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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動篩装置と、振動篩装置によって選別されたアンダーサイズを排出ガイドさせる下部
シュートと、振動篩装置の先方に配設した先部シュートと、振動篩装置の先端と先部シュ
ートの間に配置された吹出しノズルを備え、
　前記振動篩装置の先端から落下するオーバーサイズに吹出しノズルからエアーを吹き付
けることで軽量物を吹き飛ばして選別除去させる風力選別装置において、
　前記振動篩装置に向けて吸気ダクトが配置され、この吸気ダクトで吸気されたエアーを
除塵手段を経て前記吹出しノズルからオーバーサイズに吹き付けるように形成されている
ことを特徴とする風力選別装置。
【請求項２】
　振動篩装置と、振動篩装置によって選別されたアンダーサイズを排出ガイドさせる下部
シュートと、振動篩装置の先方に配設した先部シュートと、振動篩装置の先端と先部シュ
ートの間に配置された吹出しノズルを備え、
　前記振動篩装置の先端から落下するオーバーサイズに吹出しノズルからエアーを吹き付
けることで軽量物を吹き飛ばして選別除去させる風力選別装置において、
　前記下部シュート及び／又は下部シュートの下方に配置したコンベアに向けて吸気ダク
トが配置され、この吸気ダクトで吸気されたエアーを除塵手段を経て前記吹出しノズルか
らオーバーサイズに吹き付けるように形成されていることを特徴とする風力選別装置。
【請求項３】
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　振動篩装置と、振動篩装置によって選別されたアンダーサイズを排出ガイドさせる下部
シュートと、振動篩装置の先方に配設した先部シュートと、振動篩装置の先端と先部シュ
ートの間に配置された吹出しノズルを備え、
　前記振動篩装置の先端から落下するオーバーサイズに吹出しノズルからエアーを吹き付
けることで軽量物を吹き飛ばして選別除去させる風力選別装置において、
　前記先部シュートと下部シュートの近接する部分を連続させ、軽量物を吹き飛ばした後
のオーバーサイズを下部シュートへ流してアンダーサイズと合流させるように形成されて
いることを特徴とする風力選別装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の風力選別装置において、振動篩装置の篩網面の下方に
補助吹出しノズルが配置され、この補助吹出しノズルから篩網面に向けてエアーを吹き付
けるように形成されている風力選別装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の風力選別装置において、振動篩装置の篩網面が、選別
対象物の進行方向と直交する方向に傾斜して形成されている風力選別装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、産業廃棄物の選別、砕石の中の軽量夾雑物の選別除去、コンクリートガラや
アスファルトガラの破砕物の中の軽量物の選別除去に用いる風力選別装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、振動篩装置から落下する被選別物にエアーを吹き付けて、軽量物（夾雑物）を選
別除去させるようにした風力選別装置が知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　この従来の風力選別装置は、振動篩装置と、振動篩装置によって選別されたアンダーサ
イズを排出ガイドさせる下部シュートと、振動篩装置の先方に配設した先部シュートと、
振動篩装置の先端と先部シュートの間に配置された吹出しノズルを備え、前記振動篩装置
の先端から落下するオーバーサイズに吹出しノズルからエアーを吹き付けて、軽量物を吹
き飛ばし、重量物から軽量物を選別除去させるようになっていた。
【０００４】
　この風力選別装置では、振動篩によるサイズ別選別と、風力による重量別選別との組み
合わせで効果的な選別ができるが、選別効率や選別精度の向上面、風力を利用することに
伴ない発生する粉塵の拡散抑制面で、更に改良の余地がある。
【特許文献１】特開２００３－２１１０９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、振動篩によるサイズ選別と、風力による重量別選別との組み合わせで効果的
な選別を行なうと共に、選別効率や選別精度の向上、風力を利用することに伴ない発生す
る粉塵の拡散抑制を達成できる風力選別装置を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の風力選別装置は、
