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(54)【発明の名称】生ゴミをリサイクルする方法
(57)【要約】
【課題】

環境破壊を伴うことなく、生ゴミを処分する

方法を提供すること。
【解決手段】

ポリ乳酸を介する生ゴミのリサイクル方

法において、(1)生ゴミをポリ乳酸袋に収容する工程
と；(2)前記工程１でポリ乳酸袋に収容した生ゴミを回
収する工程と；(3)前記工程２で回収した生ゴミとポリ
乳酸袋を殺菌状態にした後に乳酸発酵に供し、乳酸を得
る工程であって、前記滅菌状態が、前記ポリ乳酸袋に収
容された生ゴミとアルカリ性溶液との混合物を得ること
により創製されるものであり、前記アルカリ性溶液に含
有されるアルカリの量が、前記生ゴミを滅菌状態にする
ために充分であり、かつ生成する乳酸量に対して等モル
以下である工程と；(4)前記工程３で得た乳酸からポリ
乳酸袋を製造する工程と；(5)前記工程４で製造したポ
リ乳酸袋に生ゴミを収容する工程とを具備することによ
り、前記工程１に戻ることを特徴とする生ゴミをリサイ
クルする方法。
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【特許請求の範囲】

いてポリ乳酸袋を製造し、このポリ乳酸袋に生ゴミを収

【請求項１】

容することにより、生ゴミをリサイクルする方法に関す

ポリ乳酸を介する生ゴミのリサイクル方

法において、

る。

（１）生ゴミをポリ乳酸袋に収容する工程と、

【０００２】

（２）前記工程１でポリ乳酸袋に収容した生ゴミを回収

【従来の技術】近年、ゴミの焼却によるダイオキシンの

する工程と、

発生を初めとして、ゴミによる環境破壊が大きな問題に

（３）前記工程２で回収した生ゴミとポリ乳酸袋を殺菌

なっている。家庭やレストラン等の事業所から廃棄され

状態にした後に乳酸発酵に供し、乳酸を得る工程であっ

る生ゴミについては、これを堆肥化したり、これを原料

て、

として乳酸発酵することにより、資源化する試みが成さ

前記滅菌状態が、前記ポリ乳酸袋に収容された生ゴミと

10

れている。乳酸発酵法により生ゴミを処理する方法は、

アルカリ性溶液との混合物を得ることにより創製される

生成物である乳酸を生分解性プラスチックの原料として

ものであり、前記アルカリ性溶液に含有されるアルカリ

用い得ることから、有効な生ゴミの資源化法の一つであ

の量が、前記生ゴミを滅菌状態にするために充分であ

ると考えられている。

り、かつ生成する乳酸量に対して等モル以下である工程

【０００３】しかしながら、家庭や事業所から廃棄され

と、

る生ゴミは、通常、ポリエチレン等の非生分解性の袋に

（４）前記工程３で得た乳酸からポリ乳酸袋を製造する

収容された状態で回収されている。このような生ゴミを

工程と、

乳酸発酵により資源化するためには、予め、生ゴミとポ

（５）前記工程４で製造したポリ乳酸袋に生ゴミを収容

リエチレン袋等を分別するための煩雑な前処理工程が必

する工程とを具備することにより、前記工程１に戻るこ

要となり、生ゴミの資源化コストを上昇させる原因とな

とを特徴とする生ゴミをリサイクルする方法。
【請求項２】

20

前記殺菌状態が、工程３での乳酸発酵に

っている。さらに、分別したポリエチレン袋等は、焼
却、埋め立て等により廃棄せざるを得ず、環境破壊の問

