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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月27日(2018.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建屋内を仕切壁で利用者用の操作室と、籾摺機と石抜機と精米機を備える機械室に仕切
り、利用者が持参した籾を籾摺精米、又は持参した玄米を精米する籾摺精米設備において
、
　籾摺機の風選部から石抜機へ玄米を流下案内する供給体を設け、
　籾摺精米時には、籾は籾摺機で籾摺されて供給体から石抜機に供給され、玄米の精米時
には籾摺機を通過して供給体から石抜機に供給される構成とし、
　供給体は、籾摺機及び石抜機に対して着脱自在に構成すると共に、風選部と略同じ幅の
ホッパ部と、ホッパ部の下端部と石抜機を連通する供給筒部から構成し、
　流下する玄米に混じる金属片を分離する磁石をホッパ部の下部にその基端部を取り付け
、磁石は供給筒部の入口に対向する位置にあって、かつ、前記入口の全体にわたって延び
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る構成とすることを特徴とする籾摺精米設備。
【請求項２】
　供給筒部はホッパ部から左右側方に向かって傾斜して設け、
　ホッパ部は、供給筒部に沿う姿勢の第一傾斜面と、供給筒部と交差する姿勢の第二傾斜
面を備え、
　磁石の基端部は、第一傾斜面に取り付け、磁石の先端部は第二傾斜面に対向する位置で
且つ近接距離を沿う姿勢に立設させることを特徴とする請求項１記載の籾摺精米設備。
【請求項３】
　供給筒部に、石抜機に供給する玄米供給量を調節する調節弁を設けたことを特徴とする
請求項１又は請求項２記載の籾摺精米設備。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】籾摺精米設備
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、籾摺機と石抜機と精米機を備える籾摺精米設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昇降機と石抜機を連通する玄米通路に磁石を設ける構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３３２６０６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、磁石のメンテナンスをし易くする。また、流下する玄米から効率良く玄米に
混じる金属片を選別することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる課題を解決するために、請求項１記載の発明は、
　建屋内を仕切壁で利用者用の操作室と、籾摺機と石抜機と精米機を備える機械室に仕切
り、利用者が持参した籾を籾摺精米、又は持参した玄米を精米する籾摺精米設備において
、
　籾摺機の風選部から石抜機へ玄米を流下案内する供給体を設け、
　籾摺精米時には、籾は籾摺機で籾摺されて供給体から石抜機に供給され、玄米の精米時
には籾摺機を通過して供給体から石抜機に供給される構成とし、
　供給体は、籾摺機及び石抜機に対して着脱自在に構成すると共に、風選部と略同じ幅の
ホッパ部と、ホッパ部の下端部と石抜機を連通する供給筒部から構成し、
　流下する玄米に混じる金属片を分離する磁石をホッパ部の下部にその基端部を取り付け
、磁石は供給筒部の入口に対向する位置にあって、かつ、前記入口の全体にわたって延び
る構成とすることを特徴とする籾摺精米設備とする。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、
　供給筒部はホッパ部から左右側方に向かって傾斜して設け、
　ホッパ部は、供給筒部に沿う姿勢の第一傾斜面と、供給筒部と交差する姿勢の第二傾斜



(3) JP 2017-70917 A5 2018.6.14

面を備え、