　振動篩装置と、振動篩装置によって選別されたアンダーサイズを排出ガイドさせる下部
シュートと、振動篩装置の先方に配設した先部シュートと、振動篩装置の先端と先部シュ
ートの間に配置された吹出しノズルを備え、
　前記振動篩装置の先端から落下するオーバーサイズに吹出しノズルからエアーを吹き付
けることで軽量物を吹き飛ばして選別除去させる風力選別装置において、
　前記振動篩装置に向けて吸気ダクトが配置され、この吸気ダクトで吸気されたエアーを
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除塵手段を経て前記吹出しノズルからオーバーサイズに吹き付けるように形成されている
構成とした。
【０００７】
　又、本発明の請求項２に記載の風力選別装置は、
　振動篩装置と、振動篩装置によって選別されたアンダーサイズを排出ガイドさせる下部
シュートと、振動篩装置の先方に配設した先部シュートと、振動篩装置の先端と先部シュ
ートの間に配置された吹出しノズルを備え、
　前記振動篩装置の先端から落下するオーバーサイズに吹出しノズルからエアーを吹き付
けることで軽量物を吹き飛ばして選別除去させる風力選別装置において、
　前記下部シュート及び／又は下部シュートの下方に配置したコンベアに向けて吸気ダク
トが配置され、この吸気ダクトで吸気されたエアーを除塵手段を経て前記吹出しノズルか
らオーバーサイズに吹き付けるように形成されている構成とした。
【０００８】
　又、本発明の請求項３に記載の風力選別装置は、
　振動篩装置と、振動篩装置によって選別されたアンダーサイズを排出ガイドさせる下部
シュートと、振動篩装置の先方に配設した先部シュートと、振動篩装置の先端と先部シュ
ートの間に配置された吹出しノズルを備え、
　前記振動篩装置の先端から落下するオーバーサイズに吹出しノズルからエアーを吹き付
けることで軽量物を吹き飛ばして選別除去させる風力選別装置において、
　前記先部シュートと下部シュートの近接する部分を連続させ、軽量物を吹き飛ばした後
のオーバーサイズを下部シュートへ流してアンダーサイズと合流させるように形成されて
いる構成とした。
【０００９】
　又、本発明の請求項４に記載の風力選別装置は、
　前記請求項１～３のいずれかに記載の風力選別装置において、振動篩装置の篩網面の下
方に補助吹出しノズルが配置され、この補助吹出しノズルから篩網面に向けてエアーを吹
き付けるように形成されている構成とした。
【００１０】
　又、本発明の請求項５に記載の風力選別装置は、
　前記請求項１～４のいずれかに記載の風力選別装置において、前記振動篩装置の篩網面
が、選別対象物の進行方向と直交する方向（幅方向）に傾斜して形成されている構成とし
た。
【００１１】
　なお、前記した請求項１～５記載の構成を適宜に組み合わせた構成にして実施すること
ができるのは勿論である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明（請求項１）の風力選別装置は、振動篩装置に向けて吸気ダクトが配置され、こ
の吸気ダクトで吸気されたエアーを除塵手段を経て前記吹出しノズルからオーバーサイズ
に吹き付けるように形成されている。
　従って、振動篩装置の回りで粉塵を含んだエアーが吸気ダクトにより吸気され、そのエ
アーが吹出しノズルから吹き出されるもので、その途中で粉塵が除塵手段により除去され
る。
　これにより、振動篩装置の回りで発生した粉塵を回収除去して粉塵の拡散を抑制するこ
とができる。
　また、吸気ダクトによる吸気によって、吹出しノズルから風力選別のために吹き出され
たエアーのうち幾分かは、振動篩装置の方向に引き込まれるため、この風力選別に伴ない
発生する粉塵の拡散を抑制することができる。
　なお、振動篩装置によってアンダーサイズを予め選別し、オーバーサイズのみ風力選別
することによって、風力によって吹き飛ばされる砂分を少なくでき、骨材や路盤材として
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有効に使用できるようになる。
【００１３】
　また、本発明（請求項２）の風力選別装置は、下部シュート及び／又は下部シュートの
下方に配置したコンベアに向けて吸気ダクトが配置され、この吸気ダクトで吸気されたエ
アーを除塵手段を経て吹出しノズルからオーバーサイズに吹き付けるように形成されてい
る。
　従って、下部シュート及び／又はコンベアの回りで粉塵を含んだエアーが吸気ダクトに
より吸気され、そのエアーが吹出しノズルから吹き出されるもので、その途中で粉塵が除
塵手段により除去される。
　これにより、下部シュート及び／又はコンベアの回りで発生した粉塵を回収除去して粉
塵の拡散を抑制することができる。
