
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固形状の有機廃棄物を好気性微生物群による分解によって醗酵処理する装置において、
前記有機廃棄物を醗酵処理する廃棄物処理槽と連通する排気管の先端に、

取付けた悪臭ガス散出用の散気筒と、この散気筒を水中に没入して悪
臭ガスや悪臭成分を含む水分を水中に排出させて悪臭ガスに含まれる悪臭成分を１次処理
する曝気タンク部と、この曝気タンク部の上部に

空気層と、この空気層を介して曝気タンク部から漏出する臭気を物理
的に吸着させる脱臭剤を充填し 前記臭気を２次処理して脱臭する脱臭剤収容タンク部と
、更に、前記曝気タンク部 脱臭剤収容タンク部とを、内部に前記空気層を介して一
つの容器にて一体的に構成したことを特徴とする有機廃棄物処理装置における脱臭装置。
【請求項２】
　

【発明の詳細な説明】
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所定量の樹脂製
の小径な球体同士を接着させて微細間隙を不規則に、かつ、所定数点在させた状態で有底
筒状に成形加工して

前記曝気タンク部から排出される臭気を
分散させてその移動速度を抑制する中空球体を多数籠体に収容して構成した臭気移動速度
抑制装置を内蔵した

て
および

前記脱臭剤収容タンク部は、脱臭剤を充填した筐体を複数段積層するとともに、これら
各筐体を容器に個別に出し入れ可能に収容して構成し、更に、前記筐体を複数段に、かつ
、出し入れ可能に収容した容器は、上方端を開放し、その開放部に排気口を微細な網目を
備えた通気性に富む被覆部材にて閉鎖した排気フードを被着して構成したことを特徴とす
る請求項１記載の有機廃棄物処理装置における脱臭装置。



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、厨芥（生ごみ）等の有機廃棄物を微生物による醗酵分解処理を行って、迅速・
容易に減量化を可能とした有機廃棄物処理装置において、前記醗酵分解処理中に発生する
悪臭ガスを外部に直接排気することなく、簡易に脱臭処理する改良された脱臭装置に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
今日、一般家庭や飲食店から排出される厨芥（生ごみ）等を含めた有機性廃棄物の発生量
は年々増加し、特に、ごみ収集日まで家庭で保管する場合、あるいは、収集場所における
悪臭やハエ等害虫の発生、更には、野犬、カラス等のいたずらによる厨芥の食い散らかし
等、厨芥の早期廃棄処理が大きな社会問題となっている。
【０００３】
そして、前記厨芥は他のゴミと一緒にその大部分が清掃工場等において焼却処理したり、
あるいは埋め立て方式等によって処理していた。焼却方式では、生ごみをそのまま他のご
みと合せて焼却処理している関係上、排煙、臭い等を考慮して装置の設置場所等に難点が
あり、又、埋め立て方式では、埋め立て用地の確保をはじめ臭気、病原菌の発生等に対し
てはどのようにして対処するか等種々の問題があった。
【０００４】
このため、今日では有機廃棄物の好気性醗酵処理、即ち、堆肥化（コンポスト化）に関す
る処理技術は、無公害処理であることはもとより、廃棄物の再利用技術、自然処理化を可
能とした技術として見直されてきている。特に、残飯と称する生ごみについては、これを
大量消費していた畜産業が、今日では大部分が配合飼料に切り替えられたことにより、前
記有機廃棄物の処理を解決するための迅速で、且つ、高度に分解・醗酵・減量化を可能と
した処理装置の開発が早期に望まれている。
【０００５】
そして、今日一般によく知られている厨芥の処理は、例えば、生ごみ中の有機質成分を中
温，高温菌等の微生物の力を借りて醗酵分解処理することによってほぼ達成される。前記
生ごみの醗酵分解処理は、醗酵処理中に生ずる醗酵熱が大きく寄与することはもとより、
醗酵処理中に発生する悪臭ガスも比較的少ないということもあって、好気性の微生物を用
いた醗酵分解処理の方式が、今日多く利用されている。
【０００６】
前記好気性醗酵処理を活性化させるには、微生物の活動を良好に保つ環境を必要とするた
めに、醗酵処理する厨芥の適正な処理量及び醗酵処理に適した水分，温度の維持を必要と
し、かつ、微生物の増殖・活性化をはかる上で常に新鮮な酸素（空気）を供給する必要が
あった。
【０００７】
この結果、前記厨芥を処理する装置においては、一般に、厨芥や水分調整剤等処理物全体
の水分状態と酸素供給状態の均一化をはかるための攪拌手段と、微生物の活性化及び水分
を一定値に維持するための環気（通気）手段と、厨芥の醗酵・分解を促進するための加熱
手段等を具備し、常に醗酵処理槽内を厨芥の好気性醗酵処理に適した状態を保持し、厨芥
の醗酵分解処理を促進できるように構成されている。
【０００８】
然るに、前記の醗酵処理においては、微生物の活性化や醗酵処理物の水分を一定値に維持
する関係上、常時酸素を醗酵処理槽の下部から槽内に給送し、醗酵処理槽内を通過させて
外部に直接排出する方式が一般に採用されているため、醗酵処理によって発生する悪臭ガ
スが、悪臭を含んだ物質とともに外部に直接排出されることになれば、臭気の飛散により
、生活環境に多大な悪影響を引き起すことになる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
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このため、醗酵処理槽には脱臭装置を併設し、悪臭による被害をなくすように努めている
。そして、今日よく知られている脱臭装置としては、例えば、悪臭ガスを活性炭を利用し
た吸着脱臭剤に接触・吸着させて臭気を脱臭するようにしている。しかし、悪臭ガスは多
種の悪臭成分（アンモニアガス，メタンガス等）を多く含んでいるため、これらのガスを
直接活性炭に接触させると、悪臭成分の吸着負荷が大きくなり、活性炭を早期に劣化させ
たり、悪臭ガスと同時に生じる悪臭を含む水分によって活性炭が必要以上に吸湿し、脱臭
効果を著しく低下させる等の問題があった。
【００１０】
前記の活性炭による脱臭処理に代えて、オゾンを脱臭装置に供給して悪臭ガスを許容濃度
まで脱臭する方法も開発されている。このオゾンの供給による脱臭処理は、脱臭装置に例
えば、オゾン生成装置を具備し、オゾンと悪臭ガスとを混合して脱臭する方式が主に開発
されている。この場合、悪臭ガス中の悪臭成分の低減化を図るには、オゾンの供給量を悪
臭成分の度合に応じて増加する必要がある。しかし、オゾンの供給量を増すことは、オゾ
ン生成装置が大形化して装置自体が高価になるとともに、オゾン自体がそのまま装置外に
流出した場合、人体に悪影響を及ぼすことになりかねないため、通常はオゾン自体を酸素
に分解する触媒を特別に必要としていたので、このオゾンによる脱臭手段は、非常に高価
なものとなり、この種の有機廃棄物処理装置自体のコストを必然的に高くするという問題
があった。
【００１１】
本発明は、前記の種々な問題点に鑑み、厨芥の醗酵処理中に生ずる悪臭ガスや水蒸気等の
悪臭を迅速・良好に脱臭する簡素な構造で、かつ、メンテナンスが容易な有機廃棄物処理
装置における脱臭装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、前記目的を達成するために、請求項１記載の有機廃棄物処理装置における脱
臭装置は、固形状の有機廃棄物を好気性微生物群による分解によって醗酵処理する装置に
おいて、前記有機廃棄物を醗酵処理する廃棄物処理槽と連通する排気管の先端に、

