
新製品紹介

バグ フ ィ ル タ ー

′Bclg Fi]Ter

Bag Filters have recently been received particular attention, since the

atmospheric protection, dioxine and so on are highlighted.

Sbinko Pantec, baying so far handled 二on Scrubbers and Air Washers

collectors, bas recently commenced the sale of Bag Filters, dry type dust
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problems of global

as wet type dust

collectors, too.

Thus the dust collectors are available in two types, wet and dry, and now we can offer

eitb¢r type, depending upon the applications.

This paper attempts to describe the outline of Bag Filters.

ま え が き

集塵は,各種産業の生産性の合理化,作業環境の改善VL

欠かせないものである｡集塵装置の中で,バグフィルター

は取扱いも簡単で,適切な運転条件で集塵効率も高いた

め,最も普及している｡また,地球環境保全の問題,ダイ

オキシンの問題などで最近特に注目されているo

当社は,このたび乾式集塵機であるバグフイ)I,クーの販

売を開始した｡湿式集塵機としては従来よりイオンスクラ

バー,エア･ワッジャーを保有しており,これVLより,戟

式及び湿式の両タイプの集塵機が揃い,用途に応じた提供

が可能となった｡

本稿では,このバグフィルタの概要とミス1-除去を目的

とするパイプフィタ-の概要を紹介する.

1.バグフィルターの捕集機構1)

バグ7'ィルターは,袋状に作った炉布の表面で気体のダ

†を分離捕集する装置であるo炉布による粒子(ダスTt)

の初期捕集機構は,織布と不織布では若干異なる｡織布で

は,織組織の目開きにダスTl粒子が付着し架橋することに

よってダスT.層が形成される｡このよう忙して形成された

1次ダス†層は曲折した多数の細孔を持ち,この細孔によ

り微細な粒子の捕集が行われ集塵効率は上昇する｡不織布

でほ,織維(棒状)に粒子が付着しダス†層が成長してい

くが,炉布内部へ粒子が侵入していく内部炉過の債向があ

るo従って,いずれも初期には,粒子に対しでEE'陸衝突,

拡散,さえぎりの捕集作用が働くと考えられている｡

2.装置の概要

装置の吸入口より入った含塵ガスは,まずパフフルプレ

-トレこより各炉布に理想的に分散されるoバッフ)I,7oレ-

†は衝突型集塵機として働くため,粗いダス†はここでホ

ッパ-内に直接落下する｡ケーシング部に至った含塵ガス

は炉布の外面または内面で炉過され,清浄ガスとなり機外

へ排出されるo捕集されたダス†は定期的に払い落としを

受け,下部のスク1)ユーコンベア,ローダ.)-バルブによ

り機外へ排出される｡

2. 1装置の種類

当社のバグフィルターほ, SMD, SIく, SJPT, S

∫Pの4機種を備えており,用途に応じた使用が可能であ

る｡それぞれの装置の概要を次VL説明するo

2. 1. 1 SMD塑

SMD型は第1国に示されるように, 2室以上の多重構

造となっており,自動制御により運転中KIT匠次ダストの払

い落しを行う構造となっている｡ダス†の払い落しは,逆

洗とシュ-キングを併用して行うため,短時間で完全な払

い落しが可能であり,高含塵ガスに適しており,また,醍

分の多いダス1､や剥離性の惑いダストも完全に払い落とす

ことが可能である｡

2. 1. 2 SK塾

SK塑は, SMD型とほぼ同じ構造であるが,自動制御

による排気･逆洗ダンパーの開閉により逆洗を与え,炉布

付着ダストの払い落しを行う構造となっている｡

含塵量の低いガスや,剥離性のよいダス†の捕集に適し
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第1図 SMD型の構造図

Fig. 1 Construction diagram of SMD type
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Fig. 3 Construction
and operating diagram of SMD type

第2国 SJPT塾の構造図

Fig. 2 Construction diagram
of SJPT type

ている｡また,構造が簡単で,ランニングコストも低いた

め,大容量タイプとして適している｡

2. 1. 3 SJPT塑

SJPT塑は,第2図に示されるような構造であり,天

井部のカバーを開けてう戸布交換ができるトップインサー1-

タイプとなぅており,ケーシング内部でのメンテナンス作

業が不要となっている｡炉過布としT'フェル† (不織布)

