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(57)【要約】
【課題】　有機性廃棄物を連続的に投入することが可能
で、かつ、良質な堆肥を得ることが可能なコンポスト容
器及びそれを用いた堆肥化方法を提供する。
【解決手段】　有機物を発酵させて堆肥化させるコンポ
スト容器であって、有機物を発酵させて堆肥化させる第
１発酵堆肥化槽と、第１発酵堆肥化槽と独立して設けら
れ、有機物を発酵させて堆肥化させる第２発酵堆肥化槽
とを備え、第１発酵堆肥化槽及び第２発酵堆肥化槽は、
各々独立して有機物の投入及び堆肥の回収が可能に構成
されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機物を発酵させて堆肥化させるコンポスト容器であって、
　有機物を発酵させて堆肥化させる第１発酵堆肥化槽と、
　前記第１発酵堆肥化槽と独立して設けられ、有機物を発酵させて堆肥化させる第２発酵
堆肥化槽と
　を備え、
　前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽は、各々独立して有機物の投入及び堆
肥の回収が可能に構成されている
　ことを特徴とするコンポスト容器。
【請求項２】
　前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽は、それぞれ、周壁の少なくとも一部
が各々独立して開閉可能に構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のコンポスト容器。
【請求項３】
　前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽は、それぞれ、有機物を投入可能な投
入口を上部に有し、
　前記コンポスト容器は、
　前記第１発酵堆肥化槽の前記投入口を閉塞可能な第１蓋部と、
　前記第２発酵堆肥化槽の前記投入口を閉塞可能な第２蓋部と
　を更に備え、
　前記第１蓋部と前記第２蓋部は、各々独立して開閉可能に設けられている
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のコンポスト容器。
【請求項４】
　前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽は、それぞれ、有機物から流れ出た液
を排出可能な排液口を下部に有し、
　前記第１発酵堆肥化槽の前記排液口及び前記第２発酵堆肥化槽の前記排液口には、それ
ぞれ、多孔性部材が設けられている
　ことを特徴とする請求項１～３いずれか１項に記載のコンポスト容器。
【請求項５】
　前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽と独立して設けられ、有機物を発酵さ
せて堆肥化させる第３発酵堆肥化槽を更に備え、
　前記第３発酵堆肥化槽は、前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽と独立して
有機物の投入及び堆肥の回収が可能に構成されている
　ことを特徴とする請求項１～４いずれか１項に記載のコンポスト容器。
【請求項６】
　各々独立して設けられた第１発酵堆肥化槽及び第２発酵堆肥化槽を備えるコンポスト容
器を用いて、有機物を発酵させて堆肥化させる堆肥化方法であって、
　前記第１発酵堆肥化槽に有機物を順次投入して堆積させながら発酵させる第１投入工程
と、
　前記第１発酵堆肥化槽に対する有機物の投入を停止し、該第１発酵堆肥化槽内の有機物
を発酵させる第１発酵集中工程と、
　前記第１発酵集中工程と並行して、前記第２発酵堆肥化槽に有機物を順次投入して堆積
させながら発酵させる第２投入工程と、
　前記第２発酵堆肥化槽に対する有機物の投入を停止し、該第２発酵堆肥化槽内の有機物
を発酵させる第２発酵集中工程と
　を含み、
　前記第２発酵集中工程と並行して、前記第１投入工程を新たに開始する
　ことを特徴とする堆肥化方法。
【請求項７】
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　前記第１発酵集中工程及び前記第２発酵集中工程において、有機物の発酵を促進するた
めの発酵促進処置を施す
　ことを特徴とする請求項６に記載の堆肥化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食品残渣等の有機物を発酵させて堆肥化させるコンポスト容器及びそれを用
いた堆肥化方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般家庭で発生した食品残渣（生ごみ等）は、水分を多く含み重量があるため、廃棄物
として処理しようとすると非常に労力を要する。従来、こうした食品残渣等の廃棄物処理
の労力を軽減し、かつ食品残渣等の有機性廃棄物を再資源化するために、微生物を利用し
て有機物を堆肥化するコンポスト容器が用いられている（特許文献１等）。
【０００３】
　特許文献１のコンポスト容器は、例えばプラスチック製のポリバケツ等からなる容器本
体と、該容器本体の上方開口を閉塞する蓋部とからなり、米ぬか、乳酸菌、酵母及び土着
菌を混合して形成された発酵剤を肉系生ごみと共に投入することで発酵を促し、堆肥化さ
せるよう構成されている。
【０００４】
　また、家庭用として従来から多く用いられているコンポスト容器として、例えば、図６
に示すような合成樹脂製の縦型筒状容器１００が知られている。この縦型筒状容器１００
