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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 に対 して 垂 直に応力を 作用 させ,

払 い落 とし実験を行 った.炉 布 には汎用の テ トロン製の織布 と カ レン ダー処理を施 した フェル トを

用 い,JIS8種 の関束 ローム粉 を,45cm/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.

実験結果を,払 い落 とし開始条件,進 行過 程,最 終状態 の三つの段階 に分 けて整理 し,そ れ ぞれ考

察を加えた.実 験結 果か ら,払 い落 と し機構 は どの段階 において も,払 い落 とし力 と付着 力,と い

う関係だけで は説 明で きない ことが 明 らか とな った.ま た,こ れ らの結果 と観察事実 よ り,払 い落

としにおいては,粉 塵 層に対 して外か らなされ る仕事量 が重要 な役割を果 している ことを導 いた.

緒 言

バ グフ ィルターの性能 は一般 に集塵性能 と払 い落 とし

性能 に よって表 されてお り,ま たバ グフィル ターの分類

は払 い落 とし方 式に よって行われ ている.こ の よ うに,

バ グフ ィル ターにおいて払い落 と し操 作は きわめて重要

な役割を果 して いるが,払 い落 と しに関す る基礎 的な研

究 は少ない よ うであ る.払 い落 と し機 構を解 明す るため

には,払 い落 とされ る炉布上 粉塵 層の堆積状態 払 い落

とし時 に粉塵層お よび炉材 に作用 する応力,残 留 粉塵 の

残 留状態 に関す る研究が必要 と思われ る.

捕集 粉塵 層の堆積状態につ いて は,木 村 と井伊谷5),

Holland and Rothwell2,3),Leith and First7,8)ら の研

究があ り,近 年 少 しずつ明 らかに されつ つある。残留粉

塵の残留状態に関 しては,Dennis and Wilderl),Roth-

well9),井 伊谷 と牧野 ら4)が言及 している程度 であ る.払

い落 とし時に作用す る 応力 に つ い て は,Dennis and

wilder三)が 分類 を試み ている.し か し,そ れぞれ の 払

い落 とし応 力に着 目した 払 い 落 と しの 基礎実験 は,木

村G)が 遠心力 に よって粉塵層に垂直応 力を作用 させ,払

い落 と しを行 っているだけで,そ の他 の 払 い 落 と し実

験1,11)は実装 置に近 いバ グフ ィル ターを用 いて,機 械的

振動,パ ルスジ ェッ ト,逆 圧の各方式 に よって行われ て

い る.これ らの研究か ら,バ グの加速度 が払 い落 と しに対

しては最 も重要 な役割 を果 してい ると報告 され てい る.

そ こで,本 研究 においては集塵後 の源材 に衝突に よっ

て加速度 を与 え,炉 材 と粉塵 層に垂直応 力を作 用 させ払

い落 としを行 った.実 験 は捕 集粉塵量,衝 突加速 度を変

えて結果を整理 し,衝 突加速 度に よる払 い落 とし機 構の

解明を試みた.

1. 実 験

1・1 実験装置 および実験方法

集塵装置の概略 をFig.1に 示 した.空 気源 には(1)の

コンプ レッサ ーと(12)の真空 ポ ンプの二 つを用いた.空 気

は(2),(3)の ガラス ウールお よび シ リカゲル充填層で乾燥

した.粉 体試 料は(5)のス ムース オー トフ ィー ダよ り(4)の

エ ジ ェクタに定 量供給 され,エ ジ ェクタで分 散 され る.

余剰の含塵気 流は(7)の集塵機 に よって吸引,集 塵 され る.

集塵部分は,(13)の透明 ア クリル製 の観察部,(14)の透明 ア

ク リル製炉材 カセ ッ ト,(15)の鉄製 カセ ッ トホルダー よ り

構成 されてい る.い ずれ も内径2イ ンチの円管 を用 いた.