　また、吸気ダクトによる吸気によって、吹出しノズルから風力選別のために吹き出され
たエアーのうち幾分かは、下部シュート及び／又はコンベアの方向に引き込まれるため、
この風力選別に伴ない発生する粉塵の拡散を抑制することができる。
【００１４】
　また、本発明（請求項３）の風力選別装置は、先部シュートと下部シュートの近接する
部分を連続させ、軽量物を吹き飛ばした後のオーバーサイズを下部シュートへ流してアン
ダーサイズと合流させるように形成されている。
　このように、アンダーサイズとオーバーサイズを同時に回収させるメリットは、オーバ
ーサイズのうちの軽量物だけを単に選別除去することを主目的とし、リサイクル材として
質の高い建設材料を製造できることにある。
【００１５】
　また、本発明（請求項４）の風力選別装置は、振動篩装置の篩網面の下方に補助吹出し
ノズルが配置され、この補助吹出しノズルから篩網面に向けてエアーを吹き付けるように
形成されている。
　このように、篩網面の下から、篩網面へ向かってエアーを吹き出させながら振動篩装置
によって選別を行えば、更に篩選別効率を向上させることができる。このとき、エアーを
緩やかに吹き出すようにするのが好ましい。
　又、この構成（請求項４）において、前記請求項１に記載した構成を組み合わせれば、
振動篩装置の回りを集塵することができることから、補助吹出しノズルからのエアーの吹
き出しに伴なう不要な粉塵の発生を抑制できる。
【００１６】
　また、本発明（請求項５）の風力選別装置は、振動篩装置の篩網面が、選別対象物の進
行方向と直交する方向（幅方向）に傾斜して形成されている。
　従って、振動篩装置の篩網面上を先方へ進行しているオーバーサイズは、篩網面の傾斜
と、その比重差によって、篩網面の上で幅方向の左右に振り分けられるように展開しなが
ら振動篩装置の先端から落下することになる。
　このように左右に振り分けられるように展開した状態で落下するオーバーサイズに対し
、吹出しノズルからエアーを吹き付けるため、風力選別の効率及び精度を向上させること
ができる。
　これによりコンパクトで効率の良い風力選別機が実現され、安価に手軽に、様々な立場
の市場に供給できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に示す実施例により説明する。
　図１は本発明の実施例である風力選別装置を示す全体側面図、図２は実施例の風力選別
装置を示す正面断面図、図３は実施例の風力選別装置に設けた吹出しノズル部分を示す断
面図である。
【００１８】
　この風力選別装置は、選別対象物となる原料を、オーバーサイズとアンダーサイズにサ
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イズ別に篩選別するための振動篩装置１と、この振動篩装置１によって選別されたアンダ
ーサイズを排出ガイドさせる下部シュート２と、振動篩装置１の先方に配設した先部シュ
ート３と、振動篩装置１の先端と先部シュート３の間に配置された吹出しノズル４を備え
ている。
【００１９】
　前記振動篩装置１は、フレーム５にバネ１０で弾性支持され、図示省略した振動装置に
より振動しながら選別対象物をオーバーサイズとアンダーサイズに篩選別するもので、選
別対象物の進行方向となる先方が下向きに傾斜するように篩網面１１が配設されている。
　又、この振動篩装置１は、防塵対策のためのカバー１２によって覆われ、このカバー１
２に原料投入口１３が設けられている。
　そして、前記振動篩装置１の篩網面１１は、図２に示すように、選別対象物の進行方向
と直交する方向（幅方向）に角度θを持って傾斜して形成されている。
【００２０】
　前記下部シュート２は、前記振動篩装置１の下方に配設され、前記篩網面１１を通過し
たアンダーサイズを排出ガイドさせて、下方のベルトコンベア６上に落下させるようにな
っている。
【００２１】
　前記先部シュート３は、前記振動篩装置１の先方に配設されている。
　この実施例では、先部シュート３と下部シュート２は、近接する部分（図３において、
符号Ａで示す部分）で連続するように形成されると共に、オーバーサイズが落下してくる
先部シュート３の手前部分には、オーバーサイズのうちの重量物Ｍを下部シュート２側へ
跳ね返すための受け板３０及びダンパ３１が取り付けられている。
　前記ダンパ３１は、操作レバー３２によって角度を可変できるように支持され、この角
度を可変することで、振動篩装置１から落下してくる重量物Ｍの受け止め位置を調節して
、原料の種類や量に対応した受け止め位置の設定を可能にしている。
【００２２】
　従って、振動篩装置１から落下してくるオーバーサイズのうちの軽量物Ｎは後述する吹
出しノズル４からのエアーにより選別除去され、その軽量物Ｎが選別除去された重量物Ｍ
