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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　籾又は麦を投入する籾ホッパ（６）と該籾ホッパ（６）底部に開閉シャッタ弁（３１）
と、一対の籾摺ロール（７，７）を備えた籾摺部（１）と、吸引ファン（１３）を有する
摺落米風選部（２）と、複数段からなる揺動選別板（１５、・・・）を有する混合米選別
部（３）を備えた籾摺選別機において、
　麦の精選を選択する麦モードスイッチ（５３）と、開閉シャッタ弁（３１）の開度を調
節する開閉調節モータ（６６）と、一対の籾摺ロール（７，７）の間隙を調節する籾摺ロ
ール間隙調節モータ（６２）を設け、
　麦モードスイッチ（５３）により麦モードを選択すると一対の籾摺ロール（７，７）の
間隙を麦精選用の間隙に調節すると共に、開閉シャッタ弁（３１）を籾摺運転の標準位置
より狭い位置に調節する構成を備えたことを特徴とする籾摺選別機。
【請求項２】
　摺落米風選部（２）の吸引ファン（１３）の回転数を調節する吸引ファン駆動モータ（
６７）を備え、麦モードスイッチ（５３）により麦モードを選択すると吸引ファン駆動モ
ータ（６７）の吸引回転数を籾摺運転の標準回数よりも少なく設定することを特徴とする
請求項１記載の籾摺選別機。
【請求項３】
　摺落米風選部（２）には、整粒を揺動選別板（１５）側に搬送する一番ラセン（１２ａ
）と、小粒を籾摺りロール側に搬送する二番ラセン（２７ａ）と、二番ラセン（２７ａ）
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の上方に二番ラセン（２７ａ）に小粒を流入させるか否かを切り替える切換弁（３５）と
、を設け、麦モードが選択された場合に、切換弁（３５）が二番ラセン（２７ａ）への小
粒の流入を妨げる位置に移動することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の籾摺選
別機。
【請求項４】
　揺動選別板（１５，…）の傾斜角度を調節する揺動選別板角度調節モータ（６４）を備
え、麦モードが選択された場合に、揺動選別板（１５，…）の傾斜角度を籾摺運転の標準
角度よりも緩やかにする制御をすることを特徴とする請求項1ないし請求項３のいずれか
に記載の籾摺選別機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、籾摺選別機に係り、特に米と麦の籾摺選別が可能な籾摺選別機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から米と麦の籾摺選別が可能な籾摺選別機として、下記の特許文献１に記載の技術
が知られている。
　特許文献１（特開２０１５－８５２５４号公報）には、籾摺選別機において、籾摺りを
行うモードの場合には、籾を回転する一対の脱ぷロール（３）の間を通過させて籾摺りを
行った後、風選部（５）において風で籾殻を舞い上がらせて排出することで、玄米を得る
ことが記載されている。特許文献１の籾摺選別機では、籾摺りの必要のない麦から藻屑（
ノギ等）を選別処理する麦モードの時には、脱ぷロール（３）同士の間隔を全開にしてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－８５２５４号公報（「００３２」）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、籾に比べて麦は流下しやすいため、前記特許文献１に記載の米と麦の籾摺選別
が可能な籾摺選別機のように、麦モードにおいて脱ぷロールの間隔を全開にすると、風選
部に流入する麦の量が多くなりすぎて、風選部における藻屑の除去が不十分になる問題が
ある。
【０００５】
　本発明の課題は、麦の選別を行う場合に、藻屑の除去が十分に行われる籾摺選別機を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の上記課題は次の解決手段により解決される。　
　すなわち、請求項１記載の発明は、籾又は麦を投入する籾ホッパ（６）と該籾ホッパ（
６）底部に開閉シャッタ弁（３１）と、一対の籾摺ロール（７，７）を備えた籾摺部（１
）と、吸引ファン（１３）を有する摺落米風選部（２）と、複数段からなる揺動選別板（
１５、・・・）を有する混合米選別部（３）を備えた籾摺選別機において、麦の精選を選
