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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転駆動軸に複数本の回転粉砕羽根が取付けられた回転粉砕羽根ユニットが処理槽内に
配設され、被処理物である廃鶏類等の生物系廃棄物を回転粉砕させながら高温熱風と好気
性細菌の作用によって、前記生物系廃棄物を発酵処理する生物系廃棄物の処理装置であっ
て、
　前記処理槽を構成する断面半円状の底板には、刃板部が前記回転駆動軸の軸心に対して
直交する複数の固定粉砕刃が取付けられ、この固定粉砕刃は、前記処理槽の底板に固定さ
れる固定板部と、当該固定板部から起立した刃板部とからなって、前記固定板部における
回転粉砕羽根の回転方向に沿って手前側に位置する端面は、当該端面に当接した被処理物
が回転粉砕羽根の回転によって刃板部の側に移動するように、前記回転駆動軸の軸心に対
して傾斜し、前記刃板部における回転粉砕羽根の回転方向に沿って手前側に位置する端面
は、前記固定板部の板面に対して手前下がり傾斜しおり、
　更に前記回転粉砕羽根は、このものにおける粉砕刃体の刃幅寸法が、回転駆動軸側を大
きく、先端側を小さくなるように形成されていることを特徴とする生物系廃棄物の処理装
置。
【請求項２】
　前記処理槽の底板に固定された複数の固定粉砕刃は、展開状態において千鳥状に配置さ
れていることを特徴とする前記請求項１に記載の生物系廃棄物の処理装置。
【請求項３】
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　前記回転粉砕羽根は、先端部に処理槽の底板面との間で粉砕された被処理物を磨り潰す
ための断面略円形の磨潰し具が設けられていることを特徴とする前記請求項１または２記
載の生物系廃棄物の処理装置。
【請求項４】
　前記生物系廃棄物を発酵処理するにあたっては、前記処理槽内に前記生物系廃棄物を投
入し、好気性細菌及び水分調整材を添加、混合した後、高温熱風を吹き込んで処理槽内温
度を９０℃から１２０℃に維持した状態で、前記生物系廃棄物、好気性細菌、及び水分調
整材の混合物を前記固定粉砕刃と回転粉砕刃との作用により、回転粉砕、攪拌しながら発
酵処理を行い、前記生物系廃棄物を肥料化することを特徴とする前記請求項１、２または
３記載の生物系廃棄物の処理装置。
【請求項５】
　前記好気性細菌は、アクチノマイセス属の放線菌を主体とする高温耐性菌であることを
特徴とする前記請求項４に記載の生物系廃棄物の処理装置。
【請求項６】
　前記水分調整材は、長さ３ｍｍから１５ｍｍ、幅１ｍｍから３ｍｍ、厚さ２ｍｍから５
ｍｍの大きさの木片チップであって、温度１４０℃から２５０℃、圧力４．９×１０5 Ｐ
ａから９．８×１０5 Ｐａの水蒸気条件下で３０分から１２０分処理して得られた半炭化
状態の前記好気性細菌用担体であることを特徴とする前記請求項４または５記載の生物系
廃棄物の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に廃鶏等の生物系廃棄物を高温耐性菌により高温発酵処理して肥料化（堆
肥化）する生物系廃棄物の処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　手軽に調理できて栄養価も高い卵は、日常の食卓には欠かせない食材となっているが、
特に、養鶏技術等の進歩により最近では卵を安価に入手できるため、卵の消費量は非常に
高い。また、鶏肉を常食する食文化を持つ地域だけでなく、牛肉等から鶏肉を好む健康志
向の消費者も世界的に増加し、鶏肉の消費量も増加している。養鶏施設では多量の鶏を飼
育しているが、それに伴い廃鶏（死鶏）の発生数、その処理数も多い。養鶏施設では、廃
鶏の発生は不可避であり、その処理方法は大きな問題となっている。従来の廃鶏処理方法
としては、地中に埋めて廃棄する、産業廃棄物処理業者に依頼する、或いは、特許文献１
に記載されるように、そのまま鶏糞に混入させて堆肥化する等の方法が実施されてきた。
しかし、地中に埋めて廃棄する場合には、まず、その廃棄場所として膨大な敷地面積が必
要であり、限られた敷地面積では廃鶏の廃棄量に限界がある。次に、廃鶏を地中に埋めれ
ば土壌汚染や地下水汚染等の問題を生ずるおそれがある。更に、産業廃棄物処理業者に依
頼するのは、廃鶏を引き取ってもらうまでに時間がかかり、引き取ってもらうまで廃鶏を
収容する場所も要する。手間もコストもかかる。また、廃鶏を鶏糞に混入させて堆肥化す
ると、前記鶏糞の成分にばらつきがあるため、得られた堆肥の成分にもばらつきが生じる
。更に、いずれの方法も、環境衛生上の問題、即ち廃鶏の死因が病原性微生物である等の
場合において、病原性微生物が拡散して感染地域が拡大してしまう可能性を否定できない
。
【特許文献１】特開２００２－２１０４３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、簡便かつ衛生的に、廃鶏等の生物系廃棄物を高温処理して肥料化できる生物
系廃棄物の処理装置を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　上記の課題を解決するための請求項１記載の発明は、回転駆動軸に複数本の回転粉砕羽
根が取付けられた回転粉砕羽根ユニットが処理槽内に配設され、被処理物である廃鶏類等
の生物系廃棄物を回転粉砕させながら高温熱風と好気性細菌の作用によって、前記生物系
廃棄物を発酵処理する生物系廃棄物の処理装置であって、前記処理槽を構成する断面半円
状の底板には、刃板部が前記回転駆動軸の軸心に対して直交する複数の固定粉砕刃が取付
けられ、この固定粉砕刃は、前記処理槽の底板に固定される固定板部と、当該固定板部か
ら起立した刃板部とからなって、前記固定板部における回転粉砕羽根の回転方向に沿って
手前側に位置する端面は、当該端面に当接した被処理物が回転粉砕羽根の回転によって刃
板部の側に移動するように、前記回転駆動軸の軸心に対して傾斜し、前記刃板部における
