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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボイラスートブロアのランスチューブの少なくとも一部を固定した状態で、当該ランス
チューブを保持する保持手段と、
　前記保持手段が保持するランスチューブに対して、当該ランスチューブの軸方向に交差
する方向から押圧力を加える補修手段と、
　前記ランスチューブにおける、前記保持手段が保持することにより固定された部分にお
ける曲がり具合を計測する計測手段と、
　前記計測手段の計測結果に基づいて、前記曲がり具合が所定の既定値を超えているか否
かを判断する判断手段と、
　前記判断手段が、前記曲がり具合が所定の既定値を超えていると判断した場合、前記補
修手段を制御して、前記保持手段が保持するランスチューブに対して押圧力を加える制御
手段と、
　を備えたことを特徴とするランスチューブ点検補修装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記計測手段の計測結果に基づいて、前記曲がり具合が所定の既定値
以下になるまで、前記補修手段を制御して前記押圧力を加えることを特徴とする請求項１
に記載のランスチューブ点検補修装置。
【請求項３】
　前記保持手段は、前記ランスチューブを直接保持することを特徴とする請求項１に記載
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のランスチューブ点検補修装置。
【請求項４】
　前記保持手段は、前記ランスチューブを保持した状態で、当該ランスチューブを、当該
ランスチューブの長さ方向に沿って位置調整可能に保持することを特徴とする請求項１～
３のいずれか一つに記載のランスチューブ点検補修装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ボイラスートブロワが備えるランスチューブの点検や補修に用いるランス
チューブ点検補修装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発電所などに設置されたボイラ炉においては、ボイラ炉の内側の伝熱面（ボイラ伝熱面
）に、ボイラスートブロワを用いてボイラ伝熱面に蒸気を吹き付けることにより、ボイラ
伝熱面に付着する煤や灰を除去している。ボイラスートブロワは、先端に蒸気の噴射ノズ
ルが設けられたランスチューブを備え、当該ランスチューブをボイラ炉内に挿入した状態
で噴射ノズルから蒸気を噴射させることによってボイラ伝熱面に付着する煤や灰を除去す
る。ランスチューブは、ボイラスートブロワの起動時にボイラ炉内に挿入され、ボイラス
ートブロワの非起動時にはボイラ炉内から引き抜かれる。
【０００３】
　ランスチューブは、数メートルの長い管状部材であり、使用にともなってボイラ炉内の
熱や自重によって撓み、曲がった状態に変形してしまうことがある。従来、ランスチュー
ブの曲がり具合が所定の管理値を超える場合、曲がっていないあらたなランスチューブに
交換していた。
【０００４】
　ランスチューブの曲がり具合が所定の管理値以下に収まっているかを判断するランスチ
ューブの点検は、たとえば、ボイラ炉などを含む発電にかかるユニットの定期点検時など
におこなう。定期点検は、事前に定めた期間中に、ボイラ炉などを含む発電にかかるユニ
ットを停止させておこなう。
【０００５】
　関連する技術として、具体的には、従来、たとえば、ボイラスートブロワ（スーツブロ
ワ）において、ランスチューブをボイラ炉に挿入あるいは引き抜くために、当該ランスチ
ューブをボイラ炉に対して進退させるトラベリングキャレッジの走行軌道を一直線状とし
、ランスチューブの後退時における基部の位置がリボルビングローラの位置より高く、ラ
ンスチューブが前進する過程で基部の位置が次第に低下し途中からリボルビングローラの
位置より低くなるよう走行軌道を配置することにより、ランスチューブの前進時にランス
チューブの撓みによる前端の垂れ下りを補正するようにした技術があった（たとえば、下
記特許文献１を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－３０６９１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来の技術は、ランスチューブの交換に際して、ランスチュー
ブを挿入したり引き抜いたりするための駆動部を分解し、当該駆動部をあらたなランスチ
ューブに組み付けなくてはならず、ランスチューブの交換に時間がかかるとともに、ラン
スチューブの交換にかかる作業が煩わしいという問題があった。
【０００８】
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　また、上述した従来の技術は、曲がり具合が所定の管理値を超えるものの、蒸気を吹き
付ける性能は維持しているランスチューブをあらたなランスチューブに交換するため、経
済性に劣るという問題があった。
【０００９】
　また、ランスチューブは製作期間が長い長納期品であり、交換が必要と判断されたラン
スチューブを備えるボイラスートブロアは、当該ランスチューブの交換が完了するまでの
間は起動することができない。ボイラスートブロアを起動できない期間は、ボイラ伝熱面
に付着する煤や灰を除去することができないため、長い期間、発電にかかるユニットの性
能が低下するという問題があった。
【００１０】
　また、上述した従来の技術は、定期点検などに際して、一台のボイラ炉において複数の
