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(57)【要約】
【課題】全体の機高を低減してコンパクト化するととも
に、構造を簡略化して製造コストを安価にし、かつ、選
別精度の高い粗選別機を提供する。
【解決手段】原料籾中の大夾雑物を分離・除去するスカ
ルパレータ選別部３と、原料籾中の中小夾雑物を風選す
る風力選別部４とを備え、風力選別部４が、機枠内でそ
の対角を結ぶように斜設された風選経路１３と、該風選
経路１３の傾斜上方側に接続され、該傾斜上方側の始端
から下方側の終端に亘って湾曲状の風路に形成された夾
雑物分離室１４と、該夾雑物分離室１４と前記風選経路
１３との間が循環風路となるように配置した送風ファン
１６とにより形成され、夾雑物分離室１４の下方には、
該夾雑物分離室１４にて分離された軽夾雑物を速やかに
機外排出するよう機外と連通させた中小夾雑物排出口１
５を設けた。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料籾中の大夾雑物を分離・除去するスカルパレータ選別部と、原料籾中の中小夾雑物
を風選する風力選別部とを備え、前記風力選別部は、機枠内でその対角を結ぶように斜設
された風選経路と、該風選経路の傾斜上方側に接続され、該傾斜上方側の始端から下方側
の終端に亘って湾曲状の風路に形成された夾雑物分離室と、該夾雑物分離室と前記風選経
路との間が循環風路となるように配置した送風ファンとが備えられ、
　前記夾雑物分離室の下方には、該夾雑物分離室にて分離された軽夾雑物を速やかに機外
排出するよう機外と連通させた中小夾雑物排出口を設けたことを特徴とする粗選別機。
【請求項２】
　前記スカルパレータ選別部は、機枠上部で幅広に形成された原料供給筒と、該原料供給
筒から供給された原料籾を均等な流れに整流するための傾斜シュートと、原料籾に混入す
る大夾雑物を分離・除去するために一定速度で回転される選別円筒金網と、分離された大
夾雑物を機外に排出するため機枠側部に開口した大夾雑物排出口とを備えたものであり、
　前記傾斜シュートは、該傾斜シュートの一端が回動軸に軸着されて回動自在に形成され
ていて、該回動軸と連動する傾斜シュート調整レバーの回動操作により傾斜シュートの傾
斜角度を変更調節自在とする構成としてなる請求項１記載の粗選別機。
【請求項３】
　前記風力選別部の送風ファンには、風の吐出口近傍に風量調節弁が設けられ、該風量調
節弁の一端が回動軸に軸着されて回動自在に形成されていて、該回動軸と連動する風量調
整レバーの回動操作により風量調節弁の開度を変更調節自在としてなる請求項１又は２記
載の粗選別機。
【請求項４】
　前記風力選別部の送風ファンが機体の幅広方向に複数並設されてなる請求項１から３の
いずれかに記載の粗選別機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ライスセンター等に設けられる粗選別機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の粗選別機として特許文献１に記載されたものがある。
【０００３】
　特許文献１に記載の粗選別機は、原料供給部と、風力選別部と、傾斜して配置された揺
動スクリーンを有する揺動選別部と、を備えてなる粗選別機において、前記風力選別部と
前記原料供給部及び揺動選別部との間に、原料の供給及び排出を行うとともに該風力選別
部の気密性を保持するロータリ―バルブを設置し、また前記風力選別部内に、風選室及び
サイクロン室を備えるとともに、これら風選室とサイクロン室の間に前記風力選別部の幅
方向に延びる長尺のファンを配置し、前記風路を落下した原料を、前記原料排出側のロー
タリーバルブから前記揺動選別部に導いて該揺動選別部にて更に選別してなる粗選別機の
構造としてある。
【０００４】
　これにより、風力選別部及び揺動選別部を備え、風力により軽い夾雑物を分離し得ると
ともに、揺動スクリーンにより異形夾雑物をも分離し得る高い選別精度を有するものであ
りながら、風力選別部をクローズドタイプとして機外に塵埃が飛散しないように構成して
あり、良好な作業環境を維持でき、作業者の衛生上及び安全上の問題をクリアできるとと
もに、設置場所を制限されることがない、という作用効果がある。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の粗選別機は、風力選別部の下方に、傾斜して配置さ