悪影響を及ぼさない細菌数以下の状態であることを特徴

題は完全には解決されていない。

とする請求項１に記載の生ゴミをリサイクルする方法。

【０００４】ポリ乳酸袋中で乾燥された生ゴミを原料と

【請求項３】

前記アルカリ性溶液が、アンモニア、ア

して乳酸発酵を行うことが非特許文献１に記載されてい

ルカリ金属又はアルカリ土類金属の水酸化物、及び炭酸

る。この非特許文献１には、ポリ乳酸袋で乾燥された生

のアルカリ金属又はアルカリ土類金属塩からなる群から

ゴミに水を加え、間歇ｐＨ制御法により自然乳酸発酵を

選択されるアルカリ性化合物の水溶液であることを特徴

行うことが記載されている。この間歇ｐＨ制御法によれ

とする請求項１又は２に記載の生ゴミをリサイクルする

ば、標準生ゴミであれば乾燥させても覆水することによ

方法。

り自然乳酸発酵ができることが記載されている。また、

【請求項４】

前記工程３の乳酸発酵が、連続法又は半

30

この非特許文献１には、乳酸菌Lactobacillus rhamunos

回分法により行われることを特徴とする請求項１ないし

usを植菌し、発酵ｐＨを酸性側（ｐＨ６）に制御するこ

３のいずれか１項に記載の生ゴミをリサイクルする方

とも記載されている。

法。

【０００５】しかしながら、上記非特許文献１に記載さ

【請求項５】

前記工程３の乳酸発酵が、回分法により

れる間歇ｐＨ制御法は、自然な乳酸発酵、すなわち、生

行われることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか

ゴミに元来含有される乳酸発酵菌を利用して乳酸発酵を

１項に記載の生ゴミをリサイクルする方法。

行うものである。したがって、この間歇ｐＨ制御法で

【請求項６】

前記工程２のポリ乳酸袋に収容された生

は、乳酸発酵前に殺菌は行われていない。また、この非

ゴミが、乾燥状態にあることを特徴とする請求項１ない

特許文献１には、生成した乳酸を使用してポリ乳酸袋を

し５のいずれか１項に記載の生ゴミをリサイクルする方
法。
【請求項７】

製造し、このポリ乳酸袋を生ゴミを収容するために使用
40

前記工程２のポリ乳酸袋に収容された生

することにより生ゴミをリサイクルすることができるこ
とは全く開示されていない。

ゴミが、湿潤状態にあることを特徴とする請求項１ない

【０００６】また、生ゴミ等の有機廃棄物を原料にして

し５のいずれか１項に記載の生ゴミをリサイクルする方

高い選択性と濃度で乳酸を廉価に生成させることを目的

法。

とする、有機廃棄物を原料とする乳酸の製造方法が特許

【発明の詳細な説明】

文献１に記載されている。具体的には、この特許文献１

【０００１】

には、有機廃棄物を主体とする原料を発酵させて弱酸性

【発明の属する技術分野】本発明は、生ゴミをリサイク

とする発酵工程と、弱酸性となった前記原料にアルカリ

ルする方法に関する。より詳細には、本発明は、生ゴミ

剤を添加してｐＨを上昇させるアルカリ剤添加工程とを

をポリ乳酸袋に収容し、これを回収し、回収した生ゴミ

繰り返して行い、乳酸を製造する方法が記載されてい

を乳酸発酵に供することにより乳酸を得、この乳酸を用

50

る。
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【０００７】この特許文献１に記載される方法は、上記

