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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングを含み、前記ハウジングの中には投げ入れ空間と、排水空間と、押し空間及
び駆動空間が設置され、前記押し空間の中にはサムホイール機構が設置され、前記サムホ
イール機構は前記押し空間の後端壁と回転できるように連結された第一歯車軸を含み、前
記第一歯車軸の前端面には回し盤が固定的に設置され、前記回し盤には円柱ピンが固定的
に設置され、前記回し盤の後側には前記第一歯車軸と固定的に連結された伝動傘歯車が設
置され、前記伝動傘歯車の後側には前記第一歯車軸と固定的に連結された第一プーリーが
設置され、前記押し空間の上側の後端壁には第二歯車軸が回転できるように連結され、前
記第二歯車軸には第二プーリーが固定的に設置され、前記第二プーリーと前記第一プーリ
ーとの間には第一伝動ベルトが連結され、前記押し空間の中には左右にスライドできる押
しロッドが設置され、前記押しロッドが前記回し盤の上側に位置しており、前記回し盤に
ある前記円柱ピンが前記押しロッドを押して右方へ移動させ、これにより前記投げ入れ空
間の中のろ過網の上端面にある野菊を乾燥空間の中に押して乾燥し、前記投げ入れ空間の
中には染み機構が設置され、前記投げ入れ空間の下端壁には前記ろ過網が設置され、前記
投げ入れ空間の中には押しブロックが設置され、前記押しブロックがろ過網の上端面にあ
る野菊を絞ることができ、前記駆動空間の中には駆動機構が設置され、前記駆動機構が伝
動機構の作動を駆動でき、前記駆動空間の右端壁の中には送り空間が設置され、前記送り
空間の中には送りベルトが設置され、前記送りベルトが乾燥された野菊を保存ボックスの
中に送ることができ、
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　前記サムホイール機構は前記押し空間の下端壁に固定された第一モーターを含み、前記
第一モーターには第一モーター軸があり、前記第一モーター軸の上端には第一傘歯車が固
定的に設置され、前記伝動傘歯車が前記第一傘歯車と噛み合っており、前記伝動傘歯車の
上側には前記押し空間の後端壁と回転できるように連結された第三歯車軸が設置され、前
記第三歯車軸の右下側には前記押し空間の後端壁と回転できるように連結された第四歯車
軸が設置され、前記第二プーリーの後側には前記第二歯車軸と固定的に連結された第一扇
形歯車が設置され、前記第三歯車軸には第三プーリーと第二扇形歯車が固定的に設置され
、前記第三プーリーが第二扇形歯車の前側に位置しており、前記第四歯車軸には第四プー
リーと第三扇形歯車が固定的に設置され、前記第三扇形歯車が前記第四プーリーの後側に
位置しており、前記第四プーリーと前記第三プーリーとの間には第二伝動ベルトが連結さ
れ、前記押しロッドと前記押し空間の右端壁との間には第一ばねが連結され、前記押し空
間の中には止め板が設置され、前記止め板の左端には固定板が固定的に設置され、前記固
定板と前記押し空間の右端壁との間には第二ばねが設置され、前記固定板が引き紐と固定
的に連結され、前記押しロッドの下端面には前記押し空間の右端壁と固定された定位ピン
ブロックが設置され、前記定位ピンブロックの前端面の下側には回転軸が回転できるよう
に連結され、前記回転軸には押し動かしブロックが固定的に設置され、前記押し動かしブ
ロックの中にはスライド空間が設置され、前記スライド空間の上端壁には前記定位ピンブ
ロックの前端面と固定された定位ブロックが設置され、前記定位ブロックと前記スライド
空間の下端壁との間には第三ばねが固定的に設置され、前記定位ピンブロックの上側には
下方に開口したスライドブロック空間が設置され、前記スライドブロック空間の上端壁に
は第四ばねが固定的に設置され、前記第四ばねの下端にはスライドブロックが固定的に設
置され、前記スライドブロックの下端面が前記押し動かしブロックの上端面に位置してお
り、前記スライドブロックの中には位置固定ピン空間が嵌めるように設置され、前記位置
固定ピン空間の中には右端が前記位置固定ピン空間の右端壁を貫通した位置固定ピンがス
ライドできるように連結され、前記位置固定ピンの右端が第一補助押し空間の中に位置し
ており、前記位置固定ピンの右端面には前記位置固定ピン空間の左端壁と固定された第五
ばねが固定的に設置され、
　前記染み機構はまた前記ろ過網の下端面の左側に固定された第一補助押しブロックを含
み、前記ろ過網の下端面の右側には第二補助押しブロックが固定的に設置され、前記第一
補助押しブロックの左端面には左方に開口した位置固定溝が形成され、前記第一補助押し
ブロックの下端面には前記第一補助押し空間が設置され、前記第一補助押し空間の下端壁
と前記第一補助押しブロックの下端面との間には第六ばねが固定的に設置され、前記第一
補助押しブロックの下端面にはスライドロッドが固定的に設置され、前記スライドロッド
が前記押し空間の右端壁と密接し、前記第二補助押しブロックの下端面には第二補助押し
空間が設置され、前記第二補助押しブロックの下端面と前記第二補助押し空間の下端壁と
の間には第七ばねが固定的に設置され、前記第二補助押し空間の下端壁の中にはセンサー
が嵌めるように設置され、前記押しブロックの左端面には第一固定ブロックが固定的に設
置され、前記第一固定ブロックの後端面には補助押しロッドが固定的に設置され、前記第
