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まえがき＝マイクロチャネル熱交換器 DCHETM 注 1）

（Diffusion-bonded Compact Heat Exchanger， 以下DCHETM

という）はコンパクトで耐圧性能が高く，天然ガス処理
プラントの圧縮ガスクーラ，天然ガス流体の熱交換器，
水素ステーション用の水素圧縮ガス冷却器およびプレク
ーラとして使われている。機器の信頼性向上やコンパク
ト性の要求もあり，今後，LNG気化器や天然ガス処理
プラントにDCHETMを使う検討が具体化しつつある。
　本稿では，主にLNG気化器用途でのDCHETM 設計面
の特徴を紹介する。

1．DCHETMの構造および特徴

1. 1　DCHETMの構造
　DCHETMはコンパクト熱交換器の一種であり，ミリサ
イズの流路を形成させたプレートを積層した構造であ
る。当社はこれまで50年以上の納入実績があるアルミ
製 ろ う 付 け プ レ ー ト フ ィ ン 熱 交 換 器（Brazed 
Aluminum Plate-Fin Heat Exchanger， 以下ALEXTM注2）

という）の設計・製作技術を有しており，DCHETMには
その技術を活用している。ALEXTMは，熱交換を行うろ
う付けされたコア本体，および流体をコア内に導くため
の ヘ ッ ダ や ノ ズ ル か ら な る（ 図 1）1）。DCHETM は
ALEXTMと同様に積層構造であり，ALEXTMで培った製
造ノウハウや設計思想をDCHETM へ適用することがで
きる 2）。製造工程の中で最も大きく異なるのが，流路を
形成するエッチング加工とプレート間を一度に接合する
拡散接合の工程である。エッチング加工はエッチング液
などの薬品による腐食作用を利用して金属を溶解加工す
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脚注 1） DCHEは当社の登録商標である。
脚注 2） ALEXは当社の登録商標である。

図 1  ALEXTM構造図
Fig.1   Structure image of ALEXTM
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る技術で，この手法をステンレス鋼のプレート材に適用
して流体が通る流路を形成している。また，DCHETMは
拡散接合を適用しているため，他の熱交換器に比べて高
い耐圧性能を有している。
1. 2　DCHETMの特徴
　DCHETMには以下の基本的な特徴がある。

（1）高耐圧・高耐熱性能
　材質の選定，流路サイズの最適化により100 
MPa，900℃まで使用可能である。適用可能な温度
範囲は法規で規定されている各材質の許容応力表
に従う。

（2）コンパクト性
　伝熱面積が大きいため伝熱性能が高く，多管式

（シェル&チューブ式）熱交換器の 1/10程度のサ
イズで済む。

（3）優れた耐食性
　SUS316Lなどを使用することで冷却水用途など
へ適用可能である。

ただしALEXTM の方が経済性に優れるため，流体間温
度差が小さい50℃以下（単相），腐食性がない，あるい
は耐圧性能要求が13 MPa以下など，ALEXTM が使用で
きる領域についてはALEXTMの使用を提案する。
　当社はコンパクト熱交換器の一種であるDCHETM と
ALEXTMの両方を取り扱っており，設計および運転条件
に応じて最適な熱交換器を提案することが可能である。
また，熱交換器や圧力容器など様々な静止機器に対して
多数の応力解析の実績を有している。このため，流体間
温度差が大きい運転，あるいは運転変動が大きく運転中
の損傷が懸念される場合は，熱交換器の期待寿命を有限
要素法解析（以下，FEM解析という）を用いて予測す
ることも可能である。
1. 3　DCHETMの適用用途
　上述したようにDCHETM はコンパクトで伝熱性能に
優れる熱交換器である。このため，設置面積に制限があ
る洋上用機器や，水素ステーション向けのクーラなどに
使用される。また，冷却水を使用する天然ガスや水素ガ
スのクーラ，流体間温度差が50℃以上などと大きい
LNG気化器用途など，ALEXTM が使用できない場合に
採用される。
　近年では，米国におけるシェールガスの産出増によ
り，陸上の天然ガスプラントのほか，洋上における浮体
式石油・ガス生産貯蔵積出設備（Floating Production 
Storage and Offloading system：FPSO）や天然ガス液
化処理設備（Floating LNG）向けでいくつかのプロジ
ェクトが進んでおり3），4），天然ガス流体の熱交換器や圧
縮機のアフタガスクーラ向けで適用されるケースが多
い。また，同じく洋上向けの用途として期待されている
のがLNG燃料船の燃料供給システム（Fuel Gas Supply 
System： FGSS）で用いられるLNG気化器がある。
　この用途では，近年の国際海事機関（IMO）による
SOX成分排出規制5）や2025年のCO2排出規制6）に向けて，
二酸化炭素や硫黄酸化物，窒素酸化物の排出量が石炭や
石油に比べて少なく，環境にやさしい燃料として天然ガ

