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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自動的に清掃できる回転式ソーラーパネル発電
装置を提供する。
【解決手段】本体１０を含み、本体の中には第一モータ
１３が設けられ、第一モータには上下に伸びる第一回転
軸１２が伝動可能に連結され、第一回転軸の下方には第
一回転空間１７が設けられ、第一回転空間の中には第一
ラチェット車１８が設けられ、第一ラチェット車は第一
回転軸と固定的に連結し、自動的に清掃できる回転式ソ
ーラーパネル発電装置は、太陽の天空における方位に応
じ、ソーラーパネル３８の傾き程度を自動的に調節し、
ソーラーパネルを太陽光線と十分に接触させ、ソーラー
パネルの効率を向上させると同時に、ソーラーパネルの
外表面の塵を自動的に清掃することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体を含み、前記本体の中には第一モータが設けられ、前記第一モータには上下に伸びる
第一回転軸が伝動可能に連結され、前記第一回転軸の下方には第一回転空間が設けられ、
前記第一回転空間の中には第一ラチェット車が設けられ、前記第一ラチェット車は前記第
一回転軸と固定的に連結し、前記第一ラチェット車には第一伝動ベルトがスライド可能に
設けられ、前記第一ラチェット車の左側には第一プーリが設けられ、前記第一プーリは前
記第一ラチェット車と前記第一伝動ベルトにより伝動可能に連結され、前記第一プーリの
中央には上方に伸びる第二回転軸が固定的に設けられ、前記第二回転軸には第一ピンがス
ライド可能に設けられ、前記第一ピンの左側には上方に伸びる第一移動棒が固定的に設け
られ、前記第一回転軸の上方には第二回転空間が設けられ、前記第二回転空間の中には第
二ラチェット車が設けられ、前記第二ラチェット車は前記第一回転軸と固定的に連結し、
前記第二ラチェット車には第二伝動ベルトがスライド可能に設けられ、前記第二ラチェッ
ト車の右側には第一スリーブが設けられ、前記第一スリーブは前記第二ラチェット車と前
記第二伝動ベルトによりスライド可能に連結され、前記第一スリーブの中央には上下に伸
びるネジ棒がねじ山により連結され、前記第一スリーブの下方には第三回転空間が設けら
れ、前記第三回転空間の中には第二スリーブが設けられ、前記第二スリーブは前記ネジ棒
とねじ山により連結し、前記第二スリーブの右側には第二プーリが設けられ、前記第二プ
ーリには第三伝動ベルトがスライド可能に設けられ、前記第二プーリは前記第二スリーブ
と前記第三伝動ベルトにより伝動可能に連結され、前記第二プーリの中央には上方に伸び
る第三回転軸が固定的に設けられ、前記第三回転軸の上方には作業空間が設けられ、前記
作業空間の中には第一斜歯歯車が設けられ、前記第一斜歯歯車は前記第三回転軸と固定的
に連結し、前記第一斜歯歯車の後方は第二斜歯歯車と噛み合っており、前記第二斜歯歯車
の中央には後方に伸びる第四回転軸が固定的に設けられ、前記第四回転軸の後方には第四
回転空間が設けられ、前記第四回転空間の中には第三プーリが設けられ、前記第三プーリ
は前記第四回転軸と固定的に連結していることを特徴とする自動的に清掃できる回転式ソ
ーラーパネル発電装置。
【請求項２】
前記第三プーリには第四伝動ベルトがスライド可能に設けられ、前記第三プーリの上方に
は第四プーリが設けられ、前記第四プーリは前記第三プーリと前記第四伝動ベルトにより
伝動可能に連結され、前記第四プーリの中央には後方に伸びる第五回転軸が固定的に設け
られ、前記第五回転軸の後方には第三ラチェット車が固定的に設けられ、前記第三ラチェ
ット車の上方は歯車と噛み合っており、前記歯車の中央には後方に伸びる第六回転軸が固
定的に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の自動的に清掃できる回転式ソー
ラーパネル発電装置。
【請求項３】