択する麦モードスイッチ（５３）と、開閉シャッタ弁（３１）の開度を調節する開閉調節
モータ（６６）と、一対の籾摺ロール（７，７）の間隙を調節する籾摺ロール間隙調節モ
ータ（６２）を設け、麦モードスイッチ（５３）により麦モードを選択すると一対の籾摺
ロール（７，７）の間隙を麦精選用の間隙に調節すると共に、開閉シャッタ弁（３１）を
籾摺運転の標準位置より狭い位置に調節する構成を備えたことを特徴とする籾摺選別機で
ある。



(3) JP 6583155 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

【０００７】
　請求項２記載の発明は、摺落米風選部（２）の吸引ファン（１３）の回転数を調節する
吸引ファン駆動モータ（６７）を備え、麦モードスイッチ（５３）により麦モードを選択
すると吸引ファン駆動モータ（６７）の吸引回転数を籾摺運転の標準回数よりも少なく設
定することを特徴とする請求項１記載の籾摺選別機である。
【０００８】
　請求項３記載の発明は、摺落米風選部（２）には、整粒を揺動選別板（１５）側に搬送
する一番ラセン（１２ａ）と、小粒を籾摺りロール側に搬送する二番ラセン（２７ａ）と
、二番ラセン（２７ａ）の上方に二番ラセン（２７ａ）に小粒を流入させるか否かを切り
替える切換弁（３５）と、を設け、麦モードが選択された場合に、切換弁（３５）が二番
ラセン（２７ａ）への小粒の流入を妨げる位置に移動することを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の籾摺選別機である。
【０００９】
　請求項４記載の発明は、揺動選別板（１５，…）の傾斜角度を調節する揺動選別板角度
調節モータ（６４）を備え、麦モードが選択された場合に、揺動選別板（１５，…）の傾
斜角度を籾摺運転の標準角度よりも緩やかにする制御をすることを特徴とする請求項1な
いし請求項３のいずれかに記載の籾摺選別機である。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載の発明によれば、籾に比べて流下し易い麦の流量を抑制して摺落米風選
部（２）での風選処理が適正になり、麦の選別を行う場合に、藻屑の除去が十分に行われ
る籾摺選別機を提供できる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によれば、麦モードが選択されると吸引ファン（１３）の回転数
が籾摺運転の標準回数よりも少なくなるので、籾に比べ飛散し易い麦の過剰な吸引による
麦の機外飛散を防止できる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、麦モード時に二番ラセン（２７ａ）に麦が流入しない
ように切換弁（３５）が移動するので、籾摺ロール側に戻す必要が無い麦を一番ラセンに
流下させることができ、麦選別の精度が向上する。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、揺動選別板（１５，…）は、その揺上側に玄米層が選
別されて機外に排出され、その揺下側に籾層が選別され籾摺ロール（７，７）に戻される
が、麦は籾摺りロール（７，７）に戻す必要が無いので、傾斜角度を緩やかにすることで
麦を揺上側に集中させ、機外に排出することで、作業能率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】揺動選別板型籾摺選別機の全体の切断側面図。
【図２】籾摺選別機の外観図。
【図３】操作盤の正面図。
【図４】揺動選別板、玄米仕切板、籾仕切板、ガイド溝、レバーおよび麦案内用傾斜板の
説明図。
【図５】籾摺選別機の正面に向かって右側の部分正面図。
【図６】制御ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
  以下、図面に示す実施例に基づき本発明を説明する。
  まず、図１、図２に基づき本発明を実施する揺動選別板型籾摺選別機の全体構成につい
て説明する。
【００１６】
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　図１に示すように、本籾摺選別機は、機体の左側上部に配設している籾摺部１と、左右
中央部に配設している摺落米風選部２と、機体の右側に配設している揺動選別板型混合米
