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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部に液体を収容した少なくとも２つの上流側容器と、当該上流側容器内の液体を受容
するための下流側容器と、上流側容器と下流側容器とを繋ぐ流路とが基板上に設けられ、
前記上流側容器内の液体に外力を作用させることで、前記流路を通して前記下流側容器に
液体が送られるように構成した微細流路のバルブ構造において、
前記下流側容器に気体排出口を設けると共に、前記上流側容器のうち気体導入口を設け
たものを第１上流側容器、気体導入口を設けないものを第２上流側容器とし、
前記第１上流側容器と前記下流側容器とを繋ぐ流路を第１流路、前記第１上流側容器又
は前記第１流路と前記第２上流側容器の上流側とを繋ぐ流路を第２流路、前記第２上流側
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容器の下流側と前記下流側容器又は前記第１流路若しくは前記第２流路が接続されている
場合には接続部分よりも下流側の前記第１流路とを繋ぐ流路を第３流路とし、
第１上流側容器から前記第１流路を介して下流側容器への送液を開始した時点では、当
該第１上流側容器内の液体によって前記第２流路の一部が封鎖されており、送液中の所定
の時点又は送液が終了した時点で当該封鎖が解除されることで、第２上流側容器からの送
液が自動的に開始されることを特徴とする微細流路のバルブ構造。
【請求項２】
気体導入口を設けた第１上流側容器と、
気体導入口を設けない第２上流側容器と、
気体排出口を設けた下流側容器と、
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前記第１上流側容器と前記下流側容器とを繋ぐ第１流路と、
前記第１上流側容器又は前記第１流路と前記第２上流側容器の上流側とを繋ぐ第２流路
と、
前記第２上流側容器の下流側と前記下流側容器又は前記第１流路若しくは前記第２流路
が接続されている場合には接続部分よりも下流側の前記第１流路とを繋ぐ第３流路と、
を備えたことを特徴とする微細流路のバルブ構造。
【請求項３】
前記気体導入口及び前記気体排出口をそれぞれ前記第１上流側容器及び前記下流側容器
に対して前記外力の作用方向の反対方向側に設けたことを特徴とする請求項１又は２に記
載の微細流路のバルブ構造。
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【請求項４】
前記第１上流側容器を前記第２上流側容器に対して前記外力の作用方向側に配置したこ
とを特徴とする請求項１〜３のいずれか一項に記載の微細流路のバルブ構造。
【請求項５】
前記第２流路が、前記第１上流側容器又は前記第１流路との接続部から前記外力の作用
方向の反対方向側に屈曲した後、第２上流側容器に繋がる構造となっていることを特徴と
する請求項１〜４のいずれか一項に記載の微細流路のバルブ構造。
【請求項６】
前記下流側容器を前記上流側容器に対して前記外力の作用方向側に配置したことを特徴
とする請求項１〜５のいずれか一項に記載の微細流路のバルブ構造。
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【請求項７】
前記外力が遠心力と重力のうち少なくとも一方であることを特徴とする請求項１〜６の
いずれか一項に記載の微細流路のバルブ構造。
【請求項８】
前記第２上流側容器を複数備えていることを特徴とする請求項１〜７のいずれか一項に
記載の微細流路のバルブ構造。
【請求項９】
前記複数の第２上流側容器のそれぞれが前記第１上流側容器に直接繋がる並列構造を有
することを特徴とする請求項８に記載の微細流路のバルブ構造。
【請求項１０】
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前記複数の第２上流側容器を第２‐１〜第２‐ｎ（ｎは１以上の自然数）番目の上流側
容器とした場合に、前記第１上流側容器に第２‐１番目の上流側容器が繋がり、第２‐１
番目の上流側容器に第２‐２番目の上流側容器に繋がり、以下同様に第２‐（ｎ−１）番
目の上流側容器に第２‐ｎ番目の上流側容器が繋がる直列構造を有することを特徴とする
請求項８に記載の微細流路のバルブ構造。
【請求項１１】
請求項９に記載のバルブ構造と請求項１０に記載のバルブ構造を備えることを特徴とす
る微細流路のバルブ構造。
【請求項１２】
前記下流側容器を設けずに、前記第１上流側容器と前記気体排出口とを直接前記第１流
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路で繋ぐ構成として第１上流側容器から第１流路を通して送られた液体を気体排出口から
外部に排出する及び／又は前記第２上流側容器と前記気体排出口とを直接流路で繋ぐ構成
として第２上流側容器から流路を通して送られた液体を気体排出口から外部に排出するこ
とを特徴とする請求項１〜１１のいずれか一項に記載の微細流路のバルブ構造。
【請求項１３】
請求項１〜１２のうちいずれか一つに記載された微細流路のバルブ構造を備えることを特
徴とするマイクロデバイス。
【請求項１４】
請求項１〜１２のうちのいずれか一つに記載された微細流路のバルブ構造を備えることを
特徴とするマイクロセンサ。
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【請求項１５】
請求項１〜１２のうちのいずれか一つに記載された微細流路のバルブ構造を備えることを
特徴とするマイクロリアクター。
【請求項１６】
内部に液体を収容した少なくとも２つの上流側容器と、当該上流側容器内の液体を受容
するための下流側容器と、上流側容器と下流側容器とを繋ぐ流路とが基板上に設けられ、
前記上流側容器内の液体に外力を作用させることで、前記流路を通して前記下流側容器に
液体が送られるように構成した微細流路の送液制御方法において、
前記下流側容器に気体排出口を設けると共に、前記上流側容器のうち気体導入口を設け
たものを第１上流側容器、気体導入口を設けないものを第２上流側容器とし、
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前記第１上流側容器と前記下流側容器とを繋ぐ流路を第１流路、前記第１上流側容器又
は前記第１流路と前記第２上流側容器の上流側とを繋ぐ流路を第２流路、前記第２上流側
容器の下流側と前記下流側容器又は前記第１流路若しくは前記第２流路が接続されている
場合には接続部分よりも下流側の前記第１流路とを繋ぐ流路を第３流路とし、
第１上流側容器から前記第１流路を介して下流側容器への送液を開始した時点では、当
該第１上流側容器内の液体によって前記第２流路の一部が封鎖されており、送液中の所定
の時点又は送液が終了した時点で当該封鎖が解除されることで、第２上流側容器からの送
液が自動的に開始されることを特徴とする微細流路の送液制御方法。
【請求項１７】
前記下流側容器を設けずに、前記第１上流側容器と前記気体排出口とを直接前記第１流
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路で繋ぐ構成として第１上流側容器から第１流路を通して送られた液体を気体排出口から
