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固定軸及び可動軸にそれぞれ支持 された第 1 及び第 2 P —ルの接触部に向げて原料籾を案内する供給
板の基端部が前記固定軸及び可動軸に平行に配設 された枢支軸に相対回転不能に支持 されて る。前記
可動軸を軸線回 り回転 自在に支持する可動軸支持部材が押動機構によって固定軸に向げて押動されるこ
とで前記第 1 ， 第 2 P —ルが前記接触部にお て所定圧力で接触 されて る。前記枢支軸に平行な支点
軸に基端部が相対回転不能に支持 された リンクアームが前記可動軸支持部材におげる固定軸側の表面に
押 し付 げ られて る。支点軸及び枢支軸はリンク機構を介 して作動連結 されて る。前記第 1 ， 第 2 P
一ルの摩耗に応 じて前記可動軸支持部材が前記固定軸に近接する方向 移動すると前記接触部の位置も
変化するが、前記可動軸支持部材の移動に応 じて、前記 リンクアーム， 前記支点軸及び前記 リンク機構
を介 して前記枢支軸が軸線回 りに回転 し、これによ り、前記供給板の先端部が移動後の前記接触部を向
< よ に前記供給板の傾斜角度が自動的に変化する。



明 細 苫

籾摺機

技術分野

０００1 本発明は、脱穀した穀物を籾摺りするための籾摺機に関する。

背景技術

０００2 従来から、互いに圧接可能に配段された一対の口一ルと前記一対の口一ルの上方

に配段された穀物タンク及ひホソパとを備え、前記穀物タンクに収容された穀物を前

記ホソパを介して前記一対の口一ル問に供給し、前記一対の口一ルの回伝によって

前記一対の口一ル問に挟まれた穀物の籾摺りを行ぅ籾摺機か公知てある。

０００3 ところて、このよぅな籾摺機においては、籾摺り処理を重ねることにより前記一対の口

一ルの表面 (例えはコム面) か磨耗して、前記一対の口一ルの外径か 、さくなり、その

結果、前記一対の口一ル問の圧接力か弱まる。

このため、前記一対の口一ルをそれそれ支持する一対の口一ル軸のぅちのいすれ

か一方を可動軸とし、前記可動軸を移動させることて前記一対の口一ルの軸間距離

を調整可能とする構成か知られている (例えは、下記特井文献 参照 )。

しかしなから、前記一対の口一ルの摩耗に応して前記可動軸を位置調整させると、

前記一対の口一ルの接触位置も変化し、これにより、前記穀物タンクから前記ホソパ

を介して供給される穀物の供給位置か前記一対の口一ルの接触位置から変位し、籾

摺り効率か悪化してしまぅ。

０００4 この点に関し、下記構成か提案されている。

即ち、前記ホソパから前記一対の口一ル問に穀物を供給する際には、穀物かなる

へく均一且つ規則的に供給されることか良好な籾摺り結果を得るために重要てある。

つまり、前記ホソパを介して流下する穀物を正確に前記一対の口一ルの接触位置へ

供給することか重要となる。

０００5 例えは、下記特井文献2には、前記ホソパと前記一対の口一ルとの間に供給板を設

け、前記供給板の先端部か前記一対の口一ルの接触位置へ向くよぅに前記供給板

を手動て位置調整可能とした構成か提案されている。



前記特許文献2 に記載の籾摺機においては、前記一対の口一ルの摩耗に応じて前

記供給板の位置を調整することにより、前記穀物タンクから前記ホッパを介して供給

される穀物を正確に前記一対の口一ルの接触位置へ供給することが可能となるが、

前記供給板の位置調整を手動で行わなければならず、前記供給板の位置調整作業

が煩雑になるれ、ぅ問題がある。さらに、前記特許文献2 に記載の籾摺機においては

、前記供給板の位置調整作業を行ぅ際には、籾摺り作業を中断しなければならず、

籾摺り作業効率が悪いれづ問趨も生じる。

０００6 一方、下記特許文献3 には、前記ホッパと前記一対の口一ルとの間に配設された前

記供給板が 自動で位置調整可能とされた構成が開示されている。

詳しくは、前記特許文献3 に記載の籾摺機は、前記一対の口一ルの何れか一方の

外径を電気的に検出するセンザを備え、前記センザで検出される口一ル径に応じて

前記供給板の位置 (傾斜角 ) が制御されるよぅに構成されている。

０００7 前記特許文献3 に記載の籾摺機は、前記特許文献2 に記載の籾摺機における前

記問題は生じないものの、前記センザや前記センザで検出された電気信号に某づい

て前記供給板を位置制御する為の制御装置が必要となり、部品点数の増大を招き、

装置が複雑になるれ、ぅ問題が生じる。

また、前記特許文献3 こ記載の構成においては、使用による劣化等により前記一対

の口一ルの外表面が波打ち状態となった場合、前記センザが波打ち状態を前記口一

ルの外径として検出してし 、刊 、結果として前記供給板の安定した位置制御を行えな

いれ、ぅ問題も生じ得る。

特許文献 1 : 特開昭5 6 86０ 号公報

特許文献2 : 特開昭5 6 86０ 号公報

特許文献 3 : 特開平9 3 33959 号公報

発明の開示

０００8 本発明は、前記従来技術に鑑みなされたものであり、穀物を一対の口一ルの接触

位置に案内する供給板を備えた籾摺機であって、前記一対の口一ルの摩耗に応じて

変動する前記一対の口一ルの接触位置への前記供給板の追従動作を簡単且つ安

定的に行ぅことが可能な籾摺機の提供を一の目的とする。



０００9 本発明は、前記一の目的を達成する為に、駆動源からの回伝動力によって軸線回

りに回伝駆動される固定軸と、前記固定軸と略平行な状態て前記駆動源からの回伝

動力によって軸線回りに回伝駆動される可動軸と、前記可動軸を軸線回り回伝可能

な状態て前記固定軸に対して接離可能に支持する可動軸支持部材と、前記固定軸

に相対回伝不能に支持される第 口一ルと、前記可動軸に相対回伝不能に支持され

る第2口一ルと、前記第2口一ルか前記第 口一ルに所定圧カて押圧されるよぅに前

記可動軸支持部材を押動する押動機構と、前記固定軸及ひ可動軸より上方におい

て前記両軸と平行に配置された枢支軸と、上方から迭られてくる原科籾を前記第 及

ひ第2口一ルの接触部へ向けて自然落下させるよぅに前記枢支軸に相対回伝不能に

支持された供給板とを備えた籾摺機てあって、前記可動軸支持部材か前記固定軸

に近接する動きの最に応して前記供給板の先端部か前記枢支軸回り前記固定軸に

近接する方向へ回動するよぅに、前記可動軸支持部材の前記動きを利用して前記枢

支軸を軸線回りに回伝させるリンク構造を備えている籾摺機を提供する。

００1０ 前記籾摺機においては、前記押動機構による押動力によって前記第 及ひ第2口

一ルは常に接触部において互いに対して所定圧カて押圧される。即ち、前記第 及

ひ 又は第2口一ルか摩耗すると、前記可動軸支持部材か前記押動機構によって前

記固定軸に近接する方向へ押動される。従って、前記第 及ひ 又は第2口一ルか

摩耗したとしても、前記第 及ひ第2口一ルの所定圧力下ての接触状態は保持される

しかしなから、前記接触部の位置は、前記第 及ひ 又は第2口一ルの摩耗の程度

に応して変化する。即ち、前記第 及ひ 又は第2口一ルの摩耗か進むに従って、前

記接触部は、初期位置 (即ち、前記第 及ひ第2口一ルか摩耗する前の状態におけ

る前記接触部の位置)から前記固定軸に近接する。

００11 本発明に係る前記籾摺機によれは、前記第 及ひ 又は第2口一ルの摩耗の程度

に拘わらす、前記供給板の先端部か前記接触部を向くよぅに、前記供給板の傾斜姿

勢を前記第 及ひ 又は第2口一ルの摩耗の程度に応して自動的に変化させること

かてきる。

即ち、前記第 及ひ第2口一ルの摩耗前の初期状態においては、前記供給板の先



端部が前記初期状態における前記接触部の位置 (前記初期位置)を向くよぅに、前

記枢文軸の軸線回り位置が設定される。

前記初期状態から前記第 及び 又は第2口一ルが摩耗すると、前記可動軸支持

部材は前記押動機構によって前記固定軸に近接する方向へ移動させられ、これに

伴い、前記接触部も前記初期位置から前記固定軸に近接する側へ移動する。この

際、前記リンク構造は、前記可動軸支持部材が前記固定軸に近接する動きの最に応

じて前記供給板の先端部が前記枢文軸回り前記固定軸に近接する方向へ回動する

よぅに前記枢文軸を軸線回りに回伝させる。

従って、前記第 及び 又は第2口一ルの外径を検出するセンザ及び前記センザ

からの検出信号に某づいて前記供給板の傾斜姿勢を変ィヒさせる作動装置等の複雑

な構造を設けることなく、前記第 及び 又は第2口一ルの摩耗に伴ぅ前記接触部の

位置変化に、前記供給板の傾斜姿勢を確実に追従させて籾摺り作業効率を良好に

維持することができる。

００12 一形態においては、前記リンク構造は、前記固定軸及び前記可動軸より上方にお

いて前記両軸と平行に配置された支点軸と、下端側が前記固定軸及び前記可動軸

の間に介挿された状態で前記支点軸に相対回伝不能に支持されたリンクアームと、

前記可動軸支持部材が前記固定軸に対して接離する動きに連動して前記リンクアー

ムが前記支点軸回りに揺動するよぅに、前記リンクアームの下端側が前記可動軸支

持部材の前記固定軸と対向する側を押圧するよぅに前記リンクアームを作動的に付

勢する付勢部材と、前記リンクアームによる前記支点軸の軸線回りの回伝に応じて前

記枢文軸が軸線回りに回伝するよぅに、前記支点軸及び前記枢文軸を作動連結す
るリンク機構とを備え、前記供給板の傾斜角度が、前記リンクアーム、前記支点軸、

前記リンク機構及び前記枢文軸を介して、前記可動軸支持部材が前記固定軸に対

して接離する動きに追従して変化するよぅに構成される。

斯かる構成によれば、前記リンク構造の簡略化を図りつつ、前記効果を得ることが

できる。

００13 より好ましくは、前記可動軸支持部材は、前記固定軸及び前記可動軸と平行に配

置された回動軸回り回動可能に支持された某端部と、前記某端部から前記回動軸の



軸線を某準にして径方向外方へ延びるアーム部と、前記可動軸を軸線回り回伝自在

に支持するよぅに前記アーム部に設けられた軸受部と、前記押動機構に作動連結さ

れた連結部とを備え得る。

斯かる構成において、前記軸受部は、前記可動軸の軸線を中心とした略円弧状の

外周面を有するものとされ、前記リンクアームの下端側は、前記付勢部材によって前

記軸受部の外周面のぅち前記固定軸と対向する側に押し付けられる。

斯かる構成によれば、前記リンクアームの下端側が前記可動軸支持部材のぅち略

円弧状の外周面を有する部分に係合されているので、前記第 及び 又は第2口一

ルの摩耗に応じて前記回動軸回りに回動する前記可動軸支持部材の動きを前記リ

ンクアームを介して滑らか且つ正確に前記支点軸に伝えることができる。従って、前

記第 及び 前記第2口一ルの摩耗に伴って生じる両口一ルの接触部の位置変化に

対して前記供給板の傾斜姿勢をより確実且つ安定して追従させることができる。

００14 前記リンク機構は、前記支点軸に相対回伝不能に支持された第 リンクと、前記枢

支軸に相対回伝不能に支持された第2リンクと、一端部が前記第 リンクの自由端側

に相対回伝自在に連結され且つ他端部が前記第2リンクの自由端側に相対回伝自

在に連結された中間リンクとを含むことができる。

斯かる構成によれば、前記支点軸及び前記枢支軸の配置に関する設計 自由度を

向上させることができる。即ち、前記可動軸支持部材の動きに連動して前記リンクア