具備することにより、前記工程１に戻ることを特徴とす

非特許文献１と同様に、自然な乳酸菌を利用し、蒸気滅

る生ゴミをリサイクルする方法。

菌等の滅菌処理を行わないこと等を特徴とするものであ

【００１３】（II）

る（第0011段落）。また、この特許文献１には、生成し

発酵に悪影響を及ぼさない細菌数以下の状態であること

た乳酸を使用してポリ乳酸袋を製造し、このポリ乳酸袋

を特徴とする（Ｉ）に記載の生ゴミをリサイクルする方

を生ゴミを収容するために使用することにより生ゴミを

法。

リサイクルすることができることは全く開示されていな

【００１４】（III）

い。

ニア、アルカリ金属又はアルカリ土類金属の水酸化物、

【０００８】さらに、生ゴミを温度３７℃、ｐＨを７に
制御し、Ｌ乳酸菌を添加することにより乳酸発酵を行う

前記殺菌状態が、工程３での乳酸

前記アルカリ性溶液が、アンモ

及び炭酸のアルカリ金属又はアルカリ土類金属塩からな
10

る群から選択されるアルカリ性化合物の水溶液であるこ

方法が非特許文献２に記載されている。この非特許文献

とを特徴とする（Ｉ）又は（II）に記載の生ゴミをリサ

２では、蒸気滅菌した場合としない場合の比較を行って

イクルする方法。

おり、蒸気滅菌しない場合のほうが、蒸気滅菌した場合

【００１５】（IV）

よりも濃度の高い乳酸発酵液が得られたことが記載され

又は半回分法により行われることを特徴とする（Ｉ）な

ている。また、この特許文献２にも、生成した乳酸を使

いし（III）のいずれか１に記載の生ゴミをリサイクル

用してポリ乳酸袋を製造し、このポリ乳酸袋を生ゴミを

する方法。

収容するために使用することにより生ゴミをリサイクル

【００１６】（Ｖ）

することができることは全く開示されていない。

により行われることを特徴とする（Ｉ）ないし（III）

【０００９】

のいずれか１に記載の生ゴミをリサイクルする方法。

【非特許文献１】白井義人、他１名、ポリ乳酸袋中で乾

20

【００１７】（VI）

前記工程３の乳酸発酵が、連続法

前記工程３の乳酸発酵が、回分法

前記工程２のポリ乳酸袋に収容さ

燥された生ゴミを原料とする乳酸発酵、化学工学会秋季

れた生ゴミが、乾燥状態にあることを特徴とする（Ｉ）

大会研究発表講演要旨集、日本、1999年

ないし（Ｖ）のいずれか１に記載の生ゴミをリサイクル

８月２６日、

32巻、137頁

する方法。

【特許文献１】特開平11‑285397号公報

【００１８】（VII）

【特許文献２】白井義人、他２名、生ゴミのＬ乳酸発

された生ゴミが、湿潤状態にあることを特徴とする

酵、化学工学会年会研究発表講演要旨集、日本、1999

（Ｉ）ないし（Ｖ）のいずれか１に記載の生ゴミをリサ

年、64回、200頁

イクルする方法。

【００１０】

【発明の実施の形態】以下、本発明の生ゴミのリサイク

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点

ル法について詳細に説明する。本発明の方法において用

を解決するために成されたものであり、具体的には、環

30

前記工程２のポリ乳酸袋に収容

いる生ゴミとは、通常、家庭、レストラン等から廃棄さ

境破壊を伴うことなく、生ゴミを処分する方法を提供す

れる食物を含むゴミを意味する。食物には加熱等による

ることを目的とする。

加工前のものも、加工後の、いわゆる残飯も含まれる。

【００１１】

また、装置に閉塞等の支障がない限りにおいては、ある

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課

いは、添加微生物に毒性を示さない限りにおいては、

題は、次の生ゴミのリサイクル方法により解決できるこ

紙、プラスチック、木片のような、通常、「燃えるゴ

とを見出し、本発明を完成した。すなわち、本発明は、

ミ」として廃棄されるものの中に含まれるものが混入し

次の方法を提供する。

ていてもよい。

【００１２】（Ｉ）

ポリ乳酸を介する生ゴミのリサイ

【００１９】通常、本発明の方法において用いる生ゴミ

クル方法において、（１）生ゴミをポリ乳酸袋に収容す
る工程と、（２）前記工程１でポリ乳酸袋に収容した生

を構成する材料としては、野菜、果物、肉・魚等の海産
40

物、飯、パン、茶かす等が含まれるが、これらに限定さ

ゴミを回収する工程と、（３）前記工程２で回収した生

れるものではない。例えば、焼酎蒸留粕やビール麦汁

ゴミとポリ乳酸袋を殺菌状態にした後に乳酸発酵に供

粕、おから、糖蜜、廃棄でんぷん粉、あるいは生産調整

し、乳酸を得る工程であって、前記滅菌状態が、前記ポ

された農産物、魚のあら等漁業廃棄物等の適切な組み合

リ乳酸袋に収容された生ゴミとアルカリ性溶液との混合

わせでもかまわない。

物を得ることにより創製されるものであり、前記アルカ

【００２０】本発明の生ゴミをリサイクルする方法の各

リ性溶液に含有されるアルカリの量が、前記生ゴミを滅

工程のブロック図を図１に示す。

菌状態にするために充分であり、かつ生成する乳酸量に

【００２１】本発明の生ゴミをリサイクルする方法の工

対して等モル以下である工程と、（４）前記工程３で得

程１において、生ゴミをポリ乳酸袋に収容する。ポリ乳

た乳酸からポリ乳酸袋を製造する工程と、（５）前記工

酸袋は、本発明者が関与する科学技術庁の大型プロジェ

程４で製造したポリ乳酸袋に生ゴミを収容する工程とを

50

クトである生活者ニーズ対応研究を通じ、生ゴミの搬送
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に用いることを提案しているものである。ポリ乳酸袋

