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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】目的物質をそれぞれの現場で迅速かつ効率的に
分離し得るコンパクトな移動可能分離装置の提供。
【解決手段】微細粒子状物質を残渣およびバルク物質か
ら分離するための方法および装置が提示され、これは、
フレーム１２、このフレーム１２に連結され、その端部
の１つでこのフレーム１２に対して高さが調節可能であ
るスクリーン１４、このフレーム１２の後端部の近傍に
配置された取り外し可能なトラフ１６、およびこのスク
リーン１４を振動し、物質の分離を支援するためのモー
ター１８を含み、フレーム１２の前端部に取り付けられ
た上面および下面を有する牽引バー、この牽引バーの下
側表面に取り付けられた支持バーをさらに備え得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
微細粒子状物質をその他の物質から分離するための装置であって：
　前端部および後端部を有するフレーム；
　前端部、後端部、上面および底面を有する調節可能なスクリーンであって、該調節可能
なスクリーンが該フレームの上部の上に配置され、そして該調節可能なスクリーンの後端
部が該フレームの後端部に連結される、スクリーン；
　該フレームおよび該調節可能なスクリーンの後端部の近傍に配置される取り外し可能な
トラフ；ならびに
　該調節可能なスクリーンの底面に取り付けられたモーターを備える、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２００３年２月１２日に出願された仮出願第６０／４４７,２２２号の利益
およびそれに対する優先権を主張しており、この出願は、その全体が参考として本明細書
によって援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、一般に、微細粒子状物質をその他の物質から分離するための方法および装置
に、より詳細には、フレームに対して種々の角度で配置され得る、フレームに連結された
調節可能なスクリーンを有するポータブル装置を利用する、砂のような微細粒子状物質を
、その他の物質から分離するための方法および装置に関する。小石、草、クリッピング、
粘土および小枝のようなその他の物質から砂を分離するためにゴルフコースのバンカーで
の使用に特に適しているが、本発明の方法および装置はまた、上記調節可能なスクリーン
を通過し得る種々のその他の微細粒子状物質を分離するために用いられ得る。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　１つのタイプの物質を別の物質から分離するための装置は、当該技術分野では周知であ
る。しかし、特定の位置および状況は、これら物質を分離するための効率的、費用効果が
あり、かつ移動可能な装置が有益であることが証明されるであろう状況を提示する。例え
ば、ゴルフコースは、それらが、プレーする顧客に美的に心地よいことを確実にするよう
維持される。ゴルフコースを美的に維持するために、バンカーは、残渣を掃除および清掃
されなければならず、これは、ゴミおよび残渣、ならびに大きな石およびその他の障害物
を除去するために、作業者に砂を篩いにかけることを要求する。任意のゴルフコース上に
多くのバンカーから存在する点で、効率的かつ移動可能な分離装置は、作業者が、迅速か
つ効率的な様式でこのバンカーを美的に維持することを可能にする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、物質をそれぞれの現場で迅速かつ効率的に分離し得るコンパクトな移動可能分
離装置に対する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、微細粒子状物質をその他の物質から分離するための装置に関し、そして、一
般に、前端部および後端部を有する支持フレーム、前端部、後端部、前端部および後端部
、上面および底面を有する調節可能なスクリーンであって、ここで、このスクリーンは、
上記フレームの上部の上に配置され、そしてこのスクリーンの後端部は上記フレームの後
端部に連結されるスクリーン、このスクリーンから所定角度で傾くとき、このスクリーン
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を押し進め、大きな分離された物質を捕獲するための、上記フレームスクリーンの後端部
の近傍に配置される取り外し可能なトラフ、および上記スクリーンを振動し、粒子分離を
支援するよう機能する、上記スクリーンの底面に取り付けられたモーターを含む。
【０００６】
