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スパイラルチユーブフイン熱交換器
行技 庁分野

０００1 本発明は、発電設備のインタークーラー等の冷却システムに使用されるフィンチュ
ーブ型熱交換器に関し、特にスパイラルチューブフィンを備えたフィンチューブ型熱

交換器 (スパイラルチューブフィン熱交換器) に関する。

背景汗封庁

０００2 従来から、熱媒体に対して熱交換を行ぅ熱交換器として種々のものが提供されてい
る。その一つとして、図 (a) に示すよぅな、フィンチューブ型熱交換器 ００が知られ

ている。

０００3 かかるフィンチューブ型熱交換器 ００は、内部に流体からなる被熱交換体 を流

通させ、外周面に複数の伝熱用のチューブフィン 熱プレート又は伝熱板) ０2，

０2 を長手方向に沿って平行且つ等間隔となるよぅに備えた中空円筒の管からな

るフィンチューブ (平行チューブフィンを備えたフィンチューブ 熱管) ) ０を平行

に多数配置することでフィンチューブ群 熱管群 ) ０ を形成し、該フィンチューブ

群 ０ と略直交する方向に流体からなる熱媒体 を流通させることで管外流体 (

熱媒体 ) と管内流体 (被熱交換体 ) との熱交換を行ぅものである。

０００4 このよぅな、平行チューブフィン ０2 ０2 を備えたフィンチューブ型熱交換器 (

以下、単に「平行チューブフィン熱交換器」と称することがある) は、設置場所の

省スペースィビや製品の価格競争力を上げるための省コスト化を図るべく、小型化 (コ

ンパクトィめが望まれていた。

０００5 そこで、図 b) に示すよぅに、複数の平行チューブフィンを備えたフィンチューブ

０ ０ が、隣り合ぅフィンチューブ ０ ０の一方におけるチューブフィン

０2の先端が他方におけるチューブフィン ０2 ０2間に入り込むよぅに配置されるこ

とで、隣り合ぅフィンチューブ ０ ０同士の距離 (フィンチューブのピ、ソチ 隣り合ぅ

フィンチューブ ０ ０の中心軸c ，c 間の距離) P をフィンチューブ ０の中

心軸c からチューブフィン ０2の先端までの長さ の2倍よりも短く(小さく)したフィ



ンチューブ型熱交換器 ０が提供された ( 特許文献 を参照 ) 。

０００6 特許文献 1 日本国特開2 ００2 23599 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 しかし、近年、フィンチューブ型熱交換器 ０は、使用目的や設置条件等から、上

