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研究論文 農 業 機 械 学 会 誌 65(4): 57～64, 2003

寒 冷 地 にお け る籾 貯 蔵 技 術 の確 立(第1報)*

-カ ン ト リー エ レベ ー タで の 自然 放 冷 に よ る籾 貯 蔵-

竹 倉 憲 弘*1・ 川 村 周三*1・ 伊 藤 和 彦*1

要 旨

寒冷地のカントリーエレベータでの籾貯蔵技術の実用化 に向けて自然放冷による籾貯蔵試験を行った。

その結果,貯 蔵中のサイロ内壁付近の籾の穀温が氷点下になること,お よび結露防止用 ファンにより貯蔵

中のサイロ内での結露を防止できることを明らかにした。さらに,低 温の籾をサイロか ら排出する際に乾

燥機で常温通風す る昇温技術を検証 した。その結果,サ イロか らの籾排出時に結露にともなう籾への水分

吸着が認 められるが,水 分は先ず籾殻に吸着 し,そ の後ゆっくりと玄米に水分が移行するために,胴 割の

発生はないことを確認 した。

[キーワード]寒冷気候,籾貯蔵,超低温貯蔵,カ ントリーエレベータ,サイロ,穀温 水分,胴 割,昇温工程

Development of Techniques for Storing Rough Rice in Cold Regions (Part 1)*

Storage of Rough Rice at Country Elevator with Natural Heat Radiation in Winter 

Kazuhiro TAKEKURA*1, Shuso KAWAMURA*1, Kazuhiko ITOH*1

Abstract 

An on-farm experiment in which 361 metric tons of rough rice was stored in a silo from 

November until July was conducted at a country elevator in Hokkaido to develop new techniques 

for storing rough rice in cold regions. The temperature of the rough rice near the inner silo wall 

decreased to below ice point (-5•Ž) due to natural heat radiation in winter, which the temperature 

of the rough rice in the center of the silo was maintained at almost the same temperature as that 

at the beginning of storage (5•Ž). Ventilation in the upper vacant space of the silo prevented 

moisture condensation on the inside surface of the silo during storage. When the cold rough rice 

was unloaded from the silo in summer, an unheated forced-air drier was used to increase the 

temperature of rough rice to above the dew point temperature of surrounding air. During the 

unloading and rewarming process, the moisture content of the rough rice increased due to 

moisture condensation on the grain from the air. However, the husks first absorbed the condensa-

tion and then the moisture slowly permeated into the brown rice kernel. Thus the rewarming 

process didn't cause any fissures in the brown rice. The results of the experiment indicate that 

condensation on rough rice doesn't give rise to any problems. 

[Keywords] cold climate, storage of rough rice, super-low-temperature storage, country elevator, silo, grain tempera-

ture, moisture content, fissure, rewarming process

Ⅰ 緒 言

現在わが国の米の貯蔵は玄米貯蔵が主流であり,貯 蔵

温度を15℃ 以下,湿 度を70%～80%に 保つ低温貯蔵が

主流 とな っている。 この15℃ 以下 とい う低温貯蔵の温

度条件は,品 質上の安全性と貯蔵における経済性の両面
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か ら採用された ものである。 しか し,竹 生(Chikubu,

