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コンバインにおける籾の揺動選別に関する考察＊

籾と藁屑に非球形モデルを導入した 3次元個別要素法によるシミュレーション

廣松大樹*I• 松井正実*2↑ • 松本健*3. 井上英二*4• 

光岡宗司*4. 岡安崇史*4. 平井康丸*4

要 旨

本研究では，自脱コンバインの揺動選別部に籾・藁屑を供試して，チャフシーブ間での籾流下量を実験

的に求め，制御因子の変化が選別性能に与える影響について考察した。また，籾・藁屑に非球形モデルを

導入して 3次元個別要素法による選別シミュレーションを行い，実験結果との対比検討を行った。実験

の結果，チャフシーブ前方での流下率が高いこと，チャフシーブ開度，揺動駆動軸回転数が籾の流下に大

きな影響を与えることが明らかになった。選別シミュレーションにおいては，実験と同程度の供試粒数

を与えることで同様の結果を得ることができた。本研究によって，揺動選別状況を定性的かつ定量的に

把握可能であることを示すことができた。

［キーワード］コンバイン，揺動選別，籾流下率， 3D-DEM,非球形モデル

Study on Shaking Selection of Grains for Combine Harvester* 

Simulation of Shaking Selection for Grains with Straw Dusts Utilized 3-Dimensional 

Discrete Element Method with Non-Spherical Model 

Daiki HIROMA TSU*', Masami MA TSUI*21, Ken MA TSUMOT0*3, Eiji INOUE*4, 

Muneshi MITSUOKA *4. Takashi OKAY ASU*4. Yasumaru HIRAI*4 

Abstract 

In this study, grains with straws dusts were put into the shaking selection part of a combine harvester, 

and the cumulative flowing down rates were obtained by examination. The influence of changing control 

factors on the shaking selection performance was investigated. The 3D-discrete element method (DEM) 

simulations were performed in relative examination conditions, and they were then compared. The results 

of examinations show that the cumulative flowing down rates were higher in front of the chaff sieves, and 

the sieve opening and revolution of the shaking motion were more highly influenced. In the 3D-DEM 

simulations, similar results were obtained quantitatively and qualitatively. It was shown that the states of 

shaking selection were understood by using the 3D-DEM simulations with the non-spherical model. 

[Keywords] combine harvester, shaking selection, grain flowing down rate, 3D-DEM, non-spherical model 
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1緒言