　磁石の基端部は、第一傾斜面に取り付け、磁石の先端部は第二傾斜面に対向する位置で
且つ近接距離を沿う姿勢に立設させることを特徴とする請求項１記載の籾摺精米設備とす
る。
【０００７】
　請求項３記載の発明は、
　供給筒部に、石抜機に供給する玄米供給量を調節する調節弁を設けたことを特徴とする
請求項１又は請求項２記載の籾摺精米設備とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、金属片が付着した磁石のメンテナンスをし易くすることができる。
【０００９】
　また、玄米に混じる金属片を効率よく選別することができる。
【００１０】
　また、調節弁に金属片が引っ掛かり難くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】平面から見た籾摺精米設備の内部を示す図
【図２】側面から見た籾摺精米設備の内部を示す図
【図３】正面から見た操作室を示す図
【図４】正面から見た籾摺精米設備の内部を示す図
【図５】籾摺精米設備の作業工程図
【図６】供給体の外観図
【図７】供給体の内部を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本実施の形態の説明として、建屋式の籾摺精米設備に基づいて説明する。
【００１３】
　建屋１内を仕切壁２で利用者が出入りする操作室３と、籾摺精米設備の管理者が出入り
する機械室４とに仕切る。
【００１４】
　機械室４には、籾摺機５と、石抜機６と、精米機７と、昇降機と、糠移収容部８等を備
える。
【００１５】
　操作室３には、投入ホッパ９の投入口と、精白度選択スイッチ１６と、料金投入口１７
と、白米タンク１５等を備える。
【００１６】
　次に、作業工程について説明する。
【００１７】
　投入ホッパ９の底部には、利用者が投入ホッパ９内に投入した籾又は玄米を搬送ラセン
１０で第一昇降機１１に搬送し、第一昇降機１１で揚穀される。
【００１８】
　第一昇降機１１から流下筒を経て籾摺機５のインペラ部５ａに案内される。籾の場合に
はインペラ部５ａで脱ぷされながら籾摺機５の風選部５ｂに跳ね上げられ、風選部５ｂで
籾殻が吸引され、玄米となって供給体２０を経て石抜機６へ供給される。玄米の場合には
インペラで風選部５ｂに跳ね上げられ、風選部５ｂを通過し、供給体２０を経て石抜機６
へ供給される。
【００１９】
　石抜機６で石抜き処理された玄米は、第二昇降機１２で精米機７に供給され、精米処理
がなされて白米タンク１５に精白米が排出される。精米機７で発生した糠は糠搬送ファン
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１３で糠収容部８１４給される。
【００２０】
　利用者は、操作室３に入って料金投入口１７に料金を投入し、投入ホッパ９に持参した
籾又は玄米を投入し、精白度選択スイッチ１６で所望の精白度を選択すると、運転が開始
される。
【００２１】
　次に、異物分離部の構成について説明する。
【００２２】
　機械室４後部の左右一側に籾摺機５を備え、籾摺機５の左右一側方は管理者が出入りす
る開閉扉１８に隣接する。籾摺機５の左右他側には糠収容部８を配置する。籾摺機５の左
右前側方で、かつ、機械室４の左右中央部に石抜機６を配置している。籾摺機５から石抜
機６へ玄米を供給する供給体２０は、その上部にホッパ部２０ａに形成し、籾摺機５の風
選部５ｂの幅全体から玄米を受け入れる構成とし、その下部に、ホッパ部２０ａの下端部
から石抜機６へ流下案内する筒体の供給筒部２０ｂを形成している。供給筒部２０ｂはホ
ッパ部２０ａから石抜機６に向かって斜め下がり傾斜姿勢に設ける。すなわち、機械室４
正面視で機械室４中央側に向かって斜め下がり傾斜姿勢としている。
【００２３】
　ホッパ部２０ａの傾斜面に磁石２１を取り付けている。磁石２１は長筒体形状に形成さ
れており、長手方向の基端部２１ａをホッパ部２０ａの第一傾斜面Ｋ１に取り付け、先端
部２１ｂをホッパ部２０ａの第二傾斜面Ｋ２に沿う姿勢に立設している。第一傾斜面Ｋ１
とは供給筒部２０ｂが延びる方向に沿う斜面であり、第二傾斜面Ｋ２とは供給筒部２０ｂ
