
■ ディスポーザーとは？

【ディスポーズ＝処理する、捨てる等の意味）

ディスポーザーとはキッチン排水口に取付け、水道水と一緒に厨芥物を投入

し粉砕処理する機械です。粉砕された厨芥物は水と一緒に下水道（または

合併浄化槽）に放流され屎尿と同様に処理されます。

米国では70年前より普及している一般的な家電製品で家庭用と業務用があり

ます。

経済産業省の定める電気用品安全法の対象品目では、特定電気用品の電動力

応用機械器具(定格100V～300V のもの)に分類されます。

構造は、スイングハンマーが厨芥物を磨り潰し

生ゴミを１mm～３mmサイズに粉砕し、エルボ

ーパイプから水と一緒に下水道へ流し出します。

粉砕には、カッターのような刃物を使用して

いないため、しじみや骨等も粉砕できます。

■ ディスポーザーの構造

■ ディスポーザーの設置例

現在の排水口を取り除いた後にディスポーザーを

取り付けるだけです。

設置するための設置工事業者を各地域で契約することにより、アフターサービスの充実と

メンテナンスビジネスにも繋がります。



■ ディスポーザーと生ゴミ処理機の違い

一般的に呼ばれている「生ゴミ処理機」とは、生ゴミを処理物が分解し、堆肥化する機械のことを言います。

行政で補助金が出ているのは、この機械のことを指します。

（現状）

一般的には、コンポストと呼ばれコンポスト内にあるバイオ菌が時間をかけて生ゴミを肥料化します。

生ゴミを処理すると気に出る熱により異臭がします。最初はキッチン内に設置しますが、異臭が気になり

部屋の外へ出しますが、処理能力が遅い、処理できる生ゴミの種類が限られてしまう、電気代が高い等

で結局家庭ゴミとなっているのが現状です。



■ 何故人気商品なのか？

・毎日使う ・使う努力が不要 ・三角コーナーがいらなくなる ・臭いがなくなる

でも本当の理由は！

一生続く排水口の嫌な掃除から開放されることです！

■ 首都圏のマンションではディスポーザーは標準装備品



■ 市場動向

21世紀になってデジタル家電が普及し始め、ハイタッチな生活環境が整えられつつある中で、台所の

生ゴミは相変わらずシンクの三角コーナーにストックされ、燃えるゴミの収集日に一般廃棄物として

出されている。

米国では、既に80％の普及率であるのに対し、日本では住宅数約4000万戸に対し普及が約100万台

なので、約2.5%の普及率である。

2011年３月に発生した東関東大震災後、私達は改めてこれからの日本のあり方を問われる結果になりま

した。原発の問題に端を発したエネルギー問題は、原発に頼らない新しい社会を創造をしていかなくて

はならなくなりました。

自然エネルギーの重要性の高まりと構築が迫られています。その中の１つとして「バイオマスによる循

環型社会構築」が大きく脚光を浴びてきています。
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限りある資源使い切ってしまう前に、ゴミを増やさず再利用できる循環型社会へ移行していく必要があります。

