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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高温流体と低温流体を隔てるための隔壁型の伝熱体を有する熱交換器において、
　該伝熱体が蛇腹型形状であり、両流体が主として該伝熱体の蛇腹部分の空隙部を稜線方
向又は谷線方向に沿って向流するように構成され、かつ、
　該伝熱体の蛇腹部分の稜線と交わる一端部又は両端部に、一方の流体を該伝熱体の反対
側の蛇腹部分の空隙部に回り込ませるための流体回り込み空間部を有し、
　該流体回り込み空間部を介して反対側に回り込んだ流体が、熱交換すべき他方の流体と
なって熱交換を行う自己熱交換型熱交換器であって、
　該伝熱体の蛇腹部分の空隙部に、該伝熱体とは別個の通気性を有する構造体を少なくと
も１種類以上挟み、該通気性を有する構造体がスぺーサーとしての役割を果たすものであ
り、
　さらに、前記伝熱体として通気性のないものを用い、該伝熱体とスペーサー用構造体と
フィルタークロスとを組み合わせて構成されていることを特徴とする自己熱交換型熱交換
器。
【請求項２】
　該構造体を該伝熱体の流体回り込み部端面からさらに延長して突出させ、その回りにフ
ィルタークロスを蛇腹状に形成したことを特徴とする請求項１記載の自己熱交換型熱交換
器。
【請求項３】
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　伝熱体面の一部を開口し、そこを流体回り込み部分とするか、又は該伝熱体の端部の一
部分を切り取り、そこを流体回り込み部としたことを特徴とする請求項１に記載の自己熱
交換型熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自己熱交換型熱交換器に関し、特にエネルギー消費を節約するための熱工学
分野、及び大気や排ガス浄化を目的とする環境技術分野に適用して好適な技術に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　隔壁型熱交換器の性能を向上させる方法のひとつとして、伝熱体（隔壁）の面積を限ら
れた空間容量の中でできる限り大きくする試みが多くなされている。伝熱体の形状を蛇腹
型とすることはその方法のひとつとして典型的なものである。また、性能を向上する他の
方法として、２つの流体の流れ方向を、伝熱面を挟んで共に同方向に向かう並流、あるい
は互いに反対方向に向かう向流にそろえることも行われている。このような流れを実現す
るため、多管円筒式構造や、多数のプレス成形された伝熱板を重ねたプレート式構造、ス
パイラル形式などの熱交換器が作られている。
【０００３】
　一方、１つの流体について上流と下流の間で熱交換を行うと、余分な熱エネルギーをあ
まり消費することなく、流れの一部分においてだけ温度を変化させることができ、様々な
化学反応や熱処理プロセスにおける熱エネルギーロスを小さくすることができる。さらに
、このような自己熱交換器と触媒あるいはバーナー燃焼を一体化したものとして、スパイ
ラル型構造の自己熱交換器を利用した方式（文献：第３９回燃焼シンポジウム、発表番号
Ｃ１４５、平成１３年１１月２１日～１１月２３日、横浜（非特許文献１））、回転蓄熱
型熱交換器を利用した方式（「燃料消費５０％削減、エネルギー環境設計ガスバーナー」
日経産業新聞、平成１４年６月２５日（非特許文献２））、流路方向を一定時間ごとに切
り替える蓄熱室式熱交換器を利用した方式（特開２００１－３４９５２４号公報（特許文
献１）、文献：第３９回燃焼シンポジウム、発表番号Ｃ１４４、平成１３年１１月２１日
～１１月２３日、横浜（非特許文献３））などが知られている。
【０００４】
　しかしながら、これら各種方式の熱交換器は、依然、熱交換面積が十分ではなく、製作
も複雑であるという難点があった。また、熱交換効率やエネルギー消費の点でも改善の余
地があった。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３４９５２４号公報
【非特許文献１】第３９回燃焼シンポジウム、発表番号Ｃ１４５、平成１３年１１月２１
日～１１月２３日、横浜
【非特許文献２】回転蓄熱型熱交換器を利用した方式（「燃料消費５０％削減、エネルギ
ー環境設計ガスバーナー」日経産業新聞、平成１４年６月２５日
【非特許文献３】第３９回燃焼シンポジウム、発表番号Ｃ１４４、平成１３年１１月２１
日～１１月２３日、横浜
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、限られた容量の中でよ
り大きな伝熱面積が得られ、かつ、製作が比較的容易であり、熱交換効率の飛躍的な向上
をもたらすことができる自己熱交換型熱交換器を提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明によれば、上記課題は下記の技術的手段により解決される。
（１）高温流体と低温流体を隔てるための隔壁型の伝熱体を有する熱交換器において、
　該伝熱体が蛇腹型形状であり、両流体が主として該伝熱体の蛇腹部分の空隙部を稜線方
向又は谷線方向に沿って向流するように構成され、かつ、
　該伝熱体の蛇腹部分の稜線と交わる一端部又は両端部に、一方の流体を該伝熱体の反対
側の蛇腹部分の空隙部に回り込ませるための流体回り込み空間部を有し、
　該流体回り込み空間部を介して反対側に回り込んだ流体が、熱交換すべき他方の流体と
なって熱交換を行う自己熱交換型熱交換器であって、
　該伝熱体の蛇腹部分の空隙部に、該伝熱体とは別個の通気性を有する構造体を少なくと
も１種類以上挟み、該通気性を有する構造体がスぺーサーとしての役割を果たすものであ
り、
　さらに、前記伝熱体として通気性のないものを用い、該伝熱体とスペーサー用構造体と
フィルタークロスとを組み合わせて構成されていることを特徴とする自己熱交換型熱交換
器。