ランスチューブの交換が必要となった場合、ランスチューブの納期が長く、駆動部の分解
／組み付けをおこなう煩雑な作業をおこなうことにより、予定していた定期点検の期間中
に対象とするすべてのランスチューブの交換を完了することが難しくなるという問題があ
った。
【００１１】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、ランスチューブの点検に
起因してボイラスートブロアの起動を停止させる期間を短くすることができるランスチュ
ーブ点検補修装置を提供することを目的とする。
【００１２】
　また、この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、ランスチューブの
点検作業にかかる作業者の負担軽減を図ることができるランスチューブ点検補修装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかるランスチューブ点検補
修装置は、ボイラスートブロアのランスチューブの少なくとも一部を固定した状態で、当
該ランスチューブを保持する保持手段と、前記保持手段が保持するランスチューブに対し
て、当該ランスチューブの軸方向に交差する方向から押圧力を加える補修手段と、前記ラ
ンスチューブにおける、前記保持手段が保持することにより固定された部分における曲が
り具合を計測する計測手段と、前記計測手段の計測結果に基づいて、前記曲がり具合が所
定の既定値を超えているか否かを判断する判断手段と、前記判断手段が、前記曲がり具合
が所定の既定値を超えていると判断した場合、前記補修手段を制御して、前記保持手段が
保持するランスチューブに対して押圧力を加える制御手段と、を備えたことを特徴とする
。
【００１４】
　また、この発明にかかるランスチューブ点検補修装置は、上記の発明において、前記制
御手段が、前記計測手段の計測結果に基づいて、前記曲がり具合が所定の既定値以下にな
るまで、前記補修手段を制御して前記押圧力を加えることを特徴とする。
【００１５】
　また、この発明にかかるランスチューブ点検補修装置は、上記の発明において、前記保
持手段が、前記ランスチューブを直接保持することを特徴とする。
【００１６】
　また、この発明にかかるランスチューブ点検補修装置は、上記の発明において、前記保
持手段が、前記ランスチューブを保持した状態で、当該ランスチューブを、当該ランスチ
ューブの長さ方向に沿って位置調整可能に保持することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明にかかるランスチューブ点検補修装置によれば、ランスチューブの点検に起因
してボイラスートブロアの起動を停止させる期間を短くすることができるという効果を奏
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する。
【００１８】
　また、この発明にかかるランスチューブ点検補修装置によれば、ランスチューブの点検
作業にかかる作業者の負担軽減を図ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ボイラスートブロアの概略構成を示す説明図である。
【図２】この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置を示す説明図である
。
【図３】この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置の機能的構成を示す
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかるランスチューブ点検補修装置の好適な実
施の形態を詳細に説明する。
【００２１】
　まず、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置が補修対象とするラ
ンスチューブを備えるボイラスートブロアの構成について説明する。図１は、ボイラスー
トブロアの概略構成を示す説明図である。
【００２２】
　図１において、ボイラスートブロア１００は、ランスチューブ１０１を備えている。ラ
ンスチューブ１０１は、管形状をなし、一端側に噴射ノズル１０１ａが設けられている。
ランスチューブ１０１の他端には、ヘッドバルブ１０２が設けられている。ヘッドバルブ
１０２は、図示を省略する蒸気供給源に接続されており、蒸気供給源から供給される蒸気
を、ランスチューブ１０１内に送り込む。
【００２３】
　ランスチューブ１０１の他端側であって、ランスチューブ１０１とヘッドバルブ１０２
との連結位置よりも噴射ノズル１０１ａ側には、キャリッジ１０３が設けられている。キ
ャリッジ１０３は、モータや当該モータに連結されたピニオンを備えている（いずれも図
示を省略する）。また、キャリッジ１０３は、一または複数のローラ（図示を省略する）
を備えている。
【００２４】
　ボイラスートブロア１００は、図示を省略するフレームを備えている。フレームは、キ
ャリッジ１０３が備えるピニオンと噛み合わされるラックを備えている（いずれも図示を
省略する）。ラックは、ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って歯切りされ、ランスチ
ューブ１０１の長さ方向に沿って配列する歯を備えている。
【００２５】
　ピニオンは、モータの駆動力が伝達されることによって回転する。ピニオンが回転する
と、ラックに対してピニオンが噛み合わされる位置が変化する。これにより、ラックの長
さ方向に沿ってキャリッジ１０３が移動し、キャリッジ１０３が移動することによってフ