外部に排出する及び／又は前記第２上流側容器と前記気体排出口とを直接流路で繋ぐ構成
として第２上流側容器から流路を通して送られた液体を気体排出口から外部に排出するこ
とを特徴とする請求項１６に記載の微細流路の送液制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、生体物質の分析や化学反応などに使用されるマイクロデバイス等に設けた微
細流路内の液体の送液を制御するためのバルブ構造等に関する。
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【背景技術】
【０００２】
近年、試料分析の各工程の手間を省き、作業時間を短縮するための技術として、マイク
ロ統合分析システム（Micro Total Analysis System：μTAS）あるいはラボチップ（Lab‑
on‑a‑chip）と呼ばれる数センチないし数ミリ程度の超小型の生化学分析デバイス（マイ
クロデバイス）が登場してきた。
マイクロデバイスはこれまで人手で行っていた各オペレーションやオペレーション間の
試料の移動など、分析に関わる一連の工程を１つの基板上で再現するものであり、従来と
比較して試料や試薬の必要量が少ない、反応時間が短い、廃棄物が少ないなどのメリット
があり、医療診断、環境や食品のオンサイト分析、医薬品や化学品の生産等、広い分野で
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の利用が期待されている。
【０００３】
通常、マイクロデバイスは、一つの基板上にリアクタやリザーバー等の各種容器及びこ
れらを繋ぐ微細流路、微細流路を通る液体の流れを制御するためのバルブ等が形成されて
おり、液体の混合、加熱、冷却などによる反応制御や、分光学的あるいは電気的作用を応
用した検出作業を可能としている。
マイクロデバイスで用いる液体としては、たとえば血液・蛋白・遺伝子などを含む溶液
、微生物・動植物細胞などの固体成分を含む溶液、各種化学物質を含む環境水、土壌抽出
水など、さらにはそれらの分析に使用する各種の試薬、バッファ液、洗浄水などが挙げら
れる。以下、本明細書中ではこれらマイクロデバイスで用いる各種液体をまとめて単に「
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液体」と表記する。
【０００４】
マイクロデバイスでは複数の容器内の液体の流れを制御する、いわゆる送液制御のため
のバルブ構造の開発が望まれている。
例えば、非特許文献１には、コンパクトディスク（ＣＤ）からなる基板上に作成した複
数の容器それぞれの出口にくびれを作り、各くびれで液体を表面張力により保持すること
でバルブとしての機能を持たせた構造が開示されている。
本構造では、くびれで保持した溶液に対して加える圧力を、容器の形状及び位置、ＣＤ
の回転数、くびれのサイズ及び表面物性等で適宜調節することで、容器から液体が流出す
るタイミングを制御する仕組みになっている。
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【０００５】
また、非特許文献２には、容器の出口や流路に、酸化鉄のナノ粒子を混ぜた樹脂（ワッ
クス）を詰めて閉鎖する構造が開示されている。
本構造では、ＣＤの回転を止めた上で、所望位置のワックスにレーザを照射して酸化鉄
を発熱させることでワックスを溶かし、再度ＣＤを回転させて遠心力を加えることによっ
て液体を流出させる仕組みになっている。
【０００６】
また、非特許文献３には、遠心力、毛間力、表面張力及びサイフォンの原理を併用する
方法が開示されている。すなわち、容器の流出口から出た微細流路が一旦ＣＤの回転中心
側に屈曲した後、再び径方向外側に屈曲して他の容器に至る構造になっている。
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本構造では、まずＣＤを高速回転させると、流路内の液体には遠心力により径方向外側
に向かう力が作用するが、微細流路が回転中心側に屈曲しているため、液体は当該屈曲箇
所に留まる。次に、ＣＤの回転数を低くすると、屈曲箇所の液体に作用する遠心力が小さ
くなるため、液路内壁と液体との濡れ性を良好なものにしておくことにより、液体は毛管
力により回転中心側に流れ出す。そして、ＣＤの回転数を再度上昇させると、液体は再び
他の容器に向かって流れ出し、その後はサイフォンの原理により容器内の液体が順次他の
容器に移動していく仕組みになっている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
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【非特許文献１】S.Laiet al., Anal. Chem., 2004, 76, pp. 1832‑1837
【非特許文献２】B. S. Lee et al., Lab Chip, 2009, 9, pp. 1548‑1555
【非特許文献３】G. Welte et al., Proc. of Micro TAS 2010, pp. 818‑820
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかし、上記技術では以下のような問題がある。
すなわち、非特許文献１では、バルブの特性の一部は液体の粘度や表面張力、流路表面
の濡れ性などの物性に依存することになるが、これら物性は温度・湿度等の環境の影響を
受け易いため、設計当初の機能を発揮させることが難しく、誤作動により２種類の液体が
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混在してしまうというような問題がある。また、構造上、遠心力の影響を受け易いため、
極めて高回転に動作させることが困難であると共に、また、動作開始直後は低い回転数に
抑えておく必要がある。したがって、例えば高回転により全血から血清だけを遠心分離に
より取り出すような作業には適さないという問題がある。
【０００９】
また、非特許文献２では、ワックスを流路に詰める作業が煩雑であると共に時間を要す
るという問題がある。また、溶融したワックスが液体に混入する可能性があるという問題
がある。また、レーザを照射するためにＣＤの回転を一旦停止する必要があるという問題
や、レーザ照射位置の正確な制御を可能にする制御機構を設ける必要があるため、製造コ
ストが増大するという問題や、更には、複数個所のワックスを同時に加熱するには複数の
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レーザ照射機構を設ける必要があるという問題があった。
【００１０】
また、非特許文献３では、ＣＤの回転数を適宜変化させることで液体に作用する遠心力
と毛管力を調節する必要があるため、回転数を正確に制御できる制御機構を設ける必要が
あるという問題や、流路内壁の濡れ性等の物性や液体の物性の影響を強く受けるため、正
確な送液が難しいという問題がある。
【００１１】
本発明はこのような問題に鑑み、液体や流路内壁の物性の影響をほとんど受けず、安価
且つ簡便な制御機構で動作可能な微細流路のバルブ構造、これを備えるマイクロデバイス
、マイクロセンサ及びマイクロリアクター及び微細流路の送液制御方法を提供することを