（２）該構造体を該伝熱体の流体回り込み部端面からさらに延長して突出させ、その回り
にフィルタークロスを蛇腹状に形成したことを特徴とする前記（１）に記載の自己熱交換
型熱交換器。
（３）伝熱体面の一部を開口し、そこを流体回り込み部分とするか、又は該伝熱体の端部
の一部分を切り取り、そこを流体回り込み部としたことを特徴とする前記（１）に記載の
自己熱交換型熱交換器。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、限られた容量の中で熱交換面が大きくかつ製作が比較的容易で、熱交
換効率が飛躍的に向上した自己熱交換型熱交換器であって、フィルタートラップ機能を備
えた自己熱交換器として機能するものが得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を参考例及び好ましい実施例に基づいて説明する。
【００１０】
（第１参考例）
　図１に第１参考例に係る熱交換器を立体透視斜視図で示す。
　本参考例の熱交換器は、蛇腹型伝熱体（ＢＦ）を有する。この蛇腹型伝熱体（ＢＦ）は
、高温流体１と低温流体２又は２’を隔てる隔壁が蛇腹型（ベローズ型あるいはアコーデ
ィオン型）構造となっている。蛇腹型伝熱体（ＢＦ）の蛇腹部分の稜線と交わる両端面（
Ａ及びＡ’）は、当該熱交換器の上下部壁とシール材（図示せず）等を介して密着させる
ことによりシールされている。また、蛇腹部分の稜線と平行な伝熱体（ＢＦ）の両端部（
ａ及びａ’）は、当該熱交換器の両側面を構成する側壁（Ｃ、Ｃ’）と溶接あるいはシー
ル材（図示せず）を介して密着させることによりシールされている。また、伝熱体（ＢＦ
）の稜線と相対する熱交換器の前後側面（Ｂ及びＢ’）については、伝熱体（ＢＦ）の稜
線部と容器側面（Ｂ及びＢ’）の間隔が蛇腹のピッチに比べて充分小さくなっており、さ
らに２流体の出入り口（Ｄ，Ｄ’、Ｅ，Ｅ’）が、伝熱体（ＢＦ）の稜線と相対する前後
側面（Ｂ及びＢ’）の上下両端近くに設けられている。
【００１１】
　上記のような構造をとることにより、前面及び背面の入り口から入った温度の異なる２
つの流体が、蛇腹型伝熱体（ＢＦ）を隔ててそれぞれの空隙部を蛇腹の稜線方向に、互い
に並流（流れ１及び２）あるいは向流（１及び２’）することが実現できる。また、伝熱
体を蛇腹型構造とすることにより、限られた容量の中で大きな伝熱面積が得られる。また
、蛇腹型伝熱体はその製作が比較的容易であり、熱交換効率が飛躍的に向上する。
【００１２】
　伝熱体（ＢＦ）の断面形状としてここでは三角波型を例示したが、これに限定されるも
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のではなく、波型や稜線部だけ半円形になった平板型でもよい。また、伝熱体（ＢＦ）と
しては、箔状ステンレスを折り曲げて形づくったものや、焼成前の板状のセラミック材を
蛇腹型に成形した後に焼成したものでもよい。また、外部からの圧縮力による蛇腹型伝熱
体の破損や変形を防ぐ方法として、上記の箔状ステンレスや焼成前の板状セラミック表面
に凹凸をつけたり、波形に加工した板をその波の稜線と垂直あるいは平行でない方向で折
り曲げて蛇腹型として、隣り合う蛇腹面が互いに接するようにすればよい。
【００１３】
　図２（ａ）は、図１で示した構造を流体１の出入り口側から見た正面透視図である。Ｄ
、Ｅは図１と同じ流体１の出入り口である。それぞれの裏側に流体２の出入り口Ｄ’、Ｅ
’が設けられている。また、ｂ、ｂ’は、それぞれ正面から見た蛇腹型伝熱体（ＢＦ）の
稜線及び谷線である。蛇腹型伝熱体（ＢＦ）の全体形状についても、ここで示したような
直方体に限定されず、たとえば図２（ｂ）に示すように、流体の流入出部分を扇子のよう
に広げて、この部分の流通抵抗を小さくする形としてもよい。また、図２（ｃ）に示すよ
うに蛇腹型伝熱体全体を扇子型としてもよい。このようにすることにより流体の流速を流
れに沿って変化させることができ、より効率的な熱交換を達成できる場合もある。
【００１４】
　さらに、図２（ｃ）の形状を円周方向に一周させた図３のような形態とすることもでき
る。この場合、稜線と平行な伝熱体（ＢＦ）の端部を互いに溶接あるいはシール材を介し
て密着させるなどの手段によりシールする。図３中の各記号は図１と対応した各部分を示
している。Ｄ，Ｅ，Ｄ’，Ｅ’は図１と同様に、それぞれ流体１，２（２’）の出入り口
であり、流体２の方向を変えることにより並流（２）にも向流（２’）にもなる。この構
造では、外内筒面Ａ、Ａ’でのシールが必要である。ただし、このような円筒状とするこ
とにより蛇腹の稜線と平行な両端部（図１のａ及びａ’）は消失する。面Ｂ及びＢ’につ
いては図１の場合と同じく、伝熱（ＢＦ）の稜線部と容器側面の間隔が蛇腹のピッチに比
べて充分小さければよく、シールの必要はない。
【００１５】
　また、同じく円筒状であるが、蛇腹型伝熱体を図４に示すように配置した構造も可能で
ある。図４中の各記号も図１と対応した各部分を示している。この場合、伝熱体（ＢＦ）
は外筒Ｂと内筒Ｂ’に挟まれた空間内に置かれる。伝熱体（ＢＦ）の稜線と垂直な端面（
Ａ及びＡ’）において、それぞれの容器面と伝熱体（ＢＦ）とをシール材を介して密着さ
せるなどの手段によりシールする。また、伝熱体（ＢＦ）の稜線と平行する両端部につい
ては、互いに完全に密着させるか溶接して、流体が伝熱体（ＢＦ）の反対面にリークしな
いようにシールする必要はあるが、図３の構造の場合と同様に、この部分での容器壁との
シール部は消失し、不要になる。一方、Ｂ，Ｂ’面においては、図１の場合と同様に、伝
熱体（ＢＦ）の稜線と各面との距離がそれぞれの面における蛇腹のピッチより充分小さけ
ればよく、シールの必要はない。
【００１６】
（第２参考例）
　第２参考例に係る熱交換器を図５に示す。本参考例の熱交換器は、図１の構造を持つ２
流体用の隔壁型熱交換器において、蛇腹型伝熱体（ＢＦ）を挟んで互いに反対側にある一
対の流体の出入り口（Ｄ、Ｄ’、Ｅ，Ｅ’）の代わりにＤを入り口、Ｄ’を出口とし、さ
