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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】生海苔から乾燥海苔を製造する海苔製造機を提
供する。
【解決手段】海苔簀を搬送するための搬送装置３の搬送
経路に沿って海苔生地を海苔簀に抄製するための抄製装
置８と海苔簀に抄製された海苔生地を乾燥させるための
乾燥装置１０とを順に配置するとともに、これら抄製装
置８及び乾燥装置１０を制御装置１３で制御する海苔製
造機１において、制御装置１３は、抄製装置８での海苔
生地の抄製が終了した場合に、乾燥装置１０の内部の温
度を低減するように制御する。また、前記制御装置１３
は、乾燥装置１０で乾燥させる海苔生地を搬送装置３で
搬送するのに要する時間が経過した後に乾燥装置１０の
駆動を停止するように制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海苔簀を搬送するための搬送装置の搬送経路に沿って海苔生地を海苔簀に抄製するため
の抄製装置と海苔簀に抄製された海苔生地を乾燥させるための乾燥装置とを順に配置する
とともに、これら抄製装置及び乾燥装置を制御装置で制御する海苔製造機において、
　制御装置は、抄製装置での海苔生地の抄製が終了した場合に、乾燥装置の内部の温度を
低減するように制御することを特徴とする海苔製造機。
【請求項２】
　前記制御装置は、乾燥装置で乾燥させる海苔生地を搬送装置で搬送するのに要する時間
が経過した後に乾燥装置の駆動を停止するように制御することを特徴とする請求項１に記
載の海苔製造機。
【請求項３】
　前記制御装置は、乾燥装置の内部に搬送経路に沿って形成した複数の乾燥空間毎に配置
した乾燥機を個別に制御し、乾燥させる海苔生地を抄製した海苔簀が各乾燥空間を通過し
た時にその乾燥空間に配置した乾燥機の駆動を停止するように制御することを特徴とする
請求項１又は請求項２に記載の海苔製造機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海苔簀に抄製した海苔生地を乾燥させて乾燥海苔を製造するための海苔製造
機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、養殖した生海苔から所定形状の乾燥海苔を製造するために海苔製造機が用い
られている。
【０００３】
　この海苔製造機は、海苔簀を搬送するための搬送装置と、海苔生地を海苔簀に抄製する
ための抄製装置と、海苔簀に抄製された海苔生地を乾燥させるための乾燥装置とを有して
おり、搬送装置による海苔簀の搬送経路に沿って抄製装置と乾燥装置とを順に配置した構
成となっている。
【０００４】
　そして、海苔製造機では、抄製装置で海苔簀の上面に生海苔と水分とからなる海苔生地
を所定形状に抄製した後に、乾燥装置に設けた複数の乾燥機による温風で順に海苔生地を
強制的に乾燥させて乾燥海苔とすることで、所定形状の乾燥海苔を製造するようにしてい
る（たとえば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２７５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記従来の海苔製造機にあっては、乾燥海苔の製造中に乾燥装置に設けた全
ての乾燥機を常時駆動して乾燥装置の内部の温度状態を常に一定状態に保持し、乾燥海苔
の製造が終了した後に乾燥装置の全ての駆動を一斉に停止するようにしていた。
【０００７】
　そのため、乾燥装置の内部において海苔生地が抄製された海苔簀が通過した後でも乾燥
装置に設けた全ての乾燥機が依然として駆動しており、海苔生地の乾燥に寄与しない乾燥
機までもが駆動され、その分のエネルギーが無駄に消費されていた。
【０００８】
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　また、従来の海苔製造機では、乾燥装置での乾燥が終了するまで作業者が待機し、乾燥
装置での乾燥が終了した後に作業者が海苔製造機の駆動を停止しなければならず、作業者
の負担となっていた。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで、請求項１に係る本発明では、海苔簀を搬送するための搬送装置の搬送経路に沿
って海苔生地を海苔簀に抄製するための抄製装置と海苔簀に抄製された海苔生地を乾燥さ
せるための乾燥装置とを順に配置するとともに、これら抄製装置及び乾燥装置を制御装置
で制御する海苔製造機において、制御装置は、抄製装置での海苔生地の抄製が終了した場
合に、乾燥装置の内部の温度を低減するように制御することにした。
【００１０】
　また、請求項２に係る本発明では、前記請求項１に係る本発明において、前記制御装置
は、乾燥装置で乾燥させる海苔生地を搬送装置で搬送するのに要する時間が経過した後に