前記第六回転軸の後方には第二モータが伝動可能に連結され、前記歯車の上方は第四ラチ
ェット車と噛み合っており、前記第四ラチェット車の前方には前方に伸びる第七回転軸が
固定的に設けられ、前記第七回転軸の前方には第五プーリが固定的に設けられ、前記第五
プーリには第五伝動ベルトがスライド可能に設けられ、前記第五プーリの上方には第六プ
ーリが設けられ、前記第六プーリは前記第五プーリと前記第五伝動ベルトにより伝動可能
に連結され、前記第六プーリの中央には前方に伸びる第八回転軸が固定的に設けられ、前
記第八回転軸には第二ピンがスライド可能に設けられていることを特徴とする請求項２に
記載の自動的に清掃できる回転式ソーラーパネル発電装置。
【請求項４】
前記第二ピンの上方には第一移動空間が設けられ、前記第一移動空間の中には左方に伸び
る第二移動棒が設けられ、前記第二移動棒は前記第二ピンと固定的に連結し、前記第二移
動棒の中央には前後に伸びる第一位置制限軸がスライド可能に設けられ、前記第一位置制
限軸は前記第一移動空間の前後壁面に固定的に設けられていることを特徴とする請求項３
に記載の自動的に清掃できる回転式ソーラーパネル発電装置。
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【請求項５】
前記ネジ棒の上方には連結棒が固定的に設けられ、前記ネジ棒の中には下方に伸びる第二
位置制限軸がスライド可能に設けられ、前記第二位置制限軸は前記本体と固定的に連結し
、前記連結棒の上方には傾斜板が設けられ、前記傾斜板の中には第五回転空間が設けられ
、前記第五回転空間の中には前後に伸びる第一連結軸が設けられ、前記第一連結軸は前記
連結棒と回転可能に連結していることを特徴とする請求項１に記載の自動的に清掃できる
回転式ソーラーパネル発電装置。
【請求項６】
前記第一連結軸の前後方には第二移動空間が設けられ、前記第一連結軸は前記第二移動空
間とスライド可能に連結し、前記第五回転空間の左側には第六回転空間が設けられ、前記
第六回転空間の中には連結円型ブロックが設けられ、前記連結円型ブロックは前記第一移
動棒と固定的に連結し、前記連結円型ブロックの中央には前後に伸びる第二連結軸が回転
可能に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の自動的に清掃できる回転式ソー
ラーパネル発電装置。
【請求項７】
前記傾斜板の上方にはソーラーパネルが固定的に設けられ、前記傾斜板の下方には清掃空
間が設けられ、前記清掃空間の中には前記第二移動棒が設けられ、前記第二移動棒の下方
にはソフトブラシが固定的に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の自動的に
清掃できる回転式ソーラーパネル発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願発明は電気エネルギーの分野に関し、具体的には自動的に清掃できる回転式ソーラー
パネル発電装置である。
【背景技術】
【０００２】
従来のソーラーパネル発電装置は、ソーラーパネルが固定されているため、傾斜角度を調
整することができなく、太陽が時間によって異なる方位にあり、固定式ソーラーパネルは
太陽光を十分に受けることができなく、自動的に清掃できる回転式ソーラーパネル発電装
置を設計し、上述の問題を解决する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】中国特許出願公開第１０５１８６９９８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本願発明の目的は、自動的に清掃できる回転式ソーラーパネル発電装置を提供することに
より、上記の技術欠点を克服し、装置の実用性を向上させる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記の課題を解決するため、本願発明は以下の技術プランを採用する：本体を含み、前記
本体の中には第一モータが設けられ、前記第一モータには上下に伸びる第一回転軸が伝動
