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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】生ゴミを乾燥することによって臭気を減らす上
、微生物で生ゴミ中の有機物を酸化分解することができ
る生ゴミ処理装置を提供する。
【解決手段】上端近くに生ゴミ入れ口２１が形成されて
いる他、排水口２２を有しているハウジング２と、生ゴ
ミ入れ口２１と連通する生ゴミ処理空間３１１を囲むと
共に、生ゴミ入れ口２１から生ゴミ処理空間３１１に投
入された生ゴミを加熱して該生ゴミが含む水分を蒸発さ
せる処理槽３と、処理槽３内に配置され、生ゴミ入れ口
２１から生ゴミ処理空間３１１に投入された生ゴミを処
理しやすいように攪拌／粉砕する粉砕ブレード４と、生
ゴミ入れ口２１を封止するようにハウジング２に取り付
けられていると共に、処理槽３で蒸発生成した水蒸気を
凝縮させて排水口２２に経由して排出させる凝縮手段６
と、を備える。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上端近くに生ゴミ入れ口が形成されている他、排水口を有しているハウジングと、
　前記生ゴミ入れ口と連通する生ゴミ処理空間を囲むと共に、前記生ゴミ入れ口から前記
生ゴミ処理空間に投入された生ゴミを加熱して該生ゴミが含む水分を蒸発させる処理槽と
、
　前記処理槽内に配置され、前記生ゴミ入れ口から前記生ゴミ処理空間に投入された生ゴ
ミを処理しやすいように攪拌／粉砕する粉砕ブレードと、
　前記生ゴミ入れ口を封止するように前記ハウジングに取り付けられていると共に、前記
処理槽で蒸発生成した水蒸気を凝縮させて前記排水口を経由して排出させる凝縮手段と、
を備えることを特徴とする生ゴミ処理装置。
【請求項２】
　前記凝縮手段は、下ケース部と上ケース部とにより組み立てられた中空ケース体であり
、
　該中空ケース体の中空部と連通するように前記上ケース部に形成された空気入り口及び
空気出口と、前記生ゴミ入れ口を封止できるように前記下ケース部に取り付けられている
と共に、前記生ゴミ処理空間に向かう面が凝縮面となる凝縮プレートと、前記凝縮面に向
かって開口すると共に、前記排水口と連通する凝縮水収容槽と、前記空気入り口より前記
中空部に進入して前記空気出口から排出される空気の流れを加速するように前記空気出口
の近くに取り付けられているファンユニットと、を備えており、
　前記処理槽で蒸発生成した水蒸気が該凝縮面に接触すると前記空気入り口から前記中空
部に進入した空気によって冷却されて液体に凝縮され凝縮水となり、該凝縮水は前記凝縮
水収容槽により収容されて前記排水口から排出されることを特徴とする請求項１に記載の
生ゴミ処理装置。
【請求項３】
　前記凝縮手段は、前記下ケース部に固定されている磁石により前記ハウジングに取り付
けられていることを特徴とする請求項２に記載の生ゴミ処理装置。
【請求項４】
　前記粉砕ブレードは、一端がより高く、他の一端がより低く位置するように斜めに延伸
する軸棒と、前記軸棒の外側でらせん状に湾曲延伸するブレード部と、前記軸棒と前記ブ
レード部とを繋ぐ連結部と、を有し、前記ブレード部が前記軸棒の延伸方向を回転軸とし
て回転するように駆動されて前記生ゴミ入れ口から前記生ゴミ処理空間に投入された生ゴ
ミを処理しやすいように攪拌／粉砕することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれ
か一項に記載の生ゴミ処理装置。
【請求項５】
　前記処理槽の下端には、処理済の生ゴミを排出するゴミ排出口と、該ゴミ排出口の開閉
を制御できるゲートと、が形成されており、
　更に、前記処理槽の下側には、前記ゴミ排出口から排出された処理済の生ゴミを受け取
るゴミ収集槽が配置されていることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に
記載の生ゴミ処理装置。
【請求項６】
　前記ハウジングの外側に露出するように取り付けられているハンドルと、該ハンドルか
ら前記ゲートまで延伸して該ハンドルと前記ゲートとを繋ぐアームと、を備えるレバーを
更に有し、前記ハンドルで前記ゲートを操作することによって前記ゴミ排出口の開閉を制
御できることを特徴とする請求項５に記載の生ゴミ処理装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は生ゴミ処理装置に関し、特に、バイオ式及び乾燥式の機能を併せ持つハイブリ
