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局所排気装置等の排気効果を低下させる

種々の原因と対策

独立行政法人労働者健康安全機構

小鴨純＊

労働環境における気中有害物質へのぼく露

を抑制・防止するために重要な各種排気装置

は　不適切な使用方法や設計時の計算間違い

なiどがあると，有害物質を吸引・捕集する効

果が損なわれるだけでなく，時には逆効果

（ぱく露を増悪させる効果）となる場合もある。

現場でこの様な排気効果を低下させる原因に

は幾つかの典型的なパターンが見られるので，

本稿ではそのうち代表的と思われる7例とそ

れらへの対策法を挙げて，現場で各種排気装

置等を適切に利用する際の一助としたい。

細囲い式フードにおける「開口面の平均風
速＝制御風速」という誤解l）

局所排気装置（以下，局排）の囲い式フー

ドの排風量は，フードの開口面積と，そこか

ら吸引する気流風速との積である。これを式

で示せば

Q＝60・Vo・A　　　　　　（l）

ただし，Q：排風量［m3／min］

Vo：開口面における風速の平均

値［m／sec］

A：開口面積［m2］

通常，囲い式フードの開口面上の風速分布
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は不均一で，開口面の中央部の風速が最大と

なり，開口面の下端部付近で最小になること

が多い（図1）。（l）式のVoぽ　この様に幅

のある風速値の平均値である。囲い式フード

の形状や構造にもよるが，Voは開口面上の最

小風速の1．1－1．8倍程度になることが多い。
一方，囲い式フードの制御風速（Vc）は開

口面上の最小風速とすることが有機別や粉じ

i

図1一般に、囲い式フードの開口面上にお
ける吸引風速は不均一なため、その平

均風速（Vo）と制御風速（Vc）（＝最

小風速）は一致しない。
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ん別で定められており，対象物質が有機溶剤

なら0．4m／sec，粉じんなら0．7－1．0m／secで

ある。従って一般的にはVo＞Vcとなる訳だ

が，開口面上の風速分布が均一で，どの位置

においても同一の風速が得られると云う特殊

な場合に限りVo＝Vcとなる。

仮に，誤解により，（1）式において，Vo

ではなくVcを代入して排風量を求めれば

特殊な場合（Vo＝Vcとなる場合）を除き

本来必要な排風量よりも少ない値が算出され

ることになるので，排風量をその値に設定し

て吸引を行っても，必要な制御風速を得るこ

とは困難である。

以上は局排設計における初歩的なミスの一

つだが，しばしば囲い式フードの排風量を設

定する際に見られる誤りで，これが原因で
「計算に基づいて設計した筈なのに制御風速が

出ない」という相談を耳にすることがある。
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日不適切なレシーバ一式フード等の
設置位置

一般に，回転体を有する研磨工具によって

金属の表面を研磨する際に発生する粉じんは，

大きな初速度を伴って特定の方向（回転の接

線方向）に飛散し，強い閃光飛跡によってそ

の方向が目視確認できるものだが，粒径が小

さい吸入性の研磨粉じんについては当てはま

らないので　注意が必要である2）。現場でぽ

しばしばレシーバ一式フードの開口面を，こ

の閃光飛跡を受け入れる向きに配置して使用

する事例を見かけるが（図2），そのような配

置をした場合，粗大粒子だけが選択的に捕集

され，呼吸器を害する吸入性粉じんの大部分

は捕集されない可能性が高い。吸入性の研磨

粉じんは，回転体が起こす秒速数メートル以

上の強い気流によって四方に“吹き飛ばされ

る”ため，一方向に集中して飛散することは

少ないからである。従って，図2の様に研磨

工具が手持ち式（ディスク・グラインダーな

吸入性の微粒子は、回転砥石が起こす強い気
流によって四方に拡散する。また閃光を発し
ないので、飛散方向を目視確認できない。
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粗大粒子は閃光を曳きながら飛散するので日録 
で飛散方向を確認できる。ただし、この様な粒 
子は粒径が数十～数百umのものである。 

図2　手持ち式グラインダーによる金属研磨作業時の粉しんの飛散方向
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ど）であった場合，二次元的な広がりを持っ