近年， 日本国内における農業従事者は高齢化が進み，

農家戸数も減少する一方で，水稲生産における大規模集

約化が進んでいる（農林水産省， 2015)。大規模な水稲作

では収穫の適期作業が困難になるため，コンバインには

一層の作業能率向上が求められている。また，収穫作業

時に発生する穀粒選別損失は，食料の喪失と農家収入の

減少に直接的な影響をもたらすため，穀粒選別損失の低

減は重要な課題である。

コンバインの脱穀部では，こぎ胴で脱粒された穀粒と，

同時に発生する藁屑などの央雑物が選別部へと搬送され

る。選別部は揺動選別部と風選別部に大別され，揺動選

別部では脱穀された穀粒や藁屑に揺動振動を与えて，形

状や比重の異なる央雑物を移送選別し，チャフシーブを

介して次行程である風選別部に移送する。風選別部で

は，唐箕ファンから送り出された選別風によって，穀粒

や藁屑などの灰雑物を搬送し，その投影面積と質量，抗

カ・揚力の差から飛行軌跡の差を利用して選別を行って

いる。選別精度の低下は，穀粒損失や央雑物混入の増加

を招き，収量の低下はもちろん，その後の調製作業にも

悪影響を与える。

選別性能の向上には，過去の経験や蓄積した技術に基

づく設計・試作と，様々な品種に対する実証実験の繰り

返しを行うため，多くの時間と多額の開発費用が必要と

なる。したがって，選別性能の向上と開発期間短縮，開

発コスト削減のためには，選別状況を再現する穀粒と藁

屑のモデリングと，それらを用いた選別システムのシ

ミュレーションが有用である。

穀粒のような粒状体のシミュレーション法として，個

別要素法 (DiscreteElement Method ; DEM)が注目され

ており，穀粒等を扱う農業工学分野や粉体工学分野で様々

な研究成果が見られる。これらの研究成果は，シミュレー

ション空間を 2Dや3Dとして評価したもの (Sakaguchi

et al., 2001 ; 鈴木ら， 2006a; 2006b ; Kawaguchi et al., 

1998), 粒子形状を球を結合したモデルや楕円要素として

より正確に近似したもの（坂口ら， 1996; Abou-Chakra 

et al., 2004 ; Ren et al., 2012), 粒子径の異なるものや小

片などの異形状を混入したもの (Clearyand Sawley, 

2002; Li et al., 2003; Abbaspour-Fard, 2004; Bertrand et 

al., 2005), CFDとの併用により連成解析を行ったもの

(Tsuji, 2007)などが挙げられ， DEMによるシミュレー

ションで穀粒の挙動をよく再現できることが示されてい

る。

以上のような背景から，本研究では，自脱コンバイン

の水稲選別を検討することとし，市販の 2条刈自脱コン

バインの揺動選別部を供試し，混合物総質量，籾・藁屑

混合比，籾・藁屑の湿り状態，揺動駆動軸回転数，チャ

フシーブの開度の 5つの制御因子について，設定条件を

変化させて，籾のチャフシーブ間での流下量を実験的に

求め，それら制御因子の変化が選別性能に与える影響に

ついて考察した。また，供試機の揺動選別部の構造を

3Dモデルとして構築し，実験を行った制御因子に基づ

＜条件設定を行って，籾と藁屑に非球形モデルを導入し

た3D-DEMによる選別シミュレーションを実施し，実

機による実験結果と対比検討することで，揺動選別性能

向上に資するデータの取得と 3D-DEMの揺動選別への

適用について考察した。

II 揺動選別実験

1. 揺動選別実験の方法

本実験には， 2条刈コンバイン（井関農機株式会社製，

HVA216)の揺動選別部を実験装置として供試した。揺

動選別部は幅 365mm, グレーンパン部長さ 365mm,

チャフシーブ部長さ 355mmで，チャフシーブ後方のス

トローラックまで一体的に揺動する。実機フレーム前方

に設けられた駆動軸は，別途設置したモーターで駆動す

ることとし，回転速度を変更可能とした。この駆動軸近

傍での振幅は，水平方向 25mm,垂直方向 5mmであっ

た。実験装置を圏 1に示す。流下する混合物を回収する

ために，チャフシーブ 1枚目から 12枚目までの各開口

に対応する樹脂製の受け皿を設置した。受け皿の設置に

より，混合物は唐箕ファンからの選別風が作用しない状

態となるが多くの自脱コンバインではチャフシーブ前

方に選別風が直接作用する構造ではないこと，受け皿を

設置すると選別風を作用させることが事実上困難になる

ことから，本揺動選別実験（以下，実験）では揺動選別

のみを対象とした。

供試した籾と藁屑は， 2013年九州大学附属農場産のヒ

ノヒカリを脱穀して回収したものを用いた。籾の 3軸の

平均寸法は，長さ 7.26mm, 幅3.19mm, 厚さ 2.23mm

で，密度は 1400kg/m3,藁屑は，既往の研究成果（古野

ら， 2006) と同様形状が一様ではなかったが，長さ

3~15mmの20サンプルを取り出して測定し，密度 171

kg/m3を得た。

籾と藁屑の混合物（以下，混合物）は稼働状態のグレー

ンパンの前後ほぽ中央に投入した。混合物のほとんどが

チャフシーブ部やストローラック部から流下する時間が

3秒程度であったため，混合物投入の 3秒後に実験機を

停止した。実験機を停止した後各受け皿から回収した

混合物は籾のみを取り出してその質量を測定した。

実験での制御因子の抽出については，揺動選別に直接

的で比較的大きな影響が考えられる因子を選定した。ま

た，各因子の水準数については，その影響の傾向を把握

するための最小水準数として 3水準とした。混合物のパ

ラメータは，混合物総質量，籾・藁屑混合比，籾・藁屑

の湿り状態の 3因子を，揺動選別部のパラメータとして，

揺動駆動軸回転数，チャフシーブの開度の 2因子を設定

し，合計5つの因子についてそれぞれ3水準を設け，そ

れらを組み合わせることで実験条件とした。混合物につ
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グレーンパン