を使用しており,炉布付着ダスTによる辞退と,炉布自体

の炉過の相乗効果により,粗いダスl-から微粒子ダスTlま

で高い集塵効率が得られる｡ダストの払い落しは,電子制

御によるコンプレッサーエアを使用したパルスジェット方

式を採用している｡炉過速度は1.5-3.Om/minで,連続

運転での風量変動もない｡

2. 1. 4 SJP&

SJP型は, SJPT塑とほぼ同じ構造であるが,炉布

交換はケーシング内部より行うため,装塵上のスペ-スは

必要とない.ダストの払い落しは,パルスジェット方式を

採用している｡

2. 2 払い落し方法

2. 2. 1逆洗･s/ェーキング併用法

第3園に示されるよう忙,逆洗は,排気ダンパーを閉に

して炉過を停止させ,逆庄ダンパーを開き,道圧気流を流

入させることにより付着ダスト忙離脱作用を与える｡逆洗

と同時にギヤ-ドモータ忙よるクランク機構により,炉布

上部に横振動を与え付着ダス十の払い落しを完全㌢こ行うo

2. 2. 2 ジュッ†パ/レス

sJPT型とSJP塑むこ採用されている方法で,第4図

に示されるように,各炉布の上部に設けられた噴出ノズ/レ

よりコンプレッサーエア(7kg/cm2)を1分程度の周期

で瞬時(0.1秒程度)炉布内部-噴射させZ,と,ベンチュ

l)
-効果ケこより噴射コンプレッサーエアの数倍の2次空気

を導入させ,炉布外面の付着ダストの払い落しを完全に行
ラ.炉布1列毎に順次連続シこ行い, 1列当りの払い落し時
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第4囲 SJPT型の作動図

Fig. 4 Construction and operating diagram of SJPT type

闇はO.1砂以内で,炉過停止時間が少なく圧力旗失の変動

もごくわずかである｡

2. 3 型式別の分類■

第1表忙春型式別の炉布の種類,運転条件,特長などの

一覧を示す｡

3.特長

3. 1集塵効率

集塵効率は新しい炉布に対しては理論的考察は可能であ

るが,実用的には堆積粉体層忙よる炉過が支配的むこなり,

解析は難しい｡

ダストが堆積するにつれて,炉過層は厚くなり,集塵効

率は高くなる｡第5国に亜鉛華を使用した場合の集塵効率

を示す｡

本装置では,一般的忙99.9 %以上の集塵効率であり,捕

集粒子も0.1〃mの微粒子まで可能である｡また,人口濃

度に関係なく,出口は0.05g/m8の保証が可能であるo
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第5図 ダスTl負荷と集塵効率の関係

Fig･ 5 Relationship betふeen dust load and dust collection

eff iciency

‡･2 年力損失

炉過理論によると2),圧力損失は次の式で示される｡

- 』P主=』P｡＋』Pd

= K旦二世＋α.m旦二望
ge gc

- (K＋α･m)ど_竺
gc

AP
:炉布及び堆積粉塵による全炉退転抗

(mmAq-kg/m2 )

K :炉布の抵抗係数(1/m)

〃 :気体の静粘性係数(kg/m･sec)

u :見掛け炉過速度(m/sec)

α :堆積ダストの比抵抗(m/kg)

m
･'ダスト負荷(kg/m2)

gc :重力換算係数(kg･.m/kg･sec2)

芳1項は炉布のみVLよる抵抗を示し,第2項は炉布堆積ダ

ス†の抵抗を示す｡第1項のKは炉布の材料,織り方によ

り多少の差ほあるが,だいたい107程度で, α･mは実験的

･こ求められる係数で108ないし109位である｡通常のバグフ

ィルターVL_使用されている炉布と見掛け炉過速度の範囲で

･よ,炉布自体の抵抗はほとんど無視することができ,全炉

過抵抗はダス†層における抵抗に等しいと見なすことがで

きる｡

第1表 バグフィルタ.-の分筋

Fable 1 Classification
of Bag Filter
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第6園