取付けた悪臭ガス散出用の散気筒と、この散気筒を水中に没
入して悪臭ガスや悪臭成分を含む水分を水中に 出させて
１次処理する曝気タンク部と、この曝気タンク部の上部に

空気層と、この空気層を介して曝気タンク部から漏出する臭
気を物理的に吸着させる脱臭剤を充填し 前記臭気を２次処理して脱臭する脱臭剤収容タ
ンク部と、更に、前記曝気タンク部 脱臭剤収容タンク部とを、内部に前記空気層を
介して一つの容器にて一体的に構成した
【００１３】
　請求項２記載の有機廃棄物処理装置における脱臭装置は、請求項１記載の脱臭装置にお
いて、

【００１７】
本発明は、微生物の醗酵分解処理により厨芥の大部分がアンモニア，メタンガス，炭酸ガ
スと水とに分解処理されることにより生ずる前記アンモニア等の悪臭ガスを、曝気タンク
部の水との接触により悪臭部分の多くを溶解・除去する１次処理と、前記１次処理した臭
気を更に脱臭剤収容タンク部に送出して脱臭剤にて２次処理して脱臭するように構成した
ので、悪臭ガスの脱臭処理を簡易な構成で迅速・確実に行うことができる。
【００１８】
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所定量
の樹脂製の小径な球体同士を接着させて微細間隙を不規則に、かつ、所定数点在させた状
態で有底筒状に成形加工して

排 悪臭ガスに含まれる悪臭成分を
前記曝気タンク部から排気され

る臭気を分散させてその移動速度を抑制する中空球体を多数籠体に収容して構成した臭気
移動速度抑制装置を内蔵した

て
および

ことを特徴とする。

前記脱臭剤収容タンク部は、脱臭剤を充填した筐体を複数段積層するとともに、こ
れら各筐体を容器に個別に出し入れ可能に収容して構成し、更に、前記筐体を複数段に、
かつ、出し入れ可能に収容した容器は、上方端を開放し、その開放部に排気口を微細な網
目を備えた通気性に富む被覆部材にて閉鎖した排気フードを被着して構成したことを特徴
とする。