１の態様について説明する。第１の態様の工程Ａにおい

は、市販されているものを用いることができる。

て、生ゴミとアルカリ性溶液とを混合する。

【００２２】ポリ乳酸袋に収容した生ゴミは、周囲の気

【００３０】用いる生ゴミの量に特に制限はなく、混合

温、湿度等により異なるが、５０℃程度の雰囲気に放置

に用いるための反応槽の容量等に応じて適宜設定するこ

することにより、通常、１週間〜１０日間でポリ乳酸袋

とができるが、第１の態様を効率よく行うためには、乾

外に生ゴミの水分が放出され、乾燥状態になる。ここ

燥重量で１０％前後の生ゴミ濃度であることが好まし

で、乾燥状態とは、含水量３０％以下をいう。本発明の

い。一例を挙げると、１０リットル（以下、「Ｌ」と表

方法では、このような乾燥状態になった生ゴミをリサイ

記する。）程度の容量の反応槽に対して、乾燥重量で１

クルに供することも、湿潤状態の生ゴミをリサイクルに
供することもできる。ここで、湿潤状態とは、乾燥状態

ｋｇ（湿潤状態で５ｋｇ）程度の生ゴミを用いることが
10

できる。反応槽の容量は、原料として用いる生ゴミの量

よりも含水量が多い状態をいう。

等に応じて適宜設定することができるが、本発明の方法

【００２３】なお、本発明において、生ゴミを収容すべ

を家庭等から回収される生ゴミを用いて実施する場合、

きものをポリ乳酸袋と規定しているが、ポリ乳酸により

例えば、５００ｍ 程度の大きさの反応槽に適用するこ

形成されるものであり、生ゴミを密封状態で収容するこ

とができる。反応槽の容量が大きいと、反応槽に連結さ

とができ、生ゴミの水分を外に溶出し得るものであれば

れる導管等の径も大きくし得るので、アルカリに溶解し

その形状、厚み等は特に制限はない。

得ない物質による導管の閉塞等の可能性を低くすること

【００２４】次に、本発明の生ゴミをリサイクルする方

ができる。

法の工程２において、工程１でポリ乳酸袋に収容した生

【００３１】生ゴミと混合すべきアルカリ性溶液として

ゴミを回収する。回収の方法に特に制限はなく、例え

は、生ゴミと混合して混合物の液性をアルカリ性に、好

ば、従来、市町村等で行っている回収方法で行うことが

3

20

ましくはｐＨ値を９．５以上にし得るものであり、かつ

できる。工程２で回収するものには、ポリ乳酸袋と生ゴ

次の工程Ｂにおける乳酸発酵に悪影響を及ぼさないもの

ミ以外の物質が含まれないことが好ましい。

である限り特に制限はない。一例を挙げると、アンモニ

【００２５】次に、本発明の生ゴミをリサイクルする方

ア、アルカリ金属又はアルカリ土類金属の水酸化物（例

法の工程３において、工程２で回収した生ゴミを乳酸発

えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム）、及び炭酸

酵に供し、乳酸を得る。

のアルカリ金属又はアルカリ土類金属塩（例えば、炭酸

【００２６】本発明の工程３には、第１の態様が含まれ

カルシウム）の水溶液を用いることができる。

る。また、工程３には、参考態様として、第２の態様が

【００３２】アルカリ性溶液の量は、以下に詳細に説明

ある。図２及び図３に、それぞれ第１の態様及び第２の

する工程Ｂにおける乳酸発酵により生成する乳酸に対し

態様の各工程のブロック図を示す。

て、等モル量以下のアルカリ物質に対応する量を用いる

【００２７】図２に示すように、本発明の工程３の第１

30

ことができる。

の態様において、乳酸発酵には、（Ａ）本発明の生ゴミ

【００３３】乳酸発酵により生成する乳酸の量は、用い

をリサイクルする方法の工程２で回収したポリ乳酸袋に

る生ゴミの種類、用いる微生物の種類等により異なる。

収容された生ゴミとアルカリ性溶液との混合物を得る工

従って、アルカリ性溶液の使用量は、本発明の方法を適

程と、（Ｂ）微生物を用いる乳酸発酵に前記工程Ａで得

用する前に、予め少量の生ゴミ試料を乳酸発酵に供し、

られた混合物を供し、乳酸を得る工程と、（Ｃ）前記工

生成する乳酸量を測定し、その値から概算しておくこと

程Ｂの乳酸を、後述する工程４のポリ乳酸袋の原料に供

が望ましい。

する工程が含まれる。

【００３４】アルカリ性溶液の使用量が少なすぎると、

【００２８】図３に示すように、工程３の第２の態様に

アルカリ性に耐性の弱い細菌の充分な殺菌が行えず、そ

おいて、乳酸発酵には、（ａ）本発明の生ゴミをリサイ
クルする方法の工程２で回収したポリ乳酸袋に収容され

の結果、次の工程Ｂにおいて、殺菌されずに残留してい
40

る雑菌が繁殖し得るので好ましくない。

た生ゴミと、ポリ乳酸袋とを分別する工程と、（ｂ）前

【００３５】生ゴミとアルカリ性溶液は、混合を充分行

記工程ａで分別した生ゴミを殺菌する工程と、（ｃ）前

うために撹拌することが好ましい。撹拌時間は、生ゴミ

記工程ｂで殺菌した生ゴミを微生物による乳酸発酵に供

とアルカリ性溶液との混合が充分に行われる限り、特に

し、乳酸を得る工程と、（ｄ）前記工程ａで分別したポ

制限はない。本発明の方法を家庭等から回収される生ゴ

リ乳酸袋とアルカリ性溶液とを混合し、乳酸を得る工程

ミを用いて実施する場合、通常、滞留時間を２日〜１０

と、（ｅ）前記工程ｃ及び工程ｄで得られた乳酸を合わ

日程度に設定することができる。

せ、これを後述する工程４のポリ乳酸袋の原料に供する

【００３６】生ゴミとアルカリ性溶液の混合は、室温

工程が含まれる。この第２の態様については、後述す

（１０〜３０℃）で行うことができるが、ポリ乳酸袋の

る。

分解、あるいは効率的な殺菌の観点からは５０〜８０℃

【００２９】以下、本発明の工程３で行う乳酸発酵の第

50

の範囲の温度で行うことが好ましい。

( 5 )