　上面および下面を有する牽引バーが、上記フレームの前端部に取り付けられ得、そして
地面とこの牽引バーとの間に配置された支持バーが、この牽引バーの上面に取り付けられ
得る。
【０００７】
　本発明のさらなる局面によれば、調節可能な高さを有する垂直バーが、上記牽引バーの
上面に取り付けられ、かつ上記調節可能なスクリーンの後端部に連結され得、このスクリ
ーンは、下にあるフレームに対して種々の角度で配置され得る。上記スクリーンの前端部
の調節可能な高さは、このスクリーンを通過しない材料を上記取り外し可能なトラフ中に
向けることを支援する。本発明の別の局面によれば、クランクハンドルが、この垂直バー
の高さを調節するために、この垂直バーに取り付けられ得る。
【０００８】
　１つ以上の垂直支持バーが、上記スクリーンの前部から上記スクリーンの後部まで延び
る上記スクリーンの底面に近接して配置され得る。さらに、少なくとも１つの水平クロス
バー部材が、上記スクリーンの幅を横切って延びる上記スクリーンの底面に近接して配置
され得る。
【０００９】
　本発明の別の局面によれば、一対のマウントブラケットが、各水平クロスバー部材をマ
ウントするために用いられ得る。これらマウントブラケットは、上記水平クロスバー部材
が挿入かつ保持され得る開口を含む。本発明のさらなる局面では、これらマウントブラケ
ットは、外層、中央層、および上記マウントブラケット中の開口に隣接して横たわる内層
を含む。このマウントブラケットの中央層は、隔離材のような隔離物質から成り得る。
【００１０】
　本発明の１つの例示の実施形態では、上記水平クロスバー部材は、矩形形状の断面を有
し、そしてモーターが上記水平バー部材の１つの底面に固定される。マウント設計図は、
上記モーターを上記水平クロスバー部材の底面に固定するために用いられ得る。
【００１１】
　本発明の別の例示の実施形態では、上記調節可能なスクリーンは、上記取り外し可能な
トラフの近傍に配置される上記スクリーンの後端部を除く、上記スクリーンの周縁の周り
に配置されるスクリーンの上表面から延びるリップ部材を含む。上記スクリーンの外部周
縁の後端部上のリップ部材の欠如は、上記スクリーンの前端部が高められるとき、上記ス
クリーンを通過しない物質が、上記取り外し可能なトラフ中に容易に入ることを可能にす
る。
【００１２】
　本発明のなお別の局面によれば、プラットホームが、上記取り外し可能なトラフを支持
および保持するために上記フレームの後端部に取り付けられ得る。さらに、上記取り外し
可能なトラフは、その上エッジの１つの上にリップ部材を含み得、残渣を上記取り外し可
能なトラフ中に向けることを支援し、そしてハンドルが、この取り外し可能なトラフが棄
てられなければならない残渣でいっぱいになるとき、このトラフを容易に取外すためにそ
の対向する側に配置される。
　より特定すれば、本発明は以下の項目に関し得る。
（項目１）
微細粒子状物質をその他の物質から分離するための装置であって：
前端部および後端部を有するフレーム；
前端部、後端部、上面および底面を有する調節可能なスクリーンであって、上記調節可能
なスクリーンが上記フレームの上部の上に配置され、そして上記調節可能なスクリーンの
後端部が上記フレームの後端部に連結される、スクリーン；
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上記フレームおよび上記調節可能なスクリーンの後端部の近傍に配置される取り外し可能
なトラフ；ならびに
上記調節可能なスクリーンの底面に取り付けられたモーターを備える、装置。
（項目２）
上記フレームの前端部に取り付けられた上面および下面を有する牽引バーをさらに備える
、項目１に記載の装置。
（項目３）
上記牽引バーの下面に取り付けられた支持バーをさらに備える、項目２に記載の装置。
（項目４）
上記牽引バーの上面および上記調節可能なスクリーン部材の底面に取り付けられた調節可
能な高さの垂直バー部材をさらに備える、項目３に記載の装置。
（項目５）
上記垂直バー部材の高さを調節するための上記垂直バー部材に取り付けられたクランクハ
ンドルをさらに備える、項目４に記載の装置。
（項目６）
上記装置の動きを容易にするための上記フレームに取り付けられた少なくとも１つの車輪
をさらに備える、項目１に記載の装置。
（項目７）
上記調節可能なスクリーンが、上記調節可能なスクリーンの後端部を除く上記調節可能な
スクリーンの上面の周縁の周りに配置されたリップ部材を含む、項目１に記載の装置。
（項目８）
上記取り外し可能なトラフを支持するためのフレームの後端部に取り付けられたプラット
ホームをさらに備える、項目１に記載の装置。
（項目９）
上記調節可能なスクリーンが、上記調節可能なスクリーンの底面に近接して配置され、か
つ上記調節可能なスクリーンの前端部から後端部に延びる複数の垂直支持バーをさらに備
える、項目１に記載の装置。
