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まえがき

近年，浮遊粒子状物質の中で占める割合の高いディーゼ

ルエンジン排ガス中微粒子（DEP：Diesel Exhaust Parti-

cles）が問題視され，その対策が求められている。空気中

からの DEP 除去を目的とした機器の実用例として，トン

ネル用電気集じん装置（ESP：Electrostatic Precipitators）

がある。

トンネル用 ESPにはトンネル内の空気を清浄化し，視

環境（見通し）を改善することを目的としたバイパス用と

トンネル空気を清浄化し大気へ放出することを目的とした

換気塔用がある。

バイパス用 ESPのシステム構成を図１に示す。トンネ

ル内に設けられたバイパストンネル内に電気集じん設備が

設置されている。トンネル内の浮遊粒子を含んだ空気は，

バイパストンネル内に引き込まれ，ESPによって清浄化

される。清浄空気は再びトンネル内に送り込まれ，視環境

を改善する。

ESPは圧力損失が小さい，保守が容易，運転費用が安

価などの利点を持つ。また，サブミクロン粒子やナノメー

トル粒子と呼ばれる粒径 1μm以下の微粒子に対して集じ

ん率が高いことも ESPの特徴の一つである。

富士電機では，ESPをさらに高性能化するために集じ

ん電極上における再飛散現象防止の技術開発を続けてきた。

再飛散を防止することによって，洗浄周期を長くできるな

どの高性能化が図れる。主な開発テーマは，①集じん率と

再飛散の関係，②再飛散の防止である。一方，近年自動車

排ガスに含まれる NOxの除去が重要視されていることか

ら，③ NOxと浮遊粒子の同時除去を目的とし開発を進め

ている。トンネル用 ESPの開発に関して得られた結果を

紹介する。

集じん率と再飛散

２.１ 実験方法

実験装置の概略を図２に示す。トンネル内の浮遊粒子を

模擬するため，ディーゼルエンジン排ガスを大気で混合希

釈しサンプルガスとした。サンプルガスはブースタファン

によりダクト内へ送り込まれ，ESPを通過し吸引ファン

によりダクト外へ排出される。

ESPは帯電部と集じん部から構成されている。帯電部

と集じん部の構造を図３に示す。帯電部は接地平板電極と

タングステン線電極から構成されている。集じん部は同一

サイズの接地平板電極と高電圧印加用平板電極が交互に並

んだ構造となっている。

帯電部の電極間に直流正極性 11 kVを印加し，プラスコ

ロナ放電を発生させ，イオンシャワーを形成する。浮遊粒
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バイパス用 ESP

図１　バイパス用ESPのシステム構成
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子はイオンシャワー空間を通過することによって，プラス

