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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】本発明は、吸塵ダクトに溜まる玄米を取り出し
易い籾摺選別機を提供する。
【解決手段】玄米揚穀機の玄米から吸塵する選別風が流
れる吸塵選別風路と、吸塵選別風路に連結する第一吸塵
ダクト４３ａと、揺動選別板の上方から吸引ファンのフ
ァン胴にかけて配置する第二吸塵ダクト４３ｂを備え、
第一吸塵ダクト４３ａの上手側と第二吸塵ダクト４３ｂ
の下手側を着脱自在に構成すると共に、第二吸塵ダクト
４３ｂの下手側に、溜まった玄米を取り出すための開閉
板４５ｄを設けた。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　籾摺部と、吸引ファンを備える摺落米風選部と、揺動選別板を備える混合米選別部と、
混合米選別部で選別した玄米を機外に取り出す玄米揚穀機と、玄米揚穀機の玄米から吸塵
する選別風が流れる吸塵選別風路と、吸塵選別風路で吸塵した塵埃を吸引ファンに案内す
る吸塵ダクトを備え、
　吸塵ダクトは、吸塵選別風路に連結する第一吸塵ダクトと、揺動選別板の上方から吸引
ファンのファン胴にかけて配置する第二吸塵ダクトを備え、
　第一吸塵ダクトの上手側と第二吸塵ダクトの下手側を着脱自在に構成すると共に、第二
吸塵ダクトの下手側に、溜まった玄米を取り出すための開閉板を設けたことを特徴とする
籾摺選別機。
【請求項２】
　開閉板より上手側の第二吸塵ダクトの底面には、下手側に向かって上り傾斜する上り傾
斜底板と、該上り傾斜底板に続いて下手側に向かって下がり傾斜する下がり傾斜底板を設
けたことを特徴とする請求項１記載の籾摺選別機。
【請求項３】
　開閉板より上手側の第二吸塵ダクトの部位に吸塵ダクトの吸塵風力を調節する吸塵調節
弁を設けたことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の籾摺選別機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、籾摺選別機の吸塵装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　籾摺部と、吸引ファンを有する摺落米風選部と、揺動選別板型の混合米選別部と、混合
米選別部の選別玄米を機外へ取り出す玄米揚穀機を備えた籾摺選別機において、玄米揚穀
機の玄米取出部に吸塵装置を設け玄米から塵埃を除去し、吸塵装置と摺落米風選部の吸引
ファンとを吸塵ダクトで接続したものは、公知である（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－９５４３４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、吸塵ダクトに溜まる玄米を取り出し易くすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記問題点を解決するために、この発明は次のような技術的手段を講じた。
【０００６】
　請求項１の発明は、
　籾摺部と、吸引ファンを備える摺落米風選部と、揺動選別板を備える混合米選別部と、
混合米選別部で選別した玄米を機外に取り出す玄米揚穀機と、玄米揚穀機の玄米から吸塵
する選別風が流れる吸塵選別風路と、吸塵選別風路で吸塵した塵埃を吸引ファンに案内す
る吸塵ダクトを備え、
　吸塵ダクトは、吸塵選別風路に連結する第一吸塵ダクトと、揺動選別板の上方から吸引
ファンのファン胴にかけて配置する第二吸塵ダクトを備え、
　第一吸塵ダクトの上手側と第二吸塵ダクトの下手側を着脱自在に構成すると共に、第二
吸塵ダクトの下手側に、溜まった玄米を取り出すための開閉板を設けたことを特徴とする
籾摺選別機とする。
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【０００７】
　請求項２の発明は、
　開閉板より上手側の第二吸塵ダクトの底面には、下手側に向かって上り傾斜する上り傾
斜底板と、該上り傾斜底板に続いて下手側に向かって下がり傾斜する下がり傾斜底板を設
けたことを特徴とする請求項１記載の籾摺選別機とする。
【０００８】
　請求項３の発明は、
　開閉板より上手側の第二吸塵ダクトの部位に吸塵ダクトの吸塵風力を調節する吸塵調節
