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(57)【要約】
【課題】盗難防止、散熱、自動清掃、及びエネルギー削
減等の機能を達成することができるソーラーエネルギー
ペットハウス構造を提供する。
【解決手段】ソーラーエネルギーペットハウス構造は、
ペットハウス本体1、電力使用ユニット2、底台3、廃水
収集ボックス4、糞便収集ボックス5、クリーンユニット
6を備え、ペットハウス本体1の屋根11上には、ソーラー
エネルギーパネル12を設置し、底台3はペットハウス本
体1の底板13下方位置に固定され、電力使用ユニット2は
ペットハウス本体1に設置され、電力使用ユニット2はソ
ーラーエネルギーパネル12に電気的に連接し、ソーラー
エネルギーパネル12を利用して太陽光を電気エネルギー
へ変換し、電力使用ユニット2の作動時に必要な電力を
供給し、さらに廃水収集ボックス4、糞便収集ボックス5
及びクリーンユニット6に対応させることにより、自動
清掃の機能を達成することができる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
ペットハウス本体、電力使用ユニット、底台を備える、ソーラーエネルギーペットハウス
構造であって、
前記ペットハウス本体には、屋根を設置し、前記屋根上には、ソーラーエネルギーパネル
を設置し、前記ペットハウス本体の底部には、底板を設置し、前記底板上には、貫通孔を
設置し、
前記電力使用ユニットは、前記ペットハウス本体内に設置されるとともに、前記ソーラー
エネルギーパネルに電気的に連接し、
前記底台は、前記ペットハウス本体の底板下方位置に固定されることを特徴とする、ソー
ラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項２】
前記電力使用ユニットはさらに、探知部品、警告表示部品、ファン及び制御部品を備え、
前記制御部品は、前記探知部品、前記警告表示部品及び前記ファンにそれぞれ電気的に連
接することを特徴とする、請求項１に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項３】
前記探知部品は、赤外線探知、超音波探知又は震動式探知であり、前記警告表示部品は、
発声部品又は発光部品であることを特徴とする、請求項２に記載のソーラーエネルギーペ
ットハウス構造。
【請求項４】
前記底台の最上面には、導引板を設置し、前記導引板には、第一辺及び第二辺を設置する
ことを特徴とする、請求項１に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項５】
前記台体の底部には、収容室を形成し、さらに廃水収集ボックス及び糞便収集ボックスを
設置し、前記廃水収集ボックスは、前記台体の収容室内に設置され、前記導引板の第一辺
下方位置に接続し、前記廃水収集ボックスは周縁がレシーブ縁を形成し、外側がハンドル
を備え、前記糞便収集ボックスは、前記廃水収集ボックス上に載せて設置され、前記導引
板の第一辺に接触するとともに、突出状の接続片を有し、その底部に排水口を設置するこ
とを特徴とする、請求項４に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項６】
前記底台は、前記収容室の両側内壁上において、第一スライドレールを設置し、前記第一
スライドレールの前方位置には、第一プーリーを設置し、前記廃水収集ボックスの両側外
壁上には、前記第一スライドレールと相互に対応する第二スライドレールを設置し、前記
第二スライドレールの前方位置には、第二プーリーを設置することを特徴とする、請求項
５に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項７】
前記ソーラーエネルギーペットハウス構造はさらに、クリーンユニットを含み、前記クリ
ーンユニットは、前記底台上に設置されるとともに、スクリュー、ガイドバー、スクレー
パー及び動力部品により構成され、前記スクリュー及び前記ガイドバーは、前記導引板の
第一辺と第二辺との間に固定され、前記スクレーパーは両側を有し、一側が前記スクリュ
ーに通して螺接し、他側が前記ガイドバーに通して接続するとともに、前記導引板上に密
着され、前記動力部品は、前記ソーラーエネルギーパネル及び前記制御部品に電気的に連
