A−14 オイルミスト除去用フィルタの捕集効率測定
Evaluation of collection efficiency of oil-mist elimination filters
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Oil mist generated from cutting machines is of great concern since it may have adverse health effect. Air
filters are commonly used for the removal of oil mist, but little information is available for the size
distribution of oil mist generated from the cutting machines and therefore there is no well-established
guideline for selecting air filters appropriate for the oil mist removal. In this study, we measured the particle
size distribution of oil mist in a workplace, and predicted the collection efficiencies of oil-mist elimination
filters from the fractional collection efficiency of filter and the oil-mist size distribution. As a result, it was
found the measured filter efficiencies are in good agreement with the predictions. Furthermore, we developed
a new type of oil elimination filter and showed that the newly-developed has a higher collection efficiency
compared to the conventional filters, achieving 50% collection efficiency for 1 µm particles at filtration
velocity of 2 m/s
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１．はじめに
近頃、機械加工の高能率化に伴いミスト潤滑が採用されるな
ど、
切削油剤より発生するオイルミストが作業環境上の問題とし
て取り上げられる機会が多くなってきている。 その除去対策と
してフィルタを用いる方法が採用されているが、
オイルミストに
対するフィルタ性能のデータがほとんどないため、
適切なフィル
タ選定が困難なのが現状である。そこで、本研究では、切削作業
現場で発生するオイルミストの粒度分布を測定するとともに、
従

3000, PALAS 製、最小可測粒径 200 nm、最大可測濃度 2x105 個・cm-3）
を用いて測定した。
個数基準のオイルミスト粒度分布を Fig.2 に、また、個数基準の粒
度分布より、粒子密度 1 g/cm3 として質量基準に変換して得られた
質量基準の粒度分布を Fig.3 に示す。個数基準のメジアン径は
0.351μm、個数濃度は約 8900 個/cm3、また、質量基準のメジアン
径は 1.097μm、質量濃度は 0.96 mg/m3 であった。

来設置しているフィルタの性能を実験室レベルで性能評価する
方法を検討した。そしてさらに、より優れた性能を有する再生洗
浄可能な金属製新メディアからなるフィルタの性能も評価した。
２．切削工場におけるオイルミストの粒径分布測定
Fig.1 に切削装置（Carbide rim blade saw）から発生したミ
ストの粒径測定概要を示す。切削対象は、直径 28 mm の鉄製ロ
ッドで、
定常切削時に切削装置上部の排気口から放出されるミス
トを光散乱式パーティクルカウンター（OPC, Welas Digital

Fig.2 Number-based size distribution of oil mist

Fig.1 Measurement of size distribution of oil mist
generated by cutting of iron rod.
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Fig.3 Mass-based size distribution of oil mist

Fig.5 に示した粒径別捕集効率と、
Fig.3 に示した質量基準の粒度

３．単分散試験粒子を用いた粒径別捕集効率
フィルタ試験用ダクト試験装置（Fig.4）を使用し、蒸発凝縮

分布より、従来フィルタと新規開発フィルタを切削現場に適用した

型単分散粒子発生器（凝縮式粒子発生器 Model 3475 ,TSI 社製）

場合の捕集効率を推定した結果、従来フィルタでは質量基準の捕集

で 0.5〜5μm の単分散 DOS ミスト（幾何標準偏差 1.2 以下）

効率は37.0％、
新規開フィルタでは54.3％となり、
従来品より17％

を発生させて、前述の OPC より粒径別捕集効率を測定した。試

程度高い質量基準の捕集効率が期待できることが分かった。

験フィルタとしては、従来フィルタ（耐熱性不織布、JIS 質量法
効率 90%ｸﾗｽ）と、新規開発金属性フィルタ（ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ加工極

４．多分散粒子に対するフィルタの捕集性能
試験粒子として多分散オイルミストを用いて捕集効率を測定し、

細長繊維仕様）を用いた。

粒径別捕集効率から予測される通りの捕集効率がえられるかどう
かを検討した。多分試験粒子としては、ラスキンノズル式粒子発生
器で発生させたポリアルファオレフィン（PAO）粒子を用いた。
試験用多分散PAO 粒子の個数基準の粒径分布をFig.7に、
また、
粒子密度 0.82 g/cm3 として個数基準の粒度分布から質量基準の粒
度分布に換算した結果を Fig.8 に示す。