記省スペースィロ及び省コストィビを図るための小型化 ( コンパクトィめに加え、さらに熱

交換効率の向上にょる高性能ィビが求められている。

０００8 そこで、本発明は、上記問題点に鑑み、小型ィビを図ると共に熱交換効率の向上に

ょって高性能ィビを図ることができるスパイラルチューブフィンを備えたフィンチューブ

型熱交換器 (スパイラルチューブフィン熱交換器 ) を提供することを課題とする。

課題を解決するための手段

０００9 そこで、上記課題を解消すべく、本発明に係るスパイラルチューブフィン熱交換器

は、内部に被熱交換体を流通させ、外周面に径方向へ広がるチューブフィンを備え

る伝熱管が複数備えられ、該複数の伝熱管は、それぞれ同方向を向くょぅに配置さ

れる熱交換器であって、前記チューブフィンは、螺旋状に形成されると共に螺旋軸が

前記伝熱管の中心軸と一致するょぅに備えられ、前記複数の伝熱管は、隣り合ぅ伝熱

管の一方におけるチューブフィン部の先端が他方におけるチューブフィン部間に入り

込むょぅに配置されることを特徴とする。

００1 ０ かかる構成とすることで、チューブフィンの高さを変える (低くするにとなく、伝熱管

のピ、ソチ 熱管の中心軸間の距離 ) を小さくすることができる。尚、本発明において

、チューブフィンの高さとは、伝熱管の径方向における、管部外周面からチューブフ

ィンの先端までの距離をいぅ。

００1 1 即ち、螺旋状のチューブフィン (スパイラスチューブフィン) を備えた伝熱管 ( フィン

チューブ) の中心軸方向に沿った特定領域 ( チューブフィン部 ) に着 目した場合、複

数のチューブフィンが中心軸方向に沿って平行且つ等間隔に複数備えられた伝熱

管 ( 平行チューブフィンを備えたフィンチューブ) と見なすことができる。そのため、螺

旋状のフィンを備える伝熱管であったとしても、隣り合ぅ伝熱管の一方におけるチュー

ブフィン部の先端が他方におけるチューブフィン部間に入り込むょぅな構成が可能と



なるため、隣り合ぅ伝熱管のピ、ソチを小さくすることができる。

００12 そして、このよぅに隣り合ぅ伝熱管の一方におけるチューブフィン部が他方における

チューブフィン部間に入り込むことで、チューブフィン部間の間隔が非常に狭くなる。

そのため、熱交換器内に熱媒体を流通させて熱交換する際、単位時間あたりの熱交

換器全体における熱媒体の処理量は一定であるため、前記チューブフィン部間の間

隔が狭くなった部分を流通する熱媒体の流速が速くなり、伝熱係数が向上する。従っ
て、該伝熱管内部を流通する被熱交換体と熱交換を行ぅ熱媒体による熱交換効率が

向上する。

００13 さらに、チューブフィンが螺旋状に形成されている (スパイラスチューブフィンである

)ため、伝熱管群内を伝熱管の中心軸に対して直交 (又は略直交)する方向に流通

する熱媒体は、螺旋状のチューブフィンに衝突することで乱れが発生し、該熱媒体の

混合、拡散効果が向上することで、熱交換効率が向上する。

００14 即ち、伝熱管の中心軸方向に対して直交する平板状のチューブフィン (平行チュー

ブフィン)の場合、チューブフィンは、伝熱管に対して直交する方向に流通する熱媒

体の流れに沿った方向 (平行) となるため、熱媒体の流れは、乱れがほとんど発生す

ることなく伝熱管群内を流通する。これに対し、螺旋状のチューブフィンの場合、前記

熱媒体の流れは、この流れに対して傾斜している螺旋状のチューブフィンの面部と

衝突し、該衝突によって不規則な流れが発生して部分的に流速が速くなり、混合、拡

散される。

００15 上記のよぅに熱媒体の流速が速くなると、伝熱係数が向上するため、熱媒体から伝

熱管の表面へ移行する熱量が増加し、これに伴い、該熱媒体からの熱が伝熱管の

管壁を介して被熱交換体に移行する (奪われる)熱量も増加し、その結果、熱交換効

率が向上する。また、混合、拡散によって、各箇所での熱媒体は、均一な温度となる

ため、温度むらによる伝熱量の低下等がなくなり、熱媒体から伝熱管を介して被熱交

換体に移行する熱量が増加し、熱交換効率が向上する。

００16 尚、本発明におけるスパイラルチューブフィン熱交換器とは、スパイラルチューブフ

ィンを備えたフィンチューブ型熱交換器を ぢ。また、チューブフィン部とは、伝熱管

に備えられるチューブフィンの一部であって、隣り合ぅ伝熱管と対向する部分をいぅ。



また、被熱交換体とは、伝熱管内部を流通し、該伝熱管の内周面と接触することで、

伝熱管の外側 熱管群の内部)を流通する熱媒体と熱交換を行ぅ流体利づ。

００17 また、前記螺旋状のチューブフィンは、隣り合ぅ伝熱管における対応するチューブ

フィンと旋回方向が逆方向となるよぅに備えられる構成であってもよい。

００18 かかる構成とすることで、隣り合ぅ伝熱管における対応する螺旋状のチューブフィン

同士が逆の旋回方向であるので、対応するチューブフィン部同士は、互いに同方向

に傾斜すること(平 となるため、伝熱管のピッチをⅡ、さくしていっても、対応するチ

ューブフィン部同士が接触することがない。そのため、平行チューブフィンを備えた伝

熱管と同様に、伝熱管のピ、ソチを最小トソチ (一方の伝熱管におけるチューブフィン

部の先端が他方の伝熱管の外周面に接するよぅなピ、ソチ) にすることができる。

００19 また、前記対応するチューブフィン部同士が平行となることから、複数の伝熱管をそ

れぞれ接近させて伝熱管群を形成する際、前記対応するチューブフィン部同士が接

触しないため、伝熱管群の組み立て作業を容易に行ぅことができる。

００2０ しかも、チューブフィンが螺旋状に備えられていることから、上述のよぅに、平行チュ
ーブフィンを備えた伝熱管で構成される伝熱管群に比べ、伝熱管群内を流通する熱