特開２００３−２６０４５０

7

8

【００３７】第１の態様の工程Ａで得られる混合物にお

回収されずに、発酵槽に残留させる方法をいう。

いて、糖濃度は、通常、５０ｇ／Ｌ〜１００ｇ／Ｌの範

【００４４】乳酸発酵に用いる微生物に特に制限はな

囲に設定することができる。

く、生ゴミに作用して乳酸を生成し得るものであれば特

【００３８】本発明の生ゴミをリサイクルする方法にお

に制限はない。微生物の一例としては、乳酸菌、Lactob

いて、リサイクルに供する生ゴミには、通常、Bacillus

acillus属、Streptococcus属、Pediococcus属、Leucomo

属、Pseudomonas属、Closeridiam属等の一般細菌が含ま

stoc属を挙げることができる。これらのうち、乳酸菌

れていることが知られている。本発明の方法において、

は、乳酸のみを生産するホモ乳酸菌が工業生産の観点か

生ゴミに含まれる細菌は、この態様１の工程Ａで用いる

ら好ましく用いることができる。これらの乳酸菌は、例

アルカリにより殺菌され、好ましくは、殺菌状態にある
生ゴミとアルカリ性溶液との混合物が、次の工程Ｂに供

えば、ＡＴＣＣ、ＩＦＯ等のカタログに記載されている
10

ものを用いることができる。

される。ここで、「殺菌状態にある」とは、工程Ａで得

【００４５】連続法による乳酸発酵の条件は、用いる微

られる混合物中の細菌数が、工程Ｂにおける乳酸発酵に

生物の種類、その至適ｐＨ、至適温度、糖消費速度、乳

悪影響を及ぼさない数であることをいう。具体的には、

酸生成速度、工程Ａで得られる混合物の量、用いる発酵

工程Ｂにおける反応槽内の細菌濃度が、５万ＣＦＵ／ミ

槽の大きさ等に応じて適宜設定することができる。

リリットル（以下、「ｍＬ」と表記する。）以下である

【００４６】工程Ｂでの滞留時間は、２〜１０日、好ま

ことが好ましい。通常、生ゴミ中には、１千万ＣＦＵ／

しくは、２．５日〜７日の範囲に設定することができ

ｍＬ程度の細菌が含まれているので、工程Ａで得られる

る。この滞留時間は、本発明の方法において用いる生ゴ

混合物に含有される細菌数が、１／１００以下になれば

ミを家庭等から収集してくる頻度等も考慮したものであ

充分に殺菌したことになる。細菌のコロニー数は、日本

る。

生物工業会編、生物工学実験書に記載される方法により

20

9

1 0

【００４７】発酵槽中の微生物濃度は、１０ 〜１０

計測することができる。

ＣＦＵ／ｍＬの範囲に設定することができる。

【００３９】上述した第１の態様の工程Ａのアルカリ性

【００４８】発酵槽の容量は、原料として用いる生ゴミ

溶液の使用は、殺菌を目的とするものである。殺菌は、

の量等に応じて適宜設定することができるが、本発明の

従来行われている蒸気により行うこともできる。しかし

方法を家庭等から回収される生ゴミを用いて実施する場

ながら、蒸気による殺菌方法は、エネルギーと時間を要

合、例えば、５００ｍ 程度の大きさの発酵槽に適用す