10

目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明の微細流路のバルブ構造は、内部に液体を収容した少なくとも２つの上流側容器
と、当該上流側容器内の液体を受容するための下流側容器と、上流側容器と下流側容器と
を繋ぐ流路とが基板上に設けられ、前記上流側容器内の液体に外力を作用させることで、
前記流路を通して前記下流側容器に液体が送られるように構成した微細流路のバルブ構造
において、
前記下流側容器に気体排出口を設けると共に、前記上流側容器のうち気体導入口を設け
たものを第１上流側容器、気体導入口を設けないものを第２上流側容器とし、前記第１上
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流側容器と前記下流側容器とを繋ぐ流路を第１流路、前記第１上流側容器又は前記第１流
路と前記第２上流側容器の上流側とを繋ぐ流路を第２流路、前記第２上流側容器の下流側
と前記下流側容器又は前記第１流路若しくは前記第２流路が接続されている場合には接続
部分よりも下流側の前記第１流路とを繋ぐ流路を第３流路とし、第１上流側容器から前記
第１流路を介して下流側容器への送液を開始した時点では、当該第１上流側容器内の液体
によって前記第２流路の一部が封鎖されており、送液中の所定の時点又は送液が終了した
時点で当該封鎖が解除されることで、第２上流側容器からの送液が自動的に開始されるこ
とを特徴とする。
また、気体導入口を設けた第１上流側容器と、気体導入口を設けない第２上流側容器と
、気体排出口を設けた下流側容器と、前記第１上流側容器と前記下流側容器とを繋ぐ第１
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流路と、前記第１上流側容器又は前記第１流路と前記第２上流側容器の上流側とを繋ぐ第
２流路と、前記第２上流側容器の下流側と前記下流側容器又は前記第１流路若しくは前記
第２流路が接続されている場合には接続部分よりも下流側の前記第１流路とを繋ぐ第３流
路と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
また、前記気体導入口及び前記気体排出口がそれぞれ前記第１上流側容器及び前記下流
側容器に対して前記外力の作用方向の反対方向側に設けたことを特徴とする。
また、前記第１上流側容器を前記第２上流側容器に対して前記外力の作用方向側に配置
したことを特徴とする。
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また、前記第２流路が、前記第１上流側容器又は前記第１流路との接続部から前記外力
の作用方向の反対方向側に屈曲した後、第２上流側容器に繋がる構造となっていることを
特徴とする。
また、前記下流側容器を前記上流側容器に対して前記外力の作用方向側に配置したこと
を特徴とする。
【００１４】
また、前記外力が遠心力と重力のうち少なくとも一方であることを特徴とする。
また、前記第２上流側容器を複数備えていることを特徴とする。
また、前記複数の第２上流側容器のそれぞれが前記第１上流側容器に直接繋がる並列構
造を有することを特徴とする。
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また、前記複数の第２上流側容器を第２‐１〜第２‐ｎ（ｎは１以上の自然数）番目の
上流側容器とした場合に、前記第１上流側容器に第２‐１番目の上流側容器が繋がり、第
２‐１番目の上流側容器に第２‐２番目の上流側容器に繋がり、以下同様に第２‐（ｎ−
１）番目の上流側容器に第２‐ｎ番目の上流側容器が繋がる直列構造を有することを特徴
とする。
【００１５】
また、上記バルブ構造を併用することを特徴とする。
また、前記下流側容器を設けずに、前記第１上流側容器と前記気体排出口とを直接前記
第１流路で繋ぐ構成として第１上流側容器から第１流路を通して送られた液体を気体排出
口から外部に排出する及び／又は前記第２上流側容器と前記気体排出口とを直接流路で繋
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ぐ構成として第２上流側容器から流路を通して送られた液体を気体排出口から外部に排出
することを特徴とする。
また、本発明のマイクロデバイスは、上記微細流路のバルブ構造を備えることを特徴と
する。
また、本発明のマイクロセンサは、上記微細流路のバルブ構造を備えることを特徴とす
る。
また、本発明のマイクロリアクターは、上記微細流路のバルブ構造を備えることを特徴
とする。
【００１６】
また、本発明の微細流路の送液制御方法は、内部に液体を収容した少なくとも２つの上
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流側容器と、当該上流側容器内の液体を受容するための下流側容器と、上流側容器と下流
側容器とを繋ぐ流路とが基板上に設けられ、前記上流側容器内の液体に外力を作用させる
ことで、前記流路を通して前記下流側容器に液体が送られるように構成した微細流路の送
液制御方法において、前記下流側容器に気体排出口を設けると共に、前記上流側容器のう