回転粉砕羽根の回転方向に沿って手前側に位置する端面は、前記固定板部の板面に対して
手前下がり傾斜しおり、更に前記回転粉砕羽根は、このものにおける粉砕刃体の刃幅寸法
が、回転駆動軸側を大きく、先端側を小さくなるように形成されていることを特徴として
いる。
【０００５】
　請求項１記載の発明によれば、処理槽を構成する断面半円状の底板に、多数の固定粉砕
刃が取付けられ、該固定粉砕刃の刃板部が回転駆動軸の軸心に対してほぼ直交するように
底板から起立しているため、回転粉砕羽根ユニットの多数本の回転粉砕羽根が回転すると
、処理槽内の生物系廃棄物の混合物は断面半円状の底板に沿って連れ廻され、その途中で
多数の前記固定粉砕刃に引っ掛かって粉砕されていくので、前記固定粉砕刃がない場合と
比較して前記生物系廃棄物の粉砕効率が向上して、発酵処理が促進される。
【０００６】
　また、前記処理槽内において回転粉砕羽根の回転により連れ廻される被処理物の生物系
廃棄物が、底板に固定された多数の固定粉砕刃に当接すると、固定粉砕刃を構成する固定
板部の手前側の端面が上記のように傾斜しているため、連れ廻り回転されている被処理物
は、固定粉砕刃の刃板部の側に移動させられて、粉砕頻度が増す。従って、被処理物の粉
砕効率が向上する。
【０００７】
　更にまた、固定粉砕刃を構成する固定板部の手前側の端面が上記のように傾斜し、かつ
刃板部の手前側の端面が上記のように前傾しているために、前記固定板部の端面が回転駆
動軸の軸心に平行で、前記刃板部の端面が前記固定板部の板面に対して垂直である場合と
比較して、被処理物が固定粉砕刃に衝突する際の衝突力が緩和されて、衝突力によって処
理槽の底板に固定されている固定粉砕刃が外れなくなる。
【０００８】
　請求項２記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記処理槽の底板に固定され
た多数の固定粉砕刃は、展開状態において千鳥状に配置されていることを特徴としている
。
【０００９】
　請求項２記載の発明によれば、回転粉砕羽根ユニットの回転時において、多数の固定粉
砕刃に対して被処理物が分散して衝突するために、各回転粉砕羽根の回転抵抗が均一とな
って、被処理物をスムーズに粉砕できる。
【００１０】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記回転粉砕羽根は、
先端部に処理槽の底板面との間で粉砕された被処理物を磨り潰すための断面略円形の磨潰
し具が設けられていることを特徴としている。
【００１１】
　請求項３記載の発明によれば、回転粉砕羽根と処理槽の底板に設けられた固定粉砕刃と
で粉砕された被処理物は、更に、回転粉砕羽根の回転によって、当該回転粉砕羽根の先端
の断面略円形の磨潰し具と、処理槽の底板面との間で磨り潰されることにより、骨類が粉
砕されてより小さく粉砕される。この結果、ユニットの回転時において、多数の固定粉砕
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刃に対して被処理物が更に分散して衝突するために、回転粉砕羽根ユニットの回転抵抗が
均一となって、被処理物をよりスムーズに粉砕できる。
【００１２】
　請求項４記載の発明は、請求項１、２又は３に記載の発明において、前記生物系廃棄物
を発酵処理するにあたっては、前記処理槽内に前記生物系廃棄物を投入し、好気性細菌及
び水分調整材を添加、混合した後、高温熱風を吹き込んで処理槽内温度を９０℃から１２
０℃に維持した状態で、前記生物系廃棄物、好気性細菌、及び水分調整材の混合物を前記
固定粉砕刃と回転粉砕刃との作用により、回転粉砕、攪拌しながら発酵処理を行い、前記
生物系廃棄物を肥料化することを特徴としている。
【００１３】
　請求項４の発明によれば、被処理物には水分調整材が混合されているので、処理槽内を
９０℃から１２０℃という高温状態においても処理槽内の水分を急激に蒸発させて前記被
処理物を乾燥させ過ぎてしまうことなく、好気性細菌が十分に発酵可能な程度の水分を前
記処理槽内にとどめておき、発酵速度に併せて徐々に乾燥させていくことが可能である。
また、外気から取り込んだ空気をヒータや熱風発生装置等により高温熱風にして処理槽内
に導入するため、前記好気性細菌が十分に発酵可能な程度の空気を処理槽内に確保するこ
とができる。更に、前記処理槽内温度が上記のような高温状態にあるので、生物系廃棄物
を腐敗させて悪臭の原因となる病原性微生物や雑菌等は死滅するために、前記生物系廃棄
物の処理工程において悪臭の発生が抑制される。
【００１４】
　請求項５記載の発明は、請求項４に記載の発明において、前記好気性細菌は、アクチノ
マイセス属の放線菌を主体とする高温耐性菌であることを特徴としている。
【００１５】
　請求項５記載の発明によれば、前記好気性細菌として、アクチノマイセス属の放線菌を
主体とする高温耐性菌類を用いることによって、９０℃から１２０℃という処理槽内の高
温条件下でも前記高温耐性菌は活性を示すので、前記生物系廃棄物を十分に発酵処理する
ことができる。
【００１６】
　請求項６記載の発明は、請求項４又は５に記載の発明において、前記水分調整材は、長
さ３ｍｍから１５ｍｍ、幅１ｍｍから３ｍｍ、厚さ２ｍｍから５ｍｍの大きさの木片チッ
プであって、温度１４０℃から２５０℃、圧力４．９×１０5 Ｐａから９．８×１０5 Ｐ
ａの水蒸気条件下で３０分から１２０分処理して得られた半炭化状態の前記好気性細菌用
担体であることを特徴としている。
【００１７】
　請求項６記載の発明によれば、木材を細片化した木片チップを使用することにより、被
処理物中に空隙が生じるため、前記被処理物中の通気性を良好にすることができる。また
前記木片チップに水蒸気で高温高圧処理を施すことにより、前記好気性細菌の増殖を阻害
する前記木材に含有する精油等が揮発し、前記木片チップに付着している腐朽菌等の雑菌
は殺菌される。また、前記木片チップが半炭化状態になることにより、木片の多孔性や耐
摩耗性、臭気成分の吸着性が上昇する。このため、半炭化状の前記木片チップを生物系廃
