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(57)【要約】
【課題】本発明はレールの自動清掃システムを開示した
。
【解決手段】
基板を含み、前記基板にはレールが固定的に設置され、
前記基板には清掃箱が設置され、前記清掃箱の下端には
回転できるタイミング軸が左右対称的に設置され、前記
タイミング軸の下端には旋転フレームが固定的に設置さ
れ、前記旋転フレームには回転できる旋転軸が設置され
、前記旋転軸には滑車が固定的に設置され、本願発明は
構成が簡単で、メンテナンスと使用が便利であり、本願
発明のレールの自動清掃システムはレールを自動で快速
に清掃し、またレールにあるゴミなどの障害物を清掃し
て回収でき、清掃流れは高効率で速く、清掃過程に清掃
員の介入を要らず、清掃員の仕事量を大いに下げ、清掃
効率を高め、安全リスクを消除する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を含み、前記基板にはレールが固定的に設置され、前記基板には清掃箱が設置され、
前記清掃箱の下端には回転できるタイミング軸が左右対称的に設置され、前記タイミング
軸の下端には旋転フレームが固定的に設置され、前記旋転フレームには回転できる旋転軸
が設置され、前記旋転軸には滑車が固定的に設置され、
前記清掃箱の中には動力空間が設置され、前記動力空間の中には動力機構が設置され、前
記動力機構を作動させることにより、本願発明を前記レールでスライドさせることができ
、前記動力空間の左右両側壁には清掃空間が固定的に設置され、前記清掃空間の中には清
掃機構が設置され、前記清掃機構と前記動力機構とは動力を伝達できるように連結され、
前記清掃空間において前記動力空間から離れた側壁の中にはゴミ吸い込み空間が設置され
、前記ゴミ吸い込み空間の左端にはゴミ貯蔵空間が連通するように設置され、前記ゴミ吸
い込み空間の中にはゴミ吸い込み機構が設置され、前記ゴミ吸い込み機構と前記動力機構
とは回転できるように連結され、
前記清掃箱の中には高圧ポンプ空間が左右対称的に設置され、前記高圧ポンプ空間の中に
は水噴射機構が設置され、前記水噴射機構は前記レールを洗浄できることを特徴とするレ
ールの自動清掃システム。
【請求項２】
前記動力機構は前記動力空間の中に固定的に設置される主モーターを含み、前記主モータ
ーには主動力軸が動力を伝達できるように連結され、前記主動力軸には第一動力傘歯車が
左右対称的に設置され、前記第一動力傘歯車の下端には第二動力傘歯車が噛み合うように
連結され、前記第二動力傘歯車の軸心には第二動力軸が固定的に設置され、前記第二動力
軸は前記動力空間の下壁の中に回転できるように設置され、前記第二動力軸の下端には第
三動力傘歯車が固定的に設置され、前記動力空間の下壁の中には伝動空間が左右対称的に
設置され、前記第三動力傘歯車は前記伝動空間の中に設置され、前記伝動空間の中には回
転できる伝動軸が設置され、前記伝動軸において本願発明の対称中心から離れた一端には
第一傘歯車が固定的に設置され、前記第三動力傘歯車は前記第一傘歯車と噛み合い、前記
伝動軸には駆動輪が固定的に設置され、
前記動力軸には第一プーリが対称的に設置され、前記第一プーリは前記清掃空間の中に位
置し、前記第一プーリと前記清掃機構とは回転できるように連結され、
前記第二動力軸の左右両端には第二プーリが対称的に設置され、前記第二プーリと前記ゴ
ミ吸い込み機構とは回転できるように連結されていることを特徴とする請求項１に記載の
レールの自動清掃システム。
【請求項３】
前記清掃機構は前記清掃空間の中に回転できるように設置される第一伝動軸を含み、前記