ち気体導入口を設けたものを第１上流側容器、気体導入口を設けないものを第２上流側容
器とし、前記第１上流側容器と前記下流側容器とを繋ぐ流路を第１流路、前記第１上流側
容器又は前記第１流路と前記第２上流側容器の上流側とを繋ぐ流路を第２流路、前記第２
上流側容器の下流側と前記下流側容器又は前記第１流路若しくは前記第２流路が接続され
ている場合には接続部分よりも下流側の前記第１流路とを繋ぐ流路を第３流路とし、第１
上流側容器から前記第１流路を介して下流側容器への送液を開始した時点では、当該第１
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上流側容器内の液体によって前記第２流路の一部が封鎖されており、送液中の所定の時点
又は送液が終了した時点で当該封鎖が解除されることで、第２上流側容器からの送液が自
動的に開始されることを特徴とする。
また、前記下流側容器を設けずに、前記第１上流側容器と前記気体排出口とを直接前記
第１流路で繋ぐ構成として第１上流側容器から第１流路を通して送られた液体を気体排出
口から外部に排出する及び／又は前記第２上流側容器と前記気体排出口とを直接流路で繋
ぐ構成として第２上流側容器から流路を通して送られた液体を気体排出口から外部に排出
することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１７】
本発明の微細流路のバルブ構造によれば、第１上流側容器からの送液を開始した時点で
は、当該第１上流側容器内の液体によって第２流路の一部が封鎖される。そして、送液中
の所定の時点又は送液が終了した時点で当該封鎖が解除されると、第２上流側容器からの
送液が自動的に開始される。
すなわち、原則的に第１上流側容器の送液が終了するまでは第２上流側容器の送液は開
始されず、第１上流側容器の送液が終了したことをきっかけにして第２上流側容器の送液
が自動的に開始される。したがって、流路内で第１上流側容器の液体と第２上流側容器の
液体とが混在するような事態を確実に防止できる。
【００１８】
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また、流路内壁の濡れ性や液体の粘度等の物性の影響や気温・湿度等の環境の影響をほ
とんど受けず、第１上流側容器、第２上流側容器及び流路の構造で送液を制御できるので
、設計段階とほぼ同等の正確な送液制御を実現できる。
また、液体に対する外力を遠心力によるとものとすると、基板を回転させるための制御
機構を簡略化でき、また、圧力可変装置やレーザ照射装置等の機器も不要であるため、製
造コストを抑えることができる。
また、液体に対する外力を遠心力によるとものとすると、動作開始直後からすぐに基板
を高速回転させることができるので、例えば全血の遠心分離作業等に特に有用である。
【００１９】
また、気体導入口及び気体排出口を外力の作用方向の反対方向側に設けることで、液体
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と気体との置換がスムーズに行われ、送液のスピードを上げることができる。
また、第１上流側容器を第２上流側容器に対して外力の作用方向側に配置して水頭差を
設けたり、第２流路を外力の作用方向の反対方向側に屈曲させて当該屈曲部に第１上流側
容器内の液体を留めておくことで、第１上流側容器内の液体が第２流路を介して第２上流
側容器に流れ込む事態を防止できる。
【００２０】
また、第２上流側容器を複数配置することで、複数種類の液体の送液が可能となる。
また、複数の第２上流側容器を並列構造や直列構造としたり、これらを組み合わせた構
造とすることで、時間差による逐次送液や同時送液が可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】第一の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
【図２】第二の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
【図３】第三の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
【図４】第四の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
【図５】第五の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
【図６】第六の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
【図７】第七の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
【図８】第八の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
【図９】第九の実施の形態における微細流路のバルブ構造を示す図
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
[第一の実施の形態]
