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《ポンプ〉と《空気〉

今まで　〈ポンプ〉　に対し、　〈空気〉　はまったく邪魔者でしかありませんでした。

とくに、吸引側（サクション）かち入り込む空気は、ポンプの効率を著しく低下させ

るのみならず、いろいろのアクシデントを招き、最終的には稼動不可能となりました。

この常識を破り、ノズル先端部に気体を導入（自然吸入）することにより、；欠．の様な

数々のメリットを持ったポンプが完成しま　した。

これがMJP〈望月式湿気ジェットポンプ〉　です。

MJP《望月式混気ジェットポンプ〉の特長。

1構　　造

従来のジェットポンプと望月式湿気ジェットポンプとの比較

従来のジェットポンプ
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（l）図に示した如く、従来のジェットポンプでは、ノズルが流速管内にあり、またノ

ド管という狭部もありますので、流遺物が詰まりやすく、その排除にも手間がかかり

ますが、望月式湿気ジェットポンプでは、流送管中に突起物がまったくないため、サ

クションより吸引されたものは、その大きさ、影、比重に関係なく、すべて流送、吐

出されます。

（2）従来のジェットポンプでは、威力を増大させるため、噴射水の速度を大きくする

と、ノズル外周辺にキャビテーション現象が生じ、効率の激減や、ノズルの侵蝕が起

りますが、望月式湿気ジェットポンプでは、ノズルの先端部から気体を導入（自然吸

入）することによりキャビテーションが解消されてし、よすので、加圧制限を解消し、

超高圧による駆動が可能となり、またノズルの摩耗もほとんどなく、作業効率を苦し

く向上させています。
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（参照）キャビテーション現象について

水中のある一部分において、静圧が局部的にイ氏下し、ある値よりイ曳くなると、水中

に含まれている気泡が遊離し、あるいは水が蒸発して気泡を発生する。この現象をキ

ャビテーション現象という。一般のポンプでもこの現象は起り得るが、特にジェット

ポンプ（こおいては、ノズルの周辺やノド管の広がりの部分にはげしいキャビテーショ

ン現象が発生し、ノズルやポンプ内壁が浸食され、またこの現象は、はげしい騒音と

振動をともない、最終的にはポンプの破損に至る。

2汎　用l性

泥水、粘度液、小さな粒状物などを流

速する場合、サンドポンプ、スラリーポ

ンプ、ジェットポンプなどの特殊なポン

プをイ支っていますが、これらには、イン

ぺラーに流遺物がかみ合う（サンドポン

プ、スラリーポンプ）、“詰り〃　を起す、

摩耗が著しく激しい等の問題点がありま

した。

これに対し、望月式湿気ジェットポンプ

では、汎用ポンプを用いて

得た馬区動水を用いること

により、1本のパイプが

ポンプとして働きますの

で、固形物、粒斗犬物はも

ちろん、木片や（ポンプ

体を直答にすれば丸太の

流送も可能）ビニール、

ロープのひも状のものま

で吸引、流送が可能とな

り　ま　した。
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サンドポンプ・スラリーポンプむとうず

巻ポンプでは、インぺラーに流速固彩物

がかみ合っ†こり、ケーシング内にたまっ

た∩する危険性がある（、

空気
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望月式湿気ジェットポンプでは、1本のパイプかポンプ体となる

のて、吸引された流送物はすべて問題なく流送出来ます。しかも、

その駆動水（ニ）青水（泥水でも可）を使用すれは、一二欠ポンプ（駆

動ポンプ）l二もトラフつレはありません。
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しかも、同じ粒状物を流送すると仮定するならば、望月式湿気ジェットポンプでは、

