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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
黒色のペール缶の屎容器と、
前記屎容器を収容する直方形状のハウジングであって、上面に開口部を備える断熱性の
蓄熱部と、
前記蓄熱部の開口部に、ハウジングの底面と平行になるように設けた板ガラスからなる
光透過部と、
前記蓄熱部の開口部に平板状の反射板を前記開口部の辺に合わせて放射状に、且つ、前
記開口部を取り囲むように配置した集光照射部と、
前記蓄熱部の開口部が地面から垂直方向に対して太陽の方向を向くように角度を調整し

10

て固定する調整部と、
を備えた屎処理装置を用いて行う屎処理方法であって、
前記屎容器内に処理対象となる屎を入れ、
前記蓄熱部の開口部が太陽の方向を向くように角度を調整して固定し、
前記集光照射部により集光した太陽光を前記屎容器に照射して、当該屎を加熱するとと
もに、前記蓄熱部において前記屎容器を断熱し、太陽熱を蓄熱させて、当該屎を保持する
ことにより、当該屎中の全菌体数を減少させることを特徴とする屎処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、屎処理装置及び屎処理方法に関し、詳しくは、簡単な構成であるにもかかわ
らず、太陽光により短時間で屎を安全な肥料にすることが可能な屎処理装置及び屎処理方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来より、人等の哺乳動物の屎（糞）を肥料にする技術は、多数存在する。例えば、特
開２００９−２７９３６７号公報（特許文献１）には、屎尿を分離する無水屎尿処理方法
と無水屎尿処理システムが開示されている。このシステムでは、水を使用せず、屎尿分離
構造を有するトイレであって、当該分離した屎と尿を貯蔵した貯蔵用コンテナを交換し、
移動し、屎尿をそれぞれ分離収集し、太陽光の熱によって屎尿をそれぞれ乾燥し、粉体化
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し、利用することを特徴とする。又、特開２０１０−２６００３９号公報（特許文献２）
には、屎尿を分離し、その分離した屎尿をそれぞれコンテナに収集し、太陽熱を集熱する
可動式屋根の下に設置し、屎尿それぞれを太陽熱により乾燥することを特徴とする無水屎
尿処理装置が開示されている。これにより、電気、水道、下水の使用を必要とせず、安い
材料で製作することができ、更に、低コストで屎尿分離後の利用システムを、衛生、資源
化が容易に実現できることができるとしている。又、電気、水道、下水に依存しないこと
から、災害時にも使用上の制約を受けない利点があり、乾燥された大便は、土壌改良材と
し、尿も太陽熱で乾燥したものを肥料として利用でき、６ケ月程度、太陽熱により高温乾
燥させることによって、病原菌の消毒を行うことができるため、衛生的であるとしている
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。
【０００３】
又、特開平７−１３６６３９号公報（特許文献３）には、太陽熱を収束して耐熱性のあ
る熱流動体を加熱する太陽熱集熱器と、この太陽熱集束器から集められた熱流動体を貯留
する熱油タンクと、熱油タンクから供給された熱流動体により屎尿を蒸発、乾燥させるこ
とができる太陽熱利用の屎尿処理装置が開示されている。この装置では、屎尿を収納する
耐熱性のある密閉された容器と、この容器内で回転する複数の羽根を持つ攪拌手段と、容
器内に収納されて熱を保持する球形状をした複数個の蓄熱体と、この容器の外側に間隔を
置いて位置させた外容器と、容器と外容器との間の空間に熱油タンクからの熱流動体を循
環させる熱供給手段とから構成されたことを特徴とする。これにより、太陽光を熱源およ
び動力源とし、屎尿の蒸発、乾燥を行わせることができるので、屎尿の処理に液化燃料や
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電力を必要とせず、交通事情が悪く、液化燃料を運搬するのが困難な険しい山中や、電力
線を架設することができない孤島においても、エネルギーの補給をせずに屎尿の蒸発と乾
燥の処理を継続して行うことができるとしている。又、この処理のためのエネルギーは地
面に照射する太陽光を利用するため、国立公園の敷地内や海水浴場の海岸で使用しても二
酸化炭素などを発生させず、自然の環境を汚染することがないものであるとしている。
【０００４】
又、特開２００２−６２０５０号公報（特許文献４）には、熱源により加熱される水分
含有物質を収容する水分含有物質収容部材と、蒸発冷却面及び該水分含有物質から蒸発し
た水蒸気が凝結する凝結面を有する水分浸透通気抑制部材とを有する乾燥装置が開示され
ている。この装置では、該凝結面に凝結した水が該蒸発冷却面に導かれることを特徴とす

