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[要約] 

 環境保全のための有効な設備に、バグフィルタ集じん機がある。当協会は、その機内で

ろ過を担当するフィルタ材の性能評価方法に関する JIS 規格化を進めてきたが、その結果

としてこれまでに４件の JIS 規格が制定された。 本調査研究では、これらの制定された

JIS の内、集じん性能試験方法と耐久性能試験方法の２件につき、実際に試験評価機関で

使用してみて、問題点を洗い出し、より使いやすくするための改善点を抽出した。同時に

関連業界にアンケート調査をして業界が要望する集じん機の標準化課題を抽出した。また

集じん技術に必要である粒子径分布測定法の標準化についてその可能性を探るための調査

を行った。 

 

第 1 章 調査研究の目的及び概要 

 

1.1 調査研究の目的 

近年、環境保全技術の標準化が進む中で、大気中に粉じん排出を行う発電設備、セメン

ト工場、焼却施設などの多くの施設では、その排出粉じん量の更なる削減が重要な課題で

ある。バグフィルタ集じん設備は、高い集じん効率を持つ設備として広く使用されている
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が、その集じん効率を更に向上させ、またバグ破損によるトラブルを減少させることが求

められている。集じん性能向上のためには、集じん設備内に装着するフィルタの集じん性

能評価方法を標準化する必要があり、これまでにその試験方法の研究を行い標準化し、JIS

を制定してきた。同時に集じん設備内装着のバグ寿命を事前に予知するための寿命評価に

係る評価方法の検討を進めて、JIS 規格化をした。この調査研究では、これまでに進めて

きたこれらの標準化活動結果を、産業界でその有用性を明らかにし、またその評価方法の

問題点を調べて、さらに完成度を高めた標準化案を提案することを目的とする。 

 

1.2 調査研究の概要 

これまでに JIS 規格化されたフィルタ材の性能評価方法の内、集じん性能と耐久性能の

２件について、実際に試験評価機関で使用してみてその信頼性を確認すると共に、問題点

を洗い出し、より使いやすくし完成度を上げるための改善点を抽出した。 

また関連業界にアンケート調査を行い、業界が要望する集じん設備に関する標準化への

課題の抽出を行い、今後の集じん機業界で必要とする改善項目を選び標準化を進めるため

の足がかりとした。更に集じん技術に必要である粒子径分布測定法の標準化の可能性を調

べるために事前調査を行った。 

 

第 2 章 バグ比較測定による JIS の信頼性確認 

 

2.1  JIS Z8909-1「集じん性能試験方法」に於ける信頼性確認試験 

 パルスジェット型集じん機の性能の良し悪しを判断は、①低圧損で運転できる、②吹き

洩れが少ない、③耐久性が大である 以上の 3 項目に集約される。集じん機を低圧損で運

転できればラニングコストの低減が出来、また吹き洩れが少なければ集じん機としての本

来の機能を満足することができる。さらに耐久性が良ければ、フィルタの交換年数が長く

なりメンテナンス及びランニングコストにも良い影響がでる。しかしこの 3 項目の中で、

試験装置で評価を行うことができるのは、①及び②である。 

そこで、実験室レベルの試験用に JIS Z8909-1：2005「集じんろ布の試験方法-第 1 部：集

じん性能」が制定された。この試験法には、測定結果に大きな影響を及ぼす測定条件や測

定器を構成する部品や計測器等を多く含む。試験機台間の有意差、測定データのばらつき

の要因を絞り込むことが難しい。 

しかし、技術者にとり JIS の信頼性を確認することは非常に重要であるため、以下の試験

を行った。 
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  1)ランドロビン試験： 石川工業高等専門学校と㈱衛生研究所に設置している