（項目１０）
上記取り外し可能なトラフが、物質をトラフに向けるために上記取り外し可能なトラフの
上側エッジから延びるリップ部材を含む、項目１に記載の装置。
（項目１１）
上記取り外し可能なトラフが、上記トラフの対向する端部に配置された一対のハンドルを
含む、項目１に記載の装置。
（項目１２）
上記調節可能なスクリーンの底面に近接して配置され、かつ上記調節可能なスクリーンの
幅を横切って延びる少なくとも１つの水平クロスバーをさらに備える、項目１に記載の装
置。
（項目１３）
上記少なくとも１つの水平クロスバー部材をマウントするための一対のマウントブラケッ
トをさらに備え、ここで、上記マウントブラケットが、その中に上記少なくとも１つの水
平クロスバー部材を保持するために含まれる開口を備える、項目１２に記載の装置。
（項目１４）
上記マウントブラケットが、外層、中央層、および上記開口に隣接する内層をさらに備え
る、項目１３に記載の装置。
（項目１５）
上記中央層が、単離材料を含む、項目１４に記載の装置。
（項目１６）
上記モーターが、上記少なくとも１つの水平クロスバーに取り付けられる、項目１２に記
載の装置。
（項目１７）
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上記モーターを上記少なくとも１つの水平クロスバー部材にマウントするためのマウント
プレートをさらに備える、項目１６に記載の装置。
（項目１８）
ゴルフコースバンカー中の残渣から砂を分離するための装置であって：
　第１の端部および第２の端部を有するフレーム；
　上記フレームの上に配置された、第１の端部および第２の端部を有するスクリーンであ
って、ここで、上記スクリーンの第１の端部は高さが調節可能であり、そして上記スクリ
ーンの第２の端部が上記フレームの第２の端部に連結されている、スクリーン；
　上記フレームの第２の端部および上記スクリーンの第２の端部の近傍に配置された取り
外し可能なトラフ；ならびに
　上記スクリーンの底面の近傍に取り付けられたモーター、を備える、装置。
（項目１９）
上記スクリーン部材の第１の端部の高さを調節するために、上記スクリーン部材の第１の
端部に連結された調節可能な高さの垂直バー部材をさらに備える、項目１８に記載の装置
。
（項目２０）
上記装置の動きを容易にするための上記フレームに取り付けられた少なくとも１つの車輪
をさらに備える、項目１８に記載の装置。
（項目２１）
上記スクリーンの上面が、上記スクリーンの第２の端部を除く上記スクリーンの上面の周
縁の周りに配置されたリップ部材をさらに備える、項目１８に記載の装置。
（項目２２）
上記取り外し可能なトラフを支持するためのフレームの第２の端部に取り付けられたプラ
ットホームをさらに備える、項目１８に記載の装置。
（項目２３）
上記スクリーンが、上記スクリーンの底面に近接して配置され、かつ上記スクリーンの第
１の端部から第２の端部に延びる複数の垂直支持バーをさらに備える、項目１８に記載の
装置。
（項目２４）
上記取り外し可能なトラフが、残渣を上記取り外し可能なトラフに向けるために上記取り
外し可能なトラフの上側エッジから延びるリップ部材を含む、項目１８に記載の装置。
（項目２５）
上記取り外し可能なトラフが、上記取り外し可能なトラフの対向する端部に配置された一
対のハンドルを含む、項目１８に記載の装置。
（項目２６）
上記スクリーンの底面に近接して配置され、かつ上記スクリーンの幅を横切って延びる少
なくとも１つの水平クロスバーをさらに備える、項目１８に記載の装置。
（項目２７）
上記少なくとも１つの水平クロスバー部材をマウントするための一対のマウントブラケッ
トをさらに備え、ここで、上記マウントブラケットが、その中に上記少なくとも１つの水
平クロスバー部材を保持するために含まれる開口を備える、項目２６に記載の装置。
（項目２８）
上記マウントブラケットが、外層、中央層、および上記開口に隣接する内層をさらに備え
る、項目２７に記載の装置。
（項目２９）
上記中央層が、単離材料を含む、項目２８に記載の装置。
（項目３０）
上記モーターが、上記少なくとも１つの水平クロスバー部材に取り付けられる、項目２６
に記載の装置。
（項目３１）
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上記モーターを、上記少なくとも１つの水平クロスバー部材にマウントするためのマウン
トプレートをさらに備える、項目３０に記載の装置。
（項目３２）
微細粒子状物質をその他の物質から分離する方法であって：
　フレームおよび上記フレームの上部の上に配置されたスクリーンを提供する工程であっ
て、ここで、上記フレームおよびスクリーンがそれらの端部の１つで互いに移動可能に連
結され、そして上記スクリーンが上記フレームに対し、それらの端部で高さが調節可能で