又、悪臭ガスの１次処理に際しては、樹脂製の多数の小球体を圧着する等して小間隙が所
定数点在するようにして形成した有底筒状の散気筒にて悪臭ガスを加圧した状態で曝気タ
ンク部の水中に噴出するように構成したので、悪臭ガスは曝気タンク部の水中に遅々とし
て小量ずつ噴出されるため、前記タンク部の水との接触が良好に行い得、かつ、小量づつ
水中に排出される結果、水による溶解・除去が容易となり、悪臭成分を効率よく脱臭する
ことができる。
【００１９】
更に、脱臭剤は曝気タンク部内の水中を通過することによって希薄となった臭気を吸着し
て脱臭することができるので、脱臭剤の汚損が軽減でき、前記悪臭ガスの１次処理を安価
な水によって行うことと相まって、脱臭処理のランニングコストを著しく低減することが
できる。その上、脱臭剤の交換に当っては、脱臭剤を収容した筐体を脱臭剤収容タンク部
から引出し方式で出し入れできるように構成したので、脱臭剤の交換は脱臭装置を停止さ
せることなく、迅速・容易に行うことができ利便である。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施例について、添付図面を参照して説明する。図１は本発明が
適用された有機廃棄物処理装置Ａの１例を概略的に示す構成図で、厨芥等の有機廃棄物（
以下、厨芥という）を例えば、高温醗酵分解させて減量化処理する廃棄物処理槽１と、廃
棄物処理槽１に投入した厨芥を一定時間毎に攪拌して微生物分解処理を良好に行う攪拌手
段２と、厨芥を所定温度に加熱する加熱手段３と、前記廃棄物処理槽１の下部から微生物
による分解処理中の厨芥や菌床内に新鮮な空気を供給して微生物群を常時活性・繁殖化さ
せる空気給送手段４と、廃棄物処理槽１内の上部から前記処理槽１内の空気を外部に排出
して本発明の脱臭装置２７により脱臭処理する空気排出手段５と、廃棄物処理槽１内の厨
芥等の水分調整を行うための散水手段６と、前記各手段２～６及び脱臭装置２７を駆動制
御する制御装置７とによって構成されている。
【００２１】
つづいて、有機廃棄物処理装置Ａを構成する各手段２～６の構成について説明すると、廃
棄物処理槽（以下、処理槽という）１は下部を弧状となして縦断面形状をＵ字状に形成し
て、図２に示す横長な筐状の取付枠体８に、上面及び前面を外部に露呈した状態で取付け
られており、処理槽１の上面側には図１に示すように厨芥の投入口９を開閉する開閉蓋１
０が、下部の前面側（図１の右側）には、厨芥等の残渣を外部に排出するための排出口１
１を開閉する排出蓋１２がそれぞれ取付けられている。
【００２２】
又、処理槽１の上面後背部の一側には、厨芥を駆動手段１３ａにて高速回転する破砕刃に
て破砕する破砕装置１３と、破砕した厨芥を脱水処理する脱水装置１４が設置されており
、前記脱水処理した厨芥は投入筒１４ａ（図１参照）を経て処理槽１に投入される。なお
、前記破砕装置１３や脱水装置１４は必要に応じて設置すればよい。
【００２３】
次に攪拌手段２の構成について説明する。この攪拌手段２は、図２，３に示すように、処
理槽１の中心部においてその長さ方向に回転自在に軸架した回転駆動軸１５と、この回転
駆動軸１５の処理槽１の一側壁から突出する端部に止着した鎖車１６をチェーン１７を介
して駆動する電動機１８と、更に、前記回転駆動軸１５に所定の間隔を有して止着した攪
拌棒１９と、前記攪拌棒１９の先端部分に取付けた攪拌羽根２０とによって構成されてい
る。
【００２４】
そして、攪拌手段２の攪拌棒１９は、例えば、図２，３で示すように、攪拌棒１９は（本
例では６本）その基端が回転駆動軸１５に、その長さ方向の中心に対してその左右（回転
駆動軸１５の両端側の）方向に３本づつ等間隔で、かつ、回転駆動軸１５の周方向に対し
ては、１２０°の角度間隔を保ち、しかも、回転駆動軸１５の長さ方向の中心から一方の
端部に向かう３本の攪拌棒１９を、他方の３本の攪拌棒１９に対して１８０°捻って取付
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けることにより、前記６本の攪拌棒１９は、回転駆動軸１５の周方向に６０°の間隔を保
って取付けられている。又、前記各攪拌棒１９の先端は図１に示すように、処理槽１の内
周面に摺接しない範囲の小間隙を保って、前記処理槽１の内周面と近接する位置まで延出
して取付けられる。
【００２５】
前記各攪拌棒１９の先端部分は、図４に示すように、攪拌棒１９を通す中空部２０ａを有
するように平板をほぼ六角形（攪拌棒１９を貫通する方向からみて）に曲成して形成した
攪拌羽根２０が、前記攪拌棒１９にこれを挿通した状態で止着されている。そして、前記
攪拌羽根２０の取付けに際しては、攪拌棒１９の先端を中空部２０ａから一定の長さ（本
例では、例えば攪拌棒１９の１／５の長さ）寸法突出させ、この状態で、攪拌羽根２０の
平坦部２０ｂから攪拌棒１９に螺合した取付ボルト２０ｃを締着することにより、攪拌羽
根２０の取付けを行うものである。
【００２６】
更に、前記攪拌羽根２０は、図４，５に示すように、攪拌棒１９に取付ける場合は、その
取付角度を回転駆動軸１５の軸線に対して所定の角度（例えば、３０～６０°の範囲）傾
斜させて取付けられており、しかも、各攪拌羽根２０は、回転駆動軸１５の長さ方向の中
心（図５のＹ点）を基点としてその両端側において、互いに相対する方向（対称位置）に
同一角度傾斜させることにより取付けられている。攪拌羽根２０を前記のように取付ける
のは、厨芥を攪拌する場合、処理槽１の長さ方向に厨芥を移動させるために傾斜させてあ
る。
【００２７】
次に加熱手段３について説明する。この加熱手段３は図１に示すように、処理槽１下部の
半円状（Ｕ字状）に曲成した底面から、処理槽１の中位置（高さ寸法の中間部分の位置）
のところまで延出して貼設した、図示しない電熱ヒータを内蔵した耐熱ゴム等の弾力性に
優れた部材によって構成されており、常に処理槽１内を所定温度にコントロール（制御）
して厨芥の醗酵処理を効果的に行わせる。又、３ａは処理槽１の温度が所定温度（例えば
、約４０℃）に達したらヒータへの通電を断つ温度調節器で、制御装置７に接続されてい
る。
【００２８】
空気給送手段４は、図１，２で示すように、処理槽１内の底面近くに空気を例えば、一定
の圧力で給送し、厨芥と混在する菌床内の微生物群に対する酸素供給と余剰水分を気化さ
せるようにした手段で、本例においては、図２に示すように、電動式の空気給送用のブロ
ワ（送風機）２１と、このブロワ２１の図示しない排出口と基端を連接して空気を処理槽
１内に給送する給送管２２，２３とによって構成されている。
【００２９】
そして、前記給送管２２，２３の各先端は、それぞれ処理槽１両側の側壁下部に溶接等に
よって取付けられており、各給送管２２，２３の先端が取付けられる処理槽１側壁の取付
部位には、図１，３に示すように、空気を処理槽１内に給送するための給送口２４を形成
する通孔２４ａが所定個数穿孔されている。この通孔２４ａに給送される空気の圧力は、
処理槽１内に給送することにより、厨芥等が攪拌中に通孔２４ａから給送管２２，２３内
に漏出しない程度の圧力が得られるように設定されており、常時新鮮な空気を処理槽１内
に給送し、微生物群の活性・繁殖化を促進し、厨芥の醗酵処理を円滑・良好に行うことが
できる。なお、図１中の２３ａは、処理槽１に給送する空気の給送量を可変する開閉バル
ブである。
【００３０】
次に空気排出手段５について説明する。この空気排出手段５は、図１，２に示すように、
処理槽１の後面側（図１の左方向）上部（厨芥の上方）に穿孔した排気口２５と、この排
気口２５から処理槽１内の醗酵処理にて発生する悪臭ガスや悪臭を含む水蒸気等を強制的
に吸引排出させる空気排出用のブロワ（送風機）２６と、前記排気口２５と空気排出用の
ブロワ２６との間及び、前記排出された悪臭ガス等を脱臭処理して悪臭を排除する後述す
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る脱臭装置２７とブロワ２６との間に配管した排気管２８，２９とによって構成されてい
る。
【００３１】
前記空気排出手段５は、厨芥の醗酵処理中に発生する悪臭ガスを、処理槽１内に給送され
て微生物群の活性・繁殖化を促進する空気とともに、前記脱臭装置２７に送出し、悪臭ガ
スを脱臭して大気中に放出させるためのもので、常時処理槽１内の水分やアンモニア等悪
臭ガスを吸引することにより、厨芥の投入時開閉蓋１０を開閉したとき悪臭が投入口９か
ら大気中に直接放散するのを良好に防ぐ。特に、厨芥の醗酵分解処理が終了近くになると
、処理槽１内には相当量の悪臭ガスが発生するため、この場合は、給送管２２，２３の配
管途中に設けた流量調節用の開閉バルブ２３ａを絞り込む等して、処理槽１内を負圧、例
えば、１気圧以下に保持し、悪臭ガスが処理槽１から漏出するのを回避するため、前記空
気排出手段５により強制的に排出することにより、悪臭ガスが投入口９や排出口１１から
外部に自然漏出するのを抑制する。
【００３２】
散水手段６は、処理槽１内の温度や、厨芥等の含水率を調整するために設置されており、
図１に示すように、処理槽１の後壁上部に例えば、首振可能に取付けた散水ノズル３０と
、この散水ノズル３０と給水源（温水器等であり図示せず）との間を接続する給水管３１
と、この給水管３１に取付けた開閉バルブ３２とによって構成されており、前記散水ノズ
ル３０は、定期的に散水を行うことにより、厨芥等の含水率が低下したり、処理槽１内が
