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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱交換器（１０）であって、
　軸方向寸法の一端部に設けられた取外し自在な蓋体（４０）、一次流体入口（２６）、
１次流体出口（２８）、２次流体入口（４２、４４、４６）、ドレン出口（４８、５０）
及び伝熱組立体（３６）を有する細長い圧力容器シェル（３４）から成り、
　伝熱組立体（３６）が、
　１次流体入口（２６）から圧力容器（３４）内へ延びる１次流体入口導管（２２）と；
　１次流体出口（２８）から圧力容器（３４）内へ延びる１次流体出口導管（２４）と；
　各対が周縁部に沿って密封（７０）されて第１及び第２のプレート（１２、１４）の間
に１次流体の流路を画定する縦列支持された複数の伝熱プレート対（１６）であって、各
伝熱プレート対を貫いて圧力容器シェルの軸方向と直交する方向に揃って１次流体が流れ
る並流路が形成されるように、各伝熱プレート対が１次流体入口導管（２２）に直接的ま
たは間接的に流体的に接続された伝熱プレート入口（７２）の開口と、１次流体出口導管
に直接的または間接的に流体的に接続された伝熱プレート出口（７８）の開口とを有する
、縦列支持された複数の伝熱プレート対（１６）と；
　最初に稼働させたときの伝熱能力を上回るように、熱交換器の伝熱能力を拡張する手段
とから成り、
　複数の伝熱プレート対（１６）はモジュール（１７）単位で配列され、伝熱プレート対
を少なくとも１つ含むモジュールの少なくとも１つが、非破壊的に取外し自在な機械式連
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結部（８４）により、隣接するモジュール、１次流体入口、または１次流体出口と縦列接
続されており、
　熱交換器の伝熱能力を拡張する手段は、伝熱能力が皆無か伝熱プレート対のモジュール
と比べて相対的に無視可能であるけれども軸方向の長さは伝熱プレート対のモジュールと
同じであって伝熱プレート対のモジュールに非破壊的に取外し自在な機械式連結部により
縦列接続されるスペーサ・モジュールを含むものであり、さらに、スペーサ・モジュール
には、それぞれがスペーサ・モジュールを軸方向に貫く、１次流体入口導管に直接的また
は間接的に流体的に接続された入口管路と、１次流体出口導管に直接的または間接的に流
体的に接続された出口管路とが設けられており、スペーサ・モジュールを伝熱プレート対
のモジュールから取り外して追加の伝熱プレート対のモジュールと置き換えることによっ
て、熱交換器の伝熱能力を容易に拡張することができる熱交換器（１０）。
 
【請求項２】
　モジュール（１７）の少なくとも幾つかは複数の伝熱プレート対（１６）を含み、少な
くとも１つのモジュール内の伝熱プレート対が共にタイ・ロッドによって支持されている
請求項１に記載の熱交換器（１０）。
【請求項３】
　保守点検のために、取外し自在な蓋体（４０）を介して伝熱組立体へアクセスする請求
項１に記載の熱交換器（１０）。
【請求項４】
　取外し自在な蓋体（４０）を開けると、伝熱組立体（３６）を圧力容器シェル（３４）
から取外すことができる請求項３に記載の熱交換器（１０）。
【請求項５】
　取外し自在な蓋体（４０）を開けると、伝熱組立体（３６）を摺動させて圧力容器シェ
ル（３４）から取出すことができる請求項４に記載の熱交換器（１０）。
【請求項６】
　伝熱組立体（３６）を圧力容器（３４）に取付けられた軌道（３２）上に移動自在に支
持することにより、伝熱組立体を軌道沿いに移動させることによって圧力容器から１つの
ユニットとして前記一端部（４０）を介して取出すことができる請求項１に記載の熱交換
器（１０）。
【請求項７】
　伝熱組立体（３６）は軌道（３２）上に載置された車輪（３３）上で支持されている請
求項６に記載の熱交換器（１０）。
【請求項８】
　１次流体入口（２６）及び１次流体出口（２８）が取外し自在な蓋体（４０）から延び
ている請求項１に記載の熱交換器。
【請求項９】
　伝熱組立体（３６）にさらに別の伝熱プレート対（１６）に取付けるように構成された
余分の連結部（６０）を設け、当初はこれら余分の連結部を密栓し、熱交換器を稼動させ
た後、余分の連結部の少なくとも幾つかを開栓し、さらに別の伝熱プレートをこれに取付
けることにより、熱交換器の伝熱能力を当初の伝熱能力を上回るように向上させることが
可能である請求項１に記載の熱交換器（１０）。
【請求項１０】
　圧力容器シェル（３４）が円筒状で半球状端部（４０、３８）を有する請求項１に記載
の熱交換器（１０）。
【請求項１１】
  請求項１に記載の熱交換器（１０）を洗浄または修理する方法であって、
　圧力容器シェル（３４）の内部にアクセスし；
　伝熱組立体（３６）から少なくとも１対の伝熱プレート（１６）を取外し；