第一伝動軸において本願発明の対称中心から離れた一端には第三プーリが固定的に設置さ
れ、前記第三プーリには第一ベルトが連結され、前記第一ベルトの上端と前記第一プーリ
とは連結され、前記第一伝動軸において本願発明の対称中心に近接する一端には第一伝動
傘歯車が固定的に設置され、前記第一伝動傘歯車の下端には第二伝動傘歯車が噛み合うよ
うに連結され、前記第二伝動傘歯車の軸心には清掃ロッドが固定的に設置され、前記清掃
ロッドは前記清掃空間の下壁の中に回転できるように設置され、前記清掃ロッドの下端に
は箒が固定的に設置されていることを特徴とする請求項１に記載のレールの自動清掃シス
テム。
【請求項４】
前記ゴミ吸い込み機構は前記ゴミ吸い込み空間の中に回転できるように設置されるファン
軸を含み、前記ファン軸には第四プーリが固定的に設置され、前記第四プーリには第二ベ
ルトが連結され、前記第二ベルトの上端と前記第二プーリとは連結され、前記第四プーリ
において本願発明の対称中心に近接する一端にはファンが固定的に設置され、前記ファン
において本願発明の対称中心に近接する一端には防塵ネットが固定的に設置されているこ
とを特徴とする請求項１に記載のレールの自動清掃システム。
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【請求項５】
前記ゴミ貯蔵空間の下壁には回転可能なカバー板が設置され、前記カバー板は前記第一定
位軸により前記ゴミ貯蔵空間の下壁にヒンジで連結され、前記カバー板を下方に開けられ
、前記ゴミ貯蔵空間の中のゴミの回収に便利を与え、前記ゴミ貯蔵空間の下壁には引っ掛
けブロックが設置され、前記引っ掛けブロックには引っ掛けブロックばねが固定的に設置
され、前記引っ掛けブロックばねの上端は前記ゴミ貯蔵空間の下壁に固定的に連結され、
前記引っ掛けブロックは前記第二定位軸により前記ゴミ貯蔵空間の下壁にヒンジで連結さ
れ、前記引っ掛けブロックで前記カバー板をロックできることを特徴とする請求項４に記
載のレールの自動清掃システム。
【請求項６】
前記水噴射機構は前記高圧ポンプ空間の中に固定的に設置される高圧ポンプを含み、前記
高圧ポンプの上端には進水管が連通するように設置され、前記進水管の右端には貯水空間
が連通するように設置され、前記貯水空間は洗浄用水を貯蔵でき、前記高圧ポンプの下端
には高圧管が連通するように設置され、前記高圧管の下端には水噴射バルブが連通するよ
うに設置され、前記水噴射バルブの中には水噴射バルブばねが固定的に設置され、前記水
噴射バルブばねの上端にはスライド可能な水噴射バルブスライドブロックが連結され、
前記高圧管において本願発明のレール中心から離れた一端には回流管が連通するように設
置され、前記回流管の中には回流バルブが固定的に設置され、前記回流バルブの中には回
流バルブばねが固定的に設置され、前記回流バルブばねにおいて本願発明の中心に近接す
る一端にはスライド可能な回流バルブスライドブロックが連結されていることを特徴とす
る請求項１に記載のレールの自動清掃システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願発明はレール清掃分野に関わり、具体的にはレールの自動清掃システムである。
【背景技術】
【０００２】
鉄道による輸送は現代において重要な輸送方式の一つであり、中でレールは不可欠な作用
を果たしており、しかし、レールにゴミなどの障害物があると電車などの進行に影響し、
鉄道線路全体も影響を受け、従って、レールをタイムリーに清掃することは非常に重要で
あり、しかし、伝統的な清掃作業は主に作業員によって行われ、この方式は時間と労働力
を費やし、効率も低く、従って、作業効率を高め、清掃員の負担を軽減するために、自動