一固定ブロックの左端面には前記引き紐が固定的に設置され、前記補助押しロッドの前端
面には第五歯車軸が回転できるように設置され、前記第五歯車軸には平歯車が固定的に設
置され、前記第一固定ブロックの左端面には引き紐空間が設置され、前記引き紐空間の後
端壁には滑車軸が回転できるように連結され、前記滑車軸には滑車が固定的に設置され、
前記第一固定ブロックの左端面には前記引き紐が固定的に連結され、
　前記駆動機構は前記駆動空間の下端壁と固定的に連結された第二モーターを含み、前記
第二モーターの上端面には第二モーター軸が回転できるように連結され、前記第二モータ
ー軸の上端には第二傘歯車が固定的に設置され、前記第二傘歯車の上側には前記駆動空間
の後端壁と回転できるように連結された第二ローリング軸が設置され、前記第二ローリン
グ軸には第一ローラーと駆動傘歯車が固定的に設置され、前記第一ローラーが前記駆動傘
歯車の前側に位置しており、前記駆動空間の中には右端が前記送り空間の中に位置した第
二伝動軸が回転できるように設置され、前記第二伝動軸の左端面には第一伝動傘歯車が固
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定的に設置され、前記第二伝動軸の右端面には第二伝動傘歯車が固定的に設置され、前記
第二伝動傘歯車と前記第三伝動傘歯車とが噛み合っており、前記第二傘歯車が前記第一伝
動傘歯車と前記駆動傘歯車と噛み合っており、
　前記伝動機構は前記送り空間の上端壁の中に位置した乾燥空間を含み、前記乾燥空間の
後端壁には乾燥装置が固定的に設置され、前記乾燥空間と前記投げ入れ空間とは入り溝に
よって連通され、前記乾燥空間の右端壁には第二固定ブロックが固定的に連結され、前記
第二固定ブロックの上端面と前記乾燥空間の上端壁との間には風力機器が固定的に設置さ
れ、前記風力機器の右側には外部と連通したスポンジ網が設置され、前記第二固定ブロッ
クの下端面にはスクレーパーが固定的に設置され、前記伝動空間の上端壁には上端が前記
乾燥空間の中に位置した第一伝動軸が回転できるように設置され、前記第一伝動軸の上端
面には押しナイフ柄が固定的に設置され、前記押しナイフ柄の左右端面には押しナイフが
対称に且つ固定的に設置され、前記第一伝動軸の下端面には第三伝動傘歯車が固定的に設
置され、
　前記ハウジングの右端面の下側には前記保存ボックスが嵌めるように設置され、
　浸されたあとに残された野菊を前記投げ入れ空間に入れて前記染み機構まで至らせ、前
記染み機構の中の前記ろ過網が野菊に残った過剰な水を前記排水空間まで絞り出して下水
道に排出し、前記ろ過網に多くの野菊がたまると、前記ろ過網の下端面の左側の前記第一
補助押しブロックが前記第六ばねを前記第一補助押し空間の下端壁まで押し、前記ろ過網
の下端面の右側の前記第二補助押しブロックが前記第七ばねを前記第二補助押し空間の下
端壁まで押し、前記ろ過網の下端面の左側の前記第一補助押しブロックの左端面の前記位
置固定溝が前記位置固定ピンと連結され、前記第一補助押しブロックが前記スライドロッ
ドを下方へ移動させ、前記スライドロッドが前記押し空間の下端壁と押し空間の右端壁に
固定された電源座の中に挿入され、前記押し空間の中の前記第一モーターが通電して始動
され、前記サムホイール機構を作動させ、前記ろ過網の下端面の右側の前記第二補助押し
ブロックが前記第七ばねを前記第二補助押し空間の下端壁まで押し、前記センサーが前記
第二補助押しブロックの下端面を検知し、前記駆動空間の中の前記第二モーターが始動さ
れ、前記駆動機構を作動させ、
　前記押し空間の中の前記サムホイール機構が作動するとき、前記サムホイール機構の中
の前記第一モーターが前記第一モーター軸により前記第一傘歯車を回転させ、前記伝動傘
歯車が前記回し盤と前記第一プーリーを回転させ、前記伝動傘歯車が一番目の二分の一周
り回転するとき、前記第一プーリーが前記第一伝動ベルトにより前記第二プーリーを回転
させ、前記第二プーリーが前記第二歯車軸により前記第一扇形歯車を回転させ、前記第一
扇形歯車が前記第二扇形歯車を回転させ、前記第二扇形歯車が前記第三歯車軸により前記
第三プーリーを回転させ、前記第三プーリーが前記第二伝動ベルトにより前記第四プーリ
ーを回転させ、前記第四プーリーが前記第四歯車軸により前記第三扇形歯車を回転させ、
前記第三扇形歯車が前記平歯車を回転させ、前記平歯車が前記第五歯車軸により前記補助
押しロッドを回転させ、前記補助押しロッドが前記第一固定ブロックにより前記押しブロ
ックを時計回りに四分の一周り回転させ、前記押しブロックが野菊に残った過剰な水を前
記ろ過網により前記排水空間まで絞り出して下水道に排出し、前記第一固定ブロックの左
端面の前記引き紐が前記引き紐空間の上端壁の左側に固定された前記滑車軸と回転できる
ように連結された前記滑車により前記止め板を引いて前記投げ入れ空間に移動させ、押前
記しブロックが前記ろ過網の上端面まで押すとき、前記滑車が止め板を引いて前記投げ入
れ空間に入らせて止め作業を行わせるとき、浸されたあとに残された野菊を入れ、前記伝
動傘歯車が二番目の二分の一周り回転するとき、前記第一扇形歯車が前記第二扇形歯車と
の噛合から離脱し、前記第三歯車軸が前記ねじりばねにより復帰し、前記第二扇形歯車が
前記第三歯車軸により前記第三プーリーを回転させ、前記第三プーリーが前記第二伝動ベ
ルトにより前記第四プーリーを回転させ、前記第四プーリーが前記第四歯車軸により前記
第三扇形歯車を回転させ、前記第三扇形歯車が前記平歯車を回転させ、前記平歯車が前記