は、有底筒状に形成された容器本体１１０と、容器本体１１０の上方開口を閉塞する蓋部
１２０とを備えている。容器本体１１０の周壁の下部には、開閉可能な回収扉（図示せず
）が設けられており、該回収扉を開くことで容器内において堆肥化された堆肥を回収する
ことが可能に構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－１５９２３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のコンポスト容器は、容器本体内に投入した肉系生ごみが全
て堆肥化するまで堆肥を回収することができず、それゆえ、容器本体内が満杯になってか
ら堆肥として回収可能となるまでの長期間、肉系生ごみを投入することができないという
問題がある。この点に関し、特許文献１には、小容量のコンポスト容器を複数用意し、こ
れら小容量のコンポスト容器においてそれぞれ生成した堆肥を大容量のコンポスト容器に
移し替えることが記載されている。しかしながら、このような方法では多数のコンポスト
容器が必要となるため、多大な設備コストと広範囲な設置スペースが必要になると共に、
移し替えの作業に多大な労力を要するという問題がある。
【０００７】
　一方、図６に示す従来の縦型筒状容器１００によれば、容器本体１１０を大容量化する
ことにより、容器本体１１０内が満杯になる前に下層の有機性廃棄物を堆肥化させ、下部
の回収扉から順次回収することが可能となる。このため、従来の縦型筒状容器１００によ
れば、有機性廃棄物の投入と堆肥の回収とを並行して行うことで、容器本体１１０内が満
杯になることを防ぎ、有機性廃棄物を連続的に投入することが可能となる。これにより、
従来の縦型筒状容器１００によれば、特許文献１のように多数のコンポスト容器を用意す
る必要がなくなり、設備コスト及び設置スペースを抑えることが可能となる。
【０００８】
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　しかしながら、従来の縦型筒状容器１００では、食品残渣等の有機性廃棄物を上部から
順次投入するため、有機性廃棄物から流れ出た悪臭を放つ液が容器本体１１０内に浸透し
、下層の堆肥にまで至るおそれがある。このため、従来の縦型筒状容器１００では、有機
性廃棄物から流れ出た液によって堆肥が汚染されると共に、この液によって発酵効率が低
下するおそれがあるため、堆肥の質が低下するという問題がある。また、従来の縦型筒状
容器１００では、堆肥が湿潤してしまい回収扉からの回収が困難になると共に、回収扉か
ら回収した後に乾燥させる必要が生じ、その間、悪臭が放出されてしまうという問題もあ
る。さらに、従来の縦型筒状容器１００では、大容量であるが故に、中層から下層にかけ
ての有機性廃棄物に対して攪拌や給水等の発酵促進処置を施すことができないという問題
もある。
【０００９】
　そこで、本発明は、有機性廃棄物を連続的に投入することが可能で、かつ、良質な堆肥
を得ることが可能なコンポスト容器及びそれを用いた堆肥化方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明に係るコンポスト容器は、有機物を発酵させて堆肥
化させるコンポスト容器であって、有機物を発酵させて堆肥化させる第１発酵堆肥化槽と
、前記第１発酵堆肥化槽と独立して設けられ、有機物を発酵させて堆肥化させる第２発酵
堆肥化槽とを備え、前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽は、各々独立して有
機物の投入及び堆肥の回収が可能に構成されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係るコンポスト容器において、前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化
槽は、それぞれ、周壁の少なくとも一部が各々独立して開閉可能に構成されることが好ま
しい。
【００１２】
　本発明に係るコンポスト容器において、前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化
槽は、それぞれ、有機物を投入可能な投入口を上部に有し、前記コンポスト容器は、前記
第１発酵堆肥化槽の前記投入口を閉塞可能な第１蓋部と、前記第２発酵堆肥化槽の前記投
入口を閉塞可能な第２蓋部とを更に備え、前記第１蓋部と前記第２蓋部は、各々独立して
開閉可能に設けられても良い。
【００１３】
　本発明に係るコンポスト容器において、前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化
槽は、それぞれ、有機物から流れ出た液を排出可能な排液口を下部に有し、前記第１発酵
堆肥化槽の前記排液口及び前記第２発酵堆肥化槽の前記排液口には、それぞれ、多孔性部
材が設けられることが好ましい。
【００１４】
　本発明に係るコンポスト容器は、前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽と独
立して設けられ、有機物を発酵させて堆肥化させる第３発酵堆肥化槽を更に備えていても
良く、前記第３発酵堆肥化槽は、前記第１発酵堆肥化槽及び前記第２発酵堆肥化槽と独立
して有機物の投入及び堆肥の回収が可能に構成されても良い。
【００１５】
　また、本発明に係る堆肥化方法は、各々独立して設けられた第１発酵堆肥化槽及び第２
発酵堆肥化槽を備えるコンポスト容器を用いて、有機物を発酵させて堆肥化させる堆肥化