媒体の流れの混合、拡散効果が高く、熱交換効率が高い。そのため、上記構成とす

ることで、フィンチューブ型熱交換器の小型ィビを図ると共に熱交換効率の向上によっ
て高性能化を図ることができ、さらに容易に組み立てることができる。

００2 1 また、前記螺旋状のチューブフィンは、隣り合ぅ伝熱管における対応するチューブ

フィンと旋回方向が同一方向となるよぅに備えられる構成としてもよい。

００22 かかる構成とすることで、隣り合ぅ伝熱管における対応する螺旋状のチューブフィン

同士が同一の旋回方向であるので、対応するチューブフィン部同士は、互いに逆方

向に傾斜すること(交差方向) となるため、伝熱管のピ、ソチを小さくしていくと、先端以

外の部分で互いに接触することとなる。そのため、かかる接触部分近傍を流れる被熱

交換体の流速や混合、拡散効果が向上し、それに伴って熱交換効率が向上する。

００23 即ち、複数の螺旋状のチューブフィンを備えた伝熱管で構成される伝熱管群の隣り

合ぅ伝熱管のピッチをⅡ、さくしていくと、上述のよぅに対応するチューブフィン部同士

が先端以外の部分で接触し、かかる接触部分が伝熱管群内部で挟流路部を構成す



る。該挟流路部は、熱媒体の流通が乱される部分であって、熱媒体が該挟流路部に

衝突したり、回り込んだりすることで、伝熱管群内部の流れに乱流を生じさせる部分

である。

００24 このよぅな挟流路部は、隣り合ぅ伝熱管におけるチューブフィン部同士が接する部

分毎に形成されるため、伝熱管群内部には多くの挟流路部が形成される。そのため

、かかる多数の挟流路部を有する伝熱管群の内部を流通する熱媒体は、その流れ

に多くの乱流が発生するため、部分的に流速が速くなり、また、混合、拡散効果がよ

り向上する。そのため、上述のよぅに、フィンチューブ型熱交換器の小型ィビを図ると共

に熱交換効率の向上によって高性能ィビを図ることができる。

００25 さらに、かかる構成とすることで、隣り合ぅ伝熱管における対応するチューブフィン部

同士が互いに接触して支持し合ぅため、該接触しているチューブフィン部を含むチュ
ーブフィンは、外部から加わる力に対する強度が向上する。また、対応するチューブ

フィン部同士が支持し合ぅことによって、熱媒体の流通による該チューブフィンの振動

も抑制することができる。

００26 また、対応するチューブフィン同士が互いに支持し合ぅため、長尺な伝熱管であっ
ても、伝熱管群を構成する複数の伝熱管が隣り合ぅ伝熱管とそれぞれ多数の接点を

有することとなるため、伝熱管群 自体の剛性が向上する。

００27 また、前記隣り合ぅ伝熱管における対応するチューブフィン部同士は、少なくとも一

方のチューブフィン部に凸部が形成され、該凸部を介して互いに接触している構成

であってもよい。

００28 かかる構成とすることで、上述のよぅに、接触しているチューブフィン部を含むチュ
ーブフィンの強度の向上及び熱媒体の流れにより発生する振動の抑制を図ることが

できると共に、伝熱管群 自体の剛性の向上も図ることができる。

００29 さらに、隣り合ぅ伝熱管における対応するチューブフィン部同士の接触面積を小さく

することで、対応するチューブフィン部同士の接触による熱交換効率の低下の抑制を

図ることができる。

００3０ 即ち、チューブフィン同士の接触している部分 (面) は、熱媒体と接することができな

くなるため熱媒体との熱交換ができず、熱交換を行ぅための面積が小さくなる。しかし



、前記凸部を介して互いに接触するよぅにすることで、チューブフイン部同士の接触

面積を小さくすることができ、伝熱管と熱媒体との接触面積が大きくなる 熱管と熱

媒体との接触面積の減少を少なくできる)ので、対応するチューブフイン部同士の接

触による熱交換効率の低下の抑制を図ることができる。

発明の効果

００3 1 以上より、本発明によれば、小型化を図ると共に熱交換効率の向上によって高性能

ィビを図ることができるスパイラルチューブフイン熱交換器を提供することができる。

００32 図 本実施形態に係るスパイラルチューブフィン熱交換器の概略斜視図を示す。

図2 同実施形態に係る伝熱管群の a 正面図を示し、(b) は平面図を示す。

図3 同実施形態に係る伝熱管群の一部拡大正面図を示す。

図4 同実施形態に係る伝熱管の a 転造成形過程の概略側面図を示し、(b) は

矢視図を示す。

図5 (a) は、隣り合ぅ列の隣り合ぅ伝熱管の中心軸をそれぞれ結ぶと正方形となるよぅ

な配置の同実施形態に係る図3における 断面図を示し、(b) は、隣り合ぅ列の

隣り合ぅ伝熱管の中心軸をそれぞれ結ぶとひし形となるよぅな配置の他実施形態に

係る図3における 断面図を示す。

図6 同実施形態に係る隣り合ぅ伝熱管の (a) は一部拡大断面斜視図を示し、(b) は

(a) におけるc 端面図を示す。

図7 同実施形態に係るスパイラルチューブフィン熱交換器内の熱媒体及び被熱媒

体の流れを示す平面図である。

図8 (a) は、伝熱管の中心軸方向に沿って平行且つ等間隔となる平行チューブフィ

ンを備えた伝熱管で構成される伝熱管群、及びその流動解析の結果を示し、(b) は

、伝熱管の中心軸方向に対して螺旋状のチューブフィンであって、隣り合ぅ伝熱管に

おける対応する螺旋状のチューブフィン同士が逆の旋回方向である逆スパイラルチ

ューブフィンを備えた伝熱管で構成される伝熱管群、及びその流動解析の結果を示

し、(c) は、伝熱管の中心軸方向に対して螺旋状のチューブフィンであって、隣り合ぅ

伝熱管における対応する螺旋状のチューブフィン同士が同一の旋回方向である同



一スパイラルチューブフィンを備えた伝熱管で構成される伝熱管群、及びその流動

解析の結果を示す。

図9 他実施形態に係る伝熱管の (a) は一部拡大斜視図を示し、(b) は伝熱管群の

断面側面図を示す。

図1０他実施形態に係る伝熱管のチューブフィンの拡大図であって、(a) 放射状

の凸条を備えるチューブフィン、(b) は先端部に沿った凸条を備えるチューブフィン

の拡大図を示す。

図11 他実施形態に係る隣り合ぅ 熱管の (a) は一部拡大断面斜視図を示し、(b) は

(a) における 端面図を示す。

図12 従来の独立フィンチューブ型熱交換器の概略正面図であって、(a) 、隣り合

ぅ 熱管における一方のフィンが他方のフィン間に入り込まないよぅに配置された熱

交換器、(b) は、隣り合ぅ 熱管における一方のフィンが他方のフィン間に入り込むよ

ぅに配置された熱交換器の概略正面図を示す。

符号の説明

スパイラルチューブフィン熱交換器 (熱交換器)

2 チューブフィン (スパイラルチューブフィン)

2 チューブフィン部

3 伝熱管 (フィンチューブ)