可能に連結され、前記第一回転軸の下方には第一回転空間が設けられ、前記第一回転空間
の中には第一ラチェット車が設けられ、前記第一ラチェット車は前記第一回転軸と固定的
に連結し、前記第一ラチェット車には第一伝動ベルトがスライド可能に設けられ、前記第
一ラチェット車の左側には第一プーリが設けられ、前記第一プーリは前記第一ラチェット
車と前記第一伝動ベルトにより伝動可能に連結され、前記第一プーリの中央には上方に伸
びる第二回転軸が固定的に設けられ、前記第二回転軸には第一ピンがスライド可能に設け
られ、前記第一ピンの左側には上方に伸びる第一移動棒が固定的に設けられ、前記第一回
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転軸の上方には第二回転空間が設けられ、前記第二回転空間の中には第二ラチェット車が
設けられ、前記第二ラチェット車は前記第一回転軸と固定的に連結し、前記第二ラチェッ
ト車には第二伝動ベルトがスライド可能に設けられ、前記第二ラチェット車の右側には第
一スリーブが設けられ、前記第一スリーブは前記第二ラチェット車と前記第二伝動ベルト
によりスライド可能に連結され、前記第一スリーブの中央には上下に伸びるネジ棒がねじ
山により連結され、前記第一スリーブの下方には第三回転空間が設けられ、前記第三回転
空間の中には第二スリーブが設けられ、前記第二スリーブは前記ネジ棒とねじ山により連
結し、前記第二スリーブの右側には第二プーリが設けられ、前記第二プーリには第三伝動
ベルトがスライド可能に設けられ、前記第二プーリは前記第二スリーブと前記第三伝動ベ
ルトにより伝動可能に連結され、前記第二プーリの中央には上方に伸びる第三回転軸が固
定的に設けられ、前記第三回転軸の上方には作業空間が設けられ、前記作業空間の中には
第一斜歯歯車が設けられ、前記第一斜歯歯車は前記第三回転軸と固定的に連結し、前記第
一斜歯歯車の後方は第二斜歯歯車と噛み合っており、前記第二斜歯歯車の中央には後方に
伸びる第四回転軸が固定的に設けられ、前記第四回転軸の後方には第四回転空間が設けら
れ、前記第四回転空間の中には第三プーリが設けられ、前記第三プーリは前記第四回転軸
と固定的に連結している。
【０００６】
更の技術プラン、前記第三プーリには第四伝動ベルトがスライド可能に設けられ、前記第
三プーリの上方には第四プーリが設けられ、前記第四プーリは前記第三プーリと前記第四
伝動ベルトにより伝動可能に連結され、前記第四プーリの中央には後方に伸びる第五回転
軸が固定的に設けられ、前記第五回転軸の後方には第三ラチェット車が固定的に設けられ
、前記第三ラチェット車の上方は歯車と噛み合っており、前記歯車の中央には後方に伸び
る第六回転軸が固定的に設けられている。
【０００７】
更の技術プラン、前記第六回転軸の後方には第二モータが伝動可能に連結され、前記歯車
の上方は第四ラチェット車と噛み合っており、前記第四ラチェット車の前方には前方に伸
びる第七回転軸が固定的に設けられ、前記第七回転軸の前方には第五プーリが固定的に設
けられ、前記第五プーリには第五伝動ベルトがスライド可能に設けられ、前記第五プーリ
の上方には第六プーリが設けられ、前記第六プーリは前記第五プーリと前記第五伝動ベル
トにより伝動可能に連結され、前記第六プーリの中央には前方に伸びる第八回転軸が固定
的に設けられ、前記第八回転軸には第二ピンがスライド可能に設けられている。
【０００８】
更の技術プラン、前記第二ピンの上方には第一移動空間が設けられ、前記第一移動空間の
中には左方に伸びる第二移動棒が設けられ、前記第二移動棒は前記第二ピンと固定的に連
結し、前記第二移動棒の中央には前後に伸びる第一位置制限軸がスライド可能に設けられ
、前記第一位置制限軸は前記第一移動空間の前後壁面に固定的に設けられている。
【０００９】
更の技術プラン、前記ネジ棒の上方には連結棒が固定的に設けられ、前記ネジ棒の中には
下方に伸びる第二位置制限軸がスライド可能に設けられ、前記第二位置制限軸は前記本体
と固定的に連結し、前記連結棒の上方には傾斜板が設けられ、前記傾斜板の中には第五回