ごみの分別をする目的は、

ゴミの減少「リデュース（Reduce）」 再利用「リユース（Reuse）」

再資源化「リサイクル（Recycle）」不要なものは断る「リフューズ(Refuse）」

という４つの考え方で、循環型社会を作ることにあります。

ゴミの分別は、新しいエネルギー資源の宝庫であるとして注目されているのです。ゴミには、大きく

一般廃棄物と産業廃棄物に別けられています。年間5万トン以上にもなる一般廃棄物の中には、私たちが生活し

ている各家庭から出る生ゴミなどの生活系一般廃棄物と会社や事業所などからでる印刷物や梱包剤などの事業

系一般廃棄物に別けられています。この２つのうち、７割近くを占めているのが家庭から出るゴミで、日本人は毎

日一人当たり1kgのごミを出して生活していることになります。

また、年間4億ｔ以上も排出される産業廃棄物は処理方法の違いによって20種類程度に別けられています。産業

廃棄物の中には、埋め立て処理や高額な処理費用がかかるものも多く、高額な埋め立て処分代や処理料金を払

いきれず不法投棄されるものもたくさんあり、そこから有毒物質が出る、生態系を壊す、など大きな問題になってい

ます。一般廃棄物の中でもかなりの割合を占める生ゴミは、産業廃棄物としてもコンビニやスーパー飲食店などか

ら毎日大量に廃棄されています。

ほとんどの自治体や回収業者は、生ごみを燃やすゴミ・可燃ごみとして処理していますが、水分を多く含む生ごみ

を燃やすときにはかなりのエネルギーと温室効果ガスを排出します。



■ 何故普及しないのか？

１．行政による自粛規制 （排水処理に問題があるのでは？という懸念）

2000年～2007年国土交通省が「社会実験を実施」（北海道歌登町）

排水処理システムOK

担当者により自粛の要請

環境・財政削減の製品と

して推奨、補助金支給

社会実験の結果、ディスポーザーは環境・配管・処理施設に

影響は認められず各地方自治体が独自判断するよう見解表明

一般家庭への普及

一般家庭への
普及阻害

各自治体

※ 自治体自ら検証

※ 担当者の認識不足

２．ディスポーザー排水処理システム基準（案）による規制

ディスポーザーで粉砕処理された生ゴミは、一旦処理槽又は、分離装置により選別し

水のみを下水道へ流すことを定めた「日本下水道協会」の提案。



■ 各自治体の動向

台所の流し台に取り付け、家庭から出る生ごみを破砕して水と一緒に流せる機器「ディスポーザー」の設置に関

する社会実験を行ってきた「十和田市ディスポーザ設置検討委員会」（委員長・長利洋北里大学獣医学部教授）

は23日、生ごみの減量化や行政コスト減少につながる−などとして、市民への周知や普及促進に向けた個人負

担の軽減制度の実施などを市に提言した。 市は2010年10月に同委員会を設置。市内のモニター20世帯に

ディスポーザーを1年間試してもらい、市民生活やごみ処理、下水道システムへの影響などを調査した。

● 青森県十和田市でも行政コストの削減、ゴミ対策を目的として社会実験がすみ普及が開始されそうです。





米国エマソン社の Insinkerator (ISE)は、世界シェア75％以上、年間700万

台の販売実績を誇る世界No.1ディスポーザーメーカー品。

粉砕能力

静音性

耐久性

人気度

コスト
パフォーマンス

・粉砕能力：他社の２倍から４倍

・静音性：他社より10-15dBA静か

・耐久性：MTBF試験に置いて他社の約５倍

・コストパフォーマンス：世界No.1

・人気度：世界No.1

※ 米国工業規格パス(ANS,UL)

