
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投入した穀粒を精白する精米装置 と、精白処理時に発生した糠を空気搬送する

と、該 で搬送された空気と糠とを空気用排出口
と糠用排出口 それぞれ分離排出するサイクロン と、前

記サイクロン（１７）の糠用排出口 より排出された糠を貯留する
それぞれ建家 内に配設する精米施設において、

　

　

ことを特徴とする精米施設。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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（８） 糠
搬送ファン（１４） 糠搬送ファン（１４）
（１７ａ） （１７ｂ）から （１７）

（１７ｂ） 糠袋（９）と
、を （Ｘ）

前記サイクロン（１７）の上部を建家（Ｘ）の天井（１８）より上方に突出して設ける
と共に、該天井（１８）よりも突出している部分の周囲と上方を覆う囲板（２４）に取り
付けられている支持板（２５）で支持される構成とし、

前記サイクロン（１７）の糠用排出口（１７ｂ）回りには糠飛散防止カバ－（１７ｃ）
を巻回する構成とし、前記サイクロン（１７）の糠用排出口（１７ｂ）の下方には糠ラセ
ン（２１）を内包する糠移送樋（２０）を設け、該糠移送樋（２０）は前記天井（１８）
より垂下している複数のシャフト（１９）で支持されると共に排出口（２０ｂ）を二箇所
設け、該排出口（２０ｂ）のそれぞれの下方には前記糠袋（９）をそれぞれ設け、該糠袋
（９）は前記天井（１８）からの吊りフック（２２）でそれぞれ吊り下げられると共に運
搬用の台車（２３）の上にそれぞれ載置する構成とした



　この発明は、建家式の精米施設に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　略立方体の建家内に精米装置や、サイクロン及び糠袋等からなる糠処理部といった設備
を適宜配設した精米施設は周知である。また、精白作業で発生して空気搬送された糠をサ
イクロンで空気と糠とに遠心分離して、糠はサイクロン下方の糠用排出口より落下して糠
袋に、空気はサイクロン上方の空気用排出口よりそれぞれ排出される構成も周知である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　このような精米施設において、糠を貯留するスペ－スが満杯時において糠の建家外への
排出作業の作業回数を少なくするためにも、糠を貯留できるスペ－スはできるだけ大きい
方が望ましい。そのためには糠袋の上方にあるサイクロンの設置高さはできるだけ高くす
る必要がある。しかし、サイクロンは前述のようにその上方に空気用の排出口を設けてい
るので、建家の天井との間にスペ－スを設けなければならない。従って、建家内における
サイクロンの設置高さは制限されるので、糠を貯留するスペ－スの大きさも制限され、糠
の貯留量のアップが図れなかった。
【０００４】
　本発明の目的は、サイクロンを効率的に配設することにより、より大きな糠を貯留する
スペ－スを建家内に設けることを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の上記課題は次の構成によって達成される。請求項１においては、投入した穀粒
を精白する精米装置 と、精白処理時に発生した糠を空気搬送する

と、該 で搬送された空気と糠とを空気用排出口 と糠
用排出口 それぞれ分離排出するサイクロン と、前記サイクロン（
１７）の糠用排出口 より排出された糠を貯留する それぞれ建
家 内に配設する精米施設において、
　

　

ことを特徴とする精米施設とする
。
【０００６】
【０００７】
【発明の作用効果】
　投入された穀粒は精米装置 に供給され、精白処理がなされる。そして、精白処理
の際、発生した糠は で空気と共にサイクロン に搬送され、
サイクロン で空気は空気用排出口 から 、糠は糠用排出口

から
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（８） 糠搬送ファン（１
４） 糠搬送ファン（１４） （１７ａ）

