
捕 集 粉 塵 層 の剪 断 方 向 払 い 落 と し

一衝突加速度による払い落とし

内 藤 牧 男*・椿 淳 一 郎

神 保 元 二

名古屋大学工学部 化学工学科†

炉 布上 に集塵捕集 した粉塵 層に対 し,衝 突加速度 に よ り捕集面に払い落 と し応 力を作用 させ,払 い

落 とし実 験を行 った.炉 布 は,汎 用の カ レンダー処理 を施 した テ トロン製 フエル トを用 い,JIS8種

の関東 ローム粉を,4.5cm/sの 一定 風速で集塵 した.衝 突加速度は,落 下高 さに より変 えた.実 験

は,集 塵条件(捕 集粉塵量),払 い落 とし条件(衝 突 加速度)を パ ラ メータ として行った.

結果 よ り,勇 断方 向 と垂 直方向に よる払い落 としでは,集 塵条件,衝 突 加速 度が同 じに もかかわ ら

ず,払 い落 とし開始条件,進 行過程,最 終状態 が異な る事を 明 らか に した.さ らに,勇 断,垂 直方向

の払い落 としを組合せ た実験 を行 うと,組 合せ方 に よ り払い落 と しに与 える効 果が異な る事 も明らか

に した.以 上 の結果 の うち,特 に粉塵層が一様 な層を形 成す る集塵条件 に よる払い落 とし結果は,粉

体 層の引張 りお よび勇 断疲労破壊現象 の観 点 よ り,定 性的 に説 明す る事 がで きた.

緒 言

バ グフ ィルターの払 い落 としは,様 々な応 力が寄与 し

て行われてお り,そ の中で炉布面 に対 して垂 直方向に作

用す る応 力が,最 も重要 な役割を果 た してい ると言われ

てい る1).こ の応 力に関 して著者 らは,粉 塵層に衝突加

速度 を作用 させ る方法2)と,逆 圧 を作用 させ る方法3)に

よって払 い落 とし実験を行い,既 に報 告 した.そ して以

上 の実験結 果 よ り,払 い落 と しには,炉 布面 に垂直方 向

に作用 する応力 に 加 え,従 来注 目されてい なか った〓

布,粉 塵層に作用す る勇 断力,曲 げな どが,重 要 な役割

を果 た してい る事 を示 唆 した.

そ こで本研究 では,〓 材 と粉塵層 に勇断応 力を作用 さ

せ るため に,炉 布面に対 して勢断方 向に衝 突加速度を作

用 させ て,払 い落 としを行 った.実 験 は,既 報2)と 同様

に,捕 集粉塵 量,衝 突加速度 を変えて行い,同 一実験条

件 で行 った垂直方向に よる払 い落 とし結果 と比較 した.

さ らに実際の払い落 と しでは,様 々な応力が,複 合 的

に作用 してい ると思われ る.そ こで本研究で は一例 とし

て,低 加速度域 で勇 断,垂 直方向の二つ の払 い落 としを

それぞれ適 当な回数 ずつ作用 させた払 い落 としを行 い,

払い落 とし方法 の組合 せ効果につい て,若 干の検討 を加

えた.

1. 実 実

1・1 実実 装置及び方法

集塵 装置,集 塵方法 とも,既 報2,3)と 同様 である.集

塵装置 の概 略図をFig.1に 示す.炉 布 は(8)の集塵部 分

に固定 され,所 定の圧 力損失に達す るまで集塵 され る.

払い落 とし装置を,Fig.2に 示す.Fig.2(A)は,

演布を(13)のカセ ッ トに取 り付 けて(14)のホ ール ダーを落下

衝突 させ る事 に より,炉 布面に垂直方向の払い落 としを

行 う装置 である.一 方Fig.2(B)は,や は り(A)と 同

様 の方法 に よ り,炉 布面に勇 断方向 の払い落 としを行 う

装置 である.衝 突の際,炉 布 のたわみが生 じる事 も考 え

られ るので,払 い落 とし時 にはFig.2に 示 し た よ う

に,炉 布 と(17)の塩 ビ板を両面 テープで注意深 く 密 着 さ

せ,で きるだけたわみが生 じない ように して,実 験 を行

った.払 い落 とし後 の残留粉塵量 は,既 報2)と 同様 に,

適 当な払い落 とし回数 でカセ ッ トをはず し,カ セ ッ トご

と電子天秤 で秤量 して求めた.