払 い落 としはFig.2に 示す よ うに2種 類の装置 に よ

って行 った.Fig.2(A)は(15)の カセ ッ トホル ダーごと

落下衝突 させる もの で,落 下質量 が大 き く高い衝突加速

度を 得る ことがで きる.Fig.2(B)は 落下質量 を小 さ く

した もので,炉 材 カセ ッ トのみを取 り付け て払 い落 と し

を行 う.衝 突面 には ゴム板 を貼 り付けて衝突加速 度を下

げてい る.

実験 は,ま ず(1)のコンブ レッサー と(7)の集塵機 のみ を

作動 させ,(4)の エジ ュクタの試料 供給 口か らの吹 き出 し

が ない ように,静 圧調整 を行 う.次 に(12)の真空 ポ ンプを

作動 させて所定 の炉過風速 に設定 した後,(5)の ス ムース
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(A) (B)

オー トフ ィーダ よ り粉体試 料を 定量 供給 し集塵を 開始

す る.炉 過 風速は,⑪ のマ ノメータを見 なが ら下 流側の

バル ブ⑥ を開閉 して一定 にな るよ うに調整す る.集 塵時

の圧損 は⑨ の半導体型 微差 圧計に よ り検 出 しレコーダに

記録す る.所 定 の圧 損に達 した後,集 塵 を止め払い落 と

しを行 う.

払 い落 と しは,粉 塵 層が剥離 しに くい炉 材の場合 は,

Fig.2(A)に 示 した装置に⑮の カセ ッ トホル ダー とと

もに注意深 くセ ヅ トし,所 定の高 さ よ り落下 衝突 させ て

払 い落 と しを行 う.粉 塵層が剥離 しや す い 炉材 の 場合

は,⑭ の炉材 カセ ッ トのみをFig.2(B)の 装置に取 り

付 けて払い落 としを 行 う.払 い 落 と し後 の 残留粉塵量

は,適 当な回数 でカセ ッ トをはず しカセ ッ トごと電子天

秤 に よ り秤量 して求 めた.

1・2　 供試粉体お よび実験条件

粉体試 料には,標 準粉体JIS8種 の関東 ローム粉を用

いた.洲 オには織布 とフ ェル トの2種 の炉布 を用 いた.

どち らもテ トロン製 の汎用炉 布で,織 布 は短繊維 で織 り

糸径 が約50μmの5枚 朱 子織 り,フ ェル トは 目付 けが

4009/m2の ニー ドル フェル トで,表 面 にけや き カ レン

ダー処理 が施 して ある.実 験 には毎回新 しい炉布 を用 い

た.集 塵は45cm/sの 一定風速 で行 った.粉 塵濃 度は

6.69/m3で,変 動 係数で22%の パ ラツキがあ った.粉

塵 は圧 力損失がそれぞれ,0.98,1.96,3.92kPaに な る

まで集塵 し,3種 類 の捕 集粉塵量に対 して払 い落 としを

行 った.同 一圧力損失 に対す る捕 集粉塵量の バ ラ ツキ

は,変 動係数で織布 の場 合15～20%フ ェル トの場 合は

8～10%で あった.

払 い 落 とし装 置 の衝突加速度 と 落下 高 さと の関係を

Fig.3に 示 した.炉 布 に作用す る加速度 の 実測は困難

であ るため,ど ち らの払い落 と し装置 において も,濟 布

の替 りに塩 ビ板 を炉 材 カセ ッ トにセ ッ トし,塩 ビ板の中

央 に加速度計 ピ ッ ク ア ッ プを取 り付 けて加速度を測定

し,ピ ー ク値 を代表値 と して以下 の解 析に用いた.払 い

落 と しは 同一集 塵条件に対 して2回 ずつ行い,払 い落 と

し回数は残留 粉塵量 の減少 がほ とん ど見 られな くなる50

回 まで とした.