方法であって、前記第１発酵堆肥化槽に有機物を順次投入して堆積させながら発酵させる
第１投入工程と、前記第１発酵堆肥化槽に対する有機物の投入を停止し、該第１発酵堆肥
化槽内の有機物を発酵させる第１発酵集中工程と、前記第１発酵集中工程と並行して、前
記第２発酵堆肥化槽に有機物を順次投入して堆積させながら発酵させる第２投入工程と、
前記第２発酵堆肥化槽に対する有機物の投入を停止し、該第２発酵堆肥化槽内の有機物を
発酵させる第２発酵集中工程とを含み、前記第２発酵集中工程と並行して、前記第１投入
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工程を新たに開始することを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る堆肥化方法は、前記第１発酵集中工程及び前記第２発酵集中工程において
、有機物の発酵を促進するための発酵促進処置を施すことが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、有機性廃棄物を連続的に投入することが可能で、かつ、良質な堆肥を
得ることが可能なコンポスト容器及びそれを用いた堆肥化方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係るコンポスト容器の概略構成を示す斜視図である。
【図２】本実施形態に係るコンポスト容器の概略構成を示す正面断面図である。
【図３】本実施形態に係るコンポスト容器の概略構成を示す分解図である。
【図４】本実施形態に係る堆肥化方法を示す工程図であり、図４（ａ）は、第１発酵堆肥
化槽に対する有機物の投入を開始する第１投入工程を示す図であり、図４（ｂ）は、第１
発酵堆肥化槽に対する有機物の投入を停止して第２発酵堆肥化槽に対する有機物の投入を
開始する第２投入工程を示す図であり、図４（ｃ）は、第１発酵堆肥化槽内の有機物が完
全に堆肥化された状態を示す図であり、図４（ｄ）は、第２発酵堆肥化槽に対する有機物
の投入を停止して第１発酵堆肥化槽に対する有機物の投入を開始する第１投入工程を示す
図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係るコンポスト容器の使用例を示す図である。
【図６】従来のコンポスト容器を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための好適な実施形態について、図面を用いて説明する。なお
、以下の実施形態は、各請求項に係る発明を限定するものではなく、また、実施形態の中
で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００２０】
　［第１実施形態に係るコンポスト容器の構成］
　第１実施形態に係るコンポスト容器１は、図１に示すように、第１発酵堆肥化槽１２及
び第２発酵堆肥化槽１４を一体的に有する容器本体１０と、容器本体１０に取り付けられ
た第１蓋部３０ａ及び第２蓋部３０ｂとを備えている。なお、本実施形態において「有機
物」とは、発酵による堆肥化が可能な有機物全般を意味し、食品残渣等の有機性廃棄物だ
けではなく、草刈により生じた草や落ち葉等の種々の有機物を含んでいる。
【００２１】
　容器本体１０は、図１及び図２に示すように、上方及び下方が開放された横長の矩形箱
状に形成されている。容器本体１０の長手方向（図１中の左右方向）の中間位置には、容
器本体１０の内部空間を水平方向に２つに分割して第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆
肥化槽１４を形成するための仕切り板２９が設けられている。なお、容器本体１０は、通
気性、保湿性及び発酵温度の保温性の観点から木製であることが好ましいが、これに限定
されず、例えば合成樹脂製でもよい。このように合成樹脂製とした場合には、発酵に対す
る耐久性を向上させることが可能となる。
【００２２】
　具体的には、容器本体１０は、図１～図３に示すように、長方形状の背面板２６と、背
面板２６の長手方向の両端縁から前方に向けて延設された左右一対の側板２８ａ，２８ｂ
と、背面板２６の長手方向の中間位置から前方に向けて延設された仕切り板２９と、一方
の側板２８ａの前端縁部と仕切り板２９の前端縁部との間に着脱自在に設けられた第１前
面板２２と、他方の側板２８ｂの前端縁部と仕切り板２９の前端縁部との間に着脱自在に
設けられた第２前面板２４とを有している。これら背面板２６、側板２８ａ，２８ｂ、仕
切り板２９、第１前面板２２及び第２前面板２４としては、それぞれ木製の平板を用いる
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ことが可能である。
【００２３】
　第１発酵堆肥化槽１２は、第１前面板２２と、一方の側板２８ａと、背面板２６と、仕
切り板２９の一面とによって画定されており、第２発酵堆肥化槽１４は、第２前面板２４
と、他方の側板２８ｂと、背面板２６と、仕切り板２９の他面とによって画定されている
。このように、第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４は、仕切り板２９によっ
て隔てられることで各々独立して設けられており、これにより、各々独立して有機物を発
酵させて堆肥化させることが可能に構成されている。なお、第１発酵堆肥化槽１２及び第
２発酵堆肥化槽１４の大きさは、対象とする目的に応じて任意に設定することが可能であ