1・2 実実条件

実験条件 を,一 括 してTable 1に 示 す.粉 体試 料,

炉過風速 は,既 報2)と 同 じである.炉 材には,既 報2)と

同 じく表面 にけや きカ レンダー処 理を施 した テ トロン製

フエル トを用 いた.集 塵面は,内 径2イ ンチの円管断面

とほぼ等 しい.粉 塵濃度は,変 動係数 で6%の バ ラツ

キ が あ った.ま た 圧 力 損失 と捕 集 粉 塵 量 の関 係 は,⊿P

が1.96,3.92,5.88kPaで,mf は0.116, 0.230,

0.324kg/m2で あ り,同 一 圧 力損 失 に対 す る捕 集 粉塵 量

の バ ラ ツキ は,変 動 係 数 で3～10%で あ っ た.粉 塵 層
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の堆積状態 は,集 塵後 の 圧 力損失 ⊿Pが1.96kPaで

は,ま だ一様 に層を形成 してお らず,所 々未集塵 の部分

があ った.こ れ は炉布の け や き カ レソダー処理 に よっ

て,炉 布 内に透過 率の大 きなむ らが生'じたため と考 え ら

れ る.し か し ⊿Pが3.92kPa以 上 では,炉 布全面にわ

たってほぼ一様 な粉塵層が形成 され た.

垂 直方向に払い落 とした場合 の衝突 加速度の測定は,

既報2)と 同様に,塩 ビ板 の中央に加速度計 ピ ックア ップ

(EMIC,541-AT,圧 電 型)を 取 り付 け て 行 い,ピ ー ク

値 を代表値 として以下 の解析に用いた.こ の値 は,加 速

度 の重 力加速 度に対 す る比 で 表 した.以 下 これ を,「加

速数」 と言 う.加 速 数は,払 い落 とし装置 の落下 高 さを

変 える事 で調整 したが,落 下高 さだけ で調整 困難 な場合

は,衝 突 面に ゴム板を貼 り付け て衝突 を緩和 する事に よ

って調節 した.Table1の 括弧 内の値 は,こ の方法に よ

って得 られた値であ る.な お 同一条件 に対 す る加速数 の

バ ラツキは,変 動係数 で2～8%で あった.一 方勇断方

向に払い落 とす場合 も,Fig.2(B)(13)は(A)(13)の 重量 と

等 し く,(13)以外 の部分 は(A)と 共有 した ので,前 者 の

測定値を用 いた.ま た(A),(B)と も他の方向 の加速度

が生 じない ように,注 意深 く重 量のバ ランスをとった.

さて,あ る払 い落 とし条件におけ る炉布上 の最終残 留

粉塵量 を求めるためには,払 い落 としが完了す るまで払

い落 としを行 う必 要 が あ る.Fig.3に,残 留粉塵 量

MRiと 払い落 とし回数Nの 関係 の一例 を示 す.図 か ら

明 らかな よ うに垂直方向 に払い落 とした場合 は,100回

の払い落 としで,ほ ぼ払 い落 としが完了 してい るとみな

す事がで きる.一 方,勢 断方 向に払い落 とした場合 は,

(A) Normal (e) Shear

数百回の払 い落 としにおいて も,払 い落 と しはまだ進 行

してい る.し か し本実験 においては,実 験時間 と実装 置

におけ る払 い落 とし条件 を考慮 し,払 い落 とし回数は,

最高500回 とした.

2. 実験 結果の整理お よび考察

2・1 勢 断方 向の払い落 と し

勇断方 向の払い落 としが,集 塵条件,払 い落 とし条件

に よって どの よ うに影響 され るか を,払 い落 とし開始条

件,進 行過程,最 終状態に分け て,以 下 に述べ る.さ ら

にこの結 果を,同 一条件 での垂 直方向の結果 と比較 しな

Fig. 1 Schema of dust collecting apparatus

Fig. 2 Schema of dislodging apparatus

Table 1 Conditions of experiment

Fig. 3 An example of experimental results
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が ら,考 察を加え る.