は受け板３０及びダンパ３１により下部シュート２側へ跳ね返されて、アンダーサイズと
合流するようになっている。
【００２３】
　なお、振動篩装置１から落下した重量物Ｍを必ずしもアンダーサイズと合流させる必要
はなく、重量物Ｍから選別除去した軽量物Ｎを排出させる排出口と、軽量物Ｎを除去した
後の重量物Ｍを排出させる排出口を、遠方と近方に区別して先部シュート３に形成しても
よい。
【００２４】
　前記吹出しノズル４は、送風装置７の吐出側に配管４０により接続されて、振動篩装置
１の先端と先部シュート３の間に配置され、振動篩装置１から落下してくるオーバーサイ
ズに対して上向き斜め方向にエアーを吹き付けることで、オーバーサイズに含まれている
軽量物Ｎを吹き飛ばして重量物Ｍから分離させ、先部シュート３の排出口３３から排出さ
せるようになっている。
【００２５】
　又、前記送風装置７の吐気側には、振動篩装置１の篩網面１１の下方に配設された補助
吹出しノズル４５が配管４６により接続され、この補助吹出しノズル４５から篩網面１１
に向けて上向きにエアーを吹き付けるように形成されている。
【００２６】
　又、前記送風装置７の吸気側には、振動篩装置１のカバー１２に吸気口９０を開口した
第１吸気ダクト９１と、前記ベルトコンベア６を覆うように設けたコンベアカバー６０に
吸気口９５を開口した第２吸気ダクト９６が、除塵手段９８（バグフィルタ、サイクロン
集塵機、フイルタ等）を介して接続されている。
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　従って、前記第１吸気ダクト９１及び第２吸気ダクト９６で吸気されたエアーは、除塵
手段９８を経て除塵されたのち送風装置７に吸気され、前記吹出しノズル４からオーバー
サイズに吹き付けられると共に、補助吹出しノズル４５から篩網面１１の選別対象物に下
から吹き付けられる。
　なお、前記第１吸気ダクト９１及び第２吸気ダクト９６には、図示省略したが、エアー
吹き付け力を調節するための風量調節弁が設けられている。
【００２７】
　本実施例の風力選別装置では、原料投入口１３から投入された原料は、振動篩装置１に
よって選別されるもので、このとき、篩網面１１の網目より小さいサイズは、アンダーサ
イズとなって下部シュート２へ落下し、ベルトコンベア６によって搬送される。
　篩網面１１の網目より大きいオーバーサイズは、先部シュート３へ流れるが、振動篩装
置１の先端から落下した直後に、吹出しノズル４によって下方より進行方向斜め上方に向
かってエアーが吹き付けられ、重量物Ｍは吹き飛ばされないが、軽量物Ｎは吹き飛ばされ
て重量物Ｍより遠方へ落下する。
【００２８】
　このとき、先部シュート３に軽量物Ｎと重量物Ｍの排出口を別々に設けておけば、別々
に回収させることができる。
　本実施例では、軽量物Ｎを風力で選別除去した後、重量物Ｍは下部シュート２へ跳ね返
されてアンダーサイズと同時にベルトコンベア６によって搬送される。
【００２９】
　そして、風力選別装置の運転中において、振動篩装置１の回り、下部シュート２やベル
トコンベア６の回りで発生する粉塵を第１吸気ダクト９１及び第２吸気ダクト９６を介し
て除塵手段９８に導き、ここで除塵したエアーを風力選別のためのエアーとして、送風装
置７を経て吹出しノズル４及び補助吹出しノズル４５から吹き出すものである。
【００３０】
　なお、風力選別装置の使用に際し、吹出しノズル４，４５から吹き出すエアーの強さ、
方向、選別対象物の量、ダンパ３１の位置を調節することによって選別の度合いを調整す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施例である風力選別装置を示す全体側面図である。
【図２】実施例の風力選別装置を示す正面断面図である。
【図３】実施例の風力選別装置に設けた吹出しノズル部分を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　　１　振動篩装置
　１０　バネ
　１１　篩網面
　１２　カバー
　１３　原料投入口
　　２　下部シュート
　　３　先部シュート
　３０　受け板
　３１　ダンパ
　３２　操作レバー
　３３　排出口
　　４　吹出しノズル
　４０　配管
　４５　補助吹出しノズル
　４６　配管
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　　５　フレーム
　　６　ベルトコンベア
　６０　コンベアカバー
　　７　送風装置
　９０　吸気口
　９１　第１吸気ダクト
　９５　吸気口
　９６　第２吸気ダクト
　９８　除塵手段
　　Ｍ　重量物
　　Ｎ　軽量物
　　θ　角度

【図１】 【図２】
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