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(57)【要約】
【課題】粒体の胚芽が得られないという課題、作業時間
が短くて作業効率が低く、メンテナンスが容易でないと
いう課題。
【解決手段】略密閉状態のケース２の一方側上部に、精
米工程で発生した糠を搬送する糠搬送供給筒３の終端を
接続する糠供給口６を形成し、前記ケース２の他方側に
、糠を排出するように糠吸引排出口７を形成し、前記ケ
ース２内には、前記糠供給口６と前記糠吸引排出口７と
の間に一次選別風路Ｆを形成し、該一次選別風路Ｆに設
けた一次選別装置５により粉体の糠と粒体の整粒および
小米ならびに胚芽とを風選別により一次選別し、前記一
次選別装置５に続いて該一次選別装置５により選別した
粒体の中から整粒を回収発見すると共に、胚芽を風選別
する二次選別装置３１を設けて構成した胚芽分離回収装
置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
略密閉状態のケース２の一方側上部に、精米工程で発生した糠を搬送する糠搬送供給筒３
の終端を接続する糠供給口６を形成し、前記ケース２の他方側に、糠を排出するように糠
吸引排出口７を形成し、前記ケース２内には、前記糠供給口６と前記糠吸引排出口７との
間に一次選別風路Ｆを形成し、該一次選別風路Ｆに設けた一次選別装置５により粉体の糠
と粒体の整粒および小米ならびに胚芽とを風選別により一次選別し、前記一次選別装置５
に続いて該一次選別装置５により選別した粒体の中から整粒を回収発見すると共に、胚芽
を風選別する二次選別装置３１を設けて構成した胚芽分離回収装置。
【請求項２】
請求項１において、前記一次選別装置５は、糠は飛ばすが胚芽は自重落下する前記一次選
別風路Ｆの下方に一次選別落下口１０を有する一次誘導樋１４を設けて構成した胚芽分離
回収装置。
【請求項３】
請求項２において、前記一次誘導樋１４の前側流下板１２の上端と前記糠供給口６との間
には傾斜角度調節自在の案内傾斜板２０を設けた胚芽分離回収装置。
【請求項４】
請求項３において、前記糠吸引排出口７は糠供給口６に対して低い位置のケース２に形成
し、前記一次選別風路Ｆがケース２内を斜め下方に吹き抜けるように構成した胚芽分離回
収装置。
【請求項５】
請求項１または請求項２または請求項３または請求項４において、前記二次選別装置３１
は、前記一次誘導樋１４の下方に、整粒より小なる目合いの網体により所定長さを有して
形成した整粒選別体３３を設け、該整粒選別体３３により整粒を選別回収および発見する
と共に、整粒選別体３３の下方に胚芽と小米とを選別する二次風選部３４を設けて構成し
た胚芽分離回収装置。
【請求項６】
請求項５において、前記二次風選部３４は、胚芽と小米より小なる目合いの網体により形
成した胚芽選別体３５を前記整粒選別体３３の下方に所定間隔を置いて設け、前記胚芽選
別体３５の終端下方には、小米と胚芽とが自重落下する風量の二次選別風路Ｓを形成し、
該二次選別風路Ｓの下方には二次選別落下口３８を有する二次誘導樋３９を設けて形成し
た胚芽分離回収装置。
【請求項７】
請求項６において、前記二次誘導樋３９には二次選別落下口３８に続いて小米落下流路４
１と胚芽落下流路４２とを形成し、小米落下流路４１と胚芽落下流路４２との間に仕切板
４５を設け、前記小米落下流路４１の下方には小米回収シュート４３を、前記胚芽落下流
路４２の下方には胚芽回収シュート４４を夫々設けた胚芽分離回収装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、精米工程中で発生する糠中から胚芽を取り出す胚芽分離回収装置に係るもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、送風機の吸引風路中に一対の網目状のフィルタを直列状に配置し、直列状に配置
