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M-floc FM 既存技術との比較資料 

 

１．既存処理との比較 

 

１）既存技術 

①概要   

排水処理の基礎となるのが凝集処理で一般的に使用される薬剤が PAC（ポリ塩化アルミニウ

ム）と高分子凝集剤の併用です。 通常の処理としては pH の事前処理を行い、次に PAC で凝

集処理を行い凝集フロックの粗大化・沈降処理を行うために高分子凝集剤を使用します。 最後

に処理水の pH によって、中和処理を行います。 

 

②概略処理方法   

pH 調整⇒PAC 処理⇒高分子凝集剤⇒pH 調整⇒排水 

 

③既存技術の問題点 

i. 油系、塗料系廃水の処理が難しい 

ii. 適正添加以上の添加で水質の劣化が生じる 

iii. 反応時間が⾧い 

iv. ｐH の適用範囲が狭い 

v. 脱水性能が悪い 

 

２）特殊凝集剤 M-floc FM 

①概要   

既存技術の問題点を解決すべく開発された凝集剤です。  

 

②概略処理方法 

i. １剤にて処理を行います。 

ii. ｐH に関して:原水水質にもよりますが、基本的にｐH 調整は不要です。（ｐH 範囲は

4-11）ただし、強アルカリまたは強酸性の場合は中和が必要です。（原水水質によってはｐ

H 調整を行うことにより、凝集効果を高めることがあります） 

iii. PAC に関して:基本的に必要ありません。 

iv. 凝集処理によって、ｐH の変動はほとんどありません。 
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③⾧所 

一般的な凝集処理剤（PAC・PAM）の効果に加え以下の効果が確認されています。 

1. 油系、塗料系廃水の処理が可能 

対応が困難な“乳化油含有排水“等のエマルジョン油分を凝集させることが出来ます。また、水性

塗料廃水の凝集効果も可能です。 

2. 最低限の処理設備で対応が可能 

凝集処理は 1 剤での凝集処理が可能なため、凝集処理工程を簡素化できます。（投入槽・沈

降槽）。さらに、凝集塊が大きく、凝集速度が高速なため、沈降槽の大幅な縮小が可能です。 

3. 既存設備との組み合わせが可能 

処理工程はシンプルなため、現有設備がある場合、薬品投入機の増設のみで導入可能です。 

4. 脱水性能が良い 

汚泥の脱水性が良く、汚泥の減容化が可能になります。 

5. 高分子の含有が少ないために処理水の再利用劣化が少ない 

    反応が早く後段への影響がありません。また後段に膜処理を行う場合にも、膜表面でのファウリン

グ等が発生しません。 

 

３）まとめ 
 M-floc FM 既存の凝集剤（PAC+高分子） 

凝集性 
即時に凝集する（１～5 分の強攪拌）凝集と沈

降が早いために大きな沈降槽が不要 

数時間単位の凝集と沈降時間が必要なために大

型の反応槽と沈降槽が必要となる 

油分の凝集 
技術的に困難であったノルマルヘキサン（鉱物・動

植物油）も凝集できる 

油分の凝集は困難であり追加設備等の排水処理

が必要。  

設備 
凝集処理速度と凝集能力により簡易的な設備だ

けで処理が可能 

反応から沈降まで能力が弱く時間を要するために大

型で複数の処理槽が必要となる 

中和 
中性のために添加後に原水の PH に影響が少ない

ため、再 PH 調整が不要 

添加後に酸性よりに PH が変動するために凝集処

理後に再度、中和調整が必要となる 

PH 調整 
凝集する PH 範囲が広いために原水が変動する場

合も事故がおきない 

凝集する PH の範囲が狭いために原水が変動する

時はシビアな調整が必要となる 

フロック強度 強固で再分解しないフロックを形成 1 度形成したフロックが小さく潰れやすい 

フロック粘性 
粘性が弱く処理が容易（脱水性が高いために廃棄

汚泥物の量が削減される） 

粘性が強く処理が困難（脱水性が低いために廃棄

汚泥物の量が多い） 

管理 過剰添加でも水質の劣化等の問題は発生しない 過剰な添加により水質の劣化と COD の上昇 

再利用 水質劣化の影響が少ないために再利用が可能 
処理後の再利用水の水質影響があり、何度も再

利用ができない 
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２．無機凝集剤の特徴を生かした導入事例 

１）事例１  PAC+高分子では凝集が困難な廃水への処理対応 

【概要】   乳化剤等のエマルジョン廃水 

【廃水量】 40m3/月 

【現状】   ローリー引取り（PAC/PAM では処理不能） 

       産廃処分費 27,000 円/トン 

【処理後】  M-floc FM にて社内処理 

         投入量 400mg/L（汚泥発生量 0.8 トン/月） 

 

 

       原液         凝集処理後 

 

 【水質分析】 

 原液 処理後 

浮遊物質（mg/L） 42 3 

ｐH 7.6 8.1 

COD（mg/L） 28 17 

n-ヘキサン（mg/L） 8.8 1.2 

鉛（mg/L） 0.083 ND 

 