るが、例えば家庭用のコンポスト容器として用いる場合には、各々９０リットル程度の容
量（合計で１８０リットル程度の容量）に設定することが可能である。
【００２４】
　第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４は、図１に示すように、それぞれ、有
機物を投入可能な投入口を上部に有している。第１蓋部３０ａは、第１発酵堆肥化槽１２
の投入口を閉塞可能となるよう蝶番等を介して背面板２６に取り付けられており、第２蓋
部３０ｂは、第２発酵堆肥化槽１４の投入口を閉塞可能となるよう蝶番等を介して背面板
２６に取り付けられている。これら第１蓋部３０ａ及び第２蓋部３０ｂは、各々独立して
開閉可能に構成されており、これにより、第１発酵堆肥化槽１２に対する有機物の投入と
、第２発酵堆肥化槽１４に対する有機物の投入とを各々独立して実行可能に構成されてい
る。
【００２５】
　また、第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４は、図２及び図３に示すように
、それぞれ、下方全域が開口しており、該下方開口が、有機物から流れ出た液を排出可能
な排液口を構成している。第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４の各下方開口
（すなわち、各排液口）には、有機物から流れ出た液を排出可能で、かつ、外部からの小
動物（ねずみ等）の侵入を防ぐことが可能な程度の孔径（例えば６ｍｍ程度）からなる多
孔性部材４０ａ，４０ｂが設けられている。このような多孔性部材４０ａ，４０ｂとして
は、金網やネット等を好適に用いることが可能であるが、これらに限定されるものではな
い。
【００２６】
　このように、本実施形態に係るコンポスト容器１は、下方の開口（排液口）を介して有
機物から流れ出た液を排出させることが可能であると共に、この排液口を介してミミズ等
の土壌生物や土着菌等の微生物を内部に侵入させ、分解（発酵）を促進させることが可能
に構成されている。また、本実施形態に係るコンポスト容器１は、排液口に設けられた多
孔性部材４０ａ，４０ｂにより、外部からの小動物の侵入を防ぐことが可能に構成されて
いる。
【００２７】
　さらに、第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４は、図３に示すように、それ
ぞれ、周壁の少なくとも一部が各々独立して開閉可能に構成されており、これにより、各
々独立して堆肥の回収が可能に構成されている。具体的には、第１前面板２２は、一方の
側板２８ａの前端縁部に形成された凹状溝と仕切り板２９の一面の前端縁部に形成された
凹状溝間に摺動可能に挿入されており、該凹状溝に沿って上下方向に沿ってスライドさせ
ることにより、第２発酵堆肥化槽１４とは独立して、第１発酵堆肥化槽１２の前方領域を
開放して堆肥を回収することが可能に構成されている。また、第２前面板２４も同様に、
他方の側板２８ｂの前端縁部に形成された凹状溝と仕切り板２９の他面の前端縁部に形成
された凹状溝間に摺動可能に挿入されており、該凹状溝に沿って上下方向に沿ってスライ
ドさせることにより、第１発酵堆肥化槽１２とは独立して、第２発酵堆肥化槽１４の前方
領域を開放して堆肥を回収することが可能に構成されている。
【００２８】
　第１蓋部３０ａ及び第２蓋部３０ｂは、既述のとおり、容器本体１０に対して各々独立
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して開閉可能に設けられている。これら第１蓋部３０ａ及び第２蓋部３０ｂは、第１発酵
堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４内に虫や雨水等が入り込むのを防ぎ、かつ、容器
本体１０内の臭気が外部に漏出するのを抑制可能に構成されている。なお、第１蓋部３０
ａ及び第２蓋部３０ｂは、容器本体１０の各投入口を密封する必要はなく、少なくとも虫
や雨水等が入り込むのを抑制可能であれば良い。また、第１蓋部３０ａ及び第２蓋部３０
ｂは、容器本体１０と同様に木製であるとしても良いし、容器本体１０とは異なる材質、
例えば合成樹脂製であっても良い。
【００２９】
　容器本体１０並びに第１蓋部３０ａ及び第２蓋部３０ｂは、それぞれ、外部の熱を内部
へ伝達しない非伝熱性又は伝達し難い低伝熱性を有しており、これにより、第１発酵堆肥
化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４における各々の保温性を確保するよう構成されている
。また、容器本体１０並びに第１蓋部３０ａ及び第２蓋部３０ｂは、紫外線の通過を規制
可能な遮光性を有しており、これにより、内部の微生物等が紫外線によって死滅しないよ
うに構成されている。このような非伝熱性又は低伝熱性や遮光性は、例えば、材質や板厚
等を適宜設定することで実現することが可能である。
【００３０】
　以上のとおり、本実施形態に係るコンポスト容器１は、１つのコンポスト容器内に２つ
の発酵堆肥化槽（第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４）が形成され、第１発
酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４に対する有機物の投入を各々独立して行うこと
が可能であると共に、第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４からの堆肥の回収