選別部３と、混合米選別部３の選別摺落米を揚穀する混合米揚穀機４と、混合米選別部３
の仕上げ玄米を機外に取り出す玄米揚穀機５と、混合米選別部３の選別籾を籾摺部１に揚
穀還元する籾揚穀機２７等で構成されている。
【００１７】
  本実施例の籾摺選別機は、籾から玄米を得るための籾摺選択モードと、麦の精選処理を
行う麦選択モードを切り替え可能な籾摺選別機である。籾摺選択モードと麦選択モードと
の切り替えは図３に示す籾摺選別機の操作盤５１を操作することにより行う。図３の操作
盤５１の説明は後述する。
【００１８】
  籾摺部１は籾摺ロール型に構成されていて、籾ホッパ６と、左右一対の籾摺ロール７，
７と、籾摺ロール７，７の下方に設けられている振動型の摺落米移送棚８等により構成さ
れている。籾ホッパ６の籾は籾摺ロール７，７で籾摺されて摺落米移送棚８に落下供給さ
れ、振動している摺落米移送棚８により右側に移送され、摺落米風選部２下部の選別始端
側に供給される。
【００１９】
  摺落米風選部２は、摺落米風選箱体９と、摺落米風選箱体９内に上下方向に沿うように
構成されている摺落米選別風路１０と、摺落米選別風路１０の中途部下方に設けられてい
る粃受樋１１と、摺落米選別風路１０の下部始端側に設けられている摺落米受樋１２と、
摺落米選別風路１０の上部終端側に配設されている吸引ファン１３と、排塵筒１４等によ
り構成されている。
【００２０】
  次に、揺動選別型の混合米選別部３について説明する。　
  多段の揺動選別板１５，…には、板面に選別用の凹凸が形成されていて、縦方向の一側
を高い供給側、他側を低い排出側とし、縦方向に直交する横方向の一方側を高い揺上側、
横方向他側を低い揺下側として、揺動選別板１５の縦横２方向ともに傾斜構成し、揺動選
別板１５，…を揺動装置（図示省略）により横方向斜め上下に往復揺動するように構成し
ている。
【００２１】
  揺動選別板１５，…の上方には混合米タンク２４が配設されていて、摺落米受樋１２で
風選された混合米が混合米揚穀機４により揚穀され、混合米タンク２４に供給される。次
いで、混合米は混合米タンク２４から分配供給樋１６と分配ケース１７を経由して揺動選
別板１５，…に供給される。
  揺動選別板１５，…の揺下側の側壁の排出側部分には、籾排出口を切り欠き構成し、選
別籾は揺下側に取り出され、籾還元流路２９を経て籾揚穀機２７に供給される構成である
。
【００２２】
  揺動選別板１５，…に供給された混合米は、粒形の大小，比重の大小，摩擦係数の大小
等の関係で偏流分布される。軽量で小形の玄米は揺上側に偏流分布し、玄米に比較して大
形で重い籾は、揺下側に偏流分布し、その中間部には分離されない籾・玄米の混合米が分
布しながら選別される。そして、これらの選別穀粒は、揺動選別板１５の排出側に設けら
れている玄米仕切板１８及び籾仕切板１９で仕切られて取り出される。
【００２３】
  取り出された仕上げ玄米は、玄米取出樋２０，玄米流路２１，玄米揚穀機５を経由して
機外に取り出される。また、取り出された選別混合米は混合米取出樋２２，混合米流路２
３を経て一番ラセン１２ａを備えた摺落米受樋１２に取り出され、更に混合米揚穀機４，
混合米タンク２４，分配供給樋１６，分配ケース１７を経由して揺動選別板１５，…に供
給され再選別される。
【００２４】
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  また、揺動選別板１５，…の揺下側に偏流分離した選別籾のうち揺下側の側壁に沿って
流下したものは、籾排出口から籾還元流路２９に取り出され、また、揺下側の側壁よりも
揺上側を流下したものは揺動選別板１５，…の排出側端部から籾仕切板１９により仕切ら
れて、籾取出樋２５に取り出される。このようにして取り出された選別籾は、籾流路２６
，籾揚穀機２７を経て籾摺部１に揚穀還元され、再度の籾摺がなされる。なお、摺落米風
選部２で粃受樋１１に選別された粃は、籾揚穀機２７に送られ、混合米選別部３の選別籾
と共に籾摺部１に揚穀還元される。
　なお、籾摺選別機各部の駆動構成は、例えば、特開２０１５－２２３５６５号公報等に
開示されており、従来公知である。
【００２５】
  次に、籾摺選別機各部の駆動構成について説明する。
  籾摺部１の下方に配置した図示しない主モータなどにより駆動される図示しない籾摺入
力軸を経由して籾摺ロール７，７に動力が伝達される。また図示しない前記籾摺入力軸の
回転駆動力は、図示しない移送ベルト伝動装置などを経由して摺落米移送棚８を振動させ