で快速にレールを清掃でき、またレールにあるゴミなどの障害物を清掃して処理できる装
置を開発する必要がある。
【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１０９５９４５１９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
技術上の問題：レールに対する清掃は一般的に清掃員によって行われ、この方式は時間と
労働力を費やし、効率も低い。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記の問題を解決するために、本願発明はレールの自動清掃システムを設計した。本願発
明のレールの自動清掃システムは、基板を含み、前記基板にはレールが固定的に設置され
、前記基板には清掃箱が設置され、前記清掃箱の下端には回転できるタイミング軸が左右
対称的に設置され、前記タイミング軸の下端には旋転フレームが固定的に設置され、前記
旋転フレームには回転できる旋転軸が設置され、前記旋転軸には滑車が固定的に設置され
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、力を入れて前記清掃箱を押し動かすことにより、前記旋転軸は回転し始め、そして前記
清掃箱を駆動して前記基板でスライドさせ、前記清掃箱の中には動力空間が設置され、前
記動力空間の中には動力機構が設置され、前記動力機構を作動させることにより、本願発
明を前記レールでスライドさせることができ、前記動力空間の左右両側壁には清掃空間が
固定的に設置され、前記清掃空間の中には清掃機構が設置され、前記清掃機構と前記動力
機構とは動力を伝達できるように連結され、前記動力機構は前記清掃機構を駆動でき、前
記清掃機構は前記レールを清掃でき、前記清掃空間において前記動力空間から離れた側壁
の中にはゴミ吸い込み空間が設置され、前記ゴミ吸い込み空間の左端にはゴミ貯蔵空間が
連通するように設置され、前記ゴミ吸い込み空間の中にはゴミ吸い込み機構が設置され、
前記ゴミ吸い込み機構と前記動力機構とは回転できるように連結され、前記動力機構は前
記ゴミ吸い込み機構を駆動でき、前記動力機構の駆動により前記ゴミ吸い込み機構は前記
レールにあるゴミを前記ゴミ貯蔵空間の中に吸い込むことができ、前記清掃箱の中には高
圧ポンプ空間が左右対称的に設置され、前記高圧ポンプ空間の中には水噴射機構が設置さ
れ、前記水噴射機構は前記レールを洗浄できる。
【０００６】
前記動力機構は前記動力空間の中に固定的に設置される主モーターを含み、前記主モータ
ーには主動力軸が動力を伝達できるように連結され、前記主動力軸には第一動力傘歯車が
左右対称的に設置され、前記第一動力傘歯車の下端には第二動力傘歯車が噛み合うように
連結され、前記第二動力傘歯車の軸心には第二動力軸が固定的に設置され、前記第二動力
軸は前記動力空間の下壁の中に回転できるように設置され、前記第二動力軸の下端には第
三動力傘歯車が固定的に設置され、前記動力空間の下壁の中には伝動空間が左右対称的に
設置され、前記第三動力傘歯車は前記伝動空間の中に設置され、前記伝動空間の中には回
転できる伝動軸が設置され、前記伝動軸において本願発明の対称中心から離れた一端には
第一傘歯車が固定的に設置され、前記第三動力傘歯車は前記第一傘歯車と噛み合い、前記
伝動軸には駆動輪が固定的に設置され、前記主モーターを作動させ、前記主モーターは前
記主動力軸を駆動して回転させ、前記主動力軸は前記第一動力傘歯車及び前記第二動力傘
歯車により前記第二動力軸を駆動して回転させ、前記第二動力軸は前記第三動力傘歯車と
前記第一傘歯車により前記伝動軸を駆動して回転させ、前記伝動軸はさらに前記駆動輪を