らに、伝熱体（ＢＦ）の一方の端部（Ａ’）を密着シールするのではなく、入り口（Ｄ）
から入った流体を伝熱体（ＢＦ）の反対面側に回り込ませるための流体回り込み空間部（
Ｆ）を設けたことを特徴とするものである。それ以外の構成は第１実施例と同様である。
【００１７】
　このような構造をとることにより、ひとつの流体がその上流と下流で蛇腹型伝熱体（Ｂ
Ｆ）を挟んで互いに向流する自己熱交換型の熱交換器となる。また、同様の変形を施すこ
とにより、図２、３、４のいずれの熱交換器についても、対応する自己熱交換器とするこ
とができる。
【００１８】
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　本参考例の熱交換器は、第１参考例の作用効果に加え、多管円筒式に代表される従来型
の熱交換器構造を利用した自己熱交換器に比べて配管及び流体をシールするための構造が
大幅に簡略化され、さらに蛇腹の数を増加させても全体及びシール構造が全く複雑になら
ない利点を持ち、熱交換効率がきわめて高い自己熱交換器を得ることができる。
【００１９】
　図６（ａ）は図５の自己熱交換器の構造を正面透視図としたものである。図中ｂは稜線
、ｂ’は谷線（反対側の蛇腹部分の稜線に対応）を示す。
　第２参考例においては、温度が極値となる流体回り込み空間部（Ｆ）は必ずしも１カ所
である必要はなく、図６（ｂ）のように、伝熱体（ＢＦ）の稜線方向の中央部に流体出入
り口（Ｄ，Ｄ’）を設けることにより、入り口（Ｄ）から流入した流体が上下方向に分流
し、それぞれ伝熱体（ＢＦ）の異なる端面に隣接した空間部（Ｆ，Ｆ’）で回り込んだ後
、合流して出口（Ｄ’）から出るようにしてもよい。このようにすることにより、面（Ａ
）における伝熱体（ＢＦ）と容器壁との間のシールが不要になる。
【００２０】
　さらに、図６（ｃ）は、図６（ｂ）のような中央部に出入り口を持ち流体が分流する自
己熱交換器について、蛇腹型伝熱体（ＢＦ）を稜線方向に沿って細長い直方体の全体形状
とし、さらに円環状にして、稜線と交わる伝熱体（ＢＦ）の両端部が同じ流体回り込み空
間部（Ｆ）を共有する形としたものである。この変形例では、温度が極値となる空間部（
Ｆ）を一カ所にしつつ、蛇腹部分の端面におけるシールが不要になる利点がある。
【００２１】
（第３参考例）
　以下図５に示す構造の自己熱交換器をベースとした反応器について説明する。
　図７に示す反応器は、図５に示す自己熱交換器をベースとし、流体回り込み空間部（Ｆ
）に発熱体（ヒータ）あるいは吸熱体（Ｇ）を組み込んだ、自己熱交換器と一体化した反
応器である。このような構造の反応器では、温度の低い（高い）流入流体と、最高（最低
）温度となる空間部（Ｆ）を経て加熱（冷却）された流出流体との間で伝熱することによ
り、空間部（Ｆ）でかなりの高温（低温）になっても、入り口（Ｄ）に対する出口（Ｄ’
）での温度はそれほど高く（低く）ならない（例えばＤ，Ｆ，Ｄ’における温度がそれぞ
れ２０℃、７００℃、９０℃）。このような構造のものは、流体を熱反応させるため加熱
する必要はあるが再び取り出すときの温度はなるべく変化させたくないとき、加熱のため
のエネルギー（電力）を小さくできる反応器として利用できる。従って、化学反応装置全
般への応用が期待できる。
【００２２】
＜第３参考例の性能の理論的見積もり＞
　図７に示す第３参考例の自己熱交換型反応器の性能を概略的に見積もる。該伝熱体（Ｂ
Ｆ）の蛇腹形の稜線部（あるいは谷部）の折り曲げ形状が半円形となっており各伝熱面が
互いに平行であるとすると、この場合の熱伝導は平行平板を挟んだ異なる流体間での熱伝
導とみなすことができる。蛇腹面の総面積がＡ（ｍ２）、この伝熱面を挟んだ高温流体か
ら低温流体への熱通過率がＫ（Ｗ／ｍ２・Ｋ）、隣合う蛇腹面の面間隔がｄ（ｍ）である
とする。面間隔ｄ＝１０－３（＝１ｍｍ）程度の場合、この反応器内での流体の流速が１
ｍ／ｓオーダーにおける流れは層流となることが予想される。平行平板間を流れる層流で
は、壁面と高温、低温各流体との間の熱通過率ｈ（Ｗ／ｍ２・Ｋ）は、熱流束一定という
条件（向流の自己熱交換形反応器はこの条件で近似できる）の下では、
　ｈ＝１４０／１７×λ／Ｄ
で与えられる。ここで、係数１４０／１７は通常Ｎｕｓｓｅｌｔ数と呼ばれる無次元数で
あり、与えられた条件では解析的に決められる値である。λは流体の熱伝導率（Ｗ／ｍ・
Ｋ）、Ｄは代表長さと呼ばれる寸法で、平行平板の場合は
　Ｄ＝２ｄ
である。また、
　Ｋ＝１／２ｈ
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となる。これらの式をまとめると、結局
　Ｋ＝３５／１７×λ／ｄ
となる。さて図７において、発熱体を使用する場合を仮定し、その発熱量を仮にＱ（Ｗ）
、流体の熱容量流量（温度依存性がないものとする）をμＣｐ（Ｊ／Ｋ・ｓ）とし、熱交
換体は理想的に断熱されて排熱以外の放熱は全くないものとすると、流体の入口温度Ｔｉ

と出口温度Ｔｏの関係は、
　Ｔｏ－Ｔｉ＝Ｑ／（μＣｐ）
となる。ただし、ここでμは流体の質量流量（ｋｇ／ｓ）を、Ｃｐは流体の定圧比熱（Ｊ
／ｋｇ・Ｋ）を表す。また、流体回り込み部（Ｆ）に流入する流体温度Ｔｒｉと流体回り
込み部（Ｆ）から流出する流体温度Ｔｒｏの間にも
　Ｔｒｏ－Ｔｒｉ＝Ｑ／（μＣｐ）
が成り立つ。ここで、どれだけの割合の熱が高温側流体から低温側流体に移動されたかを
意味する熱交換率φを、
　φ＝（Ｔｒｏ－Ｔｏ）／（Ｔｒｏ－Ｔｉ）
と定義すると、
　φ＝（Ｔｒｏ－Ｔｏ）／（Ｔｒｏ－Ｔｏ＋Ｔｏ－Ｔｉ）＝（Ｔｒｏ－Ｔｏ）／（Ｔｒｏ

－Ｔｏ＋Ｑ／（μＣｐ））
となり、さらに、
　μＣｐ（Ｔｒｏ－Ｔｏ）＝ＫＡ（Ｔｏ－Ｔｉ）＝３５／１７×λ／ｄ・Ａ・Ｑ／（μＣ

ｐ）
より、
　φ＝（３５／１７×λ／ｄ・Ａ）／（μＣｐ＋（３５／１７×λ／ｄ・Ａ））・・・・
・（１）
となる。
【００２３】
　（１）式を用いて、長さ１６００ｍｍ、幅２００ｍｍ（すなわちＡ＝０．３２ｍ２）の