る動力として、さらに混合米揚穀機４及び摺落米受樋１２にある図示しない混合米ラセン
（一番ラセン）１２ａに動力が伝達されている。
  籾ホッパ６の底部には、開閉シャッタ弁の一例としての籾シャッタ弁３１を設け、籾シ
ャッタ弁３１の軸部３１ａ回りに回動するように軸支している。
【００２６】
　図３において、操作盤５１は、籾摺選別機の電源のオン／オフを行う電源ボタン５４と
、麦モードに設定するための麦モードスイッチ５３と、籾摺選別機の運転を開始する際に
押される運転スイッチ５５と、籾摺選別機の運転を停止する際に押される停止スイッチ５
６とを有する。また、各ボタン、スイッチ５３～５６の上方には、籾摺設定部５７が設け
られている。籾摺設定部５７の中央部には、籾摺りロール７，７同士の間隔の現在の設定
を表示する間隔設定表示部５７ａが配置されている。
【００２７】
　ここで、実施例１では、左右一対の籾摺ロール７，７の間隔は、一対の籾摺ロール７，
７の駆動軸間の距離を調整可能な図示しない間隙調節モータで調節可能に構成されている
。なお、籾摺りロール７，７の間隔を調整する構成や制御に関しては、従来公知であり、
例えば、特開２０００－６１３３１号公報等に記載されているため、詳細な説明は省略す
る。そして、実施例１では、一例として、籾摺りロール７，７同士の間隔が６段階で設定
可能に構成されており、間隔設定表示部５７ａは、籾摺りロール７，７同士の間隔の段階
に合わせて６つのランプのいずれかが点灯する様に設定されている。
【００２８】
　なお、実施例１の間隔設定表示部５７ａでは、籾摺りロール７，７同士の間隔が狭くな
るほど右側のランプが点灯し、間隔が広くなるほど左側のランプが点灯するように構成さ
れている。また、間隔設定表示部５７ａの左側には、籾摺りロール７，７同士の間隔を１
段階広くする（開ける）ための「開」ボタン（ロール間隙調整スイッチ）５９が配置され
、間隔設定表示部５７ａの右側には、籾摺りロール７，７同士の間隔を１段階狭くする（
閉じる）ための「閉」ボタン（ロール間隙調整スイッチ）６０が配置されている。なお、
実施例１の操作盤５１では、麦モードスイッチ５３を押すことでも、「開」ボタン５９を
押し続けることでも、籾摺りロール７，７同士の間隔が最も広い「麦モード」に設定する
ことが可能に構成されている。
【００２９】
　実施例１の操作盤５１には、左部にモータの負荷を表示する負荷表示部が設置されてい
る。なお、モータの負荷は、図示しない負荷電流センサ等で検知可能である。したがって
、玄米モード時は、籾摺りロール７，７を通過する際の負荷がモータ負荷で検知可能であ
る。よって、籾ホッパ６の籾がなくなると、籾摺りロール７，７に送られる籾がなくなり
、モータ負荷が減少するため、モータ負荷に基づいて、籾ホッパ６の籾がなくなったか否
かを判別することも可能である。
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【００３０】
　本実施例の籾摺選別機は、籾を玄米にする玄米モードと麦を精選する麦モードを選択で
きる。なお、玄米を得るべく玄米モードを選択する場合は前記特開２０１５－２２３５６
５号公報に開示した手順で籾摺選別を行うが、その籾摺選別手順の詳細は本明細書では省
略する。
【００３１】
　図３で麦モード設定ボタン５３が押されると、一対の籾摺ロール７，７の間隔を、麦モ
ード用の設定値の一例である５ｍｍとする。このとき、一対の籾摺ロール７，７の間隔が
５ｍｍ未満にすると米粒の籾殻を籾摺りすることができるが、麦には籾殻がないので籾摺
ロール７，７の間隔を５ｍｍに拡げることで、麦を摺ることなく、籾摺ロール７，７の間
から下方に送給することができる。
【００３２】
　但し、籾摺ロール７，７の間隔を５ｍｍ以上とすると、籾の場合に比べて、麦が籾摺ロ
ール７，７を速やかに流下することで、麦が摺落米移送棚８を経由して摺落米風選部２及
び混合米選別部３に過剰に送給されることがある。よって、このような麦の過剰送給を防
ぐために、籾シャッタ弁３１の回動により籾ホッパ６の下部の開放度合いを、玄米モード
時（籾摺り運転時）の標準位置よりも狭い位置に調整する。
【００３３】
　この場合は、本実施例では、籾シャッタ弁３１を軸部３１ａを中心に回動させて籾ホッ
パ６の下部の開放度合いを、予め設定された麦モードの設定位置（玄米モードの標準位置
よりも開放度合いが狭い）に設定することで、麦が必要以上に摺落米移送棚８上に供給さ
