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(57)【要約】
【課題】本発明は大型図書館適用の図書管理設備を開示
した。
【解決手段】筐体を含み、前記筐体の中には貫通空間が
上下貫通に設置され、前記貫通空間の中には移動板がス
ライド可能に設置され、前記移動板には移動体がスライ
ド可能に設置され、前記移動体の中には下方に開口した
開口空間が設置され、前記開口空間の中には定位板が左
右対称に且つ回転可能に設置され、図書を前方から後方
へ二枚の前記定位板の間に入れることで、二枚の前記定
位板によって図書を挟んで図書を鉛直状態にすることが
でき、前記開口空間の上側内壁の中には押し動かし装置
が設置され、前記押し動かし装置は二枚の前記定位板の
間の図書を下方に押し動かしてスライドさせることがで
き、前記開口空間の左右両側の内壁の中にはスライド装
置が設置されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
大型図書館適用の図書管理設備であって、筐体を含み、
前記筐体の中には貫通空間が上下貫通に設置され、前記貫通空間の中には移動板がスライ
ド可能に設置され、前記移動板には移動体がスライド可能に設置され、前記移動体の中に
は下方に開口した開口空間が設置され、前記開口空間の中には定位板が左右対称に且つ回
転可能に設置され、図書を前方から後方へ二枚の前記定位板の間に入れることで、二枚の
前記定位板によって図書を挟んで図書を鉛直状態にすることができ、前記開口空間の上側
内壁の中には押し動かし装置が設置され、前記押し動かし装置は二枚の前記定位板の間の
図書を下方に押し動かしてスライドさせることができ、
前記開口空間の左右両側の内壁の中にはスライド装置が設置され、前記スライド装置は前
記移動体を前記貫通空間の中で左右にスライド連動させることができ、前記押し動かし装
置と前記スライド装置とが噛み合うように連結され、前記押し動かし装置は前記スライド
装置を駆動でき、前記移動板の前端には固定ラックが固定的に連結され、
前記スライド装置と前記固定ラックとが噛み合うように連結され、前記筐体の中には昇降
装置が設置され、前記昇降装置と前記移動板とがチェーンにより連結され、前記昇降装置
は前記移動板を前記開口空間の中で上下にスライド連動させることができることを特徴と
する大型図書館適用の図書管理設備。
【請求項２】
前記開口空間の内部の左右両側の内壁の中にはねじりばね空間が連通するように且つ対称
的に設置され、前記ねじりばね空間の中には定位軸が回転可能に設置され、前記定位軸の
上下両端はそれぞれ前記ねじりばね空間の上下内壁との間には前記定位板が固定的に連結
され、前記定位板は図書を鉛直面内に定位できることを特徴とする請求項１に記載の大型
図書館適用の図書管理設備。
【請求項３】
前記押し動かし装置は前記開口空間の上側内壁の中に連通するように設置された押板空間
を含み、前記押板空間の中には押板がスライド可能に設置され、前記押板は二枚の前記定
位板に挟まれる図書を下に押し動かすことができ、前記押板空間の上側内壁の中にはラッ
ク空間が連通するように設置され、前記ラック空間の中にはスライドラックがスライド可
能に設置され、前記スライドラックの前端には押し動かし歯車が噛み合い、前記ラック空
間の右側内壁の中には第二噛合空間が設置され、前記押し動かし歯車の右端には送り歯車
軸が固定的に連結され、前記送り歯車軸の右端が前記第二噛合空間の中に延びており且つ
前記送り歯車軸の右端には第一傘歯車が固定的に連結され、前記第一傘歯車の後端には第
二傘歯車が噛み合い、前記第二傘歯車の後端には傘歯車軸が固定的に連結され、前記第二
噛合空間の後ろ側内壁の中には第三噛合空間が設置され、前記傘歯車軸の後端が前記第三
噛合空間の中に延びており且つ前記第三傘歯車軸の後端には第三傘歯車が固定的に連結さ
れ、前記第三傘歯車の右端に第四傘歯車を噛み合うように連結することができ、前記第四
傘歯車の中には第一モータ軸がスプラインにより連結され、前記第三噛合空間の左側内壁
の中には第一モータが固定的に設置され、前記第一モータ軸の左端が前記第一モータに伝
動可能に連結され、前記第一モータ軸の円周面には第五傘歯車がスプラインにより連結さ