レームに対するランスチューブ１０１の位置が変化する。これにより、ランスチューブ１
０１は、起動時にフレームから突出してボイラ炉１０４に挿入され、非起動時においては
ボイラ炉１０４から退避してフレーム内に収容される。
【００２６】
　フレームは、一または複数のガイドレール（図示を省略する）を備えている。ガイドレ
ールは、ランスチューブ１０１の長さ方向に延出するように設けられている。キャリッジ
１０３が備えるローラは、それぞれ、フレームが支持するガイドレールに嵌め合わされて
いる。キャリッジ１０３が備えるローラは、ラックに対するピニオンが噛み合わされる位
置の変化にともなって、嵌め合わされたガイドレールに沿って移動する。
【００２７】
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　図２は、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置を示す説明図であ
る。図２において、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００は
、ランスチューブ１０１を保持するサポート部２０１を備えている。この実施の形態にお
いては、サポート部２０１によって保持手段を実現することができる。
【００２８】
　サポート部２０１は、たとえば、ランスチューブ１０１における少なくとも２点を固定
し、当該２点間においてランスチューブ１０１の姿勢が一定になるようにランスチューブ
１０１を保持する。サポート部２０１は、ランスチューブ１０１自体を固定して保持する
ため、キャリッジ１０３を取り付けた状態のランスチューブ１０１を保持することができ
る。すなわち、ランスチューブ１０１自体を固定して保持するため、ランスチューブ１０
１に取り付けられているキャリッジ１０３が、ランスチューブ１０１の保持の支障になら
ない。
【００２９】
　具体的には、サポート部２０１は、たとえば、一対の口金を備え、当該口金の間にラン
スチューブ１０１を挟むことによって当該ランスチューブ１０１を固定する万力（図示を
省略する）によって実現することができる。この場合、万力は、ランスチューブ１０１に
おける２点を固定するように、ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って２箇所に設ける
。
【００３０】
　また、具体的には、サポート部２０１は、たとえば、所定の間隔をあけて対向する一対
の部材（図示を省略する）に、ランスチューブ１０１と同程度の孔（図示を省略する）を
設け、それぞれの孔にランスチューブ１０１を挿入することによって当該ランスチューブ
１０１を保持する構成によって実現してもよい。
【００３１】
　また、具体的には、サポート部２０１は、たとえば、一対の環形状の部材を、所定の間
隔をあけて対向配置し、各環形状の部材がなす孔のそれぞれにランスチューブ１０１を挿
入することによって当該ランスチューブ１０１を保持する構成としてもよい。この場合、
具体的には、たとえば、口金の形状を、ランスチューブの外径に合わせて湾曲させた万力
によって、サポート部２０１を実現することができる。
【００３２】
　サポート部２０１は、サポート部２０１が保持するランスチューブ１０１の位置を調整
可能に当該ランスチューブ１０１を保持する。具体的には、たとえば、サポート部２０１
がランスチューブ１０１を保持する保持力を、所定以上の外力が加えられた場合に当該ラ
ンスチューブ１０１の位置が変化する程度の大きさとなるように調整することにより、サ
ポート部２０１が保持するランスチューブ１０１の位置を調整可能とすることができる。
【００３３】
　この場合、ランスチューブ１０１の点検作業をおこなう作業者が、サポート部２０１が
保持するランスチューブ１０１が当該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って押したり
引っ張ったりすることによって、サポート部２０１が保持するランスチューブ１０１の位
置を調整することができる。
【００３４】
　また、具体的には、たとえば、所定の間隔をあけて対向する一対の部材に設けた孔にラ
ンスチューブ１０１を挿入することによって当該ランスチューブ１０１を保持する構成の
サポート部２０１においては、さらに、一定の間隔をあけて対向する一対の部材のそれぞ
れを、円弧状の切り欠きを備える複数（たとえば２つ）の分割された部材を突き合わせ、
複数の分割された部材を組み合わせることによってランスチューブ１０１が挿入される孔
を形成するように構成する。これにより、複数の分割された部材どうしの間隔をあけるこ
とによって、サポート部２０１がランスチューブ１０１を締め付ける力を緩め、当該ラン
スチューブ１０１の位置を調整することができる。
【００３５】
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　また、具体的には、たとえば、所定の間隔をあけて対向配置された一対の環形状の部材
あるいは口金のそれぞれにランスチューブ１０１を挿入することによって当該ランスチュ
ーブ１０１を保持する構成のサポート部２０１においては、さらに、それぞれの環形状の
部材を、複数（たとえば２つ）組み合わせることによって構成する。これにより、環形状
の部材を構成する複数の部材どうしの間隔をあけることによって、サポート部２０１がラ
ンスチューブ１０１を締め付ける力を緩め、当該ランスチューブ１０１の位置を調整する
ことができる。
【００３６】
　サポート部２０１は、当該サポート部２０１が保持するランスチューブ１０１を、当該
ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って移動させる機構（ランスチューブ移動機構）を
備えていてもよい。ランスチューブ移動機構は、具体的には、たとえば、サポート部２０
１が保持するランスチューブ１０１を当該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って繰り
出したり戻したりするローラなどによってを実現することができる。これにより、サポー
ト部２０１からランスチューブ１０１を取り外すことなく、サポート部２０１が保持する
ランスチューブ１０１の位置を調整することができる。
【００３７】
　また、ランスチューブ点検補修装置２００は、制御装置２０２を備えている。制御装置
２０２は、たとえば、ＣＰＵ、ＲＯＭやＲＡＭなどのメモリなどによって構成されるマイ
クロコンピュータを備えるコンピュータ装置によって実現することができる。
【００３８】
　また、ランスチューブ点検補修装置２００は、計測装置２０３を備えている。計測装置
２０３は、制御装置２０２によって駆動制御されて、ランスチューブ１０１の曲がりの程
度を計測する。また、計測装置２０３は、計測したランスチューブ１０１の曲がりの程度
に関する情報を、制御装置２０２に出力する。
【００３９】
　計測装置２０３は、たとえば、接触式変位センサによって実現することができる。具体
的には、計測装置２０３は、たとえば、ラップトランス方式や差動トランス方式などのト
ランス方式や、スケール方式などの公知の各種の計測方式の接触式変位センサを用いるこ
とができる。
【００４０】
　また、計測装置２０３は、たとえば、レーザ距離計によって実現することができる。こ
の場合、レーザ距離計は、単数であってもよく、複数設けられていてもよい。計測装置２
０３を、たとえば、単数のレーザ距離計によって実現する場合、サポート部２０１が保持
するランスチューブ１０１を当該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って移動させなが
ら、レーザ距離計が設けられている基準位置からランスチューブ１０１の各位置までの距
離を計測し、各計測値の差分を算出することによってランスチューブ１０１の曲がりの程
度を計測することができる。
【００４１】
　また、計測装置２０３を、たとえば、複数のレーザ距離計によって実現する場合、各レ
ーザ距離計をランスチューブ１０１の長さ方向に沿った同一直線上（基準面）に配置し、
各レーザ距離計によって基準面からランスチューブ１０１の外表面までの距離をそれぞれ
計測し、各計測値の差分を算出することによってランスチューブ１０１の曲がりの程度を
計測することができる。
【００４２】
　また、計測装置２０３は、たとえば、片面に圧電フィルムが設けられた薄板と、当該薄
板をサポート部２０１が保持するランスチューブ１０１の外周面に押し当てる押し当て部
材と、によって実現してもよい。この場合、計測装置２０３は、薄板をサポート部２０１
が保持するランスチューブ１０１の外周面に押し当てることによって変形する圧電フィル
ムの出力値を計測することによって、ランスチューブ１０１の曲がりの程度を計測するこ
とができる。
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【００４３】
　また、ランスチューブ点検補修装置２００は、補修装置２０４を備えている。補修装置
２０４は、サポート部２０１が保持するランスチューブ１０１に対して接離可能に設けら
れた押圧部材２０４ａを備えている。補修装置２０４は、押圧部材２０４ａをランスチュ
ーブ１０１に押し当てることによって、ランスチューブ１０１に対して、当該ランスチュ
ーブ１０１において凸状に曲がっている部分を凹ませる（押し戻す）方向の圧力をかける
。
【００４４】
　押圧部材２０４ａは、ランスチューブ１０１の外径にあわせた略円弧形状をなすように
構成することが好ましい。これにより、サポート部２０１が保持するランスチューブ１０
１に対して押圧部材２０４ａを押しつけた場合にランスチューブ１０１の円筒度が低下す
ることを防止し、ランスチューブ１０１の円筒度を保ったまま当該ランスチューブ１０１
の曲がりの程度を補修することができる。
【００４５】
　また、ランスチューブ点検補修装置２００は、表示部２０５を備えている。表示部２０
５は、たとえば、液晶ディスプレイなどの表示装置によって実現することができる。表示
部２０５は、制御装置２０２によって駆動制御され、たとえば、計測装置２０３による計
測結果や補修装置２０４の動作状態などを案内する表示画面を表示する。これにより、ラ
ンスチューブ１０１の点検作業をおこなう作業者に対して、計測装置２０３による計測結
果や補修装置２０４による補修の程度を案内することができる。
【００４６】
　また、ランスチューブ点検補修装置２００は、入力デバイス２０６を備えている。入力
デバイス２０６は、ランスチューブ点検補修装置２００に対する入力操作を受け付ける。
入力デバイス２０６は、たとえば、計測装置２０３による計測を開始させるための入力操
作（開始指示）を受け付ける「計測スイッチ」や、補修装置２０４による補修動作を開始
させるための入力操作（補修指示）を受け付ける「補修スイッチ」などによって実現する
ことができる。また、入力デバイス２０６は、たとえば、計測装置２０３を用いた計測お
よび補修装置２０４による補修動作を連続しておこなわせるための入力操作（計測補修指
示）を受け付ける「計測補修スイッチ」を備えていてもよい。
【００４７】
（ランスチューブ点検補修装置２００の機能的構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００の機能的構