したフィルタの間に電気式集塵体を設けた構成は、公知である（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－１１３３７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　前記公知例は、精米工程で既に糠と分離した後の玄米に付着している糠を除去する構成
であるため、玄米に付着していた粉体の糠中から粉体の胚芽を分離させるに過ぎず、商品
価値の高い「粒体の胚芽」を得ることはできないという課題がある。
　即ち、精米工程中に発生する糠は、玄米の略一割の重量となるので、仮に「１屯」の玄
米を精米すると「略１００Kg」単位で糠が発生し、この大量の糠から胚芽を選別するには
、公知例のフィルタと集塵体により選別する構成では非常に作業効率が低いという課題が
ある。
　換言すると、「１００Kg」単位の糠をフィルタにより処理するには、フィルタが短時間
で詰まるため、作業時間が短くて作業効率が低く、メンテナンスも容易でなく、また、集
塵体に集塵された胚芽の回収についても、具体的記載がなく、作業効率が低い。
　したがって、公知例は、糠を分離した後の玄米に付着している糠を除去する場合に限っ
て成立するに過ぎない。
　なお、公知例の図３には、白米を落下させて糠を吸引させる構成が記載されているが、
公知例は単に玄米に付着している糠を白米から分離させるために、側方から糠を吸引する
だけであるから、糠と白米とを選別できても、糠あるいは白米から胚芽粒を選別すること
はできない。
　本願は、精米工程で白米と既に分離させた大量に発生する糠から、利用価値の高い胚芽
を効率よく選別して回収すると共に、整粒（白米）を発見して精米工程の不具合を早期に
発見して、メンテナンスを容易にし、全体としての作業効率を向上させるように工夫した
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、略密閉状態のケース２の一方側上部に、精米工程で発生した糠を搬送する糠
搬送供給筒３の終端を接続する糠供給口６を形成し、前記ケース２の他方側に、糠を排出
するように糠吸引排出口７を形成し、前記ケース２内には、前記糠供給口６と前記糠吸引
排出口７との間に一次選別風路Ｆを形成し、該一次選別風路Ｆに設けた一次選別装置５に
より粉体の糠と粒体の整粒および小米ならびに胚芽とを風選別により一次選別し、前記一
次選別装置５に続いて該一次選別装置５により選別した粒体の中から整粒を回収発見する
と共に、胚芽を風選別する二次選別装置３１を設けて構成した胚芽分離回収装置としたも
のである。
　本発明は、前記一次選別装置５は、糠は飛ばすが胚芽は自重落下する前記一次選別風路
Ｆの下方に一次選別落下口１０を有する一次誘導樋１４を設けて構成した胚芽分離回収装
置としたものである。
　本発明は、前記一次誘導樋１４の前側流下板１２の上端と前記糠供給口６との間には傾
斜角度調節自在の案内傾斜板２０を設けた胚芽分離回収装置としたものである。
　本発明は、前記糠吸引排出口７は糠供給口６に対して低い位置のケース２に形成し、前
記一次選別風路Ｆがケース２内を斜め下方に吹き抜けるように構成した胚芽分離回収装置
としたものである。
　本発明は、前記二次選別装置３１は、前記一次誘導樋１４の下方に、整粒より小なる目
合いの網体により所定長さを有して形成した整粒選別体３３を設け、該整粒選別体３３に
より整粒を選別回収および発見すると共に、整粒選別体３３の下方に胚芽と小米とを選別
する二次風選部３４を設けて構成した胚芽分離回収装置としたものである。
　本発明は、前記二次風選部３４は、胚芽と小米より小なる目合いの網体により形成した