4 支持体

5 伝熱管群流入部 (被熱交換体入口)

6 伝熱管群流出部 (被熱交換体出口)

7 伝熱管群連結部

8 シェル

9 シェル流入口 (熱媒体入口)

０ シェル流出口 (熱媒体出口)

凹 凸部

C 伝熱管の中心軸

熱媒体



W 被熱交換体

P ピ、ソチ

P 最小ピ、ソチ

発明を実施するための最良の形態

００34 以下、本発明に係るスパイラルチューブフィン熱交換器の一実施形態について、添

付図面を参照しつつ説明する。

００35 図 乃至図3に示すよぅに、本実施形態に係るスパイラルチューブフィン2を備えた

フィンチューブ型熱交換器 (以下、単に「スパイラルチューブフィン熱交換器」又は「

熱交換器」と称することがある。) は、発電設備のインタークーラーに用いられる熱交

換器であり、内部に水等の流体から構成される被熱交換体Wを流通させ、外周面に

径方向に広がるチューブフィン 熱プレート) 2を備えた中空円筒の管からなる伝熱

管 (フィンチューブ) 3と、複数の伝熱管3，3，・‥で構成された伝熱管群3０であって、

被熱交換体Wの流入側伝熱管群3０aと被熱交換体Wの流出側伝熱管群3０bとから

なる伝熱管群3０と、該伝熱管群3０をその両端部で支持するための一対の支持体4

，4と、一方の支持体4の外側で、流入側伝熱管群3０aの各伝熱管3，3，・‥にそれぞ

れ外部からの被熱交換体Wを流入させる伝熱管群流入部5及び流出側伝熱管群3０

bの各伝熱管3，3，・‥のそれぞれからの被熱交換体Wをまとめて外部に流出させる

伝熱管群流出部6と、他方の支持体4の外側で、流入側伝熱管群3０aから流出側伝

熱管群3０bまで被熱交換体Wが流通するよぅに流入側伝熱管群3０aと流出側伝熱

管群3０bとを連結する伝熱管群連結部7とが、内部に熱媒体 を流通させるシェル8

内に備えられている。

００36 チューブフィン2は、伝熱管3の外部を流通する熱媒体 と接触する伝熱管3の表

面積を増やすために伝熱管3の径方向に広がる板状体 (プレート)であり、熱伝導率

の高い金属 (アルミニウム、銅等)で形成されている。詳細には、チューブフィン2は、

伝熱管3の外周面に備えられた螺旋状の板状体で、該螺旋の螺旋軸が伝熱管3の

中心軸Cと一致し、螺旋ピ、ソチが一定となるよぅに形成されている。また、チューブフィ

ノ2は、伝熱管3の中心軸方向において、周縁が円形となるよぅに形成されている。

００37 伝熱管3は、前記チューブフィン2を外周面に備えた管であり、熱伝導性の高い金



属 (カーボンスチール、ステンレススチール等)を素材とし、全て同径の真っ直ぐな管

(直管) として形成されている。詳細には、図4に示すよぅに、カーボンスチールで形

成された内管 に外管 (本実施形態の場合アルミニウムの管) を被せ(外嵌り、転

造機により 2０。の間隔で三方向から螺旋状のディスク刃bで外管 の外周面を回転

しつつ押圧することによって、チューブフィン2を外管 熱管3)の径方向に押し出

すと同時に、内管 に外管 を密着させて形成している。

００38 尚、本実施形態において、伝熱管3は、カーボンスチールで形成された内管 の外

側にアルミニウムで形成された外管 を被せ、その外周面を径方向に延伸させて螺

旋状のチューブフィン2を形成することで、カーボンスチールが伝熱管3の外周面側

に露出しない構成となっている。そのため、伝熱管3は、その外部を流通する熱媒体

にカーボンスチールが接触しないため腐食せず、且つ熱伝導率の高いアルミニウ

ムがカーボンスチールと密着するよぅな構成となっているため熱交伝導率が高くなる。

しかし、伝熱管3は、この構成に限定される必要はない。即ち、伝熱管3は、別体とし

て形成されたチューブフィン2を直管部分 (筒部) に溶接等によって接続するよぅな構

成であってもよい。また、チューブフィン2と直管部分とは、別部材 (異なる材質)で形

成されていてもよく、直管外周面に径方向へ広がるチューブフィンを備えたフィンチュ
ーブであればよい。

００39 また、本実施形態において、伝熱管3は、汎用品を用いている。このよぅに、汎用品

の伝熱管3を用いることで、熱交換器 は、低コストィヒ、短納期ィビを図ることができるよ

ぅになる。しかし、これに限定される必要はなく、伝熱管3は、専用品であってもよい。

００4０ 図 乃至図3に戻り、スパイラルチューブフィン熱交換器 には、このよぅな螺旋状の

チューブフィン2を備える複数本の伝熱管3，3，・‥が備えられ、該伝熱管3，3，・‥が

それぞれ平行となるよぅに配置されることで伝熱管群3０が形成されている。

００41 ここで、さらに伝熱管3，3，・‥の配置について説明すると、図5 (a) にも示すよぅに、

伝熱管3，3，・‥の中心軸方向において、上下方向を 列として横へ複数列配置され

ている。各列は、伝熱管3，3，・‥がそれぞれ等間隔 (ｱ 方向に隣り合ぅ伝熱管3，3

の中心軸C間の距離がd) となるよぅに配置され、隣り合ぅ列は、前記等間隔dの半分 (

2d)だけ上下方向にずれた状態で配置されている。即ち、隣り合ぅ列の隣り合ぅ



伝熱管3，3の中心軸C，Cを互いに結ぶ線がｱ下 (垂直)方向、若しくは左右 (水平)