スの使用が増えることが見込まれている。加えて，洋上
設備として設置面積に制限がある場合には機器のコンパ
クト化が必要となりDCHETMの適用が期待されている。
　いっぽう陸上向けにおいても，LNGサテライト基
地注 1）を使った天然ガス供給の需要が産業向けにおいて
増加傾向になっている7）。さらに，日本をはじめ，米国，
欧州，アジアにおいては，温暖化対策目標達成の観点か
ら，増加する再生エネルギーを中長期的に大量貯蔵する
手段としての水素への期待が高く，燃料電池車（Fuel 
Cell Vehicle：FCV）の普及に伴う水素ステーションの
建設も進んでいる8）～10）。DCHETM は，ここで用いられ
る水素圧縮ガスアフタクーラやディスペンサ用プレクー
ラなどにおいて適用の実績がある。
　近年需要が増加傾向にある，洋上向け燃料供給システ
ムやサテライト基地で用いられる天然ガス気化器用途に
おけるDCHETM の当社独自の設計思想や取り組みの詳
細を次章以降で紹介する。

2．凍結抑制構造

　LNG気化器用途では，熱源に用いる温水やグリコー
ル水が熱交換器内流路部においてLNGの冷熱によって
凍結するのをいかに防ぎ，連続運転を継続できるかがコ
ンパクト性以外にも重要になってくる。例えば多管式熱
交換器など他のタイプの熱交換器では，凍結が生じたと
きは解氷までLNG気化器の運転を止める必要があるこ
とが問題の一つとして認識されている。このため当社で
は，独自コンセプトを設計に取り入れ，凍結が起こりに
くい構造をLNG気化器用途に適用している。本章では
その概要を紹介する。
2. 1　コンセプト 1：積層構造11）

　LNG気化器用途の場合の従来の考え方では，COLD
側流体であるLNGとHOT側流体との 2 流体熱交であ
り，COLD：HOT=1：1 の積層数で設計する。しかし
この構造では，HOT側流路内流体が凍結することによ
って閉塞してしまうと，それが自然解凍するまで待つ必
要がある。それに対し，図 2 に示すようなCOLD側一層
に対し，HOT1二層，HOT2一層のCOLD：HOT=1：3

図 2   凍結抑制イメージ
Fig.2   Image of antifreezing

脚注 1） ローリーなどで一次受け入れ基地から運ばれるLNGを受
け入れて再ガス化する二次受け入れ基地
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構造を適用することにより，COLD側に接するHOT1の
層で凍結が起こり始めたとしてもHOT2の温熱をHOT1
へ 供 給 す る こ と が 可 能 と な る。 こ の た め， 従 来 の
COLD：HOT=1：1 の構造に比べて，流路を閉塞させ
るようなHOT側流体の凍結を抑制することが可能であ
る。以降COLD：HOT=1：1 の組み合わせを 1：1 構造，
COLD：HOT=1：3 の組み合わせを 1：3 構造と記載
する。
2. 2　コンセプト 2：LNG流路パターン設計
　供給されるLNGが低圧の場合，熱交換器の内部で
LNG蒸発域が存在する。このため，潜熱やLNG側の伝
熱係数の増大により熱交換器のメタル温度（流路の壁面
温度）が下がることが予測される。これを緩和するため，
LNG蒸発域の伝熱係数が高い部分では，意図的に伝熱
性の劣る流路タイプ（ストレート流路）を採用している。
また，LNG 蒸発域での伝熱面積も小さくするため，
LNGの流路ではピッチの大きな流路設計を採用してい
る。
　いっぽう熱媒側においては，伝熱係数の高くなる流路
タイプ（ウェイビー流路）や，伝熱面積を多く取れるよ
うピッチの小さな流路タイプを採用し，熱交換器のメタ
ル温度を上昇させるように配慮している。