2. 実験結果の整理お よび考察

集塵 条件,払 い落 と し条 件が払 い落 とし結果 に どの よ

うに影響 して くるかを,払 い落 とし開始条件,払 い落 と

し進行過 程,払 い落 と し最終状態 に分けて以下 に述べ る.

2・1 払い落 とし開始 条件

一般 的に言 って,払 い落 とし最は捕集粉塵量 とともに

増大 す るので,こ の影響 をな くす ために デ ータはEq.

(1)に 示 した払 い落 とし率に よって整理 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. 1 Schema of dust collecting apparatus

Fig. 2 Schema of dislodging apparatus

Fig. 3 Relation between peak value of acceleration and 

dropping height
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それぞれの炉布 につ いて,η1',η ∞,と加速数 の関係を

示 したのがFig.4で あ る.払 い落 としは同一集塵 条件

に対 して2回 ずつ行 った が,こ こではそ の平均値 を と り

プロッ トした.1回 目の払 い落 とし結果につ いて見 る と,

加速度が十分大 きい場 合は,ど ち らの炉布 において も捕

集粉塵量が多いほ ど よく払 い落 としが行われ ている よ う

であ る.し か し,払 い落 としが始 まる加速度 を見 る と,

織 布の場合は捕集粉塵量 に よらず同 じ加速数 で払 い落 と

しが開始 してい る.フ ェル トの場 合 も,実 験領域 が十分

でない とい う制約は あるが,払 い落 と し開始加速数 は捕

集 粉塵量 に よらず一致 している と思われ る.

一方観 察に よって
,粉 塵 は炉 布 ・粉塵層界面か ら払 い

落 とされ る ことが確かめ られ ているので,こ の実験結果

は,炉 布 ・粉塵層間の付着力が,圧 密応力すなわ ち圧 力

損失(捕 集粉塵量)に 比例 して いるな ら,炉 布 ・粉塵 層

間 の付着 力 よ り分離力(=捕 集粉塵量 ×加速度)が 大 き

くなった時 粉塵 は払 い落 とされ る と い う,従 来の モデ

ル1,6)が成立す る ことを示 して いる.し か し,Fig.4で

払 い落 と しが成 されていない加速数(a=74)に おいて も,

後述す るよ うに払 い落 としを数回行 うこ とに よって払 い

落 と しが開始す るため,よ り広い意味 での払 い落 と し開

始条件 とい うの は,付 着 力 と分離力だ けを考 慮 した モデ

ルでは説 明で きない と言 える.

2・2 払い落 と し進 行過程

次に払い落 と しの進 行過程 の結果を示す が,最 終残留

粉塵量mR∞ は,後 述す る ように捕集粉塵量mfに よら

ず加速度のみ によって決 まるため,Eq.(1)で 定 義 され

る η∞'はFig.4に 示 した ように,加 速度,捕 集粉塵量

の影響を受けて しまい,払 い落 としの進行過程 を表 すに

は適 切でない.そ こで払 い落 とし最終状態の値 がLOに

なる払 い落 とし率 ηiをEq.(2)で 新 たに定義 した.

(2)

ここで,mR∞ は払 い落 と し回数 に よって 残留粉塵量 に

変化が見 られ な くな った時の最終残 留粉塵量 で,本 実験

では50回 払 い落 と した後 の残 留粉塵 量で近似 した.ηi

は払 い落 とされ るべ き粉塵 量の うちで,i回 目までに払

い落 とされ た粉塵 量の割合を示 してお り,こ れ に よって

払 い落 としの進行 度合を表す ことがで きる.

