
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生ゴミを粉砕して粉砕物にするディスポーザーと，前記粉砕物を固形分と液体分とに分離
する固液分離部と，該固液分離部で固液分離された液体を貯留し，浄化して排水する液体
処理部と，前記固液分離部で固液分離された固体を堆肥化する固体処理部とを有した生ゴ
ミ処理システムにおいて，
前記液体処理部が，前記固液分離部で分離された液体分を貯留して，当該液体に含まれる
有機物を分解し，汚泥化して浄化する浄化装置と，
該浄化装置に貯留されている液体の濁度が所定濃度以上になった場合には，当該液体を濾
過する濾過装置と，
前記浄化装置で浄化された液体の濁度が所定濃度以下の場合には，当該記浄化装置で浄化
された水のみを吸水して排水する排水装置と，
前記濾過装置で濾過された液体の濁度が，所定濃度以上の場合には当該液体を前記浄化装
置に戻し，所定濃度以下の場合には排水させる循環装置とを有することを特徴とする生ゴ
ミ処理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，生ゴミを固液分離して，液体分及び固体分を各々処埋する生ゴミ処理システム
に関する。

10

20

JP 3663021 B2 2005.6.22



【０００２】
【従来の技術】
台所等で発生する生ゴミを処理する生ゴミ処理システムとして，例えば実開昭５８－９６
３９号公報かかる生ゴミ処理システムがある。当該生ゴミ処理システムは，生ゴミを粉砕
するディスポーザー，当該ディスポーザーの下流に配設さて破砕された生ゴミ（以下，粉
砕物という）を固体分（以下，固形物という）と液体分（以下，濁水という）とに分離す
る固液分離部等を有している。
【０００３】
そして，分離された固形物は袋に貯留され，また液体を排水される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記構成では，固形物を袋等に貯留する構成であるため，悪臭や虫等が発生
して使用者等に不快感を与え，また濁水を浄化することなく排水するため，当該濁水に含
まれるＣＯＤ（化学的酸素要求量），ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）等の値が大きく環
境を汚染する問題がある。
【０００５】
そこで本発明は，濁水に含まれるＢＯＤ，ＣＯＤ等の値を小さくして排水し，これにより
環境汚染を防止した生ゴミ処理システムを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために，生ゴミを粉砕して粉砕物にするディスポーザーと，粉砕物を
固形分と液体分とに分離する固液分離部と，該固液分離部で固液分離された液体を貯留し
，浄化して排水する液体処理部と，固液分離部で固液分離された固体を堆肥化する固体処
理部とを有した生ゴミ処理システムにおいて，液体処理部が，固液分離部で分離された液
体分を貯留して，当該液体に含まれる有機物を分解し，汚泥化して浄化する浄化装置と，
該浄化装置に貯留されている液体の濁度が所定濃度以上になった場合には，当該液体を濾
過する濾過装置と，浄化装置で浄化された液体の濁度が，所定濃度以下の場合には浄化さ
れた水のみを吸水して排水する排水装置と，濾過装置で濾過された液体の濁度が，所定濃
度以上の場合には当該液体を浄化装置に戻し，所定濃度以下の場合には排水させる循環装
置とを有することを特徴とする。
【０００７】
即ち，粉砕物の液体分のＢＯＤ，ＣＯＤ等の濃度を下げ浄化して排水する際に，当該液体
の濁度が所定量以下になるようにすべく，浄化装置により貯留した液体の有機物を汚泥化
する。そして，排水装置により浄化された水のみを吸水して排水させる。この時，浄化装
置における浄化時間が長時間を要する場合等においては，当該浄化装置に貯留された液体
分を濾過装置で濾過する。当該濾過にはチップ等を用いて，汚泥を当該チップに付着させ
るようにして行う。その後，循環装置により濾過された液体の濁度が所定値以上の場合に
は，浄化が不充分であるとして浄化装置に戻し，所定濃度以上の場合には排水するように
したことを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は，生ゴミ処理システム本体の上面
図であり，図２は図１における矢視ＡＡの側面図，図３は図１における矢視ＢＢの側面図
を示している。
【０００９】