　取外した１対または複数対の伝熱プレート（１６）を洗浄、修理または交換し；
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　洗浄、修理または交換した１対または複数対の伝熱プレート（１６）を伝熱組立体（３
６）に再接続するステップから成る熱交換器（１０）の洗浄または修理方法。
【請求項１２】
　圧力容器シェル（３４）の内部へアクセスするステップにおいて、取外し自在な蓋体（
４０）を前記一端部から取外すか、圧力容器シェルのマンウェイ（５６）を開放し、少な
くとも１対の伝熱プレート（１６）を取外すステップにおいて、１次流体入口導管（２２
）及び１次流体出口導管（２４）から少なくとも１対の伝熱プレートを取外す請求項１１
に記載の熱交換器（１０）の洗浄または修理方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の熱交換器（１０）の修理、点検、洗浄または性能アップを行う方法で
あって、
　圧力容器シェル（３４）の内部にアクセスし；
　１次流体入口導管（２２）及び１次流体出口導管（２４）を１次流体入口（２６）及び
１次流体出口（２８）からそれぞれ取外すステップから成る方法。
【請求項１４】
　欠陥のある伝熱プレート対（１６）を交換するステップを含む請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
 熱交換器（１０）を稼動させた後、熱交換器の性能アップを行うために伝熱組立体（３
６）内の伝熱プレート対（１６）の数を増やすステップを含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　モジュール（１７）の少なくとも幾つかは、モジュール内の各対が溶接連結部（２３）
によって縦列接続された複数の伝熱プレート対（１６）から成る請求項１に記載の熱交換
器（１０）。
【請求項１７】
　モジュール（１７）の少なくとも幾つかは伝熱プレート（１２、１４）を間に挟む第１
及び第２の端部に支持プレート（８２）を有し、支持プレートは伝熱プレートよりも厚い
請求項１に記載の熱交換器（１０）。
【請求項１８】
　モジュール（１７）はタイ・ロッド（６４）によって縦列支持されている請求項１に記
載の熱交換器（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００９年４月２９日付出願の米国特許出願第１２／４３２，１４７号の一部
継続出願である。
　本発明は熱交換器、特に積層プレート型熱交換器のモジュール化に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　原子力発電所における蒸気発生器への給水は蒸気発生器の２次側に導入する前に予熱す
るのが一般的である。原子力でない発電所の場合でも同様に、ボイラーへ導入する前に給
水を予熱する。通常、給水熱交換器はこの目的に使用する。従来、熱交換器はプレート構
造の熱交換器とチューブ・シェル構造の熱交換器とに大別される。構造と伝熱に関するこ
れら２つのタイプの大きい相違点は、一方は伝熱面が主としてプレートであるが、他方は
チューブであるという点にある。
【０００３】
　多くの給水ヒーターに用いられるチューブ・シェル型熱交換器は、両端部が半球状また
はフラットで、水平または垂直に配置される円筒状シェルを採用している。水平シェルの
内部はシェルの軸線と直交する管板によって区分されている。詳説すると、シェルの一端
にある管板の一方の側に、注水口を有する注水室及び排水口を有する排水室を含む水室部



(4) JP 6200433 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

が画定される。Ｕ字形のチューブ・シェル型熱交換器では、管板の他方の側からシェルの
軸線に沿って延びる複数の伝熱管がそれぞれの中央部でＵ字形に曲げられている。これら
の伝熱管は両端を管板に固定され、それぞれの伝熱管の一端が注水室に開口し、他端が排
水室に開口する。別の型のチューブ・シェル型熱交換器では直管が用いられ、注水室と排
水室が相対する端部にそれぞれある。伝熱管は長手方向に適当なピッチで配置された複数
の伝熱管支持板によって支持される。伝熱管が配列されているシェル部分に蒸気送入口、
ドレン入出口が形成されている。
【０００４】
　稼働中、注水室から給水ヒーターに流入する給水はＵ字形伝熱管内を流動することによ
って、蒸気送入口から給水ヒーターに流入する加熱蒸気から熱を吸収し、蒸気を復水させ
る。復水はシェルの底部に集められ、シェル底部のドレンを通って外部に放出される。シ
ェル及び伝熱管が円筒形であるから、構造が圧力容器としては好適であり、従って、チュ
ーブ・シェル型熱交換器はこれまで超高圧用として使用されている。
【０００５】