ームがスムースに動くことを許容するよぅに前記支点軸の位置を設定し、且つ、前記

供給板が上方から流下する原料籾を受け止めて前記接触部へ向けて案内すること

を許容するよぅに前記枢支軸の位置を設定しても、前記第 リンク，前記第2リンク及

び前記中間リンクの長さを適宜変更することにより、前記支点軸の軸線回りに回伝に

連動させて前記枢支軸を軸線回りに回伝させることができる。

００15 より好ましくは、前記中間リンクは長手方向長さが調整可能とされる。

斯かる構成によれば、前記中間リンクの長手方向長さを調整することにより、前記リ

ンクアームの傾斜角度に対する前記供給板の傾斜角度を変更することができる。

従って、前記リンク機構を細み付けた後であっても、前記リンクアーム及び前記供給

板の相対姿勢を容易且つ高精度に調整することができる。



００16 前記籾摺機は、前記第 及び第2口一ルより上方に配置された原料籾タンクと、前

記原料籾タンクの下端開口に設けられた供給シャッタと、前記下端開口から落下する

原料籾を受け止めて前記供給板へ自然落下させる上流側供給板と、前記上流側供

給板と共働して前記上流側供給板から前記供給板へ送られる原料籾呈を調整可能

なリードローうとをさらに備えることができる。

前記上流側供給板は、傾斜方向が前記供給板の傾斜方向とは反対となるよぅに、

前記枢文軸より上方において前記枢文軸と平行に配置された上流側枢文軸に相対

回伝不能に支持される。

前記籾摺機は、さらに、前記上流側枢支軸と直交する方向に延び且つ軸線回りに

回伝駆動される出力軸を有する電動モータと、前記出力軸の外周面に設けられたね

じが螺入されるねじ付孔を有する駆動側部材であって、前記上流側枢支軸と平行に

延びる駆動側部材と、某端側が前記上流側枢支軸に相対回伝不能に支持され且つ
自由端側に前記駆動側部材が係入される開口が設けられた従動側部材と、人為操

作可能な傾斜角操作部材と、前記傾斜角操作部材からの操作信号に某づき前記電

動モータの駆動制御を行ぅ制御装置とを備え得る。

前記開口は、前記電動モータの駆動時に前記駆動側部材が前記出力軸の軸線回

りに回伝することを防止するよぅな形状とされる。

前記制御装置は、前記傾斜角操作部材からの操作信号に応じた呈だけ前記電動

モータを作動させるよぅに構成される。

００17 前記籾摺機においては、前記電動モータが前記制御装置によって駆動されて前記

上流側枢支軸と直交する方向に延びた前記出力軸が軸線回りに回伝すると、前記

上流側枢支軸と平行に延び且つ前記出力軸にねじ結合された前記駆動側部材が

前記出力軸の軸線回りに回伝しよぅとする。ところが、前記駆動側部材は、某端部が

前記上流側枢支軸に相対回伝不能に支持された前記従動側部材の開口であって、

前記駆動側部材が前記出力軸の軸線回りに回伝することを防止するよぅな形状を有

する開口に係入されている為、前記駆動側部材は、前記出力軸の軸線回りに回伝せ

ずに前記出力軸の軸線方向に沿って進退動作し、前記従動側部材を介して前記上

流側枢支軸を軸線回りに回動させ、前記上流側供給板の傾斜角が変化する。



このよぅに、前記籾摺機によれば、前記電動モータの作動制御によって前記上流側

供給板の傾斜角を正確に制御することができる。即ち、前記原料籾タンクから前記上

流側供給板へ送られてくる原料籾呈に応じて、前記上流側供給板及び前記リードロ

ーうの間の間隔を前記電動モータを用いて正確に調整することが可能となり、前記

上流側供給板から前記供給板へ原料籾を層状態で供給することができる。

００18 より好ましくは、前記制御装置は、前記傾斜角操作部材からの操作信号に某づき

前記電動モータの制御を行ぅ手動モードと、前記電動モータを自動制御する自動モ

ードとを有するよぅに構成される。

前記制御装置は、前記 自動モードにおいては、前記籾摺機に後続する選別機に

おけるタンクの上限センザ及び下限センザからの信号に某づき、前記上流側供給板

及び前記リードローうの間の間隙を所定最だけ増減させるよぅに前記電動モータを制

御する。

００19 斯かる構成によれば、前記上流側供給板及び前記リードローうの間の間隔調整に

関し利便性を向上させることができる。

特に、前記 自動モードにおいては、前記籾摺機に後続する工程の処理状況がフイ

ードバックされるので、前記籾摺機を含む籾摺りシステム全体における原料籾の流れ

をスムーズにすることができ、システム全体の作業効率化を図ることができる。

００2０ 他態様においては、前記リンク構造は、前記可動軸支持部材が前記固定軸に近接

する動きに連動して移動する規制部材と、先端部が前記規制部材に作動連結され

且つ某端部が前記枢支軸に相対回伝不能に支持されたリンクロッドとを備え、前記

可動軸支持部材の前記動きによって前記規制部材及び前記リンクロッドを介して前

記枢支軸を軸線回りに回伝させるよぅに構成される。

前記規制部材は、前記可動軸支持部材の前記動きに応じて前記リンクロッドを移

動させる際に、前記枢支軸の軸線回りの回伝方向が前記供給板の先端部を前記枢

支軸回り前記固定軸に近接する方向へ回動させる回伝方向となるよぅに、前記リンク

ロッドの動きを規制する。

斯かる構成においても、前記第 及び 又は第2口一ルの外径を検出するセンザ及

び前記センザからの検出信号に某づいて前記供給板の傾斜姿勢を変ィヒさせる作動



装置等の複雑な構造を設けることなく、前記第 及び 又は第2口一ルの摩耗に伴ぅ

前記接触部の位置変化に、前記供給板の傾斜姿勢を確実に追従させて籾摺り作業

効率を良好に維持することができる。

００2 1 より好ましくは、前記枢支軸は前記固定軸の略直上に配置され、前記リンクロッドは

先端部が某端部に対して前記枢支軸回り前記固定軸側に近接するよぅに折曲される

斯かる構成によれば、前記第 及び 又は第2口一ルの摩耗に伴ぅ前記接触部の

位置変化に対して前記供給板の傾斜姿勢をより高精度に追従させることができる。

即ち、前記構成においては、前記規制部材に作動連結された前記リンクロッドの先

端部が、前記可動軸支持部材の前記動きに対して大きな角度 (直交に近い角度 )を

有することになる。つまり、前記可動軸支持部材に連動する前記規制部材の移動方

向と、前記リンクロッドが前記枢支軸回りに回動する際の前記リンクロッドの先端部の

移動方向とを可及的に一致させることができ、前記可動軸支持部材の動きに対して

よりリニアな関係で前記供給板を前記枢支軸回りに回動させることができる。従って、

前記両口一ル問の前記接触部の位置変化に対して前記供給板の傾斜姿勢をより高

精度に追従させることができる。

００22 好ましくは、前記規制部材は前記可動軸支持部材に設けられる。

斯かる構成によれば、複雑な構造を備えることなく、前記規制部材を前記可動軸支

持部材に連動させることができる。

００23 また、好ましくは、前記規制部材は、前記リンクロッドの先端部が係入される係入口

を有する下面部と、前記係入口を挟んで対向する一対の平面部とを有し、前記一対

の平面部の一方が上端側で前記リンクロッドの動きを規制する側面部を形成する。

００24 斯かる構成においては、前記リンクロッドの先端部が前記規制部材の前記下面部

に設けられた前記係入口に係入されることにより、前記リンクロッドと前記規制部材と

が連結されるので、前記リンクロッドが前記規制部材から脱落すること(前記リンクロッ

ド及び前記規制部材の連結関係が解除されること)を有効に防止できる。

また、前記構成においては、前記リンクロッドと前記規制部材との連結及び前記規

制部材による前記リンクロッドの動きの規制が別の箇所で行われることになる。従って



、前記連結及び規制をいずれも確実且つ安定的に行ぅことができる。

００25 また、本発明は、固定軸と共に軸線回りに回伝するよぅに該固定軸に支持された第

口一ルと、前記固定軸と略平行で且つ前記固定軸に対して接離可能とされた可動

軸と共に軸線回りに回伝するよぅに該可動軸に支持された第2口一ルと、前記第2口

一ルが前記第 口一ルに圧接されるよぅに前記可動軸を前記固定軸に近接する方向

に付勢する押動機構と、墓端部が前記固定軸及び前記可動軸より上方且つ該両軸

と略平行に設けられた枢支軸に相対回転不能に支持された供給板と、某端部が前

記枢支軸に相対回伝不能に支持されたリンクロッドと、前記リンクロッドの前記枢支軸

回りの動きを規制する規制部材とを備えた籾摺機を提供する。

前記規制部材は、前記供給板及び前記リンクロッドが 自重によって前記枢支軸に

対して軸線回り一方側への付勢力を付加するよぅな姿勢において前記供給板の先

端部が前記第 口一ル及び前記第2口一ルの接触部を向く状態を保持するよぅに、前

記付勢力に抗して前記リンクロッドの先端部を係止する。

前記規制部材が前記第 口一ル及び前記第2口一ルの摩耗に伴ぅ前記可動軸の移

動に応じて移動することで前記リンクロッドの前記枢支軸回りの係止位置が変更され

、これにより、前記供給板の先端部が前記第 口一ル及び前記第2口一ルの摩耗に

起因する前記接触部の位置変化に追従する。

００26 斯かる構成においても、前記第 及び 又は第2口一ルの外径を検出するセンザ及

び前記センザからの検出信号に某づいて前記供給板の傾斜姿勢を変ィヒさせる作動

装置等の複雑な構造を設けることなく、前記第 及び 又は第2口一ルの摩耗に伴ぅ

前記接触部の位置変化に、前記供給板の傾斜姿勢を確実に追従させて籾摺り作業

効率を良好に維持することができる。

図面の簡単な説明

００27 図 第 図は、本発明の第 実施形態に係る籾摺機の正面図であり、前記籾摺機に

おける第2口一ルが移動する前の初期状態を示している。

図2 第2図は、前記籾摺機における第 及び第2口一ルの摩耗に伴い前記第2口一

ルが移動した後の状態における前記籾摺機の正面図である。

図3 第3図は、第 図に示す状態の前記籾摺機の背面図である。



図4 第4図は、第2図に示す状態の前記籾摺機の背面図てある。

図5 第5図は、前記第 実施形態に係る前記籾摺機の制御系の構成フロノク図てあ

る。

図6 第6図は、前記第 実施形態に係る前記籾摺機における前記第 及ひ第2口一

ルを駆動する口一ル駆動機構を示す図てある。

図7 第7図は、前記第 実施形態に係る前記籾摺機における前記第 及ひ第2口一

ル近傍の内部斜視図てある。

図8 第8図は、前記第 実施形態に係る前記籾摺機における上流側供給板の傾斜

角調整機構近傍の斜視図てある。

図9 第9図は、前記第 実施形態に係る前記籾摺機か適用された籾摺システムの一

例の概略構成図てある。

図1０第 ０図は、前記第 実施形態に係る前記籾摺機におけるメンテナンスモート

の制御フローチヤートてある。

図11 第 図は、本発明の第2実施形態に係る籾摺機の正面図てあり、前記籾摺機

における第2口一ルか移動する前の初期状態を示している。

図12 第 2図は、前記第2実施形態に係る前記籾摺機の正面図てあり、前記第2口

一ルか移動した後の状態を示している。

図13 第 3図は、第 図に示す状態の前記籾摺機の背面図てある。

図14 第 4図は、第 2図に示す状態の前記籾摺機の背面図てある。

図15 第 5図は、第 3図におけるX 線に沿った断面図てある。

図16 第 6図は、第 3図におけるX 部の拡大断面図てある。

符号の説明

1 籾摺機

4 原科籾タンク

6 電動モータ (駆動源 )