て飛散する吸入性金属粉じんのぱく露防止を

図るには　比較的広い換気区域を確保できる

プッシュプル型換気装置の適用が合理的な選

択となが。なお，研磨工具が固定式（両頭

グラインダーなど）の場合は，研磨粉じんは

砥石カバーの内部に飛散するので，ぱく露防

止には砥石カバーから直接排気する方式が最

も有効である（図3）。もし直接排気が出来ず

レシーバー式もしくは外付け式フードを適用

するのであれば　砥石と砥石カバーの隙間か

ら漏れ出てくる微粒の研磨粉じんを確実に捕

集できるよう，フードの配置や配向と吸引風

量を適切に調整する必要がある4）。

Ei作業者の歩行による外付け式フード近傍
の乱れ気流

局排の外付け式フードの吸引・捕集効果は，

乱れ気流（フードが吸引する気流とは異なる

向きに流れてくる別の気流）によって阻害さ

れることが知られている。まだ　開放された

窓やドアから作業場内へ入り込む気流や，フ
ード周辺に吹き寄せるエアコン等の送風が乱

れ気流の原因になることも知られている。同

様に，人や台車等の移動に伴う気流も乱れ気

流になり得るのだが，窓やエアコンから吹き

付ける気流ほど分かり易くない為か，現場で

はしばしば見落とされているようである。

平均的な体格の成人男子が通常の速度（時

速5－6km）で屋内を歩行した際に周囲に起

こす気流の風速は，歩行線の両側1．5m以内

カバーの隙間から噴出した 含じん気流は、反転して作 業者呼吸域に侵入する恐れ ′がある。 �� �，　　　　こ　、甘　　　　　　　く＿ 気流は微粒の研磨粉じんを随伴して砥 
石カバー上部の隙間から噴き出す。 
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粗大粒子は回転砥石の 接線方向に飛散する。 

砥石カバーから直接排気する際は十分な排風量を確保 
する。その結果、上部隙間から噴出する気流が抑制さ 
れ、吸入性の研磨粉しんの漏出も大幅に低減する。 

図3　固定式グラインダーによる金属研磨作業時の粉じんの飛散
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の範囲で約0．17－0．18m／secである。これは

一般的な労働環境における屋内風速とされる

0．25m／secを下回るが，外付け式フードの開

口面近傍で発生した場合には　捕集能力を低

下させ有害物質を漏洩させる可能性のあるこ

とが実験によって確認されている5）。歩行者

がフード近傍を通過する際に生じる乱れ気流

の持続時間は毎回数秒間程度だが，仮に頻繁

な通行がある通路の脇にフードが設置された

場合には断続的な漏洩が起こり，その結果，

作業環境の悪化を招く恐れもある（図4）。こ

の様な漏洩を防ぐには　フードの傍らにカー

テンやバッフル板を設置するなどして対処す

ると良い。

田作業者の体躯が起こす後流の影響

プッシュプル型換気装置の使用時にしばし

ば問題となるのが，作業者の体躯前面で発現

する後流（wake）である。図5に示したよう

に，作業者が背後から気流を受ける向きに立

って有害物質の取り扱い作業を行った場合，

作業者の体の前面において換気気流と逆方向

の流れが局所的に生じ　これによって高濃度
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」

のぼく露を受ける場合があが。有害物質に

対して風上の位置に立つ作業者は，自身がぼ

く露をする危険のある事を感覚的に理解し難

いものだが，プッシュプル型換気装置の換気

区域内では容易に起こり得る現象である。ま

た，この現象はプッシュプル型換気装置に限

らず　作業者が開口面積の大きなフード（囲

い式フードやブース型フードなど）の正面に

立って作業を行う際にも発現する可能性があ

るので注意を要する。

後流によるぼく露は，もし可能であれば

作業者が意識して気流に対し横向き（気流を

体の右もしくは左側から受ける向き）に立つ

ことで防止可能だが，作業等の制約でそれが

困難な場合は，呼吸域を有害物質の発生源か

らなるべく離す姿勢を保持することで　ある

程度避けることが出来る7）。

日プッシュプル型換気装置における気流障
害物が起こす漏洩

プッシュプル型換気装置は，排気フードの

みによって吸引を行う局排と比べ広い換気区

域が確保できるため，大物・長尺物の塗装，払

図4　フード近傍を歩行する作業者が起こす乱れ気流
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作業者の前面で局所的な逆流を生じ、 
有害物質が呼吸域に侵入する場合がある。 

図5　プッシュプル型換気装置で起きる後流によるぱく露7）

拭，脱脂洗浄作業等に適用できる利点がある。

しかし，換気区域内に気流を遮るのに十分な

大きさの物体（気流障害物）が存在した場合，

気流はその物体の表面にぶつかり，方向を転

じて，発生有害物質と共に換気区域外へ漏れ

出る可能性が高まる（図6）。

実際に，洗浄楢の両側にプッシュプル型換

気装置を取り付け，水平流によって楢の液面

から発生する溶剤蒸気の捕集を行っていたと

ころ，被洗浄物を楢から引き揚げた際にプッ

シュ気流がその被洗浄物に吹き当たり，溶剤

蒸気を周囲に拡散させてしまったと云う事例

もある。

炭酸ガスをトレーサーガスとして用いた実

験では　開放式水平流型プッシュプル型換気

装置の捕集率は　気流障害物の大きさと気流

風速に応じて，障害物が無い場合の40－00％

にまで低下するが，障害物の投影面積を捕捉

面の面積の20％以内とし気流風速を0．37m／

sec以上とすれば　約80％の捕集率を保てる

ことが確認されている（図7）8）。
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回排気する気流の中に呼吸域が入る作業姿
勢