（１７ｂ）から （１７）
（１７ｂ） 糠袋（９）と、を

（Ｘ）
前記サイクロン（１７）の上部を建家（Ｘ）の天井（１８）より上方に突出して設ける

と共に、該天井（１８）よりも突出している部分の周囲と上方を覆う囲板（２４）に取り
付けられている支持板（２５）で支持される構成とし、

前記サイクロン（１７）の糠用排出口（１７ｂ）回りには糠飛散防止カバ－（１７ｃ）
を巻回する構成とし、前記サイクロン（１７）の糠用排出口（１７ｂ）の下方には糠ラセ
ン（２１）を内包する糠移送樋（２０）を設け、該糠移送樋（２０）は前記天井（１８）
より垂下している複数のシャフト（１９）で支持されると共に排出口（２０ｂ）を二箇所
設け、該排出口（２０ｂ）のそれぞれの下方には前記糠袋（９）をそれぞれ設け、該糠袋
（９）は前記天井（１８）からの吊りフック（２２）でそれぞれ吊り下げられると共に運
搬用の台車（２３）の上にそれぞれ載置する構成とした

（８）
糠搬送ファン（１４） （１７）

（１７） （１７ａ） 排出され （１
７ｂ） 糠移送樋２０に排出され、糠移送ラセン２１で移送され、排出口（２０ｂ）を
経て糠袋（９）に順次投入される。

前記サイクロン（１７）の上部を建家（Ｘ）の天井（１８）より上方に突出して設ける
と共に、該天井（１８）よりも突出している部分の周囲と上方を覆う囲板（２４）に取り
付けられている支持板（２５）で支持される構成とし、

前記サイクロン（１７）の糠用排出口（１７ｂ）回りには糠飛散防止カバ－（１７ｃ）



　その分サイクロン の設置場所を高くすることができるので、

。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図１は精米施設の建家Ｘの平面図で、内部
は操作室Ａと機械室Ｂとに分けられている。この操作室Ａ側には原料投入タンク１、穀粒
袋置き台２、操作盤３、白米タンク４等が設けられており、機械室Ｂ側には石抜装置用昇
降機５、石抜装置６、精米装置用昇降機７、精米装置８、糠袋９・９等を設けている。
【０００９】
　図１、図２に示すように、前記操作室Ａ側から機械室Ｂ側に向かって、穀粒袋置き台２
、原料投入タンク１をそれぞれ配置する構成とし、原料投入タンク１の下部には原料投入
タンク１に投入した穀粒を繰り出すロ－タリバルブ１０を設けている。そして、ロ－タリ
バルブ１０の排出側は石抜装置用昇降機５のホッパ部５ａに連通し、石抜装置用昇降機５
の上部を異物除去装置Ｙに臨ませ、さらに異物除去装置Ｙの下方に石抜装置６を配設する
。
【００１０】
　石抜装置６は、図３に示すように、傾斜して配置している揺動選別板６ａ、さらにその
下方には送風ファン６ｂが配置しており、送風ファン６ｂからの送風が揺動選別板６ａに
多数設けられている孔（図示せず）を通過する周知の構成で、石抜装置用駆動モ－タ６ｃ
から石抜装置６の駆動プ－リ（図示せず）に動力が伝達され、前記揺動選別板６ａや送風
ファン６ｂが駆動するよう構成されている。そして、揺動選別板６ａの揺上側には石屑排
出口６ｄを設ける一方、揺動選別板６ａの揺下側には穀粒排出口６ｅを設け、精米装置用
昇降機７のホッパ部７ａに連通し、精米装置用昇降機７の上部は玄米タンク１１に連通す
る。そして、玄米タンク１１の下方には精米装置８を配設する。
【００１１】
　さて、図４に示すように、精米装置８内部には搗精部１２を内包しており、搗精部１２
は、精白金網１２ａに精白ロ－ル１２ｂ、送穀ラセン１２ｃを内装し、内部を空洞に構成
した駆動軸１２ｄで精白ロ－ル１２ｂ、送穀ラセン１２ｃを回転駆動可能に構成すると共
に、送風ファン１２ｅからの風が、送風管１２ｆ、駆動軸１２ｄ内を経て精白ロ－ル１２
ｂの通風口１２ｇより搗精部１２内に流入するよう構成している周知の形態であり、前記
搗精部１２の穀粒排出側８ａは、白米を取り出す白米タンク４に臨ませている。そして、
搗精部１２の下方には、精白作業で発生した糠を一時的に貯留する糠ホッパ１３と、精白
作業の際、搗精部１２で発生する糠を吸引する糠搬送ファン１４とを設けている。また、
１５は搬送ダクトで、一端側を糠搬送ファン１４を介して糠ホッパ１３と連通する一方、
他端側をサイクロン１７と連通している。
【００１２】
　サイクロン１７は、上方に空気用排出口１７ａ、及び下方に糠用排出口１７ｂを形成し
ているが、図６・図７に示すように、空気用排出口１７ａが建家Ｘの天井１８より上方に
なるように配設している。そして、糠用排出口１７ｂ回りには図５に示すように糠飛散防
止カバ－１７ｃを巻回し、その下方には、糠移送樋２０を配設しており、建家Ｘの天井１
８より垂下している複数のシャフト１９…で支持されている。糠移送樋２０内には、糠移
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を巻回する構成とし、前記サイクロン（１７）の糠用排出口（１７ｂ）の下方には糠ラセ
ン（２１）を内包する糠移送樋（２０）を設け、該糠移送樋（２０）は前記天井（１８）
より垂下している複数のシャフト（１９）で支持されると共に排出口（２０ｂ）を二箇所
設け、該排出口（２０ｂ）のそれぞれの下方には前記糠袋（９）をそれぞれ設け、該糠袋
（９）は前記天井（１８）からの吊りフック（２２）でそれぞれ吊り下げられると共に運
搬用の台車（２３）の上にそれぞれ載置する構成としたことで、