8 調整用モータ

1０ 選別機

1 1 上限センザ



12 下限センザ

2 1 固定軸

2 2 第 口一ル

2 3 可動軸

24 第2口一ル

25 押動機構

26 枢支軸

27 供給板

2 8 規制部材

2 9 リンクロッド

3 2 供給シャッタ

3 5 リードローラ

36 上流側供給板

3 7 上流側枢支軸

4 1 支点軸

4 2 リンクアーム

4 3 付勢部材

4 4 リンク機構

5 3 可動軸支持部材

53a 可動軸支持部材の某端部

53b 可動軸支持部材のアーム部

53c 可動軸支持部材の軸受部

53d 可動軸支持部材の連結部

70 制御装置

7 1 傾斜角操作部材

8 1 調整用電動モータの出力軸

8 1a 調整用電動モータの出力軸に形成されたねじ

8 2 駆動側部材



82a 駆動側部材に形成されたねじ付孔

8 3 従動側部材

83a 従動側部材に形成された開口

28 係入口

282 下面部

283 側面部

441 リンク機構の第 リンク

442 リンク機構の第2リンク

443 リンク機構の中間リンク

1 接触部

発明を実施するための最良の形態

００29 第 実施形態

以下、本発明に係る籾摺機の好ま 、実施形態について、添付図面を参照しつつ

説明する。

第 図及び第2図は、本発明の第 実施形態に係る籾摺機 の正面図であり、第3

図及び第4図は、第 図及び第2図に示す前記籾摺機 の背面図である。なお、第

図及び第3図は、前記籾摺機 における下記第2口一ル24の移動前の状態 (口一ル

が磨耗する前の状態 )を示し、第2図及び第4図は、前記第2口一ル24の移動後の状

態 (口一ルが磨耗した後の状態 )を示している。また、第5図は、本実施形態に係る前

記籾摺機 の制御系の構成ブロック図であり、第6図は、本実施形態に係る前記籾摺

機 の口一ル駆動機構を示す図である。

００3０ 本実施形態に係る前記籾摺機 は、第 図～第4図に示すよぅに、上方及び下方に

開口2a 2bが設けられた機枠2と、前記上方開口2aに設けられた上部機枠3と、前

記上部機枠3の上方に設けられ、原料籾を貯留する原料籾タンク4とを有している。

前記籾摺機 は、さらに、原料籾に対して籾摺りを行ぅ籾摺り部2０と、前記原料籾タ

００3 1 前記上部機枠3には、前記上部機枠3の内部において前記原料籾タンク4の下端



前記供給部3０は、第 図及ひ第2図に示すよぅに、前記供給 口3 に設けられた供

給シャソタ32と、前記上部機枠3の外部に設けられ、前記供給シャソタ32を開閉駆

動させる開閉駆動部33と、前記上部機枠3の内部に支持され、前記供給 口3 から

導入された穀物を整列させた状態て下方へ案内する案内板 34と、前記案内板 34の

下方に位置するよぅに前記上部機枠3の内部に配段されたリートローラ3 5てあって、

前記案内板 34の傾斜に沿った方向に回伝可能に支持され、前記籾摺り部2０に穀

物を順次定最的に流下させる羽根亜状のリートローラ3 5と、前記案内板 34に前記リ

ートローラ3 5を挟んて侃斗状に対向配置された状態て上端か上流側枢支軸3 7回り

回動可能に支持された上流側供給板 36てあって、前記上流側枢支軸3 7回りに回動

することにより前記リートローラ3 5との間隙を調整可能な上流側供給板 36とを有して

いる。

前記リートローラ3 5は、前記上流側供給板 36と共働して前記上流側供給板 36か
ら後述する供給板27へ迭られる原科籾呈を調整し得るよぅに構成されている。

００32 なお、本実施形態においては、前記開閉駆動部33として電動モータを用いている

。祥しくは、前記供給シャソタ32は、前記電動モータによって進退動作するシャフトに

連結されており、前記電動モータを駆動制御することによって、前記供給シャソタ32

か前記供給 口3 を開閉する。

００33 また、前記籾摺り部2０は、第 図～第5図に示すよぅに、駆動源てある電動モータ6

からの回伝動力によって軸線回りに第 回伝速度て回伝駆動される固定軸2 と、前

記固定軸2 と略平行な状態て前記固定軸2 に対して接離可能に位置変更可能と

された可動軸23てあって、前記電動モータ6からの回伝動力によって軸線回りに前

記第 回伝速度とは典なる第2回伝速度て回伝駆動される可動軸23と、前記固定軸

2 に核固定軸2 の軸線方向に螺入される取付ねし54を介して相対回伝不能に固

定される第 口一ル22と、前記可動軸23に核可動軸の軸線方向に螺入される取付

ねし54を介して相対回伝不能に固定される第2口一ル24と、前記第2口一ル24か前

記第 口一ル22に所定圧カて押圧されるよぅに前記可動軸23を直接又は間接的に

押動する押動機構25とを有している。

００34 さらに、前記籾摺機 は、前記固定軸2 及ひ前記可動軸23より上方において前記



両軸と平行に配置された枢支軸26と、上方から迭られてくる原科籾を前記第 口一ル

22及ひ第2口一ル24の接触部 へ向けて自然落下させるよぅに前記枢支軸26に

相対回伝不能に支持された前記供給板27とを有している。

前記供給板27は、傾斜方向か前記上流側供給板 36の傾斜方向とは反対となるよ

ぅに、前記枢支軸26に相対回伝不能に支持されている。

００35 また、前記籾摺機 は、第5図に示すよぅに、前記第 口一ル22及ひ第2口一ル24

による籾摺り作業のO O 切替を行ぅ作業スイソチ7 と、前記作業スイソチ7 か
らの操作信号に某つき前記電動モータ6及ひ前記押動機構25の制御を行ぅ制御装

置7０とを備えている。

前記制御装置7０は、偵算部や記惜部 (ともに図示せす)を有し、前記記惜部に記

惜されたプロクラムに某ついて前記籾摺機 を制御するよぅに構成されている。例え

は、前記制御装置7０は、前記籾摺機 内の電気回路に実装されたマイコンや前記

籾摺機 と電気的に接続された外部のコンピュータとされる。

００36 前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル24は、第6図に示すよぅに、前記機枠2外に

設けられた前記電動モータ6の駆動力かプールヘルト伝動機構を介して伝達される

ことにより、互いに逆方向且つ互いに典なる回伝速度て回伝駆動される。

００37 祥しくは、前記プールヘルト伝動機構は、前記電動モータ6の出力軸6 に相対回

伝不能に支持されたプ一リ6 と、前記固定軸2 に相対回伝不能に支持されたプ

一リ2 と、前記可動軸23に相対回伝不能に支持されたプ一リ23 と、前記プ一リ6

及ひ前記プ一リ2 に巻き回された駆動ヘルト6 2 と、前記プ一リ2 及ひ前記

プ一リ23 に巻き回された駆動ヘルト623 とを含んている。

本実施形態においては、前記プ一リ2 は、前記駆動ヘルト6 2 か巻き回される第

プ一リと、前記駆動ヘルト623 か巻き回される第2プ一リてあって、前記第 プ一リと

は典なる直径の第2プ一リとを含んており、これにより、前記固定軸2 と前記可動軸2

3との回伝速度を典ならせるよぅに構成されている。

又、前記駆動ヘルト623 は、前記可動軸23の回伝方向か前記固定軸2 の回伝方

向とは典なるよぅに、方向伝換プ一リにも巻き回されている。

なお、前記リートローラ3 5も駆動ヘルトを介して同し前記電動モータ6からの駆動



力により原科籾を前記籾摺り部2０に導入させる方向に回伝される。

００38 本実施形態に係る前記籾摺機 は、前記駆動ヘルト6 2 にテンションを付加 解

除するテンションローラ6 2を有しており、前記制御装置7０は、前記作業スイソチ7

の操作に応して前記テンションローラ6 2か前記駆動ヘルト6 2 にテンションを付加

解除するよぅに、前記テンションローラ6 2の位置制御を行っており、これにより、

前記電動モータ6の駆動力か前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル24に伝達 遁

断するよぅに構成されている。

００39 本実施形態に係る前記籾摺機 は、第3図に示すよぅに、前記固定軸2 をへアリン

クを介して軸線回り回伝可能に支持する固定軸支持部材 5 を有し、前記固定軸支

持部材 5 は、前記機枠2に固定されている。

００4０ 第7図に、本実施形態のに係る前記籾摺機 における口一ル近傍の内部斜視図を

示す。

前記籾摺機 は、第3図及ひ第7図に示すよぅに、前記可動軸23をへアリンクを介

して軸線回り回伝可能に支持する可動軸支持部材 53を有している。

前記可動軸支持部材 53は、前記可動軸23と平行に配置された回動軸52回り回動

可能に支持された某端部 53a と、前記某端部 53a から前記回動軸52の軸線を某準

にして径方向外方へ延ひるアーム部 53bと、前記可動軸23を軸線回り回伝自在に

支持するよぅに前記アーム部 53bに設けられた軸受部 53c と、前記押動機構25に作

動連結された連結部 53dとを備えている。

従って、前記軸受部 53c か前記回動軸52回りに回動することにより前記第2口一ル

24も前記回動軸52回りに回動する。

００4 1 本実施形態において、前記押動機構25は、一端か機枠2に連結され且つ他端か

前記連結部 53 dに連結されており、前記第2口一ル24か前記第 口一ル22に近接す

る方向に前記可動軸支持部材 5 3を前記回動軸回りに押動し、これにより、前記両口

一ル22 24か圧接されている。本実施の形態においては、前記押動機構25の一端

は、前記機枠2の前記第2口一ル24側の側面に固定されている。

００42 本実施形態においては、前記押動機構25としてェアシリンタか用いられているか、

本発明は斯かる構成に限られす、例えは、前記押動機構25として電動モータを用い



ることも可能である。

なお、前記某端部 53a と前記連結部 53dとは、前記可動軸23を某準にして径方向

反対側に配置されている。斯かる構成によれば、前記可動軸支持部材 53が前記可

動軸23を挟んで両側から支持されることとなり、前記第2口一ル24の支持安定化を

図ることができる。

００43 前記供給板27は、前記枢支軸26に相対回伝不能に支持された某端部と、前記某

端部から前記一対の第 及び第2口一ル22 24の接触部 へ向けて延びる先端部

とを有している。

詳しくは、前記枢支軸26は、前記第 及び第2口一ル22 24の上方、より詳しくは、

前記第 及び第2口一ルの接触部 よりも前記固定軸2 寄りにおいて、前記固定軸

2 及び可動軸23と略平行な軸線を有するよぅに配置されている。

そして、前記供給板27ほ、某端部が前記枢支軸26に相対回伝不能に支持され且

っ先端部が前記某端部から前記一対の第 及び第2口一ル22 24の接触部 へ

向けて延びており、これにより、前記供給板27の第2口一ル24側表面上を原料籾が

滑落するよぅに構成されている。

００44 本実施形態において、前記籾摺機 は、前記可動軸支持部材 53が前記固定軸2

に対して接離する動きに追従して前記供給板27の傾斜角度が変化するよぅに、前記

００45 より具体的には、前記リンク構造は、前記固定軸2 及び前記可動軸23より上方に

おいて前記両軸と平行に配置された支点軸4 と、下端側が前記固定軸2 及び前記

可動軸23の間に介挿された状態で前記支点軸4 に相対回伝不能に支持されたリ

ンクアーム4 2と、前記可動軸支持部材 53が前記固定軸2 に対して接離する動きに

連動して前記リンクアーム4 2が前記支点軸4 回りに揺動するよぅに、前記リンクアー

ム4 2の下端側が前記可動軸支持部材 53の前記固定軸2 と対向する側を押圧する

よぅに前記リンクアーム4 2を作動的に付勢する付勢部材4 3と、前記リンクアーム4 2に

よる前記支点軸4 の軸線回りの回伝に応じて前記枢支軸26が軸線回りに回伝する

よぅに、前記支点軸4 及び前記枢文軸26を作動連結するリンク機構44とを備えてい
る。



そして、前記リンク構造は、前記可動軸支持部材 53か前記固定軸2 に対して接離

する動きに追従して、前記供給板27の傾斜角度か前記リンクアーム4 2、前記支点軸

4 、前記リンク機構44及ひ前記枢支軸26を介して変化するよぅに構成されている。

００46 本実施形態において、前記リンク機構44は、前記支点軸4 に相対回伝不能に支

持された第 リンク44 と、前記枢支軸26に相対回伝不能に支持された第2リンク44

2と、一端部か前記第 リンク44 の自由端側に相対回伝自在に連結され且っ他端

部か前記第2リンク442 の自由端側に相対回転 自在に連結された中間リンク443 とを

また、前記軸受部 53c は、前記可動軸23の軸線を中心とした略円弧状の外周面を

有し、前記リンクアーム4 2の下端側は、前記付勢部材4 3によって前記軸受部 53。の
外周面のぅち前記固定軸2 と対向する側に押圧されているよぅに構成されている。