1996)が 認めているように,米 の品質面だけを考えるな

ら,貯 蔵温度 はさらに低い方が望ま しいと考え られる。
一方

,わ が国では,籾 貯蔵を行 うカントリーエ レベー

タが1964年 に初めて設置された。カ ントリーエレベー

タで貯蔵 された米は高品質な 「今摺米」として市場に出

荷される。1970年 代以降,稲 作の機械化とも相 まって全

国の大規模な米産地でカ ントリーエ レベータの設置が進

んでいる。 その結果,2000年3月 現在,全 国のカ ント

リーエレベータの設置数 は746施 設 に上 り,作 付面積に

対する施設の処理能力で示され るカン トリーエ レベータ

の普及率 は12.4%と なっている。

北海道では,1965年 と1971年 にカ ントリーエ レベー

タが2ヵ 所 に設置された。しか し,当 時は,① 貯蔵前の

籾精選別技術,② 貯蔵中のサイロ内上部空間での結露防

止技術,③ 貯蔵後の籾摺時において低温の籾を籾摺する

技術などが十分に確立 されていなかったために,カ ント

リーエレベータでの籾貯蔵は数年でとりやめとなった。

それ以後,北 海道のような寒冷地 においては,カ ン ト

リーエ レベータでの籾貯蔵 は不適切であるとされてき

た。

一方 ,1995年 のガットウルグアイラウンドでの合意 に

ともなうミニマムアクセス米の輸入開始や食糧管理法の

廃止 と新食糧法の施行 は,流 通ルー トの多様化や産地間

競争の激化を もたらした。また,安 全で品質が高 く良食

味な米を求める消費者の要望が以前にも増 して強くなっ

て きた。以上のように,我 が国の米の生産や流通をめ ぐ

る情勢 は大きく変化 してきており,年 間を通 して高品質

で良食味の米を安定的に供給することが重要となってい

る。北海道においてもこれ らの情勢の変化に対応 し,米

の乾燥調製貯蔵および出荷に関わる作業の合理化 と高品

質かっ均質で大 ロットな北海道産銘柄米の確立を目指 し

て,カ ントリーエ レベータが1996年 上川郡鷹栖町に建

設され本格的な籾貯蔵が開始 された。

サイロでの籾貯蔵中における穀温や水分の変動につい

ては,過 去にい くつかの研究がなされている(Zen-noh,

1973; Maekawa et al., 1977; Miwa and Goto, 1986;