するため、また、耐圧構造を持った高価な装置が必要に

ることができる。

なり、生ゴミのリサイクルに要するコスト上昇をもたら

【００４９】発酵槽中のｐＨは、発酵が進むにつれて、

すことがある。したがって、コスト等を考慮すると、ア

工程Ａで用いるアルカリ性物質の量や、生成する乳酸の

ルカリ性溶液の使用が好ましい。

量に応じて変化し得る。従って、必要に応じて、硫酸等

【００４０】第１の態様の工程Ｂにおいて、前記工程Ａ

3

30

の酸性物質のようなｐＨを調節し得る物質を添加するこ

で得られた混合物の存在下に微生物を用いた乳酸発酵を

とにより至適ｐＨに調節することができる。しかしなが

する。微生物を用いた乳酸発酵としては、連続法、半回

ら、このような工程は、追加の工程になり、本発明の方

分法及び回分法のいずれの方法でもよい。

法を実施するためのコスト上昇を招く。従って、工程Ａ

【００４１】ここで、連続法とは、発酵に供する物質、

で用いるアルカリ性物質の量を、生成する乳酸と等モル

具体的には、上記工程Ａで得られた混合物を、発酵槽に

量以下になるように設定することが好ましい。

連続的に供給し、供給流量と等しい流量で発酵液を発酵

【００５０】発酵槽のｐＨ値は、４〜９の範囲、好まし

槽から回収する方法をいう。ただし、連続的に供給と

くは４．５〜６．０の範囲に、温度は、２０〜８０℃の

は、一瞬たりとも供給が途絶えないことを意味するもの

範囲、好ましくは、３０〜７０℃の範囲に設定すること

ではなく、一定の間歇をおいて断続的に供給することも
含まれる。この場合、発酵液の回収流量は、供給流量と

ができる。発酵時間は特に制限はなく、微生物が乳酸発
40

酵を行い得る条件下にある限り、連続して行うことがで

等しくする。

きる。発酵槽中の雰囲気は、用いる微生物に応じて嫌気

【００４２】また、半回分法とは、発酵に供する物質、

的にも好気的にもすることができる。微生物は、発酵槽

具体的には、上記工程Ａで得られた混合物の発酵槽への

中で遊離の状態にあっても、例えば、ウレタンフォーム

供給は連続的であるが、発酵液は回収せず、発酵槽に残

のような担体に担持されていてもよい。

留させる方法をいう。この半回分法における連続的供給

【００５１】一方、半回分法による乳酸発酵の条件は、

も、連続法の場合と同様に、一瞬たりとも供給が途絶え

発酵槽から発酵液を回収しないこと以外は、連続法によ

ないことを意味するものではなく、一定の間歇をおいて

る発酵条件と同様に設定することができる。

断続的に供給することが含まれる。

【００５２】本発明の生ゴミをリサイクルする方法の工

【００４３】また、回分法とは、上記工程Ａで得られた

程３における乳酸発酵は、通常、乳酸発酵に用いられる

混合物の発酵槽への供給が一旦行われた後は、発酵液は

50

装置を用いて実施することができる。以下に、連続発酵

( 6 )
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法を行う場合の装置の一例を図４を参照して以下に説明