弁を設けたことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の籾摺選別機とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、第二吸塵ダクト内に溜まる玄米を第二吸塵ダクトの下手側から取り出
し易くすることができる。
【００１０】
　また、吸塵ダクト（４３）の吸塵風力を適正化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】籾摺選別機の切断正面図。
【図２】籾摺選別機の一部の正面図。
【図３】箱体を取り出したことを示す籾摺選別機の一部の斜視図。
【図４】吸塵ダクトの正面図。
【図５】吸引ファン、吸塵ダクト，玄米揚穀機の平面図。
【図６】籾摺選別機の正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面に示すこの発明の実施例について説明する。
【００１３】
　まず、図１に基づきこの発明を実施する籾摺選別機の全体構成について説明する。
【００１４】
　籾摺選別機は、機体の左側上部に配置した籾摺部１と、籾摺部１の右側に配置した摺落
米風選部２と、摺落米風選部２の右側に配置した揺動選別板型の混合米選別部３と、摺落
米風選部２の摺落米及び混合米選別部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の選別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とにより構成されている。
【００１５】
　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を内装している籾摺室７ａと、籾摺室７ａ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に供給された籾は籾摺ロール７，７で籾摺され
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。
【００１６】
　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
配設されている摺落米選別風路１０と、摺落米選別風路１０における中途部の右側屈曲部
下方に設けられている粃受樋１１と、摺落米選別風路１０の始端部である下側部に設けら
れている摺落米受樋１２と、摺落米選別風路１０の終端部である上側部に配設されている
吸引ファン１３と、排塵筒１４とにより構成されている。
【００１７】
　しかして、摺落米選別風路１０の下部に供給された摺落米は上方へ流れる吸引選別風に
より比重選別され、籾，玄米の重い混合米は下部の摺落米受樋１２に落下選別され、比較
的重い粃は摺落米選別風路１０の中途部の粃受樋１１に落下選別され、軽い籾殻は摺落米
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選別風路１０の終端の吸引ファン１３に吸引され、排塵筒１４を経て機外へ排出される。
【００１８】
　次に、揺動選別型の混合米選別部３について説明する。
【００１９】
　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、
反対側を低い揺下側として、揺動選別板１５の縦横２方向ともに傾斜した構成とし、揺動
選別板１５，…を左右揺動アーム（図示省略），揺動装置（図示省略）により横方向斜め
上下に往復揺動される構成である。
【００２０】
　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に
風選された混合米は混合米揚穀機４により揚穀されて混合米タンク２４に供給される。混
合米は次いで分配供給樋１６，分配ケース１７を経由して揺動選別板１５，…に供給され
る。
【００２１】
　揺動選別板１５，…の揺下側の側壁の排出側部分には、籾排出口が切り欠き構成されて
いて選別籾が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。
【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、比重の重い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比重の
軽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され
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】