駆動して回転させ、さらに本願発明をレールでスライドさせ、前記動力軸には第一プーリ
が対称的に設置され、前記第一プーリは前記清掃空間の中に位置し、前記第一プーリと前
記清掃機構とは回転できるように連結され、前記第二動力軸は回転する時、前記第一プー
リにより前記清掃機構を駆動でき、前記第二動力軸の左右両端には第二プーリが対称的に
設置され、前記第二プーリと前記ゴミ吸い込み機構とは回転できるように連結され、前記
第二動力軸は回転する時、前記第二プーリにより前記ゴミ吸い込み機構を駆動できる。
【０００７】
前記清掃機構は前記清掃空間の中に回転できるように設置される第一伝動軸を含み、前記
第一伝動軸において本願発明の対称中心から離れた一端には第三プーリが固定的に設置さ
れ、前記第三プーリには第一ベルトが連結され、前記第一ベルトの上端と前記第一プーリ
とは連結され、前記第一伝動軸において本願発明の対称中心に近接する一端には第一伝動
傘歯車が固定的に設置され、前記第一伝動傘歯車の下端には第二伝動傘歯車が噛み合うよ
うに連結され、前記第二伝動傘歯車の軸心には清掃ロッドが固定的に設置され、前記清掃
ロッドは前記清掃空間の下壁の中に回転できるように設置され、前記清掃ロッドの下端に
は箒が固定的に設置され、前記第一プーリは前記第一ベルトと前記第三プーリにより前記
第一伝動軸を駆動して回転させ、前記第一伝動軸は前記第一伝動傘歯車と前記第二伝動傘
歯車により前記清掃ロッドを駆動して回転させ、前記清掃ロッドはさらに前記箒を駆動し
て回転させ、前記箒はさらにレールを清掃できる。
【０００８】
前記ゴミ吸い込み機構は前記ゴミ吸い込み空間の中に回転できるように設置されるファン
軸を含み、前記ファン軸には第四プーリが固定的に設置され、前記第四プーリには第二ベ
ルトが連結され、前記第二ベルトの上端と前記第二プーリとは連結され、前記第四プーリ
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において本願発明の対称中心に近接する一端にはファンが固定的に設置され、前記ファン
において本願発明の対称中心に近接する一端には防塵ネットが固定的に設置され、前記第
二プーリは前記第二ベルト及び前記第四プーリとにより前記ファン軸を駆動して回転させ
、前記ファン軸はさらに前記ファンを駆動して回転させ、前記ファンは吸引力を生み出し
てレールにあるゴミを前記ゴミ貯蔵空間の中に吸い込む。
【０００９】
有益なように、前記ゴミ貯蔵空間の下壁には回転可能なカバー板が設置され、前記カバー
板は前記第一定位軸により前記ゴミ貯蔵空間の下壁にヒンジで連結され、前記カバー板を
下方に開けられ、前記ゴミ貯蔵空間の中のゴミの回収に便利を与え、前記ゴミ貯蔵空間の
下壁には引っ掛けブロックが設置され、前記引っ掛けブロックには引っ掛けブロックばね
が固定的に設置され、前記引っ掛けブロックばねの上端は前記ゴミ貯蔵空間の下壁に固定
的に連結され、前記引っ掛けブロックは前記第二定位軸により前記ゴミ貯蔵空間の下壁に
ヒンジで連結され、前記引っ掛けブロックで前記カバー板をロックでき、そして清掃過程
に、ゴミが前記ゴミ貯蔵空間の中から前記レールに落ちることを防止できる。
【００１０】
前記水噴射機構は前記高圧ポンプ空間の中に固定的に設置される高圧ポンプを含み、前記
高圧ポンプの上端には進水管が連通するように設置され、前記進水管の右端には貯水空間
が連通するように設置され、前記貯水空間は洗浄用水を貯蔵でき、前記高圧ポンプの下端
には高圧管が連通するように設置され、前記高圧管の下端には水噴射バルブが連通するよ
うに設置され、前記水噴射バルブの中には水噴射バルブばねが固定的に設置され、前記水