転空間が設けられ、前記第五回転空間の中には前後に伸びる第一連結軸が設けられ、前記
第一連結軸は前記連結棒と回転可能に連結している。
【００１０】
更の技術プラン、前記第一連結軸の前後方には第二移動空間が設けられ、前記第一連結軸
は前記第二移動空間とスライド可能に連結し、前記第五回転空間の左側には第六回転空間
が設けられ、前記第六回転空間の中には連結円型ブロックが設けられ、前記連結円型ブロ
ックは前記第一移動棒と固定的に連結し、前記連結円型ブロックの中央には前後に伸びる
第二連結軸が回転可能に設けられている。
【００１１】
更の技術プラン、前記傾斜板の上方にはソーラーパネルが固定的に設けられ、前記傾斜板
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の下方には清掃空間が設けられ、前記清掃空間の中には前記第二移動棒が設けられ、前記
第二移動棒の下方にはソフトブラシが固定的に設けられている。
【発明の効果】
【００１２】
本願発明が提供する自動的に清掃できる回転式ソーラーパネル発電装置は、太陽の天空に
おける方位に応じ、ソーラーパネルの傾き程度を自動的に調節し、ソーラーパネルを太陽
光線と十分に接触させ、ソーラーパネルの効率を向上させると同時に、本願発明はソーラ
ーパネルの外表面の塵を自動的に清掃することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
下記に図１～３をあわせて本願発明について詳しく説明し、便利に説明するために、下記
の方向を以下のように規定する：図１は本願発明装置の正面図であり、以下に述べる上下
左右前後の方向と図１の自身投影関係の上下左右前後の方向とが一致である。
【００１４】
【図１】図１は本願発明の自動的に清掃できる回転式ソーラーパネル発電装置の全体構成
模式図
【図２】図２は図１におけるＡ―Ａの構成模式図
【図３】図３は図２におけるＢ部の構成拡大模式図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
ここでは図１～３を参照し、本願発明の自動的に清掃できる回転式ソーラーパネル発電装
置は本体１０を含み、前記本体１０の中には第一モータ１３が設けられ、前記第一モータ
１３には上下に伸びる第一回転軸１２が伝動可能に連結され、前記第一回転軸１２の下方
には第一回転空間１７が設けられ、前記第一回転空間１７の中には第一ラチェット車１８
が設けられ、前記第一ラチェット車１８は前記第一回転軸１２と固定的に連結し、前記第
一ラチェット車１８には第一伝動ベルト１５がスライド可能に設けられ、前記第一ラチェ
ット車１８の左側には第一プーリ１６が設けられ、前記第一プーリ１６は前記第一ラチェ
ット車１８と前記第一伝動ベルト１５により伝動可能に連結され、前記第一プーリ１６の
中央には上方に伸びる第二回転軸１４が固定的に設けられ、前記第二回転軸１４には第一
ピン１１がスライド可能に設けられ、前記第一ピン１１の左側には上方に伸びる第一移動
棒４２が固定的に設けられ、前記第一回転軸１２の上方には第二回転空間６２が設けられ
、前記第二回転空間６２の中には第二ラチェット車６３が設けられ、前記第二ラチェット
車６３は前記第一回転軸１２と固定的に連結し、前記第二ラチェット車６３には第二伝動
ベルト２８がスライド可能に設けられ、前記第二ラチェット車６３の右側には第一スリー
ブ２９が設けられ、前記第一スリーブ２９は前記第二ラチェット車６３と前記第二伝動ベ
ルト２８によりスライド可能に連結され、前記第一スリーブ２９の中央には上下に伸びる
ネジ棒３２がねじ山により連結され、前記第一スリーブ２９の下方には第三回転空間２１
が設けられ、前記第三回転空間２１の中には第二スリーブ２０が設けられ、前記第二スリ
ーブ２０は前記ネジ棒３２とねじ山により連結し、前記第二スリーブ２０の右側には第二
プーリ２３が設けられ、前記第二プーリ２３には第三伝動ベルト２４がスライド可能に設
けられ、前記第二プーリ２３は前記第二スリーブ２０と前記第三伝動ベルト２４により伝