方向に対して4 。5 となるよぅに配置されている。また、他列の隣り合ぅ伝熱管3，3，・

の中心軸C，C， をそれぞれ結ぶと四角形となるよぅに配置されている。本実施形

態においては、前記四角形は、正方形となるよぅに配置されているが、これに限定さ

れる必要もなく、図5 b) にも示すよぅに、隣り合ぅ列の隣り合ぅ伝熱管3，3の中心軸C

，C， をそれぞれ結ぶとひし形となるよぅな配置、即ち、隣り合ぅ列の隣り合ぅ伝熱管

3，3の中心軸C，Cを互いに結ぶ線が左右 (水平)方向に対して6０。となるよぅな配

置であってもよい。

００42 また、図6にも示すよぅに、隣り合ぅ列の伝熱管3，3， は、互いにチューブフィン2

の旋回方向が逆方向となるよぅに形成 (設定) されている。従って、隣り合ぅ伝熱管3，

3における対応するチューブフィン部2 ，2 ，・‥同士は、互いに平行 (若しくは略平

行) となる (図6 b)参照)。そのため、対応するチューブフィン部2 2 ，・‥同士は、

互いに接触することなく隣り合ぅ伝熱管3，3のピ、ソチ ( 熱管3，3の中心軸C間の距

離) Pを最小トソチ (隣り合ぅ伝熱管3，3の一方 (他方) におけるチューブフィン部2

2 ， の先端が他方 (一方)の伝熱管3における (筒部の)外周面に接するピ、ソチ P

とすることができる。また、隣り合ぅ伝熱管3，3における対応するチューブフィン部2

， 同士が平行 (又は略平行) となることから、複数の伝熱管3，3，・‥をそれぞれ

接近させて伝熱管群3０を形成する際、前記対応するチューブフィン部2 2 ，・‥同

士が接触しないため、伝熱管群3０の組み立て作業を容易に行ぅことができる。

００43 尚、本実施形態において、チューブフィン部2 は、伝熱管3におけるチューブフィ

ノ2の隣り合ぅ伝熱管3と対向する部分である。また、本実施形態において、隣り合ぅ

伝熱管3，3のピ、ソチPは、最小トソチP となるよぅに伝熱管3，3，・‥が配置されて， い
るが、これに限定される必要はなく、隣り合ぅ伝熱管3，3の一方 (他方) におけるチュ
ーブフィン部2 2 ， の先端が他方 (一方) におけるチューブフィン部2 2 ，・