接し、しかも前記動力部品は、前記スクリューに連接することを特徴とする、請求項４又
は５に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項８】
前記動力部品は、モーターであることを特徴とする、請求項７に記載のソーラーエネルギ
ーペットハウス構造。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本考案はソーラーエネルギーペットハウス構造に関し、特にペットハウス本体の屋根上に
設置するソーラーエネルギーパネルを利用し、太陽光を電気エネルギーに転換し、電力使
用ユニットの作動時に必要な電力を供給し、こうして盗難防止、散熱、自動清掃、及びエ
ネルギー削減等の機能を達成するソーラーエネルギーペットハウス構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
ペットの排泄物を迅速に処理するため、現在一般的に見られるペットハウスには、清掃装
置が設置されている。例えば、特許文献１に開示されている「ペットかご自動洗浄装置」
は、主にペットかご、水槽、レシーブ槽、制御ボックスを含む。
【０００３】
ペットかごの底板は、斜面を呈し、比較的高い一端には、噴水管を設置し、噴水管側辺に
は、数個の孔を開設する。底板外側の噴水管に相対する位置には、水管コネクターを設置
する。水槽は、底板の比較的低い一端と連接し、水槽相対位置の比較的低い方には、排水
口を設置する。レシーブ槽の底部は、網板構造で、槽体両側は、合結合辺を利用し、水槽
上に合わせる。制御ボックスは、ペットかご上に設置され、その内部には、スイッチバル
ブ、制御部品、タイマー及びスコアメーターを設置する。ボックス体の外側には、２個の
水管コネクターを設置し、これにより、外付けの水管と底板の水管コネクターに連接する
。また、ボックス体の外側には、電源スイッチ及びモードスイッチを設置する。
【０００４】
制御ボックス内部の各部品の制御により、ペットかごの底板を自動洗浄するサイクル及び
時間を調整し、レシーブ槽により、排泄物と汚水とを隔離する。そして、ペットかごは、
定時に定量の自動洗浄が行われ、排泄物を迅速に処理する作用を達成することができる。
【０００５】
しかし、上記したような構造では、外部の電源に接続する必要があるため、非常に多くの
エネルギーを消費し、省エネ及び二酸化炭素削減のニーズを達成することはできない。ま
た、底板と水槽とは、固定して結合されるため、任意に分離することができず、よって、
外付けの水管を給水で洗い流した後は、排水口からの汚水を排出することしかできない。
これでは、長期間使用すると、汚れがたまり、排水口を塞ぎ、しかも清掃が困難になって
しまう。さらに、水槽がペットかごの外に露出されるため、見た目が悪い他に、衛生的に
も良くなく、よって使用上で非常に不便である。
本考案は、従来のペットハウス構造の上記した欠点に鑑みてなされたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】台湾実用新案登録第Ｍ３３２３７１号明細書
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
本考案が解決しようとする課題は、外付けの電源に接続しなければ、作動時に必要な電力
を各電力使用ユニットに供給できず、しかも自動盗難防止、散熱、及び清掃等の機能を備
えないという従来のペットハウスに存在する欠点を解決することができるソーラーエネル
ギーペットハウス構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するため、本考案のソーラーエネルギーペットハウス構造は、ペットハウ
ス本体、電力使用ユニット、底台を備え、該ペットハウス本体は、屋根を設置し、該屋根
上には、ソーラーエネルギーパネルを設置し、該ペットハウス本体の底部には、底板を設
置し、該底板上には、貫通孔を設置し、該電力使用ユニットは、該ペットハウス本体内に
設置し、該電力使用ユニットは、該ソーラーエネルギーパネルに電気的に連接し、該底台
は、該ペットハウス本体の底板下方位置に固定し、該電力使用ユニットはさらに、探知部
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品、警告表示部品、ファン及び制御部品を備え、該制御部品は、該探知部品、該警告表示