　チューブ・シェル型熱交換器の最大の欠点は伝熱面の表面積の割には重量が大きい点に
ある。そのため、チューブ・シェル型熱交換器は通常、大型である。また、伝熱効率、流
量特性、コストを考慮してチューブ・シェル型熱交換器を設計し、製造するのは容易では
ない。
【０００６】
　典型的なプレート型熱交換器は、畝または溝付きの矩形プレートを端板によって互いに
圧接させ、端板を締めねじまたは締め棒を介して積層プレートの端部に締め付けたもので
ある。プレート間の間隙は外周に設けた帯状シールによって閉じて密封されるが、このよ
うなシールは流路にも使用される。しなやかなプレートの支圧強度は低いので、互に隣接
するプレートの溝が交差するようにして支圧強度を高める一方、溝の畝が支持し合うよう
にして構造の耐圧性を強化している。しかし、より重要な点は伝熱における溝の存在意義
であり、溝の形状及び流れに対する溝の角度が伝熱及び圧力損失に影響する。従来のプレ
ート型熱交換器では、熱供給媒体がプレート間の一つおきの間隙を流動し、受熱媒体が残
りの間隙を流動する。一つおきのプレート対のプレート間で、それぞれのプレートの隅部
近傍に設けられた孔を介して流れが誘導される。一つおきのプレート対のプレート間のそ
れぞれの間隙は例外なく閉じたリムに囲まれた２個の孔のほかに、プレート間の間隙のた
めの入口及び出口流路として機能する２個の孔を含む。小型軽量の構造が望ましい場合、
プレート型熱交換器を比較的薄いプレートで構成するのが一般的である。プレートは所要
の形状にできるから、殆ど如何なる用途でも伝熱特性を適合させることができる。従来の
プレート型熱交換器における最大の弱点は熱交換器の耐圧性及び耐熱性を制約するシール
にある。即ち、腐食性の熱供給媒体または受熱媒体との併用を制約する場合があった。
【０００７】
　シールをすべてなくし、これに代えて半田継ぎ手または溶接シームを採用することによ
ってプレート型熱交換器を改良しようとする試みがある。半田継ぎ手または溶接継ぎ手に
よって製造されたプレート型熱交換器はシールを採用するプレート型熱交換器と殆ど変わ
らない。外見上のもっとも顕著な違いは端部間に締めねじが存在しない点である。しかし
、半田付けまたは溶接による構造では、不可能ではないまでも、洗浄のためにプレート型
熱交換器を非破壊的に分解することは困難である。
【０００８】
　構造の一部が双方の基本タイプに類似するチューブ・シェル型熱交換器とプレート型熱
交換器のそれぞれの長所を組み合わせた熱交換器を開発する試みがなされている。その１
つが米国特許第５，０８８，５５２号に開示された、円形または多角形のプレートを積層
し、これを端板で支持するものである。このプレート積層体を、両側に熱供給媒体及び受
熱媒体それぞれの入口及び出口流路を設けたシェルで囲む。従来のプレート型熱交換器と
は異なり、プレート間隙への流体はすべてプレートの外側から流入する。この公報に開示
されている熱交換器を溶接によって閉じれば、プレート型熱交換器の伝熱性能と共に、チ
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ューブ・シェル型熱交換器を使用する場合と同じ圧力を得ることができる。
【０００９】
　国際公開ＷＯ９１/０９２６２号は上記公報の発明の改良に係り、プレート型熱交換器
及びチューブ・シェル型熱交換器双方の特徴をより鮮明に発揮できるとしている。円形プ
レートは入口及び出口流路を形成する孔のリムを介して溶接することによって２枚一組の
形態で積層されている。上記の態様で得られたプレート対をプレートの外周縁に沿って一
括して溶接することによって、一方の伝熱媒体が流動するための閉回路が得られる。従来
のプレート型熱交換器とは異なり、この構造には溶接が施され、プレートには２個の孔が
形成されているだけである。他方の伝熱媒体はプレート積層体を囲むシェルを介してプレ
ート間の他のすべての間隙へ向けられる。流れがプレート積層体とシェルとの間を流動す
るのを防止するためにシールが採用されるが、このシールは主として流れに対するデフレ
クターとして利用される。明らかに、このデフレクターに耐圧性は要求されていない。プ
レート積層体の構造上、シールを採用するのは困難である。例えば、洗浄のため熱交換器
を分解できるように、シールの代わりに弾性ゴム・ガスケットの使用が妥当と考えられる
。
【００１０】
　原子力発電所が現在使用しているシェル・チューブ型熱交換器に共通する設計上の問題
点として、チューブが劣化した場合、漏れを最小限に抑えるには損傷したチューブを塞ぐ
という選択肢しかなく、その結果サーマル・デューティーが低下するということがある。
給水システムにおけるサーマル・デューティーの低下は原子力発電所にとって高いコスト
を伴うものであり、結局はシェル・チューブ型給水ヒーターの交換が必要になる。シェル
・チューブ型熱交換器設計のもう１つの問題点として、シェル側の点検が多くの場合小さ