・ ブランド名 : insinkerator (イン・シンク・イレイター）

・ 会社概要 : 世界80ヶ国で従業員14万人、GEについで世界第2位の優秀経営企業。

（１）粉砕時間の短さ （２）世界No.1の低騒音設計（約64db：家庭用）

■ 商品の特徴

ISEは、他社製品に比べ、約50％～25%の
処理時間。

（３）世界No.1の高耐久性

ISEは、他社製品に比べ、約５倍以上の耐久性能。



年間製造台数700万台以上の恩恵で、クオリティに対しリーズナブルな製品価格を

提供し続けています。

ISE製品は日本の住宅環境を意識しており、静かで振動もなくスピーディーに生ゴミ

を処理します。

ISE製品は２ステージに分けたマルチグラインドを搭載。

ディスポーザー業界の中でもっとも高い排水性能と安全性を誇ります。

ISE製品は300W以下の消費電力を実現。電気代5円/月の低コストを実現しました。

ISE製品はフォーチュン誌調査で電気部門世界ランク2位。米国エマソン社が製造し

世界80ヶ国で販売している製品です。

（４）世界No.1の粉砕性能

禁止の枝豆の殻200g粉砕テスト結果



■ 他社の動向

● 世界動向

日本の市場は、日本のディスポーザーメーカー、パナソニック・マックス・ZEST・テラルの４社がディスポー

ザーの販売をしていた。

世界でのディスポーザー２大メーカーは、『エマソン』と『アナハイム』です。

エマソン社のディスポーザーは、世界シェア８０％を誇る世界No.1の会社です。

● 日本動向

● インターネット市場

・パナソニック → ディスポーザー事業から撤退

・マックス → TOTOと組んでマンションへの販売のみ

・ZEST → 倒産

・テラル → マンション販売のみ

現在、黒部市・魚津市では、アイザック・ユーという会社が、ZESTのディスポーザーを販売して

いるが、在庫処分販売中。

マックス

ZEST
テラル

日本のインターネット市場では、「ディスポーザー.com」「本格屋」「デスポジャパン」が

ディスポーザーを販売しているが、メインの商品は「アナハイム社」のディスポーザー。

ISEディスポーザーは、エマソン社の方針でネット販売はしない。

（価格破壊を起こさない、他社製品とは違う）

「エマソン ディスポーザー コンパクト」という米国の商品名をそのまま使っています。

【デスポジャパン】

ディスポジャパンが、エマソンの商品を扱っていますが、米国からの並行輸入品です。

問題は、周波数が60Hzのみの対応です。また、メーカー保証は一切ありません。

（保証期間４年間としていますが、彼らが勝手に保証しているだけです）

インターネット上では、アナハイムの商品が安く売られてますが、性能が全然違います。

エマソン社製は、BMWで、アナハイム社製は、カローラという例えになります。

どちらを買いますか？



■ Q & A

(Q) ディスポーザーの使い方って簡単なの？

・はい、簡単です。適量の水を流しながらスイッチを入れ生ゴミをシンクのディスポーザーの

中に入れるだけです。難しい操作は必要ありません。

(Q) どうして使う前から水を流さなくちゃいけないの？

・排水管をスムーズに粉砕ゴミが流れていくために使用前から水を流してください。ガリガリと

いう粉砕音が終わっても排水管に粉砕ゴミが残っている場合がありますので、粉砕後もおい水を

流してください。

(Q) 我が家のキッチンにもディスポーザーは設置可能なの？

・基本的に流しの排水口が円形なら取付可能です。排水口が特殊な場合は取り付けができない場合

もありますので、弊社までお問合せください。

(Q) 今住んでいるのがマンションだけど設置可能なの？

・下水処理施設用の排水処理システムがあるマンションは設置可能です。また、ない場合でも

設置可能です。自治体によっては自粛のお願いをしているところもありますが、法律的な規制は

ありませんので問題ありません。

(Q) ところで排水処理システムってなに？

・マンションなどでは下水道の水を一旦マンションの排水処理槽で処理してから下水道に流すもの

で下水道に与える影響を少なくすることを目的とした専用の処理槽のことです。

(Q) 排水処理システムの適合評価製品ってなに？

・日本下水道協会が定めた「下水道のためのディヅポーザー排水処理システム基準（案）」に

基づき審査され適合評価を受けた製品システムということになります。ISEの製品は全て

関係法令、関係基準等を尊守している適合製品です。

(Q) ディスポーザーの取り付けは自分でできるの？

・水漏れ等の原因になってはいけませんので、弊社の指定業者にお任せください。

(Q) ディスポーザーで粉砕できないものってあるの？

・生ゴミ以外は粉砕できません。また、ゴミの中でも、貝殻・牛骨・枝豆の皮・タケノコの皮・

玉ねぎの薄皮等繊維質の多いものは避けてください。粉砕できないわけではありませんが、配管

の詰まりやディスポーザー性能への影響を与える原因になります。

【粉砕できないもの】

金属、プラスチック、ゴム製品、ガラス、ビニール、木、タバコ等

(Q) ディスポーザーの１回の処理時間はどのくらい？

・投入されたゴミの量にもよりますが、約20～30秒です。

(Q) ディスポーザーって安全なの？

・ISEのディスポーザーは鋭利な刃物を使っていません。ハンマーを使って粉砕するので安全です。

(Q) ディスポーザーを使ったときの電気・水道料金は？

・電気料金は１ヶ月約５円程度です。水道料金はトイレを１日１回流す程度です。

食器を洗いながらディスポーザーを使用すると節水にもなります。



(Q) 生ゴミを下水に流して影響ないの？