長方形薄板を４０ｍｍ間隔ごとに４０面に折り曲げ、隣り合う面間隔を１ｍｍ（＝ｄ）と
した蛇腹型伝熱体（ＢＦ）について、流入流体として２０℃空気（密度ρ＝１．１６６ｋ
ｇ／ｍ３、定圧比熱Ｃｐ＝１００５Ｊ／ｋｇ・Ｋ）、熱交換器の作動条件が２０℃付近で
λ（＝０．０２５７Ｗ／ｍ・Ｋ）が一定と仮定した場合の、空気流速ｖ（Ｌ／ｓ）と熱交
換率φの関係を求めた結果を表１に示す。なお、この場合μは、
　μ＝ρｖ×１０－３・・・・・・（２）
として算出した。
【００２４】
【表１】

【００２５】
　蛇腹形に成形したこの熱交換体の体積Ｖは、約０．３２Ｌに過ぎない。従ってｖ＝１Ｌ
／ｓのときの空間速度は３６００ｖ／Ｖ＝１１２５０ｈ－１となる。このような高い空間
速度においても、計算の際に仮定したように伝熱体（ＢＦ）を完全に平行平板型に折り曲
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げることができれば、熱交換率９３．５％というきわめて高い性能を発揮することが予想
される。同様にさらに高空間速度のｖ＝２Ｌ／ｓ（ＳＶ＝２２５００ｈ－１）、３Ｌ／ｓ
（ＳＶ＝３３７５０ｈ－１）でも、それぞれ８７．８％、８２．８％という高い熱交換率
が得られる。
【００２６】
＜第３参考例の性能検証実験＞
　次に、上記の計算例と同寸法の反応器を試作（１号器）して性能を調べた結果を表２に
示す。伝熱体材料としては厚さ０．０３ｍｍのステンレス箔を用いた。また、発熱体とし
て流体回り込み部（Ｆ）にカンタル線を設け、通電により約５０Ｗ発熱させた。ｖ＝１，
　２，　３Ｌ／ｓにてそれぞれ７８，　６９，　６８％の熱交換性能が得られた。
【００２７】
【表２】

【００２８】
（第４参考例）
　図８に第４参考例に係る反応器を示す。この反応器は、図７で説明した反応器における
加熱を流体内に含まれる反応成分の触媒反応で行うものである。この反応器は、図５の構
造を持つ自己熱交換器において、伝熱体（ＢＦ）の全表面、あるいは流体が回り込む端面
に近い表面に触媒（Ｈ）を担持させ、自己熱交換器と一体化した触媒反応器である。この
反応器では、熱交換率の高い蛇腹型伝熱面を持つ自己熱交換構造とモノリス型触媒担体構
造を一体化させることにより、図７の場合と同様に、反応流体の温度を結果的にそれほど
上昇させることなく反応器内部で触媒反応に十分な温度が得られ（例えばＤ，Ｆ，Ｄ’に
おける温度がそれぞれ２０℃、３００℃、５０℃）、高効率で省エネルギー的な反応を実
現することができる。
【００２９】
＜第４参考例の性能検証実験＞
　第４参考例の自己熱交換型触媒反応器の性能を実際に検証するため、伝熱体として厚さ
０．０３ｍｍ、幅２００ｍｍ、長さ２７２０ｍｍのステンレス箔を長手方向に対して直角
に４０ｍｍ間隔で計６８面に折り曲げ、全体形状として約４０×４０×２００ｍｍの、図
５に示すような直方体の蛇腹形伝熱体を作製した。この時の折り曲げられた伝熱体の隣り
合う面間隔は約０．５９ｍｍであった。さらに、この伝熱体の流体が回り込む側の端面か
ら流体出入口方向へ幅約４０ｍｍの範囲にアルミナ担持白金触媒をコーティングした後、
厚さ０．６ｍｍのステンレス板製の直方体容器に収めた。この容器には図５のＤ、Ｄ’に
相当する出入り口を設け、低濃度の揮発性有機成分（ＶＯＣ）を含む空気を流通させた。
この試作２号器について、各ＶＯＣの除去性能と熱交換性能結果を表３に示す。室温空気
に含まれる濃度０．３％以下のこれらＶＯＣを、着火の際を除き外部からの補助的な熱を
加えることなく、それ自身の酸化によって生ずる熱だけで、すなわち自己酸化的に９０％
以上分解し続けることができた。トルエンに関しては、流量１．１Ｌ／ｓ（ＳＶ＝１２４
００ｈ－１）という比較的高空間速度でも、濃度約０．１％のトルエンを約９４％の除去
率でＣＯ２とＨ２Ｏに完全分解した。
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【００３０】
【表３】

【００３１】
　塗装工場などでは、トルエン、キシレンなどの揮発性有機成分（いわゆるＶＯＣ、ｖｏ
ｌａｔｉｌｅ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）による空気汚染が問題になってい
る。ところが、本反応器を用いれば、例えばトルエンを０．１％含む空気を付加的な加熱
エネルギーを要することなく、白金触媒などの酸化触媒を用いることにより、トルエンの
触媒燃焼で生じた熱のみを利用することにより反応温度を維持して酸化分解することがで
きる。すなわち、本反応器は、空気中の低濃度揮発性有機汚染物質を処理する装置などへ
の応用が期待できる。
【００３２】
（第５参考例）
　図９に第５参考例に係る反応器を示す。この反応器は、図５の構造の自己熱交換器にお
いて、伝熱体（ＢＦ）に蓄熱性を持たせ、さらに伝熱体（ＢＦ）の全表面、あるいは流体
の入出口に近い側の領域表面に、流体に含まれる反応成分を反応させる触媒（Ｈ）を担持
させるとともに、伝熱体（ＢＦ）の全表面、あるいは流体が回り込む伝熱体（ＢＦ）の端
面側に近い領域表面に、反応成分を低温で吸着し高温で脱離させる吸着剤（Ｉ）を担持さ
せた構造となっている。
【００３３】
　本反応器によれば、流体温度がしだいに上昇する過渡的な反応条件において、温度が低
いうちは、吸着剤（Ｉ）に反応成分を吸着させることにより捕捉しておく。流体温度が上
昇するにつれ、伝熱体（ＢＦ）の入出口に近い部分から加熱されるが、流体が回り込む側
部分の加熱は伝熱体（ＢＦ）の蓄熱性により、これよりかなり遅れる。このため、加熱が
伝熱体（ＢＦ）全体に行き渡って、いったん吸着した反応成分が脱離する頃には、流体出
口付近の温度はさらに高くなって触媒反応が起こる条件が達成されているので、反応成分
が高効率で分解され、排出側に出ることがない。このような構造の反応器は、エンジン始
動時に出やすく、また、排ガス温度が低いために従来の触媒コンバータでは処理しにくい
、エンジン始動時に排出される炭化水素を処理するための自動車排ガスコンバータとして
好適である。