い手穴や点検ポートに限定されるから、腐食/浸食/損傷を検出し難いということがある。
顕著な腐食/浸食が内部バッフルに発生し、結果として、（１）フロー・バイバス及び熱
的性能の劣化や、（２）流れが引き起こす振動によるチューブの損耗を招く可能性がある
。顕著な腐食/浸食はシェル・チューブ型給水ヒーターのシェル内面でも観察されている
。
【００１１】
　このような現状に鑑み、既存のシェル・チューブ型給水ヒーターよりも長期に亘ってサ
ーマル・デューティーが維持され、長期に亘って構造部品が健全性を維持できるような、
斬新な給水ヒーターの設計が望まれる。伝熱面を非作用状態にしなくても、必要に応じて
伝熱面を交換または修理することによって、長期に亘ってサーマル・デューティーを維持
できることが望ましい。さらに、発電所の効率向上に対応するため、給水ヒーター全体を
交換しなくても給水ヒーターの伝熱能力を増加できることが望ましい。
【発明の概要】
【００１２】
　上記目的は、原子力発電所において、ドレン・フロー及び抽出蒸気から熱を給水に伝達
するために、シェル内に溶接した伝熱プレート対を配置したモジュール式プレート・シェ
ル型給水ヒーターによって達成される。伝熱プレート対、または溶接や他の方法で接合さ
れた伝熱プレート対の群、即ち伝熱プレート対のモジュールを縦列配置し、モジュールの
少なくとも幾つかをガスケットを介して接続して、給水入口及び出口ノズルにそれぞれ接
続する共通の入口導管及び出口導管を並列に共用させる。好ましくは、入口導管、出口導
管及び伝熱プレート対によって形成される伝熱組立体を、シェル内部に取付けた内部軌道
上に載置され、この軌道に沿って移動自在な構造体によって支持させることにより、伝熱
プレートの取外しを容易にする。モジュール式プレート・シェル型給水ヒーターは点検、
修理または交換を目的に伝熱プレートを取外すためのシェルと一体の取外し自在なヘッド
を有する。入口及び出口ノズルをして取外し自在な蓋体を貫通させ密封することが好まし
い。
【００１３】
　本明細書記載の熱交換器は、好ましくは、熱交換器が据付けられた発電所の性能をアッ
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プさせるために、ある時間経過後に伝熱能力を向上させる手段を含む。一実施態様では、
入口及び出口導管が、当初は密栓されている伝熱プレート対のための多数の補足取付け点
を含む。別の実施態様では、伝熱プレート対またはモジュールを追加することによって、
入口及び出口導管を拡張することができる。後者の実施態様では、当初、伝熱能力が皆無
か相対的に無視可能なスペーサ・モジュールを、熱交換器の伝熱プレート・モジュールと
縦列支持する。後日、スペーサ・モジュールを伝熱プレート・モジュールと置き換えるこ
とによって、熱交換器の伝熱能力を向上させることができる。伝熱プレート対同士、また
は伝熱プレート対が接合されて成るモジュール同士の連結部の少なくとも一部を着脱自在
にすることによって、修理や交換を容易にすることが望ましい。好ましくはタイ・ロッド
によりモジュール同士を接続するが、モジュール間を入口及び出口導管が延びる実施態様
ではタイ・ロッドにより圧縮力を印加することによって、対面するモジュールの導管セグ
メント同士の界面を圧接し、液密シールを形成する。
【００１４】
　好ましくは、伝熱組立体をヘッドが取外し自在なシェルから取り出せるようにする。代
替的には、給水入口ノズルを給水入口導管から切り離し、給水出口導管を給水出口ノズル
から切り離すため、シェル内部へアクセスするためのマンウェイをシェルに設ける。ある
いは、これらのオプションを両方設けてもよい。
【００１５】
　望ましくは、モジュールの端部にそれぞれ支持パネルがあり、タイ・ロッドが支持パネ
ル間を延びる。伝熱プレート対は支持パネル同士の間に挟まれ、一実施態様では１次流体
入口導管及び１次流体出口導管がモジュールを貫通する。支持パネルは伝熱プレートより
厚いことが好ましい。一実施態様では、支持パネル間の伝熱プレートを互いに、また、支
持パネルに溶接して、隣り合う支持パネルが互いに機械的に連結されるようにする。
【００１６】
　本発明は、下記ステップを含む給水ヒーターの洗浄または修理方法をも提供する：圧力
容器シェルの内部にアクセスし；伝熱プレートの組立体から少なくとも１対の伝熱プレー
トを取外し；取外した伝熱プレート対を洗浄、修理または交換し；洗浄、修理または交換
した伝熱プレート対を伝熱組立体に再接続する。圧力容器内にアクセスするステップにお
いて取外し自在なヘッドを取外し、少なくとも１対の伝熱プレート対を取外すステップに
おいて給水入口導管及び給水出口導管からこの１対の伝熱プレートを取外すことが好まし
い。
【００１７】
　本発明は圧力容器が取外し自在なヘッドを有する給水ヒーターを修理、点検、洗浄また