に帯電する。一方，集じん部には直流正極性 5.5 kVを印

加し静電界を形成する。帯電部においてプラスに帯電した

浮遊粒子は，集じん部の静電界により接地平板電極上に集

じんされ，空気中から分離される。

２.２ 粒子濃度測定方法

粒子濃度の測定は，空間粒子および集じん粒子に対して

行った。空間粒子濃度は光散乱式の自動計測器と電子顕微

鏡（SEM）を用いた二とおりの方法で測定した。集じん

粒子濃度は SEMを用いて測定した。空間粒子濃度の単位

は個/m3であり，単位ガス体積あたりの粒子個数を表す。

集じん粒子は個/m2であり，単位集じん面積あたりに集じ

んされた粒子個数を表す。

２.３ ディーゼルエンジン排ガスの粒径分布

サンプルガスとして用いたディーゼルエンジンの排ガス

の粒径分布を図４に示す。分布は粒径約 0.09μmを最頻値

として，粒径が大きくなるに従い減少する対数正規分布で

近似できる。DEPの SEM写真を図５に示す。粒子は粒径

約 0.02 ～ 0.05μmの超微粒子の凝集体であることが分かる。

DEPの主な成分は，炭素 99 ％，硫黄 0.4 ％，けい素

0.1 ％，カルシウム 0.1 ％，鉄 0.07 ％，亜鉛 0.03 ％であり，

ほとんどは炭素であった。ただし，成分分析は，蛍光 X

線分析装置〔理学電機工業（株），RIX3000〕によるオーダ

分析とし，ESPで集じんした DEP1 gをプレスし，ディス

ク状にしたものを分析用試料とした。

２.４ 集じん率の理論と実際

ESPの性能は一般に集じん率で表される。集じん率の

理論計算式には幾つかあるが，いずれの場合も1922年に

W. Deutschが提唱した次式が基本となっている。

ただし，ηtは理論集じん率（％），Wthは電界方向への

粒子の実効移動速度（m/s），Lは集じん電極長（m），Vg

はガス流速（m/s），dgは集じん電極間隔（m）である。

理論集じん率の粒径特性を図６に示す。理論集じん率は

粒径 0.1 ～ 0.3μmを極小値として粒径が大きくなるに従い

高くなる。このような傾向を示す理由は，粒子の帯電機構

である拡散帯電と電界帯電，また粒子の実行移動速度に影

響するカニンガム補正による。

一方，粒径別における集じん率の時間特性の実験結果を

図７に示す。ここで，集じん率の実験値は次式で算出した。

また，再飛散などの現象を明確にするため，実験は小型の

模型装置を用いた。

1－exp －� ×100（％）ηt＝�
Vg dg
Wth L

（2）

（1）

（1）
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図４　ディーゼルエンジン排ガス中粒子の粒径分布

図５　ディーゼルエンジン排ガス中粒子のSEM写真
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ただし，ηは集じん率の実験値，NU，NDは ESP 上流

および下流における粒子濃度（個/m3）である。粒径 0.3

～ 0.5μmでは時間の経過に対して集じん率は約 70 ％でほ

ぼ一定である。これに対して，粒径 2.0μm以上の大粒径

粒子の集じん率は，運転初期で約 90 ％であるが，時間の

経過とともに約 40 ％まで低下する。粒径 5.0μm以上では，

運転時間の経過とともに低下しマイナスの集じん率となっ

ている。ここで，マイナスの集じん率とは，ESP 上流の

粒子濃度に対して，下流の粒子濃度が増加することを意味

している。

２.５ 再飛散モデル

大粒径粒子の集じん率が低下する原因として，集じん電

極上の極板凝集現象と再飛散現象に着目し検討を行った。

集じん部接地平板電極上における ESP 運転時間に対す

る捕集粒子形状の SEM写真を図８に示す。白く写ってい

る部分が粒子であり，黒い部分は電極表面を現している。

ESP 稼動時間 1分では観測できない大粒径粒子が，稼動

後 5分では多数観測される。

このことから，集じん部における極板凝集と再飛散現象

のモデルを図９に示す。モデルの各ステップは，次のよう

なプロセスで進むと考えられる。 帯電部でプラスに帯電

した粒子は，集じん部接地平板電極上に集じんされる。

集じんされた粒子は，直ちに正の電荷を失い接地電極と同

極性となる。さらに，空間中のプラス帯電粒子が接地電極

上に集じんされるとき，接地電極上の粒子と凝集（極板凝

集）し数珠状となる。 流体抗力やクーロン力などのはく

離力が，接地電極と極板凝集粒子間の付着力より大きく

なったとき，接地電極上の数珠状凝集粒子は再飛散する。

このとき，再飛散粒子は，負極性に帯電する（誘導帯電現

象）。 このため，再飛散粒子はプラス電極上に再集じん

され，一部は下流側へ排出される。

再飛散の防止

３.１ 誘電体被覆型集じん部

再飛散の発生は，集じん粒子が接地電極と同極性となる

ことが原因の一つである。このことに着目し，集じん電極

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）

（1）

1－� ×100（％）η＝�
NU
ND
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表面を誘電体で被覆した誘電体被覆型集じん部の開発を