結果 の一例をFig.5に 示 した.図 か ら明 らかな通 り,

捕集 粉塵量 が多 いほ ど,加 速数が大 きいほ ど払 い落 とし

は早 く進行 している.ま た加速数が小 さい場 合,払 い落 と

し率 ηの曲線 はS字 形 とな り,さ らに加速 数が小 さ くな

る と払 い落 としの初期 においては,払 い落 としが まった

く行われな い領域 が表れ て くる.こ の領域 においては,

外 部か ら加え られた払 い落 とし力は粉塵層を炉材上 に保

持 してい る力に比べ て小 さ く,粉 塵層を十分払 い落 とす

まで至 っていない が,粉 塵 層を保持す る力 を次 第に弱め

てい ると考 えられ る.そ のた め,こ の領域の後 で払 い落

としが急激に進行 して くる.こ の現象 は払 い落 と し機構

を考 え る上で重要 な示 唆を含ん でお り,払 い落 と しの進

行において も,払 い落 とし力 と炉材 ・粉塵層 間の付着力

だけを考慮 したモデルで は不十分で あるこ とを示 してい

る.以 上 の捕 集粉塵量,加 速 数に対す る傾 向は フェル ト

の場合にお いて も同様で あった.

この よ うに,払 い落 とし率 ηの曲線 の形 は捕集粉塵量,

加速 数に よって異 な り,ま だ データ数 が少ない現時点 に

お いては,曲 線を二つ の式で表す こ とは困難 であ る.そ

こで便宜 的に,払 い落 としが90%ま で進行 する払 い落

と し回数N90を 求めて結果 を整理 した.こ こで,払 い

落 と しが50%ま で進 行す るN50で な くN90を 用 いた

のは,加 速数が大 きい 場合1回 目の 払 い落 と しで50%

以上払 い落 とされ るためであ る.

それ ぞれの炉布 につ いて,N90と 捕 集粉塵量の関係 を

見 たのがFigs.6,7,加 速数 との関係を見たのがFigs.

8,9で あ る.図 か ら明 らかな よ うに,ど ち らの炉布にお

いても,捕 集粉塵量が多 いほ ど,加 速数 が大 きいほ ど払

い落 としは早 く終了 している。 も し,払 い落 とし機 構が

分離力 と炉材 ・粉塵層間付着 力に よって 決定 さ れ る な

ら,理 論的 には1回 の衝突 で払 い落 と しはすべ て終 了 し

て しま うはずであ る.し か し,現 実に は確率的 要素が入

Fig. 4 Initial and final ratios of dislodging dust to 

deposited dust load

Fig. 5 Progress of dislodgement
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るため,2回 目以降に も粉塵 は払 い落 とされ る と考え ら

れ るが,Figs.6～9に 見 られ る ように捕 集粉塵量 や,加

速数に対 して一定 の傾 向を持 つ とは考え られ ない.こ の

ことか ら,払 い落 としの進行過程 もやは り,分離 力 と付着

力だけを考 えたモデルでは記述 で きない こ とがわか る.

Figs.6,7でNgoと 捕集 粉塵 量の関係を少 し詳 し く

見てみ る と,次 の実験式 で整理 され ることがわ か る.

(3)

指数nの 値 は炉 布に よって異 な り織布の場合 は0.6,フ

ェル トの場 合は1.0の 値 を とる.こ こで,織 布 の場合に

nが10よ りも小 さな値 を とる理 由 と しては,次 の こと

も考 えられ る.衝 突時 におけ る加速度 の波形 は,比 較的

きれ いな減 衰振動 となってい るが,そ の周期 は織布用 の

払い落 とし装 置の場合1ms程 度 で,フ ェル ト用に比べ

ると約1/3の 周期 となってい る.一 方観察 に よれば,粉

塵層 は必ず 炉布界面か ら剥離 し払い落 とされ る.そ のた

め,剥 離 した粉塵が 粉塵 層か ら完全 に離脱 し払 い落 とさ

れ るためには,剥 離 粉塵 を離脱 させ るのに十分な力 が継

続 して作用 しなけれ ばな らない こ とになる.し たが って

加速 度が作用す る時 間が,剥 離粉塵 を離脱 させ るの に必

要 な時間 よ りも短か ければ,剥 離 は して も払 い落 とされ

ない粉塵が出て くる と考 え られ る.離 脱 に要す る時 間は

捕集 粉塵量が多 いほ ど長い と考 え られ るので,剥 離 は し

て も払 い落 とされ ない粉塵割合 もそれ に ともな って多 く

な り,織 布の場 合nが1.0よ り小 さ くな ると考 え られ

る.し か し,炉 布 の表面構造や,払 い落 と し率 が等 しく

て も残留粉塵量 が異な って いる ことな ども原 因 として考

え られ,さ らに検討を要す る.