胚芽選別体３５を前記整粒選別体３３の下方に所定間隔を置いて設け、前記胚芽選別体３
５の終端下方には、小米と胚芽とが自重落下する風量の二次選別風路Ｓを形成し、該二次
選別風路Ｓの下方には二次選別落下口３８を有する二次誘導樋３９を設けて形成した胚芽
分離回収装置としたものである。
　本発明は、前記二次誘導樋３９には二次選別落下口３８に続いて小米落下流路４１と胚
芽落下流路４２とを形成し、小米落下流路４１と胚芽落下流路４２との間に仕切板４５を
設け、前記小米落下流路４１の下方には小米回収シュート４３を、前記胚芽落下流路４２
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の下方には胚芽回収シュート４４を夫々設けた胚芽分離回収装置としたものである。
【発明の効果】
【０００５】
　請求項１の発明では、糠供給口６から糠吸引排出口７に流れる一次選別風路Ｆ中に一次
選別装置５を設けて、粉体の糠と粒体の胚芽とを風選別により一次選別し、前記一次選別
装置５により選別した粒体の中から整粒を選別して発見できるので、精米工程の不具合を
早期に容易に発見でき、また、胚芽は一次選別装置５により殆ど糠が除去された状態で二
次選別装置３１により選別するので、目詰まりが少なく、利用価値の高い粒体の胚芽を粒
径では選別しにくい小米と効率よく選別して回収でき、胚芽の回収作業の精度および効率
を向上させることができる。
　請求項２の発明では、糠は飛ばすが胚芽は自重落下する一次選別風路Ｆの下方に一次選
別落下口１０を有する一次誘導樋１４を設けているので、装置の目詰まりや糠の付着がな
く、胚芽の回収作業の精度および効率を向上させることができる。
　請求項３の発明では、案内傾斜板２０の傾斜角度を調節することで、最適な状態で選別
でき、胚芽の回収作業の精度および効率を向上させることができる。
　請求項４の発明では、一次選別装置５を簡単に構成でき、安価な装置を提供できる。
　請求項５の発明では、整流は整粒選別体３３により選別し、胚芽と小米とは風選により
選別するので、合理的な装置となって、安価な装置を提供できる。
　請求項６の発明では、粒径の略同じ胚芽と小米とであっても、高い精度で選別でき、利
用価値の高い胚芽を効率よく回収できる。
　請求項７の発明では、粒径の略同じ胚芽と小米とであっても比重選別され、しかも、小
米落下流路４１と胚芽落下流路４２との間の仕切板４５により分離した胚芽に小米を混入
させずに回収でき、一層、高い精度で選別でき、利用価値の高い胚芽を効率よく回収でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の一実施例を図面により説明すると、１は胚芽分離回収装置であり、図示は省略
するが玄米を精米する一台あるいは複数台並設した精米装置の精米工程で発生した糠中の
胚芽を選別分離すると共に、精米工程で本来糠に混入してはいけない整粒が混入している
のを発見するものである。
　精米工程では、玄米が精白されるとき、胚芽部分が粉砕されて粉体になって糠に混入す
るものと、玄米粒から粒体形状のまま分離するものとがあり、本願は糠の中に混在する粒
体形状の胚芽粒を選別分離させるものである。
　したがって、精米工程の構成は任意であり、本来、糠には粒体形状のままの胚芽が混入
するが、積極的に、玄米粒から粒体形状のままの胚芽部分も糠に混入するように構成する
と、胚芽の回収効率が向上して好適である。
　なお、粉体の糠も厳密には、粒子により形成され、粒体に包含されるが、本願では肉眼
により一見して粒子が認識できない糠を粉体とし、肉眼により粒子と認識できる胚芽粒を
粒体としている。
【０００７】
　胚芽分離回収装置１は、四角箱状のケース（フレーム）２の上部に、前記一台あるいは
複数台の精米装置から排出された糠が供給される糠搬送供給筒３の終端を接続する。