れないようにする。こうして籾に比べて流れ易い麦が過剰に摺落米風選部２及び混合米選
別部３に送られるのを避けて、吸引ファン１３による芒（ノギ）やゴミ等の藻屑の吸引効
率を上げることができる。
【００３４】
　なお、選択された麦モードに適した揺動回転数（玄米モードより大きな揺動回転数）と
なるように、混合米選別部３にある揺動選別板１５を揺動させることも可能である。こう
して、混合米選別部３では麦の損傷を防止しながら、玄米に比べて比重の大きい麦を効率
的に移送することができる。
【００３５】
　また、排塵筒１４の基部側にある吸引ファン１３は排塵筒１４側だけでなく玄米揚穀機
５の頂部側の側面に接続する仕上吸塵風路３２を備えている。該仕上吸塵風路３２は、吸
引ファン１３に接続する開口部から水平方向に向いた水平風路３２ａと該水平風路部分３
２ａに続き、玄米揚穀機５の頂部側の側面に支持された上向きの風路３２ｂ及び上向きの
風路３２ｂの頂部から下向きのＵ字状の風路を有する出口風路３２ｃが接続している。従
って、前記仕上吸塵風路３２には吸引ファン１３により玄米揚穀機５で搬送された穀粒に
含まれる塵やノギの取り残し等が出口風路３２ｃから吸引され、排塵筒１４から排出され
る。
【００３６】
　仕上吸塵風路３２の水平風路３２ａ内には風圧センサ３３（図６）を吊り下げておき、
仕上吸塵風路３２内に吸塵風が吹くと風圧センサ３３が作動するようになっている。
　そして、風圧センサ３３の作動量により仕上吸塵風量が適正なものであるか否かを検出
することができる。なお仕上吸塵風量の適正値は、籾摺機内での籾又は麦の供給量（「籾
の単位籾摺り量又は麦の単位精選量」）に対する風量が、それぞれ、実験やシミュレーシ
ョンで予め設定されている。
【００３７】
　また、籾揚穀機２７の基部側の流路を開閉する二番切替弁３５を設けておき、麦モード
選択時には二番切換弁３５を籾揚穀機２７内で籾や麦を搬送する二番ラセン２７ａへの流
路を閉じる方向に切り替えて、麦が籾揚穀機２７内の流路に流れないようにする。二番切
替弁３５の切り替えは手動又は図６に示す二番切替弁３５の駆動モータ６３で行う。
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【００３８】
　これは麦作業時には、クズ米と異なり小粒・軽粒の麦粒は少ないので、籾揚穀機２７を
経由して籾摺部１に落とすより、麦を摺落米受樋１２で回収して混合米揚穀機４に送るほ
うが効率的であることによる。
【００３９】
　複数段からなる揺動選別板１５，…の中間部の段の揺動選別板１５の揺下側には穀粒セ
ンサ３７を設けている。また、麦モードでは、この穀粒センサ３７の設置位置に麦が送ら
れないよう揺動選別板１５，…の傾斜角度を調整することで、麦が混合米選別部３から摺
落米風選部２に回収されないようにし、麦の精選効率を高くすることができる。したがっ
て、麦モードでは、揺動選別板１５，…の傾斜角度は、玄米モード（籾摺運転）時の傾斜
角度（標準角度）よりも緩やか（水平に近づく）に制御される。
【００４０】
　また、図４に示すように、本実施例では、麦モードにおいて、作業効率を高めるために
玄米仕切板１８を揺動選別板１５の揺下側より外側にスライド可能とし、揺動選別板１５
，…の麦を全て機体の外側に排出できるようにした。
【００４１】
　玄米仕切板１８を前記したように図４の矢印Ｓ方向にスライドさせるために、籾選別機
の前壁に横長スリット状のガイド溝３９を設け、さらに玄米仕切板１８には前記ガイド溝
３９から籾摺選別機の前壁を貫通して機体外部に突出するレバー４１を設けているので、
前記レバー４１を籾摺選別機の正面に向かって右側に動かすことで、容易に玄米仕切板１
８をスライドさせることができる。
【００４２】
　図５のガイド溝３９の周囲の籾摺選別機の前壁部の部分正面図に示すように、ガイド溝
３９の周囲壁面に「玄米選別」、「麦選別」なる表示をし、且つ「玄米選別」の範囲内で
スライドの範囲を示す表示を数字「１」～「５」までに分けて行う。したがって、作業者
が揺動選別板１５，…上の玄米や籾の選別状況を確認して、玄米の範囲に合わせて手動で
数字「１」から「５」の範囲で矢印Ｓ方向にレバー４１をスライドさせると「玄米選別」
ができる。そして、数字「１」から「５」の範囲以上に矢印Ｓ方向にレバー４１をスライ
ドさせると「麦選別」モード（麦モード）に入ることになる。
【００４３】
　また、図５に示すガイド溝３９内には、「玄米選別」から「麦選別」へのレバー４１の