40

る。これにより、自然エネルギーを有効利用することが出来て、又、少量の水分含有物質
の乾燥にも適し、更に、省スペース化や乾燥に伴う悪臭や有害物質の放出の抑制を可能と
するとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９−２７９３６７号公報
【特許文献２】特開２０１０−２６００３９号公報
【特許文献３】特開平７−１３６６３９号公報
【特許文献４】特開２００２−６２０５０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ところで、現在、先進工業国では水洗浄化システムが構築され、各地域で水洗トイレが
普及されているものの、震災等の不測の災害が発生して、上下水道が使用不能となった場
合、人の屎尿処理が大きな問題となる。又、災害時に限らず、現在の水洗浄化システムに
よる人の屎尿処理には問題が多い。
【０００７】
例えば、現在の水洗浄化システムでは、人の屎尿処理に多量の水資源とエネルギーとを
消費するとともに、処理された人の屎尿に基づいて無機化された栄養塩（例えば、窒素、
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リン等の無機塩）は、河川、近海、湖沼に放流している。この栄養塩は、河川等に青粉や
青潮を発生させたり、熱帯地域では、珊瑚礁を衰退させたりする。
【０００８】
又、水洗浄化システムの構築が不十分な発展途上国では、先進工業国と異なり、人や家
畜の屎尿が農地に対して良好な肥料であると考えられており、農家では、頻繁にこれらの
屎尿を農地に散布して、当該屎尿に含まれる栄養塩を有効活用している。
【０００９】
ここで、人の尿には、通常、排出時に、病原体が含まれていないため、人の屎から分離
すれば、液体肥料として容易に有効活用することが出来る。
【００１０】
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一方、人や家畜の屎には、通常、排出時に、大腸菌等の病原体が含まれているため、屎
を衛生的な処理をせずにそのまま農地に散布したり山地に放置したりすると、病原体が増
殖し、感染症の原因になるという問題がある。従って、屎を肥料として有効活用する場合
は、当該屎を確実に殺菌処理する必要がある。上述した特許文献１−４に記載の技術では
、太陽光を利用して、屎を加熱、乾燥することが記載されているものの、このような問題
を解決出来るか否か不明である。
【００１１】
そこで、本発明では、前記問題を解決するためになされたものであり、簡単な構成であ
るにもかかわらず、太陽光により短時間で屎を安全な肥料にすることが可能な屎処理装置
及び屎処理方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者は、鋭意研究を重ねた結果、本発明に係る新規な屎処理装置及び屎処理方法を
完成させた。即ち、本発明は、黒色のペール缶の屎容器と、前記屎容器を収容する直方形
状のハウジングであって、上面に開口部を備える断熱性の蓄熱部と、前記蓄熱部の開口部
に、ハウジングの底面と平行になるように設けた板ガラスからなる光透過部と、前記蓄熱
部の開口部に平板状の反射板を前記開口部の辺に合わせて放射状に、且つ、前記開口部を
取り囲むように配置した集光照射部と、前記蓄熱部の開口部が地面から垂直方向に対して
太陽の方向を向くように角度を調整して固定する調整部と、を備えた屎処理装置を用いて
行う屎処理方法であって、前記屎容器内に処理対象となる屎を入れ、前記蓄熱部の開口部
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が太陽の方向を向くように角度を調整して固定し、前記集光照射部により集光した太陽光
を前記屎容器に照射して、当該屎を加熱するとともに、前記蓄熱部において前記屎容器を
断熱し、太陽熱を蓄熱させて、当該屎を保持することにより、当該屎中の全菌体数を減少
させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
本発明に係る屎処理装置及び屎処理方法によれば、簡単な構成であるにもかかわらず、
太陽光により短時間で衛生的に屎を処理して、安全な肥料として有効利用することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】屎に存在する病原体が死滅する温度と時間の条件を示すグラフである。
【図２】本発明に係る屎処理装置の正面図（図２Ａ）と、本発明に係る屎処理装置のＡ−
Ａ線断面図（図２Ｂ）とである。
【図３】ペール缶で人の屎を収集する形態の一例を示す図である。
【図４】本発明に係る屎処理装置の集光照射部の構成を示す図である。
【図５】本発明に係る屎処理装置の加熱部の構成を示す図（図５Ａ）と、本発明に係る屎
処理装置の尿容器の構成を示す図（図５Ｂ）と、本発明に係る屎容器（ペール缶）と便座
と尿容器の写真（図５Ｃ）とである。
【図６】実施例１の屎処理装置の正面写真（図６Ａ）と、実施例１の屎処理装置の斜視写
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真（図６Ｂ）とである。
【図７】実施例１における温度計の設置位置を示す屎容器の正面断面図（図７Ａ）と、温
度計の設置位置を示す屎容器の左面断面図（図７Ｂ）とである。
【図８】実施例１における時刻に対する１０分当たりの日照時間を示すグラフ（図８Ａ）
と、時刻に対する各温度計の温度を示すグラフ（図８Ｂ）とである。
【図９】実施例２の屎処理装置の斜視写真（図９Ａ）と、実施例２の屎処理装置の斜視写
真（図９Ｂ）とである。
【図１０】実施例２における温度計の設置位置を示す屎容器の正面断面図（図１０Ａ）と
、実施例２における時間に対する各温度計の温度を示すグラフ（図１０Ｂ）とである。
【図１１】実施例３における温度計の設置位置を示す屎容器の正面断面図（図１１Ａ）と
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、実施例３における時間に対する各温度計の温度を示すグラフ（図１１Ｂ）とである。
【図１２】実施例４における温度計の設置位置を示す屎容器の正面断面図（図１２Ａ）と
、実施例４における時間に対する各温度計の温度を示すグラフ（図１２Ｂ）とである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下に、添付図面を参照して、本発明に係る屎処理装置及び屎処理方法の実施形態につ
いて説明し、本発明の理解に供する。尚、以下の実施形態は、本発明を具体化した一例で
あって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではない。
【００１８】
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＜屎処理装置＞
人や家畜等の哺乳動物の屎（排泄物）には、多種多様の病原体が生息しているものの、
これらの病原体は、所定の温度で所定の時間だけ加熱を継続すれば、死滅（不活化）する
。このような加熱による殺菌方法を加熱殺菌法と称する。現在、屎の病原体が死滅するた
めの温度と時間の条件は、明らかになっている。
【００１９】
例えば、図１に示すように、屎の病原体には、エンテロウイルス（Ｅｎｔｅｒｏｖｉｒ
ｕｓｅｓ）、赤痢アメーバ（Ｅｎｔａｍｏｅｂａ

ｈｉｓｔｏｌｙｔｉｃａ

）、サルモレラ（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ）、回虫の卵（Ａｓｃａｒｉｓ
痢菌（Ｓｈｉｇｅｌｌａ）、条虫卵（Ｔａｅｎｉａ
ｏ

ｃｙｓｔｓ

ｅｇｇｓ）、赤

ｅｇｇｓ）、コレラ菌（Ｖｉｂｒｉ

ｃｈｏｌｅｒａ）が存在し、各病原体毎に死滅するための温度と時間の条件は異なる
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ものの、特定の温度以上で、かつ、所定の時間以上で屎を加熱すると、当該屎に含まれる
全ての病原体が死滅する安全領域（ＺＯＮＥ

ＯＦ

ＳＡＦＥＴＹ）が存在することが分

かっている。この安全領域に対応する温度と時間の条件が、屎を衛生的に殺菌することが
出来る殺菌条件となる。
【００２０】
この殺菌条件は、例えば、牛乳、ワイン等の食品を扱う分野において、上述した有害な
病原体のみを死滅（不活化）させ、乳酸菌等の有益な病原体を生かすパスチャライズ殺菌
条件として知られている。このパスチャライズ殺菌条件には、図１に示すように、具体的
には、比較的低温（例えば、６５度）で長時間（例えば、３０分間）加熱するＬＴＬＴ法
（Ｌｏｗ

Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

ｌｏｎｇ

ｔｉｍｅ

ｐａｓｔｅｕｒｉｚａｔｉｏ
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ｎ）と、比較的高温（例えば、７５度）で短時間（例えば、１５秒間）加熱するＨＴＳＴ
法（Ｈｅｉｇｈｔ

Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

ｓｈｏｒｔ

ｔｉｍｅ

ｐａｓｔｅｕｒｉ

ｚａｔｉｏｎ）が存在する。パスチャライズ殺菌は、比較的穏やかな温度と時間の条件で
あるため、食品分野では、頻繁に利用されている。又、ノロウイルスのように、感染力が
高い病原体を死滅させるためには、ＨＴＳＴ法のうち、１００度以上の高温の条件で殺菌
が必要な場合もある。
【００２１】
本発明者は、上述したパスチャライズ殺菌と、どのような地域でも利用できる太陽光と
に着目し、太陽光を利用して屎をパスチャライズ殺菌すれば、当該屎を衛生的に処理出来
るとともに、処理後の屎を良好な肥料として有効活用することが出来ると考えて、後述す
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る実施例に基づき、本発明を完成させたのである。
【００２２】
即ち、本発明は、図２に示すように、屎を処理する屎処理装置１であって、屎を内部に
入れた屎容器１０と、集光した太陽光を前記屎容器１０に照射して、前記屎を加熱する集
光照射部１１と、前記屎容器１０を断熱して、前記屎に太陽熱を蓄熱する蓄熱部１２とを
備え、前記屎をパスチャライズ殺菌することを特徴とする。
【００２３】
これにより、簡単な構成であるにもかかわらず、太陽光により短時間で衛生的に屎を処
理して、安全な肥料として有効利用することが可能となる。
【００２４】
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即ち、本発明では、太陽光を利用して屎をパスチャライズ殺菌することで、処理後の屎
を農地や山地に散布しても、病原体を原因とする感染症を発生させることなく、当該屎に
含まれる栄養塩を良好な肥料として有効利用することが可能となる。
【００２５】
又、パスチャライズ殺菌は、比較的穏やかな温度と時間の条件で実施することが出来る
ため、太陽光を集光し断熱すればこの条件を実現することが可能である。そのため、電力
を必要とせず、無電力の構成で容易に実施することが可能であり、衛生的に処理した屎を
肥料として農地等へ簡単に帰すことが可能となる。
【００２６】
又、太陽光はどのような地域でも手に入れることが出来る自然エネルギーであるから、