揺動振幅：
水平方向 25mm
垂直方向 5mm

吏ハチャ;~ープ

Fig. l 

図 1 揺動選別実験装置

Experimental equipment for shaking selection 

表 1 実験条件 (5因子 3水準）の直交表割り付け

Table 1 5 experimental factors with 3 levels assigned 

using an orthogonal table 

No. 

E-1 
E-2 
E-3 
E-4 
E-5 
E-6 
E-7 
E-8 
E-9 

E-10 
E-11 

E-12 
E-13 
E-14 
E-15 
E-16 
E-17 
E-18 

籾・藁屑の

湿り状態
[ -] 

乾燥

乾燥

乾燥

通常

通常

通常

湿り

湿り

湿り

乾燥

乾燥

乾燥

通常

通常

通常

湿り

湿り

湿り

揺動駆動

軸回転数

[rpm] 

低： 370 
中： 420 
高： 470 
低： 370 
中： 420 
高： 470 
低： 370 
中： 420 
高： 470 
低： 370 
中： 420 
高： 470 
低： 370 
中： 420 
高： 470 
低： 370 
中： 420 
高： 470 

比

J

屑器
合
．
％
．

O
3
5
3
5
0
0
3
5
5
0
3
5
0
3
3
5
0

籾

混
ブl

3
5
4
0
5
7
3
5
4
0
5
7
4
0
5
7
3
5
5
7
3
5
4
0
4
0
5
7
3
5
5
7
3
5
4
0
 

シ

度

汀

：

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

小

中

大

小

中

大

中

大

小

大

小

中

中

大

小

大

小

中

フ

開

［

ャチ
総質量

[g] 

100 
200 
300 
200 
300 
100 
300 
100 
200 
200 
300 
100 
100 
200 
300 
300 
100 
200 