　ケース２内には、粉体の糠と、糠に混入する整粒（Ｇ）および小米（Ｃ、砕粒を含む）
ならびに胚芽粒（Ｈ）とを分離する一次選別装置（粉体粒体選別装置）５を設ける。一次
選別装置５は、前記糠搬送供給筒３を接続したケース２の糠供給口６から、糠供給口６の
反対側に対峙するように設けた糠吸引排出口７との間に、吸引選別風路（一次選別風路）
Ｆを形成し、吸引選別風路Ｆにて、粉体の糠と、粒体の整粒および小米ならびに胚芽粒と
を一次選別する。
　８は前記糠搬送供給筒３内に設けた搬送コンベアである。
【０００８】
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　前記一次選別装置５は、比重により重い順に落下することを利用して糠中の整粒と小米
と胚芽粒とを落下させる一次選別落下口１０により形成し、一次選別落下口１０を前記吸
引選別風路Ｆ内に形成する。
　一次選別落下口１０は、ケース２の左右側板９と、左右側板９に固定した前側流下板１
２と後側流下板１３とにより形成した一次誘導樋１４の上部に開口しているが、構成は任
意である。
　一次選別落下口１０の下方の糠供給口６に近い側は整粒落下流路１５になり、糠吸引排
出口７側を胚芽落下流路１６になり、整粒落下流路１５と胚芽落下流路１６の中間は小米
砕米落下流路１７となって、粉体と粒体とを選別するのみならず、糠供給口６に近い側を
落下する整粒と、糠吸引排出口７側に落下する胚芽と、中間に落下する小米・砕米とにも
分離させる作用を期待する。
【０００９】
　また、前側流下板１２と後側流下板１３は、落下した胚芽粒を集める作用も期待し、下
方に至るに従い前側流下板１２と後側流下板１３との間隔が狭くなるように形成している
が、要件ではない。
　また、一次選別落下口１０で分離した胚芽が他と混合しないように、各流路を仕切る仕
切板１８を、整粒落下流路１５と小米砕米落下流路１７との間、および、小米砕米落下流
路１７と胚芽落下流路１６との間に夫々に設けると、一層、選別精度が向上して好適であ
る。
【００１０】
　しかして、糠供給口６の臨むケース２内には供給された糠を一次選別落下口１０に誘導
する案内傾斜板２０を設ける。
　即ち、糠供給口６に対して糠吸引排出口７は相対的に低い位置に設け、吸引選別風路Ｆ
がケース２内を斜め下方に吹き抜けるようにして、胚芽粒の風選を効率よく行えるように
しており、糠供給口６と一次選別落下口１０の前側流下板１２との間に所定の間隔を開け
、この前側流下板１２の上方に案内傾斜板２０を設ける。
【００１１】
　案内傾斜板２０は、供給される糠の量や、粒体の混合率等の条件によって案内傾斜板２
０の傾斜角度を調節し、風選効率を向上させている。
　案内傾斜板２０の傾斜角度調節の構成は任意であるが、実施例では、案内傾斜板２０の
基部に横軸２１を固定し、横軸２１をケース２に回転のみ自在に取付け、横軸２１を任意
の手段（方法）により回転させて、案内傾斜板２０の先端が横軸２１中心に回動するよう
に構成している。
　この場合、ケース２の左右側板９のうち一方を透明部材により形成すると、一次選別落
下口１０から落下する胚芽粒の様子が視認でき、案内傾斜板２０の傾斜角度調節や後述す
る風量の調節等の操作が容易になって、好適である。
【００１２】
　しかして、前記糠吸引排出口７からは一次選別落下口１０に落下しない糠を排出するが
、糠の排出を良好にするため、糠吸引排出口７と一次選別落下口１０の後側流下板１３と
の間に傾斜板２５を設け、糠吸引排出口７には吸引手段Ｋを接続する。
　吸引手段Ｋの構成は、任意であるが、糠吸引排出口７に吸引用搬送筒２６の一端を接続
し、吸引用搬送筒２６の中間部には送風機２７の吸引口２８を接続し、吸引用搬送筒２６
の他端にはサイクロン２９を接続し、サイクロン２９にて搬送風と糠とを分離させる。３