本発明の微細流路のバルブ構造の第一の実施の形態について説明する。
図１に示すように、本実施の形態におけるバルブ構造１０は、基板（図示省略）上に配
置した２つの上流側容器１及び２、下流側容器３及び流路４から概略構成されている。
【００２３】
上流側容器は、気体導入口５を備える第１上流側容器１と気体導入口５を備えない第２
上流側容器２に区分されており、両容器の内部には予め液体が収容されている。液体の種
類は２つの容器で異なるものにしてもよいし、同一種類のものでもよい。
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また、第１上流側容器１を第２上流側容器２に対して僅かに外力の作用方向側に配置し
ている。すなわち、第２上流側容器２を第１上流側容器１と比較して、外力が遠心力の場
合には基板の回転中心に近い側に配置し、外力が重力の場合には上方に配置している。
気体導入口５は第１上流側容器１の側面であって、外力の作用方向の反対側に設けられ
ている。すなわち、外力が遠心力の場合には回転中心に近い側に設けられており、外力が
重力の場合には上方に設けられている。
なお、気体の種類は特に限定されるものではないが、用途に応じて例えば空気、窒素、
二酸化炭素等、酸素が挙げられる。
【００２４】
下流側容器３は上流側容器１及び２内の液体を収容するために設けられており、気体排
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出口６を備えている。本実施の形態では下流側容器３を一つだけ配置し、上記第１上流側
容器１と第２上流側容器２とで共用する構成になっているが、第１上流側容器１用と第２
上流側容器２用の２つの下流側容器を配置してもよく、この場合も各下流側容器に気体排
出口を設けることになる。
気体排出口６も上記気体導入口５と同様に、下流側容器３の側面であって外力の作用方
向の反対側に設けられている。
また、上流側容器１及び２に対し、下流側容器３は外力の作用方向側に配置されている。
すなわち、外力が遠心力の場合には回転中心に近い側に上流側容器１及び２を配置し、上
流側容器１及び２に対して径方向外側に下流側容器３を配置しており、外力が重力の場合
には上流側容器１及び２を上方に配置し、下流側容器３を下方に配置している。
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【００２５】
流路４は上流側容器１及び２と下流側容器３とを繋ぐものであり、第１上流側容器１と
下流側容器３を繋ぐ流路を第１流路４ａ、第１流路４ａと第２上流側容器２とを繋ぐ流路
を第２流路４ｂとしている。なお、第２流路４ｂを第１上流側容器１と第２上流側容器２
とを繋ぐように配置してもよい。
また、第２流路４ｂは、第１流路４ａとの接続部から外力の作用方向の反対方向側に一
旦屈曲した後、第２上流側容器２に繋がる構造となっている。なお、第２流路４ｂの内径
はある程度、例えば１０μｍ〜１００μｍ程度の小さいものにすることが好ましい。内径
がこれより大きい場合には、外力の作用により第２流路４ｂが押し潰されて内径が小さく
なる結果、第２流路４ｂ内に存在する第１上流側容器１の液体が押し出されて第２上流側
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容器２に入ってしまうおそれがあるためである。
【００２６】
なお、上流側容器１及び２、下流側容器３及び流路４の材質は特に限定されるものでは
なく、有機材料では例えばシリコーン樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリオレフィ
ン、ポリエステル、ポリカーボネート、フッ素樹脂、シリコーンゴムやフッ素ゴムなどの
エラストマーなどが挙げられ、無機材料では例えばガラス、石英、アルミナ、ジルコニア
などが挙げられる。また、各容器及び流路の内壁に濡れ性等の物性を調節するための処理
を施していてもよい。
【００２７】
次に、本実施の形態のバルブ構造の動作について説明する。
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まず、図１（ａ）に示すように、第１上流側容器１と第２上流側容器２の両者に予め液
体を収容し、下流側容器３は空の状態にしておくか、あらかじめ反応試薬等を収容してお
いてもよい。図１では例として空にした状態を示している。
この状態から基板を回転させて液体に外力を作用させると、図１（ｂ）に示すように、
第１上流側容器１内の液体のほとんどが第１流路４ａを通って下流側容器３内に入ってい
くと共に液体の一部が第２流路４ｂ側に侵入する。第２流路４ｂ側に侵入した液体にも外
力が作用しているため、当該液体は流路の屈曲箇所で留まる。
【００２８】
第１上流側容器１から下流側容器３への送液に関しては、第１上流側容器１からの単位
時間当たりの送液量とほぼ同じ割合で気体導入口５から気体が第１上流側容器１内に導入
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され、更に、ほぼ同じ割合で気体排出口６から下流側容器３内の気体が外部に排出される