ッド式の生ゴミ処理装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来の生ゴミ処理機は、バイオ式及び乾燥式の二種類に分けることができる。バイオ式
の生ゴミ処理機は、微生物に適した環境を作り、微生物が生ゴミ中の有機物を酸化分解す
る作用を利用して堆肥を作りだす。一方、乾燥式は温風等による加熱によって、生ゴミ中
の水分を蒸発させ、生ゴミの減量化を図る。
【０００３】
　乾燥式の生ゴミ処理機は生ゴミを減量できるが、乾燥された生ゴミは最終的に焼却され
るので、電気代が掛かるだけでなく、二酸化炭素の排出問題にも関わる。
【０００４】
　一方、バイオ式の生ゴミ処理機は、微生物で生ゴミ中の有機物を酸化分解するので、生
ゴミを処理する時間がかかる上、臭気もきつく、室内に設置することができない。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来の生ゴミ処理機の問題点に鑑みて、本考案は生ゴミを乾燥することによって臭
気を減らす上、微生物で生ゴミ中の有機物を酸化分解することができる生ゴミ処理装置の
提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成すべく、本考案は、上端近くに生ゴミ入れ口が形成されている他、排水
口を有しているハウジングと、前記生ゴミ入れ口と連通する生ゴミ処理空間を囲むと共に
、前記生ゴミ入れ口から前記生ゴミ処理空間に投入された生ゴミを加熱して該生ゴミが含
む水分を蒸発させる処理槽と、前記処理槽内に配置され、前記生ゴミ入れ口から前記生ゴ
ミ処理空間に投入された生ゴミを処理しやすいように攪拌／粉砕する粉砕ブレードと、前
記生ゴミ入れ口を封止するように前記ハウジングに取り付けられていると共に、前記処理
槽で蒸発生成した水蒸気を凝縮させて前記排水口を経由して排出させる凝縮手段と、を備
えることを特徴とする生ゴミ処理装置を提供する。
【０００７】
　上記生ゴミ処理装置において、前記凝縮手段は、下ケース部と上ケース部とにより組み
立てられた中空ケース体であり、該中空ケース体の中空部と連通するように前記上ケース
部に形成された空気入り口及び空気出口と、前記生ゴミ入れ口を封止できるように前記下
ケース部に取り付けられていると共に、前記生ゴミ処理空間に向かう面が凝縮面となる凝
縮プレートと、前記凝縮面に向かって開口すると共に、前記排水口と連通する凝縮水収容
槽と、前記空気入り口より前記中空部に進入して前記空気出口から排出される空気の流れ
を加速するように前記空気出口の近くに取り付けられているファンユニットと、を備えて
おり、前記処理槽で蒸発生成した水蒸気が該凝縮面に接触すると前記空気入り口から前記
中空部に進入した空気によって冷却されて液体に凝縮されて凝縮水となり、該凝縮水は前
記凝縮水収容槽により収容されて前記排水口から排出されるように構成されることが好ま
しい。
【０００８】
　上記生ゴミ処理装置において、前記凝縮手段は、前記下ケース部に固定されている磁石
により前記ハウジングに取り付けられていることが好ましい。
【０００９】
　上記生ゴミ処理装置において、前記粉砕ブレードは、一端がより高く、他の一端がより
低く位置するように斜めに延伸する軸棒と、前記軸棒の外側でらせん状に湾曲延伸するブ
レード部と、前記軸棒と前記ブレード部とを繋ぐ連結部と、を有し、前記ブレード部が前
記軸棒の延伸方向を回転軸として回転するように駆動されて前記生ゴミ入れ口から前記生
ゴミ処理空間に投入された生ゴミを処理しやすいように攪拌／粉砕するように構成される
ことが好ましい。
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【００１０】
　上記生ゴミ処理装置において、前記処理槽の下端に処理済の生ゴミを排出するゴミ排出
口と、該ゴミ排出口の開閉を制御できるゲートと、が形成されており、更に、前記処理槽
の下側に前記ゴミ排出口から排出された処理済の生ゴミを受け取るゴミ収集槽が配置され
ていることが好ましい。
【００１１】
　上記生ゴミ処理装置において、前記ハウジングの外側に露出するように取り付けられて
いるハンドルと、該ハンドルから前記ゲートまで延伸して該ハンドルと前記ゲートとを繋
ぐアームと、を備えるレバーを更に有し、前記ハンドルで前記ゲートを操作することによ