 【1 月当たりのコスト比較】 

 現状 処理後 

産廃処分費 1,080,000 円/月 21,600 円/月 

M-floc FM ― 19,200 円/月 

合計 1,080,000 円/月 40,800 円/月 

  ※M-floc FM 添加量 100％×0.4g/L ＠1200 円/㎏（市場価格） 
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２）事例２  PAC+高分子では凝集が不十分な処理の対応 

【概要】  水溶性塗料廃水（インク粒子が小さい排水） 

【廃水量】 100m3/日 

【現状】   PAC/PAM で処理後、蒸発処理後、凝集水を再利用 

【処理後】 M-floc FM にて凝集処理 

         投入量 500mg/L 

 

原液 PAC/PAM 処理水 M-floc FM 処理水 

   

 
透明性なし 

後処理が必用 

透明性あり 

再利用可能 

 

【1 日当たりのコスト比較】 

 現状 変更後 

PAC 7,500 円/日 ― 

PAM 3,600 円/日 ― 

蒸発処理 120,000 円/日 ― 

M-floc FM ― 60,000 円/日 

合計 131,100 円 60,000 円/日 

  ※PAC 添加量 5％PAC×５g/L ＠30 円/㎏ 

  ※PAM 添加量 0.1％PAM×5g/L ＠720 円/㎏ 

  ※M-floc FM 添加量 100％×0.5g/L ＠1200 円/㎏（市場価格） 
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３）事例 3   

【概要】   繊維工場からのエマルジョン廃水 

【廃水量】 10m3/時間 

【現状】  素掘り PIT で地下浸透（PAC/PAM では処理不能） 

【処理後】  M-floc FM にて処理 

         投入量 200mg/L（汚泥発生量 0.2 トン/h） 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理前                         M-floc FM 投入後 

 

 【水質分析】 

 原液 処理後 

浮遊物質（mg/L） 670 90 

ｐH 5.7 5.8 

COD（mg/L） 1,300 400 

n-ヘキサン（mg/L） 6,700 ＜１ 

鉛（mg/L） 5.1 0.13 

 

【1m3 当たりのコスト】 

  ※M-floc FM 添加量 100％×0.2g/L×10m3/ｈ＝2 ㎏/ｈ  

＠1200 円/㎏（市場価格）×２㎏＝2,400 円/㎏ 
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３．投入設備に関して 

 １）M-floc FM 処理方法 

   

 
    ※M-floc FM は各種薬剤を必要とせず、1 剤にて凝集処理を行うことが可能です。 

     これにより、設備の小規模化、簡略化が可能になります。 

 

２）投入設備に関して 

   M-floc FM は、原液に対して粉体での投入が必要です（溶解投入不要）。したがって、粉体投

入機が必要になります。 

 

        

   ※ホッパーを増設し、凝集剤容量を増やすことが可能です。 

凝集剤容量（L） 10L 

寸法 （ｍｍ） L278 W520 H950 

重量  （㎏） 約 30 ㎏（制御盤除く） 

電源 単相 10V（0.09kw） 

投入能力 1～10 ㎏/ｈ 



                         2020 年 2 月 4 日 

                           雅環境ソリューション                          

Doc.ＭＳ290120-000 

 Miyabi Kankyou Solution 

４．コスト比較概算 

    M-floc FM は、単純に PAC/PAM の用途を置き換えるものではなく、PAC/PAM では処理が不

十分、処理不能、または設備の簡素化（スポット対応）、汚泥減容化等の目的で使用される凝

集剤の位置づけと考えています。 

    したがって、これまでの導入実績も、既存の PAC/PAM を置き換えた実績は些少です。 

     

以下は、仮に PAC/PAM で処理可能な排水に M-Floc FM を使用した場合のシミュレーション

です。 

 

 １．PAC・PAM 使用の場合 

    PAC＠30 円/㎏ （5％品の添加量を 5g/L とする） 

    PAM＠720 円/㎏（0.1％品の添加量を 5g/L とする） 

    汚泥処分費＠27,000 円/ｔ（汚泥発生量を 10％とする） 

 

    この場合の原液１m3 当たりの処理コストは、 

    PAC:5g/L×5％×30 円/㎏＝7.5 円/m3・・・・・・・・・・・・・a 

    PAM:5g/L×0.1％×720 円/㎏＝3.6 円/m3・・・・・・・・・・ｂ 

     汚泥処分費:27,000 円/ｔ×10％＝2,700 円/m3・・・・・・ｃ 

    よって 

    排水 1m3 あたりの処理コストは、2,711 円/m3 

 

２．M-floc FM 使用の場合 

   M-floc FM＠1,200 円/㎏（100％品の添加量を 0.2g/L とする） 

   汚泥処分費＠27,000 円/ｔ（汚泥発生量を 7％とする） 

 

   この場合の原液１m3 当たりの処理コストは、 

    M-floc FM:0.2g/L×1,200 円/㎏＝240 円/m3・・・・・・・ｄ 

     汚泥処分費:27,000 円/ｔ×7％＝１,890 円/m3・・・・・・・・e 

    よって 

    排水 1m3 あたりの処理コストは、2,130 円/m3 

 

以上 