乾燥状態になるのを良好に防ぐ。
【００３３】
次に、前記処理槽１にて厨芥等の醗酵分解処理中に発生する悪臭ガスを脱臭処理する、本
発明の脱臭装置２７の構成を図６ないし図８によって説明する。
【００３４】
図６において、本発明の脱臭装置２７は、悪臭ガスを１次処理する曝気タンク部４１と、
この曝気タンク部４１の上側に位置して１次処理した臭気を更に２次処理して脱臭する脱
臭剤収容タンク部５１とを具備した一つの容器４０を用いて構成されている。
【００３５】
最初に、前記容器４０における曝気タンク部４１の構成について説明する。図７において
、曝気タンク部４１は、その底部付近にブロワ２６と連接する排気管２９の先端に連結し
た有底筒状の散気筒４２を収容し、上部には給水源４３に連結した給水管４４が給水バル
ブ４５を介して配管接続し、又、曝気タンク部４１の上面に止着されて検出部を曝気タン
ク部４１の底部付近まで垂下させた水位計４６を備え、更に、前記散気筒４２とほぼ同一
水平線上の位置において排水管４７が、排気管２９と反対側の位置で曝気タンク部４１に
配管途中に排水バルブ４８を介して接続することにより構成されている。
【００３６】
そして、前記給送管４４，排水管４７に取付けた給水バルブ４５，排水バルブ４８は、指
令信号にて定期的に開閉して曝気タンク部４１内の水を給・排水できるように制御装置７
と電気的に接続され、又、水位計４６は曝気タンク部４１内の最低・最高水位の検出信号
を制御装置７に送出して、給・排水バルブ４５，４８に開閉指令を送出できるように制御
装置７に接続されている。そして、例えば、曝気タンク部４１内の水を排水する時間に達
すると、制御装置７からの指令信号にて排水バルブ４８を開いて曝気タンク部４１の水を
定量排水した後排水バルブ４８を閉じる。この後、制御装置７からの指令信号にて給水バ
ルブ４５を開き、給水源４３から給水管４４を介して曝気タンク部４１に給水し、水位計
４６にて定量給水されたことが検出された時点で前記給水バルブ４５を閉じることにより
、曝気タンク部４１の給・排水を完了するものである。
【００３７】
又、曝気タンク部４１の底部付近に配置した散気筒４２は、例えば、樹脂製の小径な球体
４２ａを有底筒状の２重管壁状に形成した金型の内・外壁間の空間に必要量充填し、この
状態で、前記球体４２ａを所定圧力で加圧するとともに、前記金型を所定温度に加熱し、
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金型内に充填した前記各球体４２ａ同士を部分的に溶着して、小径な球体４２ａを必要数
一体的に固着して有底筒状の散気筒４２を成形加工することにより形成される。
【００３８】
前記散気筒４２は、小径な球体４２ａを用いて前記のように成形加工すると球体４２ａ部
分は加熱により球形が崩れ、それぞれの球体４２ａ同士が互いに接着することになる。こ
の場合、球体４２ａの原形が崩れるほど金型を加熱すれば球体４２ａは溶けて原形をとど
めることはできないが、原形をとどめる程度に加熱すれば、球体４２ａ同士は接着するも
のの、部分的な接着となるため、接着されない個所には図８に示すように、空気や水分が
流通する微細な間隙ａが生じることになる。
【００３９】
前記微細間隙ａは規則的にできることはほとんどなく、有底筒状に成形加工した散気筒４
２全体に不規則に点在して所定数形成されることになる。又、形成される微細間隙ａの大
きさもまちまちであることは言うまでもない。しかも、前記のようにして形成された散気
筒４２には、空気が流通する微細間隙ａを適当数備えているので、曝気タンク部４１の水
中にも容易に没入することができる。
【００４０】
更に、空気が流通する微細間隙ａは、不規則的に、かつ、それぞれ大きさを異にして適当
数形成されているので、この散気筒４２に例えば、空気を送出した場合、空気は微細間隙
ａの存在個所及び大きさ自体が不規則なため、そのまま流出せず散気筒４２の中で一旦滞
留した状態で、少しづつ微細間隙ａを通って水中に排出されることになる。即ち、給送さ
れた気体あるいは流体をそのまま一気に排出せず、徐々に排出することができるように構
成されている。
【００４１】
つづいて、曝気タンク部４１の上部に図７で示す如く、空気層４９を介して一体的に併設
された悪臭ガス（臭気）の２次処理を行う脱臭剤収容タンク部５１の構成について説明す
る。このタンク部５１は、容器４０の上部に、例えば、図７に示すように、底面に網目の
細かい金網５５を張設した３個の筐体５２，５３，５４を上方に段状に積層して収容する
とともに、これら各筐体５２～５４を引出しのように、個別にタンク部５１から出し入れ
できるように収容・載置することによって構成されている。
【００４２】
そして、前記各筐体５２～５４は、それぞれ各筐枠部分に臭気を２次処理して脱臭する活
性炭等の脱臭剤５６を充填して前記脱臭剤収容タンク部５１に挿入し、前記タンク部５１
の側壁に設けた各段部の係載部ｂに引出し可能に係載することにより、図７に示すように
、複数段に係載された状態で収容保持される。各筐体５２～５４には、それぞれ筐体５２
～５４の引出方向となる前壁面（排水管４７と同一方向）に把手５７が取付けられている
。
【００４３】
なお、脱臭剤５６が劣化したり、湿って性能低下により交換する場合は、前記把手５７を
持って筐体５２～５４をタンク部５１から引出し、筐体５２～５４内の脱臭剤５６を取出
して新しいものと交換し、この後、筐体５２～５４自体は引出しをしまうようにタンク部
５１の所定の係載部ｂに係載し、そのままタンク部５１内に押し込むように押動して収容
する。
【００４４】
次に、曝気タンク部４１と脱臭剤収容タンク部５１との間に介在する空気層４９について
説明する。この空気層４９は曝気タンク部４１にて１次処理された悪臭ガスの臭気が、直
接脱臭剤収容タンク部５１に流入するのを抑制するために形成したもので、その構成は図
７に示すように、曝気タンク部４１上部の空間部に、例えば、筐体５２の下面を覆うよう
な広さで、流体を流通させる流通孔を多数穿設した孔あけメタル（パンチングメタル）を
、例えば、Ｕ字状に曲成した籠体５８を、その上部の開口端側を収容剤タンク部５１の底
部に吊設する等して取付けられている。
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【００４５】
そして、前記籠体５８の内部には気体の流通を妨げる、例えば、中空状の樹脂製の中空球
体（直後１０ｍｍ程）５９ａが段状に重なって収容されており、この中空球体５９ａの存
在により、曝気タンク部４１と脱臭剤収容タンク部５１とを区画し、前記したように、１
次処理した悪臭ガスの臭気を時間をかけて脱臭剤収容タンク部５１に送出するようにして
いる。なお、中空球体５９ａを収容する籠体５８は、これに代えて袋体に中空球体５９ａ
を収容し、これを平坦状にして前記空気層４９に横架するようにしてもよい。
【００４６】
図６，７において、６０は脱臭剤収容タンク部５１の最上部開口端に被着した排気フード
で、その開口部には害虫等の侵入を防ぐ金網等の侵入防止膜６１が張設されている。
【００４７】
次に、厨芥を醗酵処理して減量化する場合について説明する。最初に、厨芥の醗酵処理に
際しては、あらかじめ処理槽１と菌床の下準備を行う。即ち、処理槽１については、図示
しない操作スイッチを投入し、加熱手段３の図示しないヒータに通電を行い、処理槽１を
好気性醗酵菌（微生物群）の活性化に最適な醗酵温度、例えば、４０℃の温度に加熱する
。この後、処理槽１の開閉蓋１０を開き、菌床を形成する種菌（微生物群），米ぬか等の
栄養剤，おが屑等の水分調整材，ｐＨ調整剤を、それぞれ適量混合させて、投入口９から
処理槽１に投入し、一定時間（１２～２４時間）放置し、菌床を形成する。
【００４８】
前記菌床を事前に形成する場合、種菌として本発明は、好気性の低温菌（最適活動温度約
１０～２０℃、例えば、細菌類〔シュードモナス属〕），中温菌（最適活動温度約２０～
４０℃、例えば、放線菌類〔スプレプトマイセス属〕），高温菌（最適活動温度約５０～
６０℃、例えば、枯草菌類〔バシルス属〕）と、嫌気性菌（例えば、乳酸菌類〔バクトバ
シルス属〕）の４種属の菌を適宜ブレンドして種菌を設け、この種菌を前記おが屑等他の
菌床を形成する部材と混合して菌床を形成するもので、菌床の各菌類（微生物群）は前記
の事前準備終了後１２～２４時間放置しておくと、良好に繁殖し厨芥の醗酵処理に備える
。
【００４９】
前記のようにして、厨芥の醗酵処理を行う前の事前作業が終了したら、生ごみ等有機廃棄
物の厨芥を破砕装置１３に投入してこれを微細に破砕する。前記破砕した破砕物は、その
まま脱水装置１４に給送し脱水処理を行った後、投入筒１４ａを通って処理槽１に投入さ
れる。なお、脱水された汚水はそのまま排水管Ｐ 1  から濾過装置３３に流入し、濾過され
た後、貯水槽３４に貯水される。貯水槽３４が満杯となれば、溢流した水はそのまま下水
に放流する。なお、破砕装置１３を使用することなく、そのまま厨芥を処理槽１の投入口
９の開閉蓋１０を開放して投入するようにしてもよい。
【００５０】
なお、投入口９を開き厨芥を処理槽１内に投入する場合、処理槽１内の空気を排気するブ
ロワ２６が制御装置７からの指令により駆動し、厨芥の投入時投入口９から臭気が外部に
漏出するのを抑制する。厨芥の投入後投入口９を開閉蓋１０により閉鎖するとブロワ２６
は一旦停止する。
【００５１】
前記厨芥の投入が終了したら、図示しない運転スイッチを投入する。運転スイッチの投入