００47 ここて、前記籾摺機 における籾摺り作業の流れを説明する。

ます、前記作業スイソチ7 をO 状態からO 状態へとO 操作することにより、前

記制御装置7０は、前記電動モータ6を作動させて前記第 口一ル22、前記第2口一

ル24及ひ前記リートローラ3 5を回伝させるとともに、前記開閉駆動部33を駆動させ

て前記供給シャソタ32を開放する。これにより、前記原科籾タンク4に貯留されてレ巧

原科籾は、前記供給部3０内に落下する。落下した前記原科籾は、その下方にある

前記案内板 34と前記上流側供給板 36とにより形成された流路を柑落し、前記リート

ローラ3 5に供給される。

前記リートローラ3 5に供給された前記原科籾は、前記リートローラ3 5の回伝により

、前記リートローラ3 5及ひ前記上流側供給板 36の間隙の大きさに応して、均一な層

状態て機枠2内の籾摺り部2０に順次定最的に供給される。

００48 前記作業スイソチ7 のO 操作に応して、前記制御装置7０は、さらに、前記押動

機構25を作動させる。これにより、前記第2口一ル24は、前記回動軸5 2回りに回動し

て前記第 口一ル22に近接する方向へ移動する。

本実施形態においては、前記連結部 53 dに作動連結された前記押動機構25によ

って前記可動軸支持部材53か前記回動軸52回りに回動し、これにより、前記軸受

部 53c に軸線回り回伝自在に支持された前記可動軸23も前記回動軸52回りに前記



固定軸2 に近接する方向へ移動する。

これにより、前記第 口一ル22と前記第2口一ル24との間に、前記第 口一ル22及

び前記第2口一ルが互いに所定圧力で押圧された接触部 が形成される。

００49 前記供給部3０から供給された原料籾は、前記供給板27の表面 (前記第2口一ル2

4側表面)を滑落して、前記供給板27の先端部が向けられた前記第 口一ル22及び

前記第2口一ル24間の前記接触部 に供給される。前記第 口一ル22と前記第2口

一ル24とは、前記第2口一ル24が前記可動軸支持部材 53を介して前記押動機構2

5により前記第 口一ル22に所定圧力で押圧された状態で、前記電動モータ6からの

回伝動力によってそれぞれ典なる回伝速度で回伝している。このため、前記供給板2

7により前記接触部 に供給された原料籾は、前記第 及び第2口一ル22 24によ

って籾摺り処理され、前記下部開口2bから排出される。前記下部開口2bから排出さ

れた原料籾は、風選別装置等 (図示せず) の選別機構によって籾摺りされた穀粒と籾

殻とに選男 される。

００5０ ここで、第 図及び第3図の状態から前記第 口一ル22及び 又は前記第2口一ル

24が継続使用により磨耗し、第2図及び第4図に示すよぅに外径が 、さくなると(なお

、第2図及び第4図においては、第 図及び第3図に示す摩耗前の状態の前記第

及び第2口一ル22 24を破線で示している) 、前記押動機構25の付勢力により、前

記第2口一ル24が前記回動軸52回りに前記第 口一ル22に近接する方向へ回動し

(第2図及び第4図) 、これにより、前記第 口一ル22及び前記第2口一ル24間の接触

部 の位置が変化した状態で両口一ルの圧接状態が保持される。

００5 1 前記供給板27は、前述の通り、前記枢支軸26及び前記リンク機構44を介して前

記固定軸2 及び前記可動軸23より上方において前記両軸と平行に配置された前

記支点軸4 に作動連結されている。前記支点軸4 は、さらに前記リンクアーム4 2の

某端部を相対回伝不能に支持している。詳しくは、前記リンクアーム4 2は、下端側が

前記固定軸2 及び前記可動軸23の間に介挿され且つ前記付勢部材4 3の付勢力

により前記可動軸支持部材 53における前記固定軸2 と対向する側に押圧された状

態で、上端側が前記支点軸4 に相対回伝不能に支持されている。つまり、前記リン

クアーム4 2の下端側は、前記付勢部材4 3の付勢力によって前記可動軸支持部材 5



3における前記固定軸2 と対向する側に常時当接されている。

００5 2 従って、前記第 及び第2口一ル22 24の摩耗に応じて前記可動軸23が前記固

定軸2 に近接する方向に前記可動軸支持部材 53が前記押動機構25によって前記

回動軸52回りに回動させられると、前記リンクアーム4 2が前記付勢部材4 3の付勢力

に抗して前記支点軸4 回りに揺動し、前記支点軸4 が軸線回りに回動する。前記

支点軸4 の軸線回りの回動によって前記リンク機構44を介して前記枢文軸26が軸

線回りに回動し、これにより、前記供給板2 7の傾斜角度が変化する。

００5 3 詳しくは、前記リンクアーム4 2が前記支点軸4 回りに揺動し前記支点軸4 が軸線

回りに回動すると、前記支点軸4 に相対回伝不能に支持された前記リンク機構44の

前記第 リンク44 も前記支点軸4 回りに回動する。前記第 リンク44 が前記支点、

軸4 回りに回動すると、前記枢文軸26に相対回伝不能に支持された前記第2リンク

442 が前記中間リンク443 を介して前記枢文軸26回りに回動し、前記枢文軸26が軸

線回りに回動する。そして、前記枢文軸26が軸線回りに回動すると、上端側が前記

枢文軸26に相対回伝不能に支持された前記供給板27が前記枢文軸26回りに揺動

し、これにより、前記供給板27の傾斜角度が変化する。

００54 このよぅに、本実施の形態に係る前記籾摺機 においては、前記第 及び 又は第

2口一ル22 24の摩耗に起因して前記第2口一ル24が前記押動機構25によって押

動されると、前記供給板27が前記リンクアーム4 2，前記支点軸4 ，前記リンク機構4

4及び前記枢文軸26を介して前記枢文軸26回りに回動し、これにより、前記供給板

27の先端部が前記第2口一ル24の移動に起因して位置変化する接触部 に追従

するよぅに前記供給板27の傾斜姿勢が 自動的に変化する。

００5 5 即ち、本実施の形態に係る前記籾摺機 によれば、第 及び 又は第2口一ル22

24の外径を検出するセンザやそれに某づいて前記供給板27の傾斜姿勢を変ィヒさ

せる制御装置を別途設けることなく、前記第 口一ル22及び 又は前記第2口一ル2

4の摩耗に応じて位置変化する前記両口一ル22 24間の前記接触部 に前記供

給板27の先端部が追従するよぅに、前記供給板27の傾斜姿勢が 自動的に調整され

る。従って、前記一対の第 及び 第2口一ル22 24の摩耗に応じて変動する前記

一対の口一ル22 24の接触位置への前記供給板27の追従動作を簡単且つ安定的



に行ぅことができる。この結果、前記第 口一ル22及び前記第2口一ル24による籾摺り

効率を良好に維持することができる。

００56 本実施形態においては、前記可動軸支持部材 53における前記軸受部 53c の外周

面は前記可動軸23の軸線を中心とする略円弧状とされている。つまり、前記付勢部

材4 3の付勢力によって前記軸受部 53c における前記固定軸2 と対向する側に付勢

されている前記リンクアーム4 2は、略円弧状である前記軸受部 53c の前記外周面に

点接触している。

００5 7 斯かる構成によれば、前記第 口一ル22及び 又は前記第2口一ル24の摩耗に応

じて前記回動軸52回りに回動する前記可動軸支持部材 53の動きを前記リンクアー

ム4 2を介して前記支点軸4 に滑らか且つ正確に伝えることができる。これにより、前

記第 口一ル22及び 前記第2口一ル24の摩耗に応じて生じる前記両口一ル22，2

4間の前記接触部 の位置変化に対して前記供給板27の姿勢を安定して追従さ

せることができる。

００58 又、本実施の形態においては、前記第 リンク44 及び前記第2リンク442 が前記

中間リンク443 で連結されている。斯かる構成によれば、前記支点軸4 及び前記枢

支軸26の配置を自由に設定することができる。従って、前記リンクアーム4 2及び前

記供給板27の設計 自由度を向上させることができる。これにより、前記可動軸23の

移動に伴ぅ前記供給板27の作動をよりスムーズに行わせることができる。

００59 さらに、本実施形態においては、前記中間リンク443 は、長手方向長さが調整可能

とされている。

例えば、前記中間リンク443 は、一端側を形成する第 部材と、他端側と形成する

第2部材と、前記第 及び第2部材を連結する調整部材であって、両端部にそれぞれ

長手方向に沿って前記第 及び第2部材に螺入されるねじ部を有する調整部材とを

有し得る。

００6０ このよぅに前記中間リンク443 を長手方向長さ調整可能とすることにより、前記リンク

アーム4 2の揺動角度に対する前記供給板27の揺動角度を容易に調整することがで

きる。

従って、前記リンク機構44を細み付けた後であっても、前記中間リンク443 の長手



方向長さを微調整することにより、より高精度且つ容易に前記供給板27の傾斜姿勢

を調整することができる。

００6 1 本実施形態に係る前記籾摺機 は、前記上流側供給板36と前記リードローラ35と

の間隙を電動にて調整可能に構成されている。

第8図に、本実施形態に係る前記籾摺機 における前記上流側供給板36近傍の

斜視図を示す。

００62 前記籾摺機 は、第5図及び第8図に示すよぅに、前記上流側枢文軸37と直交する

方向に延び且つ軸線回りに回伝駆動される出力軸8 を有する電動モータ(調整用

モータ8) と、前記出力軸8 の外周面に設けられたねじ8 aが螺入されるねじ付孔8

Zaを有する駆動側部材82であって、前記上流側枢支軸37と平行に延びる駆動側

部材82と、某端側が前記上流側枢支軸37に相対回伝不能に支持され且つ自由端

側に前記駆動側部材82が係入される開口83a が設けられた従動側部材83と、人為

操作可能な傾斜角操作部材72とを備え、前記制御装置7０は、前記傾斜角操作部

材72からの操作信号に応じた呈だけ前記調整用モータ8を作動させるよぅに前記調

整用モータ8の駆動制御を行ぅよぅになっている。

００63 詳しくは、前記従動側部材83の前記開口83aは、前記調整用モータ8の駆動時に

前記駆動側部材82が前記出力軸8 の軸線回りに回伝することを防止することで前

記駆動側部材82が前記出力軸8 の軸線方向に移動し、これにより、前記従動側部

材82が前記上流側枢支軸37回りに回動することを許容するよぅな形状を有している

。具体的には、前記開口83a は、前記上流側枢支軸37の回伝軸線及び前記駆動側

部材82の軸線を結ぶ仮想線に沿った方向に長い長孔形状を有している。

また、前記上流側供給板36は、前記従動側部材83に取り付けられた付勢部材38

により前記リードローラ35に近接する方向に付勢されている。

００64 斯かる構成を備えた前記籾摺機 において、前記上流側供給板36と前記リードロ

ーラ35との間隙は以下のよぅにして行われる。

前記傾斜角操作部材72への人為操作に応じて、前記制御装置7０は、前記傾斜

角操作部材72からの操作信号に応じた最だけ前記調整用モータ8を作動させる。前

記調整用モータ8が作動されると、前記上流側枢支軸37と直交する方向に延びた前



記出力軸8 が軸線回りに回伝する。前記出力軸8 の外周面に設けられた前記ねじ

8 aが前記上流側枢支軸3 7と平行に延びる前記駆動側部材8 2の前記ねじ付?