は性能アップする方法をも含む。この方法は下記ステップを含む：伝熱組立体が圧力容器
内に存在する状態において、取外し自在なヘッドを取り外すか、または他の方法で圧力容
器内部にアクセスし；給水入口導管及び給水出口導管を給水入口ノズル及び給水出口ノズ
ルからそれぞれ切り離す。この方法はさらに、欠陥のある伝熱プレート対を交換するステ
ップと、熱交換器を稼動させた後、熱交換器の性能をアップするために伝熱プレート対の
数を増やすステップをも含む。
【００１８】
　本発明の詳細を、好ましい実施態様を例にとり、添付の図面を参照して以下に説明する
。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施態様の給水ヒーターを示す立面図である。
【００２０】
【図２】図１に示した本発明の給水ヒーターの頂面図である。
【００２１】
【図３】伝熱組立体をモジュールに分解して一部をシェルから取外した本発明の給水ヒー
ターの別の実施態様を示す斜視図である。
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【００２２】
【図４】図３に示した実施態様の端部伝熱プレート対モジュールの１つを示す斜視図であ
る。
【００２３】
【図５】図３、４に示した伝熱組立体の一部を切り欠いて示す斜視図である。
【００２４】
【図６】図３－５に示した実施態様の給水ヒーターを通る１次流体の流れ模式図である。
【００２５】
【図７】伝熱プレート対の側面図である。
【００２６】
【図８】伝熱プレート・モジュールの一実施態様の模式図である。
【００２７】
【図９】伝熱プレート・モジュールの第２の実施態様の模式図である。
【００２８】
【図１０】スペーサ・モジュールの断面図である。
【００２９】
【図１１】２つの伝熱プレート・モジュールの連結に用いる、タイ・ロッドのセグメント
の部分断面側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　原子力発電所が現在採用している設計の給水ヒーターはシェル・チューブ型熱交換器を
用いている。１９２３年以来今も使用されている熱交換器のもう１つの一般的なタイプは
プレート・フレーム型熱交換器である。後者はコンパクトな設計、高い伝熱係数、プレー
ト内での高い流体圧降下を特徴とし、一般的には、低圧流体に限定される。本明細書に記
載する実施態様は、プレート・フレーム型熱交換器と従来のシェル・チューブ型熱交換器
の特徴を組み合わせて最適化したもので、保守点検が簡便で、所望により伝熱能力を増加
するための設計変更を容易且つ比較的安価に行えるプレート・シェル型給水ヒーターを提
供する。
【００３１】
　本発明の一実施態様の給水ヒーター１０を図１では立面図で、図２では頂面図でそれぞ
れ示す。２枚の伝熱プレート１２、１４を、両プレート間に従来のプレート型熱交換器に
おけると同様に給水流体の流路が形成された溶接プレート対１６を形成するように溶接す
る。一実施態様では、伝熱プレート対１６を、一端を入口ヘッダー・パイプ２２に、他端
を出口ヘッダー・パイプ２４に対して、また、それぞれが入口及び出口ヘッダー・パイプ
２２、２４と流体連通関係になるように、例えば、ガスケット１８及びボルト締めフラン
ジ継ぎ手２０を介して取外し自在に接続する。多数のこのような溶接伝熱プレート対１６
を互に間隔を保って縦列配列し、それぞれを入口ヘッダーと出口ヘッダーとの間に連結し
て、並流路を有する伝熱組立体を形成する。このような構成を図２に示した。尚、多数の
伝熱プレート対１６を直列に連結し、この直列構成の両端を前記構成と同様、入口ヘッダ
ー・パイプ２２及び出口ヘッダー・パイプ２４にそれぞれ取外し自在に取付けるようにし
てもよい。いずれの実施態様においても、伝熱プレート対１６の末端部は入口ヘッダー・
パイプ２２及び出口ヘッダー・パイプ２４に直接的または間接的に連結される。入口ヘッ
ダー・パイプ２２及び出口ヘッダー・パイプ２４は、伝熱プレート対１６を入口及び出口
ヘッダー・パイプ２２、２４に取外し自在に固定する前述した実施態様と同様に、好まし
くはガスケットを含むボルト締めを利用して給水入口ノズル及び給水出口ノズル２６、２
８にそれぞれ連結される。但し、他の取外し自在の連結手段を利用することも可能である
。
【００３２】
　図１、２に示した実施態様において、ヘッダー・パイプ２２、２４は円筒状シェル３４
の下方部分に取付けられた内側軌道３２に載置されたフレーム構造物３０によって支持さ
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れており、円筒状シェルは伝熱プレート組立体３６を囲む圧力容器を形成する。軌道３２
及びフレーム構造物３０上の車輪３３は修理、洗浄または能力向上のために伝熱プレート
組立体をシェルから取外す作業を容易にする。一実施態様において、シェルはその一方の