が延びる方向と交差する方向に延びる面である。
【００２４】
　磁石２１は供給筒部２０ｂの入口全体にわたって延びる構成とし、磁石２１の先端部２
１ｂと第二傾斜面Ｋ２との間は設定距離離れている。
【００２５】
　供給筒部２０ｂ内部には、石抜機６に供給する玄米の供給量を調節する調節弁２２を設
け、調節弁２２は開度調節手段であるソレノイド２３で開度を調節する。調節量は、投入
ホッパ９に投入した穀物が籾の場合の開度を大きくすることで、供給量を増加させる側に
調節し、投入ホッパ９に投入した穀物が玄米の場合には開度を小さくすることで、供給量
を減少させる側に調節する。籾の場合には、籾摺機５で脱ぷされる分、単位時間当たりに
供給筒部２０ｂに供給される玄米量が少ないため、後工程の石抜機６及び精米機７で処理
する玄米量を確保するために、調節弁２２の開度を大きくしている。一方、玄米の場合に
は、投入された玄米がそのまま供給筒部２０ｂに供給されるので、単位時間当たりに供給
筒部２０ｂに供給される玄米量が多くなり、石抜機６や精米機７の処理能力を超えないた
めに調節弁２２の開度を小さくしている。
【００２６】
　次に、異物分離部の作用について説明する。
【００２７】
　籾摺機５の風選部５ｂを通過して供給体２０のホッパ部２０ａに流入した玄米は、第一
傾斜面Ｋ１又は第二傾斜面Ｋ２を流下する。そして、第一傾斜面Ｋ１を流下する玄米は磁
石２１の基端部２１ａ側の周辺を流下することで、玄米に混じる金属片が磁石２１に付着
する。また、第二傾斜面Ｋ２を流下する玄米は、磁石２１の先端部２１ｂ側周辺を流下す
ることで、玄米に混じる金属片が付着する。
【００２８】
　メンテナンス時には、ホッパ部２０ａの着脱具により、ホッパ部２０ａを籾摺機５から
取り外せるように構成している。また、供給筒部２１ｂの下端部を石抜機６側から取り外
せるように構成している。すなわち、供給体２０は一体で着脱可能に構成している。
【００２９】
　そして、管理者がホッパ部２０ａを取り外すと、磁石２１に付着する金属片をホッパ部
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２０ａから手を入れて取り除くことができる。本実施の形態では、管理者は、供給体２０
を建屋１の外に持ち出してメンテナンスをすることができ、また、着脱もし易いのでメン
テナンスがし易い。
【００３０】
　次に、本実施の形態の別の効果について説明する。
【００３１】
　供給体２０のホッパ部２０ａの２つの傾斜面を利用して流下する玄米からそれぞれ金属
片を分離することができる。また、磁石２１全体を利用して金属片を分離することで、玄
米に混じる金属片を効率よく分離することができる。
【００３２】
　また、磁石２１は供給筒部２０ｂの入り口全体にわたって延びる構成にすることで、傾
斜面を流下しないで投入ホッパ９内を落下する玄米に混じる金属片を分離することができ
る。
【００３３】
　本実施の形態の籾摺精米設備では、投入ホッパ９に投入した穀物が籾の場合でも玄米の
場合でも籾摺機５を通過する構成である。一方、第一昇降機１１と籾摺機５との間に、籾
摺機５側と石抜機６側のいずれかに搬送先を切り替える切換弁（図示せず）を設け、籾の
場合には籾摺機５に供給し、玄米の場合には籾摺機５を経ずに石抜機６に供給する公知技
術も存在する。当該公知技術の場合には、切換弁及びその駆動モータを別途必要とし、そ
の分、コスト高となる。本実施の形態のように、籾・玄米のいずれも籾摺機５を通過する
構成にすることで、コスト安となり、また、籾・玄米のいずれも磁石２１を通過して金属
片を分離することができる。
【符号の説明】
【００３４】
１　　建屋
２　　仕切壁
３　　操作室
４　　機械室
５　　籾摺機
５ｂ　　風選部
６　　石抜機
７　　精米機
２０　　供給体
２０ａ　　ホッパ部
２０ｂ　　供給筒部
２１　　磁石
２１ａ　　磁石の基端部
２１ｂ　　磁石の先端部
２２　　調節弁
Ｋ１　　第一傾斜面
Ｋ２　　第二傾斜面
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