、第4の加熱用電極335 が第5の流路 32０と重なる

よぅに形成されている。第2～第4の加熱用電極333 34 35は混合液体 が流

れる方向と略平行で第2～第4のピラー3 2 3 3 3 4が形成されている範囲のみ

に形成されている。また、第 ～第4の加熱用電極332 ～335 は、電圧を印加するこ

とでヒータが加熱されるよぅに構成されている。

０００ 次に、第 の流路 3 6内に、第 の冷却用流路 337 が第 の流路 3 6と重なるよぅに

形成され、第2の冷却用流路 338 が第2の流路 3 7と重なるよぅに形成されている。

同様に、第3の冷却用流路 339 が第3の流路 3 8と重なるよぅに形成され、第4の冷

却用流路 34０が第4の流路 3 9と重なるよぅに形成されている。また、第 ～第4の冷

却用流路 337 ～34０は、混合液体 が流れる方向と略平行で、第 ～第4のピラー3

皿～3 4が形成されている範囲のみに形成されている。

０1０1 マイクロチッ 352 の側面には、混合液体 を供給する取入口342が形成され、取

入口342には供給管343が連接されており、第3の流路 3 8上に供給管343の端部

の供給 口344が設けられている。また、マイクロチッ 352 の側面には、蒸留した留

出液が排出される留出口345が第 の流路 3 6に連接するよぅに設けられ、混合液

体 から低沸点成分が蒸発し、高沸点成分の濃度が高くなった缶出液が排出される

缶出口346が第5の流路 32０に連接するよぅに設けられている。

第 ～第4のギャップ部327 ～33０の内壁面、つまり第 ～第4のピラー3 ～3 4

における混合液体 の流れる方向と直交する面は疎液性加工が施され、疎液面34

7が形成されている。

０1０2 次にマイクロチップデバイス35 の作用を説明する。

取入口342から混合液体 を注入すると、供給管343を通過した混合液体 は、

供給 口344よりマイクロチッ ０2に供給される。混合液体 は、各流路に流れ出て

いくが、その際に第 ～第4の加熱用電極332 ～335 により加熱され、第 ～第4の冷

却用流路 337 ～34０により冷去 される。

混合液体 は、混合液体 に含有している低沸点成分の沸点以上に加熱されるこ

とで、低沸点成分をより多く含んだ気体Gとして蒸発し、蒸発した気体Gが第 ～第4

のギャップ部327 ～33０を通過して隣接する流路へと導かれる。例えば、第3の流路



3０

3 8で加熱され、蒸発した低沸点成分をより多く含んだ気体Gは、第2のギャ、ソプ部3

28を通過して、第2に流路3 7へと導かれる。

０1０3 ここで、第 ～第5の流路3 6～32０を流れる混合液体 の圧力と気体Gの圧力と

の差をヤングラプラスの式で求められるヤングラプラス圧力以下にすることで、第 ～
第4のギャ、ソプ部327～33０の間隙を混合液体 が通過することができず、蒸発した

低沸点成分をより多く含んだ気体Gは通過できる間隙となる。ヤングラプラス圧力は、

前述したヤングラプラスの式 ( ) により求められる。ただし、この場合、( )式において

v は混合液体の界面張力、0 は混合液体の気体流路表面での接触角である。

混合液体 は第 ～第4のギャップ部327～33０の疎液面347で気液界面を形成

する。

０1０4 第 ～第4の冷却用流路337～34０には、混合液体 から蒸発した低沸点成分の

沸点より温度が低い液体や気体等の冷却媒体が流れている。したがって、低沸点成

分をより多く含んだ気体Gは第 ～第4の流路3 6～3 9において冷却され、沸点よ

りも低い温度に降下することで凝縮して、液化する。

本実施形態においては、第 の流路3 6では冷却のみ行われる。第2～第4の流

路3 7 3 8 3 9では加熱又は冷却が各流路内において略半分ずつ領域を区分

して行われる。第5の流路32０では加熱のみ行われるよぅに構成されている。ここで、

加熱温度を

(第 の加熱用電極332) く(第2の加熱用電極333) く(第3の加熱用電極334)

く(第4の加熱用電極335)

と設定し、冷却温度を

(第 の冷却用流路337) く(第2の冷却用流路338) く(第3の冷却用流路339)

く(第4の冷却用流路34０)

と設定することで、低沸点成分の濃度が

(第 の流路3 6) ノ (第2の流路3 7) ノ (第3の流路3 8) ノ (第4の流路3 9) ノ (

第5の流路 32０)

となる。したがって、留出口345からは低沸点成分をより多く含む留出液が排出され、

缶出口 46からは高沸点成分をより多く含む缶出液が排出される。



また、この加熱、冷却の回数を多くすると、より高濃度の留出液、缶出液を得ること

ができる。

０1０5 図2 に示すのは、上述の内容を模式化したものである。図中の符号には、以下の

関係式が成り立つ。

(混合液体の流量) 二 (留出流量) (缶出流量) W

(蒸発量) 二 (還流量) (留出流量)