30

どのような地域でも実施することが可能となる。
【００２７】
又、本発明では、無電力で、かつ、簡単な構成であることから、例えば、先進工業国に
おいて上下水道が停止した災害時の被災地での防災グッツに利用したり、発展途上国にお
いて農業地域での肥料製造装置に利用したりすることが可能である。本発明は、このよう
に利用することで、全体として、太陽光の自然エネルギーを利用した屎の循環システムに
寄与することが可能となる。
【００２８】
ここで、屎のパスチャライズ殺菌の条件は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定
は無く、例えば、ＬＴＬＴ法の条件又はＨＴＳＴ法の条件を採用することが出来る。ＬＴ
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ＬＴ法の条件は、例えば、屎容器１０内の屎の温度が６５度以上であり、かつ、３０分以
上加熱する条件を挙げることが出来る。このような条件は、例えば、太陽光を十分に集光
することが出来ない天候（曇り等）で実現される。又、ＨＴＳＴ法の条件は、例えば、屎
容器１０内の屎の温度が７５度以上であり、かつ、１５秒以上加熱する条件を挙げること
が出来る。このような条件は、例えば、太陽光が十分な天候（晴天等）で実現される。
【００２９】
又、前記パスチャライズ殺菌の条件は、屎容器１０内の屎の温度が１００度以上の条件
を採用することが出来る。後述する実施例に示すように、太陽光による太陽熱を適切に蓄
熱（集熱）すれば、比較的簡単に屎の温度を１００度以上にすることが出来ることが判明
している。又、図１に示すように、屎の温度が１００度以上であれば、１００度に到達し
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た時点で当該屎は既に安全領域に到達することになる。本発明では、前記パスチャライズ
殺菌の条件を、屎容器１０内の屎の温度が１００度以上の条件とすることで、例えば、ノ
ロウイルスのように、感染力が高い病原体も死滅させることが可能となり、より安全に屎
を処理することが可能となる。尚、ノロウイルスでは、８５度の温度で１分以上保持する
と、死滅させることが出来る。
【００３０】
又、屎容器１０の構成は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無いが、例えば
、円筒形状のペール缶を採用することが出来る。ペール缶は、鋼製又はプラスチック製の
ドラムであり、市場に流通しており、誰でも容易に手に入れることが出来る。そのため、
屎容器１０をペール缶とすると、本発明を容易に実施することが可能となる。
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【００３１】
ペール缶１０で人の屎を集める方法は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無
いが、例えば、図３に示すように、ペール缶１０の開口部１０ａに、人が座ることが出来
る便座１０ｂを設置し、この状態で人が屎を排泄することで、屎がペール缶１０の内部に
充填（蓄積）される。ここで、人が屎を排泄する毎にこの屎に灰を被せる（覆う）ことで
、当該灰が屎中の水を吸収して、屎の含水率を低下させる。屎の含水率が低下すると、内
部に存在する病原体の活動を低下させることが出来、臭気の発生を抑えることが可能とな
る。
【００３２】
さて、人がペール缶１０で所定回数（例えば、３０回〜４０回等）屎の排泄を繰り返す
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ことで、ペール缶１０に屎が満杯になる。この回数は、ペール缶１０をトイレとして使用
出来る期間に対応し、一家庭であれば、このペール缶１０を約１月間使用することが出来
る。この状態で、ペール缶１０の開口部１０ａから便座１０ｂを外して、当該開口部１０
ａを所定の蓋材１０ｃで密封すれば、屎が内部に入れた（充填された）屎容器１０が出来
上がる。ここで、屎を内部に入れた屎容器１０は、蓋材１０ｃで密封することで、屎の臭
気を外部に漏らすこと無く、処理することが出来る。
【００３３】
ところで、このペール缶１０で人が尿をする場合、尿は、無菌状態であることから、人
が小瓶で尿のみを屎から分離して収集すれば良い。この尿を、例えば、水で数倍から数十
倍（例えば、５倍〜１０倍）に希釈して、希釈水を農地に散布すれば、そのまま液体肥料
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として使用することが出来る。従って、本発明では、屎尿分離を前提とし、屎のみをパス
チャライズ殺菌することを想定する。
【００３４】
又、屎容器１０の外表面は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無いが、例え
ば、太陽光の吸収率を上げる黒色を付すと好ましい。これにより、屎容器１０の内部の加
熱を促進させて、短時間で屎をパスチャライズ殺菌することが可能となる。
【００３５】
又、屎容器１０の容量は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無く、容量が小
さければ、短時間でパスチャライズ殺菌することが出来、容量が大きければ、屎容器１０
をトイレとして長期間使用することが出来る。
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【００３６】
又、屎容器１０内に入る屎の量は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無いが
、太陽熱の伝熱性を考慮すると、屎容器１０の全容量に対して１／２〜１（満杯）の量と
すると好ましく、満杯の量とすると更に好ましい。
【００３７】
又、集光照射部１１の構成は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無いが、例
えば、屎容器１０を中心として、当該屎容器１０から放射状（具体的には、盆状、皿状）
に配置された複数の反射板１１ａを備える構成を挙げることが出来る。
【００３８】
又、反射板１１ａの角度は、図４に示すように、太陽光の受光方向に対して受光した太
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陽光を中心の屎容器１０に反射させる所定の角度αとすると好ましい。これにより、太陽
光を効率よく屎容器１０に集光することが可能となり、短時間で屎をパスチャライズ殺菌
することが可能となる。
【００３９】
又、反射板１１ａの構成は、例えば、アルミ等の金属製の反射シートを太陽光の反射面
として一面に設置した板材や反射面を有する金属板を挙げることが出来る。
【００４０】
又、蓄熱部１２の構成は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無いが、例えば
、少なくとも一面だけ開口部１２ａを有し、内部に屎容器１０を収容可能な断熱性のハウ
ジング１２（外装）を採用することが出来る。このハウジング１２の開口部１２ａに、集
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光照射部１１の反射板１１ａが放射状に配置される。これにより、太陽光が屎容器１０に
照射されると、当該屎容器１０に生じる太陽熱を外部に逃すことなく効率よく蓄熱するこ
とが可能となる。
【００４１】
ここで、屎容器１０を内部に収納するための蓄熱部１２の構成は、本発明の目的を阻害
しない限り、特に限定は無く、例えば、開口部１２ａを屎容器１０の出入口にして、当該
開口部１２ａから屎容器１０を出し入れしても良いし、図２Ｂに示すように、蓄熱部１２
の底面又は側面を本体に対して開閉自在な開閉部１２ｂとして、開閉部１２ｂを屎容器１
０の出入口にしても良い。
【００４２】
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又、蓄熱部１２の断熱性能は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無く、屎処
理装置１を使用する場所の外気温に応じて、適宜設計変更される。外気温が数度の場合（
例えば、日本国の冬時期）は、屎容器１０側の内面から外部側の外面までの蓄熱部１２の
熱伝達率（Ｗ／ｍ・Ｋ）×蓄熱部１２の厚み（ｍ）の値（Ｗ／Ｋ）は、０．００１Ｗ／Ｋ
〜０．１００Ｗ／Ｋとすると好ましい。これにより、外気温が数度であっても、蓄熱部１
２の内部の太陽熱を出来るだけ内部に保持させることが可能となり、蓄熱部１２で収集さ
れた太陽熱を効率よく屎容器１０に蓄積することが可能となる。一方、外気温が数十度の
場合（例えば、熱帯地域）は、太陽熱により蓄熱部１２の内部の温度が容易に１００度以
上になるため、蓄熱部１２の断熱性能は、特に限定する必要が無い。
【００４３】
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又、蓄熱部１２の断熱性能を更に向上させるために、例えば、内部の側面に、断熱性能
の優れた断熱材（フォーム材）を適宜配置しても構わない。又、蓄熱部１２の太陽熱の収
集性能を向上させるために、例えば、内部の側面にのみ、太陽光を反射させる反射板を適