れた揺動スクリーンを有する揺動選別部を配置しているから、全体の機高が高くなってし
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まい、大型化して設置場所に制限がかかる問題があった。また、前記揺動選別部は偏心輪
を有する駆動部の回転により、揺動運動を付与するものであるから、構造が複雑化して製
造コスト高となる問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第２６５４０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記問題点にかんがみ、全体の機高を低減してコンパクト化するとともに、構
造を簡略化して製造コストを安価にし、かつ、選別精度の高い粗選別機を提供することを
技術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため本発明は、原料籾中の大夾雑物を分離・除去するスカルパレー
タ選別部と、原料籾中の中小夾雑物を風選する風力選別部とを備え、前記風力選別部は、
機枠内でその対角を結ぶように斜設された風選経路と、該風選経路の傾斜上方側に接続さ
れ、該傾斜上方側の始端から下方側の終端に亘って湾曲状の風路に形成された夾雑物分離
室と、該夾雑物分離室と前記風選経路との間が循環風路となるように配置した送風ファン
とが備えられ、前記夾雑物分離室の下方には、該夾雑物分離室にて分離された軽夾雑物を
速やかに機外排出するよう機外と連通させた中小夾雑物排出口を設ける、という技術的手
段を講じた。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、前記スカルパレータ選別部が、機枠上部で幅広に形成された原
料供給筒と、該原料供給筒から供給された原料籾を均等な流れに整流するための傾斜シュ
ートと、原料籾に混入する大夾雑物を分離・除去するために一定速度で回転される選別円
筒金網と、分離された大夾雑物を機外に排出するため機枠側部に開口した大夾雑物排出口
とを備えたものであり、さらに、前記傾斜シュートが、その一端が回動軸に軸着されて回
動自在に形成されていて、該回動軸と連動する傾斜シュート調整レバーの回動操作により
傾斜シュートの傾斜角度を変更調節自在とする構成としたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項３記載の発明は、前記風力選別部の送風ファンに、風の吐出口近傍に風量調節弁
が設けられ、該風量調節弁の一端が回動軸に軸着されて回動自在に形成されていて、該回
動軸と連動する風量調整レバーの回動操作により風量調節弁の開度を変更調節自在として
いることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４記載の発明は、前記風力選別部の送風ファンが機体の幅広方向に複数並設され
ていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、夾雑物分離室内に設けた湾曲状分離壁や整流板によってサイクロン流
が生じるようになり、きれいな固気分離が可能となる。そして、夾雑物分離室の下方に、
該夾雑物分離室にて分離された軽夾雑物を速やかに機外排出するよう機外と連通させた中
小夾雑物排出口を設けてあるから、従来のように固気分離した軽夾雑物をホッパー状の貯
留部に溜めるのではなく、軽夾雑物を湾曲状分離壁に沿って沈降させて開放状の中小夾雑
物排出口から機外に速やかに排出させる。
【００１３】
　すなわち、本発明にあっては、小夾雑物のほか、穂切れや、小さな木片など中夾雑物も
回収することができ、後工程に揺動選別機を設けなくてもよい。このように、本発明では
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後工程に揺動選別部が不要となるため、全体の機高を低減してコンパクト化が可能となり
、構造も簡略化して製造コストが安価になり、かつ、選別精度の高い粗選別機の提供が可
能となる。
【００１４】
　請求項２記載の発明によれば、スカルパレータ選別部が、機枠上部で幅広に形成された
原料供給筒と、原料供給筒から供給された原料籾を均等な流れに整流するための傾斜シュ
ートと、原料籾に混入する大夾雑物を分離・除去するために一定速度で回転される選別円
筒金網と、分離された大夾雑物を機外に排出するため機枠側部に開口した大夾雑物排出口