棄物に混合することによって、前記生物系廃棄物に不要な雑菌を与えることなく、被処理
物中の水分量を適度に調節し、前記生物系廃棄物の発酵過程で発生するアンモニア等の臭
気成分の分子を吸着できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、処理槽内を９０℃から１２０℃という高温状態においても、好気性細
菌が十分に発酵可能な程度の水分を前記処理槽内にとどめておき、発酵速度に併せて徐々
に乾燥させていくことが可能である。また、外気から取り込んだ空気を高温熱風にして処
理槽内に導入するため、前記好気性細菌が十分に発酵可能な程度の空気を処理槽内に確保
することができる。更に、生物系廃棄物を腐敗させて悪臭の原因となる病原性微生物や雑
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菌等は死滅するために、前記生物系廃棄物の処理工程において悪臭の発生が抑制される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、最良の実施形態を挙げて本発明について更に詳細に説明する。なお、以下、本発
明である生物系廃棄物の処理装置を単に「処理装置」ということもある。最初に、図１な
いし図９を参照して、処理装置について説明する。図１は、処理装置Ａの全体斜視図であ
り、図２は、処理装置Ａの正面断面図であり、図３は、図２のＸ－Ｘ線断面図であり、図
４は、側板３を取り外した状態の右側面図であり、図５は処理槽Ｂの底板５に固着された
多数の固定粉砕刃７の配置を示す展開図であり、図６は、前記底板５に固着された固定粉
砕刃７の斜視図であり、図７（イ），（ロ）は、それぞれ固定粉砕刃７の正面図及び右側
面図であり、図８は、断面Ｌ字形のアングル材５１の直交部を真上にした状態で、長手方
向に対して４５°傾斜した角度θ0 で切断する状態を示す平面図であり、図９は、回転粉
砕羽根２３の斜視図である。図１ないし図４において、処理装置Ａは、複数本のアングル
材で構成された枠体１を直方体枠状に組んで、底面を除く残りの５面は天板２及び側板３
で覆われた構成であり、枠体１の底部の四隅には移動可能なようにキャスター１５が取付
けられている。また、処理装置Ａは、長手方向（正面視において左右方向）に沿って処理
槽Ｂと機器収納室Ｃとに二分されている。前記処理槽Ｂは、両側板４ａ，４ｂが枠体１を
構成するアングル材１ａに溶接された状態で枠体１に取付けられて、前記処理槽Ｂには回
転粉砕羽根ユニットＵが回転可能に支持された構成となっている。
【００２０】
　図２ないし図４、及び図９を用いて回転粉砕羽根ユニットＵについて説明する。回転粉
砕羽根ユニットＵの回転駆動軸２１は、処理槽Ｂの側板４ａ，４ｂを貫通して両側端の軸
受２２ａ，２２ｂにより水平に支持されている。前記各軸受２２ａ，２２ｂは、枠体１を
構成するアングル材１ｂによって支持されている。前記回転駆動軸２１の一端部は、機器
収納室Ｃに入り込んでいて、当該機器収納室Ｃに設置された軸受２２ｃにも支持されてい
る。前記軸受２２ｃは、枠体１を構成するアングル材１ｃの短手方向（正面視において前
後方向）に沿った中央部に固定されていて、アングル材１ｃの前記中央部は直立するアン
グル材１ｄによって下から補強されている。回転駆動軸２１には、軸方向に沿って一定間
隔をおき、しかも回転方向に沿って９０°ずつ位相をずらして多数本の回転粉砕羽根２３
が取付筒２５を介して取付けられている。図９に示すように、回転粉砕羽根２３の構成は
、粉砕刃体２３ｂが取付板部２３ａの回転方向Ｐに沿った前側に固着され、前記取付板部
２３ａの後側にはバランス板部２３ｃが固着されている。
　更に粉砕刃体２３ｂの形状は、刃幅寸法ｈ1 を大きく、先端側の刃幅寸法ｈ2 を小さく
なるよう形成されたものであり、更に回転駆動軸２１寄りの部位では、最大の刃幅寸法ｈ
から滑らかに円弧状に回転駆動軸２１側に集束するような形状をとる。
　前記回転粉砕羽根２３のうち、処理槽Ｂの軸方向の両端に取付けられた各回転粉砕羽根
２３の先端部には、処理槽Ｂを構成する両側板４ａ，４ｂの内側面の付着物を除去可能に
するためのスクレーパ板２６が取付けられている。また、軸方向の両端以外の位置に取付
けられた各回転粉砕羽根２３の先端部には、被処理物Ｓ中に含まれる骨類を処理槽Ｂの底
板５との間で磨り潰して細かく砕いていくための断面略円形状の磨潰し具２４が固着され
ている。
【００２１】
　次に、図３、図５ないし図８を用いて処理槽Ｂ及び、当該処理槽Ｂの内周面に取付けら
れた固定粉砕刃７について説明する。図３に示すように、前記処理槽Ｂの下半部は断面半
円状をした底板５から構成されていて、前記底板５の外周面には、断面円弧状にシート型
のヒータ８が貼り付けられている。最底部５ａを除く底板５の内周面には、回転駆動軸２
１の軸方向に沿って各回転粉砕羽根２３と干渉しない位置に多数の固定粉砕刃７が、回転
駆動軸２１の軸方向、及び回転方向の双方に沿って所定間隔をおいて溶接により一体に取
付けられている。また、前記底板５の内周面を回転粉砕羽根２３の回転方向Ｐに沿って展
開した状態において、前記固定粉砕刃７は全て同一の向きで千鳥状に配置されているが、
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両端側、即ち底板５の最底部５ａから最も離れた位置に配置された固定粉砕刃７のピッチ
は半分になって、密に配置されている。ここで、図５を用いて前記固定粉砕刃７の形状に
ついて説明する。図８に示すように、前記固定粉砕刃７は、断面Ｌ字形のアングル材５１
の直交部を真上にした状態で、長手方向に対して４５°傾斜した角度θ0 で所定幅に切断
されたものであり、図５ないし図７に示すように、前記固定粉砕刃７は、固定板部７ａに
対して刃板部７ｂがほぼ直交した変則Ｌ字形をしている。このため、前記刃板部７ｂの回
転方向Ｐに沿った手前側に位置する端面７ｂ1 は、前記固定板部７ａの板面７ａ2 に対し
て角度θで手前下がりに傾斜している。また、前記固定粉砕刃７は、刃板部７ｂの板面７