宜設置しても構わない。一方、蓄熱部１２の内部に反射板を設置する場合に、集光照射部
１１からの太陽光を外部に反射させる位置、例えば、集光照射部１１の照射面Ｓに対向す
る蓄熱部１２の底面に設置すると、集光照射部１１による太陽光が蓄熱部１２の反射板に
反射されて外部に逃げるため、好ましくない。
【００４４】
ここで、集光照射部１１からの太陽光を蓄熱部１２内の屎容器１０に照射する場合、集
光照射部１１と蓄熱部１２との間の太陽光が屎容器１０に照射される照射面Ｓは、外部と
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連通するため、屎容器１０に蓄積された太陽熱がこの照射面Ｓを介して外部に逃げて、屎
のパスチャライズ殺菌を遅らせる可能性がある。特に、外気温が数度の場合では、前記照
射面Ｓを介して蓄熱部１２内部の太陽熱が外部へ逃げ易く、屎のパスチャライズ殺菌に要
する時間が長くなる場合がある。
【００４５】
そこで、本発明では、集光照射部１１と蓄熱部１２との間の太陽光が屎容器１０に照射
される照射面Ｓに、空気層を有する光透過部１３を更に備えるよう構成しても良い。これ
により、空気層は良好な断熱性能を有していることから、照射面Ｓを介して外部への太陽
熱の拡散を防止して、屎のパスチャライズ殺菌を短時間に行うことが可能となる。
【００４６】
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ここで、光透過部１３の構成は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無いが、
例えば、図２、図４に示すように、照射面Ｓを覆うサイズの光透明性部材１３ａを所定間
隔を空けて複数（例えば、２枚）積層させた構成とすることが出来る。これにより、簡単
に光透過部１３を作成することが可能となる。又、光透過性部材１３ａの材質は、本発明
の目的を阻害しない限り、特に限定は無く、ガラス板でも透明性のアクリル樹脂系板でも
構わない。
【００４７】
尚、光透明性部材１３ａの積層枚数は、太陽光の透過性能と太陽熱の断熱性能との兼ね
合いで、適宜設計される。例えば、光透明性部材１３ａの積層枚数が多くなると、太陽光
の透過性能は低下するものの、太陽熱の断熱性能は向上する。一方、光透明性部材１３ａ
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の積層枚数が少なくなると、太陽光の透過性能は向上するものの、太陽熱の断熱性能は低
下する。そのため、屎処理装置１を使用する場所の外気温等に応じて、適宜設計すると良
い。
【００４８】
又、空気層を照射面Ｓに均等に設けるためには、光透過部１３は、構造上固定される方
が好ましいため、例えば、蓄熱部１２の開口部１２ａには、光透過部１３を一体的に固定
し、開口部１２ａ以外の蓄熱部１２の部分に別途、開閉部１２ｂを設けて、屎容器１０を
出し入れすると良い。
【００４９】
又、本発明では、図２に示すように、屎容器１０を蓄熱部１２内の中心で保持する保持
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部１４を更に備えても良い。これにより、太陽光が集中する蓄熱部１２内の中心に屎容器
１０を容易に配置することが出来て、内部の屎を短時間でパスチャライズ殺菌することが
可能となる。
【００５０】
ここで、集光照射部１１からの太陽光が直接照射される屎容器１０の照射部分（例えば
、上面部）は、容易に温度が上昇するものの、太陽光が照射されない屎容器１０の非照射
部分（例えば、下面部）は、温度上昇し難い。そこで、例えば、太陽光の照射時間に対応
して屎容器１０を回転させて、屎容器１０の照射部分を屎容器１０の非照射部分に切り替
える回転部を更に設けると好ましい。ここで、回転部は、例えば、所定の回転機構を保持
部１４に組み込むことで構成することが出来る。これにより、屎容器１０を満遍なく太陽
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光に照射させて、内部の屎を短時間でパスチャライズ殺菌することが可能となる。
【００５１】
又、太陽光は、時期又は時間帯により垂直方向又は水平方向に対する照射角度が異なる
ことから、集光照射部１１を当該太陽光の照射角度に対応させるために、本発明では、図
２に示すように、垂直方向に対して集光照射部１１を備える屎処理装置１全体の角度βを
調整する調整部１５を更に備えても良い。これにより、どのような時期であっても、集光
照射部１１を垂直方向に対する太陽光の照射角度に対応させて、太陽光を効率よく集光照
射部１１に当てることが可能となる。又、集光照射部１１の水平方向の向きを変更するこ
とで、集光照射部１１を水平方向に対する太陽光の照射角度に対応させることが出来る。
【００５２】
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ここで、調整部１５は、時間経過に伴って集光照射部１１を太陽光の照射角度に対応さ
せる太陽追従型に構成すると、更に好ましい。通常、水平方向に対する太陽光の照射角度
は、１時間当たり１５度東から西へ移動するため、例えば、１時間当たり１５度東から西
へ移動する移動部を設けて、この移動部に屎処理装置１全体を設置する。これにより、太
陽光を追従するように集光照射部１１を東から西へ移動させることが出来るため、屎容器
１０を効率的に加熱して、内部の屎を短時間でパスチャライズ殺菌することが可能となる
。尚、移動部は、例えば、ネジ巻き式機構等の無電力機構で構成することが出来る。又、
垂直方向に対する太陽光の照射角度は、夏場や冬場で異なるため、これに対応する屎処理
装置１全体の角度βは、適宜変更可能となるよう構成すれば良い。
【００５３】
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又、本発明の屎処理装置１の全体構成は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は
無い。例えば、上述のように防災グッツとして災害時に一時的に使用する場合は、各部を
分解可能としたり、各部を折畳可能としたりして、使用時に連結し組み立てて本発明の屎
処理装置１とし、不使用時に分解し折り畳んでコンパクトに収納するよう構成しても良い
。又、上述のように肥料製造装置として農地等に常設する場合は、各部を耐久性のある部
材として構成しても良い。このように、本発明では、用途や設置場所に対応して構成を適
宜設計変更しても構わない。
【００５４】
尚、上述では、人の屎を想定したが、家畜等の哺乳動物の屎であっても、本発明を適用
することが出来る。
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【００５５】
又、本発明では、太陽光を利用して屎をパスチャライズ殺菌するよう構成したが、太陽
光の集光の程度はその日の天候や日照時間に応じて変動し、更に、季節に応じて屎容器１
０内の屎の加熱速度も異なることから、太陽光のみで屎をパスチャライズ殺菌の条件で確
実に加熱出来ない場合も考えられる。そこで、本発明では、屎容器１０の内部に充填され
た屎を加熱する加熱部を更に備えるよう構成することが出来る。これにより、天候や季節
に左右されること無く、屎容器１０内の屎を確実にパスチャライズ殺菌することが可能と
なる。
【００５６】
ここで、加熱部の構成は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無いが、例えば
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、図５Ａに示すように、熱伝導率が高い金属部材（例えば、銅管、アルミ管等）として、
当該金属部材を屎容器１０内の屎に挿入し、屎容器１０の外部の熱を屎（特に、屎の中心
部）へ伝達するよう構成することが出来る。
【００５７】
特に、屎容器１０内の屎のうち、中心部は、外周部と比較すると、太陽光が直接照射さ
れない非照射部であるから、太陽熱で加熱され難いため、屎の中央部の昇温速度は、屎の
外周部の昇温速度と比較して低くなる。例えば、天候が悪い場合には、屎の中央部の温度
が十分に上昇せずに、パスチャライズ殺菌出来ず、この屎の中央部のパスチャライズ殺菌
が屎全体のパスチャライズ殺菌の律速となり、屎のパスチャライズ殺菌に要する時間が長
期化する。
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【００５８】
そこで、加熱部１６として、金属部材を屎容器１０内の屎の中央部に差し込むことで、
当該屎の中央部が加熱部１６を介して加熱され易くなり、屎のパスチャライズ殺菌に要す
る時間を短縮することが出来る。又、加熱部１６として、熱伝導率が高い金属部材を採用
することで、外部からの電力供給を不要とし、太陽光の自然エネルギーだけで、屎をパス
チャライズ殺菌することが可能となる。
【００５９】
ここで、加熱部１６である金属部材の構成は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限
定は無いが、例えば、円筒、多角筒、円柱、角柱等を採用することが出来る。金属部材は
、特に、屎に挿入した際に屎と接触する表面積が広い構成であると好ましい。又、金属部