、つまり、気体導入口５及び気体排出口６を介して液体と気体との置換が速やかに行われ
るので、第１上流側容器１内の液体は速やかに第１流路４ａを通って下流側容器３内に入
っていく。
【００２９】
一方、第２上流側容器２に関しては、上記の通り、第１上流側容器１の液体の一部が第
２流路４ｂ側の屈曲箇所で留まり、第２流路４ｂを封鎖することになるため、第２上流側
容器２への気体の供給が遮断される。
したがって、第１上流側容器１からの送液が終了するまでは第２上流側容器２内の液体
はほとんどが第２上流側容器２内に留まっており、ごく一部のみが外力の作用を受けて下
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流側容器３に繋がる流路内に侵入することになる。
そして、第１上流側容器１内から下流側容器３への液送が完了する直前のタイミングで
、上記第２流路４ｂ側に侵入していた液体が第１流路４ａ側に戻ることで第２流路４ｂの
封鎖が解除される。なお、第２流路４ｂ側に侵入していた液体は速やかに下流側容器３内
に入っていく。
【００３０】
第２流路４ｂの封鎖が解除されることで、気体排出口６から第１上流側容器１及び第２
流路４ｂを介して第２上流側容器２へ気体が進入し出すため、図１（ｃ）に示すように、
第２上流側容器２から下流側容器３への送液が自動的に開始され、図１（ｄ）に示すよう
に第２上流側容器２内の液体のほとんど全てが下流側容器３内に入っていき、送液が終了
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する。
【００３１】
このように第１上流側容器１内の液体の送液がほぼ完了した後、第２上流側容器２内の
液体の送液が自動的に開始されるので、下流側容器３に対して第１上流側容器１内の液体
と第２上流側容器２内の液体とが流路内で混在することがない。
【００３２】
[第二の実施の形態]
次に、本発明の微細流路のバルブ構造の第二の実施の形態について説明する。なお、上
記第一の実施の形態と同様の構成となる箇所については同一符号を付してその説明を省略
する。
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本実施の形態においては、図２に示すように、基板上に第２上流側容器２が複数（図で
は４つ）配置されており、各第２上流側容器２‐１〜２‐４が第１上流側容器１に直接繋
がる並列構造を有する点に特徴を有する。
【００３３】
この構造によると、第１上流側容器１内の液体は外力の作用方向に流れ出すため、複数
の第２上流側容器２のうち、第１上流側容器１に対して最も外力の作用方向の反対側に繋
がっている第２‐１番目の上流側容器内の液体から送液が開始され、第１上流側容器１に
対して最も外力の作用方向側に繋がっている第２‐４番目の上流側容器からの送液が最後
に開始される。
なお、下流側容器３は各第２上流側容器２に対して一つずつ配置してもよく、全ての第
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２上流側容器２で共用してもよい。
【００３４】
このように、第１上流側容器１を利用して４つの第２上流側容器２からの送液を時間を
ずらして（調節して）逐次行うことができるので、送液の時間調節を可能とした水時計（
タイマー）としての機能を持ったバルブ構造を得られる。
また、この場合、第１上流側容器１の液体は必ずしも分析用液体として使用しなくても
よいので、例えば精製水などの物性が明らかな液体を使用することにすれば、タイマー機
能の精度を向上させることができる。
【００３５】
[第三の実施の形態]
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次に、本発明の微細流路のバルブ構造の第三の実施の形態について説明する。なお、上
記各実施の形態と同様の構成となる箇所については同一符号を付してその説明を省略する
。
本実施の形態においては、図３に示すように、基板上に第２上流側容器２が複数（図で
は３つ）配置されており、各第２上流側容器２‐１〜２‐３が直列的に第１上流側容器１
に直接繋がっている点に特徴を有する。
【００３６】
すなわち、第１上流側容器１に第２‐１番目の上流側容器が繋がり、第２‐１番目の上
流側容器に第２‐２番目の上流側容器に繋がり、第２‐２番目の上流側容器に第２‐３番
目の上流側容器が繋がる直列構造になっている。
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この構造によると、第１上流側容器１からの送液が開始され、第１上流側容器１内の気
体が第２流路４ｂとの接続部に至った時点で、第２‐１番目の上流側容器からの送液が開
始され、以下順に第２‐２番目、第２‐３番目の上流側容器の順に送液が開始される。
このように、第１上流側容器１を利用して３つの第２上流側容器２からの送液を連鎖的
（逐次的）に行うことができるので、送液連鎖機能を持ったバルブ構造を得られる。
【００３７】
[第四の実施の形態]
次に、本発明の微細流路のバルブ構造の第四の実施の形態について説明する。なお、上
記各実施の形態と同様の構成となる箇所については同一符号を付してその説明を省略する
10