いては，総質量を 100,200, 300 gの3水準とし，籾・藁

屑混合比は，藁屑を混ぜないものを 0%とし，藁屑を総

質量の 3%および5%混入したものの 3水準とした。ま

た，籾・藁屑の湿り状態については，籾・藁屑の接触ヘ

の影響（特に摩擦特性）を考慮すると，籾内部の水分を

含む全体の含水率よりも，表面の水分が影響すると考え

られた。表面の水分だけを測定することは困難であった

ことから，便宜的に 135℃で 24時間炉乾燥したもの（乾

燥），室内で常温保存したもの（通常）， 1分間の浸水後，

余分な水分を拭き取り表面を湿らせたもの（湿り）の 3

水準とした。さらに，揺動選別部については駆動軸回転

数を，低： 370rpm, 中： 420rpm (仕様回転速度），高：

470rpmの3水準とし，チャフシーブ開度を．仕様上の

調節可能範囲となる小： 35°, 中： 40°, 大： 57゚ とした。

5因子について 3水準全ての条件の組み合わせを行う

には，膨大な回数の試行を必要とするため，混合系 118

直交表に割り付け， 18条件の組み合わせ（表 1) で実験

を行った。

2. 揺動選別実験の結果および考察

全 18条件での実験結果について，投入質蓋に対する

各チャフシーブからの籾流下量を比率で求め， 1番シー

ブ以後の累積値で表したもの（累積籾流下率）を図 2に

示す。

ほとんどの条件において，チャフシーブ前方から 6枚

目までの累積籾流下率が80%を超え．それより後方で

の増加は少ないという結果となった。しかし，シーブ開

度小の場合で揺動駆動軸回転数が高い 420rpmと470

rpmについては. 6枚目までの累積籾流下率がそれぞれ

60%程度， 20%程度と他と比べて低い結果となった。

特に 470rpmでは 12枚目までの累積籾流下率が 40%

程度で，流下しきれなかった籾はストローラック部に流

下した。

以上の実験結果をもとに，今回は 6枚目のシーブまで

の累積籾流下率を各条件の評価基準として用いることと

し，各パラメータの水準ごとに平均を求め．その影響を

比較した。結果を図 3に示す。この図は，各因子の寄与

度を表しており，水準の違いで流下率が大きく変動する

因子は，籾の流下率に与える影響が大きいことを示す。

図3より，水準ごとの累積籾流下率に最も大きな影響

が見られるのはチャフシーブの開度で 50~90%と約 40

％もの変動がみられた。次に揺動駆動軸回転数で

67~87%と約 20%の変動であった。以下，総質量で約
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図 2 18条件における揺動選別実験の累積籾流下率

Fig. 2 Cumulative rates of flowing down grain from the 18 shaking selection experiments 
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図 3 累積籾流下率に対する因子効果

Fig. 3 Effects of 5 factors on grains flowing down rate 

17%, 混合比で約 13%, 湿り状態で約 10%の変動とい

う結果となった。チャフシーブ開度については，累積籾

流下率との間に線形性が見られず，開度小から中で流下

率が大幅に上昇し，開度中から大ではほとんど差は見ら

れなかった。揺動駆動軸回転数では，回転速度が高いほ

ど流下率が低下する傾向がみられた。また，総質量が少

ないほど，混合比は低いほど，湿り状態では乾燥してい

る方が流下率が高い傾向がみられた。これらの結果は，

籾や藁屑間の，あるいはグレーンパンやチャフシーブと

の衝突や接触によるものと考えられ，今回設定した条件

においては，揺動選別部の仕様による変化が，供試籾や

藁屑の性質に比べ，累積籾流下率に対する影響が大きい

という結果になった。チャフシーブ開度と揺動駆動軸回

転数の値は設計的に設定可能な要素であることから，揺

動選別においては，適切な設計値に設定することが重要

であることを示している。

III 揺動選別シミュレーション

1. 個別要素法

本研究では，汎用の個別要素法コード (ITASCA社製，

PFC3D) を用いてシミュレーションを行った。個別要

素法は，解析対象物を小粒子の集合体としてとらえ，個々

の粒子に独立に与えた並進および回転方向の運動方程式

を時間刻み Mで漸進的に逐次計算することにより，粒

子群の動的挙動を追跡可能にする手法である。ここで，

接触する 2粒子間および粒子ー壁面間の接触力は圏 4の

ような法線方向．接線方向ともに並列に結合する弾性バ

ネと粘性ダッシュポットを有するフォークトモデルで表
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現される。この時の個々の粒子の並進よび回転方向の運

動方程式は次式で与えられる。

がu du m~ 
dt2 +TJ +Ku=O 

dt 
(1) 

d秘 zdゆI -
dt2 +r;sr +K戸</J=O

dt 
(2) 

m は質量， Iは慣性モーメント，ルは角変位， rは粒子半

径をそれぞれ示す。また，粒子の変位ベクトル U, 粘性

マトリクス nおよびバネ定数マトリクス Kはそれぞれ

次式で与えられる。

叫:lr;=『。;':JK =[•> (3) 

ここに， Unおよび Usは法線および接線方向における相

対変位，刀nおよび刀sは法線および接線方向における粘

性定数，応および氏は法線および接線方向における

バネ定数をそれぞれ表す。これらの式を差分近似して解

くことで，粒子の挙動を得ることができる。

2. 籾と藁屑の非球形モデル

実験で得られた結果より，要因効果が高いものに着目

し， 3次元個別要素法による揺動選別シミュレーション

を行って，その結果を比較した。シミュレーションに用

Ct 

＝、ユNo

'似盟
Tangential direction 

．
呼
~

shJo 

:
 