払 い落 とし開始条件 粉塵 層が初めて払い落 とされ

た時の払い落 とし回数 をNcと 定義 し,加 速 数 α との

関係 をみたのがFig.4で ある.勇 断方向 に払 い落 とし

た場合,払 い落 と し開始回数NCと 加速 数 α との関 係

は,ノ ミラツキはあ るものの両対 数紙上で直線関係 を示 し

てお り,加 速数 の減少 に伴 って,払 い落 としの開始 も遅

くな る.そ れ に対 して垂 直方向に払い落 と した場合 は,

特 に集塵後 の圧 力損失 ⊿Pが3.92kPaの 時 に顕 著に現

れてい るよ うに,加 速数 が大 きい と払 い落 としは1回 目

か ら開始 しているが,加 速数が減少 してある値 に近づ く

と,払 い落 と し開 始回数Nら は急激 に増大 する.こ れは

粉塵層があ る加速数(下 限値)以 下 では,無 限回垂直方

向に払 い落 として も,粉 塵層は払 い落 とされない事を意

味 している と思われ る.以 上 の払 い落 とし方法に よる違

い は,繰 り返 し応力に よる粉体層 の破壊(疲 労破壊)現

象 に対 して,後 述す るよ うにある示 唆を与えてい ると考

え られ る.

払い落 とし進行過 程 払 い落 と しの進 行 過 程 を,

Fig.3に よって比較す る事 は困難 で あ る.そ こ で 既

報2,3)と 同様,Eq.(1)に 示 した払 い落 とし率 に よって,

進行過程 を整 理 した.

(1)

ここでmfは 捕集粉塵量,mRiはi回 目の払い落 とし

後 に炉 布に残 留 してい る粉塵量 である.

Fig.3をEq.(1)に よっ て整 理 す る と,Fig.5と な

る.勇 断 方向に払い落 とした場合,捕 集粉塵量 が多 いほ

ど払 い落 としは早 く進行す る.こ の傾 向は,他 の加速数

において も同 じであ った.垂 直方 向に払 い落 とした場合

にも既報2)で 述べた よ うに,捕 集粉塵量 が多いほ ど払い

落 としは早 く進行 してい る.

次 に捕集粉塵量を一定 として,払 い落 とし加速度の影

響 を 見 て み る.Fig.6は,集 塵後 の圧 力損失 ⊿Pが

3.92kPaの 時 の結果 であ る.勇 断方向 に 払い落 とした

場合,加 速数 αが小 さ くなる と,払 い落 としの開始は遅

くな るものの,払 い落 と しは逐 次進行 してい る.一 方垂

直方向に払い落 と した場合,一 般に払い落 としの開始は

勇 断方向 よ り早 いものの,加 速数が小 さい と,払 い落 と

しはほ とん ど進行 していない.こ の ように払い落 としの

進行におい ても,勇 断方向 と垂直方向に払い落 とした場

合 とでは,明 らか な違 いが見 られた.

な お 加 速 数aが11の○ 印 の場 合,500回 目の 払 い 落

と し率 η'500は0.23で あ るが,さ ら に500回 払 い 落 と

しを 行 った とこ ろ,1000回 目に は η'1000=0.72ま で 払

い落 としが進行 した.こ の事 か ら勇 断方向に払い落 とす

場合は,加 速数 が小 さ くとも十 分な回数払い落 としを行

うな ら,ほ ぼ粉塵 層がな くなるまで払い落 としは進行す

るものと思われ る.

さらに集塵後 の圧力損失dPが1.96kPaの 時 の進行

Fig. 4 Initial dislodging condition

Fig. 5 Progress of dislodgement at acceleration a=96

Fig. 6 Progress of dislodgement at constant dust load 

of final pressure loss 4P=3.92 kPa
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過程 を,Fig.7に 示 す.Fig.6とFig.7で 両者 の進 行