生ゴミ処理システムは，流し台１０のシンク１１から排気された生ゴミを細かく粉砕する
ディスポーザー２０，該ディスポーザー２０により粉砕された生ゴミを固形物と濁水とに
分離する固液分離部３０，濁水が貯留されて当該濁水の浄化処理を行う液体処理部４００
，固形物の堆肥化処理を行う固体処理部５０等を有している。
【００１０】
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そしてディスポーザー２０は，シンク１１の下部に配設され，固液分離部３０，液体処理
部４００，及び固体処理部５０は屋外に配設された本体ケース６０に収納されて，移送管
２２によりディスポーザー２０で粉砕された生ゴミが固液分離部３０に移送されるように
なっている。
【００１１】
ディスポーザー２０は，シンク１１からゴミを生ゴミ処理してから排水管１２に流すか，
直接流すかを選択する電磁弁２１，生ゴミ処理システムを動作させるスイッチ２５等を有
している。
【００１２】
固液分離部３０は，回動自在に設けられた移送板３１，該移送板３１を回動させる電動機
３２，粉砕された生ゴミの濁水を滴下させて固液分離する水切板３３等を有している。
【００１３】
また移送板３１は，回動軸３１ａに固着された板状部材の移送部３１ｂと，当該移送部３
１ｂの先端に設けられた複数の櫛歯を具備する櫛部３１ｃとを有している。
【００１４】
さらに水切板３３は，複数の水切板素片からなり，当該水切板素片は移送板３１の回動軸
３１ａと垂直方向に延設され，かつ，回動軸３１ａ方向に等間隔に列設された簀子形状と
なっている。
【００１５】
固体処理部５０は，固液分離されて移送された固形物を貯留する処理槽５１，固形物を攪
拌する攪拌体５２，電動機５３ａ，当該電動機５３ａの回転数を減速して攪拌体５２を回
動させる減速器５３ｂ，電動機５３ａ及び減速器５３ｂを被うと共に，これらが発する騒
音を外部に漏れないようにするカバー５３ｃを具備した攪拌体回動装置５３，処埋槽５１
の底面に設けられたシャッター５４，当該シャッタ５４の下に設けられた合成樹脂製の容
器５５，及び図示しないヒータ等を有している。
【００１６】
液体処理部４００は，固液分離部３０で分離された濁水に含まれる有機物を分解し，汚泥
化して浄化する浄化装置４１０，濁水の汚泥等を濾過して所定の濁度まで下げる濾過装置
４３０，浄化装置４１０及び濾過装置４３０の状態を表示する異常ランプ４７１及びチッ
プ交換ランプ４７２を備えた表示部４７０等を有している。
【００１７】
浄化装置４１０は，固液分離部３０で分離された濁水を貯留する浄化槽４１１，当該浄化
槽４１１の底部に配設されてエアーポンプ４１５からの空気により濁水を曝気して浄化す
る曝気装置４１２，浄化された水のみを通過させる中空膜４１３，該中空膜４１３に接続
されて浄化された水を排水管１２に送水する排水ポンプ４１４，浄化槽４１１の水位が予
め設定された下限に達したか否かを検知する下限水位センサ４１６，浄化槽４１１の水位
が予め設定された水位に達したか否かを検出する上限水位センサ４１７，浄化槽４１１に
貯留されている濁水の濁度を検出する浄化槽濁度センサ４１８等を有している。
【００１８】
なお，中空膜４１３の膜には，所定の径（例えば，０．４μｍ）の穴が多数設けられ，当
該穴を介して浄化された水のみが吸水されるようになっている。
【００１９】
また濾過装置４３０は，汚泥等を濾過するホールチップが入れられた濾過槽４４０，該濾
過槽４４０の下部に配設されて濾過された濁水を受水する受水槽４５０，浄化槽４１１の
濁水を濾過槽４４０に導き，また受水槽４５０の濁水を浄化槽４１１に戻し又は排水管１
２に排水する循環装置４６０等を有している。
【００２０】
そして，濾過槽４４０の上部には，散水口４４１が設けられて，浄化槽４１１からの濁水
が散水され，当該濾過槽４４０の底部には，複数の穴４４２が設けられて笊形状をなして
，濾過された濁水を受水槽４５０に滴下させている。無論当該穴４４２は，チップより小
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さい。
【００２１】
受水槽４５０は，受水した濁水を排出する排出口４５１，当該受水槽４５０の水位を検出
する受水槽水位センサ４５２，当該受水槽４５０で貯留した濁水の濁度を検出する受水槽
濁度センサ４５３等を有している。
【００２２】
また循環装置４６０は，浄化槽４４１の底部に設けられて，当該浄化槽４４１の濁水を汲
上げ，散水管４６２から濾過槽４４０に散水させる濾過用ポンプ４６１，受水槽４５０に