ゴミを微生物による乳酸発酵に供し、乳酸を得る。この

するが、本発明はこれに限定されるものではない。

乳酸発酵は、上述した第１の態様の連続法又は半回分法

【００５３】図４は、本発明の工程３の第１の態様にお

により行うことも、回分法で行うこともできる。回分法

いて用い得る連続発酵装置の概略図である。図４の連続

で行う場合、乳酸発酵終了時の発酵液のｐＨ値が３．５

発酵装置は、発酵部I、生ゴミ含有アルカリ溶液供給部I

〜５．０の範囲に設定することが、防腐の観点から好ま

I、及び発酵液回収部IIIから構成されている。なお、図

しい。

４の装置は温度制御装置を備えていないが、必要に応じ

【００６０】一方、第２の態様の工程ａで分別したポリ

て発酵部Iには温度制御手段を設けることができる。

乳酸袋は、アルカリ性溶液と混合することにより溶解さ

【００５４】図４に示す装置において、発酵部Iには、
発酵槽１がある。微生物５を、発酵液７中に懸濁させ

せ、乳酸を得る（工程ｄ）。用いるアルカリ性溶液を構
10

成するアルカリ物質としては、上記第１の態様で述べた

る。発酵槽１は、気圧調整手段９、撹拌手段１１ａ、1

アルカリ性溶液を用いることができる。

１ｂ、発酵液のレベル制御手段１3ａ、１３ｂを備えて

【００６１】アルカリ性溶液の量は、ポリ乳酸袋を溶解

いる。レベル制御手段１3ａ、１３ｂは、後述するポン

させた後の反応液のｐＨ値が９．０〜１４の範囲になる

プ２１と連動し、発酵槽１内の発酵液７の液面レベルを

ように設定することがポリ乳酸袋の溶解の観点から好ま

所定の位置に維持し、発酵槽内の発酵液量が一定となる

しい。一例を挙げると、１ｋｇ程度の重量のポリ乳酸袋

ように制御する。生ゴミ含有アルカリ溶液供給部IIに

に対しては、２５重量％の濃度のアンモニア水を４Ｌ程

は、本発明の工程Ａにより調製された生ゴミとアルカリ

度用いることができる。

性溶液との混合物が充填されている。容器１５から生ゴ

【００６２】工程２の工程ｅにおいて、上記工程ｃ及び

ミ含有アルカリ溶液１７を、ライン１９により、ポンプ

工程ｄで得られた乳酸を合わせ、本発明の生ゴミをリサ

２１を用いて発酵槽１へ導く。発酵槽１の底面付近に出

20

イクルする方法の工程４、すなわち、ポリ乳酸袋を製造

口３１を設け、発酵液７を、ライン３３を通り、ポンプ

する工程におけるポリ乳酸袋の原料に供する。乳酸から

３５を用いて回収部IIIのコレクタ３９に回収する。

ポリ乳酸袋を製造する方法は、例えば、「生分解性プラ

【００５５】次に、本発明の生ゴミをリサイクルする方

スチックハンドブック」、土肥義治編に記載されてい

法の工程３の参考態様である第２の態様について説明す

る。

る。図３に示すように、第２の態様の乳酸発酵には、

【００６３】上記工程４で得られたポリ乳酸袋を、本発

（ａ）本発明の生ゴミをリサイクルする方法の工程２で

明の生ゴミをリサイクルする方法の工程１において、生

回収したポリ乳酸袋に収容された生ゴミと、ポリ乳酸袋

ゴミを収容するためのポリ乳酸袋として利用することに

とを分別する工程と、（ｂ）前記工程ａで分別した生ゴ

より、生ゴミのリサイクルが完成する。

ミを殺菌する工程と、（ｃ）前記工程ｂで殺菌した生ゴ

【００６４】

ミを微生物による乳酸発酵に供し、乳酸を得る工程と、

30

【実施例】本発明の実施例を以下に説明するが、本発明

（ｄ）前記工程ａで分別したポリ乳酸袋とアルカリ性溶

はこれに限定されるものではない。

液とを混合し、乳酸を得る工程と、（ｅ）前記工程ｃ及

【００６５】家庭から排出される生ゴミのモデルとして

び工程ｄで得られた乳酸を合わせ、これを後述する本発

野菜４０、果物３０、肉・魚１４、飯１０、茶かす６

明の生ゴミをリサイクルする方法の工程４のポリ乳酸袋

（何れも重量）の割合で調整した合成ゴミを以下の実施

の原料に供する工程が含まれる。

例で用いた。

【００５６】この第２の態様の工程ａにおいて、生ゴミ

【００６６】（実施例１）上記合成ゴミ５００ｇを５ｇ

とポリ乳酸袋の分別方法は、分別が完全に行える限り特

のポリ乳酸袋（島津製作所社製）に入れ、室温で１日間

に制限はなく、例えば、ポリ乳酸袋を破砕することによ

経過したもの（含水量８０％）を、回収し、１％アンモ