　取り出された選別玄米は、玄米取出樋２０，玄米流路２１，玄米揚穀機５を経て機外に
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２３を経
て摺落米受樋１２に流下し、次いで、混合米揚穀機４で揚穀され、混合米タンク２４，分
配供給樋１６，分配ケース１７を経て揺動選別板１５，…に再度供給され再選別される。
【００２４】
　また、揺動選別板１５，…の揺下側に偏流分離され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に取り出されて籾取出樋２５に流下する
。また、揺下側の側壁よりも揺上側を流下した選別籾は揺動選別板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。
【００２５】
　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。
【００２６】
　また、混合米選別部３の選別玄米取出部には循環／排出切換弁３６を設け、レバー操作
あるいは循環／排出切換弁モータ（図示省略）により機内循環側に切り換えたり、機外取
出側に切り換えるようにしている。
【００２７】
　次に、図１乃至図３に基づき玄米揚穀機５における選別玄米の吸塵構成について説明す
る。
【００２８】
　玄米揚穀機５は例えばバケットコンベヤ型で、昇降ケース５ａ内をバケット付きの昇降
ベルトが昇降回動して穀粒を揚穀し、昇降ケース５ａ上部の穀粒投出ボックス５ｂを付設
し、穀粒投出ボックス５ｂ内に玄米吸塵装置４１を設けている。
【００２９】
　玄米吸塵装置４１は次のように構成している。穀粒投出ボックス５ｂの内部には揚穀さ
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れた玄米が左右に方向変換しながら流下する流下通路４１ａを構成し、流下通路４１ａに
は右側から左側に向けて選別風の流れる吸塵選別風路４１ｂを構成し、選別風が吸塵選別
風路４１ｂの右側上手側から流入して左側下手側に流れ、流下中の玄米に対して交差する
ように作用し玄米に付着している塵埃が除去される。
【００３０】
　吸塵選別風路４１ｂの左側下手側を吸塵ダクト４３の一端に接続し、吸塵ダクト４３の
中途部を揺動選別板１５，…の上方近傍を通過させて機体左側に延出し、吸塵ダクト４３
の左側下手側を吸引ファン１３の吸入部に接続している。
【００３１】
　吸塵ダクト４３を右側の第１吸塵ダクト４３ａを例えば断面円形で屈曲自在に構成し、
左側の第２吸塵ダクト４３ｂを例えば板金製の断面四角形状に構成し、ている。第１吸塵
ダクト４３ａの右側端部を仕上米揚穀機５の塵埃選別風路４１ｂの下手側端部に接続し、
第１吸塵ダクト４３ａの左側端部を第２吸塵ダクト４３ｂの右側端部に着脱自在に接続し
、第２吸塵ダクト４３ｂの左側端部を吸引ファン１３のファン胴１３ａに接続し、玄米を
選別した吸塵風を吸引ファン１３を経由して排出するようにしている。
【００３２】
　混合米選別部３の周囲を混合米選別部カバー４７で被覆し、混合米選別部カバー４７の
揺動選別板１５，…の上方を覆う部分を透明の開閉カバー４７ａに構成して上方へ開放可
能に構成し、混合米選別部カバー４７の上部に照明具４９を設けている。
【００３３】
　第２吸塵ダクト４３ｂの断面を例えば四角形に構成し、第２吸塵ダクト４３ｂの中途部
を揺動選別板１５，…の上方を通過するように配設し、混合米選別部カバー４７に取り付
け、第２吸塵ダクト４３ｂの揺動選別板１５，…の上方に位置する部位に吸塵ダクトの一
部を構成する箱体４５を着脱自在に設けている。
【００３４】
　箱体４５は直方体のボックス状に構成し、箱体４５の取付状態では箱体４５がダクトの
一部となるように構成し、第２吸塵ダクト４３ｂと箱体４５の高さ及び幅を略同じに構成
している。箱体４５の右側面部を開口している開口部４５ａに構成し、左側面部を玄米と
吸引空気とを分離するフィルタ部４５ｂに構成し、フィルタ部４５ｂでは吸引された吸塵
空気と玄米とを分離し箱体４５の底部に玄米が残留するようにしている。
【００３５】
　第２吸塵ダクト４３ｂに対して箱体４５の上部に取っ手４５ｃを設け箱体４５を上方へ
取外し可能に構成し、箱体４５の着脱を容易化し吸塵ダクト４３の清掃を容易にしている
。
【００３６】
　箱体４５を透明部材で構成し、混合米選別部カバー４７の照明具４９と吸塵ダクト４３
の箱体４５の近傍とは近くに位置し、照明具４９の明かりを利用して揺動選別板１５，…
