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躍麟態e 0　8　°　e　㊤ 閣醒圏圏
MJP〈混気ジェット〉グループは、

いつもウオータージェットの大きな可能性を、

追求しつづけていますも
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空気流送 ●線路バラスト回収作業 鷺託L警醒．醐謹皇－ 

パイプ洗浄 

讃鶉洗浄議饗 
攣讃諜＿　　搬送　　　ゥォーダー　シ韮 
●MJP－MAXMAN　　　ォィル　　　　　　　　　　ジェットモーター 

海．訓．湖沼．ダムの瀦　スキマー　　　　　：護工員　　水中捌 
●MJPクリ‾ンシステム　　水草除去　　　　駆動 

特殊条件下浅漂　　　　　　　　　　　cwM製造　　食品 

望況－ンドラム　澄漂　　　　●高濃度石炭水スラリ‾混練 MJPフィルタードラム 

讃欝真空蛙胆〔華詰ヨン・ 諾雀　躍ジェット水流　龍度オゾン水琴j 

窯　　　　　　　　　　　　　　池クリーンシステム 

吸込み水流 



嚢観ジェットバブー 連続運誌武揚織機
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観賞池ク埋題ンシス宇ム

㊦池水の交換不要。池の水は一年中きれいですも

特　長

●池はそのままで設薗できます。

●池自体をろ過櫓として使いますので、合理的なクリーンシステム

です。

●クリーン材の表面に微生物が生息し、水の汚れを吸着分解するの

で、鐙の糞、餌の残骸、藻の発生による水の汚れを防ぎます。

●マイティサクシヨンのエアレーション効果により、鯉の棲息に最

適な溶存酸素の重富な水を循環供給します。

●水深50cmの池底の石やゴミがはっきり見えます。

●夏期も池水の交換不要です。

○池・潜活性浄化システム・フロー
MJP・VS

エアー

′叱JtL‾′」ヽ′ ．4－‾ ／ ′ ′ I 嶋 I �池 

Y l I � �池 �＿＿・－…タ　・ �：”：‾軍著 

I � �＿＿：＞ � �●　●　●　● 

V �＿一；プ � � � 

圃 車 車 、‘圭一＿∴ ＼1〆－． �国＼／‾ユ音調睦べ÷霜寒‘誌・・ご7 
話頭麗欝露頭醗率∴ 　‾裏書 　濃∴時’ 　紫遼壁書圏か 　ヽ；● シ∴〕十三i三 、＼ま1甘＼／＿－＿＿く二＿ timiO・”〇一°ヾ十一．三言三㌧：」‾一 　∴一°∴∴ 一一一露語匿襲輩襲一二薫 　） 謙蟄頭書粟国盤上二両室賀・一一一一一三∴ 

畷紫高言類 一〇〇〇〇〇〇＿－∴∴∴∴一∴∴ �手蔓∴二・、－　「京　一缶一 斉董醒翌謹堅盗‾　＿． 　．．qE） �・一江＼選　一 

○システム強運後

ヨ驚・番や‾て国籍車中 

ほ‾嵩雪i案一書細管 　ふ＼。 ∴∴「尊‾曽臨望鯵．頂 �一ヽ 表 す「 i●∴∴∴ �時∴ ！‾ �＼主＼し ＿、幸 一二 義蒙襲 �∴÷∵jr∴　∴∴： 率三＿”‘‾i 

●ヽ〇〇〇°＿＿1，，，，，，。，，－ 　　　　　　　◆∴ 欝へ ��� ��用 心一鴫 

軍●∴∴，∵ 巨 　l／二へ“－ 　「∴‾ヽ∴ 子　∴－∴ �‾／とこ ∵「∴ ナ∴三 言∵ � �　＿雷雲釜衰 i‡ ○ 蓋二j �　1＝i－、 霞‾ 

一　子 ���－1 �評茜 

遍J星亨∵∴∴∴∴主 � � � � �経沙1、よこ－ 
′ ����t 

‾ヽ一三十 一∴∴＋∴＋ �����：● 

．ヽ　∴ ����� 

⑭



霊徴ジェットバラ」 培養ントミルクプ吾ント

の画期的な（ミキサー無し）混練システム

○ユニックで移動、標準2tトラック積載OK′

長

l．セメントフレコン投入（lt）　　　圏能力はlDtI時、20t／時以上の

2．セメントのミキシングが抜群　　　　プラントもOK／

3．水対セメント比、0，7：lまで可

4．セメント4t／時まで可

5．セメントミルクは連続製造

6．小型軽量（1．2t）、騒音なし

7．メンテナンスが極めて容易
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サンドキャリーシス吉ム

●超軟弱地盤改良工法
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○サンドキャリーシステム図
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MJPが、敷砂をドライで、直