を各々独立して行うことが可能に構成されている。
【００３１】
　また、本実施形態に係るコンポスト容器１では、有機物の投入のために第１蓋部３０ａ
を開いた際に第１発酵堆肥化槽１２内に酸素が供給されると共に、容器本体１０と第１蓋
部３０ａとの隙間や第１前面板２２周辺の隙間等から順次第１発酵堆肥化槽１２内に酸素
が供給されるよう構成されており、これにより、第１発酵堆肥化槽１２内の発酵菌や土着
菌に対して酸素を供給して発酵を促進するよう構成されている。
【００３２】
　［第１実施形態に係る堆肥化方法］
　次に、第１実施形態に係るコンポスト容器１を用いた堆肥化方法について、図４を用い
て説明する。
【００３３】
　［第１投入工程］
　本実施形態に係る堆肥化方法では、まず、本実施形態に係るコンポスト容器１を庭等の
土の上に直接設置する。その後、図４（ａ）に示すように、第１発酵堆肥化槽１２に対す
る食品残渣５０の投入を開始する（第１投入工程）。この段階では、例えば食品残渣５０
を台所の三角コーナー等で集め、これを１日に１回～数回程度、第１発酵堆肥化槽１２内
に投入する。なお、第１発酵堆肥化槽１２に対する食品残渣５０の投入に先立ち又はこれ
と並行して、堆肥や発酵菌等の発酵促進材を適宜投入しても良い。
【００３４】
　そして、第１発酵堆肥化槽１２に対する食品残渣５０の投入を日々継続して行うことで
、第１発酵堆肥化槽１２内に食品残渣５０が徐々に堆積される。また、第１発酵堆肥化槽
１２内に適宜投入した発酵菌や、下方の開口（排液口）を介して侵入したミミズ等の土壌
生物や土着菌（例えば、放線菌等の細菌、糸状菌、藻類等）等の微生物により、第１発酵
堆肥化槽１２内の食品残渣５０が徐々に分解（発酵）される。なお、発酵菌は、種々の公
知の発酵菌を用いることが可能であり、例えば、株式会社松本微生物研究所製の発酵オー
レスを好適に用いることができる。
【００３５】
　なお、食品残渣５０を投入して堆積させる段階（第１投入工程）において、発酵の状況
に応じて、適宜、撹拌作業や水分、発酵菌、活性炭及びミミズ等の補給作業等の発酵促進
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処置を施すことが可能である。特に、本実施形態に係るコンポスト容器１は、従来の縦型
筒状容器１００と比べ、発酵堆肥化槽の１つあたりの容積が小さいため、これらの発酵促
進処置を上層だけでなく、中層から下層にかけても行うことが可能である。また、この段
階において、適宜、第１発酵堆肥化槽１２内の食品残渣５０上に庭の落ち葉等を堆積させ
ても良い。このように落ち葉等を堆積させることにより、第１蓋部３０ａを開閉させる際
に食品残渣５０を直視すること及び臭いが漏出することを防ぐと共に、発酵熱を保温する
ことが可能となる。なお、このような落ち葉も有機物であるため、食品残渣５０と共に堆
肥化される。
【００３６】
　このように、第１発酵堆肥化槽１２に対して食品残渣５０を継続的に投入している段階
では、第１発酵堆肥化槽１２内において発酵が起こり、先に投入された下層の食品残渣５
０から徐々に堆肥化が進行し、これに伴い第１発酵堆肥化槽１２内の堆積物６０（食品残
渣、堆肥及び落ち葉等）の嵩が徐々に減少する。ただし、一般的には、堆肥化の速度より
も新たな食品残渣５０の投入速度の方が上回るため、第１発酵堆肥化槽１２内の堆積物６
０の嵩が徐々に増加し、いずれ第１発酵堆肥化槽１２内が堆積物６０で満たされる。なお
、第１発酵堆肥化槽１２に対する食品残渣５０の投入を開始してから第１発酵堆肥化槽１
２内が堆積物６０で満たされるまでの期間は、例えば６人家族の場合にはおよそ半年程度
と推測される。
【００３７】
　このように、第１発酵堆肥化槽１２のみであっても食品残渣５０の堆肥化は進行するが
、水分を多く含む新たな食品残渣５０が日々投入され続けるため、発酵環境が安定してい
るとはいえず、また、新たに投入された食品残渣５０から流れ出た悪臭を放つ液が下層の
堆肥を湿潤させ、回収を困難にしている状況である。
【００３８】
　［第１発酵集中工程及び第２投入工程］
　そこで、本実施形態に係る堆肥化方法では、第１発酵堆肥化槽１２に対する食品残渣５
０の投入を停止して、第１発酵堆肥化槽１２内を食品残渣５０の発酵のみに集中させた発
酵集中環境とする第１発酵集中工程を行う。具体的には、図４（ｂ）に示すように、第１
発酵堆肥化槽１２が食品残渣５０等の堆積物６０で満たされた段階にて、第１発酵堆肥化
槽１２に対する食品残渣５０の投入を停止し、第１発酵堆肥化槽１２に代わり、第２発酵
堆肥化槽１４に対する食品残渣５１の投入を開始する（第２投入工程）。これにより、第
１発酵堆肥化槽１２内の発酵環境が新たな食品残渣５１によって阻害されることを防ぎつ
つ、食品残渣５１の投入を中断せずに継続して実行することが可能となる。
【００３９】
　なお、この第１発酵集中工程においては、発酵の状況に応じて、適宜、第１発酵堆肥化
槽１２に対する撹拌作業や水分、発酵菌、活性炭及びミミズ等の補給作業等の発酵促進処
置を施すことが好ましい。また、第２発酵堆肥化槽１４に対する食品残渣５１の投入に先
立ち又はこれと並行して、堆肥や発酵菌等の発酵促進材を適宜投入しても良いし、発酵の
状況に応じて、適宜、撹拌作業や水分、発酵菌、活性炭及びミミズ等の補給作業等の発酵
促進処置を施しても良い。
【００４０】
　このような第１発酵集中工程によれば、第２発酵堆肥化槽１４が食品残渣５１で満たさ
れるまでの期間（第１発酵堆肥化槽１２と同様におよそ半年間）、第１発酵堆肥化槽１２