JISZ8909-1 に準拠した試験設備を使い両試験評価機関でランドロビン試験をした。 

その性能評価は、最終集じん性能試験結果を用いて判定し、30 回目のサイクル時間及

び残留圧力損失値から行った結果、両試験機関の間で測定データに差が有ると判断さ

れた。（サイクル時間について両試験機間の測定データに有意差は無かったがこれは参

考情報とした） 

2)試験室内環境の差の影響： 3 種の試験を行った結果、そのうちの 2 種の試験結果か

ら異なる試験機間で残留圧力損失値に有意差がなく、他の 1 種の試験結果では残留

圧力損失値に有意差ありとの判定結果が得られた。 当初試験室内の湿度の差が大き

な要因と考えられていたが、これらの結果から、湿度以外の要因があると推定された。 

3)ダイアフラム弁の相違による影響：今回の使用した 2 種の試験機のダイアフラム弁

はドイツ製及び国内製であった。同一湿度条件(低湿度)による比較結果は、残留圧力

損失に有意差が無い。ラウンドロビン試験結果を考慮すると、ダイヤフラム弁の相違

以外に要因があると考えられた。 

4)パルスエア量測定の影響：ドイツ製及び国内製では、通電時間を同一に設定しても

実際に流れるパルスエア量に差が確認された。また、国内製では 2 試験機関で同じ通

電時間であっても弁が開放している時間に差があったが、ストップバルブが開放の時

－フィルター試験の状態－では、計算上パルスエア量は一致した。両者を比較すると、

ドイツ製のパルスエア量は国内製に比べて多い。 

5)フィルタに付着している粉体の払落し作用力は、①パルス圧力、②パルスエア量、③

パルスエア噴射時間が影響すると考えられる。①～③でどの項目が一番影響するかは

定かではないが、今回の試験結果から、石川高専のデータはサイクル時間が衛生研の

それより長い。また今回の有意差判定基準はデータの CV 値 10%を境界としている

が、平均値は衛生研の残留圧力損失が高く、石川高専は若干低い。このような傾向は

パルスの払い落し力以外の要因である、吸引空気量、粉じん供給量が関係している可

能性があると推定しており、更なる追求が必要である。 

 

2.2 JIS Z 8909-2「耐久性試験方法における信頼性確認試験 

   都市ごみ焼却施設等で使用される乾式ろ過集じん機用のフィルタは、処理ガスの性状に

対応する各種製品が市販されており、そのフィルタ選定時にフィルタの集じん性能及び耐

久性評価に関する情報は重要な判断要素である。従来、これらの性能評価は、製造者また

は使用者によって独自の試験が実施されてきた。しかし、製品間の相対的比較が困難等の
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不都合があり、それを解消するために平成 20 年３月に JIS Z 8909-2「集じん用ろ布の試

験方法-第 2 部：耐久性試験方法」が制定された。 

  当 JIS の準拠した試験内容により一連の信頼性確認試験をした結果以下の情報が得られ

た。 

１)当 JIS の操作における暴露試験容器内試験ガス濃度は、試験開始直後急激な減衰を

示すが、以降は 30～10ppm/hr の速度で減衰することが確認された。 

以上のことより、試験試料に一定濃度で腐食ガス暴露を行う場合、ガス交換のタイ

ミングが重要となるが、12 時間暴露までは 3 時間ごと、次の 100 時間暴露までは

12 時間ごと、以降は 24 時間ごととする JIS の内容が妥当であることを確認した。 

但し、本試験調査では、ガス濃度測定として簡易法のガス検知管による測定を行っ

ているため、試験容器内の物質収支を厳密に行う場合は、ガス濃度測定方法による

検討が必要である。 

2) 暴露試料の引張強さ測定結果に関するデータのばらつき程度を調べる結果、全ての

条件（試験ガス条件、方向）で測定データの変動係数 CV 値は 10%を下回ることが

確認された。このことより、当試験において試験操作を繰り返しした場合、測定デ

ータである引張強さ値のバラツキは小さいと考えられる。 

同じく伸び率についても、全ての条件で変動係数 CV 値は 10%を下回るかまたはお

およそ 10%の結果が得られた。このことより、伸び率についても当 JIS による繰り

返し試験操作した場合のバラツキは小さいと考えられる。 

 

第３章  集じん設備の標準化アンケート調査 

 

3.1 概要 

バグフィルタ設備が適正に運転されているかどうかを判定する方法の標準化や、集じん

条件に対して適正な設備要件を備えているか等、バグフィルタ設備の適正表示方法に関す

る標準化の必要性があり、ユーザーニーズの実態を把握する事を目的にしてアンケート調

査を実施した。 

   

3.2 調査方法 

 アンケート調査は平成２０年１月下旬から３月初旬にかけて、（社)日本粉体工業技術協 

会の会員各社にアンケート用紙を配布し、、依頼すると共に、同じく(社)日本粉体工業技 

術協会の集じん分科会の会員である集塵機メーカーとろ布メーカー各社に対してその顧
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客への調査をお願いした。 

 

3.3 調査結果 

アンケート調査結果を纏めると、以下のようになる。 

①バグフィルタは、集じん設備として広く普及している 

②その規模は 100ｍ３/ｍｉｎ以下の小型集塵機が多い 

③フィルタ材は不織布製品が多い 

④払落し方式は、高性能と言われているパルスジェット式が主流である 

⑤フィルタ材の圧力損失や排気含塵濃度に関心を持っている 

⑥保守点検等に手が廻らない 

  