ある工程；
　上記スクリーンの高さを、その調節可能な端部で上記フレームに対して高める工程；
　分離されるべき物質を上記スクリーン上に注ぐ工程；
　上記スクリーンを振動して物質が上記スクリーンを通過することを支援する工程；およ
び
　上記スクリーンを通過しない物質を、上記フレームに連結された取り外し可能なトラフ
中に収集する工程、を包含する、方法。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の分離装置の斜視図を示し、上昇位置にある調節可能なスクリー
ンの１つの端部、およびこの装置から取外された取り外し可能なトラフを示す。
【図２】図２は、微細粒子状物質から残渣およびバルク物質を分離する機能を実施するた
めの使用で示される、本発明の分離装置の斜視図である。
【図３】図３は、貯蔵位置で示される本発明の分離装置の側面図である。
【図４】図４は、使用のために位置決めされて示される本発明の分離装置の側面図である
。
【図５】図５は、使用のために別の場所に移動するためにゴルフカートによって牽引され
ている本発明の分離装置の側面図である。
【図６】図６は、本発明の分離装置のスクリーンの底に、水平クロスバー部材をマウント
するために用いられるマウントブラケットの断面図である。
【図７】図７は、貯蔵位置で示される本発明の分離装置の別の実施形態の側面図である。
【図８】図８は、使用のために配置されて示される、図７に描写される本発明の分離装置
の実施形態の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、添付の描写された図面と組み合わせて以後説明され、ここで、同様の参照番
号は同様の要素を示す。
【００１５】
　（詳細な説明）
　本発明は、一般に、微細粒状物質をその他の物質から分離するための方法および装置を
提供する。本発明の分離装置１０は、フレーム１２、フレーム１２上に配置され、その端
部の１つの上でフレーム１２に対する高さが調節可能である調節可能なスクリーン１４、
フレーム１２およびスクリーン１４の１つの端部の近傍に配置された取り外し可能なトラ
フ１６、およびスクリーン１４を振動するためにスクリーン１４の底面近傍に取り付けら
れたモーター１８を備える。
【００１６】
　フレーム１２は、第１または前端部２０および第２または後端部２２を備え、そして、
フレーム１２が、スクリーン１４を通過した後に微細な粒子状物質が通って移動し得る大
きな開口２４を規定する限り、種々の設計および形態を備え得る。スクリーン１４は、第
１または前端部３０、第２または後端部３２、上面３４および底面３６を含む。スクリー
ン１４は、スクリーン１４の上面３４から延び、そしてスクリーン１４の第２または後端
部２２を除いて、スクリーン１４の周縁の周りに配置されるリップ部材３８をさらに備え
る。リップ部材３８は、スクリーン１４の上部上の分離されるべき物質を、それが、スク



(7) JP 2009-195908 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

リーン１４を通過するか、またはスクリーン１４を取り外し可能なトラフ１６中に転がり
落ちるまで保持することを支援するよう機能する。
【００１７】
　スクリーン１４はまた、スクリーン１４の底面３６に近接して配置される１つ以上の垂
直支持バー４０を備え得、これは、スクリーン１４を、スクリーン１４の第１または前端
部３０からスクリーン１４の第２または後端部３２まで横切る。スクリーン１４はまた、
スクリーン１４の底面３６に近接して配置される少なくとも１つの水平クロスバー部材４
２を含み、これは、スクリーン１４の幅を横切って延びる。各水平クロスバー部材４２は
、スクリーン１４の底面３６にマウントされ、一対のマウントブラケット４４が、水平ク
ロスバー部材４２の対向する端部に、かつフレーム１４の対向する側に配置される。
【００１８】
　マウントブラケット４４は、多くの形態および設計を備え得るが、水平クロスバー部材
４２の対向する端部を挿入かつ保持するために、それを通って含まれる開口４８を有する
（図６を参照のこと）。図６は、マウントブラケット４４の断面図を示す。マウントブラ
ケット４４は、外層５２、中央層５４、および開口４８に隣接して横たわる内層５６を含
む。外層５２および内層５６は、例えば、スチールまたはアルミニウムのような金属から
成り得るが、任意の剛直性の、耐久性物質から成り得る。中央層５４は、隔離手段となる
のような隔離物質から成り、これは、スクリーン１４への振動力を隔離する浮動性効果を
生成するように機能する。マウントブラケット４４は、スクリーン１４の側面に溶接され
得る。
【００１９】
　当業者によって、スクリーン１４が、マウントブラケット４４およびリップ部材３８が