動可能に連結され、前記第二プーリ２３の中央には上方に伸びる第三回転軸２２が固定的
に設けられ、前記第三回転軸２２の上方には作業空間２７が設けられ、前記作業空間２７
の中には第一斜歯歯車２５が設けられ、前記第一斜歯歯車２５は前記第三回転軸２２と固
定的に連結し、前記第一斜歯歯車２５の後方は第二斜歯歯車２６と噛み合っており、前記
第二斜歯歯車２６の中央には後方に伸びる第四回転軸５０が固定的に設けられ、前記第四
回転軸５０の後方には第四回転空間５６が設けられ、前記第四回転空間５６の中には第三
プーリ４８が設けられ、前記第三プーリ４８は前記第四回転軸５０と固定的に連結してい
る。
【００１６】
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好ましくは、前記第三プーリ４８には第四伝動ベルト４９がスライド可能に設けられ、前
記第三プーリ４８の上方には第四プーリ５５が設けられ、前記第四プーリ５５は前記第三
プーリ４８と前記第四伝動ベルト４９により伝動可能に連結され、前記第四プーリ５５の
中央には後方に伸びる第五回転軸５４が固定的に設けられ、前記第五回転軸５４の後方に
は第三ラチェット車５３が固定的に設けられ、前記第三ラチェット車５３の上方は歯車６
０と噛み合っており、前記歯車６０の中央には後方に伸びる第六回転軸５２が固定的に設
けられている。
【００１７】
好ましくは、前記第六回転軸５２の後方には第二モータ５１が伝動可能に連結され、前記
歯車６０の上方は第四ラチェット車５９と噛み合っており、前記第四ラチェット車５９の
前方には前方に伸びる第七回転軸５７が固定的に設けられ、前記第七回転軸５７の前方に
は第五プーリ５８が固定的に設けられ、前記第五プーリ５８には第五伝動ベルト４６がス
ライド可能に設けられ、前記第五プーリ５８の上方には第六プーリ４７が設けられ、前記
第六プーリ４７は前記第五プーリ５８と前記第五伝動ベルト４６により伝動可能に連結さ
れ、前記第六プーリ４７の中央には前方に伸びる第八回転軸３０が固定的に設けられ、前
記第八回転軸３０には第二ピン４５がスライド可能に設けられている。
【００１８】
好ましくは、前記第二ピン４５の上方には第一移動空間６１が設けられ、前記第一移動空
間６１の中には左方に伸びる第二移動棒４４が設けられ、前記第二移動棒４４は前記第二
ピン４５と固定的に連結し、前記第二移動棒４４の中央には前後に伸びる第一位置制限軸
３１がスライド可能に設けられ、前記第一位置制限軸３１は前記第一移動空間６１の前後
壁面に固定的に設けられている。
【００１９】
好ましくは、前記ネジ棒３２の上方には連結棒３３が固定的に設けられ、前記ネジ棒３２
の中には下方に伸びる第二位置制限軸１９がスライド可能に設けられ、前記第二位置制限
軸１９は前記本体１０と固定的に連結し、前記連結棒３３の上方には傾斜板３９が設けら
れ、前記傾斜板３９の中には第五回転空間３５が設けられ、前記第五回転空間３５の中に
は前後に伸びる第一連結軸３４が設けられ、前記第一連結軸３４は前記連結棒３３と回転
可能に連結している。
【００２０】
好ましくは、前記第一連結軸３４の前後方には第二移動空間３６が設けられ、前記第一連
結軸３４は前記第二移動空間３６とスライド可能に連結し、前記第五回転空間３５の左側
には第六回転空間３７が設けられ、前記第六回転空間３７の中には連結円型ブロック４０
が設けられ、前記連結円型ブロック４０は前記第一移動棒４２と固定的に連結し、前記連
結円型ブロック４０の中央には前後に伸びる第二連結軸４１が回転可能に設けられている
。
【００２１】
好ましくは、前記傾斜板３９の上方にはソーラーパネル３８が固定的に設けられ、前記傾
斜板３９の下方には清掃空間６４が設けられ、前記清掃空間６４の中には前記第二移動棒
４４が設けられ、前記第二移動棒４４の下方にはソフトブラシ４３が固定的に設けられて
いる。
【００２２】
本実施例の前記固定連結方法はボルト固定と融接などの方法を含むが、これらに限らない
。
【００２３】
本願発明の全体の機械的作業の流れ：