第五歯車軸により前記補助押しロッドを回転させて前記引き紐空間の中に戻させ、前記補
助押しロッドが前記第一固定ブロックにより前記押しブロックを反時計回りに四分の一周
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り回転させ、前記止め板が前記第二ばねにより前記押し空間の中に戻り、前記伝動傘歯車
が前記回し盤にある前記円柱ピンを回転させ、前記円柱ピンが時計回りに回転して前記押
しロッドを押し、前記押しロッドが前記投げ入れ空間に向いて右方へ前記第一ばねを押し
て圧縮し、前記ろ過網に残った野菊を前記入り溝により前記乾燥空間の中に押して乾燥作
業を行い、前記円柱ピンが続けて時計回りに回転して前記押しロッドから離脱し、前記第
一ばねの作用により前記押しロッドが前記押し空間の中に戻り、前記円柱ピンが前記押し
ロッドを離脱した後前記押し動かしブロックを押して前記回転軸を中心として反時計回り
に回転させ、前記スライドブロックを押して上方へスライドさせて前記第四ばねを圧縮し
、前記スライドブロックが前記位置固定ピンを上方へ移動させ、前記位置固定ピンが上方
へ移動する過程で前記ハウジングの抵抗力を受けて左方へ移動して前記位置固定溝から離
脱して前記位置固定ピン空間の中に入って前記第五ばねを圧縮し、前記円柱ピンが続けて
時計回りに回転して前記押し動かしブロックから離脱し、前記押し動かしブロックを反時
計回りに回転させなくなり、前記第三ばねの弾力作用により前記押し動かしブロックが時
計回りに初期位置まで回転し、前記位置固定ピンが既に前記位置固定溝から離脱して前記
第一補助押しブロックの移動を制限しなくなるため、前記第六ばねと前記第七ばねの弾力
作用により前記第一補助押しブロックが上方へ移動し、これにより前記ろ過網を上方へ移
動させて初期位置に戻させ、前記第一補助押しブロックが上方へ移動して前記スライドロ
ッドを前記電源座から離脱させ、前記押し空間の中の前記サムホイール機構が作動を停止
し、
　前記押し空間の中の前記サムホイール機構が作動し且つ前記駆動空間の中の前記駆動機
構が作動するとき、前記駆動空間の中の前記第二モーターが前記第二モーター軸により前
記第二傘歯車を回転させ、前記第二傘歯車が前記駆動傘歯車を伝動させることにより前記
第一伝動傘歯車を回転させ、前記駆動傘歯車が前記第二ローリング軸により前記第一ロー
ラーを回転させ、前記第一ローラーが前記送りベルトにより前記第二ローラーを回転させ
、前記第一伝動傘歯車が前記第二伝動軸により前記第二伝動傘歯車を回転させ、前記第二
伝動傘歯車が前記第三伝動傘歯車を回転させ、前記第三伝動傘歯車が前記第一伝動軸によ
り前記押しナイフ柄を回転させ、前記押しナイフ柄が前記押しナイフを回転させ、前記ス
クレーパーにより前記押しナイフの上端面にたまっている野菊を前記乾燥空間の下端壁に
こすり落とし、前記乾燥装置が前記押しナイフに駆動されて回転している野菊を乾燥し、
前記風力機器が残りの野菊を乾燥し、野菊の香りが前記スポンジ網により外部に排出され
て空気を浄化し、乾燥された野菊が前記押しナイフの回転により前記押しナイフ柄に近づ
いて前記送り空間の中の前記送りベルトに落ち、前記送りベルトが野菊を前記保存ボック
スの中に送って保存し、前記センサーが設置した時間になると、前記第二モーターが作動
を停止し、次回の作動を待つことを特徴とする漢方薬のリサイクルに対する環境保護装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は漢方薬リサイクル分野を取り上げて、具体的には漢方薬のリサイクルに対する
環境保護装置である。
【背景技術】
【０００２】
　野菊はよく見える漢方薬の一つであり、解熱と解毒の効果を持ち、肝臓の火やのどの痛
みに適し、野菊茶は夏にハーブティーの一種としてよく使用され、熱を冷やし、浸した残
りの花を植物の根に置けば植物の成長を促し、残りの花を乾燥して包むと空気が新鮮にな
り、蚊よけの機能を持ち、しかし、現在多くの人は野菊茶を飲んだ後、残りの野菊を直接
に捨て、無駄になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】中国特許出願公開第１０８１８５７５４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明が解決しようとする技術問題は漢方薬のリサイクルに対する環境保護装置を提
供し、野菊茶を飲んだ後、残りの野菊を直接に捨てるという問題を克服する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は以下の技術プランを通じて実現する。
【０００６】
　漢方薬のリサイクルに対する環境保護装置は、ハウジングを含み、前記ハウジングの中
には投げ入れ空間と、排水空間と、押し空間及び駆動空間が設置され、前記押し空間の中
にはサムホイール機構が設置され、前記サムホイール機構は前記押し空間の後端壁と回転
できるように連結された第一歯車軸を含み、前記第一歯車軸の前端面には回し盤が固定的
に設置され、前記回し盤には円柱ピンが固定的に設置され、前記回し盤の後側には前記第
一歯車軸と固定的に連結された伝動傘歯車が設置され、前記伝動傘歯車の後側には前記第
一歯車軸と固定的に連結された第一プーリーが設置され、前記押し空間の上側の後端壁に
は第二歯車軸が回転できるように連結され、前記第二歯車軸には第二プーリーが固定的に