れ、前記第五傘歯車の右端が前記スライド装置に噛み合うように連結され、前記第五傘歯
車４１と前記第四傘歯車３９との間には軸スリーブ４４が固定的に連結され、前記軸スリ
ーブ４４が前記第一モータ軸４０に回転可能に連結されていることを特徴とする請求項１
に記載の大型図書館適用の図書管理設備。
【請求項４】
前記第三噛合空間の後ろ側内壁の中にはばね空間が連通するように設置され、前記ばね空
間の中には電磁石がスライド可能に設置され、前記電磁石の左端と前記ばね空間の左端内
壁との間にはばねが固定的に連結され、前記電磁石の右端にはスライド板が固定的に連結
されことを特徴とする請求項３に記載の大型図書館適用の図書管理設備。
【請求項５】
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前記スライド装置は前記開口空間の左右両端内壁の中に対称に設置された回転空間を含み
、前記回転空間の上下両側の内壁の中には歯車空間が対称に且つ連通するように設置され
、前記歯車空間の中にはスライド歯車が回転可能に設置され、前記スライド歯車の後端が
前記固定ラックと噛み合い、上側の二つの前記歯車空間の下側内壁の間には同期空間が連
通するように設置され、前記同期空間の中には同期プーリが回転可能に設置され、二つの
前記同期プーリが同期ベルトにより連結され、右側の前記同期空間の下側内壁の中には第
一噛合空間が連通するように設置され、前記第一噛合空間の中には第六傘歯車が回転可能
に設置され、前記回転空間の中には歯車軸が回転可能に設置され、前記第六傘歯車が前記
歯車軸の円周面に固定的に連結され、前記スライド歯車と前記同期プーリとが前記歯車軸
の円周面に固定的に連結され、前記スライド歯車が前記同期プーリの上側に位置し、前記
第六傘歯車の左端は前記第五傘歯車と噛み合うことができることを特徴とする請求項４に
記載の大型図書館適用の図書管理設備。
【請求項６】
前記昇降装置は前記筐体の中に左右対称に設置されたスプロケット空間を含み、前記スプ
ロケット空間の中にはスプロケットが回転可能に設置され、前記チェーンが前記スプロケ
ットの円周面に噛み合うように連結され、前記スプロケットの回転が前記チェーンを緩や
かにスライド連動させ、従って前記移動板が緩やかにスライドし、前記チェーンが前記移
動板の上端に固定的に連結され、前記スプロケットの下端には回転軸が固定的に連結され
、前記スプロケットの下側の内壁の中には鉛直空間が設置され、前記鉛直空間の中には前
プーリと後プーリとが回転可能に設置され、前記前プーリが前記後プーリの前側に位置し
、前記後プーリの上端には第二モータ軸が固定的に連結され、前記鉛直空間の上側内壁の
中には第二モータが固定的に設置され、前記第二モータ軸の後端が前記第二モータに伝動
可能に連結され、前記回転軸の下端が前記鉛直空間の中に延びており且つ前記前プーリと
固定的に連結され、前記後プーリと前記前プーリとの間には鉛直ベルトが連結され、前記
後プーリの円周面には水平ベルトが連結され、前記水平ベルトが前記鉛直ベルトの下側に
位置し、前記鉛直空間において対称中心に近接下側の内壁の中には水平ベルト空間が連通
するように設置され、前記水平ベルトが左右両側の前記後プーリの間に連結されているこ
とを特徴とする請求項４に記載の大型図書館適用の図書管理設備。
【請求項７】
前記移動体の下端にはバーコード探りヘッドが設置され、前記バーコード探りヘッドが図
書のバーコード番号を検知でき、前記バーコード探りヘッドと前記第一モータ及び前記第
二モータとが通電可能に連結され、前記バーコード探りヘッドは前記第一モータと前記第
二モータの起動と終了をそれぞれ制御できることを特徴とする請求項１に記載の大型図書
館適用の図書管理設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願発明は図書管理分野に関し、具体的には大型図書館適用の図書管理設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
図書館の職員さんが図書を戻す時、戻す先が高いところにあるときははしこに登らなけれ
ばならなく、不安全の上に顧客等の図書館内での移動を邪魔してしまう。従い、大型図書