０は吸引圧力調節弁である。
【００１３】
　したがって、胚芽分離回収装置１は、案内傾斜板２０の傾斜および糠吸引排出口７から
の吸引風により粉体の糠と整粒および胚芽粒等との粒体を一次選別し、後述する二次選別
装置３１により粒体の中から整粒と胚芽粒とを選別するように構成する。
【００１４】
　しかして、前記二次選別装置３１は、前記一次誘導樋１４の下部の排出口３２の下方に
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、整粒より小なる目合いの網体により形成した整粒選別体３３を設け、整粒選別体３３に
より整粒を選別回収し、精米工程における整粒の漏れを発見し、次に、胚芽と小米とを選
別する二次風選部３４を設けて構成する。
　前記二次風選部３４は、胚芽と小米より小なる目合いの網体により形成した胚芽選別体
３５を前記整粒選別体３３の下方に所定間隔を置いて設け、胚芽選別体３５の終端（下端
）下方には、小米と胚芽とが自重落下する風量の二次選別風路Ｓを形成し、二次選別風路
Ｓでは更に小米と胚芽とを比重選別するように構成する。
【００１５】
　二次選別風路Ｓは、胚芽選別体３５の終端（下端）下方に送風口３６を設けて構成し、
送風口３６には送風機（図示省略）の送風ホース３７を接続する。二次選別風路Ｓの下方
には二次選別落下口３８を設ける。二次選別落下口３８は二次誘導樋３９の上部に形成し
、二次誘導樋３９の上部または前記胚芽選別体３５の下面に送風ホース３７を取付ける。
【００１６】
　二次選別風路Ｓでは、胚芽選別体３５から二次選別落下口３８に落下する胚芽と小米に
送風口３６から選別風を当てて、比重の重い小米を手前に落下させ、比重の軽い胚芽を遠
くに飛ばして二次選別する。
　しかして、整粒選別体３３および胚芽選別体３５は一端を高く、他端を低く傾斜させる
と、整粒選別体３３および胚芽選別体３５で流下中に選別でき、連続作業が行えて好適で
ある。
【００１７】
　また、整粒選別体３３および胚芽選別体３５は、振動モータ４０等により常時微振動す
るようにすると、整粒選別体３３および胚芽選別体３５からの胚芽および糠の落下が良好
になって、好適である。
　しかして、二次誘導樋３９の形状は任意であるが、二次誘導樋３９には小米落下流路４
１と胚芽落下流路４２とを形成し、小米落下流路４１の下方には小米回収シュート４３を
設け胚芽落下流路４２の下方には胚芽回収シュート４４を設ける。
　また、二次誘導樋３９には、二次選別落下口３８で分離した胚芽に小米が混合しないよ
うに、各流路を仕切る仕切板４５を、小米落下流路４１と胚芽落下流路４２との間に設け
ると、一層、選別精度が向上して好適である。
【００１８】
　しかして、一次選別装置５は吸引選別風路Ｆ内に設ける都合上、実施例では、ケース２
内を略密閉した空間となるように構成し、ケース２の所定位置にはケース内圧力調節用の
ケース内圧力調節弁４６を複数適宜の箇所に設けている。
　また、前記二次選別装置３１は、二次風選部３４の二次選別風路Ｓからの微風の送風で
小米と胚芽とを選別分離するようにしているので、必ずしも、ケース２内に設置する必要
はないが、異物混入防止のため、好ましくは、ケース内に設置すると良い。
　５１は前記整粒選別体３３の終端が臨む整粒回収シュートである。
【００１９】
（実施例の作用）
　精米装置を駆動して、玄米を精白し、白米と糠とを分離し、精米装置から排出された糠
を搬送して胚芽分離回収装置１のケース２内に糠搬送供給筒３から供給する。
　ケース２の一方側には、糠搬送供給筒３の糠を供給する糠供給口６を形成し、ケース２
の他方側にはケース２内を吸引する糠吸引排出口７を形成し、糠供給口６と糠吸引排出口
７との間に粉体の糠は通過するが粒体の胚芽粒は自重落下する風量の吸引選別風路Ｆを形