ｂ2 が回転駆動軸２１の軸方向に対して直交するように前記底板５に固定されていて、固
定粉砕刃７の固定板部７ａにおいて、回転粉砕羽根２３の回転方向Ｐに沿って手前側に位
置する端面７ａ1 は、当該端面に当接した被処理物Ｓが回転粉砕羽根２３の回転によって
刃板部７ｂの側に移動させられて、前記刃板部７ｂの回転方向Ｐに沿って手前側に位置す
る端面７ｂ1 と回転粉砕羽根２３の粉砕刃体２３ｂとの間で被処理物Ｓが効率的に粉砕可
能となるように、前記回転駆動軸２１の軸心に対して傾斜している。なお、図６において
、前記固定粉砕刃７の形状との比較のために、前記アングル材５１の直交部を真上にした
状態で短手方向に沿って所定幅に切断されて作られた単純Ｌ字形の部材を二点鎖線で示し
てある。また、処理槽Ｂの長手方向に沿った中央部において、底板５の最底部５ａよりも
僅かに高い位置で、しかも相隣接する固定粉砕刃７の間の部分には、被処理物Ｓの処理中
における処理槽Ｂ内の温度を検出する温度センサ９の検出部が内部に僅かに臨んだ形態で
取付けられている。
【００２２】
　次に、図２及び図４を用いて機器収納室Ｃ及び当該機器収納室Ｃに配置された機器につ
いて説明する。機器収納室Ｃには、前記回転粉砕羽根ユニットＵの回転駆動軸２１を駆動
させる駆動モータ３１、処理槽Ｂ内に高温熱風を送るためのブロワ３２、処理槽Ｂ内の温
度によりブロワ３２の断続運転の制御等を行う制御盤３３が収納されている。駆動モータ
３１の駆動軸３１ａに取付けられた鎖歯車３４と、前記回転駆動軸２１の一端部に取付け
られた鎖歯車３５とが無端鎖３６で連結されている。また、ブロワ３２の送気管３２ａは
、処理槽Ｂの側板４ｂを貫通して熱風流入孔６から処理槽Ｂ内に入り込んでいると共に、
ブロワ３２の吸気管３２ｂは、熱風発生装置Ｈに連結されて、当該熱風発生装置Ｈで発生
した高温熱風Ｗを吸引して、処理槽Ｂ内に送り込んでいる。
【００２３】
　また、図１に示すように、処理装置Ａの天板２において、蓋板１１により閉塞可能な被
処理物Ｓの投入口１２が正面手前側に形成され、処理槽Ｂの側板４ｂに形成された熱風流
入孔６から最も離れた部分には、処理槽Ｂ内で被処理物Ｓの生物系廃棄物４１から発生し
た水蒸気や気体成分を含んだ気流を排気するための排気筒１３が設けられている。また、
処理装置Ａの側面において、機器収納室Ｃ側の側面を覆う側板３は、取外し可能な点検扉
３ａとなっており、点検扉３ａの反対側、即ち処理槽Ｂ側の側面を覆う側板３ｂには、粉
砕及び発酵処理を終えて肥料化された被処理物Ｓ’（以下、「処理済被処理物」という。
）の取出口１４が設けられている。なお、図中の符号１１ａは蓋板１１を開閉するための
取っ手であり、符号１４ａは、前記取出口１４の周囲を覆う取出口カバーである。また、
処理装置Ａには、運転時間が経過した時点で自動的に運転を終了するためのタイマー、及
び処理装置Ａの運転中に蓋板１１が開いた場合に運転を停止する安全装置が内蔵されてい
る（共に図示せず）。
【００２４】
　次に、被処理物Ｓである生物系廃棄物４１の発酵処理について説明する。処理装置Ａの
処理槽Ｂには、廃鶏類の生物系廃棄物４１、水分調整材としての半炭化状の木片チップ４
２、及び好気性細菌であるアクチノマイセス属の放線菌類を主体とした高温耐性菌４３を
投入し、これらの混合物を被処理物Ｓとして、前記高温耐性菌４３により被処理物Ｓを発
酵処理して肥料（堆肥）化する。ここでの発酵とは好気的発酵を指し、生物系廃棄物４１
等を構成する有機物を好気的に好気性細菌の代謝によって分解、低分子化することをいう
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。肥料化（堆肥化）とは、前記有機物を完全分解するのではなく、易分解性有機物は分解
して低分子化し、難分解性有機物は残存した「中間分解物」の状態で留めておくことをい
い、肥料化された処理済被処理物Ｓ’は、低分子化された無機物（肥料成分）と残存して
いる有機物とがバランスよく土壌に供給されるので良質な有機質資材となる。前記好気性
細菌である高温耐性菌４３が十分に活性化し、前記被処理物Ｓを発酵させるには、前記高
温耐性菌４３の栄養源、即ち、エネルギー源として分解すべき有機物の存在、適度な温度
、水分量、酸素（空気）量が必要であり、前記処理槽Ｂ内の環境を上記条件が揃うように
整えなければならない。以下、各条件について説明する。
【００２５】
　まず、エネルギー源となる有機物の存在については、前記生物系廃棄物４１は廃鶏類で
あるため、これらを構成している糖、蛋白質、炭水化物および脂質などの易分解性有機物
が前記高温耐性菌の主な栄養源となっている。次に、温度条件については、好気性細菌と
してアクチノマイセス属の放線菌類を主体とした前記高温耐性菌４３を用いるので、処理
槽Ｂ内の温度が９０℃から１２０℃という高温に至っても発酵のための温度条件は満たさ
れる。１２０℃より高温になってしまうと、高温すぎて前記高温耐性菌４３が不活性化し
てしまう点、処理槽Ｂ内の水分が蒸発してしまい、適度の水分量を保つことができない点
等で不都合であり、９０℃より低温の場合には、前記高温耐性菌４３は活性状態に保てる
が、雑菌等の殺菌効果が低下するので雑菌による生物系廃棄物４１の分解、腐敗が生じて
しまい、悪臭の発生や処理済被処理物Ｓ’の肥料としての品質の低下が起こるため、適さ
ない。なお、処理槽Ｂ内の温度設定については、処理槽Ｂ内に投入する生物系廃棄物４１
の体積量（重量）や、処理済被処理物Ｓ’の使用目的等に応じて９０℃から１２０℃の温
度範囲内で、処理装置Ａの運転開始時に使用者が自由に設定することができる。
【００２６】
　適度な水分量については、水分調整材として半炭化状態の木片チップ４２を使用するた
めに、処理槽Ｂ内には前記高温耐性菌４３が活性可能な水分量に保たれる。即ち、処理槽
Ｂ内の被処理物Ｓ中の水分量が多過ぎると、通気性が悪くなるため好気的条件を満たさず
発酵不良となり、低水分でも水不足で発酵不良となってしまうので、適度な量が保たれて