内の環境を発酵に適した最適な状態で維持し、熟成させることが可能となるため、第１発
酵堆肥化槽１２において極めて良質な堆肥６０´（図４（ｃ）参照）を生成することが可
能となる。また、第１発酵堆肥化槽１２における当該第１発酵集中工程と並行して第２発
酵堆肥化槽１４に対する第２投入工程を開始することにより、食品残渣５１の投入を中断
せずに継続して実行することが可能となる。さらに、卵の殻や貝殻等、分解速度が比較的
遅い食品残渣が存在する場合には、適宜、当該分解速度が遅い食品残渣を第１発酵堆肥化
槽１２から第２発酵堆肥化槽１４に移し替えることで、実質的に、当該分解速度が遅い食
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品残渣の発酵期間を延長させることも可能となる。
【００４１】
　［第２発酵集中工程及び第１投入工程］
　その後、第２発酵堆肥化槽１４内が堆積物６１で満たされた段階において、第２発酵堆
肥化槽１４に対する食品残渣５１の投入を停止して、第１発酵集中工程と同様の要領にて
、第２発酵堆肥化槽１４内を食品残渣５１の発酵のみに集中させた発酵集中環境とする第
２発酵集中工程を行う。この第２発酵集中工程においても、発酵の状況に応じて、適宜、
第２発酵堆肥化槽１４に対する撹拌作業や水分、発酵菌、活性炭及びミミズ等の補給作業
等の発酵促進処置を施すことが好ましい。これにより、第１発酵集中工程と同様に、第２
発酵堆肥化槽１４において極めて良質な堆肥を生成することが可能となる。
【００４２】
　また、第２発酵堆肥化槽１４が食品残渣５１で満たされる頃には、図４（ｃ）に示すよ
うに、第１発酵堆肥化槽１２に投入された食品残渣５０は全て堆肥化されているため、第
１前面板２２を上方にスライドさせ、第１発酵堆肥化槽１２から堆肥６０´を回収する。
回収した堆肥６０´は、プランター栽培の用土等の再資源として適宜利用される。そして
、図４（ｄ）に示すように、空になった第１発酵堆肥化槽１２に対して、第２発酵堆肥化
槽１４に代わり、食品残渣５２の投入を新たに開始する（第１投入工程）。このように、
第２発酵堆肥化槽１４における第２発酵集中工程と並行して第１発酵堆肥化槽１２に対す
る第１投入工程を新たに開始することにより、第２投入工程と同様に、食品残渣５２の投
入を中断せずに継続して実行することが可能となる。
【００４３】
　そして、これ以降、第１投入工程及び第２発酵集中工程と、第１発酵集中工程及び第２
投入工程とを交互に繰り返し行うことにより、食品残渣を連続的に投入しつつ、良質な堆
肥を生成し続けることが可能となる。
【００４４】
　以上説明したとおり、本実施形態に係るコンポスト容器１は、有機物を発酵させて堆肥
化させる第１発酵堆肥化槽１２と、第１発酵堆肥化槽１２と独立して設けられ、有機物を
発酵させて堆肥化させる第２発酵堆肥化槽１４とを備え、これら第１発酵堆肥化槽１２及
び第２発酵堆肥化槽１４において、各々独立して有機物の投入及び堆肥の回収を行うこと
が可能に構成されている。
【００４５】
　このように構成されたコンポスト容器１によれば、上述した堆肥化方法のとおり、一方
の発酵堆肥化槽を有機物を投入する投入槽として利用しつつ、他方の発酵堆肥化槽を有機
物を集中して堆肥化させる発酵集中槽（熟成槽）として利用することが可能となるため、
有機物を連続的に投入可能としつつ、良質な堆肥を生成することが可能となる。
【００４６】
　また、本実施形態に係るコンポスト容器１は、極めて良質な状態の堆肥を回収すること
が可能であるため、従来の縦型筒状容器１００を用いた場合のような湿潤した堆肥を乾燥
させる処理等が不要となり、回収した堆肥を即座に用土等として再利用することが可能で
ある。さらに、本実施形態に係るコンポスト容器１は、１つのコンポスト容器を用意する
だけで連続的な有機物の投入と連続的な堆肥の生成を実現することが可能となるため、設
備コスト及び設置スペースを抑えることが可能となる。
【００４７】
　さらに、本実施形態に係るコンポスト容器１は、発酵集中槽（熟成槽）として機能して
いる発酵堆肥化槽と、投入槽として機能している発酵堆肥化槽とに対し、それぞれの状況
に応じた任意の処置（上述した発酵促進処置を含む様々な応用動作）を各々独立して行う
ことが可能であるため、使い方の幅が広がり、より最適な発酵環境を作出することが可能
となる。特に、本実施形態に係るコンポスト容器１は、従来の縦型筒状容器１００と比べ
、発酵堆肥化槽１２，１４の１つあたりの容積が小さいため、撹拌作業や水分、発酵菌、
活性炭及びミミズ等の補給作業等の発酵促進処置を上層だけでなく、中層から下層にかけ
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ても行うことが可能であり、これにより、より良質な堆肥を得ることが可能となる。なお
、本実施形態に係るコンポスト容器１は、各発酵堆肥化槽１２，１４の容量は比較的小さ
いものの、２つの発酵堆肥化槽１２，１４の合計容量は比較的大きいため、従来の縦型筒
状容器１００のような大容量のコンポスト容器と比較しても遜色のない量の有機物を堆肥
化処理することが可能である。
【００４８】
　また、本実施形態に係るコンポスト容器１は、上述したとおり、第１発酵堆肥化槽１２
及び第２発酵堆肥化槽１４の周壁の一部（第１前面板２２及び第２前面板２４）が各々独
立して開閉可能に構成されている。このようなコンポスト容器１によれば、周壁の一部（
第１前面板２２及び第２前面板２４）を開閉させるという比較的簡易な操作によって、堆