接吸引し、高濃度で水搬するサ

ンドマット工法で、従来法に比

べ、経済的で安全、かつ省力化

を実現しました。
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差額ジェットI噌÷ クリ”ンシステム

S応用例

澄漂

特長

●ポンプの“つまり持解消

●サクシヨンホースを長く延ばせる

●水中都にポンプを設置できる

●構造は簡単で軽量

●高濃度で流遷しますb

●作業水域を“汚濁”させません。

●“つまり”対策
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自動洗米機

●ヌカはもちろん耐熱性菌や農薬の除去に効果を発揮しますも

ジェット・ポリシヤー
「　Fr㍉一言宮子洋二黒
点日子∵∵十日喜／／／」

特　長

1．ジェット気海がこれからの米研ぎを変える。

特製MJP方式により、お米が割れずヌカをすばやく分離。しか

も、炊き上り後保温しても変色や臭いもしません。

2．水道料・洗米時間を大幅に短縮し経済的。

水道料は従来のl／2－1／4（当社比）。洗米時間も大幅に短縮。低い

水道圧でもOK／

3．省スペース設計で簡単操作。

アジャスター付でコンパクト、狭い所もラクラク収納。マイコン全

自動ですから運転ボタンを押すだけ。

4．うれしいノーメンテナンス。

設置は水道とコンセントをつなぐだけ（工事不要）。シンプルで

オールステンレス製だからめんどうなお手入れは不要e

5．使って便利な予約タイマーとカウンター。

翌々日迄の予約ができ、洗米回数もカウンターでお知らせしますも

◎醸造業における洗米プラントも可能です。
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○システム例　　　　　　　∧ 
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嚢贈エツトパワー 雪ろ過材洗浄リサイクルシス玩ム

●画期的新工法で、ろ過材が新鮮に廷りますを
ろ過材の洗浄リサイクルシステムは、使い捨てであったろ過材を洗浄することにより再使用を可能にする、

全く新しい工法ですこ

現在、ろ過細さ3年に1回程度のサイクルで交換するのか一般的ですがこれにかかる費用は膨大なもので

丸ろ過材の洗浄リサイクルシステムなら簡単な工法で費用もわずか。従来なら廃棄していたろ過材か再使用

できるわけですから、それにともなうコストダウンなどメリットはいうまでもありません。今やろ過材は、捨てる

のではなく再生使用する時代。ろ過材の洗浄リサイクルシステムは、合理的に大幅なコストダウンを実現し討素

洗浄

詩　暴

●ホースさえ持ち込めるスペースがあれば地下室や、大型

機器の持ち込めない場所での作業も可能。ホコリなども

たてず、周囲を汚すこともありません。

●軽量、節水型、作業人員の低減などのメリットを備えて、作

業にかかるコストの大幅な削減を実現。一般工法の40－50

％程度のコストダウンを図ることができます。

●機械化による省力化で、作業時問も大幅に短締。

Sろ過材の洗浄リサイクルシステム

ろ過材取り出し、洗浄、分級システム

TS戸手　－”i＼

藷霊長糞婆整●－・●－i

作業周桑

ろ過材充填システム

満水＿（スプレー碑／プ 　－しリー 　3．7KW 。襲撃等）ぎ 　ー一天プレこ＿＿ －∴三三二 ．．．、．．逆噴射重囲的開聞 �クレーン 言霊で・雷辞 ，ヽ・．● 給水盤登章旧シテナパック ：・●． ：享：；：●・充嘆用ホッパー � 

80A一〇6 8 　40A 騙一㌔語‘・競 　オーバーフロー l国賊ロ �！墨星嵩醒照 　駆動ポンプL＿ （ZZKW）ポンプビット ろ過塔 ：年葦弗∴醤 玉砂利 冊I⑤ilOOd ブースターポンプ（5、5KW） （地下室作業のみ使用） 
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プ享之ジャーボン⊇望塁妄皇

