
●輸入代理店

MUCHシステムのはたらき
❶取水口から油水が入ります。
❷砂・ほこり混じりの油など比
重の重い浮遊物は、シルトコ
アレッサで水から分離されて
シルトチェンバーの底に沈降
します。水は、連絡管を通っ
てオイルコアレッサ内に流れ
こみます。

❸油滴・油膜などの比重の軽い
浮遊物は、オイルコアレッサ
で粗粒化されてオイルチェン
バーの水面に浮かびます。

❹排水口からは 油が除去され
た清澄な水が排出されます。

❶

❷

❸ ❹
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（マッチ）

サンプリング テスト

谷口商会株式会社

小型モデル機を使った実験〔油分〕
Ａ重油・エンジンオイル・河川有機質・炭酸カルシウム（シルト代替物）を乳化させた原水（油分濃度１％
=10000㎎/ℓ）を毎時１m3のペースで通水。処理水の油分濃度は2ppm未満。

導入実績７の実機設置後の性能確認
〔油分および浮遊懸濁物質（SS)〕
高濃度の油や活性白土を含む 過負荷テスト用
原水を通水させ、排水基準をクリアしているこ
とを確認。

無動力油水精密分離機

動力を使うと
故障しやすい

24時間
備えが必要

オイルトラップ、
油水分離槽で
は処理水が排水
基準をクリア
できない

台風などで
大量の油水が
一気に流れてきた
ときに対応
できない

部材交換など
施設のメンテ
ナンスが大変

消耗資材を
使うとランニング
コストが高い

油にシルト
（砂土）が
混じっている

設備の設置
可能面積が
狭い

油の漏流出（ノンポイント汚染）です油の漏流出（ノンポイント汚染）です

汚染源も
量・濃度も

いつ流れてくるかも
不特定な

汚染源も
量・濃度も

いつ流れてくるかも
不特定な

現在 工場敷地、タンクヤード、道路、汚染土壌で大きな問題になっているのは現在 工場敷地、タンクヤード、道路、汚染土壌で大きな問題になっているのは

■販売店

※カタログ掲載の製品につきましては予告なく仕様・規格及び価格の変更をする場合があります。

オイルコアレッサで油水分離
が始まった様子

油水分離した様子 処理水シルトチェンバーに油水が
入ってきた様子

デモ機への通水既存の原水槽

水の注入油の注入

MUCHシステムの特色
1 優れた性能　安定性

2 省力性 経済性

高濃度油分、微細な油滴、シルト混入油なども油水分離します。
前処理・後処理不要で排水基準をクリアできます。
なお 排水基準は、鉱油で5㎎/ℓ未満、動植物油で30㎎/ℓ未満、
浮遊懸濁物質は 日平均150㎎/ℓ未満です

❶無動力自動運転
太陽・風力などの自然エネルギーさえ不要です。水が流れているだけで十分です。

❷「動く」部分が少ないので故障も少なく、定期的に交換する部材もありません。
❸メンテナンスも少なく楽です。
必要なことは、沈降物や油の引き抜きと逆洗のみであり、それも年に数回程
です。しかも運転しながら行えます。

❹設置面積が小さいのに大量処理が可能です。
たとえば 通水量が10ｔ/時（毎秒約３リットル）でも５～7m2程度です。

運転しながら逆洗をしている光景

毎時60ｔ処理可能なS-6型機
を設置している光景

（ ）

製鉄工場のスケールピットにおける
デモ機据付実験〔浮遊懸濁物質（SS)〕
約4ヶ月間の連続運転において、処理水のSS濃度を
10ppm以下におさえつづけた。（原水:～180ppm）

MUCHシステムセパレーターなら24時間態勢で
大量の汚水から高濃度の油分や浮遊懸濁物質（SS）、
砂埃などを精密に除去できます。小型かつメンテ
フリーで消耗資材も動力も不要です。
従って 上記の問題もすべて解決です。

などの問題があるか
らです

なぜなら

E-mail info@taniguti.co.jp

谷口商会検索



導入実績

８. 鉄道車両工場敷地内から流れ出る
　　雨水に含まれる油分の除去（地下埋設型）

７. 工場敷地内から流れ出る
　　雨水に含まれる油分の除去（地下プール型）

６. 基地敷地内から流れ出る
　　雨水に含まれる油分の除去（地下埋設型2ヶ所）

５. 工場排水（含 動植物油）処理（2ヶ所）

４. 空港敷地内から流れ出る
　　雨水に含まれる油分の除去（地下埋設型）

３. 原子力発電所の廃水処理（プール型）

２. 油で汚染された土壌の浄化

１. 地下送油管破裂事故
　　　による浸出油除去（地下埋設型）

処理量規格　毎時10 tまで

油分濃度規格　原水:3000㎎/ℓまで
 ⇒処理水:1㎎/ℓ未満

処理量規格　毎時100 t まで および 150 tまで

油分濃度規格　原水：3000㎎/ℓまで
 ⇒処理水：10㎎/ℓ未満

処理量規格　毎時500 tまで および 700 tまで

油分濃度規格　原水：3000㎎/ℓまで
 ⇒処理水：5㎎/ℓ未満

処理量規格　毎時1300 tまで
油分濃度規格　原水：3000㎎/ℓまで
 ⇒処理水：3㎎/ℓ未満
SS濃度規格　原水：350㎎/ℓまで
 ⇒処理水：20㎎/ℓ未満

処理量規格　毎時2500 tまで

油分濃度規格　原水:3000㎎/ℓまで
 ⇒処理水:1㎎/ℓ未満

処理量規格　毎時20 tまで

油分濃度規格　原水：3000㎎/ℓまで
 ⇒処理水:1㎎/ℓ未満

処理量規格　毎時30 tまで

油分濃度規格　原水：3000㎎/ℓまで
 ⇒処理水:1㎎/ℓ未満

処理量規格　毎時50 tまで

油分濃度規格　3000㎎/ℓまで
 ⇒処理水:1㎎/ℓ未満

Multi -chamber System Separator  Multi -chamber System Separator  

設置現場 オイルコアレッサ

処理後の排水MUCHシステム─流入部─

設置現場 MUCHシステム拡大

事故現場 設置工事 100t用 設置現場 150t用 設置現場

500t用 設置現場 700t用 設置現場 

製造中のオイルコアレッサ 設置現場

設置現場 シルトコアレッサ
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