成し、吸引選別風路Ｆで糠と胚芽粒とを選別分離する一次選別装置５を設けているから、
糠供給口６から吸引供給された被処理物のうち糠は吸引選別風により飛ばされて一次選別
落下口１０上を通過してそのまま糠吸引排出口７から排出され、その後、粉体の糠は吸引
用搬送筒２６内を通ってサイクロン２９にて搬送風と分離されて回収され、糠より比重が
重い整粒および胚芽粒等の粒体は一次選別装置５の一次選別落下口１０内に自重で自然落
下する。
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【００２０】
　したがって、一次選別装置５にて、粉体である糠と整粒および粒体である胚芽粒等とを
分離させる。
　また、吸引選別風路Ｆには、糠供給口６から供給された被処理物を誘導する案内傾斜板
２０が設けられ、案内傾斜板２０は傾斜角度調節自在に構成しているから、胚芽粒が一次
選別落下口１０内に落下し、糠は糠吸引排出口７から吸引されるように、案内傾斜板２０
の傾斜角度を調節できて、一層、胚芽粒の選別効率向上させる。
【００２１】
　即ち、一次選別落下口１０の糠供給口６側には粒体のうち主として整粒が落下し、一次
選別落下口１０の糠吸引排出口７側には主として胚芽粒が落下するので、この胚芽粒の落
下を基準に、案内傾斜板２０の傾斜角度を調節すると、一層、胚芽粒の選別効率向上させ
る。
　この場合、ケース２には、適宜の箇所に複数のケース内圧力調節弁４６を設けているか
ら、ケース内圧力調節弁４６および吸引圧力調節弁３０により吸引選別風路Ｆの風量およ
び風力等を調節できるので、案内傾斜板２０の傾斜角度調節と相俟って、最適な選別状態
に調節する。
【００２２】
　しかして、一次選別落下口１０の糠供給口６側には一次選別装置５で粉体から分離され
た粒体のうち主として整粒が流下し、一次選別落下口１０の糠吸引排出口７側には主とし
て胚芽粒が流下し、中間の一次選別落下口１０では小米・砕米が流下するが、落下する整
粒および胚芽粒には、一部小米・砕米が夫々混入する。
　そのため、二次選別装置３１により粒体の中から胚芽粒を選別する。
　二次選別装置３１は、一次選別装置５の排出口３２の下方に、所定長さを有する整粒選
別体３３を設けているから、排出口３２から供給された整粒と胚芽粒と小米等の粒体のう
ちの小米および胚芽粒は整粒選別体３３から落下させ、整粒は整粒選別体３３から落下さ
せないで整粒選別体３３上を流下させて分離して整粒回収受樋５１に回収する。
【００２３】
　精米工程では、精白された白米（整粒）と糠とは、本来、別々に回収されるから、この
とき、精米機の一部の破損等の原因で糠中に整粒が混入しても、従来では、糠と共に廃棄
していたが、本願では、糠中に混入した整粒も整粒選別体３３で容易に回収できるので、
整粒回収受樋５１を所定時間（期間）ごとに点検すると、精米機の不具合等の原因で糠中
に整粒が混入しているのを発見でき、直ちに、精米工程のメンテナンスを行える。
【００２４】
　この場合、整粒選別体３３は、整粒より小なる目合いの網体により形成しているから、
粒体中の小米および胚芽は落下させるが、整粒は整粒選別体３３上を流下させて分離回収
するので、連続作業が可能であり、作業効率を向上させる。
　しかして、胚芽と小米は、整粒選別体３３から胚芽選別体３５上に落下し、傾斜する胚
芽選別体３５上を流下しているときに、胚芽と小米に付着している糠は胚芽選別体３５か
ら落下し、胚芽選別体３５から落下しない胚芽と小米は、胚芽選別体３５の下端から二次
選別落下口３８に落下する。
【００２５】
　胚芽選別体３５の下端下方には二次風選部３４が設けられているから、整粒選別体３３
から落下した胚芽と小米とは、二次風選部３４により比重選別され、胚芽粒に混入してい
る小米は、二次風選部３４により除去されるので、一層、胚芽粒の選別精度を向上させら
れる。