3．液体窒素（LN2）およびLNGを用いた性能試験

　LNG出口温度やHOT側流体の圧力損失の変化を調べ，
機器の性能および流路内流体の凍結条件を確認すること
によって前章で述べた凍結抑制構造が有効であるかを検
討した。本章ではその概要を述べる。
3. 1　高圧LN2 試験
3. 1. 1　気化性能範囲の確認試験
　1：1 構造と 1：3 構造のDCHETM を製作し，両構造
におけるLN2入口温度やLN2流量などをパラメータとし
て運転可能な範囲の確認を行った。試験に用いた熱媒は
40 vol%プロピレングリコール水で凍結温度は－22℃で
ある。図3に気化性能範囲の確認試験結果を示す。まず，
プロピレングリコール水の入口温度60℃，流量32.5 m3/h
とし，LN2流量を1,500 kg/hにて試験を実施した。その
結果，1：1 構造および 1：3 構造ともに凍結が生じずに
LNG出口温度が所定の温度を満足することを確認した。
　つぎに，LN2 流量を2,000 kg/h， 2,500 kg/h， 3,000 kg/h

へ増加させ，プロピレングリコール水の流量を一定（32.5 
m3/h）として入口温度を60℃から50℃，40℃，30℃と
低下させて凍結が生じる運転範囲を確認した。その結
果，従来設計で用いられる 1：1 構造ではプロピレング
リコール水の入口温度60℃，流量2,000 kg/h以上，また，
入口温度50℃以下ではすべての条件において凍結と思
われる伝熱性能の低下や熱源側の圧力損失増加が見られ
た。これに対して 1：3 構造では，丸印（〇）で示して
いるすべての条件において凍結が生じない結果が得ら
れ，1：1 構造に比べてより広範囲の運転条件に対応で
きることを確認した。
3. 1. 2　凍結からの性能回復確認試験
　上記試験後，熱源流体の凍結からの回復運転が可能で
あることを以下の条件において確認した。試験結果を図
4，流量変化のグラフを図 5，圧力損失変化のグラフを
図 6 に示す。
　まず，LN2 入口温度60℃，3,000 kg/hの条件にてテス

図 3   気化性能範囲の確認試験結果
Fig.3   Test results of range for vaporizing performance

図 4   凍結からの性能回復試験結果
Fig.4   Test results of performance recovery from freezing condition

図 5   凍結からの性能回復試験（流量変化）
Fig.5  Test results of performance recovery from freezing condition 

(LN2 Flow rate)

図 6   凍結からの性能回復試験:圧力損失変化
Fig.6   Test results of performance recovery from freezing condition 