小さな動力のポンプでの流速も可能です。

例えは、直径10mわの固形物を流速する場合のスラリーポンプと望月式湿気ジェット

ポンプの比較をしてみます。

一般（ニスラリーポンプでは、50m以上の管径（流速固形物の5倍以上）が必要で、

3．7KW　の動力を建、要としますが、望月式湿気ジェットポンプでは管径15m（同1．5

倍）1．5KW　のカスケードポンプ程度のもので流送可能となります。

3駆動水ポンプの選定

望月式混気ジェットポンプの駆動水ポンプは、使用条件によって選定を行いますが、

例えば、10002／分×15匂／∽Zのポンプが弟、要な場合は、2001／分×15匂

／∽iのポンプを5台集合させる事によって目的を達し得ます。

三三三三三繋 三二三： 
予備ポンプ 

この事により、；欠の様なメリットが生れます。

（1）　大容iのポンプ”を購入するより、小容量のポンプを条合させる方が安価です。

（2）　小容量のポンプを1台予備としておいておけば、計6台による能率アップも計れ、

また、どれかのポンプにトラフつレが生じても、作業を中断することはありません。

大容量のポンプを使用する場合は、予備ポンプも同容量の高価なポンプが逆、要とな

り、また、予備ポンプの無い場合は、作業を中断しなければなりません。

（3）小容量のポンプを集合させて用意しておけば、それぞれの作業に適した容量で、

組み合わせて使用出来るので、大変便利であり、経済性もすぐれています。
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4サクション（吸入口）およびチリベリー（吐出ロ）の‘‘語り：

固形物の流速において、うず巻ポンプて当年、サクシヨ　ンおよびテリべIノーのいずれの

“詰り〟　も問題を生じます。

うず巷ポンプでは、サクシヨンの“詰り〃　によってケーシング内に吸引される水iが

ある一定以下になると、シール部分が損イ寡したり、また、テリベリー側で流速中の固形

物がポンプ又は流速管内に沈降して詰ったり　します。・そのため再運転時にはポンプや流

送管を分解して、中の固形物を取り除かねlfなりません。しかし、望月式湿気ジェット

ポンプでは、そのシンプルな構造ゆえにサクションも詰りにく　く、もし詰った場合でも、

サクシヨ　ンのノヾキューム

抵抗が大き　く　なれはなる

ほど、導入空気量が増え、

サクシヨ　ン詰りによるチ

リベリー側にある固形物

はすべて排出され（図（D）、

また、その復旧には、チ

リベリー側のノヾルナを閉

じることにより、躯動水

と導入した空気をサクシ
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ヨン側に逆流させ（囲（②）、障害物を取り除くことが、簡単に出来ます。

5作業性

従来のポンプおよびバキューム車等の吸い上げ可能の高さは、最高でも8－9例が限

界であり、吸引作業の場合は、ポンプを吸い上げ　高さが　5－6m春呈度におさまる場所

まで移曇かせねはなちず、

労力を要していま　した。

また、′」ヽさなマンオニー

ル等かち砂などを汲み上

げる場合には、ポンプを

搬入出来ず、手作業に頼

っていま　したが、望月式

湿気ジェットポンプでは、

糸田い駆動水ホースと、チ

リベリーパイプ（ホース）

を連結した1本のパイプ（望月式湿気ジェットポンプ）さえ入れば　作業が出来、この

ような狭い場所での作業も簡単になりました。
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湿気ジェットポンプの用途
前記の様に数多くの利点をもつ望月式混気ジェットポンプは、各業界に於いてもまた

数えきれない程の用途が考えられます。

すでに活躍している、大阪北港で作業運転中の埋立工事用ポンプ船、土木建築作業現

場での土砂等の汲み上げ流送装置、流出油等浮遊物の回収船、および回収装置、海相洗

浄を行ないながら同時う戸過の行える複動式連続；戸過装置、粒状物洗浄機等、そして土木

建設業界、水処理業界等に於いて現在研究、実験中のもの、また近い将来用途開発が可

能と思われるもの、それらの中から主なものを選んでみました。

●土木建設　　　ヘドロ回収
ひとくちにヘドロといっても、その性状は一様でありません。泥状のものから、海底

深く沈澱しているものまで種々あり、しかも、木片、ガラス片、ビニール袋、ロープ、

繊維類、有毒ガスなどのさまざまな異物が混入しています。

このため、ヘドロ回収は緊急の課題であるにもかかわらず、これまで決定的な解決方

法がありませんでした。

〈望月式混気ジェットポンプ〉　なら、どんな性状のヘドロであろうと、どんな異物が

混入されていようと、吸込み管の90％程度の大きさのものであれば、すべてを難なく吸

い上げることができます。



●土木建設－埋立工事

埋立工事に使われていた従来のポンプには、多くの問題点がありました。

埋立用の土砂に混入した異物のうち、少しでも大きなものは別途に運搬する必要があ

りますし、小さくても比重の重いものや長い縄状のものなどは詰まりの原因となり修理

に手間がかかって、作業性を高めることがなかなか困難でした。

≪望月式混気ジェットポンプ≫は、それらのすべてを解消し、存分にその威力を発揮

し作業効率を高めます。

●土木建設　　　基礎工事

地上、水中を問わず基礎工事も　〈望月式混気ジェットポンプ〉　の活躍の場です。

同一の駆動水で、混気ジェットの噴射掘削と、掘削した土砂の汲み上げとが同時に行

なえます。高い吸引性能によって、地下深い場所からでも、土砂に石が混入していても、

らくに吸い上げることができ作業性を大幅に高めることができます。
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●土木建設－掘削工事