により、攪拌羽根２０を取付けた攪拌棒１９を回動する電動機１８，空気を処理槽１内に
給送するブロワ２１，処理槽１内の空気を脱臭装置２７に排出する空気排出用のブロワ２
６，処理槽１を加熱する加熱手段３をそれぞれ制御装置７からの指令にて駆動する。この
場合、加熱手段３は菌床を生成している関係上、処理槽１内を菌の繁殖に適した温度に維
持しているが、前記厨芥を処理槽１内に投入することにより、菌床の温度は一旦低下する
。この結果、運転スイッチの投入により加熱手段３はＯＮ動作して処理槽１の温度を設定
温度まで上昇させる。
【００５２】
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そして、前記電動機１８の起動により回転駆動軸１５を駆動し、この駆動軸１５に基端が
止着されて攪拌羽根２０を先端部分に取付けた攪拌棒１９を回転し、図１，３に示す処理
槽１内に投入した菌床と厨芥からなる醗酵基材Ｘを攪拌・混合する。前記攪拌棒１９の回
転数は、本例では１～２回転／分に設定されており、醗酵基材Ｘを攪拌羽根２０により攪
拌し、前記菌床と厨芥とを効率よく混合させる。この場合、攪拌羽根２０は、攪拌棒１９
の先端から少し後退した位置に取付けられているので、醗酵基材Ｘを処理槽１の壁面に押
し付けたりすることがないので、円滑に攪拌・混合することができる。
【００５３】
前記醗酵基材Ｘは、その攪拌処理工程において、処理槽１の左右方向（図３に示す処理槽
１の長手方向）に往復移動しながら攪拌・混合される。即ち、攪拌棒１９は、回転駆動軸
１５に図４で示すように、長さ方向には等間隔で、周方向には、図５に示す回転駆動軸１
５の長さ方向の中心線Ｙを基点として、左右方向に対称に配設した各３本が、それぞれ１
２０°づつずれて回転駆動軸１５の正転時は外側の攪拌棒１９から、逆転時には内側の攪
拌棒１９より順番に醗酵基材Ｘを、攪拌羽根２０にて攪拌するように取付けられている。
又、攪拌羽根２０は図４に示すように、攪拌棒１９の先端から少し基端部寄りの位置（攪
拌棒１９の長さ寸法の約１／５程下がった位置）に取付けられているとともに、その取付
角度は、図５に示すように、回転駆動軸１５の軸線に対して所定の角度（約３０～６０°
の範囲）で傾斜し、かつ、前記回転駆動軸１５の軸線と直交する長さ方向の中心線Ｙを基
点として、回転駆動軸１５の長さ方向に向ってそれぞれ攪拌羽根２０が、同一個数で互い
に相対する方向に対称的に（回転駆動軸１５の正転時は醗酵基材Ｘが処理槽１の中心位置
に、逆転時に醗酵基材Ｘが処理槽１の端部側に移動するように）傾斜して攪拌棒１９に取
付けられている。
【００５４】
即ち、前記攪拌羽根２０は、回転駆動軸１５にその周方向に沿って各攪拌棒１９が６０°
づつずらして取付けられている関係上、図５で示すような同一線上の位置に全部配置した
状態で確認することはできない。しかし、各攪拌羽根２０の取付状況を説明するために、
各攪拌羽根２０を取付けた攪拌棒１９を回転駆動軸１５の軸線上において、図５で示すよ
うに、すべて同一方向に突出させたと仮定した状態で説明すると、図５に示す各攪拌羽根
２０は、回転駆動軸１５にその軸線と直交する中心線Ｙの両側において、回転駆動軸１５
の軸線に対してそれぞれ同一角度で対称位置に傾斜させて取付けられている。
【００５５】
前記電動機１８の起動により回転駆動軸１５が、例えば、図５において正転方向（右方向
）に回転した場合、攪拌棒１９に止着した各攪拌羽根２０は、回転駆動軸１５の中心線Ｙ
の方向に所定の角度傾斜させてあるので、処理槽１内の醗酵基材Ｘは、処理槽１の長手方
向において中心方向に移動しながら攪拌・混合される。これは、攪拌羽根２０が前記の如
く、回転駆動軸１５の中心線Ｙ側に向けて傾斜させてあるため、回転駆動軸１５の正回転
により醗酵基材Ｘを斜めに掬うような状態で醗酵基材Ｘ中に進入するためである。
【００５６】
又、前記回転駆動軸１５を図４において逆転方向（左方向）に回転させると、今度は攪拌
羽根２０が回転駆動軸１５の中心線Ｙに対して遠ざかる方向に傾斜させてあるため、醗酵
基材Ｘは前記とは逆に処理槽１の長手方向において側壁側に移動しながら攪拌・混合され
ることになる。
【００５７】
このように、醗酵基材Ｘは攪拌棒１９が回転駆動軸１５によって正，逆回転すると、攪拌
羽根２０により攪拌・混合されながら処理槽１の長手方向に沿って往復移動するため、菌
床と厨芥とからなる醗酵基材Ｘを迅速・良好に攪拌・混合することが可能となる。なお、
醗酵基材Ｘの攪拌・混合作業は、本例では２時間毎に約１０分間（電動機１８の正・逆回
転を５分間づつ）行い、前記醗酵基材Ｘの攪拌・混合作業が開始されると同時に、空気給
送手段４のブロワ２１と空気排出手段５のブロワ２６も同時に起動される。なお、空気給
送手段４と空気排出手段５は、醗酵基材Ｘの攪拌・混合作業が終了しても運転は継続して
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いる。
【００５８】
空気給送手段４が作動すると、ブロワ２１により所定圧力に加圧された空気が給送管２２
，２３（流量調整バルブ２３ａは全開）を通って処理槽１下部の両側壁から醗酵基材Ｘ内
に給送される。前記処理槽１内に給送される空気は、ブロワ２１による加圧と取付枠体８
内の加熱手段３により温められた雰囲気温度により、外気に比べ加温された状態で処理槽
１両側の側壁に穿孔した通孔２４ａを通過して処理槽１内に給送される。
【００５９】
処理槽１内に給送された空気は、醗酵基材Ｘの深部まで浸透し前記醗酵基材Ｘに酸素を拡
散・供給することになる。醗酵基材Ｘの一方を構成する菌床には、低温菌，中温菌，高温
菌，嫌気性菌を適宜ブレンドした微生物群が生殖しており、前記酸素の供給により活性化
し、厨芥を醗酵・分解処理して水分と他の成分（炭酸ガスＣＯ 2  等）に分解する。
【００６０】
前記厨芥の初期の処理段階では、醗酵基材Ｘの温度が低・中温菌の活動・繁殖する温度で
あるため、この段階では高温菌の一部は休眠状態にあり、又、嫌気性菌においても、醗酵
基材Ｘは初期の段階は非常に通気性に富んでいるため、一部は高温菌と同様に休眠してい
る。そして、前記微生物群の酸素供給による活性化に伴い厨芥の醗酵・分解処理が進むに
つれて熱が発生し、醗酵基材Ｘの温度を徐々に高めて高温菌が繁殖する温度（７０℃前後
）まで上昇させる。
【００６１】
醗酵基材Ｘの温度が上昇して高温菌の活性・繁殖化領域に達すると、これまで休眠してい
た高温菌は良好に増殖し厨芥の高温醗酵・分解処理を効率的に進める。このように、微生
物群の活性化・繁殖化が促進されるに従い、醗酵基材Ｘの中で高温領域においては、高温
菌が厨芥の分解処理を行い、又、中温，低温領域でもそれぞれその温度領域に適した微生
物群が活動して厨芥の醗酵・分解処理に貢献するものである。この場合、各温度領域にお
いて繁殖に適さない温度領域に存在する微生物群、例えば、高温領域に存在する中，低温
菌は、一部は死滅するが、大部分は休眠状態となる。
【００６２】
前記のようにして醗酵基材Ｘに含まれている厨芥は、各温度領域にて活性化し繁殖する微
生物群によって、良好に水分と他の成分に分解され、水分については醗酵基材Ｘから発す
る熱により蒸発し、処理槽１内上部の排気口２５から、空気排出手段５のブロワ２６によ
り排出管２８，２９を介して脱臭装置２７に、厨芥の醗酵処理時に生じる炭酸ガス、アン
モニア，硫黄化合物等を含んだ空気（以下、悪臭ガスという）と一緒に排出される。
【００６３】
前記処理槽１から排出管２８，２９を介して脱臭装置２７に排出された悪臭ガスは、一旦
散気筒４２に収集され滞留する。これは散気筒４２自体が、小径な球体４２ａ同士を適宜
溶着して大きさの異なる微細間隙ａを不規則状態に生成して有底筒状に形成されているた
めであり、前記散気筒４２に流入した悪臭ガスはそのまま流出することができず、散気筒
４２内で一旦滞留した状態で、徐々に微細間隙ａを通って曝気タンク部４１内の水中に染
み出るような状態で流出される。
【００６４】
この結果、悪臭ガスは散気筒４２内である程度加圧された状態で収集され、散気筒４２に
不規則状態に形成されている微細間隙ａから滲み出るようにして流出（排出）するので、
曝気タンク部４１内で水との接触が良好に行われ、悪臭成分（アンモニアガス等）の多く
を溶解・除去する。このようにして悪臭ガスの１次処理（脱臭作用）を曝気タンク部４１
にて行う。この際、悪臭ガスとともに散気筒４２に排出される悪臭を含む水分についても
、悪臭ガスと同様に微細間隙ａから、曝気タンク部４１に染み出るようにして流出する。
【００６５】
前記の脱臭処理を本発明においては１次処理という。この場合の１次処理は、悪臭ガス中
の悪臭成分を安価な水により溶解・除去する方式が採用されているので、処理作業は安価
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に、かつ、容易に行い得、脱臭装置２７のランニングコストを大幅に低減することができ
る。
【００６６】
　前記脱臭の１次処理を終えた悪臭ガスは、大部分の悪臭成分が水に溶解・除去されて曝
気タンク部４１の水中からその上方の空気層４９に排気される。空気層４９に排気された
臭気を含んだ空気（以下臭気という）は、その空気層４９内に侵入し、空気層４９内に横
架した籠体５８内に収容・敷設した多数の中空球体５９ａからなる
５９間を通って脱臭剤収容タンク部５１に排気される。この際、前記