(pressure difference of HOT side)
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トを行った後，LN2 入口温度を50℃に変化させHOT側
流路内流体で凍結が生じたことをHOT側入口出口の圧
力損失変化により確認し，ここから流量を減らすことで
凍結が回復するかどうかを確認した。流量はグラフに記
載のとおり，1,200 kg/h，750 kg/h，500 kg/hの三種類
とした。750 kg/hおよび500 kg/hまで減少させた条件で
HOT側入口および出口の圧力損失が凍結前のレベルま
で下がったことによって凍結が回復したと判断した。す
なわち，1：3 構造はHOT側流路内流体が凍結を生じ
たとしてもCOLD側流量を低下させることが回復に有
効であることを確認した。また別の方法として，HOT2
を別流体として管理する場合は，HOT2側流体の温度を
上昇させるか，あるいは流量を増加させることにより凍
結の回復が可能である。
3. 2　低圧LNGでの試験
3. 2. 1　熱交換器性能の確認試験
　低圧のLNGを用い，機器の内部でLNG蒸発域が生じ
る条件において試験を実施した。試験条件を表 1 に示
す。2 章で述べたコンセプト 1 に加え，コンセプト 2 の
構造を採用したDCHETM を用いており，これらの凍結
に対する有効性を表 1 に示す試験条件①，②にて確認し
た。熱交換器の性能評価は，熱交換器の性能を表す総括
伝熱係数（U）と伝熱面積（A）の積となる設計UAと実
機UAとの比較を行うことで確認した。UAは，熱交換量
Qを表す式（1）よりプロセス条件から得られるΔTで割
ることで得られる値であり，これは流体の流量および物
性が近いとき熱交換器の評価として有効であることが知
られている12）。
　　Q=UAΔT …………………………………………（1）
ここに，Q：熱交換量（kW）
　　　　U：総括伝熱係数（kW/m2℃）
　　　　A：伝熱面積 （m2）
　　　　ΔT：対数平均温度差（℃）
　結果は，表 2 に示すように試験条件①，②ともに設
計条件を上回っており，熱交換器の性能に問題のないこ
とを確認した。
3. 2. 2　凍結に対する設計指針の確立
　前項に引き続き，表1に示した試験条件③を実施した。
低圧LNGテストにおいて凍結条件を確認するとともに，
当社設計計算による熱交換器内壁面温度との比較を行っ
た。その結果，図 7 のような設計計算壁面温度と凍結
範囲との関係を得た。これらの結果から，設計計算壁面
温度とHOT側流体の凝固点に差異があることを確認し
た。この差としては，通常の運転でも発生する流量や温
度変化が影響したものと考え，この値から設計余裕度を
決めて設計指針とした。

4．熱応力対策の検証

　LNG気化器用途においては，LNGとHOT側流体との
温度差が大きく，大きな熱応力が発生する。どの程度の
熱応力が発生するのか，また設計寿命の評価および熱応
力の低減方法について検討した。

4. 1　熱応力解析による熱応力評価
　熱応力の評価は，以下の設計条件において何回起動停
止が許容できるのかを確認した。熱応力はFEM解析を
用いて算出し，ASME Sec. VIII Div.2 に示されている
オーステナイト系ステンレス鋼の設計疲労曲線（図 8）
を用いて設計寿命を算出した。
4. 2　実案件における起動停止回数の評価
　表 3 に示す設計条件において熱応力評価を実施した。
その結果の応力コンター図を図 9 に示す。図 9 より，最
も大きな熱応力が発生しているのはHOT側ヘッダとコ
ア本体との溶接部のLNGヘッダ側，およびLNG側ヘッ
ダとコア本体の溶接部であることがわかった。当該部位
での最大熱応力振幅および図 8 のS-N曲線より，設計寿
命は6,900回であることを確認した。この結果から，熱
応力を低減するためヘッダ位置を適切に配置すると同時
に，温水流路の配置を工夫することによって熱応力を低
減できることを確認した。1 日に 5 回以上の起動停止で
20年（5 回/日×365日/年×20年=36,500回）以上と
なる設計寿命40,000回へと寿命を改善することに成功し

図 7   各試験条件での熱交換器内壁面温度計算結果
Fig.7  Calculation results of wall temperature profile inside heat 

exchanger using each test condition

表 1   熱交換器性能確認試験条件
Table 1  Test condition of heat exchanger performance

表 2   熱交換器性能確認試験結果
Table 2  Test results of heat exchanger performance
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た（表 4）。

5．FGSS用途におけるLNG気化器としての　
DCHETMの利点

5. 1　設計寿命（熱応力）
　FGSS用途におけるLNG気化器は，流体間温度差が大
きく運転変動も予想されるため，熱応力に配慮した設計
寿命を事前に推算することは重要である。
　当社では，2012年より水素ステーション向けに200基