3.4 まとめ 

 アンケート調査結果をまとめると、バグフィルタは集じん設備として広く普及している

が、設備としては 100 ㎥/min 以下の小型集じん機が多く、保守点検等には手が廻らない

のが実態のようである。設備運用上はランニングコストやメンテナンスコストを重視し

たいが、イニシャルコストの重圧が強く合理的な視点での設備計画が難しい。ユーザー

としては設備計画初期から設備設置後の維持管理まで幅広い分野の知識やノウハウの標

準化を望んでいる。以上のような理由で｢集じん設備性能表示法の標準化｣｢集じん設備性

能の評価方法の標準化｣｢メンテナンスの標準化｣等が必要のようである。 

しかし既存の集じん設備や、フィルタ材についての JIS 規格の周知度は低い。 フィ

ルタ材の試験方法についての JIS 規格は最近制定されたものであるが、しかし JIS 規格

全体に対する関心が低いのはその原因を見極める必要がある。今後ＪＩＳを企画する場

合、技術者の実務面で役立つより実用性を重視した内容、例えばハンドブック的な活用

し易い構成にすることなどのが強く望まれるといる。 また実際に広く使用されている

小型の集塵機等に対象を絞り、実態に即した標準化を企画する必要性を感じた。 

 

第 4 章  粒子径分布測定法の標準化法の検討 

 

4.1 粒子径分布測定法の標準化の意義 

 粒子径分布測定法を標準化することは多くの分野で有用であるがここでは①健康影響

を配慮した粒子径別環境基準への対応、②ろ布の設計への粒子径分布情報の利用の２点

に注目した。粒子径分布と健康影響の関係についての研究は現在精力的に進められてお



 7

り、その結果、工場からの固定発生源からの粉じんについて粒子径を考慮した排出基準

が制定される可能性があり、粉じんの粒子径分布測定法の標準化が急がれる。またより

高性能なろ布の設計に際して粒子径分布情報が必要になることからも、粒子径分布測定

法の標準化の意義は大きい。 

 

4.2 評価法の国際規格化の動向 

  国際的にも固定発生源における PM10 や PM2.5 の分離及び測定法に関する ISO 策定

の動きがある。また、ろ布の集じん性能の評価法として日本では JIS Z 8909-1 を制定し

ているが、同様の規格としてドイツでは VDI 3926、米国では ASTM D6380-02、中国

では GB 12625 がある。その中で ASTM 以外では出口ダスト濃度は粒子径に関係なく、

単位風量あたりの重量測定値になっているが、ASTM では PM2.5 を測定することが規

格中に含まれている。現在 ISO/TC146/ SC1/WG23 において日本からの提案でろ布の集

じん性能評価法の ISO 策定を進めているが、ASTM のように粒子径に関する測定項目

が含まれるかどうかが注目される。 

 

4.3 粒子径分布測定法の標準化における検討項目 

 粒子径分布測定法の標準化の際には、少なくとも以下の 5 項目について検討を行う必

要がある。それらは 

 ①測定粒子 

 ②粒子径の種類 

 ③サンプリング方法 

 ④測定機器及び測定法 

 ⑤データ解析 

であり、ここではその詳細を説明した。 

 

4.4 まとめ 

粒子径の情報を得ることは今後制定される可能性がある粒子径別の環境基準に対応す

ること及び高性能なろ布設計のために非常に重要であることがわかった。ただ、標準化

に際して検討すべき点が非常に多く、また環境影響の大きい微細粒子の粒子径やその測

定機器等に関しては、ISO 化や JIS 化等の規格制定が進行中であるので、それらの動向

を注視する必要がある。 
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第 5章 本調査研究のまとめ 

 

5.1 本調査研究の位置づけ 

  固定発生源からの粉じん対策としてバグフィルタ集じん設備は多くの産業分野で使わ

れているが、その構成要素であるフィルタ材の標準的な性能評価方法がなく、不都合があ

ったので、(社)日本粉体工業技術協会では 1999 年度を初年度として、フィルタ性能評価方

法の開発を手がけ、その結果本年度までに４種の JIS 規格が制定された。 しかしこれら

の JIS 規格は活用されてこそ値打ちが出るものであり、そのためには業界関係者に周知し、

現場で使ってもらい、不都合があれば見直しをして改善を進める必要がある。本調査研究

はそのためのアフターフォローとして位置づけ、複数の試験機関でランドロビン試験を行

い、試験方法の信頼性やデータの再現性試験を行った。また関連業界にアンケート調査を

行い業界が要望する集じん設備に関する標準化課題の抽出を行った。 

 