成について説明する。図３は、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装
置２００の機能的構成を示すブロック図である。
【００４８】
　図３において、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００の各
機能は、計測部３０１、制御部３０２、記憶部３０３、補修部３０４、表示部２０５、操
作部３０５によって実現することができる。ランスチューブ点検補修装置２００の各機能
を実現する各部は、ランスチューブ点検補修装置２００が備える各部によって実現するこ
とができる。
【００４９】
　計測部３０１は、制御部３０２から出力された制御信号に基づいて計測装置２０３にお
ける各部を駆動制御することにより、ランスチューブ１０１の曲がりの程度を計測すると
ともに、計測したランスチューブ１０１の曲がりの程度に関する情報を、制御部３０２に
出力する。
【００５０】
　制御部３０２は、ランスチューブ点検補修装置２００が備える各部を駆動制御する。サ
ポート部２０１がランスチューブ移動機構を備えている場合、制御部３０２は、さらに、
当該ランスチューブ移動機構を駆動制御してもよい。また、制御部３０２は、記憶部３０
３に記憶された規定値に基づいて、計測部３０１から出力された情報に基づくランスチュ
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ーブ１０１の曲がりの程度が、あらかじめ設定された規定値を超えているか否かを判断す
る。
【００５１】
　記憶部３０３は、制御部３０２によるランスチューブ１０１の曲がりの程度の判断の基
準となる規定値を記憶する。規定値は、たとえば、ランスチューブ１０１の点検作業をお
こなう作業者あるいはランスチューブ点検補修装置２００の製造者などが、あらかじめ入
力し、記憶させることができる。
【００５２】
　補修部３０４は、制御部３０２から出力された制御信号に基づいて補修装置２０４にお
ける押圧部材２０４ａを駆動制御することにより、ランスチューブ１０１の曲がりの程度
を補修する。制御部３０２は、たとえば、サポート部２０１が保持するランスチューブ１
０１の程度が規定値以下になるまで、補修部３０４が当該ランスチューブ１０１に押圧部
材２０４ａを押しつけるように、補修部３０４に対して制御信号を出力する。これにより
、ランスチューブ１０１の曲がりの程度を補修することができる。
【００５３】
　制御部３０２は、たとえば、計測部３０１から出力された情報に基づくランスチューブ
１０１の曲がりの程度が、あらかじめ設定された規定値を超えている場合に、補修部３０
４に対して制御信号を出力し、補修装置２０４における押圧部材２０４ａを駆動制御する
。
【００５４】
　また、制御部３０２は、たとえば、押圧部材２０４ａを押しつけた後のランスチューブ
１０１の曲がりの程度が、依然規定値を超えている場合に、補修部３０４に対して制御信
号を出力し、補修装置２０４における押圧部材２０４ａを上記のように駆動制御する。す
なわち、制御部３０２は、補修装置２０４を駆動制御して、サポート部２０１が保持する
ランスチューブ１０１の曲がりの程度が規定値以下になるまで、ランスチューブ１０１の
曲がりの程度を補修する。
【００５５】
　制御部３０２は、計測部３０１から出力された情報に基づくランスチューブ１０１の曲
がりの程度に関する情報に基づいて、補修部３０４に対して制御信号を出力して補修装置
２０４を駆動制御することにより、ランスチューブ１０１に対して、当該ランスチューブ
１０１において凸状に曲がっている部分を凹ませる（押し戻す）方向の圧力をかける。
【００５６】
　表示部２０５は、制御部３０２から出力された表示信号に基づいて表示装置における各
部を駆動制御することにより、当該表示装置において、当該表示信号に基づく表示画面を
表示する。表示部２０５は、たとえば、計測装置２０３による計測結果や補修装置２０４
の動作状態などを案内する表示画面を表示する。これにより、ランスチューブ１０１の点
検作業をおこなう作業者に対して、計測装置２０３による計測結果や補修装置２０４によ
る補修の程度を案内することができる。
【００５７】
　操作部３０５は、入力デバイス２０６において受け付けた、ランスチューブ点検補修装
置２００に対する入力操作に応じた信号を、制御部３０２に対して出力する。制御部３０
２は、操作部３０５から出力された信号に応じて、計測部３０１や補修部３０４に制御信
号を出力する。
【００５８】
　具体的には、制御部３０２は、たとえば、入力デバイス２０６が受け付けた「補修スイ
ッチ」に対する操作を示す信号を操作部３０５から受け付けると、補修部３０４に対して
制御信号を出力して補修装置２０４を駆動制御する。
【００５９】
　また、具体的には、制御部３０２は、たとえば、入力デバイス２０６が受け付けた「補
修スイッチ」に対する操作を示す信号を操作部３０５から受け付けると、サポート部２０
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１が保持するランスチューブ１０１を当該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って移動
させ、移動させることによる計測結果（ランスチューブ１０１の曲がりの程度）の変化に
応じてランスチューブ１０１の曲がりの程度が規定値を超えている箇所において、補修部
３０４に対して制御信号を出力して補修装置２０４を駆動制御することによって押圧部材