40

材の数は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無く、例えば、一つ又は複数とす
ることが出来る。更に、屎に対する金属部材の配置は、少なくとも屎の中央部を通過する
ような配置であれば、特に限定は無い。
【００６０】
ところで、屎容器であるペール缶１０をトイレとして利用して、人の屎を集める場合、
図５Ｂに示すように、ペール缶１０の開口部１０ａに設置可能な便座１０ｂとは別に、人
の尿を内部に収容することが出来る尿容器１０ｄを更に備えると好ましい。上述のように
、屎の含水率が上昇すると、屎内部の病原体の活動が活性化し、臭気が発生し易くなるが
、ペール缶１０をトイレとして利用した場合、人が誤って尿を屎へ入れてしまい、屎の含
水率を上昇させてしまう可能性がある。そうすると、衛生的に問題が生じる。
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【００６１】
そこで、人が屎容器１０をトイレとして使用する場合は、図５Ｂ、図５Ｃに示すように
、屎容器１０の開口部１０ａに着脱可能な尿容器１０ｄを更に設けることで、人が尿と屎
とを分離して扱うことが可能となり、衛生的な問題を生じ難くすることが出来る。又、人
が排尿を終えれば、尿を収集した尿容器１０ｄを屎容器１０から取り外して、そのまま液
体肥料として利用することが可能となる。
【００６２】
ここで、尿容器１０ｄの構成は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定は無く、例
えば、図５Ｂに示すように、屎容器１０の開口部１０ａに引っ掛け可能な引っ掛け部１０
ｅを有する容器を採用することが出来る。この引っ掛け部１０ｅにより、尿容器１０ｄを

10

屎容器１０の開口部１０ａの外面に設置することが可能である。
【００６３】
又、尿容器１０ｄの開口部には、受けた尿を尿容器１０ｄの内部に案内する受け部１０
ｆを更に設けると好ましい。これにより、図５Ｂに示すように、便座１０ｂの内部へ流れ
る尿を受け部１０ｆに受けさせて、尿を漏れなく尿容器１０ｄに収集することが出来る。
【００６４】
ここで、尿容器１０ｄ、引っ掛け部１０ｅ、受け部１０ｆのサイズ、形状は、本発明の
目的を阻害しない限り、特に限定は無く、屎容器１０の開口部１０ａ、便座１０ｂのサイ
ズや形状に応じて適宜設計変更可能である。例えば、図５Ｃに示すように、便座１０ｂの
上下方向の厚みを予め厚くすると（例えば、１０ｃｍ）、尿容器１０ｄ及び受け部１０ｆ

20

を適切に屎容器１０の開口部１０ａに配置することが出来て、好ましい。
【００６５】
＜屎処理方法＞
本発明は、屎を処理する屎処理方法であって、集光した太陽光を、屎を内部に入れた屎
容器１０に照射して、当該屎を加熱するステップと、前記屎容器１０を断熱して、前記屎
に太陽熱を蓄熱するステップとを備え、前記屎をパスチャライズ殺菌することを特徴とす
る。このように構成しても、上述した本発明の作用効果を得ることが可能である。尚、屎
処理方法の各構成の設計事項は、屎処理装置と同様であるため、その説明を省略する。
【００６６】
＜実施例等＞
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以下、実施例等によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれにより限定される
ものではない。
【００６７】
＜実施例１＞
図２に示す屎処理装置を実施例１として作成した。屎容器１０はペール缶（内径２８６
ｍｍ、高さ３４２ｍｍ）を使用し、ペール缶１０の外周面の全面は黒色で着色した。又、
集光照射部１１は、アルミ製の反射シートを段ボールの片面に貼り付けた反射板１１ａを
４枚作成することで構成した。反射板１１ａの形状は、長辺を１０００ｍｍとし、短辺を
６２０ｍｍとし、高さを６５０ｍｍとした菱形形状として、４枚作成し、図２に示すよう
に、碗状に組み立てた。又、蓄熱部１２は、段ボール（熱伝導率０．０３Ｗ／ｍ・Ｋ、厚
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み８０ｍｍ、内面から外面までの断熱性能０．００２４Ｗ／Ｋ）を直方形状の箱型に形成
することで構成した。箱のサイズは、底辺を６２０ｍｍとし、高さを６５０ｍｍとした。
【００６８】
又、実施例１では、屎のパスチャライズ殺菌に要する時間を短縮するために、光透過部
１３を設けた。光透過部１３は、一辺を６３０ｍｍとし、厚みを５ｍｍとする正方形の板
ガラス１３ａを２枚用意し、この２枚の板ガラス１３ａの間の間隔を５０ｍｍとして空気
層を設けて、照射面Ｓに設置した。これにより、図６Ａ、図６Ｂに示す実施例１の屎処理
装置を作成した。尚、保持部１４を木材等の枠体で構成し、調整部１５を頑強な石で構成
した。
【００６９】
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＜温度測定試験＞
太陽光により、屎容器１０内の屎がパスチャライズ殺菌の条件で加熱されるか否かを確
認した。先ず、図３に示す便座１０ｂ付きの屎容器１０で人が屎を排泄し、排泄後に灰で
表面を覆って屎の含水率を低下させた。これを３０回繰り返して、屎容器１０内を屎で満
杯にした。図７Ａ、図７Ｂに示すように、屎が充填された屎容器１０の内部の屎の各箇所
、具体的には、底面側（Ａ）、太陽光側（Ｂ）、屎容器１０内の中心（Ｃ）、地面側（Ｄ
）、蓋側（Ｅ）に、温度計を設置して、蓋材１０ｃで屎容器１０を密封した。屎容器１０
の設置は縦置きとした。
【００７０】
そして、天候が晴天である冬季の所定日に、実施例１の屎処理装置の蓄熱部１２の内部
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に屎容器１０を設置し、朝９時から昼１５時まで、太陽光を集光して、屎容器１０の屎の
温度を測定した。又、この際の１０分当たりの日照時間も測定した。この日の外気の平均
温度は７．５度であり、最低温度は３．６度であり、最高温度は１０．２度であった。
【００７１】
＜結果＞
図８Ａに示すように、朝９時から昼１３時までの時間帯では、１０分当たりの日照時間
が殆ど１０分であり、太陽光が照射され続けていた。この際の屎容器１０の底面側（Ａ）
、太陽光側（Ｂ）、地面側（Ｄ）、蓋側（Ｅ）の屎の温度は、図８Ｂに示すように、昼１
２時頃で６５度以上となり、パスチャライズ殺菌のＬＴＬＴ法の条件に達していた。更に
、昼１３時頃で７５度以上となり、パスチャライズ殺菌のＨＴＳＴ法の条件に達していた
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。
【００７２】
又、屎容器１０内の中心（Ｃ）の屎の温度は、昼１４時頃で６５度以上となって、パス
チャライズ殺菌のＬＴＬＴ法の条件に達し、昼１４時２０分頃で７５度以上となって、パ
スチャライズ殺菌のＨＴＳＴ法の条件に達していた。
【００７３】
従って、太陽光により、屎容器１０内の屎をＬＴＬＴ法又はＨＴＳＴ法のパスチャライ
ズ殺菌の条件で加熱することが出来ることを確認出来た。
【００７４】
尚、この試験では、冬季で実施したものの、夏季であれば、外気の温度が高いことから
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、太陽光で、屎容器１０内の屎を容易にパスチャライズ殺菌の条件で加熱させることが出
来ると考えることが出来る。
【００７５】
＜殺菌試験＞
実施例１の屎処理装置でパスチャライズ殺菌前の屎と、パスチャライズ殺菌後の屎に存
在する好気性菌及び嫌気性菌の菌数を、分析センター（ヤクルト中央研究所）に依頼して
測定した。菌数の測定手順は、下記の通りである。即ち、屎のサンプル１ｇを秤量し、直
ぐに、９ｍｌの嫌気性希釈液を含む試験管に移し、酸素不含で、二酸化炭素通気下で混和
（１０−１）し、その１ｍｌに新しい希釈液９ｍｌを加えて、二酸化炭素を吹き込みなが
ら、同様に、１０−８倍まで希釈し、順次希釈液の０．０５ｍｌを嫌気性菌用寒天平板４
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種類、好気性菌用寒天平板１種類に一様に塗抹した。嫌気性菌用寒天平板は、ＥＧ寒天培
地（嫌気性菌（非選択）、ＢＬ寒天培地（嫌気性菌（非選択）、ＢＳ寒天培地（Ｂｉｆｉ
ｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、Ｎｅｏｍｙｃｉｎ