Normal direction 

図 4 フォークトモデル

Fig. 4 Voight model for a couple of spheres 

いた籾と藁屑の非球形モデルの外形を図 5に示す。揺動

選別実験で供試した籾と臨屑の実測値を参考に，籾や藁

屑の特異な形状を考慮するため，籾モデルは，直径 2.8

mmの粒子と直径 2mmの粒子 2つの計 3粒子を中心間

距離 2.25mmで結合し，藁屑モデルは直径 2.5mmの粒

子を中心間距離 2.4mmで 4粒子を結合することとし

た。粒子同士は剛結されており，結合要素内での接触や

内部破壊等は無視した。また，籾モデルのパラメータは，

実測と従前の研究（鈴木ら， 2002)を基に試行錯誤を行っ

た。藁屑モデルでは，バネ定数や接触減衰比が大きい場

合，明らかに異常な飛散状態を得たため，これを考慮し

て表 2のように与えた。

3. 揺動駆動軸回転数とチャフシーブ開度による影響

(1) シミュレーションの方法

揺動選別実験で用いた揺動選別装置を想定し，図 6に

示す揺動選別部シミュレーションモデルを作成した。シ

ミュレーションモデルは基本的に揺動選別実験装置と同

図 5 籾モデルと姦屑モデル

Fig. 5 Grain and straw model using coupling method 

表 2 籾．藁屑 ．壁面の力学パラメータ

Table 2 Dynamic parameters of grain, straw and wall 

籾モデル 姦屑モデル 壁面

密度 [kg/m打 1400 171 
バネ定数 法線 [N/m] 2000 500 lQX 107 

接線 [N/m] 500 120 lOX 107 
臨界減衰比 法線 [-] 0.05 0 05 

接線 [ -J 0 05 0 05 
摩擦係数 0.6 0 2 0 3 

「
ク

揺動振幅：

水平方向 25mm 

垂直方向 5mm

図 6 揺動選別装置シミュレーションモデル

Fig. 6 Shaking selection system for 3D-DEM simulation 
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寸法としたが，計算コストを考慮しながら選別空間内の