って前記ゴミ排出口の開閉を制御できるように構成されることが好ましい。
【考案の効果】
【００１２】
　上記構成により、本考案の生ゴミ処理装置は、上端近くに生ゴミ入れ口が形成され、該
生ゴミ入れ口を封止するように取り付けられている凝縮手段と、前記生ゴミ入れ口から前
記生ゴミ処理空間に投入された生ゴミを加熱して該生ゴミが含む水分を蒸発させる処理槽
と、前記生ゴミ処理空間に投入された生ゴミを処理しやすいように攪拌／粉砕する粉砕ブ
レードと、を備えているので、粉砕ブレードにより粉砕されると共に処理槽により加熱さ
れた生ゴミに含まれていた水分が蒸発して上昇すると凝縮手段により液体に凝縮されて排
水口を経由して排出されるので、水分が減らされたために臭気が抑えられた生ゴミが処理
槽で微生物によって分解されるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案の生ゴミ処理装置の好ましい実施形態の外部構成が示されている斜視図で
ある。
【図２】本考案の生ゴミ処理装置の好ましい実施形態の内部構成が示されている分解図で
ある。
【図３】本考案の生ゴミ処理装置の好ましい実施形態の内部構成が示されている断面図で
ある。
【図４】本考案の生ゴミ処理装置における処理槽の加熱構造が示されている説明図である
。
【図５】本考案の生ゴミ処理装置における生ゴミ入れ口の開かれた状態が示されている斜
視図である。
【図６】本考案の生ゴミ処理装置が生ゴミを処理するようすが示されている断面図である
。
【図７】本考案の生ゴミ処理装置における凝縮手段の働きが示されている一部断面図であ
る。
【図８】本考案の生ゴミ処理装置における処理槽から処理済の生ゴミを排出する状態が示
されている断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
　以下では各図面を参照しながら、本考案の好ましい実施形態について詳しく説明する。
図１は本考案の生ゴミ処理装置の好ましい実施形態の外部構成が示されている斜視図であ
り、図２は本考案の生ゴミ処理装置の好ましい実施形態の内部構成が示されている分解図
であり、そして図３は本考案の生ゴミ処理装置の好ましい実施形態の内部構成が示されて
いる断面図である。
【００１５】
　以下の説明では図１における手前側を図示の生ゴミ処理装置の前側とし、裏側を該生ゴ
ミ処理装置の後側とし、そして上側および下側は読者の視点から見た上下であると共に、
重力関係の上下でもある。
【００１６】
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　図示のように、本考案は、ハウジング２と、該ハウジング２内に斜めに配置されている
処理槽３と、処理槽３内に配置されている粉砕ブレード４と、駆動手段５と、凝縮手段６
と、ゴミ収集槽７と、を備えている。
【００１７】
　ハウジング２は、上端面に生ゴミ入れ口２１として開口が形成された中空の略長方体で
あって、その後端面の下端側に排水口２２を有している。
【００１８】
　処理槽３は、互いに向き合って平行である一対の側面壁３１と、断面がＵ字形になって
該一対の側面壁３１を繋ぐ底面壁３２と、一対の側面壁３１及び底面壁３２に対応して、
前後両側にそれぞれ配置されている前壁３３と後壁３４とを備えることによって、上方開
口の生ゴミ処理空間３１１を囲むと共に、前壁３３がより高く、後壁３４がより低く位置
するように斜めに配置されている。この実施形態において、底面壁３２は図４に示されて
いるように、加熱プレート３２１と、加熱プレート３２１の外側に張られている保温シー
ト３２２と、保温シート３２２の外側に更に張られている断熱シート３２３と、からなる
三層構造になっていて、生ゴミ処理空間３１１に投入された生ゴミを加熱する加熱手段の
機能を有するが、加熱手段の機能を側面壁３１や前壁３３、後壁３４に持たせることも可
能であり、そして生ゴミ処理空間３１１内に独立した加熱手段を設けることも可能である
。
【００１９】
　粉砕ブレード４は処理槽３の生ゴミ処理空間３１１に配置されており、前端４１１と後
端４１２とがそれぞれ処理槽３の前壁３３と後壁３４とに取り付けられていると共に、該
前壁３３及び後壁３４に対して直交するように斜めに延伸する軸棒４１と、軸棒４１の外
側でらせん状に湾曲延伸するブレード部４２と、軸棒４１とブレード部４２とを繋ぐ連結
部４３と、を有し、駆動手段５の駆動に応じてブレード部４２が軸棒４１の延伸方向を回
転軸として回転して、生ゴミ処理空間３１１に投入された生ゴミを処理しやすいように攪