。
本実施の形態においては、図４に示すように、上記第二の実施の形態で示した水時計型
のバルブ構造と、第三の実施の形態で示した連鎖型バルブ構造を組み合わせた点に特徴を
有する。
この構造によると、第１上流側容器１に対して外力の作用方向の反対方向側に接続した
３つの第２上流側容器２から連鎖的に送液が開始され、水時計機能により所定時間経過後
に、他方の３つの第２上流側容器２から連鎖的に送液を開始できる。また、この接続を逆
にして連鎖的送液の後水時計機能を開始することも可能である。
【００３８】
[第五の実施の形態]
次に、本発明の微細流路のバルブ構造の第五の実施の形態について説明する。なお、上
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記各実施の形態と同様の構成となる箇所については同一符号を付してその説明を省略する
。
本実施の形態においては、図５に示すように、第２流路４ｂを途中で分岐させて２つの
第２上流側容器２に接続している点に特徴を有する。
この構造によると２つの第２上流側容器２から同時に送液を開始できる。
【００３９】
[第六の実施の形態]
次に、本発明の微細流路のバルブ構造の第六の実施の形態について説明する。なお、上
記各実施の形態と同様の構成となる箇所については同一符号を付してその説明を省略する
30

。
本実施の形態においては、図６に示すように、上記第二の実施の形態で示した連鎖型構
造に加えて、下流側容器３を共通化すると共に下流側容器３から別途外力の作用方向の反
対側に屈曲する流路４ｃを設けた点と、第１上流側容器１の体積が下流側容器３の体積よ
り小さく、第１上流側容器１の体積と第２‐１番目の上流側容器の体積とを足し合わせた
ものが、下流側容器３の体積よりも大きくなるようにした点に特徴を有する。
【００４０】
この構造によるとまず第１上流側容器１内の液体が下流側容器３に入り、次に第２‐１
番目の上流側容器内の液体が下流側容器３に入ることにより両液体が混在した状態で別途
設けた流路４ｃから送液される。一旦当該流路４ｃから送液が開始されると、いわゆるサ
イフォン効果により下流側容器３内の液体は継続的に液送され、この時気体排出口６は気

