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サイクロン牧塵装置
渡

邊

仁・川端弘

マハ子クロt・股1亀器

ま

え

が

工場に行つて見てしぽしば埃つ1まいことが目立つ．

ぎ

サイクロソ牧塵装置とは氣艦乃高逸圓簿にょつて生ず

一方埃のようなものても集あて見れば思掛けない成果

る遠心力を利用して，氣随中／：微．1立子を分離捕集する装

が生産面に表われてくることが多い．これを解決する

置て箔1圖のよう
に粉豊混合氣流は

一つの鍵がサイクロン牧塵装護である．

reの1！2邊りで維歴が大氣堅に等しくなる．さらに中
心になる程負堅となる．二の中心部負璽は圓錐部ではい
くらか細まるが，ちようど撚つた寵のように一定の間隔
を持つて動揺しながら底部の受器まて頷いている．從つ

入口1から切線方
向に圓筒形脱塵窒

Aの中に吹込まれ

て，回韓蓮動をし1
て下降する聞に粒
子は外壁に突飛ば

て底部が氣密でなく負堅の場合には吸込となり，1

At61

されて，下降氣流と共に

サイクロソ入口の構造によつて氣流は全1の軸封購と
なら織のは當然であるが，入口部から

底部の受器Bに沼り，清

．ドては蓮常饗聡的

無流と考えられる．圓1．」部．Cに外壁半そ一

澄された氣膣は中央上方

子は

＿ヒ昇氣流と」≒に蓮はfれる．

．軸かりreの

問で，圓錐箪では
reよ「鳳少し7rsSS
までは自比夙毬運
動に近．．・1牌下際

の耕氣管IIからサイク
ロソ外に疏出すろ．この
ように原理構造共に簡翠
で工作が容易なナ【め，小

氣碗となつてお
り，それより中心
部のrd．までは上
昇の弦制 ・巻運動

は外脛歎糎から大は藪米
に至るサイクロソが實用
されている．

研究饗象も廣い範園に
わたつているが，なかで
もサイクロン丙部の氣流
模様，墜力降下．相似則，

分離最小擢および牧塵
率等の理論的實験的考察
は，さらに訂旨率のよいサ

イクロソへの塵用に拍車
をかけている．

麺

流

模

第1圏

羊莫型サイクロン
〔軍位cm）

醸

流臨の湊動状態が特異なtLめ，球形，圓筒形その他特
殊なピb一管を用いて，サイクロン本瞳内の弾璽および
総堅の分布を各位置で測定して，その位置の風速風向等
を知るのであるが，すでにFeifel， Linden等が理諭的
實醗的に可威り詳細に調べている．

第2圓

氣流模檬
第3圖

二次氣流一ナ

堅九風速分布は共にほぼ軟封隅となつており，静堅
紬璽共に外壁部が高く中心都に至るに從つて減少し，サ
イクロソの排氣管が室氣中に開放されているときは，排

蒋下降氣流となつている．入口部では一回轄してきt」氣

氣管半脛reの2i3の邊りで艀堅は大氣歴に等しくなり，

流にょつて，洗入氣流幅は狭められる．そのかわり高さ

1．4

Lなつている．rdの内部は吸込または循環の緩るい回

∫一：

戸し

第4巻，

ぢ
歴葦下の原因となるものに入口部で氣流が急激に鑛大
或は，縮㌻による損失ま，全損失D10％に瀾＃ないが・
下降氣流が回薄蓮動によつて生ずる遠心力に打勝つて，
中心部の排氣管の下まで移動するtこめに失われる堅損失
aPsが最も大きい・i知こ回鱒上昇氣流が有する動塁，す

