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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穀粒を乾燥させる熱風を発生させる燃焼装置（４）と、該燃焼装置（４）で発生した熱
風が通過する熱風室（１３）と、穀粒を乾燥して穀粒中の水分を吸収した熱風が流入する
排風室（１５）と、排風室（１５）内に流入した熱風を吸引して排風として排出する排風
ファン（７）と、外気温度を検出する外気温度センサと、乾燥作業を制御する制御部とを
設けた穀粒乾燥機において、
　熱風室（１３）の前側に燃焼装置（４）を設け、後側に排風ファン（７）を設け、排風
ファン（７）の排出側には排風ファン（７）から排出された排風が通過する還元通路（２
０）を設け、該還元通路（２０）には機外側に放出する排風と熱風室（１３）側に還元す
る排風の割合を調節する調節弁（２２）を設け、
　前記制御部で演算した外気の絶対湿度と制御目標とする排風の絶対湿度との差から、排
風が穀粒から吸収できる吸水量を演算し、該演算結果と予め設定する乾減率に基づいて熱
風室（１３）に還元する排風の割合を変更すべく前記調節弁（２２）を調節する構成とし
、
　機外側に放出する排風と熱風室（１３）側に還元する排風の割合を、外気温度が高くな
ると機外側に排出する排風の割合を高くするよう調節弁（２２）を変更制御することを特
徴とする穀粒乾燥機。
【請求項２】
　乾燥作業開始時に、排風を機外側に排出して熱風室（１３）側に還元されないように調
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節弁（２２）を制御することを特徴とする請求項１記載の穀粒乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、穀粒乾燥機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、排風の一部をバーナー部に還元する技術に記載されている。そして、
穀粒の水分値が高いと排風の還元量が少なく、穀粒の水分値が低くなると排風の還元量を
増加させることで、穀粒の水分値の低下に伴う乾減率の低下を防止し、乾燥速度の向上を
図るものである。
【特許文献１】特開昭６１－１９５２６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　排風ファンで吸引して排出する排風中には穀粒から除去した水分を含んでいるが、まだ
水分を吸収できる熱を帯びた状態でそのまま機外に放出するのは、その分熱風を無駄に発
生させることになる。特許文献1においては排風を再度乾燥作業に使用するものであるが
、その目的は穀粒の水分値の低下に伴う乾減率の低下を防止するためであり、燃焼効率を
目的としているとはいい難い。
【０００４】
　本発明は、排風の有効利用を図り燃焼効率の良い乾燥作業を行うことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するために以下のような技術的手段を講じた。
　即ち、穀粒を乾燥させる熱風を発生させる燃焼装置（４）と、該燃焼装置（４）で発生
した熱風が通過する熱風室（１３）と、穀粒を乾燥して穀粒中の水分を吸収した熱風が流
入する排風室（１５）と、排風室（１５）内に流入した熱風を吸引して排風として排出す
る排風ファン（７）と、外気温度を検出する外気温度センサと、乾燥作業を制御する制御
部とを設けた穀粒乾燥機において、熱風室（１３）の前側に燃焼装置（４）を設け、後側
に排風ファン（７）を設け、排風ファン（７）の排出側には排風ファン（７）から排出さ
れた排風が通過する還元通路（２０）を設け、該還元通路（２０）には機外側に放出する
排風と熱風室（１３）側に還元する排風の割合を調節する調節弁（２２）を設け、前記制
御部で演算した外気の絶対湿度と制御目標とする排風の絶対湿度との差から、排風が穀粒
から吸収できる吸水量を演算し、該演算結果と予め設定する乾減率に基づいて熱風室（１
３）に還元する排風の割合を変更すべく前記調節弁（２２）を調節する構成とし、機外側
に放出する排風と熱風室（１３）側に還元する排風の割合を、外気温度が高くなると機外
側に排出する排風の割合を高くするよう調節弁（２２）を変更制御することを特徴とする