設置され、前記第二プーリーと前記第一プーリーとの間には第一伝動ベルトが連結され、
前記押し空間の中には左右にスライドできる押しロッドが設置され、前記押しロッドが前
記回し盤の上側に位置しており、前記回し盤にある前記円柱ピンが前記押しロッドを押し
て右方へ移動させ、これにより前記投げ入れ空間の中のろ過網の上端面にある野菊を乾燥
空間の中に押して乾燥し、前記投げ入れ空間の中には染み機構が設置され、前記投げ入れ
空間の下端壁には前記ろ過網が設置され、前記投げ入れ空間の中には押しブロックが設置
され、前記押しブロックがろ過網の上端面にある野菊を絞ることができ、前記駆動空間の
中には駆動機構が設置され、前記駆動機構が伝動機構の作動を駆動でき、前記駆動空間の
右端壁の中には送り空間が設置され、前記送り空間の中には送りベルトが設置され、前記
送りベルトが乾燥された野菊を保存ボックスの中に送ることができる。
【０００７】
　優選的には、前記サムホイール機構は前記押し空間の下端壁に固定された第一モーター
を含み、前記第一モーターには第一モーター軸があり、前記第一モーター軸の上端には第
一傘歯車が固定的に設置され、前記伝動傘歯車が前記第一傘歯車と噛み合っており、前記
伝動傘歯車の上側には前記押し空間の後端壁と回転できるように連結された第三歯車軸が
設置され、前記第三歯車軸の右下側には前記押し空間の後端壁と回転できるように連結さ
れた第四歯車軸が設置され、前記第二プーリーの後側には前記第二歯車軸と固定的に連結
された第一扇形歯車が設置され、前記第三歯車軸には第三プーリーと第二扇形歯車が固定
的に設置され、前記第三プーリーが第二扇形歯車の前側に位置しており、前記第四歯車軸
には第四プーリーと第三扇形歯車が固定的に設置され、前記第三扇形歯車が前記第四プー
リーの後側に位置しており、前記第四プーリーと前記第三プーリーとの間には第二伝動ベ
ルトが連結され、前記押しロッドと前記押し空間の右端壁との間には第一ばねが連結され
、前記押し空間の中には止め板が設置され、前記止め板の左端には固定板が固定的に設置
され、前記固定板と前記押し空間の右端壁との間には第二ばねが設置され、前記固定板が
引き紐と固定的に連結され、前記押しロッドの下端面には前記押し空間の右端壁と固定さ
れた定位ピンブロックが設置され、前記定位ピンブロックの前端面の下側には回転軸が回
転できるように連結され、前記回転軸には押し動かしブロックが固定的に設置され、前記
押し動かしブロックの中にはスライド空間が設置され、前記スライド空間の上端壁には前
記定位ピンブロックの前端面と固定された定位ブロックが設置され、前記定位ブロックと
前記スライド空間の下端壁との間には第三ばねが固定的に設置され、前記定位ピンブロッ
クの上側には下方に開口したスライドブロック空間が設置され、前記スライドブロック空
間の上端壁には第四ばねが固定的に設置され、前記第四ばねの下端にはスライドブロック
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が固定的に設置され、前記スライドブロックの下端面が前記押し動かしブロックの上端面
に位置しており、前記スライドブロックの中には位置固定ピン空間が嵌めるように設置さ
れ、前記位置固定ピン空間の中には右端が前記位置固定ピン空間の右端壁を貫通した位置
固定ピンがスライドできるように連結され、前記位置固定ピンの右端が第一補助押し空間
の中に位置しており、前記位置固定ピンの右端面には前記位置固定ピン空間の左端壁と固
定された第五ばねが固定的に設置されている。
【０００８】
　優選的には、前記染み機構はまた前記ろ過網の下端面の左側に固定された第一補助押し
ブロックを含み、前記ろ過網の下端面の右側には第二補助押しブロックが固定的に設置さ
れ、前記第一補助押しブロックの左端面には左方に開口した位置固定溝が形成され、前記
第一補助押しブロックの下端面には前記第一補助押し空間が設置され、前記第一補助押し
空間の下端壁と前記第一補助押しブロックの下端面との間には第六ばねが固定的に設置さ
れ、前記第一補助押しブロックの下端面にはスライドロッドが固定的に設置され、前記ス
ライドロッドが前記押し空間の右端壁と密接し、前記第二補助押しブロックの下端面には
第二補助押し空間が設置され、前記第二補助押しブロックの下端面と前記第二補助押し空
間の下端壁との間には第七ばねが固定的に設置され、前記第二補助押し空間の下端壁の中
にはセンサーが嵌めるように設置され、前記押しブロックの左端面には第一固定ブロック
が固定的に設置され、前記第一固定ブロックの後端面には補助押しロッドが固定的に設置
され、前記第一固定ブロックの左端面には前記引き紐が固定的に設置され、前記補助押し
ロッドの前端面には第五歯車軸が回転できるように設置され、前記第五歯車軸には平歯車
が固定的に設置され、前記第一固定ブロックの左端面には引き紐空間が設置され、前記引
き紐空間の後端壁には滑車軸が回転できるように連結され、前記滑車軸には滑車が固定的
に設置され、前記第一固定ブロックの左端面には前記引き紐が固定的に連結されている。
【０００９】
　優選的には、前記駆動機構は前記駆動空間の下端壁と固定的に連結された第二モーター
を含み、前記第二モーターの上端面には第二モーター軸が回転できるように連結され、前
記第二モーター軸の上端には第二傘歯車が固定的に設置され、前記第二傘歯車の上側には
前記駆動空間の後端壁と回転できるように連結された第二ローリング軸が設置され、前記
第二ローリング軸には第一ローラーと駆動傘歯車が固定的に設置され、前記第一ローラー