aに螺入されている為、前記出力軸8 の軸線回りの回伝に応じて前記駆動側部材8

2が前記出力軸8 の軸線回りに回伝しよぅとする。

しかしながら、前記駆動側部材8 2は、某端部が前記上流側枢支軸3 7に相対回伝

不能に支持された前記従動側部材8 3の前記開口83a に係入されている。前記開口

83a は、前記駆動側部材8 2が前記出力軸8 の軸線回りに回伝することを防止する

よぅな長孔形状を有しているため、前記調整用モータ8の前記出力軸8 が軸線回り

に回伝すると前記駆動側部材8 2は前記出力軸8 の軸線方向に沿って進退動作す

る。

そして、前記駆動側部材8 2が前記出力軸8 の軸線方向に沿って進退動作するこ

とにより、前記開口83a を介して前記駆動側部材8 2と係合される前記従動側部材8 3

が、前記付勢部材38の付勢力に抗して前記上流側枢支軸3 7回りに揺動する。

００65 このよぅに、前記調整用モータ8の駆動に応じて前記駆動側部材 が前記出力軸

8 の軸線方向に進退動作することにより、前記従動側部材8 3が前記上流側枢支軸

3 7を軸線回りに回動させ、これにより、前記上流側供給板 36の傾斜角が変化する。

斯かる構成によれば、前記調整用モータ8の作動制御によって前記上流側供給板

36の傾斜角を正確に制御することができる。即ち、前記原料籾タンク4から前記上流

側供給板 36へ送られてくる原料籾呈に応じて、前記上流側供給板 3 6及び前記リー

ドローラ3 5の間の間隔を正確に調整することが可能となり、前記上流側供給板 36か

ら前記供給板27へ原料籾を一定の層状態で供給することができる。

００66 本実施形態に係る前記籾摺機 は、前記出力軸8 の回伝角度を検出する口一タリ

ェンコーダ84をさらに有し、前記制御装置7０は、前記口一タリェンコーダ84の検出

呈に某づいて前記調整用モータ8の作動制御を行っている。なお、前記口一タリェン

コーダ84に代えて、前記制御装置7０が予め前記調整用モータ8の回伝速度データ

(作動時間と回伝角度との関係 )を記憶しておき、前記調整用モータ8を所定時間回

伝駆動させることにより、傾斜角操作部材 7 からの操作信号に応じた呈だけ調整用

モータ8を作動させることとしてもよい。



００67 第9図に、本実施形態に係る前記籾摺機か適用された籾摺システムの一例の概略

構成図を示す。

第9図に示す例においては、前記籾摺機 は、後続する選別機 (揺動選別機 ) ０と

ともに籾摺システムを構成している。即ち、前記籾摺システムは、前記籾摺機 によっ
て籾摺り作業及ひ風選別作業か行われた結果物に対して連続して前記選別機 ０に

おける選別作業を行了寸ぅよぅに構成されている。より具体的には、前記籾摺機 の下

方開口部 bと前記選別機 ０のタンクの上方開ロ ０aとの間に前記結果物を搬送す

る選別機投入昇降機 3か介挿されている。

００68 本実施形態に係る前記籾摺機 は、前記制御装置7０か、前記傾斜角操作部材 72

からの操作信号に某つき前記調整用モータ8の制御を行ぅ手動モートと、前記調整

用モータ8を自動制御する自動モートとを有するよぅに構成され得る。

００69 例えは、前記制御装置7０は、前記傾斜角操作部材 72か人為操作されると手動モ

ートを起動するよぅに構成され得る。

手動モート時においてほ、前記制御装置7０は、前記傾斜角操作部材 72からの操

作信号に某ついて前記調整用モータ8を制御する。

００7０ 自動モート時においてほ、前記制御装置7０は、前記籾摺機 による籾摺り作業速

度と前記選別機 ０による選別作業速度とに某つき、前記調整用モータ8を制御する

よぅに構成され得る。

第9図に示す籾摺システムにおいては、前記制御装置7０は、前記 自動モートにお

いて、前記籾摺機 に後続する前記選別機 ０における前記タンク 4の貯留呈に応

して前記調整用モータ8を制御するよぅに構成され得る。

例えは、前記タンク 4に上限センザ 及ひ下限センザ 2を設け、前記制御装置7

0か、前記センザ 2からの信号に某つき、前記上流側供給板 36及ひ前記リート

ローラ3 5の間の間隙を所定最たけ増減させるよぅに前記調整用モータ8を制御する

よぅに構成され得る。

００7 1 また、前記選別機 ０の前記タンク 4に前記上限センザ 及ひ前記下限センザ 2

か投けられている場合には、前記制御装置7０か、前記上限センザ 及ひ前記下限

センザ 2からの検出信号に某つき自動モートを起動するよぅに構成することも可能



である。

００72 より具体的には、前記下限センザ 2のみが穀物の堆積を検出している場合には正

常状態として判断し、前記制御装置7０が前記調整用モータ8に対する制御信号を出

力しないものとし得る (即ち、前記上流側供給板 36及び前記リードローラ3 5の間の間

隙は保持される)。

前記上限センザ 及び前記下限センザ 2の双方とも穀物の堆積を検出した場合

には、前記籾摺機 の籾摺り作業速度が前記選別機 ０の選別作業速度に比して早

過ぎると判断し、前記制御装置7０が前記正常状態よりも前記籾摺機 の籾摺り作業

速度を遅らせる制御を行ぅものとし得る。即ち、前記制御装置7０は、前記上流側供

給板 36及び前記リードローラ3 5の間の間隙が正常状態時を某準にして所定最だけ

狭くなるよぅに前記調整用モータ8を制御する。

これとは逆に、前記上限センザ 及び前記下限センザ 2の双方とも穀物の堆積を

検出しなくなった場合には、前記籾摺機 の籾摺り作業速度が前記選別機 ０の選別

作業速度に比して遅すぎると判断し、前記制御装置7０が前記正常状態よりも前記籾

摺機 の籾摺り作業速度を早める制御を行ぅものとし得る。即ち、前記制御装置7０は

、前記上流側供給板 36及び前記リードローラ3 5の間の間隙が正常状態時を某準に

して所定最だけ広くなるよぅに前記調整用モータ8を制御する。

このよぅに、前記籾摺機 に後続する工程における穀物の貯留状況を用いて前記

調整用モータ8をフィードバック制御することにより、前記籾摺機 を含む籾摺りシステ

ム全体における作業効率の向上を図ることができる。

００73 好ましくは、前記制御装置7０は、外部操作に某づき起動されるメンテナンスモード

を有し得る。

具体的には、前記制御装置7０は、前記メンテナンスモードにおいて、前記電動モ

ータ6の駆動を停止した状態で、前記第2口一ル24が前記第 口一ル22に押圧され
るよぅに前記押動機構25を作動させる。

本実施形態においては、第5図に示すよぅに、前記籾摺機 は、前記メンテナンス

モードを起動するためのメンテナンススイッチ73を備えている。前託

ッチ73は、例えば、前記機枠2の外側に設けられている。



００74 第 ０図に、前記メンテナンスモートにおける制御フローチヤートを示す。

前述のとおり、本実施の形態に係る前記籾摺機 においては、前記第 口一ル22

は、前記固定軸2 の軸線方向に螺入される前記取付ねし54を介して前記固定軸2

に固定され、前記第2口一ル24は、前記可動軸23の軸線方向に螺入される前記取

付ねし54を介して前記可動軸23に固定されている。

そして、前記作業スイソチ7 をO 状態からO 状態に切り替えることにより、前記

制御装置7０は、前記電動モータ6を作動させて前記固定軸2 及ひ前記可動軸23

を回伝駆動させるとともに、前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル24の間の圧力か

所定の値となるよぅに前記押動機構25を作動制御する籾摺り作業モートを実行する

これにより、前記第2口一ル24か前記押動機構25を介して前記第 口一ル22に所

定圧カて押圧された状態て、前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル24か前記電動

モータ6からの回伝動力によってそれそれ典なる回伝速度て回伝する。

００75 これに対し、前記メンテナンスモートにおいては、前記制御装置7０は以下の制御

を行ぅ。

即ち、前記制御装置7０は、第 ０図に示すよぅに、前記メンテナンススイソチ73か操

作され (ステソプ て es)、且つ、前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル24か回伝

駆動停止状態 (ステソプS 2て es)てある場合に限り、前記メンテナンスモートを起動

させる (ステソプ53) 。前記メンテナンスモートにおいては、前記制御装置7０は、前

記電動モータ6による前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル24の回伝駆動を停止し

た状態て、前記押動機構25を作動させて前記第2口一ル24を第 口一ル22に押圧

させる。前記制御装置7０は、再ひ前記メンテナンススイソチ73か操作されたことを検

出すると(ステソプS 4て es)、前記押動機構25による前記第 口一ル22及ひ前記

第2口一ル24間の押圧を解除する (ステソプS5)