混合物の密度を高めるため，グレーンパン前方を約 140

mm短縮するとともに，奥行方向の幅を 30mmに設定

した。また，実験と同様チャフシーブ下部に受け皿を

作成し，籾および藁屑モデルが流下して堆積するように

した。

シミュレーションでは，実験と同じ状態から開始して

再現するために，籾と藁屑に模した非球形モデルの混合

物を実験とほぽ同位置となるチャフシーブ前方 150

m m付近のグレーンパン上方空間にランダム配置固定

し，一斉に自由落下させて投入した。その後，実験と同

様に 3秒後までの各シーブ間を流下した籾モデルの流下

量を集計した。揺動選別実験での結果を考慮し，寄与度

の高かったパラメータであるチャフシーブ開度と揺動駆

動軸回転数の各 3水準の組み合わせ，計9パターンでシ

ミュレーションを行った。他のパラメータである籾・藁

屑の湿り具合と混合比については，中間の水準となる通

常状態と 3%に設定した。質量については，籾約 2.8g

(100粒），藁屑約 0.08g(15粒）に設定した。

(2) シミュレーション結果および考察

シミュレーションを行った 9パターンを表 3(a) に，

これについての累積籾流下率を図 7に示す。図 2に示し

た実験結果に比べて， 1~6枚目までの間で累積籾流下率

が急速に高くなるという実験結果と同様の傾向が確認で

きた。また，チャフシーブの開度が「小」の場合に揺動

駆動軸回転数が高くなると，累積籾流下率が他と比べて

格段に低くなることについても同じ傾向を示した。しか

しながら， SI-1とE-4,SI-3とE-15をそれぞれ比較す

ると，シミュレーション結果の累積籾流下率が高く，特

に前方 1~3枚目における累積籾流下率が高くなる結果

となった。本シミュレーションでは供試籾数を 100粒と

し，実験に比べて空間に存在する籾・藁屑の密度が低かっ

たことから．籾ー籾間あるいは籾ー藁屑間の衝突や接触の

頻度が低く，流下への影響を再現できていないと考えら

れた。また，シミュレーションを行った選別室のモデル

は，実際の選別室に比べて幅が30mmと狭<.籾・藁屑

の側壁面への接触や衝突が観察されたことから，摩擦に

よるエネルギー損失が考えられた。以上のことから，総

質量（粒子数）の増加および籾・藁屑ー側壁面間の摩擦係

数を検討することとした。

4. 供試粒数の増加と壁面の摩擦による影響

(1) シミュレーションの方法

前項での考察から，総質量の増加と籾・藁屑ー側壁面間

の摩擦係数を変化させてシミュレーションを実施した。

総質量以外のシミュレーション条件は．前項でのシミュ

レーション結果のうち最も累積籾流下率および精度が低

く，また実験 E-15との比較が可能である SI-3(表 3

(a) ; 湿り通常,470rpm, シーブ開度小，混合比 3%)と

チャフシーブ開度および揺動駆動軸回転数変化

時のシミュレーション条件

Table 3 (a) Treatments applied to the simulation for chang-

ing the sieve opening and the revolution speed 

of the shaking motion 

表 3(a) 

No. 

SI-1 
SI-2 
SI-3 

SI-4 
SI-5 

SI-6 
SI-7 
SI-8 
SI-9 

籾・藁屑の

湿り状態

[ -] 

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常

揺動駆動

軸回転数

[rpm] 

370 
420 
470 
370 
420 
470 
370 
420 
470 

チャフシーブ

届闘

小： 35 
小： 35 
小： 35 
中： 40 
中： 40 
中： 40 
大： 57 
大： 57 
大： 57 

比

J

屑藁
合
％
一

3
3
3
3
3
3
3
3
3

［
 

．
混

籾 備考

E-4相当

E-15相当

100 

80 
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]
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図 7 シミュレーションによる累積籾流下率

Cumulative flowing down rates by shaking selection simulation 
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し，投入質量を増加して比較を行った。シミュレーショ

ン条件を表3(b) に示す。

上記 SI-3に相当する実験 E-15では，グレーンパン

中央の幅約 13.5cmの範囲に 300gの混合物を投入した。

この投入質量を単位幅あたりで等しくすることとし，幅

3cmの選別モデルに投入する混合物の質量を 66.7g

(2738術L.SII-1. 2) とした。

現状の計算環境におけるシミュレーションでは，計算

時間の短縮が課題として挙げられ，粒子数の増加により

指数関数的に計算時間が長くなることから，極力少ない

粒子数で良好な計算結果を得られれば，より効率良く結

果を得ることが可能になる。そこで，混合物の質量を

1/2 (33.3g, SII-3). 1/3 (22.2g, SII-4). および1/4(16.7 

g, SII-5)の場合についてもシミュレーションを実施し

た。

実験では，幅 365mmの揺動選別装置中央に混合物を

投入しているため，籾や藁屑が側壁面に接触や衝突する

ことはなかったが，シミュレーションでは，幅 30mm間

に混合物を投入したことから，側壁面に常に接触．衝突

していると考えられた。そこで，側壁面でのエネルギー

損失がない状態を再現するために， SII-2~SII-5につい

表 3(b) 供試粒数増加および壁面摩擦変化のシミュレー

ション条件

Table 3 (b) Treatments applied to the simulation for chang-

ing the number of grains and the wall surface 

friction 

No. 
総質量 籾・ 藁屑ー側壁 その他壁面

面間の摩擦係数の摩擦係数 備考

[g] [ -] [ -] 

SII-1 66.7 0.3 0.3 籾・藁屑の湿り状態，
SII-2 66.7 0.0 0.3 揺動駆動軸回転数，
SII-3 33.3 0.0 0.3 チャフシーブ開度，
SII-4 22.2 0.0 0.3 籾・藁屑混合比につ
SII-5 16.7 0.0 0.3 いてはSI-3と同じ