なお,Fig.7に おいて加速数 が小 さい場合 に,デ ータ

がバ ラつ き,nが10よ り小 さ くな る傾 向を示 してい る.

これ は,加 速 数が小 さ く捕集粉塵量 が少ないほ ど払 い落

と しが長 く続 き,50回 の払 い落 とし結 果を最終状態 と仮

定す るこ とが妥当でないた め と考 え られ る.し た がって

払い落 とし回数を十分に とれ ば,加 速 数が小 さい場合 で

も,nの 値 は1.0に 近づ いて くると思われ る.

次 に,Figs.8,9で1Ngoと 加速数の関係を 少 し詳 し

く見 てみる と,次 の実験 式で整理 され るこ とがわかる.

(4)

指 数kの 値は炉布 にて っよ異な る.織 布 においては捕 集

粉塵量 に よらず2.5と な り,フ ェル トにおいてはデ ータ

のバ ラツキが大 き く捕 集粉塵量 ごとの値 は求め られなか

ったが,約1.7の 値 とな る.粉 塵 の払 い落 としが,前 述

した よ うに分離力 と付着 力の簡単 な関 係で表 せない場合

において も,力 とい う物 理量 によって現 象が整理 され る

のであれば,加 速度 と捕 集粉塵量 の影響 の及ぼ し方は同

じにな り,kの 値はEq.(3)のmの 値 と同様 に約10

にな るもの と思われ る.kの 値が1.0よ り大 きくな る原

因の一つ と して,衝 突時の炉布 の振動 も考 え られるため,

集塵後の フ ェル ト炉 布を塩 ビ板上 に注意深 く貼 り付けて

払 い落 と しを行 ってみた.そ の結果をFig.9に 固定 フ

ェル トと して破線 で示 したが,デ ータがバ ラついては い

る ものの,kの 値 はやは り1.0よ り大 きく炉布の振動は

kの 値に対 してあま り関与 して いない もの と思われ る.

kの 値が1.0よ り大 きくな るのは,前 述 した よ うに払 い

落 と し機構 が力だけでは説 明できない ことを,改 め て示

してい る と思われ る.

Eqs.(3),(4)の 関係を用 いて,織 布に関す る全 データ

を整理 し直 しFig.10に 示 した.図 か ら明 らか な よう

に,実 験結果 は加速数に よらず あ る範囲に入 ってお り,

実験精度 を考え るな らば,Eq.(4)の 関 係は η が0.9

Fig. 6 Effect of deposited dust load on dis-

lodging progress of woven fabric

Fig. 7 Effect of deposited dust load 

on dislodging progress of felt 

 fabric

Fig.  8 Effect of acceleration 

on dislodging progress of 

woven fabric
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以外の払 い落 と し率 において も成立 して いる ことを示 し

てい る.し か し,捕 集粉塵量 について見 る と,粉 塵量が

少ない場合は早 く払 い落 とし率が増大 して いる.粉 塵量

が払い落 と しに及ぼす影響 の評価は,初 期 の捕 集粉塵量

mfに よってではな く払い落 と し直前 の残留粉塵量m躍

に よってな され るべ きであるが,こ こでは捕集 粉塵量に

よって整理 してい るため,捕 集粉塵量が少 ないほ ど相対

的に粉塵量を多 く評価す る結果 とな る.