噴射バルブばねの上端にはスライド可能な水噴射バルブスライドブロックが連結され、前
記高圧ポンプを始動し、前記高圧ポンプは洗浄用水を前記貯水空間の中から前記水噴射バ
ルブの中に送られ、高圧の洗浄用水は前記水噴射バルブスライドブロックを押し動かして
下方にスライドさせられ、そして前記水噴射バルブから噴出され、レールを洗浄でき、前
記高圧管において本願発明のレール中心から離れた一端には回流管が連通するように設置
され、前記回流管の中には回流バルブが固定的に設置され、前記回流バルブの中には回流
バルブばねが固定的に設置され、前記回流バルブばねにおいて本願発明の中心に近接する
一端にはスライド可能な回流バルブスライドブロックが連結され、前記高圧管の中の圧力
が強すぎた時、高圧の洗浄用水は前記回流バルブスライドブロックを押し動かして本願発
明の中心から離れた側にスライドさせられ、そして洗浄用水は前記回流バルブ及び前記回
流管を介して前記貯水空間の中に流れ戻し、パイプを保護する作用を果たす。
【発明の効果】
【００１１】
本願発明の有益な効果は：本願発明は構成が簡単で、メンテナンスと使用が便利であり、
本願発明のレールの自動清掃システムはレールを自動で快速に清掃し、またレールにある
ゴミなどの障害物を清掃して回収でき、清掃流れは高効率で速く、清掃過程に清掃員の介
入を要らず、清掃員の仕事量を大いに下げ、清掃効率を高め、安全リスクを消除する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
本願発明の実施例または既存の技術の中の技術方案をより詳しく説明できるため、以下は
実施例または既存の技術を説明することに必要な図面に対して簡単な紹介を行い、明らか
なように、以下の図面はただ本願発明の一部の実施例であり、当業者にとって、創造的な
労働を払わなくても、これらの図面に基づいて他の図面を獲得することができる。下記に
図１～４を参考して本願発明について詳しく説明し、説明に便利を与えるために、後文に
出る方向を以下のように規定する：図１は本願発明の正面図であり、後文に述べる上下左
右前後の方向は図１の自身投影関係の上下左右前後の方向と一致である。
【００１３】
【図１】図１は本願発明のレールの自動清掃システムの全体構成概略図
【図２】図２は図１において「Ａ」構成の拡大概略図
【図３】図３は図１において「Ｂ」構成の拡大概略図
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【図４】図４は図１において「Ｃ」構成の拡大概略図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
本願発明はレールの自動清掃システムに関し、主にレール清掃分野に応用され、下記に本
願発明図面を合わせて本願発明を詳しく説明する。
【００１５】
本願発明のレールの自動清掃システムは、基板２１を含み、前記基板２１にはレール２５
が固定的に設置され、前記基板２１には清掃箱３９が設置され、前記清掃箱３９の下端に
は回転できるタイミング軸４７が左右対称的に設置され、前記タイミング軸４７の下端に
は旋転フレーム４８が固定的に設置され、前記旋転フレーム４８には回転できる旋転軸５
１が設置され、前記旋転軸５１には滑車４９が固定的に設置され、力を入れて前記清掃箱
３９を押し動かすことにより、前記旋転軸５１は回転し始め、そして前記清掃箱３９を駆
動して前記基板２１でスライドさせ、前記清掃箱３９の中には動力空間１００が設置され
、前記動力空間１００の中には動力機構１０１が設置され、前記動力機構１０１を作動さ
せることにより、本願発明を前記レール２５でスライドさせることができ、前記動力空間