【００３４】
（第６参考例）
　図１０に第６参考例に係る反応器を示す。この反応器は、図７の構造の発熱体（Ｇ）を
備えた自己熱交換器と一体化した反応器において、微粒子を捕捉できるフィルター（Ｊ）
を、流体が回り込む伝熱体（ＢＦ）の端面に密着させた構造となっている。
【００３５】
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　本反応器によれば、温度が最も高くなる空間部（Ｆ）にフィルター（Ｊ）を配置するこ
とにより、高温にすると分解できる炭素や高沸点有機成分からなる微粒子などを、流体の
入出口温度をそれほど上昇させず熱エネルギーをそれほどかけなくても処理できる自己再
生型フィルタートラップとなる。ディーゼルエンジン排ガス中の粒子状物質（ＰＭ）、と
りわけその中の固体炭素分（すす）は６００℃以上にならないと速やかに酸化除去できな
い。従来では、排ガス温度を間欠的にここまで上昇させてフィルターに捕捉された（ＰＭ
）を酸化し、フィルター再生する技術があったが、これに必要なエネルギー（燃料）がか
なりのものとなっていた。ところが、本反応器によれば、それほどエネルギーをかけるこ
となく、ＰＭ酸化が速やかに起こる温度を得ることができる利点がある。本反応器では、
フィルター（Ｊ）に、ＭｏやＶなどを含むＰＭ酸化用触媒を担持しておけば、到達すべき
温度を５００℃や４００℃などへと下げることも可能であり、エネルギー損失をさらに小
さくすることも可能である。本反応器は、自己再生型のディーゼルパーティキュレートフ
ィルターとしての応用が可能である。
【００３６】
（第７参考例）
　図１１に第７参考例に係る反応器を示す。この反応器は、図１０で説明した自己再生型
フィルタートラップにおいて、発熱体（Ｇ）を設ける代わりに、その加熱を触媒反応で行
う構造となっている。すなわち、本反応器は、伝熱体（ＢＦ）の流体が回り込む側の端面
に、微粒子を補足、除去するためのフィルター（Ｊ）を設けている。
【００３７】
　本反応器によれば、流体に触媒反応成分を必要なだけ添加することにより、フィルター
（Ｊ）における温度を必要なまでに高めることができる。本反応器は、図１０の場合と同
じく、ディーゼルエンジン排ガス中のＰＭを処理する自己再生型フィルタートラップとし
て使用できる。加熱を燃料の触媒酸化で行うことにより、発熱体を介するよりも熱エネル
ギー利用効率が高いので、より実用的なものである。本反応器も、自己再生型のディーゼ
ルパーティキュレートフィルターとしての応用が可能である。
【００３８】
（第８参考例）
　図１２に第８参考例に係る反応器を示す。この反応器は、図５の構造の自己熱交換器に
おいて、伝熱体（ＢＦ）としてフィルター機能を有する多孔性材料（Ｋ）を用いるととも
に、伝熱体（ＢＦ）の流体が回り込む端部の空間部（Ｆ）をなくし、伝熱体（ＢＦ）と面
（Ａ’）との間をシールした構造としたものである。
【００３９】
　この構造の反応器では、入り口（Ｄ）から入った流体は伝熱体壁を通過して反対面に出
て、出口（Ｄ’）より排出される。その間に、流体中に浮遊する微粒子が伝熱体面に捕捉
される。本反応器では、伝熱体（ＢＦ）に触媒酸化反応を促す触媒を担持させ、さらにそ
の反応成分を本反応器に入る手前で流体に添加することにより、図８あるいは図１１の場
合と同様に、触媒反応によって生じた熱により伝熱体兼フィルター自体が加熱される。さ
らに図５と同様の自己熱交換型流路構造により伝熱体下部ほど温度が高くなり、微粒子の
分解除去がある領域より下部で実現する。フィルター再生度（流体の透過のしやすさ）は
、本反応器前後の差圧を測るなどの手段により把握し、必要なレベルに達するまで当反応
器の加熱度を調節すればよい。
【００４０】
　また、本反応器によれば、従来多用されている交互封じ型の微粒子フィルター（図１３
、Ｌはフィルター機能を有する多孔質壁、Ｍはハニカム構造の流路出入り口を交互に塞ぐ
目封じ材）と同程度のフィルター面積密度を得ることも可能であり、さらに自己熱交換能
を有するので熱エネルギーの無駄の少ないフィルター再生を行うことが可能である。本反
応器も、自己再生型のディーゼルパーティキュレートフィルターとしての応用が可能であ
る。
【００４１】
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（第９参考例）
　次に、図５に示す構造の自己熱交換器をベースとした輻射ヒータについて説明する。図
１４は第９参考例に係る輻射ヒータを示す。この輻射ヒータは、図５の自己熱交換器にお
いて、流体が回り込む空間部（Ｆ）に燃焼バーナー（Ｎ）と、空間部（Ｆ）と外部とを仕
切る壁の一部分に熱伝導度及び熱輻射率が高い熱輻射板（Ｐ）を備えた構造となっている
。本輻射ヒータでは、流体としては、燃料（Ｏ）と反応する空気など燃焼用酸化剤を含む
気体を使う。
【００４２】
　このような構造によれば、燃焼排ガスが持っている熱を温度の低い流入気体に伝達する
ことにより、燃焼排ガスに捨てる熱エネルギーの少ない高効率の輻射ヒータとすることが
できる。本輻射ヒータは、燃焼排ガスへの熱エネルギー損失が少ない省エネ的なガス燃焼
加熱器としての応用が可能である。
【００４３】
（第１０参考例）
　図１５に第１０参考例に係る輻射ヒータを示す。この輻射ヒータは、図８の自己熱交換
器と一体化した触媒反応器を用いた輻射ヒータであって、流体が回り込む空間部（Ｆ）と
外部とを仕切る壁の一部分に熱伝導度及び熱輻射率が高い熱輻射板（Ｐ）を備えた構造と
なっている。本輻射ヒータでは、流体としては、該触媒の作用により発熱反応する反応成
分を含むものを使い、通常は、触媒として白金などの酸化触媒を、流体として炭化水素と
空気の混合気を用いればよい。
【００４４】
　このような構造によれば、触媒反応で生じた流体によって運ばれる排熱の大部分を温度
の低い流入流体に伝達することにより、流体に捨てる排熱エネルギーの少ない高効率の輻
射ヒータとすることができる。本輻射ヒータも、燃焼排ガスへの熱エネルギー損失が少な