スライド移動を規制する部材を設けることもできる。スライド移動を規制する部材として
、例えば図５に示す上に凸となった板バネ４２をガイド溝３９中に配置することにより、
スライド中のレバー４１を操作中の作業者に大きな抵抗を与えて、誤って麦モードに設定
されることが低減される。なお、誤操作を低減するための構成としては、「玄米選別」と
「麦選別」の境界部分に、ガイド溝３９の内側に凹凸を設けて、引っ掛かるようにしたり
、ガイド溝３９を段差状やクランク状に構成する等、任意の変更が可能である。
【００４４】
　また、「玄米選別」から「麦選別」へのレバー４１のスライド操作で誤操作されること
を防ぐとともに、レバー４１が「麦選別」に移動したことを検知するために、リミットス
イッチを配置することも可能である。なお、板バネ４２とリミットスイッチは、いずれか
一方を配置することも可能であるし、両方を配置することも可能である。また、レバー４
１の移動のみを検知する場合には、レバー４１の位置を検知する非接触型の光センサや、
リミットスイッチ以外の接触型のセンサを使用することも可能である。
【００４５】
　さらに、揺動選別板１５，…の前側には、麦案内用傾斜板３８が配置されている。麦案
内用傾斜板３８は、下端の回転中心３８ａを中心として回転可能に支持されている。麦案
内用傾斜板３８の回転中心３８ａには、駆動源の一例としての図示しないモータから駆動
が伝達可能に構成されている。麦案内用傾斜板３８は、モータの駆動に伴って、麦モード
では図４の実線で示す案内位置に移動するとともに、玄米モードでは図４の破線で示す収
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納位置に移動する。なお、麦モードと玄米モードの判定は、例えば、上述のリミットスイ
ッチ等の検知結果を使用して判別することが可能である。
【００４６】
　したがって、レバー４１が麦モードの位置まで操作された場合、揺動選別板１５，…に
おいて玄米仕切板１８よりも右側に存在する麦は、揺動選別板１５，…の前端から落下し
た場合に、麦案内用傾斜板３８に案内され、混合米流路２３ではなく、玄米流路２１に移
送される。よって、小粒、軽量のものが少なく、選別の必要性が低い麦に対して、麦モー
ドでは、混合米流路２３を通過して揺動選別板１５の上方に再度供給される時間的なムダ
が低減される。
【００４７】
　図６は実施例１の制御部の説明図である。
　図６において、実施例１の制御部１００には、信号入力部の一例として、麦モードスイ
ッチ５３、運転スイッチ５５、ロール間隙調整スイッチ５９，６０、停止スイッチ５６、
穀粒センサ３７、風圧センサ３３からの信号が入力される。また、実施例１の制御部１０
０は、被制御要素の一例としての籾摺りロール７，７間隙調節モータ６２、二番切替弁３
５駆動モータ６３、揺動選別板１５角度調節モータ６４、循環排出切換弁３６駆動モータ
６５、シャッタ弁３１開閉調節モータ６６、籾摺機駆動モータ（図示せず）、吸引ファン
１３モータ６７に制御信号を出力する。
【００４８】
　実施例１の制御部１００では、麦モードに設定された場合、籾摺りロール７，７間隙調
節モータ６２を制御して、籾摺りロール７，７の間隔を麦モード用の間隔（実施例１では
５ｍｍ）に設定する。また、麦モードでは、小粒、軽量の麦が少ないので、切替弁３５の
駆動モータを駆動して、切替弁３５を閉じる。さらに、麦モードでは、揺動選別板１５角
度調節モータ６４を駆動して、穀粒センサ３７の設置位置に麦が送られないよう揺動選別
板１５，…の傾斜角度を調整する。
【００４９】
　また、麦モードでは、籾摺が不十分な籾を循環させる必要がある玄米モードとは異なり
、循環排出切換弁３６の駆動モータ６５を制御して、運転開始の当初から循環排出切換弁
３６を開いた状態とする。さらに、麦モードでは、シャッタ弁３１の開閉調節モータ６６
を制御して、シャッタ弁３１を玄米モードの標準位置よりも狭い位置に移動させる。また
、麦モードでは、籾に比べて軽量で飛散しやすい麦に対応するために、吸引ファン駆動モ
ータ６７を制御して、吸引ファン１３の吸引回転数を、玄米モード（籾摺運転）の標準回
転数よりも低い麦モード用の標準回転数に制御する。
【００５０】
　また、制御部１００は、籾摺機駆動モータや吸引ファン駆動モータ６７を、運転スイッ
チ５５の入力に応じて駆動し、停止スイッチ５６の入力に応じて停止する。また、風圧セ