８を備えたものであり、傾斜シュート６の一端が回動軸１０に軸着されて回動自在に形成
されていて、該回動軸と連動する傾斜シュート調整レバーの回動操作により傾斜シュート
の傾斜角度を変更調節自在とする構成としている。
【００１５】
　これにより、原料籾中に中小夾雑物が多い場合は、傾斜シュートを急傾斜として、でき
るだけ選別円筒金網の網面と接触する時間を多く調整し、中小夾雑物の中から大夾雑物と
なり得る異物を拾い上げることができる。一方、原料籾中に中小夾雑物が少ない場合は、
傾斜シュートを緩傾斜として、選別円筒金網の網面と接触する時間を若干少なく調整し、
次段の風力選別部での選別処理に多くの時間を割り当てることができる。
【００１６】
　請求項３記載の発明によれば、風力選別部の送風ファンの風の吐出口近傍に風量調節弁
が設けられ、該風量調節弁の一端が回動軸に軸着されて回動自在に形成されていて、該回
動軸と連動する風量調整レバーの回動操作により風量調節弁の開度を変更調節自在とする
構成としている。
【００１７】
　これにより、原料籾中に中小夾雑物が多い場合は、風量調節弁を開として、できるだけ
風量を多くなるよう調整し、原料籾中に中小夾雑物が少ない場合は、風量調節弁を閉とし
て、風量を少なくなるよう調整することができる。
【００１８】
　請求項４記載の発明によれば、風力選別部の送風ファンを機体の幅広方向に複数並設し
ているので、幅広の風選経路であっても選別風を十分に行き渡らせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の粗選別機の外観を示す概略斜視図である。
【図２】同上の内部構造を示す概略縦断面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線で破断したときの概略平面図である。
【図４】送風ファンの吸い込み口を示す模式図である。
【図５】排出樋の別実施形態を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明の粗選別機の
外観を示す概略斜視図であり、図２は同上の内部構造を示す概略縦断面図である。
【００２１】
　図１、図２に示すように、本発明の一実施形態に係る粗選別機１は、箱状の機枠２上部
に配置した原料籾中の大夾雑物を分離・除去するスカルパレータ選別部３と、機枠２下部
に配置した精籾及び中小夾雑物を風選する風力選別部４とから主要部が構成される。
【００２２】
　前記スカルパレータ選別部３（図２参照）は、機枠上部２ａの上面に機体幅いっぱいに
幅広に形成された原料供給筒５と、該原料供給筒５の直下に設けられ原料籾を均等な流れ
に整流するための傾斜シュート６と、大夾雑物を分離・除去するために一定速度で回転さ
れる選別円筒金網７と、機枠上部２ａ側面に設けた大夾雑物排出口８と、選別円筒金網７
を通過した精籾及び中小夾雑物を風力選別部４に供給する集穀ホッパー部９とを備えて形
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成される。前記傾斜シュート６は、傾斜シュートの一端が回動軸１０に軸着されて回動自
在に形成されていて、該回動軸１０と連動する傾斜シュート調整レバー１１（図１参照）
の回動操作により傾斜シュート６の傾斜角度を変更調節自在とする構成となっている。す
なわち、原料籾中に中小夾雑物が多い場合は、傾斜シュート６を急傾斜（図２の符号６ａ
）として、できるだけ選別円筒金網７の網面と接触する時間を多く調整し、中小夾雑物の
中から大夾雑物となり得る異物を拾い上げることができる。一方、原料籾中に中小夾雑物
が少ない場合は、傾斜シュート６を緩傾斜（図２の符号６）として、選別円筒金網７の網
面と接触する時間を若干少なく調整し、次段の風力選別部４での選別処理に多くの時間を
割り当てることができる。
【００２３】
　前記原料供給筒５に原料籾が供給されると、傾斜シュート６により機体幅いっぱいにほ
ぼ均等な流れに調整され、一定速度で回転されている選別円筒金網７の外周面に供給され
る。藁（わら）や穂切れや茎などの大夾雑物（Ｄ）は選別円筒金網７の上に残り、選別円
筒金網７の回転により、これら大夾雑物が大夾雑物排出口８へ向けて移送されて原料籾か
らの分離・除去が行われる。
【００２４】
　精籾（Ｍ）及び中小夾雑物（Ｔ）は選別円筒金網７内に向けて網目を通過し、該選別円
筒金網７内に設けられた多数の羽根板部材１２によって選別円筒金網７内の中央付近に集
約される。そして、集約された精籾及び中小夾雑物は選別円筒金網７外に向けて再度網目