炉過経過時間と炉過抵

抗の関係

Fig. 6

Relationship between

filtration time and

filtration
resistance

本装置の圧力損失は,炉布の種類,付着ダスl-の種類,

ダスト払い落しの周期,通嘩ガスの速度等により異なる
が, 80-200mmAq程度となっている｡

第6図忙セメソTtダスTl量が5g/m8のガスを炉過した

場合の,炉過時間と炉過抵抗APとの関係を示す｡

4.炉布の種類及び特性

バグフイ/レターとしては,低い炉過抵抗で使用すること

があらゆる点で望ましいが,ダスT:特性や使用条件によ

り,それぞれに適した炉布を選定する必要があるo処理さ

れるダスTl及びガス組成に耐えること,払い落しに際して

離脱性の良いこと,ダス十との摩耗に強いこと,処理ガス

温度紅充分耐えること,集塵効率の良好なこと,炉材自体

の強度が優れていることが選定の基準となる｡第2表に炉

布の種類及びその特性を示す｡

5.標準仕様

SMD塑, S J PT塾の標準仕様を第3表VL-示す｡
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Filter享ng
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0.3′-′1

1′-3
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第2 表 炉過布の種類及びその特性

Table 2 Types and characteristics ot
Eilter

cloth

Polyamide･base fiber

Nylon 6 INylon 66 tHea誌琵istant

poly冒完eerr-basel
polyofliebfei,n'base

lfeonleyftua:reo;fEey,-
Tetron l Pyl ene l Tef 1on

horgan ic

fiber

Glass

Specific gravity

Max.
wkg. temp.

Resistance to ware

Resistance to

Resistance to

Resistance to

Resistance to

Resistance to

Resistance to

Resistance to

Types
of

raw

dry heat

wet beat

inorganic acid

organic acid

alkali

oxidizer

solvent

thread

1.14

100oC

◎
△

△

○
△

◎

△

△

SF

1.14

120oC

◎
0

0

0

△

◎

△

△

F

1. 38

204oC

O/- ◎

◎

○γ◎

○

△

◎
△

△

S F

1.38

120oC

◎

○

△

◎

◎

○

◎

(⊃
SF

0.91

90oC

O

△

△

◎

◎

◎

◎

◎

S F

2. 1′-′2.2

250oC

△

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

F

2. 55

250oC

X

◎

◎

○

△

△

△

△

SF

◎ Good O Relatively good △ Normal × Bad

第 3 表 SMD, SJPT型の標準仕株

Table 3 Standard
specifications of

SMD and SJPT type

Model SD5 SDIO SD15 SD20 SD25 SD27

Filterillgarea(m2) 106 177 320 592 977 1140

No,of chambers 2 3 4 6 7

DilnenSionsof･futercloth(mn) ¢145×3270L

No.offiltercloth(P) 72 120 216 400 660 770

Appro,ximate

dimensions(m)

L 2290 3436 5719 9145 13718 16004

W 2030 2220 2030 2220 2410 2410

Ill 7136 6936 6786 6936 7136 7136

壱

〔SMD Type〕

6.適用分野
現在,バグフイ)I,クーは製造プロセス用,環境保全用と

してあらゆる分野に使用されている｡主な適用分野は次の

ような分野である｡

(1)鉄鋼,非鉄金属

(2)機械,鋳造

(3)セメン1-,鉱石,石炭,ガラス,カーボン等

(4)肥料

(5)樹脂,薬品,化学

(6)製紙,合板,木材

(7)食品,飼料,穀類

(8)都市ゴミ,し尿処理プラン1-

(9)電力,ガス

7. パイプフィルター

ミス十とは蒸気の凝縮や液体の噴霧など忙より形成され

る粒子径0･01FLm-10FLm程度の範囲の粒子で,このミス†

がプロセスVL混入してトラブルを起こしたり,大気汚染の

原因となっており,その除去は重要な課題となっている｡

パイプフィルタ-は,これらのミス†を効果的に除去す

Model ST5 STIO ST14 ST55 ST60 ST64

Filteringarea(n12) 58 202 347 72 251 431

Dimensionsof tercloth(nm) ¢142×2440L ¢142×3000L
No.offilte

cloth(P)
54 189 324 54 189 324

RequiredcoTq)reSSedair(N8it/dn126 441 756 171 599 1026

Appro.ximate

dimenslOnS(nm)

L 1600 5300 8900 1600 5300 8900

W 2400

I-Ⅰ 6350 6700 6750 6900 7250 7300

〔SJPT Type〕

儲
Gas

outlet

態司

』 E,?est
●-

=]

G 1
assfil)er

filter

第7図

パイプフィルタ-の構造rl

Fig. 7

ContrtlCtion diagram of Pipe

Filter

1)rain clutlet

るために開発された装置で,独自の高性能ガラス緑維深層

フイ)I,グーを使い,あらゆる分野に適用できるようK-.した

ものである｡

7. 1構造,原理

7. 1. 1構造

第7図に示すように,ミス†を含むガスは円筒状のエレ
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第 4 表

Table 4

㌔
Gasoutlet

-1

MallllOle
‾■■‾‾‾‾-‾ー

塑埋/4
ド-?