１００の左右両側壁には清掃空間２００が固定的に設置され、前記清掃空間２００の中に
は清掃機構２０１が設置され、前記清掃機構２０１と前記動力機構１０１とは動力を伝達
できるように連結され、前記動力機構１０１は前記清掃機構２０１を駆動でき、前記清掃
機構２０１は前記レール２５を清掃でき、前記清掃空間２００において前記動力空間１０
０から離れた側壁の中にはゴミ吸い込み空間３００が設置され、前記ゴミ吸い込み空間３
００の左端にはゴミ貯蔵空間４００が連通するように設置され、前記ゴミ吸い込み空間３
００の中にはゴミ吸い込み機構３０１が設置され、前記ゴミ吸い込み機構３０１と前記動
力機構１０１とは回転できるように連結され、前記動力機構１０１は前記ゴミ吸い込み機
構３０１を駆動でき、前記動力機構１０１の駆動により前記ゴミ吸い込み機構３０１は前
記レール２５にあるゴミを前記ゴミ貯蔵空間４００の中に吸い込むことができ、前記清掃
箱３９の中には高圧ポンプ空間５００が左右対称的に設置され、前記高圧ポンプ空間５０
０の中には水噴射機構５０１が設置され、前記水噴射機構５０１は前記レール２５を洗浄
できる。
【００１６】
実施例により、下記に前記動力機構１０１について詳しく説明する。前記動力機構１０１
は前記動力空間１００の中に固定的に設置される主モーター１１を含み、前記主モーター
１１には主動力軸１２が動力を伝達できるように連結され、前記主動力軸１２には第一動
力傘歯車１３が左右対称的に設置され、前記第一動力傘歯車１３の下端には第二動力傘歯
車１４が噛み合うように連結され、前記第二動力傘歯車１４の軸心には第二動力軸１５が
固定的に設置され、前記第二動力軸１５は前記動力空間１００の下壁の中に回転できるよ
うに設置され、前記第二動力軸１５の下端には第三動力傘歯車５４が固定的に設置され、
前記動力空間１００の下壁の中には伝動空間６００が左右対称的に設置され、前記第三動
力傘歯車５４は前記伝動空間６００の中に設置され、前記伝動空間６００の中には回転で
きる伝動軸５６が設置され、前記伝動軸５６において本願発明の対称中心から離れた一端
には第一傘歯車５５が固定的に設置され、前記第三動力傘歯車５４は前記第一傘歯車５５
と噛み合い、前記伝動軸５６には駆動輪３３が固定的に設置され、前記主モーター１１を
作動させ、前記主モーター１１は前記主動力軸１２を駆動して回転させ、前記主動力軸１
２は前記第一動力傘歯車１３及び前記第二動力傘歯車１４により前記第二動力軸１５を駆
動して回転させ、前記第二動力軸１５は前記第三動力傘歯車５４と前記第一傘歯車５５に
より前記伝動軸５６を駆動して回転させ、前記伝動軸５６はさらに前記駆動輪３３を駆動
して回転させ、さらに本願発明をレールでスライドさせ、前記動力軸１５には第一プーリ
１６が対称的に設置され、前記第一プーリ１６は前記清掃空間２００の中に位置し、前記
第一プーリ１６と前記清掃機構２０１とは回転できるように連結され、前記第二動力軸１
５は回転する時、前記第一プーリ１６により前記清掃機構２０１を駆動でき、前記第二動
力軸１５の左右両端には第二プーリ１８が対称的に設置され、前記第二プーリ１８と前記
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ゴミ吸い込み機構３０１とは回転できるように連結され、前記第二動力軸１５は回転する
時、前記第二プーリ１８により前記ゴミ吸い込み機構３０１を駆動できる。
【００１７】
実施例により、下記に前記製造機構２０１について詳しく説明する。前記清掃機構２０１
は前記清掃空間２００の中に回転できるように設置される第一伝動軸３１を含み、前記第
一伝動軸３１において本願発明の対称中心から離れた一端には第三プーリ３２が固定的に