いなければならない。本発明では、水分調整材として、杉や檜等の木材を長さ３ｍｍから
１５ｍｍ、幅１ｍｍから３ｍｍ、厚さ２ｍｍから５ｍｍの大きさに細片化したチップに、
温度１４０℃から２５０℃、圧力４．９×１０5 Ｐａから９．８×１０5 Ｐａの水蒸気条
件下で３０分から１２０分処理を施して得られた半炭化状態の木片チップ４２を使用する
。木片チップ４２を上記寸法に細片化するのは、上記寸法より大きいと、前記高温耐性菌
４３の担持部となる木片チップ４２の表面積の総和が減少してしまうからであり、上記寸
法より小さいと、前記木片チップ４２が生物系廃棄物４１中に混入することで生じる空隙
率は減少し、被処理物Ｓ中に十分な通気性を確保できなくなり、前記高温耐性菌４３が十
分に好気性発酵できなくなるからである。また、半炭化状態に処理された木片チップ４２
において、その微視的構造は、細胞壁が気質として残り、導管又は仮導管がマクロ孔とな
ったハニカム構造を呈しており、前記細胞壁内部にも微細孔が生成されるので、木片チッ
プ４２の多孔性が非常に高い。また、半炭化状態の木片チップ４２は耐摩耗性にも優れ、
前記木片チップ４２を処理槽Ｂ内に投入し、前記生物系廃棄物４１と共に回転粉砕、攪拌
しても、即座に粉々に粉砕されるのではなく、徐々に粉砕されていくので、前記多孔性を
有する木片構造が長時間維持される。従って、前記多孔性及び前記耐摩耗性により、前記
木片チップ４２は吸水性、保水性に優れており、処理槽Ｂ外周面のヒータ８及び熱風発生
装置Ｈから供給された高温熱風Ｗによって処理槽Ｂ内が高温（９０℃から１２０℃）にな
っても、木片チップ４２を含んだ被処理物Ｓの水分量は適度に保たれ、被処理物Ｓが発酵
処理されて肥料化されていく速度に沿うように、前記被処理物Ｓ中の水分は蒸発して減少
していく結果、適度に乾燥した良質な有機肥料が生成する。以上より、木片チップ４２は
優れた水分調節機能を有している。
【００２７】
　ここで、前記木片チップ４２の水分調節機能以外の利点について説明する。まず、上記
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したように、前記木片チップ４２を生物系廃棄物４１と混合することにより、被処理物Ｓ
内の通気性が増す。次に、前記木片チップ４２の多孔性によって、気体分子の吸着性が高
く、前記生物系廃棄物４１の発酵過程で発生するアンモニアや硫化物等の臭気成分分子を
吸着する。従って、前記木片チップ４２を使用することにより、生物系廃棄物４１の発酵
の際に発生する悪臭を抑制することができる。また、前記木片チップ４２は半炭化状態に
あるので、前記高温耐性菌４３の増殖を阻害する製油等は木材から揮発していて、前記木
片チップ４２に付着している腐朽菌等の雑菌も殺菌されている。このため、前記半炭化状
の木片チップ４２を生物系廃棄物４１に添加、混合しても、前記生物系廃棄物４１に不要
な雑菌を与えることはないので、前記雑菌により生物系廃棄物４１が分解されて悪臭を発
生したり、腐敗することはほとんど無い。また、従来では鶏糞等を堆肥化する場合には、
鶏糞中の通気性を高めて発酵を促進するためにオガコを加えていた。しかし、オガコの構
成成分であるセルロースやリグニンが難分解性有機物であるためにかえって発酵分解が低
下し、また、生成した堆肥を使用すると、土壌中で前記難分解性有機物の発酵分解が進行
して土壌中の酸素が消費されてしまうため、植物の根の呼吸を阻害してしまう等の不都合
があった。しかし、木片チップ４２は既に半炭化状態まで処理されているため、処理槽Ｂ
内での発酵処理速度が低下することはほとんど皆無であり、また、処理済被処理物Ｓ’を
使用した場合、土壌中における前記難分解性有機物の発酵分解は非常に遅く、植物への悪
影響も非常に小さいと考えられ、木片チップ４２を使用した場合、良質な有機肥料を生成
できる。
【００２８】
　次に、前記高温耐性菌４３が前記生物系廃棄物４１を十分に発酵するために必要な酸素
（空気）量について説明する。まず、上記したように細片化した木片チップ４２を使用す
ることにより、前記被処理物Ｓ中の空隙率が上昇し、通気性が増すので前記高温耐性菌４
３に酸素が供給される。次に、回転粉砕羽根ユニットＵにより、処理装置Ａの運転中には
、処理槽Ｂ内を回転粉砕羽根２３が回転し、被処理物Ｓを攪拌するので、前記生物系廃棄
物４１は、処理槽Ｂの内周面に固定された固定粉砕刃７に衝突し、前記被処理物Ｓは細部
にわたって空気と十分に接触する。これにより、前記被処理物Ｓ中に存在する高温耐性菌
４３には酸素が十分に供給されるため、前記高温耐性菌４３は好気性発酵を行い、前記被
処理物Ｓ中の生物系廃棄物４１を分解していく。また、処理槽Ｂ内には、熱風発生装置Ｈ
で作られた高温熱風Ｗが熱風流入孔６から導入されるため、前記高温耐性菌４３が好気性
発酵を行って処理槽Ｂ内の酸素を消費しても、外気が取り込まれて高温化した高温熱風Ｗ
には十分な酸素量が含まれているため、処理槽Ｂ内には適度な酸素量が供給されることと
なって、前記高温耐性菌４３が嫌気性条件下に晒されることはない。従って、酸素不足に
より前記生物系廃棄物４１の分解が途中で止まってしまうことはなく、又不十分に分解さ
れて悪臭が発生することもない。
【００２９】
　以上より、処理槽Ｂ内には、高温耐性菌４３が生物系廃棄物４１を発酵処理できるため
の上記各条件が満たされるため、処理装置Ａの運転を開始すると、処理槽Ｂ内では前記高
温耐性菌４３が前記生物系廃棄物４１を十分に発酵し、水分が適度に抜けていく結果、適
度に乾燥した処理済被処理物Ｓ’が生成する。処理済被処理物Ｓ’は、植物の発育に不可
欠な窒素、リン、カリウム等の肥効成分を多く含有した良質な有機肥料である。また、発
酵鶏糞に比べて、処理済被処理物Ｓ’は、生物系廃棄物４１である廃鶏の骨類が含まれて
いるためにカルシウムが多く、廃鶏の羽が含まれているために窒素も多く含まれたものと
なっている。
【００３０】
　次に、処理装置Ａの操作方法について説明する。まず、処理装置Ａの使用開始初日には
、処理装置Ａの蓋板１１を開けて、処理槽Ｂの有効処理容量の約４０％の半炭化状木片チ