Oshita et al., 1989; Kamide, 1995; Nabeshima et al., 

1997; Kamide and Hirano, 1998)。 これ らは本州以南の

温暖地の気候を考慮 したものであるため,貯 蔵中の穀温

はいずれも氷点以上の温度域であった。 ところが,北 海

道は寒冷地であり,本 州以南の米産地 とは貯蔵中の環境

が異なる。そこで,こ のような北海道の特徴を考慮 した

上で,北 海道の寒冷な気候を最大限に利用 した新 しい籾

貯蔵技術 を確立す る ことを目的 として,1991年 か ら

1993年 まで基礎試験を(Kawamura, 1996; Kawamura 

et al., 1997),1995年 か ら1996年 に実用化のための予備

試験を行 った。その結果,氷 点下で米を貯蔵すると従来

の低温貯蔵 より品質を高 く保持できることが明 らかと

なった。そこで,氷 点下の温度域での米の貯蔵を超低温

貯蔵 と呼ぶ こととした(Kawamura, 1996)。 これ らの結

果をもとに,1996年 か ら2000年 にかけて寒冷地におけ

るカン トリーエ レベータでの籾貯蔵技術の実用化のため

の実証試験を行 った。

本報では,北 海道のような寒冷地において冬季の外気

温度の低下にともなう自然放冷によるサイロ貯蔵中の籾

の穀温や水分の変化を調べた。さらに,サ イロ内での結

露防止技術についての検証を行 った。また,低 温の籾を

サイロか ら排出する際の結露 と胴割について究明 し,低

温の籾の昇温技術を検討 した。

Ⅱ 方 法

1. 供試施設

供試施設 は,北 海道上川郡鷹栖町にあ る上川 ライス

ター ミナルのカントリーエレベータ(上 川中央部米穀広

域集出荷施設)で ある。施設内のサイロの配置を図1に

示 した。サイロは全部で12基 あり,本 試験ではこのうち

の1基 を供試 した。供試サイロは12基 あるサイロ群の

南東側の角に位置 し,サ イロ外周の約3/4は 外気に接 し

ている。 したがって,供 試サイロは直射日光を受 ける時

間が長 く,周 辺環境か らの影響を受 けやすい位置にあ

る。サイロの形状は円筒形で,サ イロ1基 は高さ26m,

直径6.4mで あ り,籾 貯蔵能力は417tで ある。施設全体

の籾貯蔵能力 は5,000tで ある。サイロ構造 は鋼板溶接

構造で,サ イロ群全体の外周部は上部4.5mm,下 部6.0

mmの 鋼板の外側 に50mmの ポリスチレンフォーム断

熱材が施 されてお り,そ の外側 に100mmの 空気層 と

0.4mmの カラー鋼板 の外壁がある。サイ ロ間の空間を

利用 して,上 部にテ ンパ リングタンクが付いた循環型乾

燥機が6基 設置 されている。乾燥機 とサイロ鋼板との問

には100mmの ポ リスチレンフォーム断熱材が施 されて

いる。乾燥機上部のテ ンパ リング部 はサイロ外壁 の鋼板

をそのまま利用 しており,よ ってテ ンパ リング部 とサイ

ロの問は断熱構造にはなっていない。

籾投入後 のサイロ内上部空間の結露を防止す るため

に,各 サイロに強制換気設備が設置 されている。 この換

気設備 はサイロ内上部空間の温度 とサイロ上屋の温度 の

差を検知 し,サ イロ内上部空間の空気が外部か ら冷却 さ

れる条件のときに自動的にファンが作動 して,サ イロ上

屋の冷たい空気をサイロ内上部空間に導入するシステム

となっている。本試験では,サ イロ内上部空間の温度が

上屋の温度より3℃ 以上高い場合にファンが作動す るよ

うに設定 した。設定温度を3℃ 以上 としたのは,予 備試