を通過し、下方の集穀ホッパー部９に至る。
【００２５】
　前記風力選別部４（図２参照）は、機枠下部２ｂ内でその対角を結ぶように斜設された
風選経路１３と、該風選経路１３の傾斜上方側に接続され、該傾斜上方側の始端から下方
側の終端に亘って湾曲状の風路に形成された夾雑物分離室１４と、該夾雑物分離室１４と
前記風選経路１３との間が循環風路となるように配置した送風ファン１６とが備えられ、
前記夾雑物分離室１４の下方には、該夾雑物分離室１４にて分離された軽夾雑物を速やか
に機外排出するよう機外と連通させた中小夾雑物排出口１５が設けられている。また、前
記循環風路の風路途上には、風選後の精籾を排出する精籾排出口１７が形成されている。
前記風選経路１３、夾雑物分離室１４は共に前記原料供給筒５と同様、機体幅いっぱいに
幅広に形成されている。
　符号３６は中小夾雑物排出用の排出樋であり、符号３７は排出樋３６内に設けた中小夾
雑物排出用の傾斜板である。なお、排出樋３７として、図５に示すような千鳥状の棚板３
８を設けた構成の排出樋としてもよい。
【００２６】
　前記風選経路１３には、始端部に棚板１８，１９が斜設されるとともに、中間部の穀粒
の落下口に穀粒の当て板２０が固設されている。このように、風選経路１３の始端部に棚
板１８，１９を設けることで、風選経路１３が複数の風選路２1，２２，２３に分岐され
るから、風選経路１３内の風の流れを変えて比重の軽い籾殻やしいななどを傾斜上方に搬
送しやすくなる作用がある。また、穀粒の当て板２０を固設することで、集穀ホッパー部
９から落下する穀粒の流れが当て板２０に当たって飛散されることで、風選別を行いやす
くする作用がある。
【００２７】
　また、前記夾雑物分離室１４では、軽夾雑物と気流との固気分離を行うべく、籾殻、し
いな、小さな藁屑、小さな木片及び粉塵など中小の軽夾雑物からなる固体を下方に沈降さ
せて機外排出するための湾曲状分離壁２４と、分離後の気流を回収するための整流板２５
，２６，２７，２８とを備えている。整流板２５，２６，２７，２８は、夾雑物分離室１
４のほぼ中央にカタカナの「ミ」のごとく多段に連設されている。符号２９は送風ファン
１６の気流吸い込み口の前段にある返還流路であり、符号３０は循環風路であり、符号３
１は未熟粒などを受けて回収するための未熟米搬送スクリューである。
【００２８】
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　前記送風ファン１６には、風の吐出口近傍に風量調節弁３２が設けられる。該風量調節
弁３２は、その一端が回動軸３３に軸着されて回動自在に形成されていて、該回動軸３３
と連動する風量調整レバー３４（図１参照）の回動操作により風量調節弁３２の開度を変
更調節自在とする構成となっている。すなわち、原料籾中に中小夾雑物が多い場合は、風
量調節弁３２を開（図２の符号３２ａ）として、できるだけ風量を多くなるよう調整し、
原料籾中に中小夾雑物が少ない場合は、風量調節弁３２を閉（図２の符号３２）として、
風量を少なくなるよう調整することができるのである。
【００２９】
　図３は図２のＡ－Ａ線で破断したときの概略平面図であり、図４は送風ファンの吸い込
み口を示す模式図である。図３、図４を参照して、気流が整流板２５，２６，２７，２８
及び返還流路２９を介して送風ファン１６に取り込まれる様子を説明する。
【００３０】
　図３、図４において、送風ファン１６は複数設けられている（符号１６ａ，１６ｂ）。
つまり、風選経路１３，夾雑物分離室１４，返還流路２９が機体幅いっぱいに幅広に形成
されているから、風選経路１３などに選別風が十分に行き渡るようにするためである。そ
して、図３を参照すれば、夾雑物分離室１４で固気分離後の気流は整流板２５，２６，２
７，２８から返還流路２９を介して送風ファン１６に取り込まれるようになっている。送
風ファン１６の翼車部には、気流の取り込み口３５が複数設けられていて、各取り込み口
３５から気流が取り込まれた後、翼車の回転によって循環風路３０に向けて起風するよう
になっている。
【００３１】
　以上説明したように、本発明は、原料籾中の大夾雑物を分離・除去するスカルパレータ
選別部３と、精籾及び中小夾雑物を風選する風力選別部４とを備え、前記風力選別部４が
、機枠内でその対角を結ぶように斜設された風選経路１３と、該風選経路１３の傾斜上方
側に接続され、該傾斜上方側の始端から下方側の終端に亘って湾曲状の風路に形成された