側にこれと一体の半球状端部３８を、他端に取外し自在な半球状ヘッド４０を有し、円筒
状シェル３４、半球状端部３８及び取外し自在なヘッド４０によって形成される圧力容器
内に伝熱組立体３６を完全に包囲し密閉する。本発明を活用する上で、両端部は必ずしも
半球状でなくてもよいが、高圧を扱う場合には両端部を半球状にすることが好ましい。図
１、２に示すように、給水入口ノズル２６及び給水出口ノズル２８が取外し自在なヘッド
４０を貫通する。あるいは、伝熱プレート組立体３６を修理するためのシェル３４内部へ
のアクセスをさらに容易にするために、ヘッド４０でなくて半球状端部３８を取外し可能
にするか、または半球状端部３８とヘッド４０の両方を、フランジをボルト締めすること
により、シェル３４に接続することも可能である。シェル３４には、抽出蒸気入口４２、
排水入口４４、４６及び排水出口４８、５０をも取付けてある。
【００３３】
　稼動中、送入される給水は入口ノズル２６、入口ヘッダー・パイプ２２、給水がドレン
・フローと抽出蒸気によって加熱される溶接された伝熱プレート対１６、出口ヘッダー・
パイプ２４及び出口ノズル２８を通過する。抽出蒸気は、抽出蒸気入口４２から給水ヒー
ターに流入すると、蒸気緩衝プレート５２によって分配され、シェル上部領域を通過しな
がらドレン・フロー入口ノズル４４、４６から流入するドレン・フローと混合する。次い
で、抽出蒸気とドレン・フローは溶接された伝熱プレート対１６の間を通過し、給水によ
って冷却され、凝縮してシェルの下部領域へ流れ、ドレン・フロー出口ノズル４８、５０
から排出される。
【００３４】
　発電所の停止期間中、下記ステップを利用して伝熱プレート及びシェル内面の検査を行
なうことができる。先ず、フランジ５４のボルトを緩めてシェル端部３８を取外す。次い
で、入口及び出口ノズル２６、２８からヘッダー・パイプ２２、２４を取外す。ヘッド４
０に設けられたマンウェイ５６を利用すると、入口及び出口ヘッダー・パイプ２２、２４
と入口及び出口ノズル２６、２８との接続部へアクセスすることができる。ヘッド４０を
フランジ５８の位置で取外す場合には、伝熱組立体３６を軌道３２上で摺動させてヘッド
４０を外方へ移動させると、入口及び出口ヘッダー２２，２４と給水入口及び出口ノズル
２６、２８との接続部にアクセスすることができる。ヘッド４０を動かす前に、スプール
配管（図示せず）を入口及び出口ノズル２６、２８から取外す必要がある。次いで、シェ
ル３４の底部に設けた軌道３２に沿って伝熱プレート組立体３６を１つのユニットとして
、個々の伝熱プレート１２、１４及びシェル３４の内部の損傷を検査できる位置まで移動
させる。こうして個々の伝熱プレート対１６を洗浄し、必要なら修理または交換すること
ができる。修理または交換が必要なら、問題のある伝熱プレート対１６を入口ヘッダー・
パイプ２２及び出口ヘッダー・パイプ２４から取外して新品か修理した伝熱プレート対１
６と交換して、その場所にボルトで固定すればよい。出口ヘッダー・パイプ２４及び入口
ヘッダー・パイプ２６には１つまたは２つ以上の別の開口６０を設けてあり、当初はプラ
グで密栓してある。これらの別の開口の密栓を解けば、将来性能アップが必要となった場
合に別の伝熱プレート対１６を取付けるための開口となる。
【００３５】
　プレートを取外し可能に設計することで、伝熱面の取替え及び伝熱プレートとガスケッ
トの量産が可能になり、結果として重要な予備部品のコスト低減につながる。この設計を
採用することによってプレートの枚数を、従って、伝熱面積を拡大することによって、出
力の向上に対応すると共に、シェル関連の検査をさらに充実することができる。
【００３６】
　以上、本発明の特定の実施態様を詳述したが、当業者には明らかなように、開示内容全
体に照らして、細部に種々の変更、代案を試みることができる。例えば、図１、２に示し
た実施態様では入口及び出口ヘッダー・パイプまたは導管を分離した構成を開示したが、
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本発明の趣旨から逸脱することなく同様の機能を発揮する他の構造を採用することができ
る。例えば、図３、４、５に示す実施態様では、伝熱組立体３６の入口導管２２及び出口
導管２４のセグメントが伝熱プレート対１６と一体化している。図３、４、５では、図１
、２に示したものと対応する構成要素に同様の符号を付している。図３、４、５に示す実
施態様では、伝熱組立体３６は多数の伝熱プレート・モジュール１７によって構成される
。図５にはこのような伝熱プレート・モジュール１７が４個見える。モジュール１７はそ
れぞれ縦方向に離隔配置された多数の伝熱プレート対１６から成り、これら伝熱プレート
対は一体的なユニットを形成するように接合されている。図３、４、５に示す各モジュー
ル１７はこのような伝熱プレート対１６を約１０個有している。ここで、伝熱プレート対