が前記駆動傘歯車の前側に位置しており、前記駆動空間の中には右端が前記送り空間の中
に位置した第二伝動軸が回転できるように設置され、前記第二伝動軸の左端面には第一伝
動傘歯車が固定的に設置され、前記第二伝動軸の右端面には第二伝動傘歯車が固定的に設
置され、前記第二伝動傘歯車と前記第三伝動傘歯車とが噛み合っており、前記第二傘歯車
が前記第一伝動傘歯車と前記駆動傘歯車と噛み合っている。
【００１０】
　優選的には、前記伝動機構は前記送り空間の上端壁の中に位置した乾燥空間を含み、前
記乾燥空間の後端壁には乾燥装置が固定的に設置され、前記乾燥空間と前記投げ入れ空間
とは入り溝によって連通され、前記乾燥空間の右端壁には第二固定ブロックが固定的に連
結され、前記第二固定ブロックの上端面と前記乾燥空間の上端壁との間には風力機器が固
定的に設置され、前記風力機器の右側には外部と連通したスポンジ網が設置され、前記第
二固定ブロックの下端面にはスクレーパーが固定的に設置され、前記伝動空間の上端壁に
は上端が前記乾燥空間の中に位置した第一伝動軸が回転できるように設置され、前記第一
伝動軸の上端面には押しナイフ柄が固定的に設置され、前記押しナイフ柄の左右端面には
押しナイフが対称に且つ固定的に設置され、前記第一伝動軸の下端面には第三伝動傘歯車
が固定的に設置されている。
【００１１】
　優選的には、前記ハウジングの右端面の下側には前記保存ボックスが嵌めるように設置
されている。
【発明の効果】
【００１２】
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　本願発明の有益な効果は：本願発明は浸されたあとに残された野菊を投げ入れ空間に入
れ、過剰な水はろ過網から排水空間に浸透し、下水道に排出され、押しブロックにより過
剰な水が絞り出され、押しロッドがろ過網の上端面にある野菊を乾燥空間に押して乾燥回
収し、保存期間を延ばし、また、野菊に残した香りを外部に排出して空気を浄化し、乾燥
された野菊は植物の成長を促進するための植物の栄養として使用でき、におい袋になると
蚊よけの効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　下記に図１～１１をあわせて本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は本願発明の全体全断面の正面構造概略図
【図２】図２は図１のＡの拡大概略図
【図３】図３は図１のＢの拡大概略図
【図４】図４は図１のＣの拡大概略図
【図５】図５は図１のＤの拡大概略図
【図６】図６は図１のＥの拡大概略図
【図７】図７は図１のＦの拡大概略図
【図８】図８は図１のＧ―Ｇ方向の概略図
【図９】図９は図１のＨ―Ｈ方向の概略図
【図１０】図１０は図１のＩ―Ｉ方向の概略図
【図１１】図１１は図１のＭ―Ｍ方向の概略図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１～１１を参照し、漢方薬のリサイクルに対する環境保護装置は、ハウジング１０を
含み、前記ハウジング１０の中には投げ入れ空間３２と、排水空間１４と、押し空間１５
及び駆動空間１３が設置され、前記押し空間１５の中にはサムホイール機構９８が設置さ
れ、前記サムホイール機構９８は前記押し空間１５の後端壁と回転できるように連結され
た第一歯車軸２１を含み、前記第一歯車軸２１の前端面には回し盤２０が固定的に設置さ
れ、前記回し盤２０には円柱ピン６１が固定的に設置され、前記回し盤２０の後側には前
記第一歯車軸２１と固定的に連結された伝動傘歯車１９が設置され、前記伝動傘歯車１９
の後側には前記第一歯車軸２１と固定的に連結された第一プーリー９４が設置され、前記
押し空間１５の上側の後端壁には第二歯車軸５０が回転できるように連結され、前記第二
歯車軸５０には第二プーリー４９が固定的に設置され、前記第二プーリー４９と前記第一
プーリー９４との間には第一伝動ベルト４７が連結され、前記押し空間１５の中には左右
にスライドできる押しロッド２３が設置され、前記押しロッド２３が前記回し盤２０の上
側に位置しており、前記回し盤２０にある前記円柱ピン６１が前記押しロッド２３を押し
て右方へ移動させ、これにより前記投げ入れ空間３２の中のろ過網３０の上端面にある野
菊を乾燥空間３３の中に押して乾燥し、前記投げ入れ空間３２の中には染み機構３１が設
置され、前記投げ入れ空間３２の下端壁には前記ろ過網３０が設置され、前記投げ入れ空
間３２の中には押しブロック２９が設置され、前記押しブロック２９がろ過網３０の上端
面にある野菊を絞ることができ、前記駆動空間１３の中には駆動機構２８が設置され、前
記駆動機構２８が伝動機構１２０の作動を駆動でき、前記駆動空間１３の右端壁の中には
送り空間３９が設置され、前記送り空間３９の中には送りベルト８８が設置され、前記送
りベルト８８が乾燥された野菊を保存ボックス４０の中に送ることができる。
【００１６】
　有益的には、前記サムホイール機構９８は前記押し空間１５の下端壁に固定された第一
モーター１６を含み、前記第一モーター１６には第一モーター軸１７があり、前記第一モ
ーター軸１７の上端には第一傘歯車１８が固定的に設置され、前記伝動傘歯車１９が前記
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第一傘歯車１８と噛み合っており、前記伝動傘歯車１９の上側には前記押し空間１５の後