部品及び該ファンにそれぞれ電気的に連接し、該探知部品は、赤外線探知、超音波探知或
いは震動式探知で、該警告表示部品は、発声部品或いは発光部品で、該底台の頂点面には
、導引板を設置し、該導引板には、第一辺及び第二辺を設置し、該台体底部には、収容室
を形成し、さらに廃水収集ボックス及び糞便収集ボックスを設置し、該廃水収集ボックス
は、該台体の収容室内に設置し、該導引板の第一辺下方位置に接触し、該廃水収集ボック
スの周縁は、レシーブ縁を形成し、該廃水収集ボックス外側には、ハンドルを設置し、該
糞便収集ボックスは、該廃水収集ボックス上に載せて設置し、該導引板の第一辺位置に接
触し、該糞便収集ボックスは、接続片を突出状に設置し、該糞便収集ボックスの底部には
、排水口を設置し、該底台は、該収容室の両側内壁上に、第一スライドレールを相対設置
し、該第一スライドレールの前方位置には、第一プーリーを設置し、該廃水収集ボックス
の両側外壁上には、該第一スライドレールと相互に対応する第二スライドレールを設置し
、該第二スライドレールの前方位置には、第二プーリーを設置し、さらに、クリーンユニ
ットを設置し、該クリーンユニットは、該底台上に設置し、該クリーンユニットは、スク
リュー、ガイドバー、スクレーパー及び動力部品により構成し、該スクリュー及び該ガイ
ドバーは、該導引板の第一辺と第二辺との間に固定し、該スクレーパーは両側を設置し、
該スクリューは、該スクレーパーの片側に通して螺接し、該ガイドバーは、反対側に通し
て接続し、該スクレーパーは、該導引板上に密着し、該動力部品は、該ソーラーエネルギ
ーパネル及び制御部品に電気的に連接し、しかも該動力部品は、該スクリューに連接し、
該動力部品は、モーターであることを特徴とする。
【考案の効果】
【０００９】
本考案のソーラーエネルギーペットハウス構造は、太陽光を電気エネルギーに転換して電
力使用ユニットに供給することができるため、外付けの電源が全く不要で、エネルギー消
費を削減することができる。また本考案は、泥棒の侵入を自動的に探知でき、警告表示部
品を制御して警告表示音声或いは警告表示灯光を発することができるため、盗難防止の機
能を達成することができる。また本考案はペットハウス本体内の温度を自動的に探知でき
、温度が高過ぎる時には、ファンの回転を起動して、ペットハウス本体内の温度を低下さ
せることができる。また本考案は、自動的に、しかも便利にペットの糞便、尿液及び廃水
を清掃することができるため、ペットハウス本体の衛生状態を良好に維持することができ
る。さらに本考案は、ペットの排泄物を、底台の収容室に完全に隠すことができるため、
美観的にも優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案の立体分解図である。
【図２】本考案の立体組合せ図である。
【図３】本考案の組合せ断面図である。
【図４】本考案のスクレーパー作動時のモード図である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
以下に図面を参照しながら本考案を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００１２】
図１、２に示すように、本考案のソーラーエネルギーペットハウス構造は、ペットハウス
本体1、電力使用ユニット2、底台3、廃水収集ボックス4、糞便収集ボックス5及びクリー
ンユニット6を備える。
【００１３】
ペットハウス本体1は、屋根11を設置する。屋根11上には、ソーラーエネルギーパネル12
を設置し、太陽光を電気エネルギーに転換して出力することができる。別に、ペットハウ
ス本体1の底部には、底板13を設置し、底板13上には、若干の貫通孔14を設置する。
【００１４】
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電力使用ユニット2は、ペットハウス本体1上に設置され、電力使用ユニット2は、ソーラ
ーエネルギーパネル12に電気的に連接する。これにより、ソーラーエネルギーパネル12か
らの電気エネルギーを受け取り、作動時に必要な電力を供給する。電力使用ユニット2は
、少なくとも一組以上設置する。本実施例中の電力使用ユニット2は、探知部品21、警告