拌／粉砕することができる。
【００２０】
　駆動手段５は、処理槽３の下方の後方側に配置されており、モータ５１と、減速機５２
と、減速機５２と軸棒４１の後端４１２との間に掛け渡されているチェーン５３と、を有
し、粉砕ブレード４を回転駆動することができる。ちなみに、加熱手段としての加熱プレ
ート３２１は、粉砕ブレード４と共に駆動されるように構成されることができる。
【００２１】
　凝縮手段６は、下ケース部６１と上ケース部６３とにより組み立てられた中空ケース体
であり、下ケース部６１は中空枠体６１０と中空枠体６１０に取り付けられている凝縮プ
レート６２とからなり、上ケース部６３は下方に向かって開口すると共に下ケース部６１
に固定できるように皿状に形成されている。
【００２２】
　上ケース部６３は、下ケース部６１と上ケース部６３とにより組み立てられた中空ケー
ス体の中空部６３０と連通するように形成された空気入り口６３１及び空気出口６３２を
有している。更に、空気入り口６３１より中空部６３０に進入して空気出口６３２から排
出される空気の流れを加速するファンユニット６４が空気出口６３２の近くに取り付けら
れている。
【００２３】
　下ケース部６１の凝縮プレート６２は、生ゴミ入れ口２１を封止できるように取り付け
られていると共に、生ゴミ処理空間３１１に向かう面が凝縮面６２１となる。
【００２４】
　下ケース部６１の中空枠体６１０の一端部（この実施形態では裏側の端部）がハウジン
グ２に回動可能に取り付けられている（図５参照）と共に、該一端部以外の部分は中空枠
体６１０に固定されている磁石６６によってハウジング２に吸着されている。また、下ケ
ース部６１には凝縮プレート６２の凝縮面６２１に向かって開口すると共に、ハウジング
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２の後端側で上下に延伸する送水パイプ６５を経由してハウジング２の排水口２２と連通
する凝縮水収容槽６１１が形成されている。
【００２５】
　この構成によって、処理槽３の加熱によって生ゴミから蒸発生成した水蒸気が上昇して
凝縮面６２１に接触すると、凝縮面６２１を介して上ケース部６３の中空部６３０を通過
する空気と熱交換を行って冷却されて液体に凝縮され、そして凝縮面６２１で凝縮された
凝縮水は凝縮水収容槽６１１により収容されて排水口２２から排出される。更に、下ケー
ス部６１に磁石６６が固定されているので、磁石６６の吸着力によって生ゴミ入れ口２１
をより確実に封止することができる。
【００２６】
　ゴミ収集槽７は処理槽３の下方の前方側に配置されており、処理槽３側に向かって開口
して処理槽３から排出される処理済の生ゴミを受け取ることができる。
【００２７】
　処理槽３はゴミ収集槽７に対応して、その下端にある底面壁３２の前壁３３寄りの部分
に、処理済の生ゴミをゴミ収集槽７に排出するゴミ排出口３１２と、該ゴミ排出口３１２
の開閉を制御できるゲート３１３と、が形成されている。
【００２８】
　また、ゲート３１３の制御は、ハウジング２の外側に露出するように取り付けられてい
るハンドル２３１と、該ハンドル２３１からゲート３１３まで延伸して該ハンドル２３１
とゲート３１３とを繋ぐアーム２３２と、を備えるレバー２３によって、ハンドル２３１
を引いたり押したりすることで行われる。
【００２９】
　続いて、図５～図７を参照して本考案の使用方法について説明する。
【００３０】
　まずは図５に示されているように、ハウジング２に回動可能に取り付けられている凝縮
手段６を動かして生ゴミ入れ口２１を開いて、生ゴミ入れ口２１を経由して生ゴミを処理
槽３の生ゴミ処理空間３１１に投入する。初めて生ゴミを投入する時は、生ゴミを分解す
る微生物を生ゴミと共に投入する。
【００３１】
　生ゴミの投入が完了すると、図６に示されているように凝縮手段６を閉めて生ゴミ入れ
口２１を封止してから、駆動手段５を起動して、粉砕ブレード４で生ゴミ処理空間３１１
に投入された生ゴミを処理しやすいように粉砕しながら、加熱手段としての加熱プレート
３２１で生ゴミ処理空間３１１に投入された生ゴミを加熱する。
【００３２】
　生ゴミ処理空間３１１内の微生物が加熱プレート３２１の加熱により活性化されて生ゴ
ミを分解する一方、図７に示されているように、生ゴミ処理空間３１１に投入された生ゴ
ミが含む水分の一部は加熱プレート３２１の加熱で蒸発して上昇して凝縮面６２１に接触