Fig.4 Test duct for measurement of filter performance
フィルタ面風速 2 m/s における従来型フィルタと新規開発フ
ィルタの粒径別捕集効率を Fig.5 に示す。いずれの粒径において
も新規開発フィルタは従来フィルタよりも捕集効率は高く、
新規
開発フィルタでは 1μm の粒子に対して、約 50％の捕集効率を

Fig.7 Number-based size distribution of PAO particles

達成できているのが分かる。Fig.6 は、新規開発フィルタの捕集
効率を、面風速を変化させて測定した結果である。捕集機構とし
て測定したいずれの粒径においても慣性が支配的であるため、
風
速が遅くなるほど、効率が低くなることが分かる。
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Fig. 8 Mass-based size distribution of PAO particles
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切削現場で測定されたオイルミストと、多分散試験 PAO 粒子の
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Fig.5 Comparson of fractional collection efficiency of

特性を比較して Table 1 に示す。試験粒子の粒径分布は、現場粒子

Conventional filter with those of newly developed filter.

よりもやや大きいほうへシフトしているが、現場粒子と比較的近い
特性を有していることが分かる。
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Table 1 Comparison of properties of oil mist with those of test
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Number-median diameter [μm]
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Mass-median diameter [μm]
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1.522
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Fig.6 Effect of filtration velocity on fractional collection
efficiencies of newly developed filter.

Mass concentration [mg/m3]

0.96

2.45

Geometric standard deviation

1.978

1.863

Fig.9 に、従来型フィルタについて、多分散試験 PAO 粒子の
質量基準の粒度分布（測定値）と、その粒度分布と粒径別捕集効
率（Fig.5）から予測されるフィルタ出口での粒子の粒度分布を
示す。
この図より従来型フィルタの質量基準の捕集効率を求める
と、54.9％となる。
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Fig.11 Measured mass-based size distributions of PAO
particles at the outlet and inlet of conventional filter.

0.04

0.02

0
0.1

0.3

0.5

1.0

2

3

4

5

10.0

Particle diameter（μｍ）

Fig.9 Measured mass-based size distribution of polydisperse
PAO particles and the size distribution at the outlet of
conventional filter predicted with the fractional collection
efficiency. The filtration velocity is 2.0 m/s.
同様に、
新規開発フィルタについて出口粒度分布を予測した結果
を Fig.10 に示す。この図から予測される質量基準の捕集効率は

Fig.12 Measured mass-based size distributions of PAO

70.0％となり、従来型フィルタに比べ 15％程度高い捕集効率が

particles at the outlet and inlet of newly developed filter.

期待される。
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（１）切削機械から発生する粒径分布を計測した結果、オイルミス

0.12
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は 1mg/m3 程度であった。
（２） 多分散粒子であるオイルミストに対するフィルタの質量基
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準捕集効率は、ミストの粒度分布と粒径別捕集効率より予測するこ
0.02

とができる。
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（３）ろ過速度 2 m/s において、従来型フィルタは 1μm の粒子に

Fig.10 Measured mass-based size distribution of polydisperse

対して捕集効率は 15％程度であるが、新規開発フィルタは 1μm

PAO particles and the size distribution at the outlet of

の粒子を 50％以上の効率で捕集できる。

newly-developed filter predicted with the fractional collection

（４） 対象とした切削機械から発生するオイルミストの除去に従

efficiency. The filtration velocity is 2.0 m/s.

来型フィルタを適用すると捕集効率は 37％程度であるが、新規開
発フィルタを採用すると 50％以上の捕集効率を期待できる。この

実際に多分散PAO試験粒子を用いて測定した従来型フィルタ

ことから、新規開発フィルタは微小ミストの除去に対して有効であ

出口粒度分布を Fig.11 に、新規開発フィルタの出口粒度分布を

ると言える。

Fig.12 に示す。これらの図より質量基準捕集効率を求めると、

（５）新規開発フィルタの捕集効率はろ過速度が大きいほど高く、

従来型フィルタは 53.5％、新規開発フィルタは 68.7％となり、

ろ過速度 2 m/s で、0.5μm 以上の粒子に対して慣性捕集が支配的

入口粒度分布と粒径別捕集効率から予測した値
（従来型フィルタ

である。

53.9％、新規開発フィルタ 70.0％）と非常に良く一致した値が
えられた。
以上のことから、
切削機械から発生するオイルミストの捕集に
従来型フィルタおよび新規開発フィルタを適用した場合の質量
基準の捕集効率を予測すると、従来フィルタは 37％、新規開発
フィルタは 53.4％となり、新規開発フィルタでは 50％以上の捕
集効率を達成できると言える。