●高圧洗浄事〈プランジャーポンプ〉による
m「∴「‾‾

／

従来、高圧洗浄車は、洗浄・剥離・破砕程度の用途しかありませんでしたかMJP（望月式湿気ジェットポ

ンプ）を接続することにより、ヘドロ・砂・スラッジ等を汲み上げ流送することができます。

また、超高圧を有効に利用し、MJPによる真空発生装置としても応用出来ます。

これらの他にもMJPとのセットによる多くの用途が考えられ、限られたニーズしかなかった高圧洗浄

車に今、多くの新たなニーズが加わりました。

特　長

1．プランジャーポンプ（高圧洗浄車）で固形物（砂

ヘドロ、ビニール等）の汲上、流速が出来ます。

2．プランジャーポンプとMJPによる効率の良い

真空発生装置として利用出来ます。

3．強力湿式サンドブラストにもなりますこ

4．MJPの水中における特性（水中における強力

噴射カ）を利用し、強力水中掘削機としても威

力を発揮しますも

5．従来通り、洗浄・剥離等に使えるのはもちろん

のこと。以上のようにアタッチメントを取り替

えることにより高圧洗浄車の利用範囲が大きく

広がりました。

一一∴輩．∴≡∴∴∴善言緩謹 
洗浄言′’／／∴＼讃麗麗塁薄くのヘドロ、土砂管の寡 MJFヲ禁整う誅っ撤．‘聖ミミ歩（一一一一、＼i’‾〝 諾警轟、什“二ノ、攣輩∵ ！ 「∴∴∴三：薫∴∴虹∴ 崇もでき’また、タンク下罷∴擁／霧襲撃驚繁簡 



、真空発生装置

●あらゆるものを連続吸引

田

MJPマイティサクシヨンは、湿気ジェットポンプ（MJP）

を応用した真空発生装麿で、水ジェットを用いたもので

す。

過去数年間の研究の結果、実用機種として、小型のもの

から、大型のものまで、多くのバリエーションをもつこと

ができました。

特　長

1．常に高真空の連続運転が可能です。

真空廣一780mHg以上

と．液体の連続吸引ができますこ

吸引された液体はジェット水と合流し、タンクを経て、連

続的に機外へ排除されます。

3．粉塵排気の心配がありません。

粉塵などを吸引しても、ジェット水に触れるので集塵効

果大です。

4．騒音、振動などの対策は不要です。

動力源として渦巻ポンプを使用しているので駆音振動が

非常に小さい。

5．清潔な真空が得られます。

循環媒体は水だけです。

6．保守・点検が容易です。

構造が簡単で構成部吊が少ないので故障がほとんどあ

りません。

用　途

1．土木、窪湊、清掃用。
南粘性の泥水、ヘドロ、汚泥の吸揚が容易です。

2．上・下水道。
流砂、汚泥、清適砂などの吸揚が容易です。

3．各分野に於ける脱水、乾燥用。

浦波タンク、泥沼ポンプは不要です。

4．食品板橋用。

輿望パック、真空抽出、バキュームハンドに適し

ています。

5．荷役機械用。
バキュームハンドに遇しています。

6．粉粒体の輸送用。

英霊方式の柳本輸送に、集嬢効果も合あせて効果

的に使用批来ます。
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轟 �「－∴‾‾・一一ヽ： ∴一一　　　∴一∴ �撃曇蕎≡≡≡＼ ヽ∴∴ iiiI≒：麗 ヽ 十＿∴∴三三 竜轍冨三三三‾ ∴∴＋∴∴十三 一暮平ニ；二‾‾ 護喜一しこ珪∴二三 

．雷 雲 告≡ 

千丁－ 

事 �一一∴「、∴ 　道三∴∴∴三善＼ 一、曇霊∴汗 �∴∴－∴一 ＼：ミ二m高 
∴「　一理∴ ∴：∴〔 

重責薫嚢慧蔓要妄選言 

MJPマイティサクシヨンは、水タンク、圧力水ポンプ、MJPで

構成され、タンク内の水を圧力水ポンプで循環させ、循環パイプ

の途中のMJPに圧力水を通すことにより、MJPの吸込側に

真空を発生させる簡単な構造です。

Jノ　　　　　“ 

＿　』垂 

綴→　』 

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 
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多目的吸引掘削楼

