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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
籾から籾殻を除去する籾摺機と、玄米を精米する精米機と、籾摺機能のみを選択させる籾
摺選択手段と、この籾摺選択手段が選択された際に、精米機の白米排出口を開放した状態
、または白米排出口の開度を調整する開度規制部材を精米時よりも低い圧力で閉じた状態
で、籾摺機で処理した玄米を、精米機を通して排出するように制御する制御手段とを備え
たことを特徴とするコイン式籾摺精米装置。
【請求項２】
精米機が縦型であり、籾摺選択手段が選択された際に、制御手段は、精米機の白米排出口
を開放した状態で、精米機の玄米送り手段と搗精手段とを回転駆動させながら、籾摺機で
処理した玄米を、精米機を通して排出するように制御することを特徴とする請求項１記載
のコイン式籾摺精米装置。
【請求項３】
精米機が縦型であり、籾摺選択手段が選択された際に、制御手段は、白米排出口の開度を
調整する開度規制部材を通常精米時よりも低い圧力で閉じた状態で、精米機の玄米送り手
段と搗精手段とを回転駆動させるとともに、精米機の糠吸引手段を駆動させながら、籾摺
機で処理した玄米を、精米機を通して排出するように制御することを特徴とする請求項１
記載のコイン式籾摺精米装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は籾摺機能と精米機能とを有するコイン式籾摺精米装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
籾摺機能と精米機能とを有する籾摺精米装置は既に知られている（例えば、特許文献１な
ど）。この籾摺精米装置は、図７に示すように、籾から籾殻を除去して玄米にする籾摺機
８１と、玄米を精米して白米にする精米機８２と、籾や玄米が投入される投入ホッパ８３
と、投入された穀物が籾であるのか玄米であるのかを手動で切り換える選択ボタン８４と
、この選択ボタン８４の切り換え動作により、流路を切り換える切換装置８５と、選択ボ
タン８４が籾摺側に選択された際に切換装置８５に連通される籾摺機側流路８６と、選択
ボタン８４が精米側に選択された際に切換装置８５に連通される精米機側流路８７とを備
えている。そして、精米処理や籾摺処理を自動的に行わせるようになっている。
【０００３】
この構成において、選択ボタン８４により籾摺側が選択された場合には、投入ホッパ８３
に投入された籾が切換装置８５から籾摺機側流路８６を通して籾摺機８１に導入され、籾
摺機８１で籾殻が除去された玄米がさらに精米機８２に導入されて精米される。一方、選
択ボタン８４により精米側が選択された場合には、投入ホッパ８３に投入された玄米が切
換装置８５から精米機側流路８７を通して精米機８２に直接導入されて精米される。
【０００４】
また、コインや紙幣などの貨幣を投入することにより、精米処理や籾摺処理を自動的に行
わせるものも特許文献２などに開示されているように既に知られている。
【０００５】
【特許文献１】
特開平１１－２０７１９６号公報
【０００６】
【特許文献２】
特開平１１－２３５５３０号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のこの種のコイン式籾摺精米装置では、投入する処理米が籾および玄米の何
れであっても常に精米してしまうため、例えば、籾を有している利用者が、玄米で保存し
ようとするなどして、籾摺機能のみを行わせて玄米を排出させるという要望には対応でき
なかった。
【０００８】
これに対処する方法としては、図８に示すように、籾摺機８１と精米機８２との間の通路
に、第２の切換装置９１を設けるとともに、この第２の切換装置９１に玄米をそのまま排
出する玄米排出通路９２を別途に設け、さらに別途に設けた押しボタン９３により第２の
切換装置９１の切り換え動作を行って、籾摺機８１から排出された玄米を第２の切換装置
９１を通して玄米排出通路９２から排出することが考えられる。
【０００９】
しかしながら、この場合には、第２の切換装置９１や玄米排出通路９２を別途に設けなけ
ればならないため、製造コストの増加を招く欠点があるとともに、籾摺処理のみを行わせ
た場合には、玄米が玄米排出通路９２から出てきて、精米した場合の白米出口と異なるた
め、利用者にとって出口を間違える可能性があるなど、使い勝手が悪くなるおそれもある