肥を回収することが可能となる。
【００４９】
　さらに、本実施形態に係るコンポスト容器１は、上述したとおり、第１発酵堆肥化槽１
２の投入口を閉塞可能な第１蓋部３０ａと、第２発酵堆肥化槽１４の投入口を閉塞可能な
第２蓋部３０ｂとが各々独立して開閉可能に設けられている。このようなコンポスト容器
１によれば、例えば発酵集中槽（熟成槽）として機能している発酵堆肥化槽の蓋部を開く
ことなく、投入槽として機能している発酵堆肥化槽の蓋部のみを開いて有機物を投入する
ことが可能となるため、より最適な発酵環境を作出及び維持することが可能となる。また
、例えば、投入槽として機能している発酵堆肥化槽の蓋部を閉塞させたまま、発酵集中槽
（熟成槽）として機能している発酵堆肥化槽に対して発酵促進処置等を施すことが可能と
なるため、悪臭の漏出等を必要最小限に抑えることが可能となる。
【００５０】
　また、本実施形態に係るコンポスト容器１は、上述したとおり、第１発酵堆肥化槽１２
及び第２発酵堆肥化槽１４がそれぞれ、有機物から流れ出た液を排出可能な排液口を下部
に有している。このようなコンポスト容器１によれば、有機物から流れ出た悪臭を放つ液
を地中に排出することが可能となるため、発酵堆肥化槽内の堆積物が放つ悪臭を最小限か
つ短期間に抑えることが可能となる。また、本実施形態に係るコンポスト容器１によれば
、この排液口を介してミミズ等の土壌生物や土着菌等の微生物を内部に侵入させ、分解（
発酵）を促進させることが可能となる。
【００５１】
　さらに、本実施形態に係るコンポスト容器１は、上述したとおり、第１発酵堆肥化槽１
２及び第２発酵堆肥化槽１４の各排液口（下方開口）に多孔性部材４０ａ，４０ｂが設け
られている。このようなコンポスト容器１によれば、排液口による上述の利点を維持しつ
つ、外部からの害獣（ねずみ等の小動物）の侵入を防ぐことが可能となる。
【００５２】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明の技術的範囲は、上述した
実施形態に記載の範囲には限定されない。上記各実施形態には、多様な変更又は改良を加
えることが可能である。
【００５３】
　［第２実施形態に係るコンポスト容器の構成］
　例えば、上述した実施形態では、容器本体１０が２つの発酵堆肥化槽（第１発酵堆肥化
槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４）を有するものとして説明したが、これに限定されず、
３つ以上の発酵堆肥化槽を有する構成としても良い。
　図５は、３つの発酵堆肥化槽１２，１４，１６を有するコンポスト容器１´（本発明の
第２実施形態に係るコンポスト容器）を示す図である。
【００５４】
　第２実施形態に係るコンポスト容器１´は、図５に示すように、第１実施形態に係るコ
ンポスト容器１の第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４に加え、これら第１発
酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４と独立して設けられた第３発酵堆肥化槽１６を
更に備えている。また、第２実施形態に係るコンポスト容器１´は、第３発酵堆肥化槽１
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６の投入口を閉塞可能な第３蓋部３０ｃと、第３発酵堆肥化槽１６の下方開口（排液口）
に設けられた多孔性部材４０ｃとを更に備えている。なお、図示の例では、第３発酵堆肥
化槽１６は、第１発酵堆肥化槽１２と第２発酵堆肥化槽１４との間に配されているが、こ
れに限定されず、その位置は任意に変更可能である。
【００５５】
　第３発酵堆肥化槽１６は、第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４と同様に、
有機物を発酵させて堆肥化させることが可能に構成されている。第３蓋部３０ｃは、第１
蓋部３０ａ及び第２蓋部３０ｂと独立して開閉可能に構成されており、また、第３発酵堆
肥化槽１６は、その周壁の少なくとも一部が第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽
１４と独立して開閉可能に構成されている。これにより、第３発酵堆肥化槽１６は、第１
発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４と独立して有機物の投入及び堆肥の回収が可
能に構成されている。なお、第３発酵堆肥化槽１６の構成は、第１発酵堆肥化槽１２及び
第２発酵堆肥化槽１４と概ね同様であるため、その詳細な説明を省略する。
【００５６】
　以上のように、３つの発酵堆肥化槽１２，１４，１６を有する第２実施形態に係るコン
ポスト容器１´によれば、２つの発酵堆肥化槽１２，１４を有する第１実施形態に係るコ
ンポスト容器１よりも使用方法のバリエーションが豊富となり、ユーザのニーズや分解の
状況等に応じた臨機応変な対応が可能となるため、より効率的に有機物の堆肥化を行うこ
とが可能となる。
【００５７】
　すなわち、第２実施形態に係るコンポスト容器１´によれば、例えば、第１発酵堆肥化
槽１２→第２発酵堆肥化槽１４→第３発酵堆肥化槽１６の順で有機物を堆肥化させる使用
方法を採用可能である。このような使用方法によれば、第１発酵堆肥化槽１２及び第２発
酵堆肥化槽１４に加えて第３発酵堆肥化槽１６においても有機物を堆肥化させることが可
能となる。このため、各発酵堆肥化槽１２，１４，１６の容積を第１実施形態に係るコン