100 

80 

爵~哀 60 

誓40
瞬

20 

゜

ては籾・藁屑ー側壁面間の摩擦係数を 0.0とした。また，

比較対象として SII-1については 0.3のままとした。

(2) シミュレーション結果および考察

混合物の質量および側壁面の摩擦係数を変化させた場

合の累積籾流下率への影響を調べた。実験結果 E-15,

およびシミュレーション結果 SI-3,SII-1~5の結果を

図8に示す。

SII-2~5の結果から，シミュレーションで与える混合

物質量が実際の半分以下になると累積籾流下率が全体的

に高くなり，実験結果との差が大きくなった。これは，

供試粒数が少数であることにより，チャフシーブ間で籾

や藁屑の瞬間的なブリッジ状態が発生しにくくなったこ

とが原因として考えられる。したがって，良好なシミュ

レーション結果得るためには，実機と同程度の総質量（粒

子数）でシミュレーションを行う必要があると考えられ

た。

選別モデルに投入する混合物の質量を実験値と同等と

し，籾・藁屑ー側壁面間の摩擦係数を 0.3とした SII-1で

は， SI-3よりも累積籾流下率が大きく増加した。一方，

摩擦係数を 0.0とした条件SII-2では， 7~12枚目のチャ

フシーブでの累積籾流下率の差が次第に大きくなるが，

6枚目までの累積籾流下率は実験とほぽ等しい値となっ

た。この結果から，側壁面の摩擦係数を 0.0としたこと

で，籾が選別モデル後方まで移送され，側壁面の影響が

無い実験結果と良好な一致を得られたと考えられる。

5. 代表的なシミュレーション条件の再解析

(1) シミュレーションの方法

供試粒数を実験と同程度とし，また籾・藁屑ー側壁面間

の摩擦係数を 0.0として，表3(c)に示すように代表的

なシミュレーション条件にチャフシーブからの累積籾流

下率が最も高くなる条件 (S皿一1) と，中程度になる条件

(S皿ー2)を設定した。 S皿一1では，揺動駆動軸回転数370

rpm, チャフシーブ開度を中に，総質量を 22.2g(実験

E-13相当）とした。また， S皿―2では，それぞれ420rpm,

•SI-3 
.o・・ ．．． .. o ● SII-1 

o・・・・・・ ．． ··••O••·SII-2 
—• -SII-3 
・・・・"-・・・SII-4 
ーローSII-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
チャフシーブ番号

図 8 質量と壁面の摩擦係数の違いによる累積籾流下率への影響

Fig. 8 Effect of the difference in grain mass and coefficient of friction on the cumulative flowing down rates 
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固 9 シミュレーション開始 1秒後と 2秒後のスナップショット

Fig. 9 Snapshots of simulations at 1.0 s and 2.0 s after the start 

表 3(c) 籾流下率高および中のシミュレーション条件

Table 3 (c) Treatments applied to the simulation for chang-

ing the high and the middle grain flowing 

down rates 

No 
揺動駆動、

チャフ 籾 ・姦屑ー

軸回転数
ンープ総質最 側壁面間の

開度 摩擦係数

[rpm] [0] [g] [ -] 