。
【００１０】
さらに、籾摺機８１によっては、投入された籾の中のごく一部ではあるが（例えば２～３
％）、籾殻が除去されずに籾のままであるものが、籾摺機８１から排出される場合があり
、この場合には、籾摺機能のみを行わせた場合に、玄米に混じって籾も排出されることと
なり、排出された処理米の品質低下を招いて、利用者にとっての信頼性が低下してしまう
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おそれがある。
【００１１】
本発明は上記課題を解決するもので、製造コストの増加を最小限に抑えることができなが
ら、籾摺処理だけを良好に行うこともできるコイン式籾摺精米装置を提供することを目的
とするものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために請求項１記載の発明は、籾から籾殻を除去する籾摺機と、玄米
を精米する精米機と、籾摺機能のみを選択させる籾摺選択手段と、この籾摺選択手段が選
択された際に、精米機の白米排出口を開放した状態、または白米排出口の開度を調整する
開度規制部材を精米時よりも低い圧力で閉じた状態で、籾摺機で処理した玄米を、精米機
を通して排出するように制御する制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
この構成によれば、籾摺処理だけを行わせたい場合には、籾摺選択手段を選択することで
、籾摺機から排出された玄米が精米機を通って白米排出口から排出される。したがって、
流路を切り換える切換装置や玄米排出通路を別途に設けなくても済んで、製造コストの増
加を最小限に抑えることができる。また、籾摺処理のみを行わせた場合でも、玄米が白米
排出口から排出されるので、利用者が出口を間違えることがなくなり、使い勝手が向上す
る。
【００１４】
請求項２記載の発明は、請求項１記載のコイン式籾摺精米装置において、精米機が縦型で
あり、籾摺選択手段が選択された際に、制御手段は、精米機の白米排出口を開放した状態
で、精米機の玄米送り手段と搗精手段とを回転駆動させながら、籾摺機で処理した玄米を
、精米機を通して排出するように制御することを特徴とする。
【００１５】
この構成により、籾摺処理のみを行わせた場合でも、玄米が精米機を良好に通って排出さ
れ、精米機中に玄米が残ることがないため、後続の精米処理の処理米と混じることを防止
でき、信頼性が向上する。
【００１６】
請求項３記載の発明は、請求項１記載のコイン式籾摺精米装置において、精米機が縦型で
あり、籾摺選択手段が選択された際に、制御手段は、白米排出口の開度を調整する開度規
制部材を通常精米時よりも低い圧力で閉じた状態で、精米機の玄米送り手段と搗精手段と
を回転駆動させるとともに、精米機の糠吸引手段を駆動させながら、籾摺機で処理した玄
米を、精米機を通して排出するように制御することを特徴とする。
【００１７】
この構成により、籾摺処理のみを行わせた際に、籾摺機により籾摺処理を行わせたにもか
かわらず、一部の籾の籾殻が除去されておらず、籾のままであるものがあった場合でも、
この玄米に混じった籾が精米機で回転される搗精手段により、搗精されて籾殻が除去され
る。これにより、籾摺処理を完全に行うことができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に係るコイン式籾摺精米装置を図面に基づき説明する。
【００１９】
コイン式籾摺精米装置が設けられている建屋１（図２参照）の内部は、仕切壁２により、
利用客が自由に出入りできる客室３と、管理者や保守係員などの限定した人だけが出入り
できる機械室（図示せず）とに区切られている。
【００２０】
客室３には、利用客に籾や玄米などの処理対象米を投入してもらう張込ホッパ４や、籾摺
された玄米や精米された白米が排出されて溜められる白米ホッパ５が配設されているとと
もに、操作制御盤６の前面が臨むように配置されている。操作制御盤６の内部には、コイ
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ン式籾摺精米装置の各構成要素を制御する制御部（図示せず）が内蔵されている。また、
操作制御盤６の前面には、処理対象米が籾と玄米との何れかであるのかを選択するための
２つの種類選択押ボタン６ａや玄米がもち米である場合を選択するためのもち米選択押ボ
タン６ｂや、精米白度を選択する複数（例えば４つ）の白度押ボタン６ｃなどに加えて、