・ご心配なく！細かく粉砕された生ゴミは直接、又は排水処理槽を通じ下水道に流れ適正に処理

されます。国土交通省が「社会的一括ゴミ処理システムの影響」を北海道の町と協力し実験を

おこない「環境に優しく、経済的で、利便性の高い機器」として評価しております。

ゴミの排出量の約半分が生ゴミです。生ゴミをディスポーザーで処理することで、ゴミの排出量

が約半分以下になり行政でも様々なメリットが生まれることが確認できています。

(Q) ディスポーザーのお手入れ方法は？

・ISEディスポーザーは、セルフクリーニング機構なので掃除をする必要はありません。

ディスポーザー内の汚れが気になる方は、氷を数個入れ運転してください。臭いが気になる場合

はレモンの皮を１，２枚入れて運転させてください。

・水の量が少ない場合やディスポーザー使用前後に水を流さない場合、排水管内にヘドロが詰まり

臭いの原因となる場合がありますので、ディスポーザーの使用前後には必ず水を流してください。

(Q) 布巾や食器を漂白したいときはどうしたらいいの？

・ディスポーザー本体に漂白剤や塩素系洗剤を流してはいけませんが、薄めた漂白剤を流す分には

問題ありません。

(Q) ディスポーザーの中に箸やスプーンを落としてしまったら？

・必ずコンセントを抜いて電源を切った状態で箸やトング等を使って拾ってください。安全にため

手を入れることはなるべく避けてください。

(Q) ディスポーザーの寿命はどれくらいなの？

・耐用年数は約10年という実績があります。頑丈で長くご使用いただくことができます。

(Q) ディスポーザーが故障したときは？

・弊社までご連絡ください。また、日本エスコのサービス網へお問合せくださっても結構です。

(Q) ディスポーザーが動かなくなったのですが？

・プラスチックのスプーン等を入れてしまい噛み込みが起こっていると考えられます。

噛み込みが起こった場合、過負荷状態を保護するための装置が作動し自動的に停止状態になります。

この場合は本体底面に赤いリセットボタンがありそのボタンが飛び出した状態になっています。

ディスポーザー内の異物を取り除き、リセットボタンを押し込むことにより解除されます。

・それでも復旧しない場合は、弊社又は日本エスコにお問合せください。

(Q) ディスポーザーが回転しないのですが？

・まずいくつか確認をしてください。

１．電源コンセントが正しく入っているか確認してください。

２．電源コンセントが漏電遮断付きであればランプがついている状態でないか確認してください。

もし点灯していたらプラグの上のリセットボタンを押して解除してください。

３．生ゴミを詰めすぎていませんか？小分けにして処理してください。

４．投入口から懐中電灯などを使って内部を照らし異物が噛みこんでいないか確認してください。

異物が確認できたら取り除いてください。

(Q) ディスポーザーは動くのですが排水せず水が溜まったままです？

・ディスポーザーの先につながれている排水ストラップに粉砕物が詰まって水の流れを止めている

可能性があります。トラップを外して掃除するか、台所用のラバーカップ（吸引具）を使って

掃除をしてください。





■ 取扱い商品

● 家庭用ディスポーザー

人工知能搭載のカバーコントロール（蓋スイッチ式）モ

デル

・マイコン・プログラム運転

・スキュー状マルチグラインド搭載

・カバーコントロールモデル（蓋スイッチ式）

・ダム・フラッシュ・オートクリーニング機能

スキューズ社によるマイコンプログラム運転を採用、生

ゴミの量を自動検知して運転を停止します。さらに5回

運転毎に水を自動的に溜めて洗浄後、一気に排水。処理

室からトラップ管までをお掃除しながら詰りを防ぎます

世界を制したエマソンは日本の住環境、ライフスタイル

を徹底的にリサーチ。

更に蓋スイッチ式はカバー・コントロール・モデルとし

てバージョンアップ

AC105CCM (カバー・コントロール・モデル)

生ゴミ投入口(排水口)の蓋がスイッチの機能をしている

カバー・コントロール・モデルは、蓋をしないと運転し

ないので安心感があります。

最もコントロールしやすいマグネットスイッチは他の

ディスポーザーと比べ、流れるような動作で起動から終

了まで行えます。 人間工学と現場の意見により設計され

たエマソンだけの蓋スイッチにより、お年寄りから子供

まで安全にストレスフリーでディスポーザーを使用する

ことができます。

MADE in USA

AC105 連続投入式の最新モデル

・操作簡単連続投入式 ・防振防音設計 ・MuritiGrind粉砕機構

処理時間も短く、ディスポーザの使いやすさをそのままに、粉砕や防振防音性

能を大幅に改善したハイコストパフォーマンスモデル。

MADE in USA

集合住宅でも一日中、気兼ねなくエマソンをご使用できます。安全性を損なわ

ない極限まで音と振動をカット。 特殊構造スイングハンマーで噛み込み防止。

またレベルの高い日本の消費者を満足させる為に材質だけでなくスタイリッ

シュなデザインとカラーコンビネーションの細部までこだわりながら他社製品

に比べてリーズナブルな普及価格を実現しました。 エマソン-AC105はジャパ

ン・エディッション・モデルです。

※「下水道のためのディスポーザー排水処理システム基準(案)」適合評価商品です

MADE in JAPAN

F-13 

排水口の蓋がスイッチになったカバーコントロール･

モデルで安心・安全。

回転盤等に異物が

噛み込み停止した

場合でも、サービ

スマンを呼ぶこと

なく解除できる

「ハンドル・ロッ

ク」が付属いたし

ます