間に入り込んだ状態となるよぅなトソチPであればよい。即ち、隣り合ぅ伝熱管3，3は

、該伝熱管3，3におけるチューブフィン部2 2 ，・‥同士が伝熱管3，3の中心軸方

向において重なるよぅな (オーバーラップした)状態となる位置関係であればよい。こ

のよぅに、隣り合ぅ伝熱管3，3のチューブフィン部2 2 が互いにオーバーラップ



した状態で伝熱管群3０が構成されることで、互いにチューブフイン部2 ，2 ，・‥をオ

ーバーラップさせない伝熱管群3０よりも、伝熱管3，3，・‥間のピッチPを 心くするこ

とができ、伝熱管群3０全体を小型ィヒすることができる。そのため、熱交換器 の小型

ィヒを図ることができる。

００44 以上のよぅに伝熱管3，3，・‥が配置される伝熱管群3０は、スパイラルチューブフイ

ン熱交換器 の外部から流入してきた被熱交換体Wが伝熱管3，3，・‥内部をそれぞ

れ流通する流入側伝熱管群3０aと、スパイラルチューブフイン熱交換器 の外部に流

出する被熱交換体Wが伝熱管3，3，・‥内部をそれぞれ流通する流出側伝熱管群3

Obとに分けられる。

００45 伝熱管群流入部5は、流入側伝熱管群3０aの一方側端部に設けられ、スパイラル

チューブフイン熱交換器 の外部から流入してくる被熱交換体Wを、流入側伝熱管

群3０aを構成する伝熱管3，3，・‥の一方側端部にそれぞれ流入させるよぅに構成さ

れている。

００46 伝熱管群流出部6は、流出側伝熱管群3０bの一方側端部に設けられ、流出側伝熱

管群3０bを構成する伝熱管3，3，・‥の一方側端部からそれぞれ流出してくる被熱交

換体Wをスパイラルチューブフイン熱交換器 の外部にまとめて流出させるよぅに構

成されている。

００47 伝熱管群連結部7は、伝熱管群3０(流入側伝熱管群3０a及び流出側伝熱管群3０

b)の他方側端部に設けられ、流入側伝熱管群3０aを構成する伝熱管3，3，・‥内部

を流通する被熱交換体Wを、流出側伝熱管群3０bを構成する伝熱管3，3，・‥内部

まで案内するために、流入側伝熱管群3０a (を構成する伝熱管3，3，・‥)の他方側

端部と流出側伝熱管群3０b (を構成する伝熱管3，3，・‥)の他方側端部とを連結して

いる。

００48 即ち、スパイラルフインチューブ熱交換器 の外部から伝熱管群流入部5を経て流

入した被熱交換体Wは、流入側伝熱管群3０aを構成する伝熱管3，3，・‥内部を一

方側端部から他方側端部まで流通し、伝熱管群連結部7で折り返して流出側伝熱管

群3０bを構成する伝熱管3，3，・‥内部を他方側端部から一方側端部まで流通し、伝

熱管群流出部6を経てスパイラルフインチューブ熱交換器 の外部へ流出する。



００49 シェル8は、内部に伝熱管群3０を配置することができる円柱状の箇体で、他方側端

部に、その内部を流通する熱媒体 の流入口であるシェル流入口9と流出口である

シェル流出口 ０とが設けられている。詳細には、シェル8は、図7にも示すよぅに、そ

の内部の平面視中央部に長さ方向に沿って、且つ正面側 (シェル流入口9及びシェ

ル流出口 ０が開口している方向側) に流入側伝熱管群3０aで背面側に流出側伝熱

管群3０bが位置するよぅ、伝熱管群3０が、その一方側端部 熱管群流入部5及び

伝熱管群流出部6 を突出するよぅに配置される。

００5０ 本実施形態に係るスパイラルフィンチューブ熱交換 は、以上の構成からなり、以下

、その動作について説明する。

００5 1 被熱交換体Wは、シェル8の一方側端部から突出している伝熱管群流入部5から

流入され、流入側伝熱管群3０aを構成する各伝熱管3，3，・‥の一方側から他方側

へその内部を流通し、伝熱管群連結部7で折り返し、流出側伝熱群3０bを構成する

各伝熱管3，3，・‥の他方側から一方側へその内部を流通し、シェル8の一方側端部

から突出している伝熱管群流出部6を経てスパイラルチューブフィン熱交換器 から

流出する。

００52 これに対し、熱媒体 は、シェル8における他方側端部の外側に設けられた流入口

9から流入され、内部に配置された伝熱管群3０の流出側伝熱管群3０b側から流入

側伝熱管群3０a側へ伝熱管群3０の長手方向と直交若しくは略直交する方向に伝熱

管群3０内を流通し、該伝熱管群3０を通過した熱媒体 は、シェル8における他方側

端部の内側に設けられた流出口 ０から流出される。

００53 このよぅに伝熱管群3０内を熱媒体 が通過する際に、伝熱管3の外側を流れる熱

媒体 が有する熱が伝熱管群3０を構成する伝熱管3，3，・‥内部を流通する被熱交

換体Wに移行し、その結果、伝熱管群3０を通過した熱媒体 の温度は所定の温度