籾摺処理だけを行わせるための籾摺選択手段としての籾摺専用押ボタン６ｄが設けられて
いる。
【００２１】
また、図示しないが、操作制御盤６の前面には、利用者に対する操作案内が記載されてい
る。そして、例えば、処理米が籾であり、籾を籾摺および精米して白米を得たい場合には
、籾の種類選択押ボタン６ａと、所望の精米白度の白度押ボタン６ｃとを押すように案内
されており、処理米が玄米であり、玄米を精米して白米を得たい場合には、玄米の種類選
択押ボタン６ａと、希望する精米白度の白度押ボタン６ｃとを押すように案内され、処理
米が籾であり、籾を籾摺のみして玄米を得たい場合には、籾摺専用押ボタン６ｄを押すよ
うに案内されている。
【００２２】
また、機械室には、このコイン式籾摺精米装置の各構成要素を示した図１に示すように、
籾から籾殻を除去する籾摺機３０、ある程度大きな孔が多数形成されているとともに磁石
が取り付けられて、わらや鉄くずなどの異物を除去する夾雑物除去装置３２、石などの異
物を取り除く石抜機８、実際に精米（搗精）処理を行う精米機９、籾摺処理の際に生じた
籾殻を所定箇所へ送る籾殻用送風機３１、精米処理の際に生じた糠を所定箇所へ送る糠用
送風機１０、張込ホッパ４からの玄米を籾摺機３０側に送る張込昇降機１２、石抜機８で
石などの異物が除去された玄米を玄米タンク１３に送る精米昇降機１４などが設けられて
いる。
【００２３】
なお、図１において、１５は張込昇降機１２にて昇降された玄米を籾摺機３０に導く籾摺
導入通路、１６は精米機９で発生した糠を糠用送風機１０を介して糠袋などに流下させる
サイクロン、１７は籾摺機３０で発生した籾殻を籾殻用送風機３１を介して籾殻袋などに
流下させるサイクロン、１８は石抜機８で分離された石などの異物を所定箇所に排出する
ための石排出シュート、１９は石抜機８で分離された玄米を精米昇降機１４に導く石抜機
玄米シュート、２０は精米機９の精米本体部、２１は精米本体部２０の下端部に設けられ
た白米排出筒、２２は精米機９の駆動モータである。
【００２４】
図３に示すように、籾摺機３０は、ゴムなどの弾性部材が外周に設けられた一対のロール
３３を、回転速度差をつけながら、図示しない回転駆動モータ３４（図１参照）により回
転させることにより、籾を各ロール３３で異なる速度で押圧負荷して籾殻を玄米から分離
する構造とされている。ロール３３の下方には空気が吸入される風選部３５が設けられ、
籾殻用送風機３１にて吸引通路３１ａを通して吸引される空気によって籾殻が玄米と選別
されて吸引され、この結果、風選部３５の下部に設けられた玄米シュート３６から玄米が
送り出されるようになっている。また、籾摺機３０においては、ロール３３間の隙間寸法
を調節する隙間調整機構３７が設けられている。そして、籾摺処理を行う場合には、ロー
ル３３間の間隙が籾摺処理に適した寸法に調整される一方、玄米の種類選択押ボタン６ａ
が選択されたことを入力した場合（籾摺処理を行わずに精米処理だけを行う場合）にはロ
ール３３間の間隙が広めに開けられて、籾摺処理が行われることなく、玄米をロール３３
間で通過させてその下流の夾雑物除去装置３２側に送られるようになっている。
【００２５】
石抜機８は、図１に簡略的に示すように、一方の石抜口２５ａ側を高くし他方の玄米取出
口２５ｂ側を低くしてなる傾斜姿勢で揺動可能に支持させた通気性を有するスクリーン２
５に対して、下方から上方に空気を吹き上げかつスクリーン２５を揺動させながらスクリ
ーン２５の選別部上に玄米を供給するようになっている。そして、閉鎖状態の石抜口２５
ａ側に玄米に含まれる石などの異物を溜めて玄米と異物とを溜め、反対側の玄米取出口２
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５ｂ側から溢れ出る玄米を排出するようになっている。また、石抜口２５ａに開閉自在に
設けた石排出シャッタ（図示せず）を、玄米供給終了時などに開けることで、石抜口２５
ａ側に集まった異物を玄米とともに排出する。
【００２６】
精米本体部２０は、図４、図５に示すような縦型の構造とされている。すなわち、縦方向
に配置された本体ケーシング４１内に、精米機９の駆動モータ２２（図１参照）により駆
動プーリ４２を介して回転される中空の回転軸４３が配設され、回転軸４３の上部に、玄
米送り手段としての送りロール４４が取り付けられ、また回転軸４３の下部に突条部を有
する搗精手段としての精米ロール４５が取り付けられ、これらの送りロール４４および精