の数は任意でよいが、モジュール１個当たりの伝熱プレート対の数が増すとモジュールの
交換費用がかさむことを認識されるべきである。もっとも、モジュールの数が増すと、ガ
スケット及び密封装置に要する費用がかさむ。モジュール１個当たりの最適なプレートの
枚数は、経済的な観点から用途毎に決定されるべきである。伝熱組立体３６中のモジュー
ル１７の数もまた、モジュール１個当たりの伝熱プレート対１６の数と熱交換器の用途に
よる伝熱要件とに応じて変わり得る。
【００３７】
　図３、４、５に示す実施態様において、各伝熱プレート対１６の外側表面（即ち、表と
裏）には２つの開口が設けられている。対応する開口同士は実質的に整列して、該開口に
入口及び出口導管２２、２４の増分セグメントが溶接、ろう付けまたは他の適当な方法に
よって接合されており、伝熱プレート対１６同士の間の部分でも入口及び出口導管２２、
２４の中と周りを流れる流体を実質的に通さない、実質的な剛性で耐久性のある継ぎ手を
形成する。伝熱プレート対１６と隣接する伝熱プレート対１６の外側表面の間を延びる入
口及び出口導管２２、２４の増分セグメントは、伝熱プレート対１６同士の間に抽出蒸気
とドレン・フローの流路を提供する。各モジュール１７を貫く入口及び出口導管２２、２
４の外端部にフランジを設けるのが好ましく、そのフランジ上に、隣接する伝熱プレート
・モジュールのセグメント２３の対応フランジを、好ましくはフランジ同士の間にガスケ
ットを圧入して接続する。次いで、各モジュール１７の外側セグメント２３を、隣接する
モジュールの対応外側セグメントに、間にガスケットを挟み、図３、４、５に示すタイ・
ロッド６４を用いて取り付ける。但し、タイ・ロッドの代わりに他の機械式取付け手段を
使用してもよい。図３、４、５に示す実施態様では、タイ・ロッド６４によって表面と裏
面のフレームまたはプレート６２同士を引き寄せることにより、モジュール１７を定位置
に保つ。伝熱プレート組立体の表面プレート６２には、入口及び出口導管２２、２４の開
口があるので、外側セグメント２３のフランジを（図２に示す）入口ノズル２６及び出口
ノズル２８にそれぞれ取り付けることができる。外側セグメント２３、即ち、伝熱組立体
３６の端部８０にある裏側伝熱プレート上の入口及び出口、を密栓して給水流ループを閉
じるか、または裏側伝熱プレートに入口及び出口の孔を設けないようにする。
【００３８】
　上述した実施態様の伝熱プレート組立体は伝熱プレート対１６を貫く並流路を有するが
、図６はその伝熱プレート組立体を通る１次流体の流れを模式的に示す。図７は伝熱プレ
ート対の構成を示す。図７に示すように、溶接ビード６６は、伝熱プレート１２、１４の
対応する開口のところで、入口導管２２の各増分セグメント２３の周囲を延びて、界面に
流体密封部を形成する。同様に、溶接ビード６８は、伝熱プレート１２、１４の対応する
開口のところで、出口導管２４の増分セグメント２３の周囲を延びて、界面に流体密封部
を形成する。さらに、伝熱プレート対１６の周縁全体に亘ってガース溶接部７０が延びて
いる。図７に示すように、１次流体は各伝熱プレート対１６を隣接する伝熱プレート対ま
たは支持プレートへ接続する入口導管２２の入口７２に流入する。１次流体の一部は伝熱
プレート１２、１４間を流下して、そこで伝熱プレート対の外側を流れる抽出蒸気とドレ
ン・フローから熱を吸収した後、出口７８から出口導管２４へ流出して、そこで出口導管
の入口７６から伝熱プレート対１６に入ってきた、他の伝熱プレート対から上流へ向かう
１次流体の流れと合流する。伝熱組立体３６の端部８０（図５）にある最後の伝熱プレー



(10) JP 6200433 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

ト対１６を除き、所与の伝熱プレート対１６の入口７２から入ったけれども伝熱プレート
１２、１４間を流れなかった残りの１次流体は、入口導管の出口７４から隣接する伝熱プ
レート対１６へ流れる。入口導管を通り抜けて伝熱組立体３６の端部８０に達した１次流
体は全て、伝熱プレート１２、１４の最後の対間を流れた後、図６に示すように出口導管
２４から流出する。流れが入口導管２２から出口導管２４へ向かうならば、伝熱プレート
対１６を流れる水が（図６に示すように）上向きでも、（ここに記載したように）下向き
でも、または横向きであっても、それは重要なことではない。
【００３９】
　図８は伝熱プレート・モジュール１７の一実施態様の模式図である。図示したモジュー
ル１７は伝熱プレート対１６を４個備えているが、上述したように、伝熱プレート対１６
の数は変えてもよい。伝熱プレート対１６の外側の伝熱プレート１２、１４は支持プレー
ト８２と比較して相対的に薄く、このため外側の支持プレート８２は内側の伝熱プレート
対１６よりも厚くなっている。支持プレート８２は支持プレートと称されるものの中で最