乾燥装置の駆動を停止するように制御することにした。
【００１１】
　また、請求項３に係る本発明では、前記請求項１又は請求項２に係る本発明において、
前記制御装置は、乾燥装置の内部に搬送経路に沿って形成した複数の乾燥空間毎に配置し
た乾燥機を個別に制御し、乾燥させる海苔生地を抄製した海苔簀が各乾燥空間を通過した
時にその乾燥空間に配置した乾燥機の駆動を停止するように制御することにした。
【発明の効果】
【００１２】
　そして、本発明では、以下に記載する効果を奏する。
【００１３】
　すなわち、本発明では、海苔簀を搬送するための搬送装置の搬送経路に沿って海苔生地
を海苔簀に抄製するための抄製装置と海苔簀に抄製された海苔生地を乾燥させるための乾
燥装置とを順に配置するとともに、これら抄製装置及び乾燥装置を制御装置で制御する海
苔製造機において、制御装置は、抄製装置での海苔生地の抄製が終了した場合に、乾燥装
置の内部の温度を低減するように制御することにしているために、乾燥装置での無駄なエ
ネルギーの消費を防止し、海苔製造機のランニングコストを低減することができる。
【００１４】
　特に、乾燥装置で乾燥させる海苔生地を搬送装置で搬送するのに要する時間が経過した
後に乾燥装置の駆動を停止するように制御した場合には、乾燥終了後に作業者が乾燥装置
の駆動を停止しなくてもよくなり、作業者の負担を軽減することができる。
【００１５】
　また、乾燥装置の内部に搬送経路に沿って形成した複数の乾燥空間毎に配置した乾燥機
を個別に制御し、乾燥させる海苔生地を抄製した海苔簀が各乾燥空間を通過した時にその
乾燥空間に配置した乾燥機の駆動を停止するように制御することにした場合には、さらに
乾燥装置での無駄なエネルギーの消費を防止することができ、海苔製造機のランニングコ
ストをより一層低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る海苔製造機を示す側面説明図。
【図２】乾燥中の海苔生地の残量と各乾燥機の出力との関係を示す一覧表
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明に係る海苔製造機の具体的な構成について図面を参照しながら説明する
。
【００１８】
　図１に示すように、海苔製造機１は、ケーシング２の内部に搬送装置３を設けている。
【００１９】
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　ここで、搬送装置３は、左右に並べた複数枚の海苔簀を着脱自在に取付けた簀枠を搬送
するものであり、前側ケーシング４に設けた無端状の前側搬送機構５と後側ケーシング６
に設けた無端状の後側搬送機構７とを連動させて駆動するようになっている。
【００２０】
　この搬送装置３は、前側搬送機構５の上部側において前側搬送機構５で簀枠（海苔簀）
を前方から後方に向けて搬送した後に、簀枠を前側搬送機構５の上部後端部から後側搬送
機構７の上部前端部に受渡し、後側搬送機構７の上部側において簀枠を前方から後方に向
けて搬送した後に後側搬送機構７の下部側において後方から前方に向けて搬送し、その後
、簀枠を後側搬送機構７の下部前端部から前側搬送機構５の下部後端部に受渡し、前側搬
送機構５の下部側において簀枠を後方から前方に向けて搬送するようにしている。これに
より、搬送装置３は、前側搬送機構５の上部前方から上部後方、後側搬送機構７の上部前
方から上部後方、同じく後側搬送機構７の下部後方から下部前方、前側搬送機構５の下部
後方から下部前方に通じる簀枠（海苔簀）の搬送経路を形成している。
【００２１】
　また、海苔製造機１は、搬送装置３による簀枠の搬送経路に沿って抄製装置８、脱水装
置９、乾燥装置10、剥離装置11、海苔簀洗浄装置12を順に配置し、これら搬送装置３、抄
製装置８、脱水装置９、乾燥装置10、剥離装置11、海苔簀洗浄装置12を制御装置13で制御
するようにしている。
【００２２】
　ここで、抄製装置８は、前側ケーシング４の上部前側に配置されており、生海苔と水分
とからなる海苔生地を各海苔簀の上面に供給して各海苔簀に海苔生地を所定形状に抄製す
るものである。
【００２３】
　脱水装置９は、前側ケーシング４の上部後側に配置されており、各海苔簀に抄製された
海苔生地にスポンジ等を押圧して海苔生地の脱水を行うものである。
【００２４】
　乾燥装置10は、後側ケーシング６の内側下部に複数台（ここでは、４台）の乾燥機14～
17を並べて配置しており、各乾燥機14～17で発生した温風の熱によって各海苔簀に抄製さ
れた海苔生地を乾燥させるものである。なお、乾燥装置10は、各乾燥機14～17を制御装置
13で個別に制御するようにしている。
【００２５】
　この乾燥装置10は、後側ケーシング６に複数台の乾燥機14～17を前後に並べて配置する
ことで、一台目の乾燥機14によって後側搬送機構７の上部を前方から後方に向けて移動す
る海苔簀上の海苔生地を乾燥させる第１の乾燥空間18と、二台目の乾燥機15によって後側