Ｎａｇｌｅｒ寒天培地（Ｌｅｃｉｔｈｉ

ｎａｓｅ（＋）Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ）である。又、好気性菌用平板は、ＤＨＬ寒天培
地（Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒｉａｃｅａｅ）である。
【００７６】
嫌気性菌用平板は、還元スチールウールとともにジャーに入れ、容器内を二酸化炭素で
２回置換して、３７度７２時間、嫌気培養した。嫌気性菌用平板は、３７度２４時間、好
気培養した。培養後、各培地に発育したコロニーの形状及び数を記録し、それぞれグラム
染色を行って、菌群を決定し、集計した。
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【００７７】
＜結果＞
パスチャライズ殺菌前の屎では、Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒｉａｃｅａｅ、Ｌｅｃｉｔ
ｈｉｎａｓｅ（＋）Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍが検出限界の２×１０２個／ｇ未満であり、
検出されなかったが、Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍが４．０×１０２個／ｇであり、
全菌体数（Ｔｏｔａｌ

ｂａｃｔｅｒｉａ）が２．０×１０7個／ｇであった。

【００７８】
一方、パスチャライズ殺菌後の屎では、Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒｉａｃｅａｅ、Ｌｅ
ｃｉｔｈｉｎａｓｅ（＋）Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ及びＢｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ
が検出限界の２×１０２個／ｇ未満となっており、全菌体数（Ｔｏｔａｌ

ｂａｃｔｅｒ

10

ｉａ）が５．２×１０3個／ｇであった。つまり、パスチャライズ殺菌により、Ｂｉｆｉ
ｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍが死滅し、全菌体数が約１０００分の１まで減少していた。
【００７９】
従って、実施例１の屎処理装置により、屎容器１０内の屎をＬＴＬＴ法又はＨＴＳＴ法
のパスチャライズ殺菌をすることが出来ることを確認出来た。
【００８０】
＜実施例２＞
図９に示す屎処理装置を実施例２として作成した。屎容器１０は全面を黒色としたペー
ル缶とした。集光照射部１１は、アルミ製の反射シートをフェノール系樹脂の板（旭化成
製、フェノールフォーム）の片面に貼り付けた反射板を４枚作成することで構成した。反
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射板の形状は、菱形形状として、４枚作成し、碗状に組み立てた。又、蓄熱部１２は、前
記フェノール系樹脂の板（熱伝導率０．２０Ｗ／ｍ・Ｋ、厚み３０ｍｍ、内面から外面ま
での断熱性能０．０００６Ｗ／Ｋ）を直方形状の箱型に形成することで構成した。尚、蓄
熱部１２の底面は、開閉部にし、屎容器１０の出入口とした。又、光透過部１３は、２枚
の板ガラスの間の間隔を５０ｍｍとして空気層を設けて、照射面Ｓに設置した。
【００８１】
＜温度測定試験＞
実施例１と同様に、太陽光により、屎容器１０内の屎がパスチャライズ殺菌の条件で加
熱されるか否かを確認した。屎容器１０内を、灰を含む屎で満杯にし、図１０Ａに示すよ
うに、屎容器１０の内部の屎の各箇所、地面側（Ａ）、地面と中心との間（Ｂ）、屎容器
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１０内の中心（Ｃ）、中心と太陽光照射面との間（Ｄ）、太陽光側（Ｅ）、中心と側面と
の間（Ｆ）、側面側（Ｇ）に、温度計を設置して、蓋材で屎容器１０を密封した。隣接す
る各箇所毎の間隔は約５ｃｍとした。屎容器１０の設置は縦置きとした。
【００８２】
そして、天候が晴天である冬季の所定日に、実施例２の屎処理装置の蓄熱部１２の内部
に屎容器１０を設置し、朝８時半から夕方１８時まで、太陽光を集光して、屎容器１０の
屎の温度を測定した。
【００８３】
＜結果＞
図１０Ｂに示すように、開始から約２時間で、太陽光側（Ｅ）の屎の温度は、６５度以
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上となり、パスチャライズ殺菌のＬＴＬＴ法の条件に達していた。又、開始から約５時間
で、全ての箇所の屎の温度は、６５度以上となっていた。更に、開始から約３時間で、太
陽光側（Ｅ）の屎の温度は、７５度以上となり、パスチャライズ殺菌のＨＴＳＴ法の条件
に達していた。又、開始から約６時間で、全ての箇所の屎の温度は、６５度以上となって
いた。開始から約８時間で、全ての箇所の屎の温度は、最終的に、１００度以上に達して
いた。
【００８４】
従って、太陽光により、屎容器１０内の屎をＬＴＬＴ法又はＨＴＳＴ法のパスチャライ
ズ殺菌の条件で加熱することが出来ることを確認出来た。
【００８５】
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＜実施例３＞
次に、実施例２の屎処理装置を用いて、パスチャライズ殺菌に要する時間を短縮するた
めに、屎容器１０内に加熱部１６（直径１５ｍｍの銅管）を設けた。
【００８６】
＜温度測定試験＞
加熱部１６の存在による屎容器１０内の屎の温度上昇の程度を確認した。屎容器１０内
を、灰を含む屎で満杯にし、図１１Ａに示すように、屎容器１０の太陽光側から中心を通
り地面側まで加熱部１６を挿通し、屎容器１０の内部の屎の各箇所、地面側（Ａ）、地面
と中心との間（Ｂ）、屎容器１０内の中心（Ｃ）、中心と太陽光照射面との間（Ｄ）、太
陽光側（Ｅ）、中心と側面との間（Ｆ）、側面側（Ｇ）に、温度計を設置して、蓋材で屎
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容器１０を密封した。隣接する各箇所毎の間隔は約５ｃｍとした。屎容器１０の設置は縦
置きとした。
【００８７】
そして、天候が晴天である冬季の所定日に、実施例３の屎処理装置の蓄熱部１２の内部
に屎容器１０を設置し、朝１１時から夕方１７時まで、太陽光を集光して、屎容器１０の
屎の温度を測定した。尚、この日では、午後１３時、１４時、１５時３０分ごろに３０分
程度、日照量が減少していた。
【００８８】
＜結果＞
図１１Ｂに示すように、開始から２時間未満で、太陽光側（Ｅ）の屎の温度は、６５度