各種の掘削工事において出される土砂や石などの搬出・流送にも、≪望月式混気ジェ

ットポンプ≫をご使用いただければ、きわめて効率的です。

工事現場が狭くてもスペースをとりませんし、深い所からでも垂直に力強く吸い上げ

ることができ、作業のスピードアップもはがれます。

Qi∴●∴○
○∴‘o



●土木建設　　　ダム湖底の竣漢

ダムの機能を保持していくうえで、湖底にたえず堆積していく土砂の取り除きは不可

欠の作業ですが、ここにもぜひ　〈望月式混気ジェットポンプ〉　をお役立てください。

驚異的な吸引性能によって、深いダム湖底の石や土砂をぐんぐん吸い上げることがで

きます。そして従来の浅※方法に比べ、作業を容易にし、能率を高めることができます。

●土木建設－－上下水道の土砂等の汲み上げ

浄水場への取水管や下水道管内に購った土砂やゴミ類の汲み上げにも≪望月式混気ジ

ェットポンプ≫をお使い下さい。

今まで手作業でしか出来なかった狭い場所や、深い場所での作業も可能です。

また、バキューム車等でも不可能だった高揚程、流送距離等の問題この≪望月式混気

ジェットポンプ≫が解決しました。

沈澱池の土砂や流人物の汲み上げ搬送にもご利用いただけます。
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●水処理　　　済過器（複動式連続汗過装置）

本汗過器は、〈望月式混気ジェットポンプ〉　を利用した画期的な重力式涌過器です。

濁質を捕捉した沖材は、〈望月式混気ジェットポンプ〉　により沖過器中間部または下

部より水力学的に抜き出され、ジェット流の効果できわめて効率よく洗浄されます。洗

浄された；戸材は油層上部へ返送され、常に新しい油層を形成しますので、；戸通行権を継

続することができます。

従ってこの；戸過器は、従来の沖過器のもっている機能をすべて備えているばかりでな

く、さらに次のようなすぐれた特長を数多くもっています。

〔特長〕

①上部沖局を循環洗浄しなから汗過を行

なうことができ、沖過抵抗を長期間一

定に保つことが可能です。しかも固定

した下郡沖唐を有することにより、高

質の汗通水が得られます。

②全体洗浄時には、下部の　〈望月式湿気

ジェットポンプ〉　により、固定した下

部油日をワンタ土手で完全洗浄できま

す。

③沖過速度を大きくとることができます。

④長期間連続汗過することができます。

（上部；戸層の循環洗浄併用）

⑤高濁度の原水の涌過にも適用できます。

（もl洗浄効果が大きく、マッドボールの生

成がありません。

LL洗浄排水が少なく、原水洗浄もできま

す。

（抄表面洗浄機楢が不要です。

㊤）洗浄水に小さな気泡が入っていますの

で、海相を超音波洗浄する効果もあり

ます。

〔適用範囲〕

C）上水一次処理用

（多下水三次処理用

（①産業排水SS除去用

④その他あらゆる清澄沖適用
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●水処理－沈水式沖過装置

濁水池や土木作業現場等における濁水、汚水の処理、特に土木作業現場においては、

土中に小さな穴を掘り、その中に沈水式沖過装置を設置するか、もしくは、穴の中に直

接集水管を設置し、その上に砂（沖材）をかぶせることにより、沖過を行なうことが出

来る。なお、この場合の砂（汗材）は、沖材としての条件さえ整えば、現場での掘削等

において採取した土砂でも可能であり、使用する駆動ポンプも可搬式タービンポンプ程

度、また、駆動水として濁水の循環使用も可能です。

o I l ���（b � �トー＿＿ l l 〃 ��� �≡＋rFm 　／－ 
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●水処理一一一泊材等の入れ替え