以上のDCHETM を納入しており，水素ステーションに
おいても同様に事前に熱応力解析を実施し検証を行って
いる。実機の経験に基づいた適切な寿命評価，設計改善
を行えることがDCHETMにおける利点であると考える。
5. 2　タンク加圧用気化器と主機関用気化器の一体化
　低圧用LNG気化器では，タンク加圧用のLNG気化器，
および主機関用気化器の二つの熱交換器が必要となるケ
ースがある。この場合，タンク加圧用のLNG気化器を
起動させることによってタンク内LNGを送出し，LNG
を気化器へ供給することができ，顧客にとってはポンプ
を使わずに安価なシステムを構成できるメリットがあ
る。いくつかの顧客では上記のシステムを採用してい
る。従来システムの二流体熱交換器二基に代わり，
DCHETM ではタンク加圧用のLNG，主機関に供給され
るLNG，およびHOT側流体の三流体熱交換器一基での
提案が可能である（図10）。これによって熱交換器の基
数を低減させることができ，スペースの有効活用ができ
る。さらに，周辺配管や架台を低減できることもメリッ
トとして挙げられる。二流体のみだけでなく多流体熱交
とできることもDCHETMのFGSS用途におけるメリット
と考える。
5. 3　凍結抑制構造
　LNG気化器の安定操業に対しては，熱媒の凍結が顧
客における現在の最も大きな懸念事項として挙げられて
いる。DCHETM は，コンセプト 1：積層構造（COLD：
HOT＝ 1：3 構造）で凍結抑制が可能であり，さらに
3.2.2項で述べたとおり，凍結に対する設計指針も確立で
きている。LNG燃料船のオペレーションは負荷が変動
するため，設計ポイントでの凍結リスク評価はもちろん

図 8   オーステナイト系ステンレス鋼のS-N曲線
Fig.8   S-N curve for stainless steel

表 3  設計条件における熱応力評価
　　　　（三流体：LNG1, LNG2, Heat medium）
Table 3  Thermal stress evaluation for design condition
　　　　(three streams : LNG1, LNG2, heat medium)

表 4   基本設計と設計改善後の疲労寿命比較
Table 4  Fatigue life evaluation for basic design and improved design

図 9   ミーゼス応力コンター図（改善前）
Fig.9   Contour map of Mises stress (before improvement) 

図10  システムフローのイメージ図
Fig.10  Images of system flow diagrams
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のこと，顧客からの条件提示があれば，負荷変動時の凍
結リスクを見据えた設計も可能である。
　また，万が一凍結が生じても，3.1.2項で述べたとおり，
天然ガス流量を減らす必要はあるが，運転を継続しなが
ら凍結から回復する性能も有しており，天然ガス処理プ
ラントの連続運転に寄与できる。
5. 4　標準化によるコストダウン
　FGSS用途においては，LNG燃料船の主機関の出力ご
とに気化量がある程度決まっている。このため，機器を
標準化して気化量別の標準品をそろえ，準汎用品として
製作していくことによってコストダウンが実現できるも
のと考える。
　現状では水素ステーション向けのDCHETM でいくつ
かの標準品を継続して製作している。この場合，部材の
共通化や同時製作により，一基のみ製作する場合に比べ
てコストダウンを達成している。これらの実績を参考に
FGSS用途をはじめとする中・小容量のLNG気化器にお
いても標準化によるコストダウンを進めていく考えであ
る。

むすび＝本稿ではLNG用途におけるDCHETM の特徴に
ついて設計面を中心に紹介した。環境規制の影響によ
り，今後ますますLNG気化器の用途は増えていくこと
と思われる。DCHETMではそのコンパクト性や多流体を
一体化できるといったメリットを生かし，引き続き拡販
に注力していきたいと考える。また，同じく天然ガスを
用いた適用用途として，ガス処理プラントで用いる熱交
換器の検討が増えてきている。
　当社はDCHETM とALEXTM の両方を提案できる製造
メーカという立場から，引き続き増加する天然ガスプラ
ントへの機器供給に貢献してきたい。
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