００76 このよぅに、前記メンテナンスモートにおいては、前記第 口一ル22及ひ前記第2口

一ル24の回伝か停止された状態て前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル24か互い

に対して圧接された状態となる。

この状態においては、前記第 及ひ 又は第2口一ル24の交換に際し前記取付ね



じ54を締め付ける作業及び緩める作業を極めて容易に行ぅことができる。

００77 即ち、前記第 口一ル22及び 又は前記第2口一ル24の交換作業を行ぅ際には、

前記固定軸2 及び 又は前記可動軸23の軸線方向に螺入された前記取付ねじ5

4を緩める又は締め付ける作業を行ぅ必要がある。

しかしながら、前記固定軸2 及び前記可動軸23は、それぞれ、前記固定軸支持

部材 5 及び前記可動軸支持部材 53に軸線回り回伝自在に支持されているから、前

記取付ねじ54を緩める及び 又は締め付けよぅとすると、前記固定軸2 及び 又は

前記可動軸が軸線回りに回伝してし 、刊 、前記取付ねじ54を緩める作業及び 又

は締め付ける作業の効率が悪化する。

００78 これに対し、前記メンテナンスモードにおいては、前述の通り、前記第 口一ル22及

び前記第2口一ル24の回伝が停止された状態で前記第 口一ル22及び前記第2口

一ル24が互いに対して圧接された状態となっている。

このメンテナンスモードにおいては、前記固定軸2 及び前記可動軸23の一方から

対応する一方の口一ルを取り外す為に前記取付ねじ54を緩める場合に、前記固定

軸2 及び前記可動軸23の他方に支持された他方の口一ルが前記一方の口一ルの

回伝を防止することになり、従って、前記取付ねじ54を緩める及び 又は締め付ける

際に、前記固定軸2 又は前記可動軸23が共回りすることを防止でき、これにより、専

用工具や専用の構造を備えることなく、前記第 及び 又は第2口一ル22 24の脱

若作業効率を向上させることができる。

００79 好ましくは、前記押動機構2 5は、前記メンテナンスモードにおいて、前記第2口一

ル24が前記第 口一ル22に籾摺り作業時における前記所定圧力と同じ圧力で押圧

されるよぅに作動される。

即ち、前記メンテナンスモード時における前記押動機構25の押動動作を籾摺り作

業時における前記押動機構25の押動動作と同じとすることができる。

００8０ 斯かる構成は、本実施形態に係る前記籾摺機 におけるよぅに、前記押動機構25

としてェアシリンダが用いられている場合に、特に有効である。

即ち、前記押動機構25としてェアシリンダが用いられている場合においてメンテナ

ンスモード時における前記押動機構25の押動動作を籾摺り作業時における前記押



動機構25の押動動作と典ならせるとすると、前記押動機構25の作動制御に関し前

記制御装置7０に典なる制御フローを備えるか、若しくは、前記押動機構25の押動動

作を制限又は増長させる為の構造か必要となる。

００8 1 一方、籾摺り作業時における前記押動機構25による第 及ひ第2口一ル22 24間

の押圧力は、前記取付ねし54を緩める作業及ひ締め付ける作業に際し前記固定軸

2 及ひ前記可動軸23の共回りを防止するに十分な圧力を有している。

従って、前記メンテナンスモート時における前記押動機構25の押動動作を籾摺り

作業時における前記押動機構25の押動動作と同しとすることにより、実質的に迫加

部材を要することなく、前記第 及ひ第2口一ル22 24の脱若作業の容易化を図るこ

とかてきる。

００82 なお、前記押動機構25として電動モータを用いた構成においては、前記第 口一

ル22及ひ前記第2口一ル24間の圧力は、前記電動モータに対する電流値制御によ

って制御される。斯かる構成においては、例えは、前記第 口一ル22及ひ前記第2口

一ル24間の間隙か0となるときの電流値を前記メンテナンスモート時の設定電流値と

して採用することかてきる。

００83 また、前記制御装置7０は、前述したよぅに、前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル

24の回伝駆動時においては前記メンテナンスモートへの移行を行わないよぅに構成

されている。即ち、籾摺り作業時において、前記メンテナンススイソチ73を操作しても

前記制御装置7０は、前記メンテナンスモートを起動しない。

斯かる構成によれは、籾摺り作業時において前記メンテナンススイソチ73を娯操作

した場合てあっても、前記第 口一ル22及ひ前記第2口一ル24の回伝駆動を停止さ

せることかないため、娯操作による籾摺り不良か生しることを防止することかてきる。

なお、これに代えて、籾摺り作業時においては、前記メンテナンススイソチ73か規

制部材等により操作不能となるよぅに構成することとしてもよい。

００84 又、前記メンテナンススイソチ73の操作時において前記第 口一ル22及ひ前記第

2口一ル24か回伝駆動している場合 (ステソプS 2て o) には、音又はランプ等により

ェラ一報知する (ステソプ56) よぅに構成することも可能てある。

また、上記制御態様に加えて、前記メンテナンスモート時においては、前記籾摺り



作業モードへの移行を行わないよぅに構成することが好ま 、。即ち、前記メンテナン

スモード時において、前記作業スイッチ7 をO 状態へ操作しても前記制御装置7０

は、前記籾摺り作業モードを起動しないよぅに構成される。

００85 なお、本実施形態においては、前記上流側供給板 36の傾斜角度の調整を前記調

整用モータ8を用いて電動で行ぅこととしているが、本発明は斯かる形態に限定され

るものではなく、前記上流側供給板 36の傾斜角度を手動で調整するよぅに構成する

ことも可能である。

例えば、先端部が前記上流側供給板 36の背面に当接し且つ某端部が前記上部

機枠3の外部に延在された手動操作可能な調整ねじを設け、前記調整ねじによって

前記上流側供給板 36の傾斜角度を調整することも可能である。

００86 第2実施形態

次に、本発明に係る籾摺機の他の実施形態について、添付図面を参照しつつ説

明する。

第 図及び第 2図は、本発明の第2実施形態に係る籾摺機 の正面図であり、

第 3図及び第 4図は、第 図及び第 2図に示す前記籾摺機 の背面図である。

なお、第 図及び第 3図は、前記籾摺機 における第2口一ル24の移動前の状態

(口一ルが磨耗する前の状態 )を示し、第 2図及び第 4図は、第2口一ル24の移動

後の状態 (口一ルが磨耗した後の状態 )を示している。また、第 5図は、第 3図にお

けるX 線に沿った前記籾摺機 の断面図である。

なお、図中、前記実施の形態 におけると同一部材には同一符号を付して、その説

明を適宜省略する。

００87 本実施形態に係る籾摺機 も、前記第 実施形態に係る前記籾摺機 と同様、第

図～第 4図に示すよぅに、前記機枠2と、前記上部機枠3と、前記原料籾タンク4と

さらに、前記籾摺機 は、原料籾に対して籾摺りを行ぅ籾摺り部2 と、前記原料

籾タンク4から流下する原料籾を前記籾摺り部2 へ供給する供給部3 とを備えて

いる。

００88 前記供給部3 は、第 及び第 2図に示すよぅに、前記上部機枠3の前記供給



口3 に設けられた前記供給シャッタ32と、前記開閉駆動部33と、前記案内板 34と、

前記リードローラ3 5と、前記上流側供給板 36とを備えている。

００89 本実施の形態においては、前記上流側供給板 36は手動で傾斜姿勢が変化するよ

ぅに構成されている。

具体的には、前記供給部3 は、さらに、先端部が前記上流側供給板 36の背面に

当接し且つ把持部として作用する某端部が前記上部機枠3の外部に延出された調

整ねじ38を備えており、前記把持部を用いて前記調整ねじ38の前記上部機枠3内

部への進入呈を変ィヒさせることにより前記上流側供給板 36の回動角 (傾斜姿勢) が

変化するよぅになっている。

なお、本実施形態においても、前記開閉駆動部33として電動モータが用いられて

いる。

００9０ 前記籾摺り部2 は、第 図～第 4図に示すよぅに、前記第 実施形態における

前記籾摺り部2０と同様に、前記固定軸2 と、前記固定軸2 に支持された前記第

口一ル22と、前記可動軸23と、前記可動軸23に支持された前記第2口一ル24と、前

記押動機構25と、前記枢支軸26と、前記供給板27とを備えている。

００9 1 前記籾摺り部2 は、さらに、前記可動軸23が前記固定軸2 に対して接離する動

きに追従して前記供給板27の傾斜角度が変化するよぅに、前記可動軸23及び前記

枢支軸26を作動連結するリンク構造を備えている。

００92 本実施形態において、前記リンク構造は、前記第2口一ル24の移動に応じて移動

する規制部材28 (第 3図及び第 4図) と、先端部が前記規制部材28に作動連結さ

れ且つ某端部が前記枢支軸26に相対回伝不能に支持されたリンクロッド29 (第 3

図及び第 4図) とを備えている。

前記規制部材28は、前記第2口一ル24の移動に応じて前記供給板27の先端部が

前記第 口一ル22と前記第2口一ル24との接触部 に向けて位置されるよぅに前記

リンクロッド29の動きを制御している。

００93 前記第 口一ル22及び前記第2口一ル24は、互いに対して逆方向に且つ典なる周

速度で回伝するよぅに、前記機枠2外に設けられた駆動源 (図示せず) に駆動ベルト(

図示せず)を介して作動連結されている。



００94 前記可動軸23に相対回伝不能に支持されたプ一リ23 (第 5図参照 ) と、前記固

定軸2 に相対回伝不能に支持されたプ一リ(図示せず) と、前記駆動源の出力軸に

相対回伝不能に支持されたプ一リ(図示せず) とに前記駆動ベルトを掛け回すことに

よりそれぞれの前記口一ル22 24が回伝駆動される。

例えば、前記可動軸23に固定された前記プ一リ23 及び前記固定軸2 に固定さ

れた前記プ一リのプ一リ径を互いに典ならせることで、共通の動力源を用いて前記第

口一ル22及び前記第2口一ル24の回転速度を典ならせることができる。

なお、前記リードローラ3 5も駆動ベルトを介して同じ駆動源からの駆動力により原

料籾を前記籾摺り部2 に導入させる方向に回伝される。

００95 本実施形態に係る前記籾摺機 は、第 5図に示すよぅに、さらに、前記可動軸23

を軸線回り回伝自在に支持するボス部材 (可動軸支持部材 ) 52であって、前記可動

軸23と略平行な回動軸5 回りに前記可動軸23とともに回動するボス部材 (可動軸

支持部材 ) 52を備えている。

詳しくは、前記ボス部材 52は、前記可動軸23をべアリング232 を介して軸線回り回

伝自在に支持するべアリング保持部 52 を有している。

前記ボス部材 52が前記回動軸5 回りに回動すると、前記可動軸23及び前記可動

軸23に支持された前記第2口一ル24も前記回動軸5 回りに回動する。

なお、本実施形態においては、第 図～第 4図に示すよぅに、前記機枠2の前面

及び背面に前記ボス部材 52の前記回動軸5 回りの回動を許容する許容開口2cが

設けられている。

００96 前記押動機構25は、一端が前記機枠2に連結され且つ他端が前記ボス部材 52に

連結されており、前記第2口一ル24を前記第 口一ル22に近接する方向に前記ボス

部材 52を前記回動軸5 回りに押動し、これにより、前記両口一ル22 24が圧接され

る。本実施の形態においては、前記押動機構2 5の一端は、前記機枠2の前記第 口

一ル22側の側面に固定されている。

００97 本実施形態においても前記押動機構25としてェアシリンダが用いられているが、本

発明は斯かる構成に限られず、例えば、前記押動機構25として電動モータを用 巧

ことも可能である。



なお、前記ボス部材 52は、前記可動軸23を某準にして前記回動軸5 とは反対側

に固定部 522を有しており、前記押動機構25の前記他端部は前記固定部 522に連

結されている。斯かる構成によれば、前記ボス部材 52が前記可動軸23を挟んで両

側から支持されることになり、従って、前記第2口一ル24の支持安定化を図ることがで

きる。

００98 前記供給板27は、某端部が前記第 口一ル22及び前記第2口一ル24の上方に位

置する前記枢支軸26に相対回伝不能に支持され且つ先端部が前記某端部から前

記一対の第 及び第2口一ル22 24の接触部 へ向けて延びており、これにより、

前記供給板27の前記第2口一ル24側表面上を原料籾が滑落するよぅに構成されて

いる。

００99 前記枢支軸26は、前記固定軸2 の略直上且つ前記上方開口2aの前記固定軸2

側端部において、前記可動軸23と略平行に配置されている。

０1００ 前記リンクロッド29は、某端部が前記枢支軸26に相対回伝不能に支持されてレ巧

従って、前記リンクロッド29の前記枢支軸26回りの回動に応じて前記供給板27が

前記枢支軸26回りに回動する。本実施形態において、前記枢支軸26の一端は、第

5図に示すよぅに、前記機枠2より外方に延出され、前記リンクロッド29の某端部は、

前記機枠2の外方において前記枢支軸26に相対回伝不能に支持されている。

０1０1 前記規制部材28は、前記押動機構25によって前記第2口一ル24と共に前記回動

軸5 回りに移動するよぅに構成されている。

前記リンクロッド29の先端部は、前記第2口一ル24の移動に応じて移動する前記規

制部材28に係止されている。

つまり、前記第2口一ル24が前記押動機構25によって前記回動軸5 回りに回動さ

れると、前記規制部材28も前記回動軸5 回りに回動し、これにより、前記リンクロッド

29の傾斜姿勢が変化するよぅになっている。

０1０2 詳しくは、第 3図に示すよぅに、前記供給板27及び前記リンクロッド29が前記枢支

軸26の軸線を通る仮想垂直面 2を某準にして前記接触部 に近接する側に位置

し且つ自重によって前記仮想垂直面 2に近接する方向へ前記枢支軸26回りに揺



動するよぅな傾斜姿勢をとる状態で、前記リンクロッド29の先端部が前記規制部材2

に係止されている。

つまり、前記規制部材2 は、前記枢文軸26に相対回伝不能に支持された前記供

給板27及び前記リンクロッド29が 自重によって前記仮想垂直面 2に近接する方向 (

前記枢文軸26の軸線回り一方側方向。以下、自重揺動方向 (第 3図) といぅ へ

前記枢文軸26回りに揺動しよぅとする動きを規制するよぅに、前記リンクロッド29と係

０1０3 斯かる構成により、前記供給板27の先端部が前記第2口一ル24の位置変化に追

従して自動的に前記接触部 へ向かぅよぅになっている。

即ち、前記押動機構25によって前記ボス部材 52が前記回動軸5 回りに回動し、こ

れにより、前記第2口一ル24が前記第 口一ル22に近接する方向へ回動する。

ここで、前記第2口一ル24が前記第 口一ル22に近接するよぅに前記ボス部材 52

が前記回動軸5 回りに回動される際に、前記規制部材2 も前記第 口一ル22に近

接するよぅに、前記規制部材2 が前記ボス部材 52に作動連結されている。

本実施の形態においては、第 3図～第 5図に示すよぅに、前記規制部材2 は前

記ボス部材 5 2に支持されており、前記第2口一ル24と共に前記回動軸5 回りに前

記第 口一ル22に近接する方向へ移動する。

前記規制部材2 が前記第 口一ル22に近接する方向へ移動すると、前記規制部

材2 によって前記枢文軸26回り前記 自重揺動方向 への揺動が規制されてレ巧

前記リンクロッド2 は前記枢文軸26回りに前記仮想垂直面 2に近接する方向へ前

記規制部材2 の移動呈に応じた分だけ揺動し、これにより、前記供給板27は、先端

部が前記第 及び第2口一ル22 24間の前記接触部 へ向かぅよぅに、前記枢文

軸26回りに揺動する。

０1０4 前述の通り、本実施の形態においては、前記規制部材2 は前記ボス部材 52に支

持されている。

このよぅに、前記第 及び 又は第2口一ル22 24の摩耗に応じて前記第2口一ル

24とともに移動する前記ボス部材 52に前記規制部材2 を設けることにより、前記規

制部材2 を前記第2口一ル24の移動に連動させる構成を容易に実現することができ



る。従って、部品点数を増加させることなく、確実に前記規制部材2 を前記第2口一

ル24に連動させることができる。

なお、本実施の形態においては、前記規制部材2 は、前記ボス部材 52における

前記機枠2より外方に位置するブレート部 523に設けられている。

０1０5 前記規制部材2 についてより具体的に説明する。

第 6図に、第 3図におけるX 部の拡大断面図を示す。

前記規制部材2 は、前記リンクロッド29の前記 自重揺動方向 への動きを止める

停止部を有している。

本実施形態においては、前記規制部材2 は、第 6図に示すよぅに、前記リンクロッ

ド29の先端部が係入される係入口28 を有する下面部282 と、前記係入口28 を挟

んで略垂直方向に延び且つ互いに対向する一対の平面部とを有し、前記一対の平

面部の一方が前記リンクロッド29の前記 自重揺動方向 への揺動を停止する停止

部として作用する側面部283 を形成している。

０1０6 より具体的には、前記規制部材2 は、底板及び前記底板の周縁部から上方へ延

びる周壁を有し、上方が開放された筒状とされている。

前記底板には前記係入口28 が形成されており、前記底板が前記下面部282 を

形成している。

前記周壁における前記第 口一ル22に近接する側の側面が前記側面部283 を形

０1０7 斯かる構成によれば、前記リンクロッド29の先端部が前記規制部材2 の前記下面

部282 に設けられた前記係入口28 に係入されることにより、前記リンクロッド29と前

記規制部材2 との係合関係が保持される (即ち、前記リンクロッド29の前記規制部

材2 からの脱落が防止される)。

また、前記規制部材2 の前記側面部283 の上端側が前記停止部として機能し、前

記リンクロッド29の前記 自重揺動方向 への揺動が規制される。詳しくは、後述する

０1０8 このよぅに、前記規制部材28に前記係入口28 を設けることにより、前記規制部材

2 及び前記リンクロッド29の係合状態が首に反して解除されることを有効に防止す



ることができる。

また、前記リンクロッド29との係合状態の保持を図る部分 (即ち、前記係入口28 )