20

以上となり、開始から約４時間３０分で、全ての箇所の屎の温度は、６５度以上となって
いた。更に、開始から２時間３０分で、太陽光側（Ｅ）の屎の温度は、７５度以上となり
、開始から約５時間で、全ての箇所の屎の温度は、６５度以上となっていた。
【００８９】
従って、加熱部１６の存在により、パスチャライズ殺菌に要する時間を短縮出来ること
を確認出来た。
【００９０】
＜実施例４＞
次に、実施例２の屎処理装置を用いて、パスチャライズ殺菌に要する時間を短縮するた
めに、蓄熱部１２の内部の側面にのみ反射板を設けた。
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【００９１】
＜温度測定試験＞
反射板の存在による屎容器１０内の屎の温度上昇の程度を確認した。屎容器１０内を、
灰を含む屎で満杯にし、図１２Ａに示すように、屎容器１０の側面に対面する蓄熱部１２
の内部の側面にのみ反射板を設けて、屎容器１０の内部の屎の各箇所、太陽光側（Ａ）、
太陽光照射面と中心との間（Ｂ）、屎容器１０内の中心（Ｃ）、中心と地面との間（Ｄ）
、地面側（Ｅ）、中心と側面との間（Ｆ）、側面側（Ｇ）に、温度計を設置して、蓋材で
屎容器１０を密封した。隣接する各箇所毎の間隔は約５ｃｍとした。屎容器１０の設置は
横置きとした。
【００９２】
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そして、天候が晴天である冬季の所定日に、実施例４の屎処理装置の蓄熱部１２の内部
に屎容器１０を設置し、朝１１時から夕方１７時まで、太陽光を集光して、屎容器１０の
屎の温度を測定した。
【００９３】
＜結果＞
図１２Ｂに示すように、開始から２時間で、太陽光側（Ａ）の屎の温度は、６５度以上
となり、開始から４時間で、全ての箇所の屎の温度は、６５度以上となっていた。更に、
開始から２時間２０分で、太陽光側（Ａ）の屎の温度は、７５度以上となり、開始から４
時間２０分で、全ての箇所の屎の温度は、６５度以上となっていた。
【００９４】
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従って、反射板の存在により、パスチャライズ殺菌に要する時間を短縮出来ることを確
認出来た。
【００９５】
尚、実施例１−４の屎処理装置において、更に、集光照射部１１の反射板１１ａの集光
面積を増加させ、光透過部１３を構成する光透明性部材１３ａの積層枚数を最適化して、
光透過部１３の断熱性能を向上させれば、パスチャライズ殺菌に要する時間を更に短縮す
ることが出来ると考えられる。
【００９６】
このように、本発明は、屎を処理する屎処理装置１であって、屎を内部に入れた屎容器
１０と、集光した太陽光を前記屎容器１０に照射して、前記屎を加熱する集光照射部１１
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と、前記屎容器１０を断熱して、前記屎に太陽熱を蓄熱する蓄熱部１２とを備え、前記屎
をパスチャライズ殺菌することを特徴とする。これにより、簡単な構成であるにもかかわ
らず、太陽光により短時間で衛生的に屎を処理して、安全な肥料として有効利用すること
が可能となる。又、屎を処理する屎処理方法であっても、同様である。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
以上のように、本発明に係る屎処理装置及び屎処理方法は、防災分野、農業分野等の屎
を衛生的に処理する必要のある分野に有効であり、簡単な構成であるにもかかわらず、太
陽光により短時間で衛生的に屎を処理して、安全な肥料として有効利用することが可能な
屎処理装置及び屎処理方法として有効である。
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【符号の説明】
【００９８】
１

屎処理装置

１０

屎容器

１１

集光照射部

１２

蓄熱部

１３

光透過部

１４

保持部

１５

調整部

１６

加熱部
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Ｂ０９Ｂ
Ｆ２６Ｂ
Ｃ０５Ｆ
Ａ４７Ｋ
Ａ６１Ｌ

１／００ −

５／００

２３／００
３／００ −

３／０６

１１／００ − １１／１２
２／００ −

２／２８、

１１／００ − １２／１４
Ｆ２４Ｊ

２／００ −

２／５２、

３／００ −

３／０８
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