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合資会社 ドクターキッド

平成29年度公募型共同研究事業の成果報告



①研究概要～背景～
分別等を行って、なお残ったごみは焼却処理され、灰とし
て最終処分場に埋め立てられている。

市民・事業者・行政の努力により焼却ごみの量は減少傾
向にあるものの、最終処分場は約40年で一杯になると言
われている。

最終処分場の延命化のためには、更なる焼却ごみの削
減が必要

出典：平成28年度環境局事業概要（廃棄物編）ダイジェスト



①研究概要～目的～
既存の廃棄物処理システム（微生物処理、高温高圧処理）を組み合
わせたシステムの実環境下での実証を通じ、その処理能力を向上させ
ることを目的とする。

本システムでは、理論上、川崎市から発生するごみの約８割の処理
が可能。（下図中実線部）

図：川崎市におけるごみ組成比率
（出典：平成26年度市民ごみ排出実態調査報告書（平成27年３月、川崎市））



①研究概要～全体像～
１年目（Ｈ29）、２年目（Ｈ30） ３年目（Ｈ31）

高温高圧処理システムを含めた実証
→残渣を堆肥化、飼料化、燃料化

微生物処理システムで
１年目：生ごみ処理の実証
２年目：し尿・下水汚泥処理の実証

標準モデル：減容率99％以上
処理量１t/Day

標準モデル：減容率50～70％
処理量96 t/Day

３年間の研究を経て、標準モデルの改良による処理能力の向上



②今年度研究の状況～スケジュール～
当初計画 現状

29年
8月
～

・微生物処理システムを実証地点へ
設置

システムの大きさは、設置場所の広さ等に
よってサイズ選択する

・生ごみの処理実験をスタート
実験は、決められた分量の生ごみを投入し、

24時間後に消滅の状態を確認する。この方法を
繰り返す。

・研究室での小規模実験を繰り
返し実施し、処理能力を20％向
上させるための条件等に目途

・入江崎クリーンセンターへ試
験機器設置済（2/27）

・市内事業所から試験用廃棄物
（食品残渣類）の提供

・実環境下での実証を3/12から
開始

30年
3月

・生ごみ処理の実験完了
・最終残渣類の分析

分析は科学的な分析を行う。

・報告書作成



②今年度研究の状況～研究室での小規模実験結果～
テーブル実験の実施に関して：処理能力を20％向上させるため、

ストレス（負荷）をかけた実験を行った。
処理機：KID-001（1kg/日 処理機）を使用
処理物：家庭内から排出される生ごみを使用（水分率 約80％）

※残飯・麺類・肉・魚・揚げ物・野菜類・果物類など
実験場所：千葉県八街市東吉田22-175 合資会社ドクターキッド
菌床設計：平成29年9月1日スタート（8/8参照）
実験期間：平成30年1月4日 スタート

平成30年2月14日 終了
実験条件： 室内 平均室温25度 投入時刻 21時前後
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②今年度研究の状況～研究室での小規模実験結果～
菌床水分：一番望ましい水分は、通常の畑の土程度（水分率40％から50％）で

あり、この水準のレベルをN（normal）で表示する。
20％の負荷状態での菌床水分はNであったが、2.4倍の負荷をかけた
時はW（wet）となった。 Wとなった場合のpHは0.1から0.2程度下降し
た。仮に、この下降値が大きくなりpHが6.0付近になった場合、菌床中
に占めるIWAO菌群の割合が減少し乳酸菌群の割合が増加すると菌
床から酸臭がでてくる。酸臭になると同時に投入された残渣類の消滅
処理能力が落ちることは、過去の実験で確認されている。

菌床の量：菌床の量 ①元々の体積10L ⇒ 最終体積9.9L ＝0.1Lの減少
②元々の重量5.2kg⇒投入した残渣20.4kg＝25.6kg

25.6kg-最終の重量5.4kg＝20.2kg
消滅した重量＝20.2kg
消滅しなかった重量＝0.2kg
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②今年度研究の状況～研究室での小規模実験結果～
IWAO菌群：IWAO菌群は実験開始時に1回ずつ投入した。

当初、弊社で放1と言っている菌群を10ｇ使用した。
第2週目では放1を20ｇ使用した。
第3週目では放1を30ｇ使用した。
第4週目では放1を20ｇ使用した。
通常の2.4倍の残渣を投入した場合、放1の量を3倍に増加しても効
果は確認できなかったが、1.2倍の残渣であれば放1の量を2倍に増
加させることで、十分な消滅効果は確認できた。

撹拌：攪拌には①IWAO菌群に酸素を与える ②残渣に傷をつけてIWAO菌群が
残渣を処理しやすくする ③菌床と空気との接触面積を増やすことで、水
分を蒸発させる 、、、という目的がある。
今回は1分間に4回転 正転で30分 休憩を5分～10分

逆転で20分～30分
菌床がWの状態の時は撹拌時間を長くする必要がある。
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②今年度研究の状況～研究室での小規模実験結果～
異音：異音はチェーンの油切れやベアリングのグリス切れなどが攪拌機の故障