貯留された濁水を浄化槽４１１に戻し又は排水管１２に排水させる送水ポンプ４６３，該
送水ポンプ４６３からの濁水を戻し管４６４を介して浄化槽４１１に戻すか，又は排水管
１２に排水させるかの流路を切替える三方切換弁４６５等を有している。
【００２３】
次に上記構成に基づき生ゴミ処理の動作を説明する。生ゴミ処理を行う場合には，スイッ
チ２５を投入して，生ゴミ処理システムを起動させる。これにより電磁弁２３が動作し，
シンク１１から廃棄された生ゴミがディスポーザー２０で粉砕されて移送管２２により固
液分離部３０に移送されるようになる。
【００２４】
なお，移送管２２は所定量傾斜して配設されているので，別途動力等を用いなくても粉砕
された生ゴミを固液分離部３０に移送することが可能になっている。
【００２５】
生ゴミ処理しない場合（例えば，真水を流す場合等）には，スイッチ２５は投入されない
。この場合には，電磁弁２３は動作せず，排水等はそのまま排水管１２に流れ込むように
なっている。
【００２６】
移送管２２により移送された粉砕物は，固液分離部３０の水切板３３に受止められる。
【００２７】
水切板３３は簀子状に形成されているので，粉砕物の濁水は，水切板３３から滴下して，
その下に設けられている液体処理部４００の浄化槽４１１に貯留されるようになり，また
固形物は移送板３１が回動することにより固体処理部５０に移送されて，固液分離が行わ
れる。
【００２８】
処理槽５１には，固形物を分解して当該固形物を二酸化炭素と水に分解して堆肥化する微
生物が付着した大鋸屑等の木質細片及び活性炭からなる担体が入れられている。そして，
固形物と担体とは，攪拌体５２により混ぜられると共に内部に空気が導入される。
【００２９】
このような，固形物と担体との混合物は，ヒーターにより所定温度（本実施形態では摂氏
３０度から４０度）に維持されて，微生物等の活性化を促進している。
【００３０】
液体処理部４００の浄化槽４１１には，有機物を分解してフロックやスカム等の汚泥に変
える微生物（分解菌）が入れてある。
【００３１】
そこで，当該微生物の分解作用を促進させて速やかに濁水を浄化させるために，貯留され
た濁水に曝気装置４１２から空気を送込んでいる。
【００３２】
かかる空気は，固体処理部５０の空気である。これは当該固体処理部５０で固形物を堆肥
化した際に悪臭が発生するので，処理槽５１に設けた吸気口４７から当該悪臭を含む空気
をエアーポンプ４１５で吸気して，悪臭が漏れないようにしている。
【００３３】
濁水が浄化されると，中空膜４３を介して排水される。このとき中空膜４３の膜には，所
定の径（例えば，０．４μｍ）の穴が多数設けられ，当該穴はフロックやスカムより小さ
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いので，中空膜４１３を介して排水される水は浄化された水のみとなる。これにより排水
の濁度を３００ｍｇ／リットル以下のすることが可能になっている。
【００３４】
なお排水開始は，濁水の濁度が所定濃度になったことを浄化槽濁度センサ４１８が検出し
，かつ，下限水位センサ４１６が浄化槽４１１の水位を検出したときに行われる。
【００３５】
浄化槽４１１の水位が下限水位センサ４１６より少なくなった場合には，中空膜４３の目
詰りを防止するために排水は行われない。
【００３６】
また浄化槽４１１に多量の濁水が貯留され，上限水位センサ４１７が水位を検出した状態
で，さらにディスポーザー２０から粉砕物が供給されて濁水が増えると浄化槽４１１から
濁水が溢れるおそれがある。そこでかかる場合には，上限水位センサ４１７が水位を検出
しなくなるまでディスポーザー２０を停止するようになっている。
【００３７】
ところで，一般家庭用等に用いられる生ゴミ処理システムでは，システムの小型化の観点
等から浄化槽４１１の容積を小さくすることが望まれるが，この場合微生物量（分解能力
）に対する有機物量（濁水に含まれる生ゴミ量）が多くなり，当該濁水の浄化時間が長く
なったり，中空膜４１３から浄化された水を排水するのに要する時間が長くなってしまう
。
【００３８】
また，最終的に残る汚泥は除去しなければならないが，汚泥が濁水中を浮遊すると当該汚
泥の固液分離が困難になる。特に，濁度が１００００ｍｇ／リットルを越えた場合，曝気
装置４１２を停止しても活性汚泥は沈殿しなくなる。
【００３９】
そこで本発明では，濾過装置４３０を設けて高濃度に汚泥を含む濁水を濾過して，かかる
時間の短縮化及び汚泥の沈殿の促進を図っている。