有機溶剤取り扱い作業等に際して，上方吸

引型の外付け式フードもしくはキャノピーフ
ードを適用している際にしばしば見受けられ

る事例である。図8のように，発生源からフ
ード開口面に向かう気流には　通常，高濃度

の溶剤蒸気が含まれる。作業者が，不注意も

しくは作業上の必要から，この気流中に自ら

の呼吸域が入り込む姿勢で作業を行った場合，

意図せぬぱく露を受ける可能性が高い。
一般に，有機溶剤作業に局排を適用する際

は　側方吸引式のフードを使用する方が望ま

しいが，止む無く上方吸引型を使用するなら，

フードの周囲をビニールカーテンなどで囲い，

囲い式フードに改造すると良い9）。

n“密閉式プッシュプル型換気装置（送風
機なし）着の誤解による制御風速の不足

有機別や粉じん則等における厚生労働大臣
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気流を遮蔽する物体が適度に小さければ、 

！気流は物体を迂回してブルフ＿ドに向かう。！ ｛漢，←′二十＼＿ 

プルフード

『∴∴」／椎 
気流を遮蔽する物体が大き過ぎると、気流は物体 
表面に当たって風向を変え換気区域外へ向かう。 

プッシュフード

図6　プッシュプル型換気装置における漏洩の例

告示では　密閉式プッシュプル型換気装置を
「ブースを有するプッシュプル型換気愛国であ

って，送風機により空気をブース内に供給し

（中略）天井，壁及び床が密閉されているもの

並びにブース内へ空気を供給する開口部を有

上（中略）天井，壁及び床が密閉されている

ものをいう」（下線筆者）と定義している。こ

のため，密閉式の場合は送風機（＝プッシュ

フード）のない装置の使用も可能だが，送風

機のない密閉式プッシュプル型換気装置は，

構造上はブース型囲い式フードの局排と同じ

ものになる。
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まだ　上記の告示ではプッシュプルと局排

に対してそれぞれ異なる性能要件を規定して

おり，前者なら「気流の平均風速が0．2m／sec

以上かつ一様性が±50％以内」であるのに対

し．後者ならば「0．4－1．0m／secの制御風速」

を適用するものとしている。換言すれば　同

じ構造の装置であっても，プッシュプルと局

排のどちらと判断されるかによって，遵守す

べき風速値が異なることになる。両者の判別

は装置の使用状態，すなわち作業者の立つ位

置に拠るのが通則で　作業者がブース内で作

業を行うのであれば密閉式プッシュプル，ブ

N0．132安全衛生コンサルタント
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図7　プッシュプル型換気装置における捕集率の低下8）

捕乗車測定時の気流風速は、0．37m／S．0．40m／S，

0．44m／Sの三条件とした。

一mへノノー、イ‾＼ノーな

f∴畿「．〝・i
図8　上方吸引型キャノピーフード使用時のはく露例

ブース部分　食 

＼ 

ヽ子吉 ．〟、∴：∴ ／高子 寵 

の 作業者の位置がブース 
内部or外部がポイント 

図9　密閉式プッシュプル型換気装置（送風機無し）と局排

（ブース型囲い式フード）との遠い

－ス外であれば局排と見なされる（図9）。し　　局排とすべき装置を密閉式プッシュプルと誤

かし，この点の理解が不十分なために，本来　　解し，その結果制御風速に満たない風速で便

安全衛生コンサルタント2019／10月 61



用してしまう事例が散見される。囲い式フー

ドとして使用する際には，0．4m／sec（有機），

0．5m／sec（一部のガス状特化物），0．7m／sec

（粉じん），1．0m／sec（一部の粒子状特化物お

よび吹き付け研磨粉じん）といった制御風速

（＝開口面にける最小風速）を遵守することが，

それぞれの有害物質対策において重要である。

回まとめに代えて　一保守点検の重要性

局排やプッシュプル型換気装置が吸引する

汚染空気中には，通常，同装置を劣化・損傷

させる粉じんや溶剤蒸気や腐食性ガス等が高

濃度で含まれるため，長期間の使用によって

摩耗や腐食が進行し故障や性能低下につなが

ることがある。また，清掃を怠ると排気ダク

ト内部などに粉じんが堆積し，ダクトの閉塞

や粉じん爆発を起こす危険も生じる。この様

な事態を避けるには，定期的な検査を励行し

て不具合の早期発見に務め，劣化部品や破損

個所を見つけたら速やかに交換・修繕するな

ど　常に装置本来の性能が発揮されるよう心

掛ける必要がある。

労働安全衛生法第45条で時　局排等の性

能を維持確保するため，l年以内ごとに1回

の定期自主検査の実施と，その記録の3年間

の保管を義務付けている。また，粉じん刺や

有機則等では，局排やプッシュプル型換気装

置を初めて使用する際や改造修理した際の点

検と，定期自主検査で異常を認めたときの速

やかな補修を専業者の責任として定めている。

さらに，作業主任者が職務として行う日常点

検も，定期自主検査後の不具合を防止する上
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で不可欠である。

定期自主検査を適切に行うには，その具体

的な実施方法と判定基準について知悉してお

く必要がある。参考書として，現在，中央労

働災害防止協会から「局所排気装置，プッシ

ュプル型換気装置及び除じん装置の定期自主

検査指針の解説」10）が刊行されているので，

適宜ご活用されたい。
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