(還流量) (蒸発量) 2 (混合液体の流量) 二 (蒸発量) (還流量) 2

(還流量) 2二 (蒸発量) 2 (缶出流量) W

つまり、供給される混合液体は、加熱、冷却を繰り返しながら最終的には留出液と

缶出液として排出されることとなる。

ここで、第 の流路 3 6は冷却のみを行ぅため凝縮コンデンサとして機能し、第5の

流路 32０は加熱のみをおこなぅため蒸発リボイラとして機能する。また、第3の流路 3

8は混合液体 が供給されるフイーダとして機能している。

０1０6 上記第皿の実施形態によれば、複数の第 ～第4のギヤ、ソプ部327 ～33０の間隙

を気体Gは通過でき、混合液体 は通過できない間隙に設定することにより、広い面

積の気液界面を安定的に形成することができる。また、混合液体 を加熱してより高

濃度の低沸点成分を蒸発させ、その後蒸発した気体Gを凝縮して液ィビさせることで、

沸点の異なる混合液体 を蒸留分離することができる。

更に、本実施形態では、加熱と冷却とを段階的に温度条件を変えながら繰り返すこ

とにより、より高濃度の低沸点成分の留出液を得ることが可能となる。逆に残液は高

沸点成分をより多く含む缶出液として得ることができる。つまり、マイクロチップデバイ

スにおいて高精度の蒸留をすることが可能となる。

また、本実施形態では、第2～第4の流路 3 7 3 8 3 9の各流路内において、

加熱領域と冷却領域を略半分ずつ区分して行ぅことにより、無駄なエネルギー消費を

することなく効率的に加熱、冷却を行ぅことができ、高精度・高効率の蒸留をすること

が可能となる。

０1０7 尚、本発明は上述した実施の形態に限られるものではなく、以下の態様を用いても

よい。



第5の実施形態において、マイクロチップの下部にカバーを設けて、冷却用流路を

下側に設けてもよい。

第5の実施形態において、線対称に気体流路を形成したが、気体流路が一本のみ

であってもよい。

第5の実施形態において、冷却用流路は基板裏面の気体流路に対応する位置に

ドライエ、ソチング技術等により冷却媒体が流れる流路を設けてもよい。

第5の実施形態等において、ピラ一の形状は角柱形状で説明したが、円柱やその

他機能を満たすものであれば形状は拘らない。

第6および第8の実施形態において、連続させる流路の数は増減してもよい。

第9の実施形態において、フインの構造は接触面積を増加させるために設けている

ため、同様の機能を果たすものであれば形状は拘らない。

第 ０および第皿の実施形態において、流路の数を第 ～第5の流路を設けたもの

で説明したが、流路の数は増減してもよい。

第 ０および第皿の実施形態において、平面的に構成した場合で説明したが、同

様の構成で立体的に構成してもよい。

産業上の利用可能，性

本発明のマイクロチップデバイスは、液体のィロ学反応や電気分解、および混合液

体の成分を分離する蒸留等の化学分析に使用するのに適し、気液分離効率、気体

吸収効率を向上させることができ、また、混合液体のぅちの低融点成分をより多く蒸発

させることができる。



請求の範囲

液体が流れる液体流路が形成されたマイクロチップと、

前記液体流路に沿ぅよぅ設けられた気体流路と、

前記液体流路と前記気体流路との間に形成され、一方の開口が前記液体流路に

臨み、他方の開口が前記気体流路に臨む複数のギヤップ部とを有し、

前記ギヤップ部の隙間を、気体は通過でき前記液体は通過できない隙間とし、前記

ギヤップ部に気液界面を形成するマイクロチップデバイス。

2 前記マイクロチップに形成された流路用凹部と、

前記流路用凹部の底部に、前記流路用凹部に沿って形成された複数の突部とをさ

らに有し、

前記突部間の空間を前記ギヤップ部として用い、

前記突部で仕切られた一方の流路を前記液体流路、他方の流路を前記気体流路

とする請求項1記載のマイクロチップデバイス。

3 前記ギヤップ部は、一方の開口が前記マイクロチップの前記液体流路の底部に開

設され、他方の開口が前記マイクロチップの液体流路が形成された面と反対側の面

に開設されるよぅに前記マイクロチップに形成された貫通穴である請求項1記載のマ

4 前記ギャップ部の内壁面に、機液部を形成した請求項1乃至3のいずれかに記載の

5 前記気体流路は、前記液体流路の両側に設けられた第 の気体流路と、第2の気

体流路とからなり、

前記ギャップ部は、前記液体流路と前記第1の気体流路との間に、一方の開口が

前記液体流路に臨み、他方の開口が前記第1の気体流路に臨む複数の第 のギャ、ソ

プ部と、前記液体流路と前記第2の気体流路との間に、一方の開口が前記液体流路

に臨み、他方の開口が前記第2の気体流路に臨む複数の第2のギャップ部とからなり

前記第1のギャ、ソプ部の内壁面に第 の電極を形成し、前記第2のギャ、ソプ部の内壁

面に第2の電極を形成した請求項1乃至4のいずれかに記載のマイクロチップデバイ



ス。

6 前記突部は、前記液体流路の液体が流れる方向と交差する向きに配置された板状

の突部である請求項5記載のマイクロチップデバイス。

7 前記第1のギャ、ソプ部または前記第2のギャ、ソプ部の少なくとも一方のギャ、ソプ部の

内壁面に、前記液体流路側から順に電極部および機液部を形成した請求項5または

6に記載のマイクロチップデバイス。

8 沸点の異なる複数の液体からなる混合液体のぅちの低沸点成分を沸点以上に加熱

可能な加熱機構を有する請求項 記載のマイクロチップデバイス。

9 前記低沸点成分をより多く含む蒸気を前記低沸点成分の沸点以下に冷却する冷

却機構を有する請求項 こ記載のマイクロチップデバイス。

０ 前記液体流路と前記気体流路との間に複数のピラ一を設け、隣接する前記ピラ一

間の間隙が前記ギャ、ソプ部として構成されるマイクロチップデバイス。

前記液体流路と前記気体流路とが交互に並行して複数設けられる請求項 ０に記

載のマイクロチップデバイス。

2 前記ギャップ部が前記マイクロチップの前記液体流路上部に形成された貫通孔か

らなる請求項8又は9に記載のマイクロチップデバイス。