。
　また、請求項２　の発明は、乾燥作業開始時に、排風を機外側に排出して熱風室（１３
）側に還元されないように調節弁（２２）を制御することを特徴とする請求項１記載の穀
粒乾燥機とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によると、排風ファン（７）から排出される排風を再度熱風室（１３）に還元す
ることで、吸水力のある熱を帯びた排風を再度乾燥作業に使用できることで、その分燃焼
装置（４）で発生させる熱風量を低減させることができるものであり、かつ、適正な排風
量を熱風室（１３）に還元できるため、燃焼効率の良い乾燥作業を行うことができる。
【０００７】
　また、熱風室（１３）には燃焼装置（４）で発生させる熱風に加えて還元通路（２０）
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で還元される排風の両方を供給することで穀粒の温度の上昇を促進させ高速の乾燥作業が
できるとともに、他方還元する排風を制限することで、必要以上の水分を含む排風を還元
して却って穀粒から水分を除去しにくくなることを防止することができる。
　また、機外側に放出する排風と熱風室（１３）側に還元する排風の割合を、外気温度が
高くなると機外側に排出する排風の割合を高くするよう調節弁（２２）を変更制御するこ
とで、穀粒が傷むほどの穀粒温度への上昇を防止することができる。
　請求項２記載の発明によると、乾燥初期の燃焼が安定していないときの排風が熱風室１
３に入り込むことを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明を実施するための最良の形態の一つとして、穀粒乾燥機について詳細に説明する
。
　穀粒乾燥機は穀粒を収容する箱体１を備え、箱体１の前側は穀粒を揚穀する昇降機２と
、熱風を発生させる燃焼バーナ４を内装する燃焼バーナ収容室５と、乾燥作業を操作する
操作盤６とを備え、箱体１の天井側は昇降機２で揚穀した穀粒を箱体１内まで搬送する搬
送装置３を備え、箱体１の後ろ側は箱体１内の熱風を吸引する排風ファン７を備え、箱体
１の一側方には排風ファン７と燃焼バーナ収容室５とを連通する還元通路２０を備えてい
る。また、箱体１の他側方には穀粒を投入する投入口１９を開閉する開閉扉１９ａを備え
ている。そして、昇降機２には穀粒の水分を検出する水分計９と箱体１内の穀粒を機外に
排出する穀粒排出口１８とをそれぞれ設け、搬送装置３の搬送途中には搬送装置３で搬送
される穀粒に混じる藁屑等の夾雑物を集塵する集塵装置５０を設ける。また操作盤６内に
は乾燥作業の制御をする制御部を備えている。
【０００９】
　箱体１内は上段に貯留室１０を、下段に乾燥室１１を備えている。
　貯留室１０の上部には搬送装置３内の上部ラセン３ａで搬送された穀粒を貯留室１０内
に拡散する拡散羽根１２を備えており、乾燥室１１は燃焼バーナ４で発生させた熱風が通
過する熱風室１３と、貯留室１０から穀粒が流下する流下通路１４と、排風ファン７の吸
引作用を受ける排風室１５とから構成される。なお、燃焼バーナ４の燃焼面４ａは熱風室
１３に対向する構成としている。流下通路１４の下端部には流下通路１４を流下した穀粒
を所定量ずつ繰り出すロータリバルブ１６を設け、ロータリバルブ１６の下方にはロータ
リバルブ１６で繰り出された穀粒を昇降機２に搬送する下部ラセン１７を設けている。そ
して、排風ファン７の排出側と燃焼バーナ収容室５との間を還元通路２０で連通する構成
としている。
【００１０】
　本実施例の還元通路２１は箱体１の後側から側方を経由して前側の燃焼バーナ収容室５
に接続する構成で、還元通路２１を支持体２５で支持する構成としている。
　還元通路２０には調節弁２２を設けており、還元通路２０側（図１実線）と機外排出通
路２３側（図１二点差線）とに開度自在に調節可能に構成することで、排風ファン７から
排出された排風を機外への排出と熱風室１３への還元との割合を調節できるようにしてい
る。
【００１１】
　なお、還元通路２１には排風ファン７で排出された排風の温度を検出する排風温度セン
サ２４と、排風の相対湿度を検出する排風湿度センサ２５とを設けている。なお、本実施
の形態の穀粒乾燥機においては、図示はしないが外気温の温度を検出する外気温センサや
外気湿度を検出する外湿度センサを設けている。
【００１２】