米ロール４５が回転軸４３とともに一体的に回転する。また、４６は送りロール４４およ
び精米ロール４５の外周側に配置されて精米室４７の外殻部分をなす金属製の網で、網４
６内の糠を糠排出通路１０ａ（図１参照）を介して空気とともに吸引して糠用送風機１０
から排出する。また、本体ケーシング４１の上部には、玄米タンク１３からの玄米を精米
室４７内に送り込む供給用スクリュ４８および供給用ケーシング４９を配設している。
【００２７】
本体ケーシング４１の下端部には、精米室４７からの出口である白米排出口４０（図５参
照）の開度を調整する開度規制部材５０と、この開度規制部材５０と精米ロール４５との
間から排出される白米を下方に案内する排出筒２１とが、それぞれ昇降自在に嵌合されて
いる。そして、精米ロール４５を駆動させる駆動モータ２２の電力量などから精米ロール
４５の負荷（精米状態の負荷）を検出しながら、開度調整用モータ５２を作動させて、開
度調整用モータ５２の回転軸に連結されたねじ軸に螺合する昇降部材５７を昇降させ、開
度調整用アーム５３を介して開度規制部材５０の上下位置を変えることで、利用客が選択
した精米白度に合った白度の米が得られるように白度制御が行われる。
【００２８】
また、図４、図５における５４は開度規制部材５０を付勢する付勢ばね、５５は昇降部材
５７が下限位置となった際にＯＮ状態となって付勢ばね５４による付勢力が最も強くなっ
ていることを検知する下限位置検出スイッチ、５６は昇降部材５７が上限位置となった際
にＯＮ状態となって付勢ばね５４による付勢力が最も弱くなっており、開度規制部材５０
が設けられている白米排出口４０が開放状態となっていることを検知する上限位置検出ス
イッチである。図４、図５に示すように、開度規制部材５０は、その上端面が精米ロール
４５の突条部下端に臨む姿勢で昇降自在に配置されている。
【００２９】
上記構成において、利用者が籾から白米に籾摺および精米処理させようとして、籾の種類
選択押ボタン６ａと所望の精米白度の白度押ボタン６ｃとを押した場合には、この選択動
作が制御部に検知されて、各構成要素が、以下のように駆動制御される。
【００３０】
まず予め、籾摺機３０の隙間調整機構３７によりロール３３間の隙間寸法が籾摺動作に適
した隙間に調整され、また、精米機９においては、開度規制部材５０が閉じられるととも
に、その精米白度に適した付勢力となるように、昇降部材５７の位置が調整される。
【００３１】
この状態で、籾が張込ホッパ４に投入されると、この籾が張込昇降機１２により籾摺機３
０の箇所まで上げられて導入され、籾摺機３０のロール３０間を通る際に籾と籾殻とが分
離され、風選部３５で籾殻が吸引されることで籾摺処理が行われる。そして、籾摺機３０
から取り出された玄米は、夾雑物除去装置３２を通る際にわらや鉄くずなどが除去され、
また、石抜機８で石などの異物が取り除かれた後、精米昇降機１４により、精米機９上方
の玄米タンク１３に供給される。精米機９においては、開度規制部材５０が閉じられると
ともに、その精米白度に適した付勢力となるように昇降部材５７の位置が調整された状態
で、供給用スクリュ４８が駆動され、回転軸４３とともに送りロール４４および精米ロー
ル４５が一体的に回転される。これにより、玄米は精米室４７に導入されて搗精され、適
度の白度になった時点で、開度規制部材５０の付勢力に抗して開度規制部材５０を押し開
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き、この精米された白米が白米ホッパ５に貯められる。また、精米室４７内で発生した糠
は、網４６を通して吸引され、所定箇所に排出される。
【００３２】
一方、利用者が玄米から白米に精米処理をさせようとして、玄米の種類選択押ボタン６ａ
と、希望する精米白度の白度押ボタン６ｃとの両者を押した場合には、制御部により各構
成要素が、以下のように駆動制御される。
【００３３】
まず予め、籾摺機３０の隙間調整機構３７によりロール３３間の隙間寸法が籾摺動作より
も十分広い隙間に調整され、また、精米機９においては、開度規制部材５０が閉じられる
とともに、その精米白度に適した付勢力となるように、昇降部材５７の位置が調整される
。
【００３４】
この状態で、玄米が張込ホッパ４に投入されると、この玄米が張込昇降機１２により籾摺
機３０の箇所まで上げられて導入され、籾摺機３０のロール３３間を通るが、この際に、