ここで炉布の振動 につ いて若 干考察を 加 え て み る.

Fig.9で,同 じ加速数 で も固定 フェル トの方が早 く払 い

落 としが進行 して いる ことか ら,炉 布の振動はEq.(4)

のnの 値 には影響 しないが,衝 突加速度を相対的 に緩和

している もの と思われ る.こ の ことは,加 速数が小 さい

場 合,炉 布の中央 よ りカセ ッ トに近い周辺部分か ら払 い

落 としが開 始す るとい う,観 察 事実に よって も裏付 け ら

れ ている.

2・3 払い落 とし最終状態

最終残留 粉塵量 と加速数 の関 係を見 たのがFig.11で

ある.図 か ら明 らかな よ うに,両 者 の関係は,デ ータの

バ ラツキを考 えるな らば,炉 材,捕 集粉塵量に よらず次

式で表 される といえ る.

(5)

捕 集粉塵量の影響は,払 い落 としが進 むにつれて次第 に

少な くな って くると考え られ るが,表 面 を カ レンダー処

理 を した フェル トと織布にお いて,最 終 残留量が等 しく

な る とい う事実は興味深い.こ の よ うに,最 終残留粉塵

量が加速数 のみに よって決 まるため,Eq.(1)で 定義 さ

れ る η∞'はFig.4に 示 した よ うに,捕 集 粉塵 量をパ ラ

メー タとして炉材に よらず1本 の 曲線 で表 され ることに

な る.た だ し,フ ェル トの低加速数払 い落 としの場合に

最終残 留粉塵量は,前 に も触れた よ うにも う少 し少な く

な る と考 え られ るため,Eq.(5)の 指数 の値 は炉材に よ

って若干変 る とも考 えられ る.

最終状態 での払い落 と し機構 を考察す るためには,が

布の表面構造 や残留粉塵 の状態 に関す る詳 しい情 報が必

要で あ り,今 後 さらに検討 を要 す る.

3. 払い落 とし機構 に関する若干 の考察

以上実験結果 を整理 しなが ら考 察を加 えてきたが,こ

れ までの結果 を もとに して,定 性 的では あるが払 い落 と

し機 構につ いて若 干の考察を加 えてみ る.

まず,Eq.(4)(Figs.8,9)に おいて ん の値が1.0よ

り大 き くなるこ とか ら考察を始 めてみる.Fig.3に 払 い

落 と し装 置の落下 高 さと加速数 の関係を示 したが,こ こ

で落下高 さは衝 突前 に粉塵層が持 ってい る位置 エネルギ

ーEhと み なす ことがで き
,加 速 数 との関係は次式 で表

され る.

(6)

この1の 値 は織 布用の払 い落 とし装置(A)で は2.2,フ

ェル ト用 の払 い落 とし装置(B)で は1.9と な り,Eq.

(4)のkの 値 が織 布で2.5と な りフェル トで1.7に なる

こととほぼ一致 してい る.こ こで,位 置エ ネル ギーは粉

塵 層に対 して な しうる最大仕事量 に等 しい ことか ら,払

い落 と し機構を考 える場合,単 に粉体 層に作用す る力 だ

け でな く仕事量 も考慮 しなければ ならない ことを示唆 し

て いる.さ らに,Fig.5に おいて加速数 が小 さい場合,

Fig. 9 Effect of acceleration on 

dislodging progress of 

feltfabric

Fig. 10 Progress of dislodgement obtained from 

modified number of dislodgement

Fig.  11 Final residual dust load
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払 い落 と し率 の曲線 がS字 形 となるのは払い落 とし初期

に粉体層に対 して なされた仕事量 が,炉 布 との界面 を含

む粉体層強度を低下 させ るため に消 費 されてい る ことに

起 因 してい るこ とは前 述 した通 りである.事 実2分 割セ

ル法 に よる粉体層 の引張 り試験 において も,粉 体層 の付

着 力 よ りも小 さな引張 り応力 でも繰 り返 し力を加 える こ

とに よって粉体層 が破断す るこ とが確 め られて いる10).