ップ４２、及び前記有効処理容量０．１ｍ3 につき１ｋｇの高温耐性菌４３を処理槽Ｂ内
に投入する。生物系廃棄物４１（廃鶏）の投入量については、使用開始初日から一週間前
後は高温耐性菌４３を活性化させるために、通常連続運転時に投入する量の７０％程度に
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投入量を抑えて生物系廃棄物４１を毎日追加投入して処理装置Ａを連続運転する。この作
業を初期作業という。約一週間の前記初期作業の期間経過後からは、所定量の生物系廃棄
物４１（廃鶏) を処理槽Ｂに追加投入して処理装置Ａの通常連続運転を行う。本実施例で
は、有効処理容量が０．７ｍ3 である処理槽Ｂを使用し、前記通常連続運転の際は、前記
生物系廃棄物４１ (廃鶏) を通常運転開始日には５０羽（前記有効処理容量の約３０％に
相当）、その翌日以降には３０羽（前記有効処理容量の１８％から２０％に相当）ずつ毎
日追加投入していく。この作業を通常作業という。前記初期作業における処理装置Ａの連
続運転は、前記通常作業における処理装置Ａの通常連続運転と同一であるので、以下、通
常作業における処理装置Ａの通常連続運転について説明する。通常連続運転開始日におい
て、前記初期作業によって既に処理槽Ｂ内で生成された処理済被処理物Ｓ’に追加する形
で、５０羽の生物系廃棄物４１を処理槽Ｂ内に投入して、前記蓋板１１を閉める。次に、
処理槽Ｂ内に投入した被処理物Ｓの容量、外気温、処理済被処理物Ｓ’の用途等を考慮し
て、処理槽Ｂ内の温度（通常９０℃であり、上限は１２０℃程度）を設定する。前記生物
系廃棄物４１の処理時間（処理装置Ａの運転時間）を設定し、始動スイッチを押して処理
装置Ａの運転を開始する。前記処理装置Ａの運転が開始されると、処理槽Ｂの底板５の外
周面に貼り付けられたヒータ８が作動して前記底板５を加熱し始めると同時に、熱風発生
装置Ｈも作動して外気から取り込まれた空気から高温熱風Ｗを発生させる。当該高温熱風
Ｗは、ブロア３２の吸気管３２ｂから吸引されてブロア３２の送気管３２ａを通り、処理
槽Ｂの側板４ｂに形成された熱風流入孔６から処理槽Ｂ内に導入される。前記ヒータ８及
び前記高温熱風Ｗにより処理槽Ｂ内の温度が上昇していく。設定温度が９０℃の場合、処
理槽Ｂ内の表面温度は約２０分、処理槽Ｂ内中心部の温度は約４時間程度で前記設定温度
に到達する。また、熱風発生装置Ｈを作動すると、前記処理槽Ｂ内の中心部の温度は約２
時間で到達する。設定温度に到達した後は、温度制御されて設定温度が維持される。一方
、処理装置Ａの運転が開始されると、処理装置Ａの機器収納室Ｃに収納されている駆動モ
ータ３１が作動を開始し、駆動モータ３１の駆動軸３１ａに取付けられた鎖歯車３４が回
転し、前記鎖歯車３４と無端鎖３６で連結された鎖歯車３５が回転する。前記鎖歯車３５
は、回転粉砕羽根ユニットＵの回転駆動軸２１の一端部に取付けられているため、前記回
転駆動軸２１も回転し、前記回転駆動軸２１に取付けられた多数本の回転粉砕羽根２３が
処理槽Ｂ内を回転方向Ｐに沿って低速回転する。
【００３１】
　次に、図３、図５及び図１０を用いて被処理物Ｓを粉砕、攪拌していく過程について説
明する。図１０は、回転粉砕羽根２３の磨り潰し作用の説明図である。前記回転粉砕羽根
２３が処理槽Ｂ内で回転方向Ｐに沿って回転すると、前記被処理物Ｓは処理槽Ｂの底板５
の内周面に沿って、前記回転粉砕羽根２３と共に連れ廻り始める。このとき、前記被処理
物Ｓは、前記底板５の内周面に一体に取付けられた固定粉砕刃７の刃板部７ｂにおける回
転方向Ｐの手前側の端面７ｂ1 に衝突し、前記被処理物Ｓは、前記端面７ｂ1 と前記回転
粉砕羽根２３の粉砕刃体２３ｂとの間で切断される。各回転粉砕羽根２３は、回転方向Ｐ
に沿って９０°ずつ位相をずらして回転駆動軸２１に所定間隔をおいて取付けられている
ので、効率良く被処理物Ｓは前記刃板部７ｂの端面７ｂ1 に衝突し、切断、粉砕されてい
く。前記固定粉砕刃７は、前記底板５の回転方向Ｐに沿った展開状態において千鳥状に多
数配置されているので、多数の固定粉砕刃７に対して被処理物Ｓは分散して衝突するため
に、各回転粉砕羽根２３の回転抵抗が均一となって、被処理物Ｓをスムーズに切断、粉砕
できる。また、前記被処理物Ｓの切断が繰り返されて被処理物Ｓの切断片がある程度小さ
くなった場合でも、固定粉砕刃７の固定板部７ａにおける回転方向Ｐに対して手前側の端
面７ａ1 が、前記回転駆動軸２１の軸心に対して傾斜しているために、前記被処理物Ｓの
切断片は回転粉砕羽根２３の回転に伴って前記端面７ａ1 の先端部分から基端部にかけて
順次当接していきながら刃板部７ｂの側に移動させられるので、前記刃板部７ｂの端面７
ｂ1 での切断、粉砕の頻度を増すことができる。一方、前記端面７ｂ1 は、前記固定板部
７ａの板面７ａ2 に対して４５°の角度で手前下がりに傾斜しているため、前記回転粉砕
羽根２３の回転に伴い、被処理物Ｓは前記端面７ｂ1 の基端部から先端部にかけて順次当
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接していくので、前記端面７ｂ1 が前記板面７ａ2 に対して垂直で、被処理物が一度に前
記端面７ｂ1 全体に当接してしまう場合に比べると、よりスムーズに被処理物Ｓを切断す
ることができる。また、前記固定板部７ａの端面７ａ1 が回転駆動軸２１の軸心に平行で
、前記刃板部７ｂの端面７ｂ1 が前記固定板部７ａの板面７ａ2 に対して垂直である場合
には、前記被処理物Ｓは固定粉砕刃７の各端面７ａ1 ，７ｂ1 に一度に衝突するのでその
衝突力は大きいが、前記端面７ａ1 ，７ｂ1 が上記のように傾斜、前傾しているために、
前記被処理物Ｓが固定粉砕刃７に衝突する衝突力は緩和されて、前記底板５に溶接されて
固定されている固定粉砕刃７は外れなくなる。更に、処理槽Ｂ内の多数の固定粉砕刃７は
、底板５の展開状態において、固定板部７ａが全て同一の向きで配置されていることによ
って、回転粉砕羽根２３の回転時において、前記回転粉砕羽根２３が底板５の最底部５ａ