5.2 本調査研究で明らかになった事項 

(1) JISZ8909-1：2005「集じん性能」における信頼性確認試験 

  本規格による試験法には、測定結果に大きな影響を及ぼす測定条件や測定器等が含ま

れるため、試験機間の有意差、測定データのばらつきの要因を絞り込むことが難しいが、

規格の信頼性を確認するために行った試験の結果は以下の通りである。 

  ①ランドロビン試験： 石川工業高等専門学校と㈱衛生研究所に設置してい JISZ8909-1

に準拠した試験設備を使い両者のランドロビン試験をした。 

その結果は、最終集じん性能試験結果を用いて判定し、30 回目のサイクル時間及び残

留圧力損失値から評価した結果、両試験機間の測定データに差が有ると判断された。 

②試験室内環境の差の影響： 3 種の試験を行った結果、そのうちの 2 種の試験結果か

ら異なる試験機間で残留圧力損失値に有意差がなく、他の 1 種の試験結果では残留

圧力損失値に有意差ありの判定結果が得られた。 当初試験室内の湿度の差が大きな

要因と考えられていたが、これらの結果から、湿度以外の要因があると推定された。 

③ダイアフラム弁の相違による影響：今回の使用した 2 種の試験機のダイアフラム弁

はドイツ製及び国内製であった。同一湿度条件(低湿度)による比較結果は、残留圧力

損失に有意差が無い。残留圧力損失で評価すると全ての条件で優位差が無いと判定さ

れる。この結果によってラウンドロビン試験結果を考慮すると、それ以外に要因があ

ると考えられる。 

④)パルスエア量測定の影響：ドイツ製及び国内製では、通電時間を同一に設定しても
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実際に流れるパルスエア量に差が確認された。また、国内製では 2 試験機関で同じ通

電時間であっても弁が開放している時間に差があったが、ストップバルブが開放の時

(フィルター試験の状態)では、計算上パルスエア量は一致した。両者を比較すると、

ドイツ製のパルスエア量は国内製に比べて多い。 

 

(2) JIS Z 8909-2「耐久性試験方法における信頼性確認試験 

  ろ布の耐久性試験において、製品間の相対的比較を可能にすべく制定された本規格に 

ついて信頼性試験を実施した結果は以下の通り。 

①当 JIS の操作における暴露試験容器内試験ガス濃度は、試験開始直後急激な減衰を示

すが、以降は 30～10ppm/hr の速度で減衰することが確認された。以上のことより、

試験試料への一定濃度での腐食ガス暴露において、ガス交換のタイミングは、12 時間

暴露までは 3 時間ごと、次の 100 時間暴露までは 12 時間ごと、以降は 24 時間ごとと

する JIS の内容が妥当であることを確認した。但し、本試験調査では、ガス濃度測定

として簡易法のガス検知管による測定を行っているため、試験容器内の物質収支を厳

密に行う場合は、ガス濃度測定方法による検討が必要である。 

②暴露試料の引張強さ測定結果に関するデータのばらつき程度を調べるた結果、全ての

条件（試験ガス条件、方向）で測定データの変動係数 CV 値は 10%を下回ることが確

認された。このことより、繰り返し試験操作をした場合の測定データ、引張強さ値の

バラツキは小さいと考えられる。同じく伸び率についても、全ての条件で 10%を下回

るか、およそ 10%の結果が得られた。このことより、伸び率についても当 JIS による

繰り返し試験操作した場合のバラツキは小さいと考えられる。 

 

（3）集じん設備の標準化アンケート調査 

  アンケート調査結果を纏めると、①バグフィルタは集じん設備として広く普及してい 

る。②その規模は 100ｍ３/ｍｉｎ以下の小型集塵機が多く、③不織布のろ材を使い、④ 

払落しは高性能と言われているパルスジェット式が主流で、⑤ろ材の圧力損失や排気 

含塵濃度に関心を持っている、⑥保守点検等に手が廻らない―以上が実態のようある。 

  設備運用上はランニングコストやメンテナンスコストを重視したいが、イニシャルコ 

ストの重圧が強く合理的な視点での設備計画が難しい。ユーザーとしては設備計画初 

期から設備設置後の維持管理まで幅広い分野の知識やノウハウの標準化を望んでい 

る。以上のような理由で｢設備性能表示法の標準化｣｢設備性能の評価方法の標準化｣ 

｢メンテナンスの標準化｣等が必要という事のようだ。 
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しかし既存の集じん機や、ろ布に関するＪＩＳに対する関心は低く、今後ＪＩＳを