過程 を比較 す ると,集 塵後 の圧 力損失 ⊿Pが1.96kPa

の場 合 も,3.92kPaの 場合 と同様 の傾 向を示 す、 しか

し最終状態を比較す ると,勇 断方 向に払 い落 と し た 場

合,Fig.6で は η'500が加速数に よ らず約0.9と 一定

であるのに対 し,Fig.7で は 加速数 が小 さい と払い落

とし率 も小 さ く,そ の値は加速数 とともに増 大する.ま

たFigs.6,7でη'500の 値が著 し く異 なる 低 加速数の

場 合,観 察に よって払い落 とし進行過程 に次 の よ うな違

いが見 られた.勇 断方向に払い落 とす と,捕 集面に まず

クラックが発 生 し,つ いで クラ ックの部分 か ら粉塵層は

扉 を開 くように して炉 布か ら離れ,払 い落 とされ る.こ

の時,粉 塵 層が 一様 に形成 され てい る場合(Fig.6)に

は,ク ラ ックはほぼ中央部 に発 生 し,そ の大 きさも十数

mm以 上 と比較 的大 きい.そ れに対 して 粉塵層が一様

に形成 されてい ない(Fig.7)場 合 には,ク ラ ックは捕

集面に ランダムに発生 し,そ の長 さ も数mm程 度で あ

る.こ の観察事実 よ り,粉 塵 層が一様 に形成 されてい る

場 合 とそ うでない場合で は,払 い落 とし機 構が異な って

い る事 も考え られ る.

払 い落 とし最 終状態500回 払い落 とした後 の最終

残留粉塵量MR500と 加速数aと の関係を,Fig.8に 示

した.勇 断方 向に払 い落 と した場合,集 塵後の圧 力損失

APが3.92kPa以 上 では,最 終 残留粉塵量は ほぼ一定

とな る.こ こで加速数aが11の 場合 も,払 い落 と し進

行過程の所で既に 述べ た ように,1000回 まで払 い落 と

しを行 うとさらに払 い落 とされ る事か ら,十 分 な払 い落

とし回数 をとれ ば,残 留粉塵量 はほぼ一定 にな る と思わ

れ る.一 方 ⊿Pが196kPaで は,加 速 数 が 小 さ い と,

最終残留粉塵量 は多 くな ってい る.こ れ は,先 述 した よ

うに,払 い落 とし機構 の違 いに よるとも考 え られ る.

一方垂直方 向に払 い落 とした場合 には,既 報2)で 既 に

述べた ように,最I終 残 留粉塵量 は捕集粉塵量 に影響 され

ず ほぼ一本の直線で整理 され,加 速数が小 さ くなると,

その量 は多 くな る.

この よ うに最終残留粉塵 量 と加速数 の関係 も,払 い落

とし方法に よって著 しく異な る.即 ち勇断方 向に払 い落

とす場合,一 様 な粉塵 層が形成 され ていれ ば,加 速 数,

捕 集粉塵量 に よらず一定 の残留粉塵 量になる と 思 わ れ

る.一 方垂直方 向に払 い落 とす場合 は,加 速数 が大 きく

な ると,捕 集粉塵量 に影 響 されず,加 速数 の増大 ととも

に最終残留粉塵量 は一様 に減少 してい く.

2・2 勢断,垂 直方 向の払い落 としを組合せ た場 合

前述 した ように実 際の払い落 と し で は,様 々な応力

が,複 合的 に作用 する と思われ る.そ こで,払 い落 とし

の進行 の遅 い低 加速 度域におい て,勇 断,垂 直方向の払

い落 としを,以 下 に述べ る方法 に よって組合せて作用 さ

せ る実験 を行 った.実 験は,粉 塵層 を垂 直方向にあ らか

じめ適 当な回数作用 させて予備 の払 い落 と し を 行 った

後,勇 断方 向に500回 払い落 と しを行 う場 合 と,そ の逆

の二通 りの方法 に よって行 った.あ らか じめ作用 させ る

方 の払 い落 とし回数は,Fig.6に 示 した 単独の払 い落

とし方法 に よる結果で,ほ ぼ払 い落 とし率 ηi,が0と み

なせ る回数 とした.

実験結果 を,払 い落 とし率 ηi,と総和 の払い落 とし回

数NTで 整理す ると,Figs.9,10と な る.図 か ら明 ら

か な ように,ど ち らの加速数 において も,実 験結果は同

様 の傾 向を示 してい る.ま ず最終 の払い落 とし率につ い

て見る と,あ らか じめ垂直方 向に払 い落 とした後勇断方

向に払 い落 とした場合 には,勇 断方向のみの払い落 と し

結果 と一致 してお り,組 合せ効果 は認め られない.そ れ

に対 して,勇 断 方向 に払 い落 とした後垂直方向 に払 い落

と した場 合には,最 終払 い落 とし率 が明 らかに予備 の払

Fig. 7 Progress of dislodgement at constant dust load

of final pressure loss ⊿P=1.96kPa

Fig. 8 Final residual dust load
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い落 とし操 作に よって向上 し,組 合 せ効果が 認 め ら れ

る.次 に,払 い落 としの進 行に着 目 してみ る と,垂 直方

向に払い落 と した後勇 断方向に払い落 と した場 合には,

予備払い落 と しを行 った方が,お よそ予備払 い落 としを

行 った回数分 だけ進 行は遅れ ている.そ れに対 して,払

い落 と し方法 の組合 せを逆 にした場合 には,予 備払 い落

としに よって明 らかに進行 が早 くな ってい る.