から被処理物Ｓを持ち上げながら上方向に回転する際には、前記固定粉砕刃７の前記端面
７ａ1 が傾斜した固定板部７ａ及び前記端面７ｂ1 が前傾した刃板部７ｂによって、被処
理物Ｓがスムーズかつ効率的に粉砕されていく。それと同時に、前記回転粉砕羽根２３が
上方から前記最底部５ａに向けて下方向に回転する際には、前記被処理物Ｓが固定板部７
ａの端面７ａ1 上、又は前記刃板部７ｂの板面７ｂ2 上に当接しても、前記固定板部７ａ
の端面７ａ1 は傾斜し、前記刃板部７ｂの端面７ｂ1 は手前下がりに傾斜しているので、
前記被処理物Ｓは前記端面７ａ1 又は前記板面７ｂ2 上に溜まることなく、前記最底部５
ａに滑り落ちていく。このため、被処理物Ｓは固定粉砕刃７上に溜まらずに前記最底部５
ａに集まり易くなって、満遍なく粉砕されて細かくなっていく。更に、図１０に示すよう
に、軸方向の両端以外の位置にある各回転粉砕羽根２３の取付板部２３ａの先端部には、
断面略円形状の磨潰し具２４が固着されているため、各回転粉砕羽根２３の回転に伴って
、前記磨潰し具２４が前記底板５の内周面を摺動する結果、生物系廃棄物４１中の骨類は
ある程度細片化されると回転粉砕羽根２３のみでは更に細かく粉砕していくのは困難であ
るが、前記磨潰し具２４と底板５の内摺面との間で前記骨類は磨り潰されていくので、前
記被処理物Ｓはより一層細かくなっていく。なお、各回転粉砕羽根２３が回転している際
に付着した処理槽Ｂの側板４ａ、４ｂの付着物は、軸方向の両端の位置にある回転粉砕羽
根２３の先端部に取付けられたスクレーパ板２６が回転することによって除去される。な
お、前記最底部５ａから最も離れた、即ち処理槽Ｂ内で最も高い位置に配置された固定粉
砕刃７はピッチを密にして配置されていることによって、回転粉砕羽根２３に連れ廻され
ている被処理物Ｓが回転に伴って処理槽Ｂの下半部よりも上方に持ち上がり、処理槽Ｂの
上部或いは処理装置Ａの蓋板１１の裏面にまで被処理物Ｓが付着してしまうのを防止して
いる。前記防止効果を高めるために、前記位置に配置された固定粉砕刃７の刃板部７ｂの
寸法を大きくしてもよい。
【００３２】
　上記のように、前記被処理物Ｓは、高温（９０℃から１２０℃程度）に維持された処理
槽Ｂ内において、回転駆動軸２１の低速回転により、各回転粉砕羽根２３が回転方向Ｐに
回転して、連れ廻り回転させられる間に、底板５に設けられた各固定粉砕刃７に引っ掛け
られて徐々に切断、粉砕されていき、各回転粉砕羽根２３の先端部の磨潰し具２４により
磨り潰されて更に細かくなっていく。
【００３３】
　前記被処理物Ｓが回転粉砕羽根２３及び固定粉砕刃７により切断、粉砕されていく一方
、前記被処理物Ｓ中の生物系廃棄物４１は、高温耐性菌４３によって好気性発酵されて分
解処理されていく。前記処理槽Ｂ内の水蒸気や、前記生物系廃棄物４１に含まれる窒素や
硫黄の一部が分解して僅かに発生したアンモニアや硫黄化合物の気体分子等からなる気流
は、処理装置Ａの天板２に形成された排気筒１３から排気される。一回の投入量の生物系
廃棄物４１を良質な有機肥料にまで発酵処理するためには、約４８時間を要するが、２４
時間経過時には、処理槽Ｂ内の処理済被処理物Ｓ’の全体量は有効処理容量の約４０％（
本実施例では約０．３ｍ3 ），４８時間経過時には前記有効処理容量の１０％（本実施例
では約０．０７ｍ3 ）になる。最初に投入した生物系廃棄物４１を２４時間処理した時点
で、所定量の新たな生物系廃棄物４１を処理槽Ｂに追加投入する。その翌日にも前記所定
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量と同量の新たな生物系廃棄物４１を処理槽Ｂに追加投入する。以上のように、処理装置
Ａを連続運転させながら、毎日新たな生物系廃棄物４１の追加投入を繰り返し、前記生物
系廃棄物４１の処理を行う。この結果、投入された生物系廃棄物４１は処理により減量化
されて処理済被処理物Ｓ’となるが、毎日一定量ずつ新たな生物系廃棄物４１が処理槽Ｂ
に追加投入されていくので、前記処理槽Ｂ内の処理済被処理物Ｓ’の全体量は徐々に増加
していく。前記処理済被処理物Ｓ’が増量して、処理槽Ｂ内で回転駆動軸２１から直上に
伸びる回転粉砕羽根２３の最上端部から下に約５０ｍｍの高さまで到達したら、処理装置
Ａの側板３ｂの下端部に設けられた取出口１４を開けて、持ち手の長い取出具等を用いて
、処理槽Ｂに堆積している前記処理済被処理物Ｓ’を、底板５の最底部５ａからかき出す
ようにして取出口１４から取り出す。このとき、処理槽Ｂ内から処理済被処理物Ｓ’を全
部取り出すのではなく、戻し肥料として処理槽Ｂの有効処理量の約３０％（本実施例では
約０．２ｍ3 ）を残しておくとよい。取り出された処理済被処理物Ｓ’は放冷により冷却
する。取り出された前記処理済被処理物Ｓ’の体積量は有効処理容量の約３０％、即ち本
実施例では約０．２ｍ3 であり、前記処理済被処理物Ｓ’の比重は０．８から１．０であ
ることから、取り出された前記処理済被処理物Ｓ’の重量は約２００ｋｇである。前記処
理済被処理物Ｓ’の取出し後、生物系廃棄物４１を新たに５０羽投入し、その翌日には３
０羽追加投入して上記の処理工程を繰り返していく。なお、処理装置Ａを通常連続運転す
る場合には、設定を連続運転にしておけば運転を停止することなく、毎日投入される生物
系廃棄物４１の処理を続けていくことができる。但し、新たな生物系廃棄物４１を投入口
１２から処理槽Ｂ内に投入する場合等で蓋板１１が開いている間は、安全装置が作動して
運転は停止する。
【実施例】
【００３４】
　処理装置Ａを用いて廃鶏処理を行った。以下にその処理内容を説明する。まず、処理装
置Ａの装置仕様について、寸法は幅１９００ｍｍ、奥行１１００ｍｍ、高さ１１００ｍｍ
、処理槽Ｂの有効処理容量は０．７ｍ3 、モータ３１の仕事率は０．７５ｋＷ、ヒータ８
の仕事率は２．１ｋＷ、電源は交流電圧２００Ｖである。熱風発生装置Ｈは、竹網製作所
製の「ＴＳＫ－３１Ｂ」を使用した。生物系廃棄物４１として廃鶏を５０羽（処理槽Ｂの
有効処理容量の約３０％）、高温耐性菌４３としてアクチノマイセス属の放線菌を主体と