　この場合、二次風選部３４は、胚芽と小米より小なる目合いの網体により形成した胚芽
選別体胚芽選別体３５を前記整粒選別体３３の下方に所定間隔を置いて設け、胚芽選別体
３５の下端下方には、二次選別落下口３８を形成し、該二次選別落下口３８に向けて送風
する送風口３６を設けて構成しているから、二次選別落下口３８から落下する胚芽と小米
のうち、比重の重い小米は手前に落下し、比重の軽い胚芽を遠くに飛ばして二次選別する
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【００２６】
　したがって、粒径で選別しにくい小米と胚芽であっても、風選による比重選別により選
別するので、選別精度が向上し、しかも、目詰まりもなく、連続作業が可能であり、作業
効率を向上させる。
　以上のように、一次選別装置５と二次選別装置３１とにより、二段階で風選するので、
粒径で選別しにくい小米と胚芽であっても、精度の高い選別が行える。
【００２７】
　しかして、二次選別落下口３８は、二次選別落下口３８から落下する胚芽および小米を
誘導する二次誘導樋３９の上部に形成し、二次誘導樋３９には小米落下流路４１と胚芽落
下流路４２とを形成し、小米落下流路４１の下方には小米回収シュート４３を設け、胚芽
落下流路４２の下方には胚芽回収シュート４４を設けているから、小米は小米落下流路４
１から小米回収シュート４３を通って回収され、胚芽は胚芽落下流路４２から胚芽回収シ
ュート４４を通って回収される。
【００２８】
　この場合、二次誘導樋３９では、胚芽選別体３５の下端に近い側の小米落下流路４１に
小米が落下し、胚芽選別体３５の下端の遠い側の胚芽落下流路４２に胚芽粒が落下するの
で、二次誘導樋３９の小米落下流路４１と胚芽落下流路４２との間に仕切板４５を設ける
と、一層、選別精度が向上して好適である。
【００２９】
　また、整粒選別体３３および胚芽選別体３５は、振動モータ４０等により選別中に微振
動するようにすると、整粒選別体３３からの胚芽の落下が良好になって、好適である。
　また、一次選別落下口１０で分離した胚芽が他と混合しないように、各流路を仕切る仕
切板１８を、整粒落下流路１５と小米砕米落下流路１７との間、および、小米砕米落下流
路１７と胚芽落下流路１６との間に夫々に設け、各排出口の下方に、前記二次選別装置３
１を夫々設けると、選別精度が向上して好適である。
　この場合、実施例では、同じ構成の二次選別装置３１を３個設けているが、整粒選別体
３３を一部省略して設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】胚芽分離回収装置の一例の一部展開状態側面図。
【図２】二次選別装置の一部正面図。
【図３】同一部斜視図。
【図４】ケースと二次選別装置の他の実施例の位置関係を示す概略図。
【符号の説明】
【００３１】
　１…胚芽分離回収装置、２…ケース、３…糠搬送供給筒、５…一次選別装置、６…糠供
給口、７…糠吸引排出口、１０…一次選別落下口、１１…流下板、１２…前側流下板、１
３…後側流下板、１４…一次誘導樋、１５…整粒落下流路、１６…胚芽落下流路、１７…
小米砕米落下流路、１８…仕切板、２０…案内傾斜板、２１…横軸、２５…傾斜板、２６
…吸引用搬送筒、２７…送風機、２８…吸引口、２９…サイクロン、３０…吸引圧力調節
弁、３１…二次選別装置、３２…排出口、３３…整粒選別体、３４…二次風選部、３５…
胚芽選別体、３６…送風口、３７…送風ホース、３８…二次選別落下口、３９…二次誘導
樋、４０…振動モータ、４１…小米落下流路、４２…胚芽落下流路、４３…小米回収シュ
ート、４４…胚芽回収シュート、４５…仕切板、４６…ケース内圧力調節弁。
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