い省エネ的なガス燃焼加熱器としての応用が可能である。
【００４５】
　以上参考例を述べたが、次にさらにこれらの参考例を変形したいくつかの例について述
べる。
【００４６】
（第１１参考例）
　この第１１参考例は、前記第２参考例において、伝熱体（ＢＦ）の蛇腹部分の空隙部に
、該伝熱体（ＢＦ）とは別個の通気性を有する構造体を少なくとも１種類以上挟んだもの
である。そして、この構造体をスペーサーの役割を果たすようにしたものである。
　図１６は、該構造体として、蛇腹形伝熱体（ＢＦ）の一つの折り曲げ面とほぼ同形状の
ステンレス金網片（ｍ，ｍ’）を用い、これらを蛇腹形伝熱体（ＢＦ）のすべての空隙部
に挟んだものである。このような構造体を挟むことにより、伝熱面間隔が一様になる、蛇
腹形伝熱体（ＢＦ）の空隙部における熱輻射が遮られて流路方向の断熱性が増す、その一
方で隣合う伝熱面間で該構造体を通しての伝熱性が高まり流路と直角方向の温度が均一化
する、蛇腹形伝熱体（ＢＦ）の構造体としての機械的強度が増す、などの効果が得られ、
熱交換性能や耐久性を向上させることができる。通気性を良くして熱交換器での圧損を小
さくするためには、なるべく開口率の大きい、すなわち網に用いるワイヤー線の直径に対
して網目間隔（開口率）が大きいものを使用することが望ましい。また、網目の方向とし
ては、図１６に示すように伝熱体（ＢＦ）の稜線（あるいは谷線）に対して正方としても
、図１７（ａ）に示すように斜方としてもよい。また、端部にワイヤー線の切断面がある
金網片ではなく、図１７（ｂ）に示すように、ワイヤー線をループ型に折り曲げて金網状
に加工したものを使用すれば、伝熱体（ＢＦ）や以下に示すフィルター材などがワイヤー
端部で損傷することを防ぐことができる。
【００４７】
　次に、上記第１１参考例の実証結果の一例を示す。表４は、試作１号器と同寸法、すな
わち厚さ０．０３ｍｍ、長さ１６００ｍｍ、幅２００ｍｍのステンレス箔を長さ方向に対
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して直角に４０ｍｍごとに４０面に折り曲げた蛇腹形伝熱体（ＢＦ）について、流体回り
込み側近傍の幅約１００ｍｍの両表面にアルミナ担持白金触媒を担持し、さらに、線径０
．４５ｍｍ、８メッシュの平織ステンレス金網（開口率７３．９％）を網目方向を正方と
して４０×１７５ｍｍの長方形にカットした構造体３９枚を蛇腹形の空隙部に挟んだ自己
熱交換型触媒反応器（試作３号器）の性能を示したものである。この場合の空隙部間隔は
約１ｍｍとなった。いずれのＶＯＣについても、表４に示した反応条件において自己酸化
的に反応が継続した。表３の結果と比べて明らかなように、伝熱体面積が２／３程度であ
るにもかかわらず熱交換率は同流速条件で１０％以上も向上した。トルエンの場合、流速
０．６４Ｌ／ｓの流速条件で熱交換率は９２％にまで達している。これに伴って触媒燃焼
を自己酸化的に継続できるＶＯＣ濃度が著しく小さくなり、同流速条件のトルエンでは、
０．０２３％という低濃度でも反応が進行している。また、ＶＯＣ除去率も試作２号器と
比べて全般的に格段に向上している。たとえば、流速２．９２Ｌ／ｓという高空間速度（
＝３２８００ｈ－１）でも、０．０６％のトルエンが自己酸化的に９９％の除去率でＣＯ

２とＨ２Ｏに完全分解した。
【００４８】
【表４】

【００４９】
（第１２参考例）
　この第１２参考例は、前記第８参考例において、フィルター機能を持つ材料をスペーサ
ー用構造体を用いて蛇腹形伝熱体（ＢＦ）に形成したものである。
　伝熱体空隙部にスペーサーとしての構造体を挟む本参考例によれば、これまで伝熱体と
して使用しにくいと思われていた構造的強度の弱い材料も蛇腹形伝熱体（ＢＦ）として使
用することが可能になる。図１８は、ディーゼルエンジンから排出される粒子状物質など
の燃焼性微粒子を補足する機能を持つ耐熱性フィルタークロス（ＦＣ）を該構造体（ｍ，
ｍ’）と組み合わせて蛇腹形伝熱体（ＢＦ）として利用したもの（自己熱交換器型フィル
タートラップ）である。フィルタークロス（ＦＣ）の一端を折り畳んで厚みを増し（図１
８（ａ）のＲの部分）、さらに蛇腹状に折った上で横方向から圧縮することにより、フィ
ルタークロス（ＦＣ）の一方の面側の空隙部が蛇腹状の長手方向の一端でフィルタークロ
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ス（ＦＣ）自身により閉じられる。これを流路出入り口を持つ直方体容器に収め、フィル
ターを折り返さない方の端面を適当なシール材（図１８（ｂ）のｓ）で塞ぐとともに、フ
ィルタークロス（ＦＣ）の折り畳み部（Ｒ）が外側に折り返された部分と熱交換器容器と
の間についても密着あるいは適当なシール材（図示せず）を用いて塞ぐことにより、自己
熱交換型フィルタートラップとなる。すなわち、図１８（ｂ）はこの構造体の正面透視図
であるが、図の正面側入り口（Ｄ）から入った燃焼性微粒子を含む流体（典型的には燃焼
排ガス）は、スぺーサー（ｍ）が配置されている正面側空隙部を下方に移動しつつ微粒子
があまり捕捉されていない通気性の高い部分でフィルタークロス（ＦＣ）を透過し、スぺ
ーサー（ｍ’）が配置されている背面側空隙部を上方に流れて、背面側出口（Ｄ’）より
排出される。この間、往路側と復路側の間で自己熱交換がなされる。
【００５０】
　さらに、図１９（ａ）は、図１８（ａ）と同様のフィルタークロス（ＦＣ）の一端を折
り畳んで厚みを持たせるだけでなく、他端部も反対側に折り畳んで厚みを持たせた後、ス
ぺーサー（ｍ：正面側に配置、ｍ’：背面側に配置）を用いて蛇腹形とした自己熱交換器
型フィルタートラップの正面透視図である。このようにすると蛇腹形の空隙部の両端が交
互に目封じされる。その結果、図１８（ｂ）で示したシール材（ｓ）が不要となり、自己
熱交換型フィルタートラップとしての構造が簡略化できる。また、この交互目封じした蛇
腹形伝熱体（ＢＦ）では、図１９（ｂ）に示すように、流体入り口（Ｄ）をこれまでのよ