験を行 った結果,設 定温度を5℃ 以上 とすると換気が不

十分であ り,1℃ 以上 とすると必要以上に頻繁 に換気

ファンが作動 したためである。

また,施 設 には通風設備が設置されており,サ イロ下

部か ら上部へと通風することができる。 しかし,本 試験

ではこの通風設備 は使用 しなかった。また,貯 蔵期間中

のサイロ替え(ロ ーテーション)は 行わなか った。
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2. 供試試料

供試試料 として,1996年 北海道旭川産 「きらら397」

の籾361tを 貯蔵 した。

3. 貯蔵期間

サイロへの籾投入 は1996年11月27日 か ら11月29

日の間に行い,投 入終了後そのまま貯蔵を開始 した。サ

イロか らの籾排出は,1997年6月27日 か ら7月4日 の

間に断続的に行 った。 したがって,サ イロでの貯蔵期間

は約7ヵ 月間であった。

4. サイロへの籾投入

サイロへの籾投入は,風 力選別機,イ ンデントシリン

ダ型選別機,比 重選別機を用いた籾の精選別と並行 して

行った。精選別後の籾をサイロに投入する際の流量 は,

約14t/hで あった。サイロへの投入直前の籾を約1時 間

間隔で採取 し,穀 温 と水分を測定 した。穀温は試料を魔

法瓶に入れて温度計(チ ノコーポ レーション製ND-500)

を用いて測定 した。水分 は炉乾法の109粒135℃24時

間法で測定 して湿量基準で表わした。以下の水分測定も

同様である。

5. サイロでの籾貯蔵

図2に サイロの断面図と温度測定位置を示 した。T型

熱電対(直 径0.6mm)を サイロ中心部 と内壁付近(内 壁

面か ら約10cm)に 上下方向約3.2m間 隔で取 り付け,

サイロ内の籾の穀温を測定 した。内壁付近の測定 は,外

気に接 している東側 と,隣 接するサイロに向いた西側と

した。温度の測定間隔は4時 間とし,デ ータロガ(江 藤

図1 施 設 内 の サ イ ロ の 配 置

Fig.1 Silo layout of Kamikawa Country Elevator

電気製THERMODAC-EF)に 自記 させた。 カントリー

エレベータのサイロでは,通 常サイロ中心部 における垂

直方向の籾の穀温を測定 している。ここで内壁付近の穀

温を測定するのは,穀 温へのサイロ周辺環境の影響を知

るためである。同時に,外 気や外壁表面など周辺環境の

温度を測定 した。サイロに籾を投入 した後,サ イロ内上

部に空間ができる。 このサイロ内上部空間の温度や湿度

は,貯 蔵中の籾の穀温や水分に影響を与える。そこで,

堆積籾表面から約1m上 方のサイロ内上部空間における

空気の温度と湿度を1時 間間隔で温湿度計(タ バイエス

ペック製RS-10)に 記録させた。

貯蔵期間中約1カ 月に1回 試料を採取 し,籾 水分を測

定 した。試料の採取位置は,サ イロ中心部および内壁付

近(東 西南北それぞれの内壁面か ら約10cm内 側)の 籾

表面か らの深さ0.1m,0.5m,1.0m,2.0m,4.0mと した。

試料 は,直 径約4cmの 鉄パイプで作成 した籾サ ンプラ

図2 サ イ ロ断 面 図 と温 度 測 定 位 置

Fig.2 Sectional view of a silo and sensor location for 

measuring temperature and humidity
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を所定の深 さまで挿入 して電気掃除機で吸引 し採取 し