２０４ａを動作させ、当該ランスチューブ１０１の長さ方向全体にわたってランスチュー
ブ１０１の曲がりの程度を補修してもよい。
【００６０】
　また、制御部３０２は、たとえば、入力デバイス２０６が受け付けた「計測補修スイッ
チ」に対する操作を示す信号を操作部３０５から受け付けると、サポート部２０１が保持
するランスチューブ１０１を当該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って移動させ、当
該ランスチューブ１０１の長さ方向全体にわたってランスチューブ１０１の曲がりの程度
を計測するように計測部３０１に対して制御信号を出力する。
【００６１】
　そして、この場合、制御部３０２は、計測部３０１から出力された情報に基づくランス
チューブ１０１の曲がりの程度に関する情報に基づいて、ランスチューブ１０１の曲がり
の程度が規定値を超えている箇所において押圧部材２０４ａを動作させるよう、補修部３
０４に対して制御信号を出力して補修装置２０４を駆動制御し、当該ランスチューブ１０
１の長さ方向全体にわたってランスチューブ１０１の曲がりの程度を補修する。これによ
り、点検作業をおこなう作業者は、「計測補修スイッチ」に対する操作をおこなうだけで
、ランスチューブ１０１の曲がりの程度の計測および補修をおこなうことができる。
【００６２】
　制御部３０２は、たとえば、計測部３０１から出力された情報に基づくランスチューブ
１０１の曲がりの程度に関する情報に基づいて、ランスチューブ１０１の曲がりの程度が
、あらかじめ設定された規定値を超えている場合に、表示部２０５を駆動制御して、補修
部３０４に対して制御信号を出力して補修装置２０４による補修動作をおこなうか否かを
確認する確認用の表示画面を表示してもよい。
【００６３】
　この場合、制御装置２０２は、入力デバイス２０６に対して、確認用の表示画面の表示
内容に応じた入力操作がおこなわれた場合に、表示部２０５を駆動制御して、計測装置２
０３による計測結果や補修装置２０４の動作状態などを案内する表示画面を表示するよう
にしてもよい。
【００６４】
（ランスチューブ１０１の点検補修作業手順）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００を用いたラ
ンスチューブ１０１の点検補修作業手順について説明する。この発明にかかる実施の形態
のランスチューブ点検補修装置２００を用いたランスチューブ１０１の点検補修作業に際
しては、まず、点検対象とするランスチューブ１０１を、ボイラスートブロア１００から
取り外し、ランスチューブ点検補修装置２００のサポート部２０１に保持させる。
【００６５】
　上記のように、ランスチューブ点検補修装置２００は、キャリッジ１０３を取り付けた
状態のランスチューブ１０１を保持することができる。これにより、この発明にかかる実
施の形態のランスチューブ点検補修装置２００を用いた点検補修作業は、従来のランスチ
ューブ１０１の点検作業と比較して、ランスチューブ１０１からキャリッジ１０３を取り
外す作業を不要とすることができる。そして、これによって、ランスチューブ１０１の点
検補修作業に際しての作業者の負担軽減を図ることができる。
【００６６】
　つぎに、上記のランスチューブ点検補修装置２００を用いて、ランスチューブ１０１の
曲がりの程度を計測する。また、上記のランスチューブ点検補修装置２００を用いて、ラ
ンスチューブ１０１の曲がりの程度の計測結果に応じて、ランスチューブ１０１の曲がり
の程度を補修する。
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【００６７】
　この場合、制御装置２０２は、たとえば、「計測スイッチ」に対する操作を受け付ける
と、当該操作を受け付けた時点における計測対象部分におけるランスチューブ１０１の曲
がりの程度を計測する。また、この場合、制御装置２０２は、たとえば、「計測スイッチ
」に対する操作を受け付けると、サポート部２０１が保持するランスチューブ１０１を当
該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って移動させ、当該ランスチューブ１０１の長さ
方向全体にわたってランスチューブ１０１の曲がりの程度を計測してもよい。
【００６８】
　また、この場合、入力デバイス２０６は、たとえば、「補修スイッチ」に対する操作を
受け付けると、当該操作を受け付けた時点における押圧対象部分におけるランスチューブ
１０１の曲がりの程度を補修するものであってもよい。また、この場合、制御装置２０２
は、たとえば、「補修スイッチ」に対する操作を受け付けると、サポート部２０１が保持
するランスチューブ１０１を当該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って移動させ、移
動させることによる計測結果（ランスチューブ１０１の曲がりの程度）の変化に応じてラ
ンスチューブ１０１の曲がりの程度が規定値を超えている箇所において押圧部材２０４ａ
を動作させ、当該ランスチューブ１０１の長さ方向全体にわたってランスチューブ１０１
の曲がりの程度を補修してもよい。
【００６９】
　その後、曲がりの程度を計測し、計測結果に応じて補修をおこなったランスチューブ１
０１を、ボイラスートブロア１００に組み付ける。この発明にかかる実施の形態のランス
チューブ点検補修装置２００を用いた点検補修作業は、従来のランスチューブ１０１の点
検作業と比較して、ランスチューブ１０１からキャリッジ１０３を取り外す作業を不要と
することができるので、取り外したキャリッジ１０３を点検後にランスチューブ１０１に