なわち回縛と上昇の動墜dPrとdPhは，撰氣管が大氣

ダ

／うである（第3圖）・
風速も普通圓周，軸および孚脛方向の各速度にわけて

中に開放されている場合には損失となり・サイクロソの
後にさらに装置がある場合にはこの動堅は有効に利用さ

考える漆，全般的に圓周方向速度Vtが優勢をしめてお

り，・ド多の邊り撮大となり・r・と・iの間で輕

れることになる。

dPsを理論的に求めるには氣瞳の下降蓮動を除いて，、

rの位置では，
VI…

回簿と牛脛方向の流動の場を考え，その中に微小實質部

Vt・（÷）

隷繕讐嘉悪男駕鶴高題論窪辮警

となつている．ただしVtoは外壁部周速度，

n、は常数

．で，re／roがo・6からo・4の邊Pでo・4からo・8位ま「
での攣化があり，riから中心まではほぼ，

全屡力の差との差が慣性抵抗に等しいとおく蓮動方程式
は，gを重力め加速度，ρを流睦の密度，戸を静屡， Vr
を孚脛方向速度，tを時間とすると，

Vlt＝ωγ

DVr＝ヱ丑＿丑逝一「

で表わされる．ここにω30

1）t

は角速度である（第4

軸方向速度はroから20

それぞれriからro，鈷よびtieからroまでとること
を考慮にいれて上式を解くと，それぞれの場合の静堅降・

．

度となつている．孚脛方

下は，

轟÷｛（rori）望暢♂一砥糸ア
』馬一÷｛（舞）腔暢・−Kll（舞）2

向速度は中心向である
が・中心部では外向速度
となつている．・・

入口で流入氣流が急激
に牧縮擬大ξれて・ほぼ
、Zem
定常状態となつた横噺面
第4圖 圓周速度分布
のところでは，氣流回轄軸方向には風運の攣化がなく，
巾の方向にのみ主として攣化があるので，氣流巾につい

のように表わされる．燐，瓦は共に常歎，dPsi，4P鈷は
それぞれ外壁から7彦およびre までの墜力降下である．

4Prは上昇氣流のある範園のところで軍位時間に滑費．
される回縛エネルギーを総計し，〈れを同範園内の流量
で除すると，軍位質量の流瞭が緋氣管内で保有する回韓
蓮動のkめに費される速度頭が求められる・rd．

は中心

部下降氣流の境界までの牛脛であるから，

て積算すると，流量Qは，

となる．Hは氣流高さで，

dr

次に定常駄態ではγ。は時間的に攣らないこと・Vr
はVtにくらべて小さいこと，およびこの系がサイクロ
yで絡つて排氣管が大氣中に開放されているときと，さ、
らに他のunitに接績されている場合とで，積牙範園を

reの間は下向で， re邊
りから上向となり，圓筒
部ではrd・1／5 reまで
は上向となつており，そ
れより中心部は吸込亀し
くは循環の緩るい下向速10

nB1十

g

洗騰の蓮動方程式から竜導きだせる．

ている．

Q−BH（

r

となるが，この式ぱ屯ちうんEulerおよびLagrangeの

圖）．この二つの曲線嫡
ri一さ蓮績的に接績され

β

ー嚇

第5號

が入口高さの20％程度伸びる．下降，上昇氣流共に一
定角度とピヅチを巡つており，撚つfcwaのように攣動し
ているが，一定の位置では常に一定の駄態である（第2
副．二次氣流と概て從蕊的な氣流もサイク・ソ内で
粒子の蓮動にともなう僅bSな氣流として認めてもよいよ

〜』瞬

1

2ro）Vt・

dP・一・ 冝iザ〔接、｛・一（響｝

Bは氣流巾で，弁を差込んだ

＋麦｛1＋（号）2｝〕

ときには弁に切する内外筒と同心の圓を描いkように挾

めちれた巾と見てよvSしたがつて流量QとVtoとの
膨

關係が決定される．

墜

力

降

で表わされる．nが0・5のときにはほぼ

「

み暑穿

下

サイクPtソの堅降下を測定する場合には，入口前の風
管と撲氣管部の壁璽の差をとれば，邊風機の吸込まナこは
吐出側のいずれに装置しても，同じ流量のときには同じ
壁燧差を示し，實用上から見れば簡便である・理論的に