搬送機構７の上部を前方から後方に向けて移動する海苔簀上の海苔生地を乾燥させる第２
の乾燥空間19と、三台目の乾燥機16によって後側搬送機構７の上部を前方から後方に向け
て移動する海苔簀上の海苔生地を乾燥させる第３の乾燥空間20と、四台目の乾燥機17によ
って後側搬送機構７の上部を前方から後方に向けて移動する海苔簀上の海苔生地を乾燥さ
せる第４の乾燥空間21と、同じく四台目の乾燥機17によって後側搬送機構７の下部を後方
から前方に向けて移動する海苔簀上の海苔生地を乾燥させる第５の乾燥空間22と、三台目
の乾燥機16によって後側搬送機構７の下部を後方から前方に向けて移動する海苔簀上の海
苔生地を乾燥させる第６の乾燥空間23と、二台目の乾燥機15によって後側搬送機構７の下
部を後方から前方に向けて移動する海苔簀上の海苔生地を乾燥させる第７の乾燥空間24と
、一台目の乾燥機14によって後側搬送機構７の下部を後方から前方に向けて移動する海苔
簀上の海苔生地を乾燥させる第８の乾燥空間25とを後側ケーシング６の内部に形成してい
る。
【００２６】
　剥離装置11は、前側ケーシング４の下部後側に配置されており、乾燥装置10で乾燥させ
た乾燥海苔を各海苔簀から剥離して回収するものである。
【００２７】
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　海苔簀洗浄装置12は、前側ケーシング４の下部前側に配置されており、各海苔簀の上下
面を洗浄するものである。
【００２８】
　さらに、海苔製造機１には、加温機26と加湿機27と除湿機28とが接続されており、これ
ら加温機26、加湿機27、除湿機28も制御装置13で制御するようにしている。
【００２９】
　ここで、加温機26は、各乾燥機14～17によって暖められた空気を各乾燥機14～17に流入
させることで各乾燥機14～17で発生する温風を加温するものである。
【００３０】
　加湿機27は、乾燥装置10の第１～第８の乾燥空間18～25の内部に蒸気を流入させて内部
の湿度を増加させるものである。
【００３１】
　除湿機28は、乾燥装置10の第１～第８の乾燥空間18～25の内部の蒸気を排除して内部の
湿度を低下させるものである。
【００３２】
　そして、海苔製造機１は、搬送装置３によって海苔簀を搬送経路に沿って連続して搬送
していき、抄製装置８によって各海苔簀の上面に海苔生地を所定形状に抄製し、その後、
脱水装置９によって海苔生地の脱水を行い、その後、乾燥装置10によって海苔生地を強制
的に乾燥させて乾燥海苔とし、その後、剥離装置11によって各海苔簀から乾燥海苔を剥離
して回収し、その後、海苔簀洗浄装置12によって各海苔簀を洗浄して再び抄製装置８に搬
送し、これにより、海苔生地から乾燥海苔を連続して製造するようにしている。なお、搬
送装置３、抄製装置８、脱水装置９、乾燥装置10、剥離装置11、海苔簀洗浄装置12、さら
に、加温機26、加湿機27、除湿機28は、制御装置13で記録媒体に記録されたプログラムに
従って制御されている。
【００３３】
　この海苔製造機１では、制御装置13が抄製装置８での海苔生地の抄製が終了したことを
検出した場合に、制御装置13が抄製装置８の駆動を停止するとともに、乾燥装置10の各乾
燥機14～17、加温機26、加湿機27、除湿機28を以下に説明するように駆動制御している。
なお、抄製装置８での海苔生地の抄製が終了したことを検出する方法としては、たとえば
、抄製装置８に供給される海苔生地の残量を検出するセンサーを設けておき、そのセンサ
ーによって海苔生地の残量が無くなったことを検出したり、抄製装置８にタイマーを設け
ておき、そのタイマーによって予め設定された時間が経過したことを検出することで、自
動的に抄製終了と判断するようにしてもよく、さらには、抄製装置８に終了スイッチを設
けておき、その終了スイッチが作業者によって操作されたことを検出することで、人為的
に抄製終了を通知するようにしてもよい。
【００３４】
　海苔製造機１は、制御装置13で乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量を検出する。こ
こで、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量を検出する方法としては、乾燥装置10に簀
枠の投入枚数と排出枚数とを検出するカウンターを設けておき、そのカウンターによって
投入枚数と排出枚数との差から海苔生地の残量を算出してもよく、また、後側搬送機構７
に重量センサーを設けておき、その重量センサーの重量から海苔生地の残量を算出しても
よい。
【００３５】
　そして、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量に応じて、加温機26
、加湿機27、除湿機28をＯＮ状態又はＯＦＦ状態に切換えるとともに、乾燥装置10の各乾
燥機14～17の出力を段階的に徐々に低減させ、乾燥装置10の内部の各乾燥空間18～25の温