【００４０】
即ち，浄化槽４１１の濁水の濁度を浄化槽濁度センサ４１８により監視し，当該濁度が予
め設定された濁度（例えば，浄化槽が５０リットルの場合，濁度１２０００ｍｇ／リット
ル）以上になると，浄化槽濁度センサ４１８がこれを検出して濾過用ポンプ４６１を動作
させる。
【００４１】
なお，濾過用ポンプ４６１が動作を開始する際に，排水ポンプ４１４が動作中であれば，
当該排水ポンプ４１４は停止される。
【００４２】
濾過用ポンプ４６１により，浄化槽４１１の濁水は散水管４６２から濾過槽４４０に散水
される。散水量としては，１回当り１リットルで，１時間毎に行うようにする。
【００４３】
濾過槽４４０には，ホールチップが入れられているので，散水された濁水の汚泥が，当該
ホールチップに吸着等されて濾過される。
【００４４】
濾過された濁水は，濾過槽４４０の穴４４２から受水槽４５０に滴下し，当該受水槽４５
０に所定量の濁水が貯留されると，これを受水槽水位センサ４５２が検出し，送水ポンプ
４６３を動作させる。
【００４５】
この時，送水ポンプ４６３が所定時間継続して運転しても，受水槽水位センサ４５２が継
続して水位を検出している場合には，排水詰りと判断して異常ランプ４７１を点灯させ，
ディスポーザー２０を強制的に停止させる。
【００４６】
受水槽４５０で貯留した濁水の濁度は，受水槽濁度センサ４５３により検出され，当該濁
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度が所定の濁度より大きい場合（例えば，３００ｍｇ／リットル以上）には，三方切換弁
４６５を浄化槽４１１側に切換えて，送水ポンプ４６３からの濁水が戻し管４６４を介し
て浄化槽４１１に戻るようになっている。
【００４７】
一方，濁度が所定の濁度より小さい場合（例えば，３００ｍｇ／リットル以下），即ち濁
水が所望程度に浄化されている場合には，三方切換弁４６５を排水管１２側に切換えて，
送水ポンプ４６３からの濁水が排水されるようになっている。
【００４８】
上述した浄化処理及び濾過処理を１日繰返しても，濁水が十分に浄化されない場合には，
濾過槽４４０のホールチップが寿命であると判断して，チップ交換ランプ４７２を点灯さ
せて利用者に当該ホールチップの交換を促し，ディスポーザー２０の処理を強制的に停止
させるようになっている。
【００４９】
また浄化槽４１１には，下限水位を検知する下限水位センサ４１６が設けられて，当該下
限水位センサ４１６が水位を検出中は排水ポンプ４１４が動作して浄化された水のみを排
水し，下限水位センサ４１６が水位を検出しなくなると中空膜４１３が目詰りするのを防
止するために排水ポンプ４１４の動作は停止する。
【００５０】
【発明の効果】
以上説明したように，本発明によれば，浄化装置における浄化時間が長時間を要する場合
等においては，当該浄化装置に貯留された液体分を濾過装置で濾過するようにして，循環
装置により濾過された液体の濁度が所定値以上の場合には，浄化が不充分であるとして浄
化装置に戻し，所定濃度以上の場合には排水するようにしたので，固液分離された液体分
を速やかの所望の濁度にすることが可能になり，システムの小型を実現することが可能に
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる生ゴミ処理システムの概略構成を示す上面図である。
【図２】図１の矢視ＡＡ側面を示す側面図である。
【図３】図１の矢視ＢＢ側面を示す側面図である。
【符号の説明】
２０　ディスポーザー
３０　固液分離部
３１　移送板
３３　水切板
５０　固体処理部
５１　処理槽
５２　攪拌体
５３　攪拌体回動装置
４００　液体処理部
４１０　浄化装置
４１１　浄化槽
４１２　曝気装置
４１３　中空膜
４１４　排水ポンプ
４１６　下限水位センサ
４１７　上限水位センサ
４１８　浄化槽濁度センサ
４３０　濾過装置
４４０　濾過槽
４５０　受水槽
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４５２　受水槽水位センサ
４５３　受水槽濁度センサ
４６０　循環装置
４６１　濾過用ポンプ
４６３　送水ポンプ
４６５　三方切換弁
４７０　表示部
４７１　異常ランプ
４７２　チップ交換ランプ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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