となり，蜜際と木差ないようである・
∠砺竜同様な方法で計算される筈であるが，近似的に
ギ均上昇速度の速度頭として計算される．すなわち

轟一響団・一嬉ア｝〕・

考察する際にはベルPt・・一イの原理によつて動堅も考慮に

入れた継の差，すなわちザイクロソを流髄が通過する
際に失われるエネルギー損失を考慮すべきである．

となり，撲氣膏壁近くで上昇角が大きいことを考憲して．
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rd／reをやや大きくとると，

サイクロソ本睦
Fγ
内に何か物を差込

dPh−9ち・書
となる．dPrとdPhの和が撲氣管部の合速度頭であり，
ri邊りの速度頭に近くなる．

、以上を綜合して，系の申間にサイクPtソが設置されて
いる場合には，墜損失はおよそdPseとなりジこれがサ、

イクロソ入口前と排氣管との間の壁墜の差を示してい
、る・＊に排氣管が大氣中に開放されている場合にはdPsi
十dPr十dPhが塵

・

んだ場合には，氣 7
流の回韓蓮動が妨
げられて速度分布
が攣り，墜降下が
減少する．この現 8

しkなる．

究

タ＝25

．

3

a
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濠ふ㌔

象は荷塵した場合

にも起り20％位
電堅降下を減ずる
れは混合粒子の蓮
動が流速分布を攣
えるためと思われ

れはほぼサイクロ
ンスロの総璽に等

研

1

5

グ

ことがあるが，こ

力損失となり，こ

4

覇

る．

ここに璽損失に
影響を興える諸因

サイクロンの中
心部が偏心してい

子の實際例をあげ

0

1

2

9

4伽、

ることもやや堅損
第7圖入口辮と摩擦損失の關係
失を高めているようで，螺線屋根式入口，渦巻式入口，

て見ると，同一サ
イクロソでは塵損
失は流量の二乗に

偏心排氣管などを取付けた改良型が見られる．

50

比例している．
第5圖をま流量を

100mmWC

吻π薇！ψπβ劾声．

ヴェンチェリ計の
マノメーJle

産

第5圃

富田氏の蛇管の摩擦損失の研究結果から類推すると摩
擦損失係歎の比はサイクロソ外径の比の一1／4乗となる．

從つて直健D，Dtのサイクロソの摩擦損失をそれぞれ
＿z
E とすれば
F ＝F（DtID）4

洗量塵力損失

F，

・一の璽

となる．外裡120粍と500粍の相似なサイクロンに25

力差で表わしてい

』毎秒立と400毎秒立をそれぞれ通したとき，水桂120粍・

る．

と90粍の屡損失を示し，大型サイクPソの方がやや高
ノe／roの比の値
が攣わると．nの値30

灰の脛のサイクロソの屡降下の割合は一1／4乗より少し

庵攣つてくるがサ

低く一一

イクロソ入口と出

の場合の荷塵の影響や工作上の誤差等が入つてくるため
脚座に臨定することは困難である．

口の壁堅の差iは

4P舘の式の係籔

い値となつているがWhitonの實験で，1灰ジ2灰，3

〃

Vこよ．く合つtこ攣イヒ

分離最小径

；を示している（第
6圖）．これはre／ro

の比が堅力降下に
しい特徴である．

排氣管の下に整流

02

翼をとりつける
と，同じ流量を流

第6圖

i

サイクロソで粉髄と氣髄とを分離する際に捕孜され傳
る粒子の大きさにはサイクロソの形状，流髄の速度等の
諸因子によつて限度がある．完全に捕牧ざれ得る粒子の
中で最小の粒裡，換言すれば捕孜され得ない粒子の中で