以上 の事 よ り,勇 断方 向の予備払 い落 としに よって,

垂直方 向の払い落 とし結果 を改善 す る事がで きるが,そ

の逆 の組合せの場合 には,む しろ払い落 とし結果 が悪 く

なる と言え る.

3. 払い落 と し機 構に関す る若干 の考察

これ まで述 べてきた実 験結果を もとに,払 い落 とし機

構につい て,粉 体 層の崩壊 とい う観点か ら考察 を加えて

み る.こ こでは,粉 塵層が一様な層 を形成 す る集塵条件

(⊿P≧3.92kPa)に よる 場 合 に 限 っ て考 察 す る.

本実験 で行 った衝突加速度 に よる払 い落 としは,応 力

を繰 り返 し負荷す る事に よって粉体 層を破断 させ る現象

であ るため,み かけ上疲労破壊現象 である とも考え られ

る.そ こで,ま ず疲労破壊現象 の観点か らの解 析を試み

た.著 者 ら婆)は,二 分割 セル法 の引張 り破 断装置を用い

た実験か ら,静 的引張 り強 さ よ りも小 さな引張 り応 力で

も繰 り返 し作用 させ るな らば,層 は破 断す る事を確かめ

ている.ま た,そ の後 の実験5)か ら,粉 体層の引張 り疲

労 においては,繰 り返 し負荷 に よって層 を破断で きる応

力に下 限値,即 ち耐久限が存在す る事 も確認 している.

この事 を,材 料力学で用い られ る 疲 労破壊(S-N)曲 線

に よって定 性的に表せば,Fig.11と な る.

Fig.11に 示 した疲労破壊 曲線 に よって,垂 直方向に

払 い落 とした場合の結果 を考察 してみる.こ の場合,〓

布 面に垂 直方向に作用す る加速度 が,払 い落 としに支配

的であ ると考え る.ま ず払 い落 とし開始につ い て み る

と,Fig.4の 払い落 と し開始 回数Ncと 加速数aは,

Fig.11の 繰 り返 し数Nと 応 力比 σs/σzにそれぞれ対

応す るため,Fig.4もS-N曲 線 を表 している と考える

事 がで きる.こ の事か ら,垂 直方 向の加速度 に よって生

ずる払い落 とし応力が,Fig.11に 示 した耐久 限に近 づ

くと,払 い落 とし開始 回数 は急激 に増大 す る事にな る.

また,捕 集粉塵層 の耐久 限は一様 でな く,炉 布面上 の位

置に よって異 なる と考 え ら れ る.従 って,あ る加速数

(応力)で 払 い落 としを行 うとき,作 用 して いる 応 力 よ

りも弱 い耐久限 の部 分か ら順次払い落 と しは進行 し,残

留 して いる粉塵 層の耐久 限が作用 している応 力以上 にな

ると,払 い落 としは終了す る事 になる.こ の ように考 え

ると,Figs.6,8に 示 した払い落 とし進行過程 および最

終状態 も,説 明す る事が できる.

次 に,勇 断方向に払い落 と した場合 の結果 を考察 して

み る.こ の場 合,〓 布面 に勇断方 向に作用す る 加 速 度

が,払 い落 としに支配的 である と考 える.そ うす ると,

舅 断応 力に よる粉体層 の疲労破壊実験は まだ行 っていな

いが,Fig。4の 結果か ら,そ のS-N曲 線 は引張 り応 力

の場合 と異な り,耐 久限 を持 たない 曲線 で示 され るもの

と考え られ る.こ のS-N曲 線をFig.11に 示す よ うに

仮定す ると,垂 直方 向の加速度 に よる払 い落 としと比 べ

て,払 い落 とし開始が遅 くなる事 も説 明で きる.ま た耐

久 限が存在 しない とい う仮定 は,払 い落 とし回数を増せ

ば,粉 塵層が弱 くなる事 を意味 す る.従 って小 さな加速

数において も,払 い落 と し開始は遅 くな るものの,払 い

Fig. 9 Progress of dislodgement by combination of 

normal and shear impaction at acceleration  a=21

Fig. 10 Progress of dislodgement by combination of 

normal and shear impaction at acceleration  a= 38

Fig. 11 S—N curves of tensile and shear fatigue bre-

akage of powder bed
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落 と しは可能 で逐次進行 し,最 終 残留粉塵量は加速数 に

依存 しない,と い うFigs.6,8の 結果を説 明す る事 が

できる.