表示部品22、ファン23及び制御部品24を備える。探知部品21は、赤外線探知、超音波探知
或いは震動式探知である。警告表示部品22は、発声部品或いは発光部品で、本実施例中で
は、発光部品として説明する。制御部品24は、探知部品21、警告表示部品22及びファン23
にそれぞれ電気的に連接し、その作動をそれぞれ制御する。
【００１５】
底台3は、ペットハウス本体1の底板13下方位置に固定され、底台3頂点面には、導引板31
を設置する。導引板31には、第一辺32及び第二辺33を設置する。底台3の底部には、収容
室34を形成し、底台3は、収容室34の両側内壁上において、第一スライドレール35を相対
して設置する。第一スライドレール35の前方位置には、第一プーリー36を設置する。
【００１６】
廃水収集ボックス4は、底台3の収容室34内に入れて設置され、導引板31の第一辺32下方位
置に接続する。廃水収集ボックス4の周縁頂部には、レシーブ縁41を形成し、廃水収集ボ
ックス4の両側外壁上には、底台3の第一スライドレール35と相互に対応する第二スライド
レール42を設置する。廃水収集ボックス4は、第二スライドレール42の前方位置において
、第二プーリー43を設置し、廃水収集ボックス4の正面外側には、ハンドル44を設置する
。
【００１７】
糞便収集ボックス5は、廃水収集ボックス4上に載せて設置され、導引板31の第一辺32位置
と接触する。糞便収集ボックス5の両側には、接続片51を突出状に設置し、糞便収集ボッ
クス5の底部には、若干の排水口52を設置する。
【００１８】
クリーンユニット6は、底台3上に設置される。クリーンユニット6は、スクリュー61、ガ
イドバー62、スクレーパー63及び動力部品64により構成される。スクリュー61及びガイド
バー62は、底台3導引板31の第一辺32と第二辺33との間に固定される。スクレーパー63は
両側へと設置され、片側には、スクリュー61を通して螺接し、反対側には、ガイドバー62
を通して設置する。スクレーパー63は、導引板31上に密着される。動力部品64は、モータ
ーで、ソーラーエネルギーパネル12及び制御部品24にそれぞれ電気的に連接し、それぞれ
その電力を受け取り、その制御を受ける。動力部品64は、スクリュー61に連接し、スクリ
ュー61の旋回を連動する。
【００１９】
使用時には、図１、３に示すように、ペットハウス本体1の屋根11上のソーラーエネルギ
ーパネル12を利用する。太陽光を受け取り、それを電気エネルギーへ転換し、電力使用ユ
ニット2へ出力し、或いは別にバッテリー(図示せず。夜間或いは太陽光が十分でない時、
電気エネルギーを出力する)に貯蔵する。
【００２０】
また、ペットハウス本体1内の探知部品21を利用し、ペットハウス本体1内への泥棒の侵入
を探知した時には、制御部品24により警告表示部品22を制御して警告表示灯光或いは警告
表示音声を発する。これにより、泥棒を驚かせて盗難防止の機能を達成することができる
。
【００２１】
さらに、探知部品21はペットハウス本体1内の温度が過度に高すぎないか否かを随時に感
知することができる。温度が過度に高いことを探知したら、制御部品24により、ファン23
を制御してその回転を開始させ、これにより、ペットハウス本体1内の温度を低下させる
ことができる。
【００２２】
ペットが排泄した糞便A及び尿液は、図１、４に示すように、底板13上の貫通孔14を経て
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底台3の導引板31上へ落下し、外付けの水管等方式により導引板31を洗い流す。さらに、
制御部品24により、クリーンユニット6の動力部品64を自動制御して起動させるとともに
、スクリュー61の旋回を連動する。これにより、スクレーパー63は、スクリュー61及びガ
イドバー62上において相対して移動する。さらに、スクレーパー63の移動を利用して、導
引板31上に付着している糞便A、尿液及び廃水をこそげて取り除き、導引板31の第二辺33
より第一辺32へと滑り落とす。続いて、これらは第一辺32に接続する糞便収集ボックス5
内に入り、糞便Aは、糞便収集ボックス5内に残り、尿液及び廃水は、排水口52を経て、廃
水収集ボックス4内に流入して收集される。
【００２３】
清掃が必要な時には、廃水収集ボックス4のハンドル44を手で持ち、さらに第一プーリー3