取り付ける作業を不要とすることができる。これによって、ランスチューブ１０１の点検
補修作業に際しての作業者の負担軽減を図ることができる。
【００７０】
　以上説明したように、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２０
０は、少なくとも一部を固定した状態で保持されたランスチューブ１０１の曲がり具合が
所定の既定値を超えている場合に、当該ランスチューブ１０１の軸方向に交差する方向か
ら押圧力を加えるようにしたことを特徴としている。
【００７１】
　この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれば、ランスチ
ューブ１０１の点検作業をおこなう作業者がランスチューブ１０１に直接触れることなく
、所定の既定値を超えて曲がったランスチューブ１０１の曲がり具合を、所定の既定値を
超えないように補修することができる。
【００７２】
　これにより、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれ
ば、作業者の技量に左右されることなく、ランスチューブ１０１の品質を均一に保つこと
ができ、品質が確保されたランスチューブ１０１を再利用することができる。
【００７３】
　そして、これにより、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２０
０によれば、所定の既定値を超えて曲がったランスチューブ１０１をあらたなランスチュ
ーブ１０１に交換していた従来の方法と比較して、ランスチューブ１０１の点検に起因し
てボイラスートブロア１００の起動を停止させる期間を短くすることができる。
【００７４】
　これにより、発電所のボイラ炉１０４に設けられたボイラスートブロア１００の点検に
、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００を適用することによ
り、ランスチューブ１０１の交換を待機することによる発電にかかるユニットの性能低下
を抑えることができる。
【００７５】
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　また、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれば、曲
がり具合が規定値を超えたランスチューブ１０１をあらたなランスチューブ１０１に交換
していた従来の点検作業と比較して、ボイラスートブロア１００の維持にかかる費用を低
減し、当該ボイラスートブロア１００を備えたボイラ炉１０４を用いた発電にかかる収益
性の向上を図ることができる。
【００７６】
　また、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれば、ラ
ンスチューブ１０１の曲がり具合が所定の既定値を超える場合は、当該曲がり具合が所定
の既定値以下になるまで、当該ランスチューブ１０１の曲がり具合を補修することができ
る。
【００７７】
　これにより、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれ
ば、ランスチューブ１０１の曲がり具合が所定の既定値以下になるまで作業者がランスチ
ューブ１０１を補修（押圧）する作業をおこなう場合と比較して、ランスチューブ１０１
の点検作業にかかる作業者の負担軽減を図ることができる。さらに、この発明にかかる実
施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれば、計測部３０１による計測結果に
基づいてランスチューブ１０１の曲がり具合を補修することにより、補修作業の正確性を
向上させることができるとともに、当該補修作業の効率を向上させることができる。
【００７８】
　また、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれば、計
測された曲がり具合に基づいて制御装置２０２が押圧部材２０４ａを駆動制御することに
よってランスチューブ１０１の曲がり具合を補修することにより、ランスチューブ１０１
の補修作業をおこなう作業者の技量にかかわらず、補修したランスチューブ１０１の品質
を確保することができる。
【００７９】
　また、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００は、計測部３
０１の計測結果に基づいて、前記曲がり具合が所定の既定値以下になるまで、ランスチュ
ーブ１０１に対して押圧力を加えることを特徴としている。
【００８０】
　この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれば、ランスチ
ューブ１０１の点検補修作業をおこなう作業者が調整することなく、当該ランスチューブ
１０１の曲がり具合が所定の既定値以下になるように当該曲がり具合を補修することがで
きる。
【００８１】
　これにより、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００を用い
た点検補修作業をおこなう作業者は、ランスチューブ点検補修装置２００に対して曲がり
具合を補修させる操作をおこなうだけで、当該ランスチューブ１０１の曲がり具合を所定
の既定値以下にすることができる。そして、これによって、ランスチューブ１０１の曲が
り具合が所定の既定値以下になるまで作業者が繰り返してランスチューブ１０１を押圧す
る作業をおこなう場合と比較して、作業者の負担軽減を図ることができる。
【００８２】