５９は籠体５８内において、曝気タンク部４１と脱臭剤収容タンク部５１とを区画する
ように配設されている。
【００６７】
　即ち、曝気タンク部４１から排気された１次処理された臭気は、前記空気層４９に横架
した ５９の存在により直進することができず、

５９を構成する中空球体５９ａと中空球体５９ａとの間の空間を縫ってジグザグ状に侵
入する結果、前記臭気は移動速度が抑制され、かつ、放射状に分散された状態で空気層４
９を通過することになるため、脱臭剤収容タンク部５１への移動を良好に抑制することが
できる。
【００６８】
前記空気層４９を通過した臭気は、放射状に分散された状態で上昇し、臭気を２次処理し
て脱臭する脱臭剤収容タンク部５１に流入される。前記脱臭剤収容タンク部５１は、活性
炭等からなる脱臭剤５６を収容した筐体５２～５４が、本例では３段積みされて引き出し
のようにタンク部５１から出し入れできるように構成されている。
【００６９】
そして、前記脱臭剤収容タンク部５１に流入した臭気は、複数段に積層された筐体５２～
５４内の脱臭剤５６の間を順次通過することにより、脱臭処理されて排気フード６０から
外部に排出される。即ち、脱臭剤収容タンク部５１に導入される１次処理を施した臭気は
、複数段に積層した脱臭剤収容タンク部５１内を脱臭剤５６との接触時間を長くかけて通
過することができるので、脱臭剤５６による２次処理（脱臭処理）を良好に行うことがで
きる。
【００７０】
　これは、悪臭ガスの１，２次処理を時間をかけて行うことにより可能となるもので、本
発明においては、散気筒４２を用いることによって悪臭ガスの曝気タンク部４１内の水中
への排出を抑制することにより、悪臭ガス中の大部分の悪臭成分が水中にて容易に溶解・
除去（悪臭成分の１次処理）でき、この後、曝気タンク部４１から悪臭成分の大部分を脱
臭して排気される臭気は、曝気タンク部４１上方の空気層４９に横架した