次 に,組 合せ効果 につ いて考察 す る.ま ず垂直方 向に

予備払い落 としを行 う場合,作 用 する払い落 とし応力が

耐久限近 くであ るな らば,粉 塵 層の層構造 の変化は小 さ

い と考え られ る.そ のため,そ の後 の勇 断方向の払い落

としに対 して,あ ま り効果 は及ぼ さない.

それ に対 して,勇 断方 向に予備払 い落 としを行 う場合

は,払 い落 とし回数に応 じて粉塵層 は弱 くなるため,そ

の後 の払い落 としに対 して正 の効果 を及 ぼす もの と考え

られ る.

緒 言

粉塵 層が一様 な層を形成す る集塵条件 における払 い落

とし結果 よ り,以 下 の知 見を得た.

1) 捕集面 に対 して勇断方 向に払い落 と しを行 うと,

払い落 としの開始回数は垂直方 向による場合 より遅 い も

のの,払 い落 としは逐次進行 し,最 終残留粉塵量 は一定

にな る.

2) 低 加速度域で勇 断方向 と垂直方 向の払 い落 と しを

組合 せた実験を行い,勇 断方向の予備払い落 と しに よっ

て,垂 直方向に よる払 い落 とし結果を改善す る事が でき

るが,そ の逆 の組合せ の場合 には,改 善は望めない事 を

明 らか にした.

3) 垂直方向,勇 断方 向に よる払 い落 とし機構を,引

張 りお よび勇断疲労破壊現象 の観 点 よ り考察 し,両 払い

落 とし結果 の違い,組 合せ効果 を定性 的に説 明で きた.
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Nomenclature

a = peak value of acceleration divided by 

gravitional acceleration  [•\]

Mf = deposited dust load on fabric filter  [kg/m2]
mRi = residual dust load on fabric filter 

after ith dislodging  [kg/m2]
mR500  = final residual dust load on fabric 

filter  [kg/m2]
N = number of dislodging or repeated 

stress  [•\] 

Nc = dislodging number at which the dust 

layer is first dislodged  [•\] 

NT = total dislodging number of shear and 

normal acceleration  [•\]

⊿P = pressure loss of deposited duss

layer [kPa]
ηi = rasio of dislodged dust after ithdis-

loding to deposited dust load 

(=(mf-mRi)/mf)  [•\]

σs = repeased sensile stress [kPa]

σz = tensile strength of powder bed [kPa]

τs = repeased shear stress [kPa]

τz = shear strength of powder bed [kPa]
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Shearing Direction Dislodgement of Deposited Dust Layer 

on Fabric Filter

-Dislodgement by impaction acceleration-

Makio Naito*, Jun-ichiro Tsubaki and Genji Jimbo 

Dept. of Chem. Eng., Nagoya Univ., Nagoya 464

Key Words: Dust Collection, Powder Property, Fabric Filter, Bag Filter, Dust Dislodging, 
Repeated Shear Impaction, Repeated Normal Impaction, Fatigue, S—N Curve 

The deposited dust layer on a fabric filter was dislodged by impaction acceleration. Poly-
ester felt fabric pressed at high temperature and Kanto loam powder (JIS-8) were used as test 
filter and powder respectively. Filtration velocity was kept constant at 4.5 cm/s. Impaction 
acceleration was controlled by adjusting the dropping height. The test was conducted by
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changing the filtration condition (deposited dust load) and the dislodging condition (impaction 
acceleration). 

The following was obtained from experiments and  analysis  : The dislodging mechanism 
by shear impaction was different from that by normal impaction in the initial dislodging state, 
the progressive dislodging process and the final state of dislodging, although experimental 
conditions were the same in both cases. Furthermore, different combinations of normal and 
shear impactions changed the experimental results. 

The dislodging phenomena of uniformly deposited dust layer could be explained qualita-
tively from the viewpoint of tensile and shear fatigue breakage of powder bed.
* Hosokawa Micromeritics Laborasory Ltd.
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