ポスト容器１の各発酵堆肥化槽１２，１４と同一とした場合には、第１実施形態に係るコ
ンポスト容器１よりも大量の有機物を堆肥化させることが可能となる。また、各発酵堆肥
化槽１２，１４，１６の容積を第１実施形態に係るコンポスト容器１の各発酵堆肥化槽１
２，１４よりも小さくした場合には、各発酵堆肥化槽１２，１４，１６における堆肥化の
期間を短くすることが可能となるため、１つのコンポスト容器１´で堆肥化する有機物の
総量を減らすことなく堆肥の回収時期を短期間とする（こまめに回収する）ことが可能と
なる。
【００５８】
　また、第２実施形態に係るコンポスト容器１´によれば、例えば、図５に示すように、
第１実施形態に係るコンポスト容器１と同様の方法により第１発酵堆肥化槽１２及び第２
発酵堆肥化槽１４を主として使用しつつ、卵の殻や植物の茎等の特に分解が遅い有機物５
３等を第１発酵堆肥化槽１２又は第２発酵堆肥化槽１４から第３発酵堆肥化槽１６に適宜
移行させるという使用方法を採用することも可能である。このような使用方法によれば、
第１実施形態に係るコンポスト容器１と同様に第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化
槽１４において効率的に順次堆肥化を行うと共に、これら第１発酵堆肥化槽１２及び第２
発酵堆肥化槽１４における堆肥化を阻害する有機物（分解が遅い有機物等）を第３発酵堆
肥化槽１６に適宜移行させ、第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４とは切り分
けてじっくりと堆肥化させることが可能となる。このため、第２実施形態に係るコンポス
ト容器１´によれば、第１実施形態に係るコンポスト容器１よりも効率的に有機物の堆肥
化を行うことが可能となる。
【００５９】
　［他の変形例］
　上述した第１及び第２実施形態では、各前面板を各々独立して開閉させるための構成と
して、上下スライド方式を例示したが、これに限定されるものではなく、例えば、左右ス
ライド方式や、上端縁部、下端縁部又は側縁部を中心とする回動方式等の種々の方式を採
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板が開閉可能な構成や、これら周壁の一部に回収扉を設ける構成等の任意の構成を採用可
能である。なお、背面板側又は側板側から堆肥を回収可能な構成とする場合には、コンポ
スト容器１，１´の前面側に汚れが付着するおそれを低減し、美観を維持することが可能
となるという利点がある。
【００６０】
　上述した第１及び第２実施形態では、仕切り板が非伝熱性又は低伝熱性を有するものと
して説明したが、これに限定されず、一の発酵堆肥化槽において生じた発酵熱を他の発酵
堆肥化槽へ伝達可能な伝熱性を有する構成としても良い。このように伝熱性を有する構成
とした場合には、一方の発酵堆肥化槽における発酵熱を他方の発酵堆肥化槽における発酵
に利用することで、最適な発酵環境を早期に作出することが可能となると共に、両発酵堆
肥化槽の温度低下を抑制することが可能となる。
【００６１】
　上述した第１及び第２実施形態では、各蓋部が各々独立して開閉可能に設けられるもの
として説明したが、これに限定されず、一枚の大判の蓋部材によって第１発酵堆肥化槽１
２の投入口と第２発酵堆肥化槽１４の投入口との双方（第２実施形態では、更に第３発酵
堆肥化槽１６の投入口）をまとめて開閉させる構成としても良い。また、上述した第１及
び第２実施形態では、各蓋部が蝶番等を介して容器本体１０に固定されるものとして説明
したが、これに限定されず、容器本体１０に対して着脱自在な蓋部材であるとしても良い
。なお、これらの構成においても、各発酵堆肥化槽の投入口は各々独立して設けられてい
るため、各々独立して有機物の投入が可能である。
【００６２】
　上述した第１及び第２実施形態では、各発酵堆肥化槽の下方全域が開口しているものと
して説明したが、これに限定されず、下方領域が閉塞された有底箱状に形成されても良い
し、底部の一部にのみ開口（排液口）が形成される構成としても良い。また、各発酵堆肥
化槽の各排液口に多孔性部材４０ａ，４０ｂ，４０ｃが設けられるものとして説明したが
、これに限定されず、多孔性部材が設けられない構成としても良い。
【００６３】
　上述した第１及び第２実施形態では、容器本体１０の周壁（背面板２６、側板２８ａ，
２８ｂ、第１前面板２２及び第２前面板２４）が木製の平板からなるものとして説明した
が、これに限定されず、発酵環境の作出及び維持を阻害しない範囲において、例えば、細
長い木板を並列的に設けた所謂すのこ状等の任意の周壁を採用することも可能である。
【００６４】
　上述した第１及び第２実施形態では、容器本体１０が箱状に形成されるものとして説明
したが、これに限定されず、例えば、第１発酵堆肥化槽１２及び第２発酵堆肥化槽１４（
第２実施形態では、更に第３発酵堆肥化槽１６）が形成されるよう庭等の土の上に直接板
を立設させる構成としても良い。
【００６５】
　上記のような変形例が本発明の範囲に含まれることは、特許請求の範囲の記載から明ら
かである。
【符号の説明】
【００６６】
　１，１´　コンポスト容器、１２　第１発酵堆肥化槽、１４　第２発酵堆肥化槽、１６
　第３発酵堆肥化槽、２９　仕切り板、３０ａ　第１蓋部、３０ｂ　第２蓋部、３０ｃ　
第３蓋部、４０ａ，４０ｂ，４０ｃ　多孔性部材
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