設置され、前記第三プーリ３２には第一ベルト１７が連結され、前記第一ベルト１７の上
端と前記第一プーリ１６とは連結され、前記第一伝動軸３１において本願発明の対称中心
に近接する一端には第一伝動傘歯車２９が固定的に設置され、前記第一伝動傘歯車２９の
下端には第二伝動傘歯車２８が噛み合うように連結され、前記第二伝動傘歯車２８の軸心
には清掃ロッド２７が固定的に設置され、前記清掃ロッド２７は前記清掃空間２００の下
壁の中に回転できるように設置され、前記清掃ロッド２７の下端には箒２６が固定的に設
置され、前記第一プーリ１６は前記第一ベルト１７と前記第三プーリ３２により前記第一
伝動軸３１を駆動して回転させ、前記第一伝動軸３１は前記第一伝動傘歯車２９と前記第
二伝動傘歯車２８により前記清掃ロッド２７を駆動して回転させ、前記清掃ロッド２７は
さらに前記箒２６を駆動して回転させ、前記箒２６はさらにレールを清掃できる。
【００１８】
実施例により、下記に前記ゴミ吸い込み機構３０１について詳しく説明する。前記ゴミ吸
い込み機構３０１は前記ゴミ吸い込み空間３００の中に回転できるように設置されるファ
ン軸４４を含み、前記ファン軸４４には第四プーリ４３が固定的に設置され、前記第四プ
ーリ４３には第二ベルト１９が連結され、前記第二ベルト１９の上端と前記第二プーリ１
８とは連結され、前記第四プーリにおいて本願発明の対称中心に近接する一端にはファン
４２が固定的に設置され、前記ファン４２において本願発明の対称中心に近接する一端に
は防塵ネット４１が固定的に設置され、前記第二プーリ１８は前記第二ベルト１９及び前
記第四プーリ４３とにより前記ファン軸４４を駆動して回転させ、前記ファン軸４４はさ
らに前記ファン４２を駆動して回転させ、前記ファン４２は吸引力を生み出してレールに
あるゴミを前記ゴミ貯蔵空間４００の中に吸い込む。
【００１９】
有益なように、前記ゴミ貯蔵空間４００の下壁には回転可能なカバー板２２が設置され、
前記カバー板２２は前記第一定位軸２３により前記ゴミ貯蔵空間４００の下壁にヒンジで
連結され、前記カバー板２２を下方に開けられ、前記ゴミ貯蔵空間４００の中のゴミの回
収に便利を与え、前記ゴミ貯蔵空間４００の下壁には引っ掛けブロック５３が設置され、
前記引っ掛けブロック５３には引っ掛けブロックばね６５が固定的に設置され、前記引っ
掛けブロックばね６５の上端は前記ゴミ貯蔵空間４００の下壁に固定的に連結され、前記
引っ掛けブロック５３は前記第二定位軸５２により前記ゴミ貯蔵空間４００の下壁にヒン
ジで連結され、前記引っ掛けブロック５３で前記カバー板２２をロックでき、そして清掃
過程に、ゴミが前記ゴミ貯蔵空間４００の中から前記レール２５に落ちることを防止でき
る。
【００２０】
実施例により、前記水噴射機構５０１について詳しく説明する。前記水噴射機構５０１は
前記高圧ポンプ空間５００の中に固定的に設置される高圧ポンプ３７を含み、前記高圧ポ
ンプ３７の上端には進水管３６が連通するように設置され、前記進水管３６の右端には貯
水空間３５が連通するように設置され、前記貯水空間３５は洗浄用水を貯蔵でき、前記高
圧ポンプ３７の下端には高圧管３８が連通するように設置され、前記高圧管３８の下端に
は水噴射バルブ５７が連通するように設置され、前記水噴射バルブ５７の中には水噴射バ
ルブばね５８が固定的に設置され、前記水噴射バルブばね５８の上端にはスライド可能な
水噴射バルブスライドブロック５９が連結され、前記高圧ポンプ３７を始動し、前記高圧
ポンプ３７は洗浄用水を前記貯水空間３５の中から前記水噴射バルブ５７の中に送られ、
高圧の洗浄用水は前記水噴射バルブスライドブロック５９を押し動かして下方にスライド
させられ、そして前記水噴射バルブ５７から噴出され、レールを洗浄でき、前記高圧管３