　次に、乾燥作業について説明する。
　作業者は開閉扉１９ａを開けて投入口１９に穀粒を投入していく。投入された穀粒は下
部ラセン１７に供給され昇降機２まで搬送され、昇降機２から搬送装置３を経て貯留室１
０に供給されていく。供給すべき穀粒の投入が終了すると、作業者は操作盤６を操作して
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燃焼バーナ４を作動させると燃焼面４ａに炎が発生し、熱風が熱風室１３に供給される。
一方、ロータリバルブ１６も駆動を開始しており、流下通路１４を流下する穀粒を順次下
部ラセン１７に繰り出していく。熱風室１３に供給された熱風は熱風室１３を形成する熱
風室体１３ａに多数形成するスリット１３ｂを通過して流下通路１４に流入する。そして
、流下する穀粒中の水分を奪って排風室１５に流入する。そして、排風室１５に流入した
熱風は排風ファン７で吸引され還元通路２０に排出される。
【００１３】
　次に調節弁２２の開度の制御方法について説明する。
　外気温度センサで検出された外気温が２０℃で外気湿度センサで検出された外気湿度が
７０％で制御部で演算された絶対湿度（Ｚ）が１３ｇ／ｋｇとする。そして、制御目標と
する排風（Ｙ）を例えば排風温度が３０℃で排風湿度が７０％、そして絶対湿度（Ｕ）を
２５ｇ／ｋｇとした場合とする。そして、本実施例の排風ファン７の風量を１９００ｋｇ
／ｈで、穀粒乾燥機に供給された穀粒（籾）量を８００ｋｇ、乾減率（一時間あたりに乾
燥される水分の割合）を１．２％／ｈとした場合、どの程度の割合の排風を熱風室１３に
還元するかを以下の式より求める。
【００１４】
　絶対湿度（Ｕ）－絶対湿度（Ｚ）＝１２（ｇ／ｋｇ）　…（イ）
　実際に吸収できる水分量は
　１２×１９００／１０００＝２３（ｋｇ）　…（ロ）
　そして、一時間あたりに乾燥機から除去される水分量は
　８００（ｋｇ）×１．２（％／ｈ）＝９．６（ｋｇ／ｈ）　…（ハ）
　（ロ）の式と（ハ）の式より
　２３／（９．６＋２３）＝０．７１　→７１％…（二)
　すなわち、排風ファン７から排出される排風量の７１％を熱風室１３に還元すべく調節
弁２２を調節する。
【００１５】
　なお、調節弁２２が排風量の７１％より多くの量を熱風室１３に還元するよう調節され
た場合には、多くなればなるほど還元される水分量が多くなるため、穀粒から新たに水分
を除去し難くなる。また、調節弁２２が排風量の７１％より少ない量を熱風室１３に還元
した場合には熱風室１３に還元される熱量が少なくなるため、穀粒の温度の上昇がし難く
なり乾燥速度が遅くなる。
【００１６】
　本実施例の式に基づいて調節弁２２の開度を調節して排風を熱風室１３に還元する割合
を調節することで、排風ファン７から排出された排風が帯びる熱、すなわち吸水力をでき
る限り適正に利用することで燃焼効率の良い乾燥作業を行うことができる。
【００１７】
　なお、制御目標とする基準となる排風（Ｙ）の絶対湿度（Ｕ）は、任意に設定変更でき
る構成としても良いし、乾燥工程の進行或いは外気温の変更に応じて自動に制御部で変更
する構成としても良い。
【００１８】
　また、調節弁２２で排風が機外に放出する割合と熱風室１３に還元する割合は外気温度
によって変更するよう制御しても良い。例えば、外気温度が約１０℃の場合
　熱風室１３に還元する排風量の割合を７０％程度になるよう調節弁２２を調節し、外気
温度が３０℃近くなると、排風のほとんどを機外排出通路２３から機外に排出する構成と
する。この構成によると外気温が低いときには排風を効率よく使用して乾燥作業を行える
ものでありながら、穀粒が傷むほどの穀粒温度（例えば３５℃以上）への上昇を防止する
ことができる。
【００１９】
　ところで、還元通路２０の調節弁２２は乾燥作業開始時は排風を機外排出通路２３側に
排出される側の位置に設定している。すなわち、燃焼バーナ４の場合には燃焼バーナ４が
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立ち上がり燃焼状態が安定するまでの排風は循環させない構成としている。そして、燃焼
状態が安定してから調節弁２２を切り替えて排風を熱風室１３に還元・循環させる構成に
することで、乾燥初期の燃焼が安定していないときの排風が熱風室１３に入り込むことを
防止することができる。
【００２０】