ロール３３間の隙間寸法が籾摺動作よりも十分広い隙間に調整されているので、玄米は何
も処理されることなく、籾摺機３０のロール３３間を単に通るだけである。そして、籾摺
機３０から取り出された玄米は、夾雑物除去装置３２および石抜機８によりわらや鉄くず
、石などの異物がそれぞれ取り除かれた後、精米昇降機１４により、精米機９上方の玄米
タンク１３に供給される。精米機９においては、上記と同様に、開度規制部材５０が閉じ
られるとともに、その精米白度に適した付勢力となるように昇降部材５７の位置が調整さ
れた状態で、供給用スクリュ４８が駆動されるとともに、回転軸４３とともに送りロール
４４および精米ロール４５が一体的に回転される。これにより、玄米は精米室４７に導入
されて搗精され、適度の白度になった時点で、開度規制部材５０の付勢力に抗して開度規
制部材５０を押し開き、この白米が白米ホッパ５に貯められる。
【００３５】
しかしながら、利用者が籾を籾摺のみして玄米に処理させようとして、籾摺専用押ボタン
６ｄが押された場合には、制御部により各構成要素が以下のように駆動制御される。
【００３６】
まず予め、籾摺機３０の隙間調整機構３７によりロール３３間の隙間寸法が籾摺動作に適
した隙間に調整され、また、精米機９においては、開度規制部材５０が開放されるように
昇降部材５７の位置が調整される（図５参照）。
【００３７】
この状態で、籾が張込ホッパ４に投入されると、この籾が張込昇降機１２により籾摺機３
０の箇所まで上げられて導入され、籾摺機３０のロール３０間を通る際に籾と籾殻とが分
離され、風選部３５で籾殻が吸引されることで籾摺処理される。そして、籾摺機３０から
取り出された玄米は、夾雑物除去装置３２および石抜機８によりわらや鉄くず、石などの
異物がそれぞれ取り除かれた後、精米昇降機１４により、精米機９上方の玄米タンク１３
に供給される。しかし、精米機９においては、開度規制部材５０が開放された状態で、供
給用スクリュ４８が駆動されるとともに、回転軸４３とともに送りロール４４および精米
ロール４５が一体的に回転される。これにより、玄米は精米室４７を殆ど搗精されること
なく単に通過し、白米排出口から排出されて白米ホッパ５に貯められる。
【００３８】
このように上記構成によれば、籾摺だけを行うことができるので、このような要望の利用
者を取り込むことができて、稼働率が向上するとともに、利用額が増加する。また、流路
を切り換える切換装置や玄米排出通路を別途に設けなくても済むので、製造コストの増加
を最小限に抑えることができる。また、籾や玄米から精米した場合だけでなく、籾摺処理
のみを行わせた場合でも、玄米が白米排出口４０（排出筒２１）から排出されるので、利
用者が出口を間違えることがなくなり、使い勝手が良好である。
【００３９】
また、精米機９が縦型であるので、籾摺処理のみを行わせた場合でも、玄米が精米機９を
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良好に通って排出され、精米室４７内に玄米が残ることがないため、後続の精米処理の処
理米と混じったりすることを防止でき、信頼性が向上する。
【００４０】
また、上記実施の形態では、利用者が籾を籾摺処理のみさせようとして、籾摺専用押ボタ
ン６ｄが押された場合に、制御部により、精米機９において開度規制部材５０が開放され
るように昇降部材５７の位置を調整させた場合を述べたが、これに限るものではなく、こ
れに代えて、開度規制部材５０は閉じるものの、極めて低い圧力で閉じるように、昇降部
材５７の位置を調整した状態（図６参照）で、精米室４７内に玄米を供給してもよい。
【００４１】
すなわち、籾摺機３０においては、籾摺処理を行わせたにもかかわらず、一部の籾の籾殻
が除去されておらず、籾のままである場合があるが、このような場合でも、この玄米に混
じった籾が精米機９の精米室４７に導入された際に、籾のままであったものも軽く、玄米
や網４６と擦りあって搗精されて籾殻が除去される。これにより、白米排出口４０から排
出された玄米の中に、籾が混じることを確実に防止することができ、完全に籾摺処理され
た玄米だけが白米排出口４０を通して白米ホッパ５に排出され、その結果、籾摺処理の信
頼性が向上する。なお、精米室４７で発生した籾殻は、玄米や網４６に擦りあわされた際
に粉砕され、網４６を通して吸引され、所定箇所に排出される。
【００４２】
なお、上記実施の形態では、操作制御盤６の前面に、処理対象米が籾と玄米との何れかで
あるのかを選択するための２つの種類選択押ボタン６ａや、精米白度を選択する複数（例