うに正面側でなく、上方に持ってくることも可能である。なお出口（Ｄ’）は、図１９（
ａ）と同じく背面側にある。入り口をこの位置とすることにより、流体が蛇腹形伝熱体（
ＢＦ）の複数の往路空隙部に均等に流入しやすくなるので、熱交換性能や微粒子捕捉機能
が向上する。もちろんこの場合、流路方向を反対向きとすることも可能である。
【００５１】
（第１３参考例）
　この第１３参考例は、前記第２参考例において、該伝熱体（ＢＦ）の蛇腹部分の空隙部
に、触媒、吸着材、蓄熱材、フィルター材などの機能性材料を挟んだものである。
　前記参考例４、５、８では、触媒、吸着材、蓄熱材はいずれも伝熱体（ＢＦ）と兼用か
伝熱体（ＢＦ）に直接担持されているものとしたが、この第１３参考例は、これらの機能
性材料を伝熱体（ＢＦ）とは別個に、伝熱体空隙部に挟んだものである。
【００５２】
　本第１３参考例の第一は、第１１参考例で用いたスぺーサー用構造体に触媒、吸着材、
蓄熱材などの機能性材料を担持したものである。
　また、本第１３参考例の第二は、スぺーサーとしての役割と機能性材料を兼用する構造
体を用いたものである。例えば粒径がほぼ一定で、適当な機械的強度を有するペレット型
触媒を空隙部に一層分そろえて充填するなどの手法を利用することができる。
　また、本第１３参考例の第三は、スぺーサー用構造体に加えて機能性材料を挟んだもの
がある。
【００５３】
　ここで、本第１３参考例の第三の一例を図２０に示す。この例は、図１６で示したのと
同様のスペーサー（ｍ：往路側、及びｍ’：復路側）を挟んだ蛇腹形伝熱体（ＢＦ）につ
いて、流体が回り込む端部近傍を示したものである。この付近において、伝熱体（ＢＦ）
とスペーサー（ｍ’）の間に、触媒等の機能性材料を担持した帯状の耐熱性クロス（ＣＬ
）をさらに挟み込んだ配置を示している。このように伝熱体（ＢＦ）と別個の機能性材料
を挟むことにより、自己熱交換器としての往路あるいは復路側だけに機能性材料を置くこ
とが可能になり、各種の性能向上を図ることができる。
【００５４】
　また、本第１３参考例の第三の上記例（図２０）の実証例を示す。表５は、触媒を伝熱
体（ＢＦ）に担持しなかったこと以外は試作３号器と同寸法、同構造の金網形構造体（ｍ
，ｍ’）を挟んだ自己熱交換器に、長さ１６００ｍｍ、幅４０ｍｍの帯状の、白金触媒を
担持した耐熱性クロス（ＣＬ）を流体回り込み端部付近の復路側のみに挟んだ自己熱交換
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型触媒反応器（試作４号器）の性能を示したものである。表４の結果と比べて、同条件で
の熱交換率が２％程度向上している。また、エチレンについてみると、流速１．９８Ｌ／
ｓという高い空間速度（２２３００ｈ－１）でも、表１に示した理論値にほぼ等しい高い
熱交換率が得られている。これは、前述したスペーサー用構造体（ｍ，ｍ’）の効果に加
えて、触媒反応が復路側のみで起こるため、上流側（往路側）へ熱交換しやすい配置にし
たためと考えられる。
【００５５】
【表５】

【００５６】
　試作４号器に対して、さらに、フィルター機能を持ち、またカーボン酸化触媒を持つ五
酸化バナジウムを担持したムライト質の耐熱性クロス（ＣＬ）を伝熱体（ＢＦ）の流体回
り込み部端面に密着させ、気体流路方向が表５の場合と逆、すなわち触媒担持体が往路側
にあるようにした試作５号器を作り、自己熱交換型フィルタートラップとしての性能を検
証した。ここで用いた流体は、カーボンブラックを０．１～１ｍｇ／Ｌ浮遊させた室温空
気で、ディーゼル排ガスを模したものである。反応温度を上げるため、さらに空気に対し
てＨ２を１．５％添加した。この混合気体の流速は０．３３Ｌ／ｓとした。その結果、Ｈ

２が白金触媒上で酸化された際の反応熱と自己交換機能により、この反応器の折り返し部
における平均温度Ｔｒｏは５６７℃まで上昇するとともに、捕捉されずに本試作器を通過
したカーボンブラック量０．１０９ｇ（＝ＷＣ）とカーボンブラックの酸化によって生じ
たＣＯ２とＣＯから算出された焼却カーボン量０．１７５ｇ（＝ＷＣＯｘ）から求められ
たカーボン除去率φ（＝ＷＣＯｘ／（ＷＣ＋ＷＣＯｘ）×１００）は６２％となった。な
お、上記のＴｒｏと入り口温度２９℃（Ｔｉ）、出口温度１２３℃（Ｔｏ）から求めた熱
交換率は約８３％であった。
【００５７】
（第１４参考例）
　この第１４参考例は、前記第２参考例と同様の機能を有する自己熱交換型熱交換器であ
って、伝熱体面の一部を開口し、そこを流体回り込み部分としたものである。
　前記第２参考例で述べた自己熱交換型熱交換器の流体回り込み部（Ｆ）は、伝熱体（Ｂ
Ｆ）を蛇腹状に折り曲げて形成される端面をそのまま用いているが、この付近の伝熱体端
部に一部切り込みを入れて、流体が回り込む境界や空間の形状を恣意的に形成したものが
本第１４参考例の第一である。具体的な一例を図２１（ａ）に示す。これは、蛇腹型伝熱
体（ＢＦ）の一つの折り曲げ面において、伝熱体（ＢＦ）の一部を台形状に切り取って流
体回り込み部（Ｑ）としたものである。他の面についてもこれと合同に切りとってもよい
し、また、場所をずらしたり、切り取り形状を三角形、長方形あるいはその他の形状に変
更して切り取ってもよい。このようにすると、伝熱体（ＢＦ）とシール材（ｓ’）の間に
隙間を設けなくても、流体回り込み部空間を形成することができる。
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【００５８】
　本第１４参考例のその二は、前記第２参考例において、伝熱体（ＢＦ）の各折り曲げ面
に周囲が閉じた開口部を設け、そこを流体回り込み部としたものである。その一例を図２
１（ｂ）に示す。これは、蛇腹型伝熱体（ＢＦ）の各折り曲げ面の流体出入り口から離れ
た箇所に円形の開口部（Ｓ）を設けたものである。この時、図２１（ａ）との根本的な相
違は、開口部が伝熱体（ＢＦ）の端部と重ならず、閉じられた平面領域を占めていること
である。開口部（Ｓ）は図示したように各折り曲げ面ごとに複数個あっても、また１個で