〇〇〇日

萱日嗣

捌血が鰯顛
本態システムは、掘削用高圧水で土砂を粉辞し、MJP

（望月式海気ジェットポンプ）で、泥水と砂利・砕石を吸引

し、かつ自動分離を一台の搭載車上で同時に連続して行な

うものです。

駆動源は搭載車のエンジン。泥水でも平気なスラリーポ

ンプの高圧水でMJPを駆動させ、その強力なバキューム

効果で空気とともに泥水、砂利、砕石などを吸引一洗浄一

分離します。

吸引された泥水や固形物は分別分離され、水は再利用の

ため回収楢へ、砂利などの固形物はシューターを経て直接

運搬車に積載されます。

塁∴告諭譲“””、

以上の工程と同時に、スラリーポンプからの高圧水は、噴

射ノズルによって自立する土砂を掘削一粉砕し、霜水管や

他の埋設物を傷つけることなく洗い出します。

そして、吸引一分別された2mm以下の紙砂の脱水も簡単・

同時に行ない、良質の理戻し土として再利用を可能にしま

した。

さらに、埋戻し土、礪圧土の脱水、工事完了後の路上、側

溝、機材の洗浄・清掃や、弁・栓ボックス等の清掃、ろ過砂、ろ

材の吸引・洗浄等何役もの機能を発揮します。



真空指密ろ過システム

●高真空・高精密・大容量のろ過機

足癖三二　輝子∴墨字

本線は、MJPの真空技術を生かして開発した連続高真空による高

精度・高性能なコンパクトタイプろ過装轟です。

フィルタードラム上のろ過綱と珪藻土などのプリコート層によって

液中ろ過を行います。

特　長

■高真空による語密ろ過樵です。

○小型で大書曇を処理します。

○水没型水処理機

○簡単にプレコートします。

Sコンパクトな移動型です。

真空パイプ　雪　目 �� 

ドラム 処理液 �＼ 

丁子∴：ヾ ：∴「 、㌧／グー手へノ 

▲＼＼　　　　　　　ブ／ 

．一一一∴－ 

／　　‡ 

プIjコート膚／　　l」条理擾

1、 

… � �‘　　∴11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ ∴∵「二二一：∴一∴∴∵∴一∴∵∴「： 　　　　　〒 

† 

フィルタードラム

▲　真空発生装置“　　　　重

撞、，遷
玉露デー料至細

I　　　　　　■

プレコートフィーダ
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高真空連結脱水システム

●汚泥・泥水を土と水に分離する
毒

MJPスクリーンドラム（脱水機）とは

MJPスクリーンドラムは、これまで脱水が困難とされていた建設汚泥、シールド汚泥及びヘドロ等の脱水を可能に

した画期的な固液分離脱水機です。

MJPスクリーンドラムは、比較的容易に高真空を得ることのできるMJPと、固液分離に理想的なスクリーンドラ

ムとの組合せにより、高真空連続脱水が出来るものです。

MJPスクリーンドラムは、コンパクトで大きな処理能力を持ち、広範囲の用途に通用できる高真空連続脱水機で克

牽∴膏
だ＿ヘニ∴一室＝「〆

」 ≡繭三三鴇 

一一二千　　　∴　五・∵∴ 

時‾‾‾／‾‾‾責 �」，i㌢ 

鵜高真空で連続脱水が可能です。 �園ランニングコストが安い。 

S小型で脱水効率が高い。 �喜連転操作が簡単です。 

S脱水対象物の範囲が広い。 �S低騒音ですo 

○移動が簡単で作業範囲が広い。 �Sメンテナンスが容易です。 

（2トン車搭載可能） �○故障が殆どありません。 
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CoOI Water Mlxture