　また、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００は、サポート
部２０１によって、前記ランスチューブ１０１を直接保持することを特徴としている。こ
の発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００によれば、キャリッジ１
０３を取り付けた状態のランスチューブ１０１を保持することができる。
【００８３】
　これにより、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００を用い
た点検補修作業は、従来のランスチューブ１０１の点検作業と比較して、ランスチューブ
１０１からキャリッジ１０３を取り外したり、取り外したキャリッジ１０３をランスチュ
ーブ１０１に取り付けたりする作業を不要とすることができる。そして、これによって、
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ランスチューブ１０１の点検補修作業をおこなう作業者の負担軽減を図ることができる。
【００８４】
　また、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００においては、
サポート部２０１が、ランスチューブ１０１を保持した状態で、当該ランスチューブ１０
１を、当該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って位置調整可能に保持するように構成
してもよい。
【００８５】
　このようなランスチューブ点検補修装置２００によれば、ランスチューブ１０１の曲が
り具合を計測する位置を変えるごとに、ランスチューブ１０１をランスチューブ点検補修
装置２００から取り外したり、取り外したランスチューブ１０１をランスチューブ点検補
修装置２００に取り付けたりする作業を不要とすることができる。これにより、この発明
にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００を用いた点検補修作業をおこな
う作業者の負担軽減を図ることができる。
【００８６】
　また、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００においては、
ランスチューブ１０１の曲がり具合が所定の既定値を超えていると判断し、さらに、入力
デバイス２０６によって補修指示の入力を受け付けた場合に、補修装置２０４を動作させ
てランスチューブ１０１の曲がり具合を補修するようにしてもよい。
【００８７】
　このようなランスチューブ点検補修装置２００によれば、ランスチューブ点検補修装置
２００の動作状態を確認しながらランスチューブ１０１の曲がり具合を補修することがで
きる。これにより、必要な箇所を必要量補修することができ、曲がり具合が所定の既定値
を超えたランスチューブ１０１を一様に押圧する場合と比較して実情に即した補修作業を
おこなうことができる。
【００８８】
　また、この発明にかかる実施の形態のランスチューブ点検補修装置２００においては、
ランスチューブ１０１の点検補修動作の実行指示を受け付けた場合に、ランスチューブ１
０１の曲がり具合を計測する位置を当該ランスチューブ１０１の長さ方向に沿って移動さ
せ、各位置における計測結果に応じて補修装置２０４を動作させてランスチューブ１０１
の曲がり具合を補修するようにしてもよい。
【００８９】
　このようなランスチューブ点検補修装置２００によれば、作業者に対して、ランスチュ
ーブ１０１の点検補修動作の実行指示を入力させるだけで、以降、当該作業者の作業を介
することなく、ランスチューブ１０１をサポート部２０１に固定してから補修が完了する
までの一連の動作をおこなうことができる。これにより、ランスチューブ１０１の点検補
修作業にかかる作業者の負担軽減を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　以上のように、この発明にかかるランスチューブ点検補修装置は、ボイラスートブロワ
が備えるランスチューブの点検や補修に用いるランスチューブ点検補修装置に有用であり
、特に、長さの長いランスチューブの点検や補修に用いるランスチューブ点検補修装置に
適している。
【符号の説明】
【００９１】
　１００　ボイラスートブロア
　１０１　ランスチューブ
　１０３　キャリッジ
　２００　ランスチューブ点検補修装置
　２０１　サポート部
　２０２　制御装置
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　２０３　計測装置
　２０４　補修装置
　２０４ａ　押圧部材
　２０５　表示部
　３０１　計測部
　３０２　制御部
　３０３　記憶部
　３０４　補修部
　３０５　操作部
【要約】
【課題】ランスチューブの点検に起因してボイラスートブロアの起動を停止させる期間を
短くすること。
【解決手段】少なくとも一部を固定した状態で保持されたランスチューブ１０１の曲がり
具合が所定の既定値を超えている場合に、当該ランスチューブ１０１の軸方向に交差する
方向から押圧力を加えるようにした。これにより、所定の既定値を超えて曲がったランス
チューブ１０１をあらたなランスチューブ１０１に交換していた従来の方法と比較して、
ランスチューブ１０１の点検に起因してボイラスートブロアの起動を停止させる期間を短
くすることができる。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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