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■ 装置の使用目的 ■

　船舶が離着岸作業時、或いは岸壁接岸中に煙突（主機用、ディーゼル発電機
用、補助ボイラ用、焼却炉用）から排出される煤塵が周辺に飛散し、岸壁エプ
ロンや隣接するカーゴ ストックヤードに降下して、カーゴダメージを引き起こ
すトラブルが後を絶ちません。

　近年の舶用のディーゼル主機関、発電機関や補助ボイラに使用されている燃
料油は重質で難燃性の粗悪油であることから、船舶から排出される燃焼排ガス
は比較的粒径が大きく、腐食性があり、粘着性のある未燃カーボン粒子を多量
に含んでいます。

　この未燃カーボン粒子が周辺に飛散落下すると、蔵置物を汚損するだけに留
まらず、車や建物の屋根の塗装を侵して腐食させたり、変色させたりするなど
の被害を及ぼします。

　特に船舶の離着岸作業時はディーゼル主機関の発停や増減速が頻繁に行われ
るために黒煙／有色煙を発し易く、またバウスラスターの使用により電力負荷
に大きな変動が起きて、ディーゼル発電機関からも黒煙／有色煙が排出され易
いです。

本装置は船舶から排出されるこれらの高温含塵ガス、腐食性ガ
ス中の煤塵を効果的に集塵・除塵して、飛散を防止します



■ パイロ・スクリーン ■

含塵ガスを強制的に45°方向転換
させる構造のスクリーン（パイロ・
スクリーン：特許 第1607214）
を４枚複合活用して高い徐塵効率
を実現しました。

パイロ・スクリーンはステンレスの板に45°の角度をもたせたハニカム状の
目を刻んだ構造で、その目の方向を１枚ごとに90°づつ変えて４枚が組み合
わさったものが１セットになっています（それぞれのパイロ・スクリーンの
間には補強用のワイヤーメッシュを挿入してあります）。

即ち１枚目に対して２枚目は90°、３枚目は180°、４枚目は270°とい
うふうに目の方向性の組合せを行いますので、この立法的に方向転換をした
網目に含塵ガスを導入すると、フィルター内で気流は乱気流となりミスト、
ダストは衝突分離、及び慣性分離が行われます。

この４枚のパイロ・スクリーン ＋
４枚の補強用ワイヤーメッシュを
ステンレス鋼製フレーム
（500×500 mm）に嵌め込んで
１セット：標準品とし、排出ガス
管径に応じて、主機用はMain 
Filter Frame に４セット～９セッ
ト配置した平型スクリーンフィル
ターとし、これを昇降可動式とし
て、船舶の出入港時に主機排気管
から排出される含塵ガスの煤塵を
集塵・除塵します。

平型スクリーンフィルター



■ 高能率集塵・除塵 ■

　独自の45°に方向性を持った
ハニカム状の網の目は大きく、そ
の大小によって補集粒径が左右さ
れず、あらゆる微粒粉体・微粒ミ
ストの捕集が適正な通過風速を求
めることによって、非常に簡単に
可能となります。

特に、舶用の場合は主機関の冷態起動時に煙道壁から剥離した煤塵（剥離
煤塵）が多量に排出されますが、これもブロックされて飛散を防止する効
果があります。

各種集塵装置と比較した表

型式 原理 分離粒径 （μ） 除塵効率（％） 圧力損失（Pa） 適用条件

ｻｲｸﾛﾝ 遠心力
>１0（大型）
>　5 （小型）

5～10μ
40～75大型
75～95小型

1000～2000 粘着性の強い

粉塵は不可

ﾏﾙﾁ･ｻｲｸﾛﾝ 遠心力 > 2.5 95 1000～2000 粘着性の強い

粉塵は不可

ﾍﾞﾝﾁｭﾘｽﾗﾗﾊﾞ

洗浄集塵装置
加湿 > 1 90～99 5000～10000 湿式ｻｲｸﾛﾝと併

用の必要あり

ﾊﾞｯｸﾞﾌｨﾙﾀｰ

濾過防塵装置
濾過

> 5（粗布）
> 1（極細布）

90～99 1000～2000 粘着性の強い

粉塵は不可

電気集塵機 静電気 > 0.1 90～99 50～250 種類に制限あり

ﾊﾟｲﾛｽｸﾘｰﾝ

(10枚複合使用)