１．本願発明が静止状態にあるとき、傾斜板３９は本体１０の上方に位置し、傾斜板３９
が水平に置かれ、第二移動棒４４は清掃空間６４の中の最後方に位置し、本願発明が始動
されると、ソーラーパネル３８を振れさせて太陽と正対させる必要があり、ソーラーパネ
ル３８を左方に振れさせることが必要とされると、第一モータ１３を起動し、第一モータ
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、第二ラチェット車６３は第一スリーブ２９を回転させ、第一スリーブ２９はネジ棒３２
を上方に移動させ、ネジ棒３２は上方に移動して連結棒３３を上方に移動させ、連結棒３
３は上方に移動して傾斜板３９の右側を上昇させて左側を下降させ、傾斜板３９を左側に
振れさせることにより、ソーラーパネル３８は左側に振れ、
２．ソーラーパネル３８を左側に振れさせる必要があるとき、第二モータ５１が始動され
、第二モータ５１は正回転して第六回転軸５２を回転させ、第六回転軸５２は歯車６０を
回転させ、歯車６０は第三ラチェット車５３を回転させ、　第三ラチェット歯車５３は第
五回転軸５４を回転させ、第五回転軸５４は第四プーリ５５を回転させ、第四プーリ５５
は第三プーリ４８を回転させ、第三プーリ４８は第四回転軸５０を回転させ、第四回転軸
５０は第二斜歯歯車２６を回転させ、第二斜歯歯車２６は第一斜歯歯車２５を回転させ、
３．第一斜歯歯車２５は第三回転軸２２を回転させ、第三回転軸２２は第二プーリ２３を
回転させ、第二プーリ２３は第二スリーブ２０を回転させ、第二スリーブ２０は回転して
ネジ棒３２を下方に移動させ、ネジ棒３２は下方に移動して連結棒３３を下方に移動させ
、連結棒３３は下方に移動して傾斜板３９の右側を下方に移動させ、傾斜板３９の左側が
上昇することにより、傾斜板３９が右側に振れ、ソーラーパネル３８を右側に振れさせる
ことにより、ソーラーパネルの傾斜方向をコントロールすることを実現し、ソーラーパネ
ルが太陽光の照射方向と正対することができ、
４．ソーラーパネルの表面を清掃する時、第一モータ１３を始動し、第一モータ１３が逆
回転して第一回転軸１２を逆回転させ、第一回転軸１２が逆回転して第一ラチェット車１
８を回転させ、第一ラチェット車１８が第一プーリ１６を回転させ、第一プーリ１６が第
二回転軸１４を回転させ、第二回転軸１４は第一ピン１１を下方に移動させ、第一ピン１
１は下方に移動して第一移動棒４２を下方に移動させ、第一移動棒４２は下方に移動して
連結円型ブロック４０を下方に移動させ、
５．連結円型ブロック４０は下方に移動して傾斜板３９を下方に移動させ、傾斜板３９は
下方に移動してソーラーパネル３８を下方に移動させ、ソーラーパネル３８が完全に下方
に清掃空間６４の中に移動すると、第一モータ１３を止め、第二モータ５１を始動し、第
二モータ５１が逆回転して第六回転軸５２を逆回転させ、第六回転軸５２は逆回転して歯
車６０を回転させ、歯車６０は回転して第四ラチェット車５９を回転させ、第四ラチェッ
ト車５９は第七回転軸５７を回転させ、第七回転軸３７は第五プーリ５８を回転させ、第
五プーリ５８は第六プーリ４７を回転させ、
６．第六プーリ４７は第八回転軸３０を回転させ、第八回転軸３０は回転して第二ピン４
５を前後方に往復移動させ、第二ピン４５は前後方に往復移動して第二移動棒４４を前後
に往復運動させ、第二移動棒４４が前後に往復運動してソフトブラシ４３を前後に往復運
動させ、ソフトブラシ４３はソーラーパネル３８の上表面と接触することにより、ソフト
ブラシ４３はソーラーパネル３８の表面にある埃を清掃し、ソーラーパネル３８の表面清
掃機能を実現し、
７．清掃が終わると、第一モータ１３が始動されて逆回転し、それにより第一ピン１１は
最低点まで下降した後、第一ピン１１はまた上方に移動し、最終的にはソーラーパネル３
８を上方に移動させて元の位置に戻らせる。
【００２４】
上記方式により、本分野の当業者は本願発明の範囲内で作動状況に応じて各種な改変を加
えられる。
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