５９を通過する間に分・拡散されて脱臭剤収容タンク部５１に導入される。タンク
部５１に流入した臭気は、脱臭剤５６を充填した複数段の筐体５２～５４内を順次通過す
ることにより、脱臭剤５６に吸着されて臭気脱臭の２次処理が時間をかけて良好に行うこ
とができる。
【００７１】
　この２次処理においても、曝気タンク部４１からの排気は、空気層４９に設けた

５９の存在によって、分散され、かつ、排出スピードを緩めて脱臭剤収容
タンク部５１に導入されるため、脱臭の１次処理によって悪臭成分が低減した臭気を、更
に、良好に２次処理して悪臭を除去した空気を排気フード６０の排気口６２（図６参照）
から外部に放出するものである。この結果、厨芥の醗酵処理中に生ずる悪臭ガスは外部に
直接排出されることは全くなく、しかも、悪臭ガスを脱臭する部材は、安価な水を１次処
理として使用しているので、ランニングコストが低減でき、しかも、脱臭剤５６は臭気の
２次処理を行うだけであるため、吸着負担が軽減でき、使用期間を容易に長くすることが
できる。
【００７２】
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曝気タンク部４１の水は、１定時間（例えば２時間）毎に制御装置７からの指令信号によ
って排水、給水の各バルブ４５，４８を開閉し、その約２／３を交換する。給水，排水量
は水位計４６により常時監視し、タンク部４１には常時定量の水を貯留するようにしてい
る。
【００７３】
又、脱臭剤５６の交換に際しては、脱臭剤収容タンク部５１から筐体５２～５４を引き出
しのように把手５７を利用して引き出し、新しい脱臭剤５６を詰めたら、再度脱臭剤収容
タンク部５１内に筐体５２～５４を利用して収容することにより、容易に脱臭剤５６の交
換作用を行うことができる。
【００７４】
前記のように、醗酵基材Ｘに含まれる厨芥の醗酵処理が進み、一定時間（例えば、醗酵基
材Ｘの前回の攪拌時間から２時間）が経過すると、制御装置７からの指令により電動機１
８を起動し、攪拌棒１９を回転し、醗酵基材Ｘを攪拌・混合する。この場合、電動機１８
の起動時間は本例では、正，逆回転各５分間ずつ行われる。回転方向の切換え及び起動時
間は制御装置７にて事前に設定されている。
【００７５】
攪拌棒１９の回転により攪拌羽根２０が醗酵基材Ｘの攪拌・混合を開始すると、前記醗酵
基材Ｘは電動機１８の正転，逆転作用によって処理槽１の長手方向に沿って往復移動する
。これは、既に前述したように、攪拌棒１９に止着した攪拌羽根２０が、それぞれ回転駆
動軸１５の軸線に対して所定の角度傾斜させて攪拌棒１９に止着されているため、醗酵基
材Ｘの攪拌・混合時は、醗酵基材Ｘを容易に処理槽１内において往復移動させることがで
きる。
【００７６】
醗酵基材Ｘが処理槽１内で移動を開始すると、ブロワ２１から処理槽１内に常時給送され
ている空気によって、前記醗酵基材Ｘの温度が一旦降下する。これは、今まで微生物群の
醗酵分解処理により、特に高温菌，中温菌（攪拌・混合を行う前の状態）の活性化・繁殖
化により醗酵基材Ｘの中心部分が他の部位に比べ高温状態にあったが、醗酵基材Ｘ中の温
度変化を観測すると、２時間毎に醗酵基材Ｘの温度が一旦降下し、醗酵基材Ｘの攪拌・混
合を停止（電動機１８を停止）して次に電動機１８が起動するまでの間（約２時間）は、
醗酵基材Ｘの温度が徐々に上昇している。
【００７７】
これは、前記のように、攪拌棒１９を回転させて攪拌羽根２０により醗酵基材Ｘを、高温
領域と低温領域とを攪拌・混合しながら移動させることができ、しかも、空気給送手段４
のブロワ２１から処理槽１内に給送される空気が、前記処理槽１内を移動する醗酵基材Ｘ
とまんべんなく接触することができ、これにより、醗酵基材Ｘの温度を低下させるもので
ある。この場合、空気排出手段５のブロワ２６は常時起動しており、ブロワ２１からの空
気を醗酵基材Ｘに浸透させ、この醗酵基材Ｘ内を浸透して処理槽１内の上部に噴出される
醗酵基材Ｘの熱気を良好に吸引して、脱臭装置２７に排出し、脱臭処理する。
【００７８】
このように、前記醗酵基材Ｘは空気給送手段４と空気排出手段５とによって良好に温度上
昇が抑制できるとともに、攪拌羽根２０の攪拌・混合作用により、醗酵基材Ｘを移動させ
ることにより、醗酵基材Ｘ自体の水分蒸発が良好に行い得、この結果、醗酵基材Ｘは水分
によって固まることなく、少し水分を含んだ状態となっているため、ブロワ２１からの空
気は容易に醗酵基材Ｘの内部に浸透し、醗酵基材Ｘ各部位の温度をほぼ均等化させる。こ
れは、すべて醗酵基材Ｘを攪拌羽根２０によって移動させることができるからであり、こ
れによって、醗酵基材Ｘの好気性醗酵を良好に行うことができる。
【００７９】
厨芥の醗酵分解処理は、前記醗酵基材Ｘがその攪拌・混合時に処理槽１内を往復移動し、
かつ、ブロワ２１から常時空気の給送を受けることと相まって、図５に示すように、攪拌
羽根２０の回転時においては、前記醗酵基材Ｘに空気がまんべんなく接触することにより
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、その醗酵温度が一時的に降下するものの、醗酵基材Ｘには空気の浸透が良好となり、こ
れまで休眠していた低・中温菌は休眠を解いて迅速に繁殖・活性化し、醗酵基材Ｘ中の厨
芥を効率よく醗酵分解処理して水分と他の成分とに分解する。
【００８０】
そして、攪拌羽根２０を５分間づつの正・逆回転させた後、電動機１８を停止すると、醗
酵基材Ｘの攪拌・混合作業が終了し、その時点から醗酵基材Ｘは静止状態で醗酵処理を継
続し、所定の醗酵時間が経過する毎に醗酵温度が上昇し、厨芥を高温醗酵させて効率よく
分解処理する。又、処理槽１内の温度は常時温度調節器３ａにより計測し、所定温度（例
えば、約４０℃）に達したら、加熱手段３への通電を停止する。なお、前記醗酵基材Ｘの
高温醗酵時（例えば、醗酵基材Ｘの温度を熱電対３５で計測し、計測温度が例えば、４０
℃を超えたら）、本例では、加熱手段３への通電は制御装置７からの指令にて中止される
。
【００８１】
前記醗酵基材Ｘを高温醗酵処理する場合、醗酵基材Ｘの中に含まれている厨芥は高温菌の
微生物群により効率よく分解処理されて水と他の成分とに分解され、水分は醗酵熱により
蒸発し、醗酵処理時に発生する炭酸ガスやアンモニア等とともに、空気排出手段５によっ
て脱臭装置２７に強制的に排出され脱臭処理される。
【００８２】
前記醗酵基材Ｘの含水率が設定値以下に低下した場合、制御装置７からの指令により散水
手段６を駆動し、処理槽１内に配設した散水ノズル３０から一定量の水を醗酵基材Ｘに給
水する。前記給水の時期及び給水量は、図示しない含水率センサにより含水率を検出して
給水を開始するか、事前に厨芥の処理時間をテスト等により把握しておいて、一定時間毎
に給水すればよく、又、給水量においては、含水率毎の給水量を事前のテストにより割り
出して最適量の給水を行うか、あるいは、事前にテストした厨芥の処理量に対応する給水
量を把握しておき、醗酵基材Ｘの醗酵処理中一定時間毎に散水を行うことにより、醗酵基
材Ｘを所定の含水率に維持させる。
【００８３】
前記により、醗酵処理を終えた醗酵基材Ｘを排出する場合は、処理槽１の排出口１１を被
う排出蓋１２を開き、排出口１１を開口する。この後、有機廃棄物処理装置Ａの図示しな
い運転スイッチを投入して電動機１８を起動させる。この場合は、電動機１８は正転方向
にのみ回転させるようにする。前記電動機１８が正転方向に回転すると、攪拌手段２の攪
拌棒１９は図５に示す右方向に回転する。攪拌棒１９の右回転により、この攪拌棒１９に
止着した攪拌羽根２０は、回転駆動軸１５の軸線に対して所定の角度で互いに相対する方
向に傾斜するように取付けられているため、処理槽１内の醗酵基材Ｘは、処理槽１の長さ
方向の中心位置に移動させられ、前記排出口１１から処理槽１外に手を汚すことなく自動
排出することができる。従って、醗酵基材Ｘを収納する袋を排出口１１の下側にセットし
ておけば、醗酵基材Ｘを容易に収納することができる。袋に収納した醗酵基材Ｘはそのま
ま約１ケ月程寝かせておけば、良好に醗酵し肥料として使用することができる。
【００８４】
なお、本発明の脱臭装置２７は、曝気タンク部４１の水を排水管４７より排出する方式に
ついて説明したが、前記排水管４７を処理槽１の給水管３１に接続し、曝気タンク部４１
から排水する水を処理槽１内に散水ノズル３０を介して散水し、処理槽１内が乾燥状態に
なるのを防ぐために使用するようにしても本発明は成立するものである。
【００８５】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したように構成されているので、次に示すような効果を有する。
（１）本発明は、微生物の醗酵処理により厨芥の大部分がアンモニア，メタンガス，炭酸
ガスと水とに分解処理されることにより生ずる前記アンモニア等の悪臭ガスを、曝気タン
ク部内の水と接触させて悪臭部分の大部分を溶解・除去する１次処理と、前記１次処理し
た臭気を更に脱臭剤収容タンク部に送出して脱臭剤にて２次処理することにより、前記１
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次処理後の臭気を脱臭処理するように構成したので、厨芥の醗酵処理によって発生する悪
臭ガスの脱臭処理を簡易な構成で迅速・確実に行うことができる。
【００８６】
又、本発明は、悪臭ガスの１次処理に際しては、樹脂製の多数の小径な球体を加熱接着す
る等して微細間隙を所要数点在させて形成した有底筒状の散気筒により、悪臭ガスを加圧
した状態で曝気タンク部の水中に排出するように構成したので、悪臭ガスは曝気タンク部
の水中に遅々として小量ずつ排出される結果、タンク部の水との接触が良好に行い得、か
つ、小量づつ水中に排出されるので、水による溶解・除去が容易となり、悪臭成分を効率
よく脱臭処理することができる。
【００８７】
　更に、本発明は、曝気タンク内の水中を通過することによって希薄となった悪臭成分の
少ない臭気