まで低下する ( がる)。詳細には、チューブフィン2及び伝熱管3の筒部外周面と接

することで、前記熱がチューブフィン2及び伝熱管3の筒部外周面に移行し、移行し

た熱がチューブフィン2及び伝熱管の管壁を経て伝熱管3の内周面まで伝熱され、

該内周面と接しつつ流通する被熱交換体Wに熱が連続的に移行する (奪われる 。

このよぅにして、熱媒体 と被熱交換体Wとの熱交換が行われる。即ち、伝熱管3の



外側を流通する熱媒体 の有する熱は、チューブフィン2及び伝熱管3の筒部を介し

て伝熱管3の内部を流通する被熱交換体Wと熱交換される。

００54 伝熱管群3０内を通過する際の熱媒体 の流れをさらに説明すると、伝熱管群3０

は、伝熱管3，3，・‥が隣り合ぅ伝熱管3，3の一方におけるチューブフィン部2 2

…が他方におけるチューブフィン部2 2 ，・‥間に入り込むよぅに配設されている。

そのため、伝熱管群3０内のチューブフィン部2 2 ，・‥間の間隔は、非常に狭くな

っている。ここで、本実施形態に係るスパイラルフィンチューブ熱交換器 の熱媒体

の処理量は、チューブフィン部2 2 ，・‥同士が伝熱管3の中心軸C方向におい
て重なるよぅに配置されていない熱交換器と同じに設定されている。そのため、前記

狭くなっているチューブフィン部2 2 ，・‥間を通過する熱媒体 の流速は、非常に

速くなる (流速が上がる)。従って、伝熱係数が向上し、その結果、熱媒体 から奪わ

れる 熱管3に移行する)熱量が増加し、スパイラルフィンチューブ熱交換器 の熱

交換効率が向上する。

００55 さらに、チューブフィン2は、螺旋状に形成されている (スパイラスチューブフィンで

あるにとから伝熱管3の中心軸Cと直交する面に対して所定の角度を有している。そ

のため、伝熱管群3０内を伝熱管3の中心軸Cに対して直交 (又は略直交)する方向

に流通する熱媒体 は、螺旋状のチューブフィン2に衝突する。この衝突によって、

熱媒体 の流れに乱れが発生する。このよぅに、流体 (熱媒体 )の乱れが発生する

ことで熱媒体 の混合、拡散効果が向上する。

００56 そのため、伝熱係数が向上して熱媒体 から伝熱管3の表面へ移行する熱量が増

加し、これに伴って該熱媒体 からの熱が伝熱管3の管壁を介して被熱交換体Wに

移行する (奪われる)量も増加する。その結果、スパイラルチューブフィン熱交換器

の熱交換効率が向上する。また、前記流体の乱れの発生による流体の混合、拡散に

よって、熱媒体 は、均一な温度となる為、温度むらによる伝熱量の低下等がなくな

り、熱媒体 から伝熱管3を介して被熱交換体Wに移行する熱量が増加し、熱交換

効率が向上する。

００57 以上より、本実施形態におけるスパイラルフィンチューブ熱交換器 は、伝熱管群3

を構成する複数の伝熱管3，3，・‥が隣り合ぅ伝熱管3，3における一方 (他方)のチ



ュ一ブフィン部2 2 が他方 (一方) のチューブフィン部2 2 ， の間に入り込

むよぅに構成されることで、伝熱管3，3，・‥同士のトソチPを小さくできる (本実施形態

の場合、最小ピ、ソチP にできる) ことから前記熱交換器 の小型ィビを図ることができ

ると共に、上記のよぅに熱交換効率の向上によって熱交換器 の高性能ィビを図ること

ができるよぅになる。

図8は、以下の条件で、本実施形態に係るスパイラルチューブフィンを備えた伝熱

管群、全ての伝熱管のスパイラルチューブフィンの旋回方向を同一にした伝熱管群

及び平行チューブフィンを備えた伝熱管群内にガスを流通させた場合における流動

解析 (C Co p a 。n F d D nam。，) を行い、その結果を示したものである。

く解析条件ノ

・伝熱管サイズ (全ての伝熱管群において共通 )

フィンの外径 5 8 4

ルート径 熱管の間部外径) 27 8

フィン先端の厚み ０ 2

フィン基部 熱管の管部との接続部) の厚み汀・5

フィン間 (又は螺旋) のピ、ソチ (フィンの中心一中心間の寸法) 5 ０8

・伝熱管の配置 (全ての伝熱管群において共通 )

図5 (a) における伝熱管の配置

チューブ間の距離 (中心軸間距離) d二6 2 2m P 二44 (図5参照)

・使用するガス (全ての伝熱管群において共通 )

種類 空気

圧力 a

温度 25 C

流速 3 s

ガスの流れる方向 図5 (a) において、水平方向に沿って左から右へ

上記解析条件でC 解析を行った結果、平行チューブフィンを備えた伝熱管群 (

図8 (a 段の図 内を通過するガス (図8 (a 段の線 は、該ガスの流れ方向とフィ
ンとが平行であるため、伝熱管群内でのガスの混合、拡散が十分ではないことがわか