の選別状態を確認できると共に、箱体４５内部の玄米の溜まり具合を確認できるようにし
ている。
【００３７】
　次に、図４に基づき箱体４５の他の実施例について説明する。
【００３８】
　第２吸塵ダクト４３ｂの中途部の揺動選別板１５，…の上方に位置している部位に箱体
４５を着脱自在に取り付けている。箱体４５の右側面部を開口部４５ａに構成し、左側面
部を玄米と吸引空気とを分離するフィルタ部４５ｂに構成し、第２吸塵ダクト４３ｂの底
面よりも箱体４５の底面を少し下方へ突出させて配置し、第２吸塵ダクト４３ｂを流れて
いる玄米を箱体４５の底部に確実に収納できるようにしている。
【００３９】
　そして、箱体４５の底板４５ｄの一端を軸支し下方に開閉回動可能に構成し、底板４５
ｄを開け溜っている玄米を揺動選別板１５上に取り出し、玄米のロスを少なくすると共に
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吸塵ダクト４５の清掃を容易にしている。
【００４０】
　また、第２吸塵ダクト４３ｂの断面を例えば四角形に構成し、第２吸塵ダクト４３ｂの
箱体４５よりも上手側の底面には上手側左上り傾斜底板４３ｂａと、これに続く下手側左
下がり傾斜底板４３ｂｂとを設け、玄米の下手側への移送を円滑化している。
【００４１】
　また、第２吸塵ダクト４３ｂにおける揺動選別板１５上に位置する左下がり傾斜底板４
３ｂｂに長手方向に沿うように吸塵風調節用のスリット５７を設け、該スリット５７を吸
塵調節弁５３により開閉調節し吸塵ダクト４３の吸塵風力を適正化するようにしてもよい
。
【００４２】
　また、図２に示すように第２吸塵ダクト４３ｂにおける揺動選別板１５，…の上方に位
置している中途部を断面四辺形に構成し、その底板の一部を一端を軸支した開閉板５１と
して開閉可能に構成し、溜った玄米を揺動選別板１５上に取り出すように構成してもよい
。
【００４３】
　また、図５に示すように、第２吸塵ダクト４３ｂの右側上手側部に吸塵調節弁５３を上
下スライド調節可能に設け、吸塵ダクト４３の吸塵風力を調節可能に構成してもよい。
【００４４】
　また、図５に示すように、第２吸塵ダクト４３ｂの下手側端部に吸塵調節弁５３を設け
、吸引ファン１３には吸引調節レバー（図示省略）を上下方向に調節自在に設ける。吸引
ファン１３に風力調節用の風力調節レバー（図示省略）を設け、風力調節レバーと吸塵調
節弁５３とを連係ワイヤ（図示省略）で連動連結し、吸引調節レバー（図示省略）を吸引
ファン１３の回転数増加側に調節すると吸塵調節弁５３の開口部が関連して狭くなるよう
に調節され、また、吸引調節レバー（図示省略）を吸引ファン１３の回転数減少側に調節
すると吸塵調節弁５３の開口部が関連的に広くなるように調節され、吸塵ダクト４３の吸
塵風力を適正に調節し、吸塵ダクト４３への玄米の飛散を少なくなるようにしてもよい。
【００４５】
　また、吸引ファン１３には風力調節レバー（図示省略）を設け、吸引ファン１３と第２
吸塵ダクト４３ｂとを接続し、吸引ファン１３のファン胴１３ａの左右両側の開口部から
外気を導入するよう構成し、該開口部に外気導入調節弁（図示省略）を設ける。そして、
風力調節レバー（図示省略）と外気導入調節弁（図示省略）とを連係ワイヤ（図示省略）
で連動連結し、風力調節レバー（図示省略）を吸引ファン１３の回転数増加側に調節する
と外気導入調節弁（図示省略）の開口部が関連して広くなるように調節され、風力調節レ
バー（図示省略）を吸引ファン１３の回転数減少側に調節すると外気導入調節弁（図示省
略）の開口部が関連して狭くなるように調節され、吸塵ダクト４３の吸塵風力を適正化し
てもよい。
【００４６】
　次に、図６の実施例について説明する。
【００４７】
　籾摺選別機の正面中央の摺落米風選部２の上部に操作盤３１を設け、操作盤３１の上方
には操作ガイド溝３２を左右方向に沿うように設け、操作ガイド溝３２の左側部に初期位
置３２ａを，右側部に籾摺位置３２ｂを設け、操作レバー３３を前後方向の軸心回りに左
右に往復回動自在に構成する。
【００４８】
　操作盤３１には各種スイッチ，主モータ異常表示部，操作モニタ表示部を設け、操作モ
ニタには初期操作表示部、籾摺作業表示部を設け、操作レバー３３の操作位置を初期表示
ランプ，籾摺表示ランプで点灯表示するようにしている。
【００４９】
　混合米選別部３の選別玄米取出部には循環／排出切換弁３６を設け、循環／排出切換弁
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制御モータ（図示省略）により仕上げ玄米を機内循環側に切り換えたり、機外取出側に切