　また、還元通路２０から燃焼バーナ収容室５の側方に流入した排風は、燃焼バーナ収容
室５の前側に設けた外気取り入れ口５ａから流入した外気と共に燃焼バーナ４の前側から
熱風室１３に供給される。燃焼バーナ４の場合に、燃焼面４ａの側方から排風が供給され
ると燃焼炎に乱れが生じ、燃焼が不安定になるが、燃焼バーナ４の前側からすなわち、燃
焼面４ａと反対方向から排風及び外気を供給する構成としたことで、燃焼面４ａの炎の乱
れを防止することができる。また、外気を遮断するダンパ等を必要とせず、略一定量の外
気を導入しながら排風循環を可能とした。
【００２１】
　３０は排風を絞り込むためのガイドで調節弁２２の前工程に備えている。このガイドに
より調節弁２２が作動したときに排風が排風ファン７側に戻ることを防止することができ
る。
【００２２】
　本発明の別実施例について説明する。
　燃焼バーナ４の作動が開始され、燃焼状態が安定した後、調節弁２２が全閉状態にして
還元通路２０の排風を燃焼バーナ収容室５に還元する。そして、排風湿度センサ２５が所
定時間ごとに排風の相対湿度を検出していき、排風の相対湿度が予め設定した上限の相対
湿度（例えば９０％）になったことを検出すると、調節弁２２を開方向に作動して排風を
機外に排出し、その後排風湿度センサ２５で検出した相対湿度が設定した下限相対湿度（
例えば７０％）以下まで低下したことを検出すると、再度調節弁２２を閉状態にして排風
を循環する構成とする。この構成により、排風に多くの水分を吸収させてから排出し、湿
度の高くなった排風を排出してから再度調節弁２２を閉状態にして排風を循環させること
で、燃焼効率の良い排風の循環制御を行うことができる。
【００２３】
　次に高速で乾燥できる穀粒乾燥機の別実施例について図７～図９に基づいて説明する。
　この穀粒乾燥機の特徴は第一乾燥室６０の上方に同じ高さの枠体６１を複数段段積みす
る構成であるが、そのうちの一つの段に加温装置を備えた第二乾燥室６２を形成したもの
である。この第二乾燥室６２は熱源として燃焼バーナあるいは電熱ヒータを用いている。
第二乾燥室６２の枠体とその他の段の枠体を同じ高さＨに形成することで、所望の段に第
二乾燥室６２を備えることができる。また、第一乾燥室６０、第二乾燥室６２の何れにも
それぞれ排風ファン６０ａ，６２ａを設けている。
【００２４】
　なお、この第二乾燥室６２内は自然に穀粒が流下する構成にしてロータリバルブ等の繰
り出し手段を設けないことで穀粒の詰まりを防止することができるものである。
　この実施例の穀粒乾燥機によると、さまざまな乾燥制御方法を行うことができる。例え
ば、第一乾燥室６０に近い段に第二乾燥室６２を備えると第二乾燥室６２で予熱してすぐ
に第一乾燥室６０で本乾燥を行ういわゆる高速乾燥制御を行ったり、第二乾燥室６２を上
段に近い位置に配置すれば第二乾燥室６２による乾燥工程があり次にテンパリング工程そ
して第一乾燥室６０による乾燥工程と一台の乾燥機で二段乾燥サイクルを行えるようにす
る。
【００２５】
　また、第一乾燥室６２を遠赤外線乾燥装置を備え、第二乾燥室を電熱ヒータを備える等
、異なる加熱方法の組み合わせにするものでも良い。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本実施の形態では還元通路２０を箱体１の外側に設けているものであるが、箱体１の内
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部を貫通する構成にしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】穀粒乾燥機の平面図
【図２】穀粒乾燥機の側面図
【図３】穀粒乾燥機の正面図
【図４】穀粒乾燥機の背面図
【図５】側面から見た穀粒乾燥機の断面図
【図６】正面から見た穀粒乾燥機の断面図
【図７】別実施例の穀粒乾燥機の正面図
【図８】別実施例の穀粒乾燥機の背面図
【図９】別実施例の穀粒乾燥機の側面図
【符号の説明】
【００２８】
４　燃焼装置（燃焼バーナ）
７　排風ファン
１３　熱風室
１５　排風室
２０　還元通路
２２　調節弁

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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