る (図8 (a )参照)。これに対し、隣り合ぅ伝熱管におけるスパイラルチューブフィンの

旋回方向が逆方向に設定された伝熱管群 (本実施形態に係る伝熱管群 図8 ( )上

段の図) 内を流れるガス (図8 b)下段の線 は、該ガスの流れ方向とフィンとが平行で

ない(交差している)ため、伝熱管群内でフィンに衝突したガスに乱れが発生し、ガス

の混合、拡散が十分に行われていることがわかる (図8 b)参照)。さらに、全ての伝

熱管におけるスパイラルチューブフィンの旋回方向が同一方向に設定された伝熱管

群 (図8 (c ｱ段の図 内を流れるガス (図8 (c) 段の線 は、該ガスの流れ方向とフ

ィンとが平行でない(交差しているにとに加え、隣り合ぅ伝熱管における対応するチュ
ーブフィン部の一部が接触することによって伝熱管群内に複数の挟流路部が形成さ

れているため、ガスの混合、拡散がより十分に行われていることがわかる (図8 )参

００6０ 以上より、平行チューブフィンを備えた伝熱管群内を通過するガス (流体)より、スパ

イラルチューブフィンを備えた伝熱管群内を通過するガス (流体)の方が、伝熱管群

内において、より十分に混合、拡散されていることが確認できた。

００6 1 尚、本発明に係るスパイラルフィンチューブ熱交換器 は、上記実施形態に限定さ

れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

００62 例えば、本実施形態においては、上述のよぅに、隣り合ぅ列の伝熱管3，3， は、

凹凸のない滑らかなチューブフィン2が互いに旋回方向が逆方向となるよぅに形成さ

れている。そのため、隣り合ぅ伝熱管3，3における対応するチューブフィン部2 2

…同士は、互いに平行 (若しくは略平行) となり、互いに接することなく隣り合ぅ伝熱管

3，3の一方 (他方) におけるチューブフィン部2 2 ， の先端が他方 (一方)の伝

熱管3における外周面に接する。しかし、これに限定される必要はなく、図9に示すよ

ぅに、隣り合ぅ伝熱管3，3における対応するチューブフィン部2 2 ，・‥同士が凸部

を介して互いに接触するよぅ、チューブフィン部2 2 ， には凸部皿，皿， が形

成されてもよい。

００63 このよぅな構成とすることで、対応するフィン部2 2 は、互いに凸部皿を介し

て接触しているため、互いに支持し合い(支え合い 、外部から加わる伝熱管3の中

心軸C方向の力に対してチューブフィン2の剛性が向上する。また、チューブフィン部



2 2 ， 間を流体 (熱媒体 ) が流れることによって発生するチューブフィン部2

2 ， (チューブフィン2)の振動も抑制することができるよぅになる。また、隣り合ぅ伝

熱管3，3におけるフィン部2 2 ，・‥同士が多数箇所で接して支持し合ぅため、径の

、さな長尺の伝熱管3，3，・‥で構成される伝熱管群3０の剛性も向上する。

００64 尚、図9において、凸部皿は、隣り合ぅ伝熱管3，3における互いに接触するチュー

ブフィン部2 2 の一方のみに設けられているが、互いに接触するチューブフィン部

2 2 の対向する位置に、凸部皿，皿が、その先端 (頂部) 同士を接触するよぅにそ

れぞれ形成されていてもよい。

００65 また、凸部 、チューブフィン部2 2 の周縁部 (径方向先端部) に形成さ

れ、チューブフィン部2 の先端が対向するチューブフィン部2 の面部と接触するよぅ

、チューブフィン部2 周縁部の一部を中心軸C方向に突出するよぅに曲げることで形

成されているが、これに限定される必要もない。即ち、図 ０に示すよぅに、伝熱管3の

径方向に沿った凸条 a (図 ０(a) 参照)や螺旋状のフィン先端に沿った凸条 b (

図 ０(b)参照)等であってもよく、対向するチューブフィン2，2同士が互いに面接触

しないよぅな、即ち、点接触や線接触するよぅな形状であればよい。さらに、形成され

る凸部の数は4つに限定される必要はなく、 つであってもよく、2以上の複数であっ
てもよい。また、面接触する場合でも、その面積を少なくするよぅな凸部 (例えば、断

面形状が台形となるよぅな凸条)を形成してもよい。このよぅな形状であれば、板状の

チューブフィン同士が面接触するよりも接触面積を減少することができ、熱媒体 と

の接触面積 (チューブフィン部2 の露出している部分の表面積)の減少を抑制するこ

とで熱交換効率の低下を抑制することができる。また、点接触や線接触よりもチュー

ブフィン2，2同士の支え合ぅカが大きくなり、チューブフィン2の剛性がより向上したり

、被熱交換体Wがチューブフィン2，2間を流通する際の振動をより抑制できるよぅに

なる。

００66 また、本実施形態において、伝熱管群3０における隣り合ぅ列の伝熱管3，3， は、

互いにチューブフィン2，2の旋回方向が逆方向となるよぅに形成されているが、図皿

に示すよぅに、全て同一の旋回方向の螺旋状のチューブフィン (スパイラルフィン) 52

52 であってもよい。



００67 このよぅに構成することで、隣り合ぅ伝熱管53 53における対応するチューブフィン

部52 52 ，・‥同士は、互いに交差する方向に傾斜しているため (図 参照) 、

一方 (他方)の伝熱管53におけるチューブフィン部52 52 の先端部を他方 (

一方) におけるチューブフィン部52 52 ，・‥間に位置するよぅに伝熱管5 3 53の

ピッチP を 心くしていくと、互いにチューブフィン部52 52 (チューブフィン5

2，52) の一部が接触する。

００68 そのため、上述のよぅに、チューブフィン52に凸部を設けなくても、隣り合ぅ伝熱管5

3，53における対応する (接触する)チューブフィン部52 52 ，・‥同士が支持し合

ぅためチューブフィン部52 52 (チューブフィン52) の強度及び伝熱管53 53

の強度が向上すると共に、チューブフィン部52 52 に発生する振動の抑制も

図ることができる。

００69 さらに、互いにチューブフィン部52 52 の一部が接触することによって、かか

る部分が平行に配置される複数の伝熱管53 53 ( 熱管群 )の内部に複数の挟

流路部を形成する。そのため、伝熱管群の内部を熱媒体が流通する際に、この流れ

の一部に前記挟流路部によって不規則な流れがより生じ、より多くの部分の被熱交

換体の流速が上がる。このよぅな乱れが生じることで、上記同様、伝熱管53の表面に

熱媒体 の有する熱が移行する (奪われる)量がより増加し、熱交換効率が向上する

。その結果、伝熱管群3０(スパイラルフィンチューブ熱交換器 )の熱交換効率がよ

り向上する。



請求の範囲

内部に被熱交換体を流通させ、外周面に径方向へ広がるチューブフィンを備える

伝熱管が複数備えられ、該複数の伝熱管は、それぞれ同方向を向くよぅに配置され

る熱交換器であって、

前記チューブフィンは、螺旋状に形成されると共に螺旋軸が前記伝熱管の中心軸

と一致するよぅに備えられ、前記複数の伝熱管は、隣り合ぅ伝熱管の一方におけるチ

ューブフィン部の先端が他方におけるチューブフィン部間に入り込むよぅに配置され

ることを特徴とするスパイラルチューブフィン熱交換器。

2 前記螺旋状のチューブフィンは、隣り合ぅ伝熱管における対応するチューブフィンと

旋回方向が逆方向となるよぅに備えられることを特徴とする請求項 に記載のスパイラ

ルチューブフィン熱交換器。

3 前記螺旋状のチューブフィンは、隣り合ぅ伝熱管における対応するチューブフィンと

旋回方向が同一方向となるよぅに備えられることを特徴とする請求項 に記載のスパ

イラルチューブフィン熱交換器。

4 前記隣り合ぅ伝熱管における対応するチューブフィン部同士は、少なくとも一方の

チューブフィン部に凸部が形成され、該凸部を介して互いに接触していることを特徴

とする請求項 乃至3の何れか一項に記載のスパイラルチューブフィン熱交換器。
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