企画する場合、より実用性を重視し、ハンドブック的な活用し易い構成が強く望まれ

るという事、実際に広く使用されている小型の集塵機等に対象を絞り現実に即した標

準化を企画する必要性を感じた。 

 

(4) 粒子径分布測定法の標準化法の検討 

健康影響を配慮した粒子径別環境基準への対応、ろ布の設計への粒子径分布情報 

の利用などの観点から、主として文献調査を通じて粒子径分布測定を標準化を検討

した。 粒子径分布測定法の標準化に当たり検討すべき項目を、測定粒子のサンプ

リング方法、測定機器などから調査した結果、粒子径の情報を得ることは今後制定

される可能性がある粒子径別の環境基準への対応及び高性能なろ布設計の実施のた

めに非常に重要である。ただ、標準化に際して検討、制定すべき点は非常に多く、

また環境影響の大きい粒子の粒子径や測定機器等に関して ISO化やJIS化等の規格

制定が進行中であるので、それらの動向を注視する必要があるとの見解を得た。 

 

5.3 今後の課題 

(1)JIS Z 8909-1 に関して 

  以下の測定条件が今後測定法の信頼性を高めるための課題として抽出された。 

①ダイアフラム弁の構造(今回はドイツ製と国産製では大きく異なっていた) 

②エア噴射速度(タンク内圧力の下降速度)(ダイアフラム弁の Cｖ値に依存) 

③ダイアフラム弁を制御するリレーの作動精度 

④エア供給側のエア供給速度(エアレギュレータの精度・大きさ等) 

⑤圧力タンク容量 

⑥ダイアフラム弁の管理 

⑦湿度の管理 

(2) JISZ8909-2 に関して 

  JIS Z 8909-2 に準拠して行った本調査試験において、試験結果のバラツキが少ないこ 

とから、再現性が確認された。しかし、より精度を向上させるために、試験を行う中で 

気付いた点（操作の改善、装置の改良など）を以下に提案する。 

①ガス分析 

JIS Z 8909-2 6.6「ガス分析計」とあるが、JIS Z 8909-2 6.2 の暴露試験容器は密閉

系であり、ガス分析計による分析に必要なガス量を採取するのは困難である。そこで、
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本試験調査では、ガス分析に必要なガス量の少ないガス検知管による分析を行った。

しかし、ガス検知管による分析方法は簡易の方法であり、暴露試験容器内の物質収支

を明らかにしたい場合は、ガス分析法を検討する必要がある。 

②水分混合方法 

JIS Z 8909-2 7.2 c) 4)に「水分を混合する場合は、試験ガス導入時に水分注入容器

から必要量を注入する」とあるが、試験ガスには水分に吸収され易い種類（塩化水素

など）もあり、試験ガス導入と同時に注入することは、試験ガス濃度に影響を与える

可能性がある。この影響を避ける方法として、水分投入口を別に設けることなどが考

えられる。 

水分を含む試験ガスの調製手順としては、ガス交換時の減圧後まず水分投入口から水

分を必要量注入し、残りの減圧分で試験ガスを導入する順序がやり易いと判断された。 

③試験装置配管 

水分を混合したガスの暴露試験を行う場合、試験装置配管内が水分の露点以下であ

ると水分が結露し試験ガスが吸収される可能性がある。また、試験ガスを吸収した水

分による配管内の腐食も引き起こされる。そこで、JIS Z 8909-2 6「試験装置」図 1

の配管について、加熱装置外の部分を水分の露点以上に加温する必要がある。 

④試験試料寸法 

試験試料の幅は JIS Z 8908の 5.2 f)及び JIS R 3420により、「織布の場合 30mm、

不織布の場合 50mm、ガラス繊維織布の場合 25mm とする」とある。本調査試験で

用いた試験試料は不織布（PPS）であり、暴露試験試料は図 2.2.6 に示した寸法で縫

製した。図 2.2.6 の寸法の試験試料から引張強さの試験片として縦方向及び横方向に

3 本以上ずつ試験片を採取した場合、試験片 1 本当りの幅 30mm を採取するのが限

界であった。そこで、JIS Z 8909-2 7.2 a) 試験試料の準備に「試験試料の種類から引

張強さ測定用試験片を考慮し、暴露試験試料の寸法を決定する」などの追記が必要で

ある。また、試験試料の寸法を変更した場合、必然的に試験容器の寸法も変更しなく

てはならないため、JIS 文書内の早い段階での明記を提案する。 
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