脱臭剤により 吸着させて
２次処理を行うことにより脱臭処理を終了するように構成したので、脱臭剤の汚損が軽減
でき、前記悪臭ガスの１次処理を安価な水によって行うこと と相まって、脱
臭処理のランニングコストを著しく低減することができる。その上、脱臭剤の交換に当っ
ては、脱臭剤を収容した筐体を脱臭剤収容タンク部から引出し方式で出し入れできるよう
に構成したので、脱臭剤の交換作業は脱臭装置を連続運転させた状態で、迅速・容易に行
うことができ利便である。
【図面の簡単な説明】
【図１】有機廃棄物処理装置の構成を概略的に示す構成図である。
【図２】有機廃棄物の処理装置を示す斜視図である。
【図３】有機廃棄物処理槽の縦断正面図である。
【図４】攪拌手段を示す斜視図である。
【図５】攪拌羽根の取付状況を示す説明図である。
【図６】本発明の脱臭装置を示す斜視図である。
【図７】本発明の脱臭装置の縦断面図である。
【図８】図７のＰ部分を拡大して示す断面図である。
【符号の説明】
　Ａ　有機廃棄物処理装置
　１　廃棄物処理槽
　２　攪拌手段
　３　加熱手段
　４　空気給送手段
　５　空気排出手段
　６　散水手段
　９　投入口
　１１　排出口
　１９　攪拌棒
　２０　攪拌羽根
　２７　脱臭装置
　２９　排気管
　４０　容器
　４１　曝気タンク部
　４２　散気筒
　４９　空気層
　５１　脱臭剤収容タンク部
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は、空気層に横架した臭気移動速度抑制装置の存在により直進することができ
ず、前記臭気移動速度抑制装置を構成する多数の中空球体と中空球体との間の空間を縫っ
てジグザグ状に侵入することによってその移動速度が抑制され、かつ、放射状に分散され
た状態で空気層内を通過することになる結果、脱臭剤収容タンク部への移動が良好に抑制
することができ、これにより、前記臭気は、 時間をかけて良好に

ができること



　５２～５４　筐体
　５６　脱臭剤
　５９　
　６０　排気フード
　ａ　微細間隙

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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臭気移動速度抑制装置



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(16) JP 3657841 B2 2005.6.8



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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