tO

おまぼすいちじる
／

1／2乗位になつている．この結果については測津

0 4
吻

a8

最大の粒径を構して分離最小盤という．一般の粒子の粒

a8

歴損失係敷と塵損失の關係

樫の定義について庵種々の説があるし，粒子の形状亀百
種百檬であるから捕牧されなかつた粒子の一二をもつて
分離最小座を云々する鐸にゆかないから，ここで理論的

しても堅降下は牛分以下に減ずるがゲ上昇氣流が翼を通

には球形粒子を取扱いその他の場合には形1伏係藪Cを考

つた後，撰氣管内での回轄蓮動が弱まつて，氣流が上昇

えて球形粒子に準じさせるものとする．

・レやすくなり，サイクPソ内部で流入氣流が中心部に移
行しやすい氣流模様に攣るためであると思われる．

サイfi・Uソによる粒子の劾離機構iはまず入口断面全般
にわたつて粉髄は一・ecな分布欺態で粒子が蓮ばれてくる

入口に案内弁を挿入すると流入氣流と一回轄してきた
氣流との間の爾Lれがなくなつて，座降下は減少するが，

が，外壁近くにきた粒子や大きな粒子1ま比較的速かに外
壁部に蓮ばれ，申心陶速度はほとんどないから下降氣流

流入氣流を絞るように挿込むと，氣流の入ロ巾が牧縮す
あ
る割には高さが伸びず，Vtoが増大して却つて屡降下は

とと庵に下降していく．また一方外壁部に遠く蓮ばれて
きた微粒子は遠心力の効果弱く，また中心向氣流に阻害

増大する（第7圖）．

されまた外壁から天庫裏に沿つて排氣管に到る；次氣流

一排氣管の挿入深さや圓筒部，圓錐部の長さを攣えて見

て吃璽力降下に大した影響はない．

IL

の獲生等で「回轄して庵外壁迄到達せず，洗入氣灘より
内部にまたはその下方に流動して緋氣管の下方に到りど、

16
・i・．．．ノrメ

司

第4巻

第5號

183

うして屯遠心力の効果が充分におよばず，その中に申心
向氣流に襲せられて中心部上昇氣流に毬込まれて外に蓮
ばれる場合と，外壁を傳つて下降していても中心部近く
にきて上昇氣流に乗せられて舞上り，途中で遠心力の効
一果が充分に働かなかつた場合にはそのまま排氣管を通つ

轟

微粒子が凝集した
團i塊は密度が！」、さ

いので，髄積が大
きくても上昇氣流
の作用が大いに働J

て外へ出てしまう場合の二通りの分離機講が組合わさつ

いて毎秒5米位の30

ていると考えられる．

わずかな風速でな

いま輩一球形粒子が分離される場合の力の釣合を考え
てみる．藪十ミクnンの粒痙粒子が毎秒藪米の速度で逮
動する場合にはstokesの法則にしたがうと考えてよい
から，粒子におよぼす遠心力と粒子の牛脛方向相鉗速度
に比例する抵抗㊧差が申痙方向の慣性抵抗になると考え
る．この場合粒子は小さいから粒子は氣流と同一回韓速

ければほとんど逃
去つてしまう（第
8圖）．

はじめの式では85
入口の形1伏は高さ
亀巾屯と電／J、さい

度を有するものとする．またmを粒子の質量Kを

程牧塵牽がよくな

Stokesの抵抗係籔とすると，

議礪罐圭態鍔

・¶甥」窒一溺」穿一π審

孚伸し燗径の横

となる．この式に二つのそれぞれの場合のVtを代入し，
外側渦の場合には安全牽をみて外壁部ゐ遠心力Vlt。を用

い，無覗される項を除き，境界條件としてr、の孚脛方
尚終端速度を用いて解くと分離最小裡dminは，

型サイ如ソで歯

・流量e／…
第8圖牧騨と最適流量

磨粉の牧塵傘は87％oにまで低下しk．また巾は入口弁
を挿入して戻り氣流の影響のないところで屯流入氣流を
絞るように差込んでいくと（第9圖）に見るようにやや
救塵牽ば上昇している．