度を低減させている。なお、各乾燥機14～17は、ボイラーの火力（設定温度）やファンの
風量などを変更することで出力を変更することができる。
【００３６】
　たとえば、図２に示すように、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させることができる
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海苔生地の最大量が1200枚分とすると、乾燥装置10で乾燥させる（乾燥中の）海苔生地の
残量が1201枚以上の時には、各乾燥機14～17の出力を100％として駆動制御する。また、
海苔製造機１は、加温機26をＯＮ状態とし、加湿機27をＯＦＦ状態とし、除湿機28をＯＮ
状態に駆動制御する。
【００３７】
　その後、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が1200枚～1051枚と
なった時には、第１及び第８の乾燥空間18,25に配置した乾燥機14の出力を80％に低減し
、残りの乾燥機15,16,17の出力を100％のままに駆動制御する。
【００３８】
　乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が1200枚～1051枚の時は、第１（及び第８）の
乾燥空間18(25)で乾燥させる海苔生地の残量が徐々に減っており、第１の乾燥空間18を最
後に通過する海苔生地を良好に乾燥させることができる温度を保持するのに必要となる出
力（ここでは、80％）に設定している。なお、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が
1050枚～901枚の時の乾燥機15、900枚～751枚の時の乾燥機16、750枚～601枚の時の乾燥
機17も同様に出力を低減している。
【００３９】
　その後、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が1050枚～901枚と
なった時には、第１及び第８の乾燥空間18,25に配置した乾燥機14の出力を50％に低減す
る。
【００４０】
　また、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が1050枚～901枚の時は、第１の乾燥空
間18で乾燥させる海苔生地の残量が全く無く、第８の乾燥空間25で海苔生地を乾燥させる
だけとなっており、第８の乾燥空間25を通過する海苔生地を良好に乾燥させることができ
る温度を保持するのに必要となる出力（ここでは、50％）に設定している。なお、乾燥装
置10で乾燥させる海苔生地の残量が900枚～151枚の時も同様となる。さらに、乾燥装置10
で乾燥させる海苔生地の残量が900枚～301枚の時の乾燥機15、750枚～451枚の時の乾燥機
16も同様に出力を低減している。
【００４１】
　その後、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が900枚～751枚とな
った時には、第２及び第７の乾燥空間19,24に配置した乾燥機15の出力を50％に低減する
とともに、第３及び第６の乾燥空間20,23に配置した乾燥機16の出力を80％に低減する。
また、海苔製造機１は、除湿機28をＯＮ状態からＯＦＦ状態に駆動制御する。
【００４２】
　その後、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が750枚～601枚とな
った時には、第３及び第６の乾燥空間20,23に配置した乾燥機16の出力を50％に低減する
とともに、第４及び第５の乾燥空間21,22に配置した乾燥機17の出力を80％に低減する。
【００４３】
　その後、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が600枚～451枚とな
った時には、第４及び第５の乾燥空間21,22に配置した乾燥機17の出力を30％に低減する
ように駆動制御する。また、海苔製造機１は、加温機26をＯＮ状態からＯＦＦ状態にする
とともに、加湿機27をＯＦＦ状態からＯＮ状態に駆動制御する。
【００４４】
　乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が600枚～451枚の時は、第４の乾燥空間21で乾
燥させる海苔生地の残量が全く無く、第５の乾燥空間22で乾燥させる海苔生地の残量も徐
々に減っており、第５の乾燥空間22を最後に通過する海苔生地を良好に乾燥させることが
できる温度を保持するのに必要となる出力（ここでは、30％）に設定している。なお、乾
燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が450枚～301枚の時の乾燥機16、300枚～151枚の時
の乾燥機15、150～１枚の時の乾燥機14も同様に出力を低減している。
【００４５】