6及び第二プーリー43を利用して、第二スライドレール42及び第一スライドレール35をそ
れぞれ便利に導引することができる。これにより、第二スライドレール42及び第一スライ
ドレール35がスライドする時には、よりスムーズで、抵抗力が少なくなり、底体3の収容
室34内から、廃水収集ボックス4を簡単に引き出すことができる。続いて、糞便収集ボッ
クス5を取り出し、糞便、尿液及び廃水をそれぞれ便利に処理、清掃することにより、ペ
ットハウスの衛生状態を良好に維持することができる。
【００２４】
上記した本考案の名称と内容は、本考案の技術内容の説明に用いたのみで、本考案を限定
するものではない。本考案の精神に基づく等価応用或いは部品（構造）の転換、置換、数
量の増減はすべて、本考案の保護範囲に属するものとする。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
本考案は従来の同類製品に比べて、実用新案の登録要件である新規性と進歩性を有し、実
用性が高く、社会のニーズに合致しており、産業上の利用価値は非常に大きい。
【符号の説明】
【００２６】
１　　　ペットハウス本体
１１　　屋根
１２　　ソーラーエネルギーパネル
１３　　底板
１４　　貫通孔
２　　　電力使用ユニット
２１　　探知部品
２２　　警告表示部品
２３　　ファン
２４　　制御部品
３　　　底台
３１　　導引板
３２　　第一辺
３３　　第二辺
３４　　収容室
３５　　第一スライドレール
３６　　第一プーリー
４　　　廃水収集ボックス
４１　　レシーブ縁
４２　　第二スライドレール
４３　　第二プーリー
４４　　ハンドル
５　　　糞便収集ボックス
５１　　接続片
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５２　　排水口
６　　　クリーンユニット
６１　　スクリュー
６２　　ガイドバー
６３　　スクレーパー
６４　　動力部品
Ａ　　　糞便
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【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月8日(2010.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
ペットハウス本体、電力使用ユニット、底台を備える、ソーラーエネルギーペットハウス
構造であって、
前記ペットハウス本体には、屋根を設置し、前記屋根上には、ソーラーエネルギーパネル
を設置し、前記ペットハウス本体の底部には、底板を設置し、前記底板上には、貫通孔を
設置し、
前記電力使用ユニットは、前記ペットハウス本体内に設置されるとともに、前記ソーラー
エネルギーパネルに電気的に連接し、
前記底台は、前記ペットハウス本体の底板下方位置に固定されることを特徴とする、ソー
ラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項２】
前記電力使用ユニットはさらに、探知部品、警告表示部品、ファン及び制御部品を備え、
前記制御部品は、前記探知部品、前記警告表示部品及び前記ファンにそれぞれ電気的に連
接することを特徴とする、請求項１に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項３】
前記探知部品は、赤外線探知、超音波探知又は震動式探知であり、前記警告表示部品は、
発声部品又は発光部品であることを特徴とする、請求項２に記載のソーラーエネルギーペ
ットハウス構造。
【請求項４】
前記底台の最上面には、導引板を設置し、前記導引板には、第一辺及び第二辺を設置する
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ことを特徴とする、請求項１に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項５】
前記底台の底部には、収容室を形成し、さらに廃水収集ボックス及び糞便収集ボックスを
設置し、前記廃水収集ボックスは、前記底台の収容室内に設置され、前記導引板の第一辺
下方位置に接続し、前記廃水収集ボックスは周縁がレシーブ縁を形成し、外側がハンドル
を備え、前記糞便収集ボックスは、前記廃水収集ボックス上に載せて設置され、前記導引