も構わない。このような開口部（Ｓ）を設けることにより、伝熱体端面に流体回り込みの
ための空間をわざわざ設けることなく、自己熱交換のための流路を形成することができる
。
【００５９】
　以上参考例を述べたが、次に本発明の実施例の典型的な例について述べる。
（実施例１）
　この実施例１は、通気性のない伝熱体（ＢＦ）とスペーサー用構造体とフィルタークロ
スとを組み合わせたものである。すなわち、伝熱体（ＢＦ）とスペーサー用構造体（ｍ，
ｍ’：例えば金網）を組み合わせた前記第１１参考例において、該構造体を伝熱体（ＢＦ
）の流体回り込み部端面からさらに延長して突出させ、その回りにフィルタークロス（Ｆ
Ｃ）を蛇腹状に形成したものである。
　図２２は本実施例の一例を示す。図２２（ａ）に示すように、通気性を持たない伝熱体
（ＢＦ）の復路側に長方形のスペーサー（ｍ’）を挟む。その際、スペーサー（ｍ’）の
端が伝熱体（ＢＦ）の流体回り込み端面より突出するように配置する。次いで、伝熱体（
ＢＦ）の一部とスペーサー（ｍ’）の突出部分にかかるように、蛇腹状に形成し端部を折
りたたんで厚み（Ｒ）を持たせたフィルタークロス（ＦＣ）をかぶせる。さらに、Ｒ部分
とは重ならず、かつ、フィルタークロス（ＦＣ）と伝熱体（ＢＦ）の両方にまたがるよう
にスペーサー（ｍ）を往路側空隙部に挟む。
　図２２（ｂ）は、これら構成物の位置関係をより明瞭に示した、伝熱面に垂直な平面で
切り取ってみたときの断面図である。伝熱体（ＢＦ）の端面からさらにフィルタークロス
（ＦＣ）が伸びて、その先が折り畳み部分でシールされているため、流体は、フィルター
クロス（ＦＣ）を通してスペーサー（ｍ’）を挟んだ復路側に流れ込む構造となっており
、結果的にフィルタートラップを備えた自己熱交換器として機能する。なお、フィルター
クロス（ＦＣ）の折り畳み方向を逆にして復路側空隙部の端部をシールする方式としても
よい（図２２（ｂ）の右）。
【００６０】
（実施例２）
　この実施例２は、第１４参考例の形状を持つ伝熱体（ＢＦ）とスペーサー用構造体（ｍ
，ｍ’）とフィルタークロスを組み合わせた自己熱交換型フィルタートラップである。図
２３に本実施例２の二例を示す。
　図２３（ａ）は、スペーサーを伝熱体端部から突出させるかわりに、図２１（ａ）のよ
うな切り込み部分を伝熱体端部に作り、フィルタークロス（ＦＣ）とスペーサー用構造体
（ｍ，ｍ’）を配置することにより、往路側スペーサー（ｍ）を伝熱体端部から突出させ
ないでもフィルター機能を持つ通気部（Ｑ）を形成したものである。このようにすると、
伝熱体（ＢＦ）とスペーサー（ｍ）の端面を揃えることができ、フィルタートラップとし
ての組み立てが容易になる。
　また、図２１（ｂ）のような伝熱体端部と重ならない開口部を持つ伝熱体（ＢＦ）を用
いて、図２３（ｂ）のようにフィルタークロス（ＦＣ）とスペーサー用構造体（ｍ，ｍ’
）を配置してもよい。このようにすると、伝熱体（ＢＦ）とフィルタークロス（ＦＣ）と
スペーサー（ｍ’）の端面が重なり（スペーサー（ｍ）の端面はこれらよりＲ分だけ引っ
込んでいる）、フィルタートラップとしての組み立てがさらに容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
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【図１】第１参考例の熱交換器を示す立体透視図である。
【図２】（ａ）は図１の正面透視図、（ｂ）及び（ｃ）は変形例の正面透視図である。
【図３】第１参考例の別例を示す図である。
【図４】第１参考例の別例を示す図である。
【図５】第２参考例に係る熱交換器を示す斜視図である。
【図６】（ａ）は図５の正面透視図、（ｂ）及び（ｃ）は別例の正面透視図である。
【図７】自己熱交換器をベースとした第３参考例の反応器を示す正面透視図である。
【図８】自己熱交換器をベースとした第４参考例の反応器を示す正面透視図である。
【図９】自己熱交換器をベースとした第５参考例の反応器を示す正面透視図である。
【図１０】自己熱交換器をベースとした第６参考例の反応器を示す正面透視図である。
【図１１】自己熱交換器をベースとした第７参考例の反応器を示す正面透視図である。
【図１２】自己熱交換器をベースとした第８参考例の反応器を示す正面透視図である。
【図１３】交互封じ型の微粒子フィルターの説明図である。
【図１４】自己熱交換器をベースとした第９参考例の輻射ヒータの正面透視図である。
【図１５】自己熱交換器をベースとした第１０参考例の輻射ヒータの正面透視図である。
【図１６】第１１参考例の説明図である。
【図１７】第１１参考例の説明図である。
【図１８】第１２参考例の説明図である。
【図１９】第１２参考例の説明図である。
【図２０】第１３参考例の説明図である。
【図２１】第１４参考例の説明図である。
【図２２】実施例１の説明図である。
【図２３】実施例２の説明図である。の説明図である。
【符号の説明】
【００６２】
ＢＦ　蛇腹型伝熱体
１　高温流体
２、２’　低温流体
Ａ、Ａ’　両端面
ａ、ａ’　両端部
Ｂ、Ｂ’　前後側面
Ｃ、Ｃ’　側壁
Ｄ、Ｄ’、Ｅ、Ｅ’　出入り口
Ｆ　流体回り込み空間部
Ｇ　発熱体又は吸熱体
Ｈ　触媒
Ｉ　吸着剤
Ｊ　フィルター
Ｋ　多孔性材料
Ｌ　多孔質壁
Ｍ　目封じ材
Ｎ　燃焼バーナー
Ｏ　燃料
Ｐ　熱輻射板
ｍ、ｍ’　スペーサー
Ｒ　折り畳み部分
ＦＣ　フィルタークロス
ＣＬ　クロス
ｓ、ｓ’　シール材
Ｓ、Ｑ　開口部
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】
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【図１６】
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【図２０】
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