（１７） その分大きな糠袋
（９）を設けることが可能になり、糠袋（９）の交換作業回数を少なくすることができる
。また、建家Ｘの天井１８より突出しているサイクロン１７の部分を、囲板２４で周囲と
上方とを覆うことにより、風雨時にサイクロン内に雨や風が侵入することによる糠処理作
業への悪影響を防止できる



送樋２０の供給口２０ａに落下供給された糠を移送する糠ラセン２１を内包しており、糠
移送樋２０の非長手方向側面には、糠ラセン２１を回転駆動させる糠ラセン駆動モ－タ２
１ａを、そして、糠移送樋２０の排出口２０ｂ・２０ｂの下方には糠袋９・９をそれぞれ
配設している。糠袋９・９は建家Ｘの天井１８からの吊りフック２２・２２で吊り下げら
れ、運搬用の台車２３・２３の上に載置されている。また、建家Ｘの天井１８より突出し
ているサイクロン１７の部分は、囲板２４で周囲と上方とを覆っており、囲板２４にはサ
イクロン１７を支持している支持板２５が取り付けられている（図５から図７参照）。
【００１３】
　ところで、前記操作盤３の盤面には、図８に示すように、コインメック３０、もち選択
ボタン３１、白度選択ボタン３２・３２・３２（本実施例では上白・標準・８分の３段階
に選択できる）、故障警報ランプ３３、コイン投入表示灯３４、電流計３５、金庫３６等
を配設している。そして、この操作盤の内部には各部駆動モ－タの駆動制御を行うシ－ケ
ンスによる制御部３７を備えている。
【００１４】
　図９に示すように、前記制御部３７にはコインセンサ３８からのコイン投入検出情報、
白度選択ボタン３２・３２・３２からの白度選択情報、もち選択ボタン３１による選択情
報等が入力される。一方、ロ－タリバルブ駆動モ－タ３９への制御信号、石抜装置用昇降
機・精米装置用昇降機駆動モ－タ４０、石抜装置駆動モ－タ６ｃへの制御信号、精米装置
駆動モ－タ４２、白度調節モ－タ４３、糠ラセン駆動モ－タ２１ａ等が出力される。
【００１５】
　次に、精米施設の作業工程について図１０に基づいて説明する。原料となる穀粒を原料
投入タンク１に投入し (STEP1)、穀粒量に見合う運転時間を確保できるだけのコインをコ
インメック３０の投入口に投入する (STEP2)。次に、白度選択ボタン３２・３２・３２の
いずれかを選択し精白度を設定すると白度調節モ－タ４３が作動する。 (STEP3)、制御部
３７は投入コインの枚数を読み込み、運転時間を算出し、当該算出時間にわたり精米施設
の装置各部は運転を開始する (STEP4)。
【００１６】
　原料投入タンク１に投入された穀粒はロ－タリバルブ１０で石抜装置用昇降機５のホッ
パ部５ａに繰り出され、石抜装置用昇降機５で揚穀され、異物除去装置Ｙに供給され藁屑
等の異物を除去した後、石抜装置６の揺動選別板６ａに落下投入される。そして、揺動選
別板６ａの揺動作用と送風ファン６ｂからの送風により、穀粒中の小石や異物等が揺上側
に選別搬送され、石屑排出口６ｄより排出される。一方、穀粒は揺動選別板６の揺下側に
流下し、穀粒排出口６ｅより精米装置用昇降機７のホッパ部７ａに供給され、精米装置用
昇降機７を経て精米装置８の玄米タンク１１に落下供給される。
【００１７】
　精米装置８の玄米タンク１１に供給された玄米は搗精部１２に供給され、前記精白ロ－
ル１２ｂと精白金網１２ａとの間で設定した精白度になるように精白作用される (STEP5)