(４枚複合使用)

衝突分離

慣性除塵

> 1 （乾式）
> 0.1（湿式）

90～99 50～150（乾式）
100～200（湿式）

※船舶実用例をメ
リット④に示す

高温500℃ 以上可
油油性、湿性可

パイロスクリーン型の集塵・除塵方式が船舶用煤塵飛散
防止に適しているかが解かります。



■ パイロスクリーン型のメリット ■

① 高温含塵ガス・腐食性ガスにも対応。

耐熱・耐蝕性に優れたステンレス鋼（SUS 304）を採用していますので、
高温含塵ガス。腐食性ガスにも安心して使用できます。

② スートファイアの心配がありません。

真っ赤に焼けた状態のスクリーンに含塵熱気を通過させることも可能で、
直火でバグフィルターのように燃えることもありません。加えて、煙道
に設置される集塵装置とは異なり、排気管端に設置されるために、処理
排気ガス温度も比較的低温であることから、Soot Fire の心配がありま
せん。

③ メンテナンスが容易です。

材質、構造から強度も充分ある堅牢なフィルターであり、使い捨てで
はなく、水洗いなどにより、補集物の回収及び洗浄が簡単に行えます。

④ 圧力損失が小さく非常に経済的です。

慣性除塵、衝突分離の原理を活用した構造のため、圧力損失が小さく、
処理風量が同一の場合、イニシャルコスト、ランニングコストともに他
の集塵装置と比べ非常に経済的です。

スクリーンボックス型フィルター



■圧力損失（風洞実験データから）■

（N社PCTC船V号のシミュレーション結果）

主機：8UEC60LSⅡ(15,540KW×104rpm)

機関の許容背圧：300 mm Aq以下

15%負荷 (S/B Speed) 時の推定排気ガス量（18,000～25,200 Nm³/h）

　　15%負荷時の排出ガスのフィルター通過速度（3.25～4.55 m/sec）

15%負荷時の圧力損失（20.5～39 mm Aq）--------- 平型スクリーンフィルター

ディーゼル発電機：ダイハツ5DK-26 (1,180KW)

機関の許容背圧：300 mm Aq以下

　 100%負荷時の排気ガス流量（7,700 Nm³/h）

100%負荷時の排出ガスのフィルター通過速度（5.12 m/sec）

過給機出口排気ガス温度（330℃）

100%負荷時の圧力損失（50 mm Aq）----------- スクリーンボックス型フィルター

補助ボイラ：大阪ボイラ

ボイラバーナー燃焼の許容背圧：40～50 mm Aq 

最大燃焼ガス量（2,227 Nm³/h）

　 排気ガス温度（420℃）

最大燃焼時の排出ガスのフィルター通過速度（1.48 m/sec）

　 最大燃焼時の圧力損失（4.3 mm Aq）----------- スクリーンボックス型フィルター

（N社PCTC船P号における効果検証試験結果）

対象機器　 背圧上昇 背圧（最大時） 背圧制限

主機

発電機

補助ボイラ

3 mmAq 

5～20 mmAq 

2～5 mmAq 

20 mmAq（Half Ahead時）

90 mmAq（320KW時）

15 mmAq（High燃焼時）

300 mmAq 

300 mmAq 

40 mmAq 

対象機器 積算運転時間 背圧状況

１号発電機

２号発電機

３号発電機

１３４４時間

１１２８時間

　６００時間

３２～５４mmAqで安定

３０～５６mmAqで安定

３８～５６mmAqで安定

対象機器 時間当たりの捕捉煤塵量 フィルター全体での捕捉量 備考

主機

主機

発電機

補助ボイラ

8.42 g/h 

2.22 g/h 

1.13 g/h 

1.83 g/h 

75.78 g/h 

19.98 g/h 

2.25 g/h 

3.65 g/h 

煙道冷態時

煙道温態時

2号／3号平均

背圧上昇状況（１）

背圧上昇状況（２）：ディーゼル発電機

煤塵の補集状況