備考

s皿ー1
（流下率高）

低： 370中： 40 22.2 

sm-2 
（流下率中）

中： 420小： 35 44.5 

0 E-13相当

0 E-11.17相当

籾 ．姦屑の湿り 状

態は通常混合比

は3%とした

開度小で， E-11の 300gと， E-17の 100gの平均 200g

を想定し，総質量を 44.5g (実験 E-11,17相当）とし

て，再度シミュレーションを行った。

表 lにおいて，E-11とE-17の実験条件を比較する

と，チャフシーブ開度 「小」と揺動駆動軸回転数 420

rpmは同水準であるが，総質量 と，湿り状態混合比は

異なり， E-11:300g, 乾燥， 0%で， E-17:100g, 湿り，

5%である。ここで，図 3において湿り状態と混合比の

結果から， E-11が E-17より累積籾流下率が高くなるこ

とが考えられるが，図 lの実験結果より， E-11の累積籾

流下率はE-17より低い結果とな っており，累積籾流下

率への影響は，湿り状態，混合比の影響に比べ，総質量

の影響がより大きいと考えられた。また，総質量，湿り

状態，混合比の累積籾流下率に対する要因効果は，水準

の変化に対して単調減少傾向が見られた。以上より ，累

積籾流下率 「中」においては，実験条件 E-11・17の平均

総質量とし，湿り状態についても「普通」として比較す

ることとした。

(2) シミュレーション結果および考察

累積籾流下率が最も高い条件sm-1,および中程度の

条件s皿ー2におけるシミュ レーションの途中経過を図 9

に示す。グ レーンパンに落下させた被選別物は何れも

1秒後にはチャフシーブまで移送さ れている。2秒後，

s皿ー1ではチャフシーブ 2枚目までに集中して籾が落下
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図 10 代表的な条件のシミュレーション結果と実験結果の比較

Fig. 10 Comparison between the results of reanalysis under typical treatment and experimental results 

しているが， S皿ー2ではチャフシーブ前方から 8枚目ま

でに分散して落下している様子がわかる。 Sill-1はチャ

フシーブ開度が大きく総質量が少ないことからチャフ

シーブ前方で流下していることが， S皿ー2は揺動駆動軸

回転数が高いことから移送速度がやや早いことがわか

る。

チャフシーブからの累積籾流下率を図 10に示す。累

積籾流下率が最も高い条件での比較は S皿―lとE-13で，

同じく中程度については S皿ー2とE-11・17で比較した。

また，累積籾流下率が低い場合として Sil-2とE-15を

比較することとし．同図に示した。

3つのシミュレーション条件と対応する実験条件を比

較すると， 7枚目以降のシーブで差異が出てくるものの，

6枚目のシーブでの流下率が実験とシミュレーションで

非常に近い値となっており，何れのシミュレーション条

件においても揺動選別装置上の籾の挙動とチャフシーブ

からの流下の様子が精度よく再現された。

IV 摘要

本研究では，自脱コンバインの揺動選別部を供試して，

混合物総質量，籾・藁屑混合比，籾・藁屑の湿り状態，

揺動駆動軸回転数，チャフシーブ開度の 5つの制御因子

について，それぞれ 3水準で変化させて，籾のチャフ

シーブ間での流下量を実験的に求め，それら制御因子の

変化が選別性能に与える影響について考察した。また．

供試機の揺動選別部の構造を 3Dモデルとして構築し，

籾と藁屑に非球形モデルを導入した 3D-DEMによる選

別シミュレーションを実施し．実機による実験結果との

対比検討を行った。

実験結果から，チャフシーブ前方での累積籾流下率は

80%を超える場合がほとんどで，後方では流下が少ない

という結果が得られた。また，累積籾流下率に最も大き

な影響が見られたのはチャフシーブの開度（変動約 40

％）で，揺動駆動軸回転数で約 20%, 総質量で約 17%,

混合比で約 13%, 湿り状態で約 10%程度変動するとい

う結果を得た。

非球形モデルを導入した 3D-DEM選別シミュレー

ションにおいてもチャフシーブ前方での累積籾流下率が

高くなる同様の傾向を得ることができた。また，チャフ

シーブの開度「小」，揺動駆動軸回転数「高」の場合，累

積籾流下率が他と比べて格段に低くなるという同様の傾

向が見られた。

さらに，シミュレーションに用いる非球形モデルの投

入質量を実験と同等とすること，側壁面との接触や衝突

が見られる場合には粒子と側壁面との摩擦を 0.0とする

ことで，シミュレーション結果を実験結果に漸近させる

ことが可能になり，総質量を変化させた代表的な 3種類

のシミュレーション条件で精度の高いシミュレーション

結果を得ることができた。

以上の結果から，籾と藁屑の揺動選別時の特性が明ら

かになるとともに，非球形モデルによる DEMシミュ

レーションによって，コンバインにおける籾と藁屑の揺

動選別部での状況を定性的かつ定量的に把握可能である

ことを示すことができた。本研究成果は揺動選別性能向

上に資する重要な資料になるものと考えられる。
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