吋榊＋（像蕗

）｝（1一新＋碧）

・（・・一・）v・

mL（・＋需）

となる・ただしρsは粒子の密嵐川ま流饅の雛係en
Vtmは入口雫均速度Q／BH， Lはサイクロソの分離に

塵SO

一有効な長さでL／∬は分離に有効な氣流の回轄籔を表わ
す．

内側渦の方では境界條件としてrdの傘座方向終端速
度を用い，無視される項を除き，上昇氣流のピッチを璃，

有効蔓さをL1とすれば，
dm・・ @＝

一

5

皇醗即n（re／rd）（1＋・B／2。。）

・（・・一・）嘱薯）nL・

となり・S・・k・・の鰍鰍岬いると／
の項が入つてくる．

．

9μ

π（ρ5一ρ）レ｝〃t

いま分離最小径と密接な關係のある牧塵牽についての
定義として實験的には装墳し＃粒子の重さで捕牧された
粒子の重さを除した値であるが，理論的には簡箪に導き
出せない．しかしながら概して最小分離脛の小さい粉髄
程牧塵卒もよいということはできる．

醗によつてμは攣わるがWhit・nはこの影響こつ
いτ翅べている．サソドブラストの選氣用サイ〃ロソカts

ら逃れた鐵粕と砂粒を顯微鏡で調ぺた結果は，明かに鐵

へ醗の李均樫が小さく5ミクロン位に野し砂粒では10ミ
ク・ン前後の屯のが大きな方であつた．Vtmは大きい方
がよいが粒子の性質によつて適當な速度がある鐵粉，砂

粒等はかなり大きく酬毎秒位で揃記の實瞼で96％
．

および94％の牧塵率をあげている．歯磨粉のような亀
Qで4ま盤120粍小型すイクロンを用いて20米毎秒で
90％の孜塵牽を得て吟る．力一ボソブラックのような

N
z

駒魅

rt・t

挿込長砦馳槻

〃
Vc．m
挿込深さ

es

9圖 入口辮と牧塵寧・ 第10圖排氣管と牧塵寧，
L／Hは排氣管の挿入深さが2H位にとられていれば

re／roの比が1／2より大きいときには1，小さいときで
も1より少し木き、く比が1／3位のときでも密度が大きな
粒子によつてやつと1・5〜2位までとり得ると思われる，
re／roの比の入つた項はいずれも比の値が小さくなる

とdminが大きくなる傾向にあり，比の値が1βから
2／3の間で1・5、からo・5位まで攣動している．しかし一一

方LIHの値が1・5屯しくは2から1位まで攣動するた
め多少打潰し合つていてこの場合にはdminはreの小
さい方がやや大きいが，内側渦の方からみるとri≒2／3re

であるからreの小さい方参dminは小さくなつている
から，二式の象合條件からdminの大きな方の分離機構．
に支配される竜のと思われる．

排氣管の挿込がないか淺い場合にはLIHの値は1よ
り小さな値をとりd卿は大きく牧塵傘は低減する．
逆に排氣管の挿入深さが深過ぎる とはじめの式では
LIHが大きくとれてdmlnは小さくなるが後の式で．Li／Hl

が小さくなつて，結局dndnは後の式に麦配されること
にな蔭牧塵牽も低減する（第10圖）．

17
．

、
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184

後の式で1nre／rdは3・2前後の値となりHlはre／ro
が小さくなると君大する．模型實験ではHlは12糎位
であるから普通五1／瓦の値は2〜4位の値となつている・
模型實瞼では3〜3・5位である．この値も粉曜の比重が

大きいと大きくとれることはL／Hと同様である．粉薩
の比重によつてはVtmおよびL／H， Ll／Hlの最適値が
決まることからその粉髄の分離に最適な風速を越えた場
合にも安全係籔として」し／HおよびL1／Hlの値は小さく

なる電めと思われる．
以上の考察ではサイクロソの高さばなるぺく高く，排
氣管の挿入深さ屯ある程度深くした方が牧塵牽を高める
ことになるが，場所をとることと設備費の問題とを睨合
せなければならない．まte roが大きいと牧塵牽が低下
するととに多くの實験例があるが，模型實験では分離脛

、

が10ミクPソより大きな澱粉粒子は見當らないが，500、
粍および700 reの脛のサイクロンでは20ミクロソの脛
の澱粉粒子も見られte・

マルチクロンはこの性質が懸用されており，多量の流
量を各輩一サイクロソに最適風速になるように均分する
kめ特に工夫された氣饅の入口と出口をもつており，璽
力の均衡が破れてどれかの輩一サオクロソの底から吸上
りを生じて牧塵率の低下を招來しないよう考察されてい
る（カット）．