以上の こ とは,勇 断力や炉布 の変形 あ るいは 曲げな ど

に よって,炉 布 界面 も含む粉塵 層の強度を低下 させる こ

とが払い落 としに とって重要 な意味 を持つ こ とを示 して

い る.炉 布面 に対 して垂直 な応 力の他に上に述べ た よ う

な様 々な応力 が作用 して いる機械的振 動払 い 落 と し実

験1,11)においては,炉 布面 の振 動加速数が2で あれ ば十 分

な払 い落 と しが達 成 され る と報告 されてい る.こ の加速

数 は本実験 で得 られた値 よ り1桁 小 さく実際 の払 い落 と

し操作におい ては炉 布面に対 して垂直 な応力以外 の応力

が,重 要な役割 を果 してい るこ とを実験 的に裏付 けてい

る.

また,Fig.11に 示 した ように残 留粉塵が層 を形成 し

ていない最終状態 において も,直 線 の傾 きは-1.0と な

らず,払 い落 とし機構 を考え るに当 っては力だけ でな く

仕 事量 とい う面 か らも考察 しなけれ ばな らない もの と思

わ れ る.

結 言

炉布面 に対 して垂直な衝突加速 度に よって,捕 集粉塵

の払 い落 と し実験 を行い,集 塵 条件 と払い落 とし条件が

払 い落 と し結果 に及ぼす影響 を実験 的に整理す る ととも

に,そ の結果 よ り,払 い落 とし機 構を解 明す るためには

粉体層に作用す る力に加 えて,外 部か ら粉塵層 に対 して

なす仕事量 について も考慮 しなければな らない ことを明

らかに した.
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Nomenclature

a = peak value of acceleration divided by

gravitational acceleration [-]

Eん=potentialenergy [J]

h = height [cm]

k = constant [-]

l =  constant [-]

mf = deposited dust load on fablic filter

[kg/M2]

mRi = residual dust load on fabric filter

after ith dislodging [kg/m2]

MR∞ = final residual dust load on fabric

filter(=mR50) [kg/m2]

N90 = number of dislodging at η=0.9 [-]

n = constant [-]

⊿P = pressure drop of deposited dust layer

[kPa]

ηi = ratio of dislodging dust after ith dis-l
odging to final dislodged dust

(=(mfT-MRi)/(Mf-MR∞)) [-]

ηi' = rati of dislodged dust after ith dislog-

ing to diposited dust load

(=(mf-mRi)/mf) [-]

η∞' = final value of ηi'(=η50') [-]
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Dislogdement of Deposited Dust Layer on Fabric Filter by Normal Stress

-Dislodgement by impaction acceleration

Jun-ichiro Tsubaki, Makio Naito*, Haruo Tagami** 
Fumio Kousaka*** and Genji Jimbo 

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

Deposited dust layer on fabric filter was dislodged by normal stress induced by impac-

tion acceleration. Polyester woven fabric and polyester felt fabric pressed at high temper-

ature were used as filters. Kanto loam powder (JIS-8) was used as test powder. Filtration 

velocity was kept constant at 4.5 cm/s and impaction acceleration was controlled from 3.4  •~ 

9.8 to  220  •~ 9.8 g  m/s2 by dropping height. The dislodging mechanism was classified into 

the three states of initial dislodging, progressive dislodging and final state of dislodging and 

was evaluated by the collecting condition (deposited dust load) and the dislodging condition 

(impaction acceleration). 

It was found from these results that the dislodging phenomena are not evaluated by the 

dislodging force expressed by production of deposited dust load and acceleration alone. 

These results and observations on the dislodging phemomenon show that not only the dis-

lodging force but also the external work performed on the deposited dust layer play in im-

portant role in the dislodging mechanism.
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