と前記リンクロッド29の前記 自重揺動方向 への揺動を規制する部分 (即ち、前記

側面部283 の上端側) とを典ならせることにより、前記保持及び前記規制をいずれも

確実且つ安定的に行ぅことができる。

０1０9 本実施の形態においてほ、前記規制部材28は前記底板及び前記周壁を有する上

方が開放された筒状とされているが、本発明は斯かる形態に限定されるものではない

即ち、前記係入口28 が形成された前記底板のみを有する平板状部材によって前

記規制部材2 を形成することも可能である。斯かる置換態様においては、前記係入

口28 の内周面のぅち前記枢支軸26側に位置する部分を前記停止部として作用す

る。

０11０ なお、前記供給板27は、前記第2口一ル24が前記押動機構2 5により前記第 口一

ル22に圧接され且つ前記規制部材28によって前記リンクロッド29の前記 自重揺動

方向 への揺動が規制された状態において、先端部が前記両口一ル22 24間の

前記接触部 を向くよぅに某端部が前記枢支軸26に相対回伝不能に支持されてい
る。

０111 ここで、前記籾摺機 における籾摺り作業の流れを説明する。

まず、前記駆動部を作動させて前記第 口一ル22、前記第2口一ル24及び前記リ

ードローラ3 5を回伝させた状態で、前記開閉駆動部33により前記供給シャッタ32を

開放する。これにより、前記原料籾タンク4に貯留されている原料籾は、前記供給 口3

から下方へ落下する。落下した原料籾は、その下方にある前記案内板 34と前記上

流側供給板 36とにより形成された流路を滑落し、前記リードローラ3 5に供給される。

０112 前記リードローラ3 5に供給された原料籾は、前記リードローラ3 5の回伝により、前

記リードローラ3 5及び前記上流側供給板 36の間隙の大きさに応じて、前記上方開

口2aを通じて前記機枠2内の前記籾摺り部2 へ順次定最的に供給される。前記籾

摺り部2 への供給最を変更する場合には、前記調整ねじ38を用いて前記上流側

枢支軸3 7回りに前記上流側供給板 36を回動させる。これにより、前記上流側供給板



36の傾斜角が変更され、前記リードローラ3 5及び前記上流側供給板 36の間隙の大

きさが変更される。

０113 前記供給部3 から供給された原料籾は、前記下方開口2aの下方に位置する前

記供給板27の表面 (前記第2口一ル24側の表面)を滑落して、前記供給板27の先

端部が向けられた前記第 口一ル22及び前記第2口一ル24の前記接触部 に供

給される。前記接触部 において、原料籾は籾摺り処理され、前記下部開口2bか
ら排出される。前記下部開口2bには、風選別装置等 (図示せず) が配置され、籾摺り

された穀粒と籾殻とが選男 される。

０114 前記籾摺機 においては、前述の通り、前記第2口一ル24は前記押動機構25に

よって前記第 口一ル22へ向けて常時押動されている。従って、第 図に示す状態

から前記第 口一ル22及び前記第2口一ル24の外径が継続使用により磨耗して 、さ

くなると、前記押動機構25による押動力によって、前記第2口一ル24は、前記回動軸

5 回りに前記第 口一ル22に近接する方向へ移動される (第 2図)。即ち、前記第

及び 又は第2口一ル22 24が摩耗すると、前記第 及び第2口一ル22 24が前記

接触部 において圧接する状態が保持されたままで、前記接触部 の位置が変

化する。

０115 前記第 及び 又は第2口一ル22 24の摩耗に応じて前記第2口一ル24が移動す

る際 (即ち、前記接触部 が初期位置から変化する際) には、前記第2口一ル24が

支持される前記ボス部材 52に設けられた前記規制部材28も前記第2口一ル24ととも

に前記回動軸5 回りに回動する。

某端部が前記枢支軸26に相対回伝不能に支持された前記リンクロッド29は、自重

によって前記 自重揺動方向 へ揺動するよぅな傾斜姿勢の状態で、前記先端部が

前記係入口28 内に係入され且つ前記先端部及び前記某端部の間の中間部が前

記停止部に係合されている。従って、前記規制部材28が前記第2口一ル24と共に前

記回動軸5 回りに前記第 口一ル22に近接する方向へ回動すると、前記規制部材

28の回動呈に応じた分だけ前記リンクロッド29が前記枢支軸26回りに前記固定軸2

に近接する方向へ回動し、これにより、前記枢文軸26が軸線回りに回動することで

前記供給板27も前記枢支軸26回りに前記固定軸2 に近接する方向へ回動する (



第 4図)。

０116 つまり、前記規制部材28は、前記可動軸23の前記固定軸2 に対する相対位置変

化に応じて、前記リンクロッド29の前記枢支軸26回りの位置を変ィヒさせる。これにより

、前記可動軸23の前記固定軸2 に対する相対位置変化に拘わらず、前記供給板2

7の先端部が前記第 口一ル22及び前記第2口一ル24の接触部 へ向いた状態が

保持される。

なお、第 4図に示す状態においては、前記リンクロッド29は、前記規制部材2 の

前記側面部283 の上端から離れ、前記係入口28 の端部と接触することにより、前

記 自重揺動方向 への揺動が規制されている。

０117 このよぅに、本実施の形態に係る前記籾摺機 は、前記第2口一ル24が前記第 口

一ル22に近接する方向に付勢されることにより、前記第 及び第2口一ル22 24が

前記接触部 において接触されるよぅに構成されている籾摺機において、前記第2

口一ル24の移動に応じて移動する前記規制部材2 と前記供給板2 7とが前記リンク

ロッド29を介して作動連結されている。従って、前記第2口一ル24の移動に応じた分

だけ前記供給板27が回動して、前記供給板27の先端部が 自動的に前記接触部

を向くよぅになっている。

斯かる構成によれば、前記第 及び 又は第2口一ル22 24の口一ル径を検出す

るセンザやそれに某づいて作動させる制御装置を別途に設けることなく、前記第2口

一ル24の移動に応じて前記供給板27の傾斜姿勢を自動的に調整することができる

０118 本実施形態において、前記リンクロッド29は、第 3図及び第 4図に示すよぅに、先

端部が某端部に対して前記枢支軸26回り前記固定軸2 側に近接するよぅに折曲さ

即ち、前記リンクロッド29は、前記枢支軸26に相対回伝不能に支持される前記某

端部を含む某端側直線部と、前記規制部材29に係合される前記先端部を含れ先端

側直線部とを有しており、前記先端側直線部は前記某端側直線部から前記固定軸2

に近接する方向へ折り曲げられている。

０119 っまり、前記リンクロッド29は、前記先端部が前記某端部に対して前記枢支軸26回



り前記固定軸2 側に近接するよぅに、前記先端部及び前記某端部の間で屈曲され

ている。詳しくは、前記リンクロッド29は、第 3図に示すよぅに、前記某端側直線部を

延長した仮想線 を某準にして、前記先端側直線部が前記枢支軸26回り一方側 (

前記固定軸2 側である矢符 側) に位置するよぅに、屈曲されている。

０12０ このよぅに、前記リンクロッド29を屈曲形状とすることにより、前記規制部材2 に係

合される前記リンクロッド29の先端部を含む前記先端側直線部と、前記第2口一ル2

4の移動方向 (前記回動軸5 回りの回動方向) との交差角を大きく(9０度に近い角

度に)することができる。

斯かる構成によれば、前記第2口一ル24と共に前記規制部材2 が前記回動軸5

回りに回動する際の移動方向と、前記リンクロッド2 9が前記枢支軸26回りに回動する

際の前記リンクロッドの先琳部の移動方向とを可及的に一致させることができ、前記

第2口一ル24の動きに対してよりリニアに前記供給板 2 7を回動させることができる。

従って、前記両口一ル22 24間の前記接触部 の位置変化に対して前記供給板 2

7の先端部をより高精度に追従させることができる。

０12 1 以上、本発明に係る実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限

定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変更、修正が可

能である。



請求の範囲

駆動源からの回伝動力によって軸線回りに回伝駆動される固定軸と、前記固定軸

と略平行な状態て前記駆動源からの回伝動力によって軸線回りに回伝駆動される可

動軸と、前記可動軸を軸線回り回伝可能な状態て支持すると共に前記固定軸に対し

て接離可能とされた可動軸支持部材と、前記固定軸に相対回伝不能に支持される

第 口一ルと、前記可動軸に相対回伝不能に支持される第2口一ルと、前記第 及ひ

第2口一ルか接触部において所定圧カて押圧されるよぅに前記可動軸支持部材を押

動する押動機構と、前記固定軸及ひ可動軸より上方において前記両軸と平行に配

置された枢支軸と、上方から迭られてくる原科籾を前記第 及ひ第2口一ルの接触部

へ向けて自然落下させるよぅに某端部か前記枢支軸に相対回伝不能に支持され且

つ先端部か前記接触部を向く供給板とを備え、

前記可動軸支持部材か前記固定軸に近接する動きの最に応して前記供給板の先

端部か前記枢支軸回り前記固定軸に近接する方向へ回動するよぅに、前記可動軸

支持部材の前記動きを利用して前記枢支軸を軸線回りに回伝させるリンク構造を備

えていることを特徴とする籾摺機。

2 前記リンク構造は、

前記固定軸及ひ前記可動軸より上方において前記両軸と平行に配置された支点、

下端側か前記固定軸及ひ前記可動軸の間に介挿された状態て前記支点軸に相

対回伝不能に支持されたリンクアームと、

前記可動軸支持部材か前記固定軸に対して接離する動きに連動して前記リンクア

ームか前記支点軸回りに揺動するよぅに、前記リンクアームの下端側か前記可動軸

支持部材の前記固定軸と対向する側に押し付けられるよぅに前記リンクアームを作動

的に付勢する付勢部材と、

前記リンクアームによる前記支点軸の軸線回りの回伝に応して前記枢支軸か軸線

回りに回伝するよぅに、前記支点軸及ひ前記枢支軸を作動連結するリンク機構とを備

え、

前記供給板の傾斜角度か、前記リンクアーム、前記支点軸、前記リンク機構及ひ前



記枢支軸を介して、前記可動軸支持部材か前記固定軸に対して接離する動きに追

従して変化することを特徴とする請求項 に記載の籾摺機。

3 前記可動軸支持部材は、前記固定軸及ひ前記可動軸と平行に配置された回動軸

回り回動可能に支持された某端部と、前記某端部から前記回動軸の軸線を某準にし

て径方向外方へ延ひるアーム部と、前記可動軸を軸線回り回伝自在に支持するよぅ

に前記アーム部に設けられた軸受部と、前記押動機構に作動連結された連結部とを

備え、

前記軸受部は、前記可動軸の軸線を中心とした略円弧状の外周面を有し、

前記リンクアームの下端側は、前記付勢部材によって前記軸受部の外周面のぅち

前記固定軸と対向する側に押し付けられていることを特徴とする請求項2に記載の籾

摺機。

4 前記リンク機構は、前記支点軸に相対回伝不能に支持された第 リンクと、前記枢

支軸に相対回伝不能に支持された第2リンクと、一端部か前記第 リンクの自由端側

に相対回伝自在に連結され且つ他端部か前記第2リンクの自由端側に相対回伝自

在に連結された中間リンクとを含むことを特徴とする請求項2又は3に記載の籾摺機。

5 前記中間リンクは、長手方向長さか調整可能とされていることを特徴とする請求項4

に記載の籾摺機。

6 前記第 及ひ第2口一ルより上方に配置された原科籾タンクと、前記原科籾タンクの

下端開口に設けられた供給シャソタと、前記下端開口から落下する原科籾を受け止

めて前記供給板へ自然落下させる上流側供給板と、前記上流側供給板と共働して

前記上流側供給板から前記供給板へ迭られる原科籾呈を調整可能なリートローうと

をさらに備え、

前記上流側供給板は、傾斜方向か前記供給板の傾斜方向とは反対となるよぅに、

前記枢支軸より上方において前記枢支軸と平行に配置された上流側枢支軸に相対

回伝不能に支持されており、

前記籾摺機は、さらに、前記上流側枢支軸と直交する方向に延ひ且つ軸線回りに

回転駆動される出力軸を有する宙動モータと、前記出力軸の外周面に投けられたね

しか螺入されるねし付孔を有する駆動側部材てあって、前記上流側枢支軸と平行に



延びる駆動側部材と、某端側が前記上流側枢支軸に相対回伝不能に支持され且つ

自由端側に前記駆動側部材が係入される開口が設けられた従動側部材と、人為操

作可能な傾斜角操作部材と、前記傾斜角操作部材からの操作信号に某づき前記電

動モータの駆動制御を行ぅ制御装置とを備え、

前記開口は、前記電動モータの駆動時に前記駆動側部材が前記出力軸の軸線回

りに回伝することを防止するよぅな形状を有しており、

前記制御装置は、前記傾斜角操作部材からの操作信号に応じた最だけ前記電動

モータを作動させることを特徴とする請求項2から5の何れかに記載の籾摺機。

7 前記制御装置は、前記傾斜角操作部材からの操作信号に某づき前記電動モータ

の制御を行ぅ手動モードと、前記電動モータを自動制御する自動モードとを有し、

前記制御装置は、前記自動モードにおいて、前記籾摺機に後続する選別機にお

けるタンクの上限センザ及び下限センザからの信号に某づき、前記上流側供給板及

び前記リードローうの間の間隙を所定最だけ増減させるよぅに前記電動モータを制御

することを特徴とする請求項6に記載の籾摺機。

8 前記リンク構造は、前記可動軸支持部材が前記固定軸に近接する動きに連動して

移動する規制部材と、先端部が前記規制部材に作動連結され且つ某端部が前記枢

支軸に相対回伝不能に支持されたリンクロッドとを備え、前記可動軸支持部材の前

記動きによって前記規制部材及び前記リンクロッドを介して前記枢支軸を軸線回りに

回伝させるよぅに構成されており、

前記規制部材は、前記可動軸支持部材の前記動きに応じて前記リンクロッドを移

動させる際に、前記枢支軸の軸線回りの回伝方向が前記供給板の先端部を前記枢

支軸回り前記固定軸に近接する方向へ回動させる回伝方向となるよぅに、前記リンク

ロッドの動きを規制していることを特徴とする請求項 に記載の籾摺機。

9 前記枢支軸は、前記固定軸の略直上に配置され、前記リンクロッドは、先端部が某

端部に対して前記枢支軸回り前記固定軸側に近接するよぅに折曲されていることを

特徴とする請求項8に記載の籾摺機。

０ 前記規制部材は、前記可動軸支持部材に設けられることを特徴とする請求項8又

は9に記載の籾摺機。



前記規制部材は、前記リンクロッドの先端部が係入される係入口を有する下面部と

、前記係入口を挟んで対向する一対の平面部とを有し、前記一対の平面部の一方

が上端側で前記リンクロッドの動きを規制する側面部を形成していることを特徴とする

請求項8から ０の何れかに記載の籾摺機。

2 固定軸と共に軸線回りに回伝するよぅに該固定軸に支持された第 口一ルと、

前記固定軸と略平行で且つ前記固定軸に対して接離可能とされた可動軸と共に軸

線回りに回伝するよぅに該可動軸に支持された第2口一ルと、

前記第2口一ルが前記第 口一ルに圧接されるよぅに前記可動軸を前記固定軸に

近接する方向に付勢する押動機構と、

某端部が前記固定軸及び前記可動軸より上方且つ該両軸と略平行に設けられた

枢支軸に相対回伝不能に支持された供給板と、

某端部が前記枢支軸に相対回伝不能に支持されたリンクロッドと、

前記リンクロッドの前記枢支軸回りの動きを規制する規制部材とを備え、

前記規制部材は、前記供給板及び前記リンクロッドが 自重によって前記枢支軸に

対して軸線回り一方側への付勢力を付加するよぅな姿勢において前記供給板の先

端部が前記第 口一ル及び前記第2口一ルの接触部を向く状態を保持するよぅに、前

記付勢力に抗して前記リンクロッドの先端部を係止しており、

さらに、前記規制部材が前記第 口一ル及び前記第2口一ルの摩耗に伴ぅ前記可

動軸の移動に応じて移動することで前記リンクロッドの前記枢支軸回りの係止位置が

変更され、これにより、前記供給板の先端部が前記第 口一ル及び前記第2口一ルの

摩耗に起因する前記接触部の位置変化に追従することを特徴とする籾摺機。
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洋 C 欄の続きにも文献か 挙 されて る。 ヴ テ ト ア に関する別紙を参 B 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
ΓA 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 t の、当業者に て自明てある組合 に

ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
rp 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト ア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 4 . 0 9 . 2 0 0 0 7 . 1 0 . 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 2 B 3 6 0 1

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 草野 顕子
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 3 7
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国際調査報告 国際出願番号 ノ

C (続き) ・ 関連する と認められる文献
引用文献の 関連する
テ ) 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 5-337382 A (株式会社クボタ) 1993. 12.21, [0019] - [0028] ,

[図 1 ] [図 3 ] ア な し)

JP 7-222932 A (株式会社クボタ) 1995.08.22, [0012] - [0036] , 6-7

[図 1 ] [図 2 ] ア な し)

JP 9-122510 A ( J 1997.05.13, [ 1] & US 6-7

5678477 A & EP 771590 A l & DE 69618423 D & DE 69618423 T & AU

689051 B & AU 6809996 A & BR 9605400 A & ES 2171588 T & KR

10-0218856 B & CN 1156064 A

様式 PCT ノ I S A ノ2 1 0 (第 - の続き 2 O O 7 午 4 月



国際調査報告 国I 際I 出DJ願JSJ番号 ノ

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 第 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a)) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

i ・ r 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をすることを要 しな 対象に係 るものてある。
ま り、

・ ビ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

3・ r 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る ときの意見 第 の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる とこの国際調査機 ま詔 た。
請求の範囲 1 7 (主発明 の 特別な技術的特徴 J は、 r前記 V ク構造は、前記固定軸

及び前記可動軸よ り上方にお て前記両軸 平行に配置された支点軸 、・・・前記可動軸支
持部材が前記固定軸に対 して接離する動きに追従 して変化するこ \ であ り、請求の範囲 8
1 1 (第 2 発明 の r(当座の 特別な技術的特徴 J は、 r前記 : ク構造は、前記可動軸支持
部材が前記固定軸に近接する動きに連動して移動する規制部材 、・・・前記 ク ッドの
動きを規制して るこ であ り、請求の範囲 1 2 (第 3発明) の r(当座の 特別な技術的
特徴 は、 前記 ク ッドの前記枢支軸回りの動きを規制する規制部材を備え、・ 前記
供給板の先端部が前記第 1 及び第 2 i の摩耗に起因する前記接触部の位置変化に
追従するこ J であ り、これらの発明の間に同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的
な関係が存在する は認められな 。

・ 出願人か必要な追加調査手 をす て期間ぬに 寸したのて、 この国際調査 告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て 成した。

2・ r 追加調査手 を要求するまてもな 、す ての調査可
，
な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追

加調査手 の 寸を求めな た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数 を 部のみし 期間ぬに納付しな たのて、 この国際調査 告は、手数 の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て 成した。

・ 汀 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

請求の範囲

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
デ 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。
追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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