--+

パイプフィルターの標準仕儀

Standard
specification of Pipe Filter

Approximate dimensions 〔mm〕

A
Type I::ae3Pa;mZ計-

｢

B

B 1 c I D E

GF-10

GF-48

GF-112

GF-216

10

50

110

210

中6

12

22

26

3700

4 600

4 000

5 3OO

700

600

000

¢20

40

60

80

中2

4

6

8

Large-sized types (-2 000
m8/mjn) arc also standar(lized

Outer scl･eell 鷲
a

Cleall

gas

メンTlのガラス繊維層を通り,放射状に外面から内面へ向

かって炉過され,炉過されたガスは上部(または下部)へ

抜けるo 捕集されたミス†及び固体三組子はガラス織維層を

伝い落下し,ドレンとして排出される｡ガラス繊維層に捕

集された固体粒子(ダスTl)の円,.可溶性ダス†は溶解し

て滴下し,不溶性ダストの内1/um極度のものは凝集液と

共にガラス繊維層を通じて流れ落ちる｡これにより,ガラ

ス繊維層自体vLセ)l/フクl) -ニング作用が働き目詰まりを
防いでいる｡

7. 1. 2 原理

パイプ7イルターの捕集効果には,気体中にガラス繊維

があることから,主に慣性衝突効果,拡散効果,さえぎり

効果の3つの効果が働く｡ (第8図)

1)慣性衝突効果

液体が繊維に近づくと,その経路が曲げられ,粒子は流

速及び質量が大きいほどその慣性力により,障害物である

繊維v-衝突捕集される.

2)拡散効果

粒子の質量が顛…視でき,流速が低いほど,粒子ほ慣性の

影響を受けることなくブラウン運動をするので,流体の流

線に沿った均質な運動は行わず,不規則に移動し,障害物

である繊維に付着捕集される｡

3)さえぎり(接触)効果

慣性,拡散の影響に左右されない範囲むこおいてほ,粒子

の中心は流体の流線と共に移動し,その*Jbが繊維表面か

ら粒子半径以内に近づけは,繊維に接触捕集される｡

7. 2 特長

1)捕集効率

ガラス繊維径,厚み,充填密度,炉過速度,炉過対象物

忙よって異なるが,ガス中の各種ミスト及びガム状物質な

どを除去する場合ほ, 95-100 %の効率が得られる｡

2)圧力損失

標準設計の圧力損失は50-250mmAqになるよう設計

される｡ガラス緑維層に捕集されたミストは,凝集して,

セルフクl)
-ニング作用が働き自動的に流下排出されるた

め,目詰まり忙よる圧力損失の上昇は少なく,運転は安定

している｡

Jd

Dril〕pln昌4
111ist

Illllel･SCreell

[Metal,plastic]

Dripplllg

ll一ist

第8図

ミスト捕集の原理
Fig. 8

Princlple of
仙

trapplng mist

3)耐熱･耐東品性,寿命
フイ)i/クーはガラス繊維のみで構成されており,耐熱性

に優れ,強7ルカリ,フッ化水素以外の薬品忙対し安定し

ており,腐食ガスを含むミスト除去忙対して長い寿命を維

持する｡不溶性ダス1､が混在する場合ほ,前処理でダスト

を除去する必要があるが, 1〃m程度の微細なダストは廃

液と共に滴下する｡また,フィルターの取り替えは容易で

ある｡

7, 3 標準仕様

第4表に標準仕様を示す｡

7. 4 適用分野

･化学工場で発生する各種酸ミス十の除去･回収

･圧縮ガスの精製

･塩化ビニ-)L'加工=場の排気処理

･ゴム加工工場の排気処理

･合板工場の排気処理

･金属加工,機械エ場の排気処理

･酸洗工場の排気処理
等

む す び

以上,当社のバグフィルタ-の種類,構造,特長を紹介

した｡今後とも,環境保全に対するニーズがますます増加

すると考えられ,本稿が,ユーザ各位がバグフィルターを

遺産される際のご参考となれは幸いである｡
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