た。

6. サイロか らの籾排出

貯蔵後の籾 は,周 囲の温度より穀温が低い状態でサイ

ロか ら排出されると予想 された。 この穀温の低い籾をた

だちに籾摺すると,周 辺空気中の水蒸気が玄米表面に結

露 し,そ の結果 として胴割が発生する可能性がある。そ

こで本試験では,サ イロか ら排出 した籾をいったん乾燥

機に入れ,常 温通風 して穀温を常温に戻 した後 に籾摺す

ることとした。 この穀温を常温に戻す操作 を昇温 と呼

ぶ。

貯蔵後の籾をサイロか ら排出す る際の流量は,約30

t/hで あった。 サイロから排出した籾を乾燥機 に投入 し

つつ,同 時 に乾燥機内で籾の循環 と常温通風を行 った。

乾燥機の容量が60tで あり,ま た乾燥機に籾を投入 しっ

つ同時に排出することはできない。そこで,サ イロか ら

乾燥機への籾の投入を約2時 間行い,そ の後ただちに通

風を行いつつ乾燥機から籾を排出し,一 時貯留サイロに

籾を投入 した。籾は数時間か ら数 日の間,一 時貯留サイ

ロに静置 された。その後 は,通 常の籾摺工程で籾摺を行

い,玄 米を玄米タンクに投入 した後に出荷 した。

穀温上昇の状態 結露の状態について調査す るため,

サイロ排出時か ら籾摺,出 荷までの工程 において,サ イ

ロか らの排出直後,乾 燥機前,乾 燥機での通風後,一 時

貯留サイロ内,籾 摺機前,籾 摺機後などの各所で,籾 ま

たは玄米の試料 をそれぞれ採取 して穀温と水分の測定を

行 った。水分測定用 の試料 は,約10t毎 に1回 採取 し

た。穀温は,水 分測定用試料の採取 と同時に試料を魔法

瓶に取 り,魔 法瓶に熱電対を差 し込んでデータロガに自

記させた。同時に,サ イロ排出口付近,乾 燥機通風空気

取 り入れ口周辺,籾 摺機周辺で乾球温度 と湿球温度を測

定 し,相 対湿度 と露点温度を求めた。乾球温度 と湿球温

度は,ア スマ ンの湿度計の原理を利用 した通風乾湿球湿

度計を自作 し測定 した。相対湿度と露点温度は,ス プル

ングの式によって水蒸気圧を求 めて算出 した。

また,結 露による胴割への影響を調べるために,と く

に籾摺前の籾 と出荷時の玄米について,胴 割率を測定 し

た。籾摺前の籾 は手で籾殻を除去 し,玄 米 とした。胴割

率 の測定 は,玄 米 の整粒300粒 につ いて肉眼で判定 し

た。

Ⅲ 結果および考察

1. サイロへの籾投入

(1) 穀 温

サイロへ投入 した籾全体 の平均穀温 は5.7℃ であっ

た。 したが って,貯 蔵開始時か ら低 い穀温で貯蔵するこ

とができた。投入籾の穀温が低 くなったのは,サ イロへ

の籾投入を11月 下旬 に籾の精選別 と並行 して行ったこ

とにより,精 選別中,と くに比重選別機において籾が周

囲の低温の空気にさらされて冷却 された(Nurnata et 

al., 1998)た めである。精選別中の外気温度の上下 ととも

に,投 入籾 の穀温 は2.2℃ か ら7.4℃ の範囲で変動 した。

(2) 水 分

投入籾全体の平均水分は16.2%で あった。最高水分 は

16.5%,最 低水分は15.9%,標 準偏差は0.16%で あり,水

分差の少ない籾が投入 されたことが確認 された。

2. サイロでの籾貯蔵

(1) 温 度

図3に 貯蔵中の外気温度を示 した。外気温度の日最低

値 は,11月 下旬の貯蔵開始時か ら4月 上旬まで氷点下で

あった。貯蔵期間中の外気温度の最低値は,12月16日

に記録 した-18.8℃ であった。 日最高外気温度 は6月 中

旬以降25℃ を超えることがあり,6月20日 に30.9℃ を

記録 した。

サイロ内における垂直方向の籾の穀温差 は,3℃ 程度

と小 さか った。 また,垂 直方向の一定の温度勾配 も認め

られなかった。そこで,中 心部 と内壁付近 の垂直方向の

穀温をそれぞれ平均 し,図4に 貯蔵中の籾の穀温 として

示 した。

貯蔵開始時の穀温 は5℃ であった。穀温は,サ イロで

貯蔵中に冬季の外気温度の低下にともなって自然放冷に

より冷却 された。内壁付近の穀温 は,1月 下旬に-5℃ ま

で低下するなど,12月 中旬か ら3月 下旬の問は0℃ 以下

で,そ の後6月 下旬 に20℃ 近 くまで上昇するという長

期的な変動を示 した。 この長期的変動 は,外 気温度の季

節変化にともな うものである。内壁付近の穀温は,短 期

的な変動 も大 きか った。 この短期的変動 は,日 射などに

より温められた外壁表面の熱が内壁付近の籾へ伝わった

ためである。鋼板の熱伝導率を47.7W/m/K,ポ リスチ

レンフォーム断熱材の熱伝導率 を0.06W/m/Kと して

計算 したサイロ外壁の熱通過率は0.85W/m2/Kで あっ

た。これは断熱材な しで空気層な しと仮定 した場合の熱

通過率5.44W/m2/Kや,断 熱材 な しで空気層100mm

と仮定 した場合の熱通過率2.87W/m2/Kと 比較 して非

常に小さいものであった。 したがって,サ イロ群全体の

図3 貯 蔵 中 の 外 気 温 度

Fig.3 Ambient temperature during storage
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外周部 に断熱材が施されサイロが断熱構造になっている

ことにより,日 変動の大 きい外壁表面の熱がサイロ内上

部空間温度や内壁表面温度に与える影響 を小 さくするこ

とがで きた と考え られる。また,籾 の熱伝導率 は0.07

W/m/K～0.10W/m/K(Hosokawa and Masumoto, 

1971; Seno et al., 1976)と 小さいため,サ イロ中心部の

籾が外気温度や 日射などの影響を直接受 けることはな

かった。内壁付近の東側 と西側の穀温の差は,貯 蔵期間

中を通 して小 さかった。中心部の穀温 は,貯 蔵期間中を

通 して変化が小さく,4月 下旬に3℃ まで低下 した後,6

月下旬までほぼそのまま保たれた。中心部の穀温が緩や

かな変化を したのは,籾 は熱伝導率が小さく比熱が大き

い(Morita and Paul Singh, 1979; Yamada, 1984; 