端壁と回転できるように連結された第三歯車軸５３が設置され、前記第三歯車軸５３の右
下側には前記押し空間１５の後端壁と回転できるように連結された第四歯車軸６０が設置
され、前記第二プーリー４９の後側には前記第二歯車軸５０と固定的に連結された第一扇
形歯車４８が設置され、前記第三歯車軸５３には第三プーリー５２と第二扇形歯車５１が
固定的に設置され、前記第三プーリー５２が第二扇形歯車５１の前側に位置しており、前
記第四歯車軸６０には第四プーリー５９と第三扇形歯車５８が固定的に設置され、前記第
三扇形歯車５８が前記第四プーリー５９の後側に位置しており、前記第四プーリー５９と
前記第三プーリー５２との間には第二伝動ベルト５４が連結され、前記押しロッド２３と
前記押し空間１５の右端壁との間には第一ばね２４が連結され、前記押し空間１５の中に
は止め板２６が設置され、前記止め板２６の左端には固定板１００が固定的に設置され、
前記固定板１００と前記押し空間１５の右端壁との間には第二ばね２７が設置され、前記
固定板１００が引き紐４４と固定的に連結され、前記押しロッド２３の下端面には前記押
し空間１５の右端壁と固定された定位ピンブロック２２が設置され、前記定位ピンブロッ
ク２２の前端面の下側には回転軸６３が回転できるように連結され、前記回転軸６３には
押し動かしブロック６２が固定的に設置され、前記押し動かしブロック６２の中にはスラ
イド空間７５が設置され、前記スライド空間７５の上端壁には前記定位ピンブロック２２
の前端面と固定された定位ブロック７３が設置され、前記定位ブロック７３と前記スライ
ド空間７５の下端壁との間には第三ばね７４が固定的に設置され、前記定位ピンブロック
２２の上側には下方に開口したスライドブロック空間９９が設置され、前記スライドブロ
ック空間９９の上端壁には第四ばね６４が固定的に設置され、前記第四ばね６４の下端に
はスライドブロック９５が固定的に設置され、前記スライドブロック９５の下端面が前記
押し動かしブロック６２の上端面に位置しており、前記スライドブロック９５の中には位
置固定ピン空間７２が嵌めるように設置され、前記位置固定ピン空間７２の中には右端が
前記位置固定ピン空間７２の右端壁を貫通した位置固定ピン７０がスライドできるように
連結され、前記位置固定ピン７０の右端が第一補助押し空間６９の中に位置しており、前
記位置固定ピン７０の右端面には前記位置固定ピン空間７２の左端壁と固定された第五ば
ね７１が固定的に設置されている。
【００１７】
　有益的には、前記染み機構３１はまた前記ろ過網３０の下端面の左側に固定された第一
補助押しブロック６６を含み、前記ろ過網３０の下端面の右側には第二補助押しブロック
７６が固定的に設置され、前記第一補助押しブロック６６の左端面には左方に開口した位
置固定溝６５が形成され、前記第一補助押しブロック６６の下端面には前記第一補助押し
空間６９が設置され、前記第一補助押し空間６９の下端壁と前記第一補助押しブロック６
６の下端面との間には第六ばね６７が固定的に設置され、前記第一補助押しブロック６６
の下端面にはスライドロッド６８が固定的に設置され、前記スライドロッド６８が前記押
し空間１５の右端壁と密接し、前記第二補助押しブロック７６の下端面には第二補助押し
空間８０が設置され、前記第二補助押しブロック７６の下端面と前記第二補助押し空間８
０の下端壁との間には第七ばね７８が固定的に設置され、前記第二補助押し空間８０の下
端壁の中にはセンサー７９が嵌めるように設置され、前記押しブロック２９の左端面には
第一固定ブロック４６が固定的に設置され、前記第一固定ブロック４６の後端面には補助
押しロッド５５が固定的に設置され、前記第一固定ブロック４６の左端面には前記引き紐
４４が固定的に設置され、前記補助押しロッド５５の前端面には第五歯車軸５７が回転で
きるように設置され、前記第五歯車軸５７には平歯車５６が固定的に設置され、前記第一
固定ブロック４６の左端面には引き紐空間２５が設置され、前記引き紐空間２５の後端壁
には滑車軸４３が回転できるように連結され、前記滑車軸４３には滑車４５が固定的に設
置され、前記第一固定ブロック４６の左端面には前記引き紐４４が固定的に連結されてい
る。
【００１８】
　有益的には、前記駆動機構２８は前記駆動空間１３の下端壁と固定的に連結された第二
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モーター１２を含み、前記第二モーター１２の上端面には第二モーター軸１１が回転でき
るように連結され、前記第二モーター軸１１の上端には第二傘歯車９３が固定的に設置さ
れ、前記第二傘歯車９３の上側には前記駆動空間１３の後端壁と回転できるように連結さ
れた第二ローリング軸９１が設置され、前記第二ローリング軸９１には第一ローラー９０
と駆動傘歯車９２が固定的に設置され、前記第一ローラー９０が前記駆動傘歯車９２の前
側に位置しており、前記駆動空間１３の中には右端が前記送り空間３９の中に位置した第
二伝動軸８７が回転できるように設置され、前記第二伝動軸８７の左端面には第一伝動傘
歯車８９が固定的に設置され、前記第二伝動軸８７の右端面には第二伝動傘歯車８６が固
定的に設置され、前記第二伝動傘歯車８６と前記第三伝動傘歯車８５とが噛み合っており
、前記第二傘歯車９３が前記第一伝動傘歯車８９と前記駆動傘歯車９２と噛み合っており
、前記送り空間３９の後端壁にはプーリー軸４２が回転できるように連結され、前記プー
リー軸４２には第二ローラー４１が固定的に設置され、前記第二ローラー４１と前記第一