する高温耐性菌類（有限会社芹澤微生物研究所より市販の「芹澤菌Ｂ１０１」）を７．０
ｋｇ、木片チップ４２（長さ３ｍｍから１５ｍｍ、幅１ｍｍから３ｍｍ、厚さ２ｍｍから
５ｍｍの大きさの杉材小片を、温度１５０℃、圧力６．９×１０5 Ｐａの水蒸気条件下で
４０分間処理したもの）を０．３ｍ3 （処理槽Ｂの有効処理容量の約４０％）処理槽Ｂに
投入した。処理装置Ａの処理時間を４８時間、処理槽Ｂ内の温度を９０℃に設定して始動
スイッチを押して処理装置Ａの運転を開始した。処理装置Ａの運転開始から４８時間後に
処理装置Ａの取出口１４から生成した処理済被処理物Ｓ’を取り出し、放冷した。通常は
、上記したように処理装置Ａを連続運転して廃鶏を毎日所定量追加投入して廃鶏処理を行
うが、本実施例では、上記の初期作業における処理装置Ａの使用開始初日を想定して、処
理槽Ｂに高温耐性菌４３及び木片チップ４２を所定量投入した。また、生物系廃棄物４１
の廃鶏の投入量については、上記の通常作業における通常運転開始日を想定して５０羽と
した。
【００３５】
　前記廃鶏処理を行った結果、処理済被処理物Ｓ’の生成量は、約０．０７ｍ3 で、約７
０ｋｇであった。前記処理済被処理物Ｓ’について成分分析を行ったところ、窒素（Ｎ）
６．６％、りん酸（五酸化二リン；Ｐ2 Ｏ5 ）４．６％、加里（酸化カリウム；Ｋ2 Ｏ）
１．４％、亜鉛（Ｚｎ）１２０ｍｇ／ｋｇ、石灰（酸化カルシウム；ＣａＯ）３．７％、
水分２０．６％、炭素率（Ｃ／Ｎ）７．５５という結果を得た。（なお、窒素及び炭素率
については乾式燃焼法、それ以外は肥料分析法による。）上記の成分分析結果より、前記
処理済被処理物Ｓ’は、植物の発育に不可欠な窒素、リン、カリウム等の肥効成分を多く
含有した良質な有機肥料であることがわかった。また、発酵鶏糞に比べて前記処理済被処
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含まれているために窒素も多く含まれていることがわかった。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】処理装置Ａの全体斜視図である。
【図２】処理装置Ａの正面断面図である。
【図３】図２のＸ－Ｘ線断面図である。
【図４】側板３を取り外した状態の右側面図である。
【図５】処理槽Ｂの底板５に固着された多数の固定粉砕刃７の配置を示す展開図である。
【図６】処理槽Ｂの底板５に固着された固定粉砕刃７の斜視図である。
【図７】（イ）は、固定粉砕刃７の正面図である。（ロ）は、固定粉砕刃７の右側面図で
ある。
【図８】断面Ｌ字形のアングル材５１の直交部を真上にした状態で、長手方向に対して４
５°傾斜した角度θ0 で切断する状態を示す平面図である。
【図９】回転粉砕羽根２３の斜視図である。
【図１０】回転粉砕羽根２３の磨り潰し作用の説明図である。
【符号の説明】
【００３７】
　　Ａ　　：生物系廃棄物の処理装置（処理装置）
　　Ｂ　　：処理槽
　　ｈ　　：刃幅寸法
　　ｈ1 　：（回転駆動軸側の）刃幅寸法
　　ｈ2 　：（先端側の）刃幅寸法
　　Ｐ　　：回転粉砕羽根の回転方向
　　Ｓ　　：被処理物
　　Ｕ　　：回転粉砕羽根ユニット
　　Ｗ　　：高温熱風
　　５　　：底板
　　７　　：固定粉砕刃
　　７ａ　：固定板部
　　７ａ1 ：回転方向に沿って手前側の固定板部の端面
　　７ａ2 ：固定板部の板面
　　７ｂ　：刃板部
　　７ｂ1 ：回転方向に沿って手前側の刃板部の端面
　　２１　：回転駆動軸
　　２３　：回転粉砕羽根
　　２４　：磨潰し具
　　４１　：生物系廃棄物
　　４２　：木片チップ
　　４３　：高温耐性菌（好気性細菌）
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 4516556 B2 2010.8.4

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】



(16) JP 4516556 B2 2010.8.4

10

20

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－２００１３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２９８２９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２３９２４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１６８３４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－２６５５８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２１０４３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－１９９１８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０２１２６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１４０２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０９６６３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３５４８５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０５７９４６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０５Ｂ～Ｃ０５Ｇ
              Ｂ０９Ｂ３
              Ｂ０１Ｄ２１
              Ｃ０２Ｆ１１


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