も長く、他の支持プレートを上回って図３、４、５に示すタイ・ロッドを受入れるほどに
長い。尚、本実施態様は図３、４、５に示す実施態様とは若干異なる。但し、モジュール
同士を互いに固定する方法は同じであるが、他の固定手段、例えば連続するねじ山を有す
る棒やボルト等も使用可能である。内側の伝熱プレート同士を、それらの間を導管の増分
セグメント２３（図４に示す）が延びるように溶接するが、入口及び出口導管２２、２４
の増分セグメントの円形開口の周囲には溶接部が、また、外縁部には外周プレート状溶接
部７０が延びている。ガスケットが隣接するモジュール１７の係合支持プレート８２との
界面で開口を密封するように、支持プレート８２の入口及び出口導管２２、２４開口の周
囲にガスケット溝８４が設けられている。
【００４０】
　図９は、伝熱プレート対モジュール１７の第２の実施態様を示す。外側伝熱プレートの
入口及び出口導管２２、２４の開口の周囲にガスケット保持リング８６があることを除き
、図９に示す実施態様は図８に関して述べたものとよく似ている。支持プレートを１枚、
モジュール１７と保持リング８６上のガスケットとの間に挿入することによって、各支持
プレートと伝熱プレートとの間で開口２２、２４を密封する。あるいは、支持プレートの
片側または両側に、ガスケットを保持する溝を設けてもよい。
【００４１】
　将来、熱交換器が据付けられた発電所の性能をアップさせるために、既存のシェルの伝
熱能力を増加する必要がある場合には、伝熱プレート対モジュール１７の代わりにスペー
サ・モジュール８８を挿入することによって、後日別の伝熱プレート対１７モジュールを
追加するためのスペースを確保するようにしてもよい。かかるスペーサ・モジュール８８
の一実施態様を図１０に示す。好ましくは、スペーサ・モジュール８８は採用される熱交
換ユニット１０の標準伝熱プレート対１７モジュールとサイズが同じである。本実施態様
のスペーサ・モジュールは、上述したようなガスケット溝８４がある２枚の支持プレート
８２を有し、これらの支持プレートは上部支持体９６と２次流体ドレン９４を有する下部
支持体９８とによって隔てられている。上部支持体９６と下部支持体９８は１つの連続し
た支持シリンダの一部としてよい（が、そうすることは必須ではない）。図１０に示す実
施態様は伝熱プレート対モジュール１７同士の間に挿入されることを想定して、パイプ９
０が各支持プレートとの界面でその周囲を溶接され密閉シールを形成する。パイプ９０は
入口導管２２の一部を形成し、パイプが接続する伝熱プレート対モジュール１７同士の間
において１次流体を運ぶ。同様にスペーサ・モジュール８８の支持プレート８２に溶接さ
れたパイプ９２が支持プレート同士の間を繋ぎ、出口導管２４を通る１次流体を運ぶ。ス
ペーサを伝熱プレート組立体３６の端部８０に用いる場合には、スペーサ・モジュールの
支持プレート８２に開口は不要である。
【００４２】
　図１１は、モジュール１７と８８を互いに引き寄せるのに使用可能なタイ・ロッドの一
実施態様を示す。タイ・ロッド６４は、図５に示す支持フレーム６２同士の間におけると
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同様に、支持プレート８２同士の間を延びるように設計されている。図１１に示す実施態
様では、タイ・ロッド６４の一端部は縮径されて周面にねじ１０４が切られている。周面
ねじ１０４が終端する担持面１０６は、モジュール支持プレート周縁部の側面に設けた孔
の周囲に当接する大きさだが、ねじ１０４はこの孔を貫通して反対側へ突き出る大きさで
ある。タイ・ロッド６４の反対側の端部には雌ねじ１００が設けられており、隣接支持プ
レート８２の対応する孔を貫通する隣接タイ・ロッド６４の雄ねじ１０４と螺合する大き
さである。タイ・ロッドの雌ねじ１００を有する側の外周部１０２の輪郭は、トルクをか
けやすいように、四角形または六角形であることが好ましい。
【００４３】
　上述したように、伝熱プレート組立体３６は保守点検を容易にするために、軌道３２に
載置される車輪３３を備えている。本実施態様の保守点検は、伝熱プレート組立体の能力
を向上させるために、スペーサ・モジュール８８を取り外して代わりにさらに別の伝熱プ
レート・モジュール１７が連結されている点を除き、図１、２に示した実施態様と同じで
ある。
【００４４】
　また、給水ヒーター用としての好ましい実施態様を説明したが、本発明を他の多様なタ
イプの熱交換器に採用しても有益な成果を挙げることができる。従って、以上に開示した
具体的な実施態様は飽くまでも説明のためのものであって、本発明の範囲を限定するもの
ではなく、本発明の範囲は添付の特許性の範囲及びこれとの等価物によって定められるも
のである。
 

【図１】 【図２】
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