板の第一辺に接触するとともに、突出状の接続片を有し、その底部に排水口を設置するこ
とを特徴とする、請求項４に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項６】
前記底台は、前記収容室の両側内壁上において、第一スライドレールを設置し、前記第一
スライドレールの前方位置には、第一プーリーを設置し、前記廃水収集ボックスの両側外
壁上には、前記第一スライドレールと相互に対応する第二スライドレールを設置し、前記
第二スライドレールの前方位置には、第二プーリーを設置することを特徴とする、請求項
５に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項７】
前記ソーラーエネルギーペットハウス構造はさらに、クリーンユニットを含み、前記クリ
ーンユニットは、前記底台上に設置されるとともに、スクリュー、ガイドバー、スクレー
パー及び動力部品により構成され、前記スクリュー及び前記ガイドバーは、前記導引板の
第一辺と第二辺との間に固定され、前記スクレーパーは両側を有し、一側が前記スクリュ
ーに通して螺接し、他側が前記ガイドバーに通して接続するとともに、前記導引板上に密
着され、前記動力部品は、前記ソーラーエネルギーパネル及び前記制御部品に電気的に連
接し、しかも前記動力部品は、前記スクリューに連接することを特徴とする、請求項４又
は５に記載のソーラーエネルギーペットハウス構造。
【請求項８】
前記動力部品は、モーターであることを特徴とする、請求項７に記載のソーラーエネルギ
ーペットハウス構造。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
上記課題を解決するため、本考案のソーラーエネルギーペットハウス構造は、ペットハウ
ス本体、電力使用ユニット、底台を備え、該ペットハウス本体は、屋根を設置し、該屋根
上には、ソーラーエネルギーパネルを設置し、該ペットハウス本体の底部には、底板を設
置し、該底板上には、貫通孔を設置し、該電力使用ユニットは、該ペットハウス本体内に
設置し、該電力使用ユニットは、該ソーラーエネルギーパネルに電気的に連接し、該底台
は、該ペットハウス本体の底板下方位置に固定し、該電力使用ユニットはさらに、探知部
品、警告表示部品、ファン及び制御部品を備え、該制御部品は、該探知部品、該警告表示
部品及び該ファンにそれぞれ電気的に連接し、該探知部品は、赤外線探知、超音波探知或
いは震動式探知で、該警告表示部品は、発声部品或いは発光部品で、該底台の頂点面には
、導引板を設置し、該導引板には、第一辺及び第二辺を設置し、該底台の底部には、収容
室を形成し、さらに廃水収集ボックス及び糞便収集ボックスを設置し、該廃水収集ボック
スは、該底台の収容室内に設置し、該導引板の第一辺下方位置に接触し、該廃水収集ボッ
クスの周縁は、レシーブ縁を形成し、該廃水収集ボックス外側には、ハンドルを設置し、
該糞便収集ボックスは、該廃水収集ボックス上に載せて設置し、該導引板の第一辺位置に
接触し、該糞便収集ボックスは、接続片を突出状に設置し、該糞便収集ボックスの底部に
は、排水口を設置し、該底台は、該収容室の両側内壁上に、第一スライドレールを相対設
置し、該第一スライドレールの前方位置には、第一プーリーを設置し、該廃水収集ボック
スの両側外壁上には、該第一スライドレールと相互に対応する第二スライドレールを設置
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し、該第二スライドレールの前方位置には、第二プーリーを設置し、さらに、クリーンユ
ニットを設置し、該クリーンユニットは、該底台上に設置し、該クリーンユニットは、ス
クリュー、ガイドバー、スクレーパー及び動力部品により構成し、該スクリュー及び該ガ
イドバーは、該導引板の第一辺と第二辺との間に固定し、該スクレーパーは両側を設置し
、該スクリューは、該スクレーパーの片側に通して螺接し、該ガイドバーは、反対側に通
して接続し、該スクレーパーは、該導引板上に密着し、該動力部品は、該ソーラーエネル
ギーパネル及び制御部品に電気的に連接し、しかも該動力部品は、該スクリューに連接し
、該動力部品は、モーターであることを特徴とする。
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