Murata et al., 1987; Oshita et al., 1992)た め,内 壁付近

の熱が緩慢 に中心部へと移動 したことによると考え られ

る。すなわち,外 気温度が1月 下旬に最 も低 くなって,

まず内壁付近の穀温を低下 させ,3ヵ 月ほどかけて冷熱

が中心部まで伝わったことが分か った。

図5に4月15日 か ら4月18日 の間の穀温 と外気温

度,外 壁表面温度,上 屋温度の変化を示 した。 これによ

ると,日 変動の大きさは外壁表面温度が最 も大 きく,次

いで外気温度,上 屋温度,穀 温の順であった。外壁表面

温度 や外気温度 などに比べて穀温の日変動が小 さいの

は,サ イロ外周部に断熱材が施されているためである。

また,内 壁面か ら20cm～30cm内 側 に入 った ところで

は短期的変動 の影響は少な くなり,長 期的変動の影響 を

受けて穀温が変動するということが明 らかにされている

(Kamide, 1995; Kamide and Hirano, 1998; Oshita et 

al., 1989)。 したがって,サ イロ内の籾の大部分は,中 心

部 と同様 に短期的変動が小さく長期的な温度変化を した

と考えられる。

以上のことか ら,寒 冷地である北海道 においてサイロ

で籾貯蔵を行 うと,冬 季の自然放冷によ りサイロ内壁付

近の籾 は氷点下 となることが分か った。 さらに,冬 季 に

低温の外気 をサイロ内に積極的に通風するとサイロ内全

図4 貯 蔵 中 の 籾 の穀 温

Fig.4 Temperature of rough rice during storage

体の籾の穀温が氷点下 となり,超 低温貯蔵(貯 蔵期間中

の穀温が1ヵ 月以上0℃ 以下)(Kawamura,1996)が 実

現可能であることが推察 された。なお,本 試験の翌年に

サイロ内の籾を冬季に通風冷却す る試験を行 っており,

その結果については次報にて報告する。

(2) サイロ内上部空間の湿度

サイロが周囲より冷やされ,内 壁表面温度がサイロ内

上部空間の露点温度を下回 るとサイロ内壁表面に結露が

生 じる。 とくに外気温度が急激に低下 した場合には結露

が生 じやす くなる。本試験では,サ イロ内上部空間とサ

イロ上屋の温度差を検知 し,自 動的にサイロ内上部空間

に上屋の空気を導入する強制換気設備を使用 した。

図6に サイロ内上部空間の湿度を示 した。サイロ内上

部空間の湿度 は,貯 蔵期間を通 して44%～78%で あっ

た。 また,貯 蔵期間中約1ヵ 月に1度 の頻度でサイロ内

に入 り,サ イロ内の内壁および堆積表面の籾を点検 し

た。 これ らの結果から,サ イロ内で結露は発生 していな

図5 4月15日 か ら4月18日 の 間 の 穀 温 と外 気 温 度,外 壁

表 面 温 度,上 屋 温 度 の 変 化

Fig.5 Grain temperature and environmental tempera-

ture from April 15th to April 18th 1997

図6 サ イ ロ 内 上 部 空 間 の 湿 度

Fig.6 Relative humidity at upper space of silo during 

storage
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いことが確認された。 したがって,強 制換気設備がサイ