40

体導入口５として働く。第２‐２番目の上流側容器内の液体は第１上流側容器１内の液体
と第２‐１番目の上流側容器内の液体とが混在した状態、あるいは第２‐２番目の上流側
容器内の液体のみが空の状態の下流側容器３に入った後、別途設けた流路４ｃから送液さ
れる。このように、本構造によると複数の液体を混在させた状態で他の容器に送ることが
できる。
【００４１】
[第七の実施の形態]
次に、本発明の微細流路のバルブ構造の第七の実施の形態について説明する。なお、上
記各実施の形態と同様の構成となる箇所については同一符号を付してその説明を省略する
。
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本実施の形態においては、図７に示すように、上記第六の実施の形態で示した構造に加
えて、第２‑２番目の上流側容器からの流路が、第２‐１番目の上流側容器からの流路に
合流する前に別途時間調整用容器７を設けた点に特徴を要する。
【００４２】
この構造によると、第２‐２番目の上流側容器の液体は一旦時間調整用容器７内に入っ
た後、サイフォン効果により下流側容器３に入る。
したがって、当該第２‐２番目の上流側容器内の液体が、第１上流側容器１内の液体と
第２‐１番目の上流側容器内の液体との混合液体に混ざることなく、当該混合液体が下流
側容器３から別途設けた流路４ｃを介して送られた後、下流側容器３に入り、その後送ら
れることになる。このように、本構造によると複数種類の液体の混合液体と、非混合液体

10

とを順に送ることができる。
【００４３】
[第八の実施の形態]
次に、本発明の微細流路のバルブ構造の第八の実施の形態について説明する。なお、上
記各実施の形態と同様の構成となる箇所については同一符号を付してその説明を省略する
。
本実施の形態においては、図８に示すように、第２流路４ｂを３つに分岐させ、各分岐
流路を容器８‐１〜８‐３に繋ぐと共に、各容器に第２‐１〜第２‐３番目の上流側容器
を繋ぎ、各上流側容器に気体導入口を設けた点に特徴を要する。
この構造によると、第１上流側容器１内の送液が終了した後、第２‐１〜第２‐３番目
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の上流側容器から各容器８‐１〜８‐３への送液が同時に行うことができる。この際には
、第１上流側容器１の気体導入口５は気体排出口として機能する。
【００４４】
[第九の実施の形態]
次に、本発明の微細流路のバルブ構造の第九の実施の形態について説明する。なお、上
記各実施の形態と同様の構成となる箇所については同一符号を付してその説明を省略する
。
本実施の形態においては、図９に示すように、第２上流側容器２の長手方向の側部に流
路４ｄを設けた点に特徴を要する。
【００４５】
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この構造において、図９（ａ）に示すように第２上流側容器２内に粒子懸濁液を入れて
おき、外力として遠心力を作用させると、図９（ｂ）に示すように第１上流側容器１内の
送液が終了するまでの所定時間内に、第２上流側容器２内において、遠心力の作用により
液体成分と粒子が分離する。そして、第１上流側容器１内の送液が終了した時点で、図９
（ｃ）に示すように、第２上流側容器２に設けた流路４ｄから液体成分のみを自動的に送
ることができる。
なお、上記各実施の形態においては各容器及び流路を基板表面上に形成したケースにつ
いて説明したが、例えば各容器及び流路を基板表面上に積層する構造にしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
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液体や流路内壁の物性の影響をほとんど受けず、安価且つ簡便な制御機構で動作可能な
微細流路のバルブ構造等であり、産業上の利用可能性を有する。
【符号の説明】
【００４７】
１

第１上流側容器

２

第２上流側容器

３

下流側容器

４

流路

４ａ

第１流路

４ｂ

第２流路

50

(12)
５

気体導入口

６

気体排出口

７

時間調整用容器

８

容器

１０

バルブ構造

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図６】

【図５】

【図７】

【図８】

【図９】
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