固定され得るか、または取り付けられ得る外部スクリーンフレームをさらに備え得ること
もまた認識される。モーター１８は、好ましくは、水平クロスバー部材４２にマウントさ
れ、そしてマウントプレート６０を用いてモーター１８を水平クロスバー部材４２にマウ
ントし得る。
【００２０】
　分離装置１０は、フレーム２０の第２または後端部２２に取り付けられるプラットホー
ム６２をさらに備え、分離装置１０が使用における間、取り外し可能なトラフ１６を支持
かつ保持する。分離装置１０はまた、１つの位置から他の位置までの分離装置１０の移動
を容易にするために、フレーム１２に取り付けられた１つ以上の車輪６４を備え得る。
【００２１】
　上面６８および下面７０を有する牽引バー６６は、フレーム１２の第１または前端部２
０に取り付けられ得る。さらに、支持バー７２が、牽引バー６６の下面７０に取り付けら
れ得、使用の間に地面の上で分離装置１０を安定化する。支持バー７２は、分離装置１０
が使用されないとき、分離装置１０が容易に移動または牽引され得るように取り外し可能
であるか、または折畳み可能であり得る。調節可能な高さの垂直バー部材７４は、牽引バ
ー６６の上面６８およびスクリーン部材１４の底面３６に取り付けられ、そしてフレーム
１２および地面に対するスクリーン１４の第１または前端部３０の高さを調節するよう機
能する。フレーム１２およびスクリーン１６の第２または後端部２２および３２は、それ
ぞれ、好ましくは、スクリーン１４がフレーム１２および地面に対して種々の角度で調節
され得るように互いに回転可能に連結される。
【００２２】
　取り外し可能なトラフ１６は、ほぼ矩形の形状を備え、そしてその上部の長さに沿って
リップ部材８０を含み、スクリーン１４を通過しない残渣およびバルク物質を取外し可能
なトラフ１６中に向けることを支援する。取り外し可能なトラフ１６はまた、残渣および
バルク物質を棄てるために、プラットホーム６２から取り外し可能なトラフ１６を容易に
持ち上げ、かつ取外すために、その対向する端部に位置するハンドル８２を備える。
【００２３】
　ここで、図２を参照して、微細粒子状物質から残渣およびバルク材料を分離する機能を
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実施するための使用で示される本発明の分離装置の斜視図が示される。使用の前に、分離
装置１０のスクリーン１４の第１または前端部３０は、スクリーン１４がフレーム１２お
よび地面に対して所定の角度を形成するように高められる。例えば、ゴルフコースのバン
カーに含まれる砂のような微細な粒子状物質、ならびに、例えば、小石、葉、小枝、およ
び枝のような、バルク材料および残渣の混合物１００は、スクリーン１４の上面３４に注
がれる。モーター１８がオンにされ、スクリーン１４を振動し、これは、スクリーン１４
を通る微細な粒子状物質１０２の通過を支援することにより、残渣およびバルク物質１０
４からの微細な粒子状物質１０２の分離を促進する。スクリーン１４を通過する微細な粒
子状物質１０２はまた、フレーム１２中の開口２４を通過し、そしてその元の位置に戻る
。
【００２４】
　分離装置１０がその機能を実施した後、スクリーン１４の第１または前端部３０は、ス
クリーン１４の第２または後端部３２の高さまで下げられ、分離装置１０を、図３に示さ
れるように、貯蔵、または非使用に動かす。分離装置１０は、次に、牽引バー６６を、例
えば、ビークルまたはゴルフカートに取り付けることにより、図５に示されるように、分
離装置１０がゴルフバンカー中の砂をその他の物質から分離するために用いられていると
き、容易に移動または輸送され得る。一旦、分離装置１０が、使用のための新たな位置に
移動されると、垂直バー部材７４の高さは、例えば、クランクハンドル１１０を用いるこ
とにより増加され、そして、図４に示されるように、フレーム１４の第１または前端部３
０は、フレーム１２および地面に対して高められる。結果として、分離装置１０は、ここ
で再び使用の準備が整う。
【００２５】
　先に述べたように、フレーム１２は、種々の設計および形態を備え得る。分離装置の別
のフレーム１２の例示の実施形態は、図７および８に示される。
【００２６】
　本発明を添付の図面と組み合わせて本明細書中で説明してきたが、当業者は、本発明の
範囲がそのように制限されないことを認識する。本明細書中で論議された種々のコンポー
ネントおよびステップの選択、設計、および配列における改変は、本明細書の範囲から逸
脱することなくなされ得る。
【符号の説明】
【００２７】
１０　分離装置
１２　フレーム
１４　スクリーン
１６　トラフ
１８　モーター
４０　垂直支持バー
４２　水平クロスバー部材
４４　マウントブラケット
６４　車輪
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