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れ、前記回流管３４の中には回流バルブ６１が固定的に設置され、前記回流バルブ６１の
中には回流バルブばね６３が固定的に設置され、前記回流バルブばね６３において本願発
明の中心に近接する一端にはスライド可能な回流バルブスライドブロック６２が連結され
、前記高圧管３８の中の圧力が強すぎた時、高圧の洗浄用水は前記回流バルブスライドブ
ロック６２を押し動かして本願発明の中心から離れた側にスライドさせられ、そして洗浄
用水は前記回流バルブ６１及び前記回流管３４を介して前記貯水空間３５の中に流れ戻し
、パイプを保護する作用を果たす。
【００２１】
下記に、図１～４を参照して本願発明のレールの自動清掃システムの使用手順について詳
しく説明する。レール２５を清掃する時、力を入れて清掃箱３９を推し動かすことにより
、旋転軸５１が回転し始め、そして清掃箱３９を駆動して基板２１でスライドさせ、清掃
箱３９は指定された位置にスライドした後、本願発明をレール２５の上方に持ち上げ、こ
の時に引っ掛けブロック５３でカバー板２２をロックし、清掃過程に、カバー板２２が突
然に開けられてゴミがゴミ貯蔵空間４００の中からレール２５に落ちることを防止でき、
この時に主モーター１１を作動させ、主モーター１１は主動力軸１２を駆動して回転させ
、主動力軸１２は第一動力傘歯車１３及び第二動力傘歯車１４により第二動力軸１５を駆
動して回転させ、第二動力軸１５は第三動力傘歯車５４と第一傘歯車５５により伝動軸５
６を駆動して回転させ、伝動軸５６はさらに駆動輪３３を駆動して回転させ、そして本願
発明はレールで自動的にスライドでき、同時に主動力軸１２は第一プーリ１６を駆動して
回転させ、第一プーリ１６は第一ベルト１７と第三プーリ３２により第一伝動軸３１を駆
動して回転させ、第一伝動軸３１は第一伝動傘歯車２９と第二伝動傘歯車２８により清掃
ロッド２７を駆動して回転させ、清掃ロッド２７はさらに箒２６を駆動して回転させ、箒
２６はそしてレールを清掃でき、同時に主動力軸１２は第二プーリ１８を駆動して回転さ
せ、第二プーリ１８は第二ベルト１９及び第四プーリ４３によりファン軸４４を駆動して
回転させ、ファン軸４４はさらにファン４２を駆動して回転させ、ファン４２は吸引力を
生み出してレールにあるゴミをゴミ貯蔵空間４００の中に吸い込み、同時に、高圧ポンプ
３７を始動し、高圧ポンプ３７は洗浄用水を貯水空間３５の中から水噴射バルブ５７の中
に送られ、高圧の洗浄用水は水噴射バルブスライドブロック５９を押し動かして下方にス
ライドさせられ、さらに水噴射バルブ５７から噴出され、レールを洗浄でき、清掃し終わ
った後に、手動で引っ掛けブロック５３を回転させ、そして下方にカバー板２２を開け、
ゴミ貯蔵空間４００の中のゴミの回収処理を便利に与える。
【００２２】
本願発明の有益な効果は：本願発明は構成が簡単で、メンテナンスと使用が便利であり、
本願発明のレールの自動清掃システムはレールを自動で快速に清掃し、またレールにある
ゴミなどの障害物を清掃して回収でき、清掃流れは高効率で速く、清掃過程に清掃員の介
入を要らず、清掃員の仕事量を大いに下げ、清掃効率を高め、安全リスクを消除する。
【００２３】
上記は、ただ発明の具体的な実施方式であり、発明の保護範囲はこれに限定されるもので
はなく、創造的な労働を通さなく想到できる全ての変化又は入れ替わりは、本願発明の保
護範囲の中に含む。したがって、発明の保護範囲は特許の請求の範囲に限定される保護範
囲を基準とするべきである。
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