砂・アンスラサイト等汚材の洗浄および入れ替え、活性炭やイオン交換樹脂等の入れ

替えにも≪望月式混気ジェットポンプ≫を使用すると蘭単に出来ます。

●水処理－その他

水処理分野に於いて、これらの他に、沈澱楢の汚泥や、沈砂池の砂等の取り出しおよ

び搬送、スリラー状薬品の注入、また、港湾等の水の入れ替えや曝気等、数多くの応用

が考えられます。

●魚養殖場の餌撒き
日本の漁業は、取る漁業から生産漁業に大きく転換しています。淡水魚の放流、養殖

池での飼育、内海の沿岸には海水魚の養殖がいたる所で見られるようになり、養殖業の

増加を物語っています。

これらの養魚に毎日餌を与える仕事は、養魚数の増大に従い、漁業従事者の時間的負

担はもちろん、魚の成育（すなわち収入）に関しても、もっとも重要な問題となってい

ます。安い餌を無駄なく効率的に与え、養魚を健康に早く育てるポイントは、毎日の供

餌作業にあるといえるでしょう。

本機は、構造が簡単で、魚の採餌効果がすぼらしい供餌機です。

①餌は水と空気とともに勢いよく水面に

撒かれるため、清田のように見えます

ので、養魚の食いかきわめて良好です。

（享）露点の食いが良いので、頭の無駄があ

りません。

③餌の豊は空気導人口の空気量調整だけ

で自由に調整できます。

④水に浮かせた解凍田、また解凍後の水

のない餌、裁断餌、小さい餌、ミンチ

状餌など、餌の性状に関係なく撒くこ

とができます。　　　　　　　　　　（D餌を連続的に撒きますので、労㈲時間

⑤構造が簡単で、餌が詰まることがあり　　にロスがありません。

ません。　　　　　　　　　　　　　　⑨餌はパイプ内を通過するだけですので、

ふ保田作業終了後、パイプ、ホース内に　　餌が変形したりつぶれたりすることが

餌が残りませんので、餌の腐敗がなく、　ありません。

海水（淡水）での残餌洗い出し作業が⑲養殖池の底にたまったヘドロ回収にも、

不要です。　　　　　　　　　　　　　アタッチメントの交換で利用できます。

⑦快調専用船がいりません。可搬式ボン⑪水に空気が混入していますので暖気効

プを置くだけでどんな船でも供餌飴に　巣があります。

なります。

ぷ �　〇一・●ヽ ．．％ �．．敬謙誓ット o ＿駆動東庄水ポンプ ＼o／▲ 爾鷺詞「テ 餌柵 1墓参 ‾＝‾， ÷∴参考 l I l l I l i I iイケス l �都騨㌦・ 　i 
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●洗浄機－ジェット洗浄および汚水等の汲み上げ

高圧ポンプを駆動水とする望月式混気ジェットノズルより噴射されるジェット噴流は、

機械設備や上下水道管、船舶、タンク等の洗浄にお使い下さい。また、その高圧ポンプ

に＜≪望月式混気ジェット≫を連結するだけで、洗浄後、および洗浄と同時にスラッジの

汲み上げおよび搬送用ポンプとしてお使いいただけます。つまり1台のポンプで洗浄か

ら汲み上げ搬送まで2台分・3台分の働きをします。

駒水となる高圧ポンプを搭載して。るの田螺

がジェットローリーです。

ノズル、ホース、アタッチメント類を搭載

してありますので、その機動力をもって望月

式混気ジェットポンプでの作業、実験に全国

を走りまわり活躍中です。

最高出力150PS

吐出圧力　280灼／昂

吐出婁　2001／min

ジェットローリー
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●洗浄機－－サンドブラスト

≪望月式ジェットポンプ≫の吸引ロより、砂を吸い込ませ、ジェット水流と混合さす

ことにより次の様な数多くの利点を持つ画期的なサンドブラストとしてご使用いただけ

ます。

①　今までは、対象物より30－50cmの距離での作業だったため、砂のはね返り等の危

険性を含んだ作業でしたが、このサンドブラストは2－3mの距離で作業が行えるた

め危険性がなく、安全です。

これは、混気ジェットの利点により、ノズルがサンドブラストの先端部でなく、後

方にあってもその威力を全く失わないためです。

②　砂を供給するために、今まではコンプレッサーを使用し、圧力タンク内の砂を送

らねはなりませんでしたが、望月式混気ジェットポンプを使うことにより、蘭学に砂

を循環使用することが可能となり、とても能率的、経済的です。

（①　砂によるノズルの摩粍やつまりは全くありません。

④　水中に於いても、大気中に近い噴射カをもっているので、船底についた貝から落

し等の水中作業にも、大変効果的です。
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