ロ内の結露防止に有効であることがわかった。4月 以降

はサイロ内上部空間の温度が上昇 したことと,強 制換気

設備のファンが作動 した影響 により,湿 度がやや低 く推

移 した。このことか ら,堆 積表面の籾 は乾燥 した可能性

があると推察された。

(3) 水 分

図7,図8に サイロ中心部 と内壁付近の籾水分を示 し

た。内壁付近の籾水分は,サ イロの東西南北それぞれの

内壁面か ら約10cm内 側か ら採取 した試料の平均値で

ある。籾水分 は,サ イロ全体の籾 の穀温が5℃ 以下で

あった4月 下旬までは変化がなか った。その後,中 心部

と内壁付近 ともに堆積表面か らの深 さ0.1mの 籾水分

が,約0.8%減 少 した。これは,サ イロ内上部空間の温度

上昇 と,結 露防止用強制換気設備のファンが作動 したこ

とによるものである。内壁付近の堆積表面か らの深 さが

0.1mよ り深い位置の籾水分 は,2mと4mで 約0.2%減

少 した。これは,内 壁付近の穀温上昇にともなって,籾

水分が上方に移動 したためである。中心部では,堆 積表

面か らの深 さ0.5mの 籾水分が約0.3%上 昇 したが,深

さ1m～4mで は籾水分に変化なか った。

Foster等 は,お よそ50t以 上の穀物を ビンやサイロ

に貯蔵すると,夏 冬の外気温度 に応 じてビン内の穀物に

温度差が生 じ,そ れによって穀物内の空気が移動 して穀

物の水分移動が起 こり,ビ ン中心部の穀物表面 または表

面からやや下方に水分の高い部分が生 じる危険があると

している(Foster, G.H. and Tuite, J., 1992)。本試験にお

いても,サ イロ中心部の表面から深さ0.5mの 籾水分が

0.3%上 昇 した。しかし,こ の水分上昇はわずかであり,

品質上問題となるものではなかった。貯蔵中に水分を測

定 した範囲内では,籾 水分の多 くは変化がない,ま たは

減少する傾向を示 した。 これは強制換気設備によりサイ

ロ内上部空間の湿度の上昇を防止 した効果によるもので

ある。 カントリーエ レベータのような籾貯蔵施設では,

貯蔵中に結露や籾間の水分移動により高水分籾が生 じる

ことよりも,水 分がやや低下す る方が品質上安全な貯蔵

がで きると考える。

3. サイロからの籾排出

(1) 温 度

図9に サイロからの籾を排出す る際の,排 出直後,乾

燥機前,乾 燥機での通風後の籾の穀温 および乾燥機送

風空気の露点温度を示 した。排出直後の籾の穀温は,排

出をはじめてす ぐが最 も低 く,4.7℃ であった。その後,

断続的に排出を続けサイロ内の籾の量が少 なくなるにつ

れて,排 出直後の籾の穀温 は上昇 した。最 も高い穀温は,

14.8℃ であった。排出された籾が乾燥機 に入 るまでに,

穀温は平均で1℃ ～2℃,最 高で4℃ 上昇 した。乾燥機で

の常温通風後の籾の穀温は,そ のときの乾燥機の通風温

度とほぼ等 しくなった。乾燥機での昇温が不十分で籾内

部の穀温が低 いままであった場合には,そ の後の工程で

再び穀温が低下することが考え られる。 しか しなが ら,

乾燥機での常温通風後一時貯留サイロに投入 した籾の穀

温が再び低下することはなく,乾 燥機での通風による昇

温が十分 に行われたことが確認 された。

(2) 水 分

図10に サイロか らの籾を排出する際の排出直後 と乾

燥機での通風後の籾水分を示 した。サイロへの投入時 と

排 出時 の籾 水 分 の平均 値 を比 較 す る と,投 入 時 は

16.2%,排 出時は15.9%で あった。 この水分減少 は,既

述 したように春か ら夏 にかけての外気温度の上昇にとも

ないサイロ内の内壁付近の穀温が上昇 したことや,結 露

防止用の強制換気設備のファンが作動 したことにより,

サイロ内壁付近や堆積表面の籾の水分が低下 したためで

ある。サイロ排出直後の籾水分の平均値は15.9%,乾 燥

機後は16.1%で あった。よって,貯 蔵後の排出から籾摺

前 までに水分が0.2%増 加 した ことが分か った。 した

がって,水 分 は貯蔵中にわずかに減少 し,貯 蔵後に穀温

図7 貯 蔵 中 の サ イ ロ中 心 部 の 籾 水 分

Fig.7 Moisture content of rough rice in the center of 

silo during storage

図8 貯 蔵 中 の サ イ ロ 内 壁 付 近 の 籾 水 分

Fig.8 Moisture content of rough rice near silo wall 

during storage
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図9 サ イ ロ か らの 籾 排 出 時 の 各 工 程 の穀 温 お よ び 乾 燥 機 送

風 空 気 の 露 点 温 度

Fig.9 Grain temperature and dew point during 

unloading and rewarming

を常温に戻す昇温工程でわずかに増加 した。その結果,

貯蔵前の籾水分 と貯蔵後籾摺前 の籾水分 は,ほ ぼ同 じ水

分 となった。

(3) 胴 割

貯蔵前の試料の重胴割率は3.0%で あった。貯蔵後の

試料の重胴割率は,籾 摺前が3.3%,出 荷 時が3.0%で

あった。すなわち,貯 蔵後に低温の籾を排出 し常温に戻

す昇温工程で籾に結露が発生 し水分が増加 したが,胴 割

率への影響はなかったことが確認された。 これは,昇 温

工程 においてまず籾殻 に結露水が付着 し,そ の後ゆ っく

りと玄米に水分が移行 したために,胴 割の発生がなか っ

たと考える。

Ⅳ 摘 要

本試験では,寒 冷地 における籾貯蔵技術の確立を目標

として,カ ントリーエ レベータのサイロで自然放冷によ

る籾貯蔵を行 った。そ して,貯 蔵中の穀温変化や穀温分

布,水 分変化 を調べ,サ イロ内結露防止技術 の検証を

行 った。また,低 温の籾をサイロか ら排出す る際の水分

と胴割への影響について究明 し,昇 温技術の検討を行っ

た。その結果,以 下のことが明 らかとなった。

1) サイロ内壁付近の籾 は自然放冷 により冷却され,

穀温 は最低で-5℃ まで低下 した。サイロ中心部の穀温

は変化が小さか った。

2) サイロ内上部空間の結露防止用強制換気設備の

ファンの効果により,貯 蔵中のサイロ内で結露は発生 し

なかった。

3) 低温の籾をサイロか ら排出する際に,乾 燥機を用

いて常温通風することによ り,穀 温は通風温度と等 しい

温度 となった。

4) サイロか らの籾排出時に結露が認められたが,ま

ず籾殻に結露水が付着 し,そ の後ゆっくりと玄米に水分

が移行 したために,胴 割の発生はなか った。

図10 サ イ ロか らの 籾 排 出 時 の 籾 水 分

Fig.10 Moisture content of rough rice during 

unloading and rew arming
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