eWM製造システム

●高濃度〈石炭・水〉スラリー
MJPの導入により微粉炭のスラリー化を容易にし、製造コストを低減させますb

SMJPによるCWM製造フロー

㊤［醒］四四回
困産

JETRO，January1993

NEW TCHNOLOGY＆　PF）ODUCTS

93－01－007－06

DryTypeCoa間atcrMi加re

M紬同調同朋珊側

TheCentraIResearchInstituteofElectricPowerIndustry，

MJP KaihatsuCo．，Ltd．，Chiyoda Corp．，NOF Corp．and

it°ChuCorp．havejointIy establishedadrygrindingprocess

formanufacturingcoaLWatermixturehel（CWM），a neW

typeoffuelforthemalpowergeneration pIants．

Comparedwiththetraditionalwetmethod．thisnewdry

methodcan reducethemanufacturingCOStbyabout40％．

makingtheCWMfuelverycompetitivewithheavyfueleil．

CoaIavailablein abundant reservesis an oiI－alternative

energyresource，andthe CWM fuelisattracting special

attentionasanewfueIcompatibIewiththeglobaIenviron－

ment．

WettypeCWMmanufacturing methods puIverizecoaI

Withawetm時whiIethedrytypemethodspulverizecoaI

bydrycrushing言Ol10WedbyconvertingintoasIurryform．

ThesepiantsinoperationtodayonacommerCiaIscaIeare

mostlyofthewettypesincesIurryinginthedryprOCeSS

isquited櫛cultbecauseofthewaterrepellentnatureof

PuIverizedcoal．The companies soIved this probIem by

usingafixedairjetpump，deve10Ped by MJP Kaihatsu

thatinstantarleCOUSIymixesandconvertscoaIpulverized

bythedrymethodintoCWMfuel．TheCWMfuelproduced

bythismethodwascombustedinademonstration pIant

attheCentralResearchInstituteofElectricPowerIndustry，

andclearedthetargetvaIuesofaconcentration of70％

andviscos時Oflessthan800cp．

TheeconomicsofthedrysystemwereevaIuateduslng

COmbinationofacoarsegrindingm町afinegrrndingmill

andasuperfinegrindingm帖Theuseofasuperfinegrind－

ing mⅢis necessary for the desired size distribution of

PuIverizedcoaLThisevaluationindicatesthattheadditive

requiredataboutl％ofthemixturemaypossiblydecrease

t00，5％，reSUIting周further cost reduction．

The system∴∴∴子

appearstobemoreadaptabletelarge－SCaIeproduction

fac冊ies言ndicatingmanyadvantagescomparedwiththe

C°nVenti°naiwetprOCeSS．

ThefuturepIanist°COnStruCtaIargescaIedemonstra－

tionplantandtoscarchforpartnerstoconductjointdeve一

10Pment．Ifthesystem perf°rmanceis confirmed with a

Iarge－SCaleplant，ma…facturersw川probabIyswitchover

fromthewettothedryprocess．Further言nthefutuTe言t

maybec。mepOSSibletousethefueIfortheintegratedgas

COmbinedcycIepowergenerationsystemthatispresently

Underresearchanddevel°pmentbytheNewEnergyand

IndustriaITechnolCgyDeveiopmentOrganization〈NEDO）

OfJapan．

Coal ∴∴∴三二 

MJP 

Mixedaitjetpump 
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駆動モ鵜ダー

現在、一般に使用されているモーターは、そのほと

んどが「電気」によるモーターです。また、「電気」の

他には、一部「油圧モーター」や「エアーモーター」

「水圧モーター」等がありますか、これらは使用に際

しての問題点も多く、ごく限られた分野でしか使用

されていないのが現状ですも

これら各種モーターに対して、新しく開発された

「MJP湿気ジェットモーター」は湿気ジェットノズ

ルを使用したまったく新しい「水力（水ジェット）モ

ーター」で克

特　長 湿気ジェットモーター基本構造図

：襲紫蘭護i鮭藍 得られます。200－50．000pm／minも可能です。 　章一 　1 ●使用範囲が大 

．票警力から大勅まで、鯛同容量義塾　－ ） ・≡輩三轟≡三寒二言「： 　＋＋ ．防爆I缶言留麗 水を駆動源としているため、発火・爆発の危険はあり　二°詰 ません。 用途　遜－擬査騎鮭∴！ 

1・器諾罵言用カツタ＿、ドリル日　吉電　器謎：’ ブラシ用の駒モーター。　嵩二誓書「∴㌧一月国書臨 

2・水中における各離礁誼の駒モーター　ー‾　　　告∴類題密輸詣‾霊 
ー∴一㌢電T字でふい＿11－／霊 

内での駒モーター。　　　　　　　　　　速享∴∴ニ‾‾‾三雲㌻‾　∵∴∵「 
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