えば４つ）の白度押ボタン６ｃなどに加えて、籾摺処理だけを行わせるための籾摺選択手
段としての籾摺専用押ボタン６ｄが別途に設けられており、籾を籾摺のみして玄米を得た
い場合には、籾摺専用押ボタン６ｄを押すように構成した場合を述べたが、これに限るも
のではなく、例えば、これに代えて、処理対象米が籾である場合に選択する１つの種類選
択押ボタン６ａと、複数の白度押ボタン６ｃだけを設けて、投入する処理米が籾である場
合に前記籾用の種類選択押ボタン６ａを押し、さらに精米処理を行わせたい場合だけ、何
れかの白度押ボタン６ｃを押すようにさせてもよい。すなわち、籾用の種類選択押ボタン
６ａだけが押されている場合には、利用者が籾摺処理のみを行わせたいと考えていると判
断して制御処理を行わせてもよく、所定の利用者の選択動作により、籾摺処理だけの指示
を行えるようにすればよい。
【００４３】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、籾摺機能のみを選択させる籾摺選択手段が選択された際に
、精米機の白米排出口を開放した状態、または白米排出口の開度を調整する開度規制部材
を精米時よりも低い圧力で閉じた状態で、籾摺機で処理した玄米を、精米機を通して排出
するように制御することにより、籾摺だけを自動で行わせることができて、このような要
望の利用者を取り込むことができ、稼働率が向上する。また、流路を切り換える切換装置
や玄米排出通路を別途に設けなくても済むので、製造コストの増加を最小限に抑えること
ができ、また、籾や玄米から精米した場合だけでなく、籾摺処理のみを行わせた場合でも
、玄米が白米排出口から排出されるので、利用者が出口を間違えることがなくなり、使い
勝手が良好となる。
【００４４】
また、精米機として縦型のものを用いることで、籾摺処理のみを行わせた場合の玄米が、
後続の精米処理の処理米と混じったりすることを防止でき、信頼性が向上する。
【００４５】
さらに、籾摺選択手段が選択された際に、白米排出口の開度を調整する開度規制部材を通
常精米時よりも低い圧力で閉じた状態で、精米機の玄米送り手段と搗精手段とを回転駆動
させるとともに、精米機の糠吸引手段を駆動させながら、籾摺機で処理した玄米を、精米
機を通して排出するように制御することにより、籾摺機により籾摺処理を行わせたにもか
かわらず、一部の籾の籾殻が除去されておらず、籾のままであるものがあった場合でも、
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この玄米に混じった籾が精米機で搗精されて籾殻が除去され、この結果、籾摺処理を完全
に行うことができて信頼性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態にかかるコイン式籾摺精米装置の概略構成を示す図である。
【図２】同コイン式籾摺精米装置の概略的な正面図である。
【図３】同コイン式籾摺精米装置の籾摺機および夾雑物除去装置の断面図である。
【図４】同コイン式籾摺精米装置の精米機のスクリーンの断面図で、開度規制部材を閉じ
ている状態を示す。
【図５】同コイン式籾摺精米装置の精米機のスクリーンの断面図で、開度規制部材を開け
ている状態を示す。
【図６】同コイン式籾摺精米装置の精米機のスクリーンの断面図で、開度規制部材を閉じ
ている状態を示す。
【図７】従来のコイン式籾摺精米装置の図である。
【図８】その他の従来のコイン式籾摺精米装置の図である。
【符号の説明】
４　　　　張込ホッパ
５　　　　白米ホッパ
６　　　　操作制御盤
６ａ　　　種類選択押ボタン
６ｂ　　　もち米選択押ボタン
６ｃ　　　白度押ボタン
６ｄ　　　籾摺専用押ボタン（籾摺選択手段）
８　　　　石抜機
９　　　　精米機
１０　　　糠用送風機
２０　　　精米本体部
２１　　　白米排出筒
２２　　　駆動モータ
２５　　　スクリーン
３０　　　籾摺機
３１　　　籾殻用送風機
３３　　　ロール
３５　　　風選部
３７　　　隙間調整機構
４０　　　白米排出口
４１　　　本体ケーシング
４３　　　回転軸
４４　　　送りロール（玄米送り手段）
４５　　　精米ロール（搗精手段）
４６　　　網
４７　　　精米室
４８　　　供給用スクリュ
５０　　　開度規制部材
５１　　　排出筒
５４　　　付勢ばね
５７　　　昇降部材
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