3 前記マイクロチップが複数枚積層された請求項 2に記載のマイクロチップデバイス

4 前記加熱機構と前記冷却機構とがぺルチェ素子を用いて形成した請求項9に記載

5 整列した複数の流路部分を含んで蛇行して形成され、混合液体の流路となる混合

液体流路と、

隣接する前記流路部分の間を開ロするギャップ部と、

前記混合液体流路の一端側に設けられ、前記流路部分を通過する前記混合液体

に含まれる低沸点成分を沸点以上に加熱する第 の加熱機構と、

前記混合液体流路の他端側に設けられ、前記流路部分における前記低沸点成分

をより多く含む蒸気を前記低沸点成分の沸点以下に冷却する第 の冷却機構と、

前記混合液体流路の前記一端側および前記他端側以外の前記流路部分の近傍



に設けられた第2の加熱機構および第2の冷却機構と、

前記混合液体流路の一部に配置された前記混合液体の供給 口と

を有するマイクロチップデバイス。

6 前記第2の加熱機構および前記第2の冷却機構が併設された前記流路部分を、前

記第2の加熱機構のみが配置された加熱領域と、前記第2の冷却機構のみが配置さ

れた冷却機構とに分割構成した請求項 5に記載のマイクロチップデバイス。
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以後に公表されたもの ΓX 特に関連のある文献であ て、 当該文献のみで発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな 考えられるもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献であ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に て自明である組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな 考えられるもの
r p 国際出願 日前で、 優先権の主張の基礎 なる出願 r&j 同 テ ト ア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 2 . 1 2 . 2 0 0 6 1 6 . 0 1 . 2 0 0 7

国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 権限のある職員 4 Q 3 4 3 9

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 山本 吾
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4 番 号 電話番号 03-3581-1 101 内線 3 4 6 8
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国際調査報告 国際出願番号 ノ

C (続き) ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ y ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

Y JP 2005-516770 A ツテJ メ アJ イ スティテ ト) 8,9, 14

A 2005. 06. 09, 特許請求の範囲，[ 0 0 1 9 ] , [ 0 0 5 7 ] & WO 15, 16

2003/068400 Al & US 2003/0152488 Al & EP 1474237 Al

WO 2003/008981 A l (財団法人神奈川科学技術アカデ 11

2003. 01. 30, 請求の範囲，図 1 2 & US 2004/0219078 A l

JP 2003-172736 A (束、洋鋼飯株式会社 2003. 06. 20, 特許請求の範 14

囲，[ O O 1 2 ] (7 ァ V な し)

MAHARBIZ et al. , A Microfabricated Electrochemical Oxygen 5-7

Generator for High-Density Cell Culture Arrays, In: Journal of

Microelectroraechanical Systems, 2003, Vol. 12, No5, p . 590-599.
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国際調査報告 国際出(± 願P番号

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 y の 2 の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てぁ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 ( の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる この国際調査機関は認めた。
請求の範囲 1 - 1 6 に係 る発明における共通の技術的特徴 しては、 イク チツプデ イ
ス 内にギヤ ツプ部を設けるこ J である 認、められるが、上記特徴は、特開2005-034827号公
報に記載されて る事項であるので、先行技術に対 して貢献する技術的特徴である は認めら
れな 。
よ て、請求の範囲 1 - 1 6 に係 る発明は単一 の要件を満たさな 。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・汗 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議中立手数科 納付と共に、 出願人 ら異議中立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。
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