　その後、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が450枚～301枚とな
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った時には、第３及び第６の乾燥空間20,23に配置した乾燥機16の出力を30％に低減する
とともに、第４及び第５の乾燥空間21,22に配置した乾燥機17の出力を０％に低減（すな
わち、停止）するように駆動制御する。
【００４６】
　乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が450枚～301枚の時は、第４及び第５の乾燥空
間21,22で乾燥させる海苔生地の残量が全く無いために乾燥機17の駆動を停止している。
また、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が300枚～151枚の時の乾燥機16、150枚～
１枚の時の乾燥機15も同様に停止している。
【００４７】
　その後、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が300枚～151枚とな
った時には、第２及び第７の乾燥空間19,24に配置した乾燥機15の出力を30％に低減する
とともに、第３及び第６の乾燥空間20,23に配置した乾燥機16の出力を０％に低減（すな
わち、停止）するように駆動制御する。
【００４８】
　その後、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が150枚～１枚とな
った時には、第１及び第８の乾燥空間18,25に配置した乾燥機14の出力を30％に低減する
とともに、第２及び第７の乾燥空間19,24に配置した乾燥機15の出力を０％に低減（すな
わち、停止）するように駆動制御する。また、海苔製造機１は、加湿機27をＯＮ状態から
ＯＦＦ状態に駆動制御する。
【００４９】
　最後に、海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地の残量が無くなった時には
、第１及び第８の乾燥空間18,25に配置した乾燥機14の出力を０％に低減（すなわち、停
止）するように駆動制御し、これにより、乾燥装置10の全ての乾燥機14,15,16,17及び加
温機26、加湿機27、除湿機28の駆動を停止する。
【００５０】
　以上に説明したように、上記海苔製造機１は、海苔簀を搬送するための搬送装置３の搬
送経路に沿って海苔生地を海苔簀に抄製するための抄製装置８と海苔簀に抄製された海苔
生地を乾燥させるための乾燥装置10とを順に配置するとともに、これら抄製装置８及び乾
燥装置10を制御装置13で制御するように構成している。
【００５１】
　しかも、上記海苔製造機１の制御装置13は、抄製装置８での海苔生地の抄製が終了した
場合に、乾燥装置10の内部の温度を低減するように制御している。
【００５２】
　そのため、上記海苔製造機１では、乾燥装置10での無駄なエネルギーの消費を防止し、
海苔製造機１のランニングコストを低減することができる。
【００５３】
　また、上記海苔製造機１は、乾燥装置10で乾燥させる海苔生地を搬送装置３で搬送する
のに要する時間が経過した後に乾燥装置10の駆動を停止するように制御している。
【００５４】
　そのため、上記海苔製造機１では、乾燥終了後に作業者が乾燥装置10の駆動を停止しな
くてもよくなり、作業者の負担を軽減することができる。
【００５５】
　また、上記海苔製造機１は、乾燥装置10の内部に搬送経路に沿って形成した複数の乾燥
空間18～25毎に配置した乾燥機14～17を個別に制御し、乾燥させる海苔生地を抄製した海
苔簀が各乾燥空間18～25を通過した時に、順にその乾燥空間18～25に配置した乾燥機14～
17の出力を段階的に徐々に低減していって最後に駆動を停止するように制御している。
【００５６】
　そのため、上記海苔製造機１では、さらに乾燥装置10での無駄なエネルギーの消費を防
止することができ、海苔製造機１のランニングコストをより一層低減することができる。
【符号の説明】
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【００５７】
　１　海苔製造機　　　　　　　　　　　２　ケーシング
　３　搬送装置　　　　　　　　　　　　４　前側ケーシング
　５　前側搬送機構　　　　　　　　　　６　後側ケーシング
　７　後側搬送機構　　　　　　　　　　８　抄製装置
　９　脱水装置　　　　　　　　　　　　10　乾燥装置
　11　剥離装置　　　　　　　　　　　　12　海苔簀洗浄装置
　13　制御装置　　　　　　　　　　　　14～17　乾燥機
　18～25　乾燥空間　　　　　　　　　　26　加温機
　27　加湿機　　　　　　　　　　　　　28　除湿機

【図１】 【図２】
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