し、凝縮面６２１を介して上ケース部６３の中空部６３０を通過する空気と熱交換を行っ
て冷却されて液体に凝縮される。このように凝縮面６２１で凝縮された凝縮水は凝縮水収
容槽６１１により収容されて排水口２２から排出される。これにより生ゴミ処理空間３１
１に蓄積される生ゴミの体積も水分が排出されたことによって減少するようになる。
【００３３】
　また、図８に示されているようにある程度の使用で生ゴミ処理空間３１１に蓄積される
処理済の生ゴミの量が溜まると、レバー２３を引いてゲート３１３を開くことで、生ゴミ
処理空間３１１に蓄積されている処理済の生ゴミの一部をゴミ排出口３１２を経由してゴ
ミ収集槽７に排出する。この時、駆動手段５を起動して粉砕ブレード４を動かすと、粉砕
ブレード４の攪拌効果で生ゴミの排出を加速することができる。ゴミ収集槽７で収集した
処理済の生ゴミは、例えば堆肥として使用することができる。
【００３４】
　上記本考案の生ゴミ処理装置は、以下の利点を備える。
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【００３５】
　まず、粉砕ブレード４は斜めに延伸する軸棒４１と、軸棒４１の外側でらせん状に湾曲
延伸するブレード部４２と、を有しているので、軸棒４１をその延伸方向を回転軸として
回転させると、生ゴミ処理空間３１１に投入された生ゴミを攪拌しながらより効率的に粉
砕することができる。
【００３６】
　また、処理槽３及び粉砕ブレード４はハウジング２内に斜めに配置されているので、回
転する粉砕ブレード４によって持ち上げられた処理槽３内の生ゴミが重力によってまた下
に落ちるので、これを繰り返すことにより攪拌効果が向上し、微生物の分解効果及び加熱
手段による加熱効果をより効率的にすることができる。
【００３７】
　更に、凝縮手段６に空気入り口６３１より中空部６３０に進入して空気出口６３２から
排出される空気の流れを加速するファンユニット６４が取り付けられているので、凝縮手
段６による冷却効果が向上する。
【００３８】
　この他、磁石６６の使用により凝縮手段６は磁石６６の吸着力によってしっかりハウジ
ング２の上端に吸着されるので、生ゴミ入れ口２１をより確実に封止することができると
共に、生ゴミ入れ口２１を開けたい時も簡単に開けることができる。
【００３９】
　従って、本考案は生ゴミを加熱する処理槽３と、処理槽３内に配置されて生ゴミを攪拌
／粉砕できる粉砕ブレード４と、処理槽３の上方に配置されている凝縮手段６と、の協働
で生ゴミを乾燥させながら分解できるので、生ゴミの減量と再利用とができると共に、臭
気の発生を抑えることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　上記構成により、本考案の生ゴミ処理装置は、上端近くに生ゴミ入れ口が形成され、該
生ゴミ入れ口を封止するように取り付けられている凝縮手段と、前記生ゴミ入れ口から生
ゴミ処理空間に投入された生ゴミを加熱して該生ゴミが含む水分を蒸発させる処理槽と、
前記生ゴミ処理空間に投入された生ゴミを処理しやすいように攪拌／粉砕する粉砕ブレー
ドと、を備えているので、粉砕ブレードにより粉砕されると共に処理槽により加熱された
生ゴミに含まれている水分が蒸発して上昇すると凝縮手段により液体に凝縮されて排水口
を経由して排出されるので、水分が減らされたため臭気が抑えられた生ゴミが処理槽で微
生物によって分解されるようになる。
【符号の説明】
【００４１】
２　ハウジング
２１　生ゴミ入れ口
２２　排水口
２３　レバー
２３１　ハンドル
２３２　アーム
３　処理槽
３１　側面壁
３１１　生ゴミ処理空間
３１２　ゴミ排出口
３１３　ゲート
３２　底面壁
３２１　加熱プレート
３２２　保温シート
３２３　断熱シート
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３３　前壁
３４　後壁
４　粉砕ブレード
４１　軸棒
４１１　前端
４１２　後端
４２　ブレード部
４３　連結部
５　駆動手段
５１　モータ
５２　減速機
５３　チェーン
６　凝縮手段
６１　下ケース部
６１０　中空枠体
６１１　凝縮水収容槽
６２　凝縮プレート
６３　上ケース部
６３０　中空部
６３１　空気入り口
６３２　空気出口
６４　ファンユニット
６５　送水パイプ
６６　磁石
７　ゴミ収集槽
【図１】 【図２】
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