ンサ３３の検知結果に基づいて、吸引ファン駆動モータ６７を制御して、仕上吸塵風量を
制御する。
【符号の説明】
【００５１】
１     籾摺部             　 ２      摺落米風選部
３     混合米選別部        　４      混合米揚穀機
５     玄米揚穀機         　 ６      籾ホッパ
７     籾摺ロール         　 ８     摺落米移送棚
９     摺落米風選箱体        １０   摺落米選別風路
１１   粃受樋                １２   摺落米受樋
１２ａ 一番ラセン            １３   吸引ファン
１４   排塵筒                １５   揺動選別板
１６   分配供給樋            １７   分配ケース
１８   玄米仕切板            １９   籾仕切板
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２０   玄米取出樋            ２１   玄米流路
２２   混合米取出樋          ２３   混合米流路
２４   混合米タンク          ２５   籾取出樋
２６   籾流路                ２７   籾揚穀機
２７ａ 二番ラセン            ２９   籾還元流路
３１   籾シャッタ弁          ３１ａ 軸部
３２   仕上吸塵風路          ３２ａ 水平風路
３２ｂ 上向きの風路          ３２ｃ 出口風路
３５   切替弁                ３７   穀粒センサ
３８   麦案内用傾斜板        ３８ａ 回転中心
３９   ガイド溝              ４１   レバー
４２   板バネ                ５１   操作盤
５３   麦モードスイッチ      ５４   電源ボタン
５５   運転スイッチ       　 ５６   停止スイッチ
５７   籾摺設定部            ５７ａ 間隔設定表示部
５９   ロール間隙調整スイッチ
６０   ロール間隙調整スイッチ
６２   籾摺りロール間隙調節モータ
６３   切替弁駆動モータ
６４   揺動選別板角度調節モータ
６５   循環排出切換弁駆動モータ
６７   吸引ファン駆動モータ
１００ 制御部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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              特開平７－１５５６２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平６－５５０８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１８１４４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２３９９８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１５２６８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平４－２２２６７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２４０８４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平６－１３４３２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１７６３８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１４／０２８３６９４（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０２Ｂ　　　７／０２　　　　
              Ｂ０２Ｂ　　　３／００　　　　
              Ｂ０２Ｂ　　　３／０４　　　　
              Ｂ０２Ｂ　　　５／０２　　　　
              Ｂ０２Ｂ　　　７／００　　　　
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