牧塵傘を高めるための考案にVan Tongeren式サイク
ロソ，Reerinkの反撲翼付き親子サイクロン等があるが，
いずれも粉瞳がサイクロン内部で濃厚になつている箇所
から一部の室氣とともに上昇氣流の作用のおよばないと
ころに蓮搬し捕牧するよう考案しteもので，後者は反撲
翼を付け墜降下の減少もねらつている・しかし概して璽『

降下が減ずる工夫は牧塵牽には絵り好い影響を與えな
い．撰氣管の下に整流翼をつけると模型サイクロソで

／

90％の牧塵牽が82％にまで低下しでいる。澱粉粒子

され牧塵牽を低くする原因となるから，サイクPソの内
面に緩衝物を内張りするかスクラヅバPとして水を噴霧
して硬い粒子を壁面の水の膜に附着させてやり，牧塵牽
と磨損防止の爾方を目的とする方法をとり得れぱ申分な
い．

N

またしばしば受器から蓮績的に粉膿をとり出すために
底部に溜つた粉膿自身を詰物代りにして氣密を保taせる
方法がよくとられているが，系の申のどこかが詰つfeり
して堅力がかがつてきte場合に亀ある程度は氣密が破れ
ないだけの絵裕と，氣密が破れて粉隆を吹出した場合に

も鷹急に氣密を取戻せる考案をあらかじめしておく蠣
がある．

・

結
語
以上サイクPtソの全般にわたつて述ぺてみたが，室氣

輸邊，粉碑，粉膣乾燥，煙道ガス除塵等の装置の一部と
して大きな役割を果しており，これを適切に設計し蓮輔
するときにはしばしぱ動力消費を節滅し，牧量を堰し，
不純分を低めて工場生産におよぼす影饗ははなはだ大き
い．「まナこサソドブラスト，紡績工場，乾燥煙草の威理の

際に生ずる工場衛生上有害な塵繊除法の問題に關して
も，比較的安贋な設備費と簡軍な講造操作で行えるサイ
クnyの腕塵法はee・一一・lcのみならずまfe他の諸股塵器と

共用されてその効果を十二分に護揮させている．
第4圖

横軸グmmと訂正
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サイクロソで鐵粉や砂粒を慮理する場合には，ある粒
径粒子は圓錐部で同一圓周上を室廻りして，底部の受器
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に蓮ばれず，終には壁に小孔を穿けて粉隆とともに氣膿
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盛隆にむかう自動制御研究會

去る1月29日生研中央大會議室で第40回自動制御
研究會カミ開催された。

この會につ）・ては前隅一度本誌に縮介されたが，生
研を中心として學校，研究所，機器メーカー，その他化
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現歌である。

今回の耕究會は出席者51名で，澤井教授（3部）の
司會の下に，高橋教授（2部）による

英米制御工學の

現股・，寺尾満氏（電氣試験所）による

電氣式プ゜セ

ス調節器

，・野村助教授（3部）による

Servomecha°

ni・m，

Review・f

A

P・・9・ess

の三つの丈献紹介のほ

學會杜，金屡會社などの自動制御に關心を有する人達を

か，高橋教授の

打つて一丸とした本邦唯一の硯究會であるd現在すでに

立製作所）の

會員総数94名（内會祇約20社）に達し，會合の出席

て織があり，活激意見の交換が行われた。

率もきわめてよく，その上毎月會員数の増加をみている

18
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究

の捕牧に6箇の小型サイクPtソを一列にならぺ各排氣管
上方の周園の濃厚氣流の一部を他の小型サイクロソに導
いて捕集しtgが，軍一サイクロソのみならずマルチクロ
ンにも同じ原理を懸用したものである． 一 ノ
t

を吹出したり，あるいは室氣を吸込んで分離機構が破壊
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ニコルズ線圖の使用溝

，今尾隆氏（日

制御における時定敷と動作遅れ
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