り換えるようにし、循環／排出切換弁３６の循環側あるいは排出側への切換状態を循環／
排出切換弁（循環）センサ，循環／排出切換弁（排出）センサで検出するようにしている
。
【００５０】
　揺動選別板１５，…の下方には主モータＭ１で駆動される揺動駆動装置（図示省略）を
設け、揺動クラッチプーリ付きの揺動クラッチアームと操作レバー３３とを揺動クラッチ
ワイヤを介して連動連結し、操作レバー３３における籾シャッタ弁３１の開閉操作に関連
して揺動駆動装置の伝動ベルトを入切するように構成している。
【００５１】
　しかして、操作レバー３３を左側に回動し初期位置３２ａに操作すると、籾ホッパ６の
籾シャッタ弁３１が閉調節され、揺動クラッチプーリがクラッチ切り状態となり揺動選別
板１５が停止すると共に、操作レバー位置検出センサ（初期位置）のＯＮ検出によるコン
トローラ（図示省略）の循環／排出切換弁循環側切換指令に基づき循環／排出切換弁３６
が循環側に切り換えられる。
【００５２】
　また、操作レバー３３を右側に回動し籾摺位置３２ｂに操作すると、籾ホッパ６の籾シ
ャッタ弁３１が開調節され、揺動クラッチプーリがクラッチ入り状態となり揺動選別板１
５が揺動されると共に、操作レバー位置検出（籾摺位置）センサのＯＮ検出によるコント
ローラの前記循環／排出切換弁循環側切換指令が保持され循環／排出切換弁３６が循環側
に切り換えらたままで、次いで、循環籾摺作業状態が所定時間経過した後において所定の
後期排出側指令条件、例えば、循環籾摺選別作業の開始から設定時間が経過した後に混合
米タンク２４に設定量以上の混合米が溜まらず且つ籾ホッパ穀粒有無センサ（図示省略）
が籾ホッパ６の籾有り検出をしている場合には、コントローラの循環／排出切換弁排出側
切換指令に基づき循環／排出切換弁３６が循環側から排出側に切り換えられ排出籾摺選別
作業に移行する。
【００５３】
　また、前記循環籾摺作業状態で所定時間が経過した後において、例えば混合米タンク２
４に設定量以上の混合米が溜まらず且つ籾ホッパ穀粒有無センサが籾ホッパ６の籾有り検
出をしない場合には、コントローラは少量の籾摺選別作業と判定し残米籾摺選別作業指令
に基づき残米籾摺選別作業に移行する。
【００５４】
　この残米籾摺選別作業は例えば、循環／排出切換弁３６の機内循環状態で所定時間にわ
たり籾摺選別作業をし、残留穀粒全量を複数回循環し全穀粒量を玄米化し、次いで循環／
排出切換弁３６を機内循環側から機外排出側に切り換え残留玄米を全量機外に排出する。
【００５５】
　玄米揚穀機５の穀粒投出ボックス５ｂの玄米吸塵装置４１には吸塵調節弁５３を付設し
、吸塵調節モータ（図示省略）で開閉調節可能に構成し、循環／排出切換弁３６が循環側
に切り換えられると、コントローラの吸塵調節弁調節指令に基づき吸塵調節弁５３が標準
位置から増加調節されて吸塵風を強くする。また、循環／排出切換弁３６が循環側から排
出側に切り換えられると、吸塵調節弁５３が標準位置から減少調節されて吸塵風を弱く調
節し吸塵風力を適正化し、吸塵ダクト４３への玄米の飛散を少なくするようにしている。
【００５６】
　また、循環／排出切換弁３６と吸塵調節弁５３をワイヤなどで連動連結し、循環／排出
切換弁３６の切換作動に関連して吸塵調節弁５３を関連的に強弱に切り換え、吸塵風を調
節するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　　籾摺部
　２　　　摺落米風選部
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　３　　　混合米選別部
　４　　　混合米揚穀機
　５　　　玄米揚穀機
　５ｂ　　穀粒投出ボックス
　６　　　籾ホッパ
　７　　　籾摺ロール
１５　　　揺動選別板
１３　　　吸引ファン
１３ａ　　ファン胴
４１　　　玄米吸塵装置
４１ｂ　　吸塵選別風路
４３　　　吸塵ダクト
４３ａ　　第一吸塵ダクト
４３ｂ　　第二吸塵ダクト
４３ｂａ　上り傾斜底板（上手側左上り傾斜底板）
４３ｂａ　下がり傾斜底板（上手側左下がり傾斜底板）
４５　　　箱体
４５ａ　　開口部
４５ｂ　　フィルタ部
４５ｄ　　（開閉可能な）底板
４９　　　照明具
５１　　　開閉板
５３　　　吸塵調節弁

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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