。そして、精白された白米は白米タンク４に搬送され、適宜操作内にて回収される。一方
、精白作用の際、搗精部１２で発生する糠は送風ファン１２ｅの送風作用と吸引ファン１
４の吸引作用によって糠ホッパ１３に排出され、吸引ファン１４を通過すると、吸引ファ
ン１４の風が送風方向に作用することになり、糠搬送ダクト１５を経由してサイクロン１
７まで空気搬送される。
【００１８】
　サイクロン１７に空気搬送された糠はサイクロン１７内で遠心分離作用を受けて、空気
はサイクロン１７上部の空気用排出口１７ａより建家Ｘ外に、糠は下部の糠排出口１７ｂ
よりそれぞれ排出される。そして、糠排出口１７ｂより糠移送樋２０に排出された糠は糠
移送ラセン２１で移送され、糠移送樋２０の排出口２０ｂ・２０ｂを経て糠袋９・９に順
次投入される。
【００１９】
　投入金額で設定された時間が経過すると (STEP6)、精米施設内の各部装置はそれぞれ停
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止する (STEP7)。本実施例により、サイクロン１７の空気用排出口１７ａを建家Ｘの天井
１８よりも高く設けることで、その分サイクロン１７の設置場所を高くすることができる
ので、その分大きな糠袋９・９を設けることが可能になり、糠袋９・９の交換作業回数を
少なくすることができる。また、建家Ｘの天井１８より突出しているサイクロン１７の部
分を、囲板２４で周囲と上方とを覆うことにより、風雨時にサイクロン内に雨や風が侵入
することによる糠処理作業への悪影響を防止できる。
【００２０】
　なお、本実施例では空気用排出口１７ａを建家Ｘの天井１８よりも上方に位置させるた
め、サイクロン１７の一部分を天井より突出させているが、別実施例として、図１１、図
１２のようにサイクロン１７の略全ての部分を建家Ｘの天井１８より突出させる構成にし
ても良い。また、別実施例として、図１３、図１４のように、天井１８の一部に凸部分Ｅ
を形成することによって、サイクロン１８を突出させる構成にしてもよい。
【００２１】
　また、本実施例では糠を貯留する手段として糠袋９・９を用いているが、容器類、ある
いは糠を貯留する単なるスペ－スでもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】  建家の平面図
【図２】  精米施設の作業工程図
【図３】  石抜装置の断面図
【図４】  精米装置の断面図
【図５】  糠袋、糠移送樋等の斜視図
【図６】  背面から見た建家の断面図
【図７】  側面から見た建家の断面図
【図８】  操作盤図
【図９】  ブロック図
【図１０】  フロ－チャ－ト
【図１１】  側面から見た別実施例における建家の断面図
【図１２】  背面から見た別実施例における建家の断面図
【図１３】  側面から見た別実施例における建家の断面図
【図１４】  背面から見た別実施例における建家の断面図
【符号の説明】
８…精米装置、９・９…糠袋、１４…吸引ファン、１５…搬送ダクト、１７…サイクロン
、１７ａ…空気用排出口、１７ｂ…糠用排出口、１８…天井、２４…囲板、Ｘ…建家、Ｅ
…凸部分
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】
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