につながるため常にチェックする必要がある。

【結果】 菌床の重量：0.2kg増加・・・・・実験成功といえる数値
菌床の体積：0.1Lの減少・・・・実験成功といえる数値

※菌床の重量は菌床の水分の蒸発によって数値変化が大きい。
水分の蒸発は、外気温と菌床の温度で左右される。
重量は実際の処理中には影響を及ぼさない。
菌床温度が35度以上継続すると水分蒸発が顕著となり重量減少が進
む。
※菌床の体積は最も重要な数値である。
消滅が進まず体積が増加すると、菌床を取り出す作業が必要となる。
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入江崎クリーンセンターへ試験機器を設置

電気工事が完了し、雨対策の養生も完了。

②今年度研究の状況～試験機器設置関係～

養生



②今年度研究の状況～~残渣類投入開始時

現場での実験実施に関して：処理能力を20％向上させるため、ストレス（負荷）
をかけた実験を行う。
処理機：KID-20（20kg/日 処理機）を使用 菌床180L 100kg
処理物：食品工場から排出される社員食堂の生ごみを使用（水分率 約80％）

※残飯：米・麺類・肉・魚・揚げ物・野菜類・果物類・納豆・コンニャクなど
実験場所：入江崎クリーンセンター
実験期間：平成30年3月12日 スタート
実験条件： 屋外 投入時刻 11時30分前後
実験開始時の菌床の状態： 温度10.4度 pH 7.5 湿度ドライ



②今年度研究の状況～初日から2日目
3月12日11:30
24kg投入・生ごみ臭気強

3月13日11:30
生ごみ臭気微

菌床の状態： 温度10.4度
pH 7.5 湿度ドライ
ゴミ種類：米、麺、肉、魚、納豆、コンニャク、
ウィンナ、野菜、お新香など

菌床の状態： 温度16.0度
pH 7.2 湿度ノーマル
菌床体積-4cm
消滅具合：24時間後の菌床の中のゴミを探

すと分解に時間を必要とする玉葱の一部が
確認された程度であり、消滅は順調に進ん
でいる。



②今年度研究の状況～2日目から3日目
3月13日11:30
24kg投入・生ごみ臭気強

3月14日11:30
生ごみ臭気微

菌床の状態： 温度25.7度
pH 7.2 湿度ノーマル
菌床体積：昨日より-4cm
消滅具合：玉葱なども確認できず消滅
は順調に進んでいる

※シャフトにこびり付いた菌床を落とす
とシャフトが目立つようになった

※菌床の体積減少
が実験に影響する
ため、攪拌開始後す
ぐに菌床補助剤とし
てオガコ5Lを投入

ゴミ種類：米、麺、肉、魚、
納豆、コンニャク、ウィン
ナ、野菜、お新香など



②今年度研究の状況～3日目から4日目

3月14日11:30
24kg投入・生ごみ臭気強

3月15日11:30
生ごみ臭気弱

菌床の状態： 温度25.7度
pH 7.2 湿度ノーマル
ゴミ種類：米、麺、肉、魚、納豆、コンニャク、
ウィンナ、野菜、お新香など

菌床の状態： 温度31.9度
pH 7.0 湿度は若干ウェット
菌床体積-6cm
消滅具合：消滅は順調に進んでいる。



②今年度研究の状況～4日目から5日目

3月15日11:30
24投入・生ごみ臭気強

3月16日11:00
生ごみ臭気弱

菌床の状態： 温度21.1度
pH 6.5 湿度はウェット
菌床体積-6cm
消滅具合：消滅は順調に進んでいる。

菌床の状態： 温度31.9度
pH 7.0 湿度は若干ウェット
菌床体積-6cm
ゴミ種類：米、麺、肉、魚、納豆、コンニャク、
ウィンナ、野菜、お新香など

※菌床の体積減少
が実験に影響する
ため、攪拌開始後す
ぐに菌床補助剤とし
てオガコ20Lを投入



③来年度の研究計画について
1. 試験用廃棄物を試験機器に投入し、分解状況等を確認。
 食品残渣類（平成30年４月～６月）
週に１回、48kg～72kgを投入し、投入後24時間経過ごとの分解状況を確認

 下水脱水汚泥等（平成30年６月～平成31年３月）
週に１回、20～24kgを投入し、投入後24時間経過時点での分解状況を確認

2. 分析を行い、分解状況を踏まえて、条件を見直す。

3. 処理能力を20%向上させるための条件（菌種表・攪拌時間・
pHなど）を見出し、報告書にまとめる。



負荷をかけた実験を行います。

消滅システムには、IWAO菌群と撹拌機を使用します。

来年度の下水脱水汚泥等の処理イメージと役割

下水汚泥残渣 汚泥脱水機

焼却しても、糞尿汚泥の3％～5％の焼

却灰は残るが、弊社消滅システムの場
合の最終残渣は大きく見積もっても
0.1％以下である。

※次ページの実験で実証済み

汚泥のほとんどを消滅させるため、最終処分場
に焼却灰を埋める必要もなく、ダイオキシンゼロ・
二酸化炭素の排出量を92％以上削減。

ＫＩＤ式消滅システム

役割：最終処分場の延命と環境への貢献

1.2倍の負荷を
かけて投入



通常の消滅実証実験



バイオトイレでも使用

ＫＩＤ式ＢＩＯトイレ

レンタル会社にて貸し出さ
れるバイトトイレ

一日170回の使用が可能

3年間、取り出しなし

臭気問題なし

ウォシュレット付き

トイレットペーパーやティッ
シュペーパー使用

電源はソーラー発電なので
災害対策用にも使用可能