ローラー９０との間にはベルト８８が連結されている。
【００１９】
　有益的には、前記伝動機構１２０は前記送り空間３９の上端壁の中に位置した乾燥空間
３３を含み、前記乾燥空間３３の後端壁には乾燥装置３６が固定的に設置され、前記乾燥
空間３３と前記投げ入れ空間３２とは入り溝７７によって連通され、前記乾燥空間３３の
右端壁には第二固定ブロック３７が固定的に連結され、前記第二固定ブロック３７の上端
面と前記乾燥空間３３の上端壁との間には風力機器３５が固定的に設置され、前記風力機
器３５の右側には外部と連通したスポンジ網３４が設置され、前記第二固定ブロック３７
の下端面にはスクレーパー８３が固定的に設置され、前記伝動空間３８の上端壁には上端
が前記乾燥空間３３の中に位置した第一伝動軸８４が回転できるように設置され、前記第
一伝動軸８４の上端面には押しナイフ柄８２が固定的に設置され、前記押しナイフ柄８２
の左右端面には押しナイフ８１が対称に且つ固定的に設置され、前記第一伝動軸８４の下
端面には第三伝動傘歯車８５が固定的に設置されている。
【００２０】
　有益的には、前記ハウジング１０の右端面の下側には前記保存ボックス４０が嵌めるよ
うに設置されている。
【００２１】
　本願発明全体の機械動作の流れ：
　１．本願発明全体の初期状態は：第一モーター１６と第二モーター１２が起動状態にあ
り、回し盤２０の外円面には円柱ピン６１があり、且つ円柱ピン６１の角度が二十三度で
あり、第一ばね２４が自然状態にあり、第二ばね２７が自然状態にあり、第一扇形歯車４
８が四分の一の円形扇形歯車であり、第一象限に位置しており、第二扇形歯車５１が四分
の一の円形扇形歯車であり、第二象限に位置しており、第三扇形歯車５８が四分の一の円
形扇形歯車であり、第四象限に位置しており、第一扇形歯車４８と第二扇形歯車５１とが
噛合し始める状態にあり、第三扇形歯車５８と第五歯車軸５７とが噛合し始める状態にあ
り、第三ばね７４が自然状態にあり、第四ばね６４が自然状態にあり、第五ばね７１が自
然状態にあり、第六ばね６７が自然状態にあり、第七ばね７８が自然状態にあり、スライ
ドロッド６８が電源座９６に挿入されていなく、センサー７９が検知していない状態にあ
り、風力機器３５と乾燥装置３６が始動されていない。
　２．　浸されたあとに残された野菊を投げ入れ空間３２に入れて染み機構３１まで至ら
せ、染み機構３１の中のろ過網３０が野菊に残った過剰な水を排水空間１４まで絞り出し
て下水道に排出し、ろ過網３０に多くの野菊がたまると、ろ過網３０の下端面の左側の第
一補助押しブロック６６が第六ばね６７を第一補助押し空間６９の下端壁まで押し、ろ過
網３０の下端面の右側の第二補助押しブロック７６が第七ばね７８を第二補助押し空間８
０の下端壁まで押し、ろ過網３０の下端面の左側の第一補助押しブロック６６の左端面の
位置固定溝６５が位置固定ピン７０と連結され、第一補助押しブロック６６がスライドロ
ッド６８を下方へ移動させ、スライドロッド６８が押し空間１５の下端壁と押し空間１５
の右端壁に固定された電源座９６の中に挿入され、押し空間１５の中の第一モーター１６
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が通電して始動され、サムホイール機構９８を作動させ、ろ過網３０の下端面の右側の第
二補助押しブロック７６が第七ばね７８を第二補助押し空間８０の下端壁まで押し、セン
サー７９が第二補助押しブロック７６の下端面を検知し、駆動空間１３の中の第二モータ
ー１２が始動され、駆動機構２８を作動させる。
　３．　押し空間１５の中のサムホイール機構９８が作動するとき、サムホイール機構９
８の中の第一モーター１６が第一モーター軸１７により第一傘歯車１８を回転させ、伝動
傘歯車１９が回し盤２０と第一プーリー９４を回転させ、伝動傘歯車１９が一番目の二分
の一周り回転するとき、第一プーリー９４が第一伝動ベルト４７により第二プーリー４９
を回転させ、第二プーリー４９が第二歯車軸５０により第一扇形歯車４８を回転させ、第
一扇形歯車４８が第二扇形歯車５１を回転させ、第二扇形歯車５１が第三歯車軸５３によ
り第三プーリー５２を回転させ、第三プーリー５２が第二伝動ベルト５４により第四プー
リー５９を回転させ、第四プーリー５９が第四歯車軸６０により第三扇形歯車５８を回転
させ、第三扇形歯車５８が平歯車５６を回転させ、平歯車５６が第五歯車軸５７により補
助押しロッド５５を回転させ、補助押しロッド５５が第一固定ブロック４６により押しブ
ロック２９を時計回りに四分の一周り回転させ、押しブロック２９が野菊に残った過剰な
水をろ過網３０により排水空間１４まで絞り出して下水道に排出し、第一固定ブロック４
６の左端面の引き紐４４が引き紐空間２５の上端壁の左側に固定された滑車軸４３と回転
できるように連結された滑車４５により止め板２６を引いて投げ入れ空間３２に移動させ
、押しブロック２９がろ過網３０の上端面まで押すとき、滑車４５が止め板２６を引いて
投げ入れ空間３２に入らせて止め作業を行わせるとき、浸されたあとに残された野菊を入
れ、伝動傘歯車１９が二番目の二分の一周り回転するとき、第一扇形歯車４８が第二扇形
歯車５１との噛合から離脱し、第三歯車軸５３がねじりばね９７により復帰し、第二扇形
歯車５１が第三歯車軸５３により第三プーリー５２を回転させ、第三プーリー５２が第二
伝動ベルト５４により第四プーリー５９を回転させ、第四プーリー５９が第四歯車軸６０