り分別することができる。
【００５７】態様２の工程ｂにおいて、分別した生ゴミ

ニア水５００ｍＬの入ったタンクに入れた。そのまま袋
40

を溶解させ、生ゴミとアンモニア水を混合した。予め１

を殺菌する。殺菌方法は、工程ｂにおける乳酸発酵に悪

Ｌのバイオリアクターに同様な生ゴミと水の混合物を５

影響を及ぼさない数以下の細菌数になればに特に制限は

００ｍＬ仕込み、これを回分発酵させた。発酵温度は３

なく、例えば、上述した第１の態様のアルカリ性溶液を

７℃、回分発酵４日目からアンモニア水中で処理された

用いて行うことも、蒸気により行うこともできる。蒸気

生ゴミを用いて連続発酵を開始した。乳酸菌にはLactob

により殺菌する場合の条件としては、例えば、１２０

acillus rhamnosusを用いた。生ゴミの滞留時間は４日

℃、２気圧で行うことができる。

とした。実施結果を図５及び図６のグラフに示す。

【００５８】殺菌を蒸気により行う方法及びそれに用い

【００６７】図５は、合成ゴミとアンモニア水との混合

る装置は、従来、行われている方法及び装置で行うこと

物（３７℃）中の細菌数を、合成ゴミ単独（アンモニア

ができる。

無添加）の場合、及び合成ゴミとアンモニア水とを混合

【００５９】第２の態様の工程ｃにおいて、殺菌した生

50

する際の温度を７０℃にした場合の細菌数と比較したも

( 7 )
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のである。図５において、縦軸は、細菌数を表す。横軸

Ｌに入れて溶解させた。発酵槽は乳酸の発生に伴ってｐ

は、合成ゴミにアンモニア水を添加した後の時間を表

Ｈが低下するが、ｐＨを６に制御するために、このポリ

す。

乳酸袋を溶解したアンモニア水を添加した。ポリ乳酸は

【００６８】図５の結果から、アンモニアを添加するこ

２５％アンモニア水中で完全に溶解し、乳酸アンモニア

とにより、混合物中の細菌数は顕著に減少し、大きな殺

としてアンモニア水中に共存したが、ｐＨ調整のためこ

菌効果があることが明らかである。細菌数の減少幅は、

れらを添加した際、発酵槽に加えら生成乳酸と共存し、

混合物の温度を７０℃に設定したほうが、３７℃に設定

精製、合成後、再びポリ乳酸となる。発酵４日後、ポリ

した場合よりも大きいことが明らかである。

乳酸袋を溶かしたアンモニア水はすべてｐＨ調整のため

【００６９】図６は、連続発酵を開始した後の発酵液中
の乳酸、酢酸及び蟻酸の量とｐＨの変化を示すグラフで

消費され、乳酸濃度は６５ｇ／Ｌに達し、当初見込みど
10

おりの結果が得られた。

ある。図６において、縦軸（左）は、ｐＨを表し、縦軸

【図面の簡単な説明】

（右）は、各酸の濃度を表す。横軸は、連続発酵を開始

【図１】

してからの時間を表す。

図である。

【００７０】図６の結果から、本発明の生ゴミのリサイ

【図２】

クル方法の工程３で行う乳酸発酵により、安定に乳酸の

様）の工程を示すブロック図である。

みが生成していることが明らかである。

【図３】

【００７１】（参考例１）上記合成ゴミ５００ｇを５ｇ

（第２の態様）の工程を示すブロック図である。

のポリ乳酸袋（島津製作所社製）に入れた。７０℃で３

【図４】

日経過後、含水量が３０％になったものを、収集後、ポ

発酵装置の一例の概略図である。

リ乳酸袋を破砕し、内容の生ゴミと破砕されたポリ乳酸

20

【図５】

図１は、本発明の方法の工程を示すブロック
図２は、本発明の方法の工程３（第１の態
図３は、本発明の方法の工程３の参考態様
図４は、本発明の方法を実施するための連続
図５は、アルカリ性溶液による生ゴミの殺菌

袋を分けた。生ゴミには５００ｇの水を加え、発酵槽に

状態を表すグラフである。

入れて蒸気殺菌を施した。発酵温度は３７℃、ｐＨ６に

【図６】

調整した。乳酸菌にはLactobacillus rhamnosusを用い

成量を表すグラフである。

図６は、連続発酵により生成する乳酸等の生

た。一方、ポリ乳酸袋の方は２５％アンモニア水５０ｍ
【図１】

【図５】

【図２】

( 8 )

【図３】

【図４】

特開２００３−２６０４５０

【図６】