夾雑物分離室１４と、該夾雑物分離室１４と前記風選経路１３との間が循環風路となるよ
うに配置した送風ファン１６とにより形成され、前記夾雑物分離室１４の下方には、該夾
雑物分離室１４にて分離された軽夾雑物を速やかに機外排出するよう機外と連通させた中
小夾雑物排出口１５を設けてあるので、夾雑物分離室１４内の湾曲状分離壁や整流板によ
ってサイクロン流が生じるようになり、きれいな固気分離が可能となる。
【００３２】
　すなわち、従来のように固気分離した軽夾雑物をホッパー状の貯留部に溜めるのではな
く、軽夾雑物を湾曲状分離壁に沿って沈降させて開放状の中小夾雑物排出口１５から機外
に速やかに排出させる本発明にあっては、後工程に揺動選別機を設けなくても小夾雑物の
ほか、穂切れや、小さな木片など中夾雑物も回収することができる。
　このように、本発明では後工程に揺動選別部が不要となるため、全体の機高を低減して
コンパクト化が可能となり、構造も簡略化して製造コストが安価になり、かつ、選別精度
の高い粗選別機の提供が可能となる。
【００３３】
　また、スカルパレータ選別部３は、機枠２ａ上部で幅広に形成された原料供給筒５と、
原料供給筒５から供給された原料籾を均等な流れに整流するための傾斜シュート６と、原
料籾に混入する大夾雑物を分離・除去するために一定速度で回転される選別円筒金網７と
、分離された大夾雑物を機外に排出するため機枠２ａ側部に開口した大夾雑物排出口８と
を備えたものであり、
　傾斜シュート６は、該傾斜シュート６の一端が回動軸１０に軸着されて回動自在に形成
されていて、該回動軸１０と連動する傾斜シュート調整レバー１１の回動操作により傾斜
シュート６の傾斜角度を変更調節自在とする構成としている。
【００３４】
　これにより、原料籾中に中小夾雑物が多い場合は、傾斜シュート６を急傾斜として、で
きるだけ選別円筒金網７の網面と接触する時間を多く調整し、中小夾雑物の中から大夾雑
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物となり得る異物を拾い上げることができる。一方、原料籾中に中小夾雑物が少ない場合
は、傾斜シュート６を緩傾斜として、選別円筒金網７の網面と接触する時間を若干少なく
調整し、次段の風力選別部４での選別処理に多くの時間を割り当てることができる。
【００３５】
　さらに、風力選別部４の送風ファン１６には、風の吐出口近傍に風量調節弁３２が設け
られ、該風量調節弁３２の一端が回動軸３３に軸着されて回動自在に形成されていて、該
回動軸３３と連動する風量調整レバー３４の回動操作により風量調節弁３２の開度を変更
調節自在とする構成としている。
【００３６】
　これにより、原料籾中に中小夾雑物が多い場合は、風量調節弁３２を開として、できる
だけ風量を多くなるよう調整し、原料籾中に中小夾雑物が少ない場合は、風量調節弁３２
を閉として、風量を少なくなるよう調整することができる。
【００３７】
　そして、風力選別部４の送風ファン１６は、機体の幅広方向に複数並設されているので
、幅広の風選経路１３であっても選別風が十分に行き渡るようになる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明は、農家用の粗選別機や、穀物共同乾燥調製施設（カントリーエレベータ（ＣＥ
））やライスセンタ用の粗選別機に適用することができる。
【符号の説明】
【００３９】
１　　粗選別機
２　　機枠
３　　スカルパレータ選別部
４　　風力選別部
５　　原料供給筒
６　　傾斜シュート
７　　選別円筒金網
８　　大夾雑物排出口
９　　集穀ホッパー部
１０　　回動軸
１１　　傾斜シュート調整レバー
１２　　羽根板部材
１３　　風選経路
１４　　夾雑物分離室
１５　　中小夾雑物排出口
１６　　送風ファン
１７　　精籾排出口
１８　　棚板
１９　　棚板
２０　　当て板
２１　　風選路
２２　　風選路
２３　　風選路
２４　　湾曲状分離壁
２５　　整流板
２６　　整流板
２７　　整流板
２８　　整流板
２９　　返還流路
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３０　　循環風路
３１　　未熟米搬送スクリュー
３２　　風量調節弁
３３　　回動軸
３４　　風量調整レバー
３５　　気流取り込み口
３６　　排出樋
３７　　傾斜板
３８　　棚板　

【図１】 【図２】
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