行った。再飛散抑制メカニズムは次のとおりである。①粒

子は帯電部でプラスに帯電する。②帯電粒子が集じん部の

接地平板電極を被覆している誘電体表面に集じんされる。

③誘電体表面に集じんされた粒子は電荷が保持されるため，

付着力として静電気力が働く。④静電気力によって再飛散

が抑制される。

集じん電極を誘電体で被覆した場合（coated by insula-

tor）と被覆しない場合（uncoated）の集じん率の比較を

図 に示す。ただし，集じん電極間隔は 11mm，集じん

部印加電圧は 11 kV，ガス流速は 2.5m/sとした。実験は

再飛散の抑制効果を明確にするため，小型の模型装置で

行った。誘電体で被覆することによって，再飛散が抑制さ

れ集じん率が向上している。しかし，まだ集じん率はマイ

ナスの値を示している。また，いずれの粒径においても時

間とともに集じん率が低下する課題がある。

３.２ 水分の噴霧

粒子と集じん電極表面の付着力増加による再飛散抑制を

目的として，ガス中への水分噴霧を試みた。DEPは疎水

性の炭素であるため，噴霧水分はイオン交換水および界面

活性剤〔花王（株），エマルゲン 909〕水溶液とした。水分

の噴霧は，超音波加湿器〔ウェットマスター（株），ENS30U〕

を用いた。

集じん率の粒径特性に対する水分噴霧の効果を図 に示

す。ただし，集じん部電極間隔は 6mm，集じん部印加電

圧は＋5.5 kV，ガス流速は 7m/sとした。実験は小型の模

型装置を用いて行った。水分を噴霧しない乾式に対して，

イオン交換水噴霧では，粒径１μm以上の大粒径粒子の集

じん率が向上している。また，界面活性剤噴霧では，その

効果はさらに大きい。

水分噴霧による再飛散の抑制は，次の二つの要因が大き

いことが明らかにされている。

液架橋力による粒子と集じん電極間の付着力増大

数珠状の極板凝集粒子の球状化（極板凝集粒子形状の

変化）による接触面積の増加

しかし，水分の噴霧は，設備および制御の複雑化，放電

や静電界が不安定になることや界面活性剤噴霧による二次

的公害の懸念などの問題がある。

３.３ 交流電界

水分噴霧の実験により，数珠状凝集粒子の球状化が再飛

散抑制効果であることが明らかになった。この結果に着目

して，従来の直流電界に対して，集じん部に交流電界を形

成することを試みた。交流電界を形成することで，極板凝

集粒子が球状化すると考えた。

直流電界および交流電界における集じん電極上の極板凝

集粒子形状の SEM写真を図 に示す。ただし，集じん部

電極間隔は 6mm，ガス流速は 5m/s，直流印加電圧は 5.5

kVとした。また，交流電圧は正弦波とし実効値において

5 kVrms，周波数は 50 Hzとした。 の直流電界時におい

ては数珠状の極板凝集粒子が多数観測できる。これに対し

て， の交流電界時においては，球状の凝集粒子が多数観

測できる。

集じん率に対する交流電界の効果を図 に示す。ただし，

交流電界の周波数は，25 ～ 100 Hzとした。 の粒径 0.3

～ 0.5μmでは，いずれの条件においても時間の経過に対

して集じん率はほぼ一定である。しかし，周波数が高くな

るに従い集じん率は低下する。これは，交流電界による浮

遊粒子のトラップ現象が原因である。 の粒径 2.0 ～

5.0μmでは，直流電界に比べて，いずれの周波数におい

ても集じん率の低下は見られない。

以上の結果から，集じん部に交流電界を形成することで，

再飛散が著しく防止されることが明らかである。しかし，

微粒子における集じん率の向上が課題である。再飛散現象

を防止し，微粒子の集じん率を直流電界時と同等にするた

めの研究を進めている。また，極板凝集粒子が球状化する

ことは，集じん部におけるスパーク頻度が低下し，スパー

クによる再飛散防止にも効果がある。
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NOxと浮遊粒子の同時除去

４.１ 実験装置

環境問題が重要視されるようになり，自動車から排出さ

れる NOxの効果的な除去が要求されている。一般に，

NOx 除去装置が数多く提案されているが，浮遊粒子と

NOxを同時に除去する装置は見当たらない。富士電機で

は，従来のコロナ放電型 ESPに対して，浮遊粒子と NOx

の同時除去を目的とした無声放電型 ESPの開発を進めて

いる。

実験用無声放電型 ESPの概略構造を図 に示す。電極

は銅はく（厚さ 0.05 mm）を 2 枚のガラス板（厚さ 0.5

mm）で挟んだ構造である。ガス流方向の長さは銅はく 45

mm，ガラス 65mmである。ガラス板に挟んだ電極をガ

ス流方向と平行に 4 枚設置し，エアギャップ 5.5mm，印

加電圧は交流正弦波 50Hzとした。ガス流速は 1.5m/sと

した。無声放電の放電電流はオシロスコープによりリサ

ジュー図形から求めた。

４.２ 集じん率とNO除去率

無声放電型 ESPにおける集じん率の粒径特性を図 に

示す。集じん率は，粒径が大きいほど高い値を示している。

また，無声放電電流が大きいほど集じん率は高い。ここで，

再飛散が発生していないことも注目すべき点である。

NO濃度の無声放電電流特性を図 に示す。無声放電型

ESP 上流の NO濃度はいずれの放電電流においても約 1

ppm一定とした。下流における NO濃度は無声放電開始

と同時にほぼ 0 ppmまで低下する。放電化学反応におけ

る NOxの除去に関しては多く研究されており，NOは

NO2や HNO3に変換されたと考えられる。今後，詳細検

討を進める。
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環境対策用電気集じん装置に関する最近の技術動向

あとがき

ディーゼルエンジン排ガス微粒子の除去を目的としたト

ンネル用電気集じん装置に関して，最近の課題と解決手段

について技術開発動向を述べた。

長い間未解決のままであった再飛散の防止は実用化の一

歩手前まできている。排ガスと浮遊粒子の同時除去を目的

とした無声放電型 ESPの研究は次世代の環境改善装置と

呼べるであろう。

トンネル用電気集じん装置の研究が微力ながらも環境改

善に役立つと信じている。

本研究は武蔵工業大学との共同研究による成果であり，

始終懇切なご指導をいただいた武蔵工業大学伊藤泰郎教授，

高橋武男教授，江原由泰講師，大学院博士課程川田吉弘氏

ならびに本研究に携った学生各位に感謝する次第である。
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