により第三扇形歯車５８を回転させ、第三扇形歯車５８が平歯車５６を回転させ、平歯車
５６が第五歯車軸５７により補助押しロッド５５を回転させて引き紐空間２５の中に戻さ
せ、補助押しロッド５５が第一固定ブロック４６により押しブロック２９を反時計回りに
四分の一周り回転させ、止め板２６が第二ばね２７により押し空間１５の中に戻り、伝動
傘歯車１９が回し盤２０にある円柱ピン６１を回転させ、円柱ピン６１が時計回りに回転
して押しロッド２３を押し、押しロッド２３が投げ入れ空間３２に向いて右方へ第一ばね
２４を押して圧縮し、ろ過網３０に残った野菊を入り溝７７により乾燥空間３３の中に押
して乾燥作業を行い、円柱ピン６１が続けて時計回りに回転して押しロッド２３から離脱
し、第一ばね２４の作用により押しロッド２３が押し空間１５の中に戻り、円柱ピン６１
が押しロッド２３を離脱した後押し動かしブロック６２を押して回転軸６３を中心として
反時計回りに回転させ、スライドブロック９５を押して上方へスライドさせて第四ばね６
４を圧縮し、スライドブロック９５が位置固定ピン７０を上方へ移動させ、位置固定ピン
７０が上方へ移動する過程でハウジング１０の抵抗力を受けて左方へ移動して位置固定溝
６５から離脱して位置固定ピン空間７２の中に入って第五ばね７１を圧縮し、円柱ピン６
１が続けて時計回りに回転して押し動かしブロック６２から離脱し、押し動かしブロック
６２を反時計回りに回転させなくなり、第三ばね７４の弾力作用により押し動かしブロッ
ク６２が時計回りに初期位置まで回転し、位置固定ピン７０が既に位置固定溝６５から離
脱して第一補助押しブロック６６の移動を制限しなくなるため、第六ばね６７と第七ばね
７８の弾力作用により第一補助押しブロック６６が上方へ移動し、これによりろ過網３０
を上方へ移動させて初期位置に戻させ、第一補助押しブロック６６が上方へ移動してスラ
イドロッド６８を電源座９６から離脱させ、押し空間１５の中のサムホイール機構９８が
作動を停止する。
　４．　押し空間１５の中のサムホイール機構９８が作動し且つ駆動空間１３の中の駆動
機構２８が作動するとき、駆動空間１３の中の第二モーター１２が第二モーター軸１１に
より第二傘歯車９３を回転させ、第二傘歯車９３が駆動傘歯車９２を伝動させることによ
り第一伝動傘歯車８９を回転させ、駆動傘歯車９２が第二ローリング軸９１により第一ロ
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転させ、第一伝動傘歯車８９が第二伝動軸８７により第二伝動傘歯車８６を回転させ、第
二伝動傘歯車８６が第三伝動傘歯車８５を回転させ、第三伝動傘歯車８５が第一伝動軸８
４により押しナイフ柄８２を回転させ、押しナイフ柄８２が押しナイフ８１を回転させ、
スクレーパー８３により押しナイフ８１の上端面にたまっている野菊を乾燥空間３３の下
端壁にこすり落とし、乾燥装置３６が押しナイフ８１に駆動されて回転している野菊を乾
燥し、風力機器３５が残りの野菊を乾燥し、野菊の香りがスポンジ網３４により外部に排
出されて空気を浄化し、乾燥された野菊が押しナイフ８１の回転により押しナイフ柄８２
に近づいて送り空間３９の中の送りベルト８８に落ち、送りベルト８８が野菊を保存ボッ
クス４０の中に送って保存し、センサー７９が設置した時間になると、第二モーター１２
が作動を停止し、次回の作動を待つ。
【００２２】
　以上に述べたのはただ本願発明の具体的な実施方式で、しかし本願発明の保護範囲はこ
こに限らないである。全部の創造的な労働を通じなく思いついた変化と取替は本願発明の
保護範囲にカバーされる。だから本願発明の保護範囲は権利要求書が限定される保護範囲
を標準とする。
　
　
　
【要約】
【課題】本発明は漢方薬のリサイクルに対する環境保護装置を開示した。
【解決手段】
ハウジングを含み、前記ハウジングの中には投げ入れ空間と、排水空間と、押し空間及び
駆動空間が設置され、前記押し空間の中にはサムホイール機構が設置され、前記サムホイ
ール機構は前記押し空間の後端壁と回転できるように連結された第一歯車軸を含み、前記
第一歯車軸の前端面には回し盤が固定的に設置され、前記回し盤には円柱ピンが固定的に
設置され、前記回し盤の後側には前記第一歯車軸と固定的に連結された伝動傘歯車が設置
され、前記伝動傘歯車の後側には前記第一歯車軸と固定的に連結された第一プーリーが設
置されている。
【選択図】図１



(12) JP 6784885 B1 2020.11.18

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(13) JP 6784885 B1 2020.11.18

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(14) JP 6784885 B1 2020.11.18

フロントページの続き

(56)参考文献  中国特許出願公開第１０１６１９８５４（ＣＮ，Ａ）　　　
              中国特許出願公開第１０５２３５２５２（ＣＮ，Ａ）　　　
              中国特許出願公開第１０５１０７２４２（ＣＮ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０９Ｂ１／００－５／００
              Ｂ０１Ｄ２９／００，３５／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