館適用の図書管理設備を設計するのは実に必要である。本願発明は図書表紙にあるバーコ
ードを識別することで自動的に図書を本棚の特定場所まで戻すことができる。人力によっ
て図書を戻すときのはしこの利用を免れ、便利かつ早く、安全であり、人力消耗を避ける
。
【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１０８８１４００５号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
技術問題：
図書館の職員さんが図書を特定の場所まで戻すときに、はしこの利用を避けられず、時間
がかかり、安全ではない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
大型図書館適用の図書管理設備であって、筐体を含み、前記筐体の中には貫通空間が上下
貫通に設置され、前記貫通空間の中には移動板がスライド可能に設置され、前記移動板に
は移動体がスライド可能に設置され、前記移動体の中には下方に開口した開口空間が設置
され、前記開口空間の中には定位板が左右対称に且つ回転可能に設置され、図書を前方か
ら後方へ二枚の前記定位板の間に入れることで、二枚の前記定位板によって図書を挟んで
図書を鉛直状態にすることができ、前記開口空間の上側内壁の中には押し動かし装置が設
置され、前記押し動かし装置は二枚の前記定位板の間の図書を下方に押し動かしてスライ
ドさせることができ、前記開口空間の左右両側の内壁の中にはスライド装置が設置され、
前記スライド装置は前記移動体を前記貫通空間の中で左右にスライド連動させることがで
き、前記押し動かし装置と前記スライド装置とが噛み合うように連結され、前記押し動か
し装置は前記スライド装置を駆動でき、前記移動板の前端には固定ラックが固定的に連結
され、前記スライド装置と前記固定ラックとが噛み合うように連結され、前記筐体の中に
は昇降装置が設置され、前記昇降装置と前記移動板とがチェーンにより連結され、前記昇
降装置は前記移動板を前記開口空間の中で上下にスライド連動させることができる。
【０００６】
前記開口空間の内部の左右両側の内壁の中にはねじりばね空間が連通するように且つ対称
的に設置され、前記ねじりばね空間の中には定位軸が回転可能に設置され、前記定位軸の
上下両端はそれぞれ前記ねじりばね空間の上下内壁との間には前記定位板が固定的に連結
され、前記定位板は図書を鉛直面内に定位できる。
【０００７】
前記押し動かし装置は前記開口空間の上側内壁の中に連通するように設置された押板空間
を含み、前記押板空間の中には押板がスライド可能に設置され、前記押板は二枚の前記定
位板に挟まれる図書を下に押し動かすことができ、前記押板空間の上側内壁の中にはラッ
ク空間が連通するように設置され、前記ラック空間の中にはスライドラックがスライド可
能に設置され、前記スライドラックの前端には押し動かし歯車が噛み合い、前記ラック空
間の右側内壁の中には第二噛合空間が設置され、前記押し動かし歯車の右端には送り歯車
軸が固定的に連結され、前記送り歯車軸の右端が前記第二噛合空間の中に延びており且つ
前記送り歯車軸の右端には第一傘歯車が固定的に連結され、前記第一傘歯車の後端には第
二傘歯車が噛み合い、前記第二傘歯車の後端には傘歯車軸が固定的に連結され、前記第二
噛合空間の後ろ側内壁の中には第三噛合空間が設置され、前記傘歯車軸の後端が前記第三
噛合空間の中に延びており且つ前記第三傘歯車軸の後端には第三傘歯車が固定的に連結さ
れ、前記第三傘歯車の右端に第四傘歯車を噛み合うように連結することができ、前記第四
傘歯車の中には第一モータ軸がスプラインにより連結され、前記第三噛合空間の左側内壁
の中には第一モータが固定的に設置され、前記第一モータ軸の左端が前記第一モータに伝
動可能に連結され、前記第一モータ軸の円周面には第五傘歯車がスプラインにより連結さ
れ、前記第五傘歯車の右端が前記スライド装置に噛み合うように連結され、前記第五傘歯
車と前記第四傘歯車との間には軸スリーブが固定的に連結され、前記軸スリーブが前記第
一モータ軸に回転可能に連結され、前記第一モータを起動すると前記第一モータ軸が回転
し、従って前記軸スリーブが連動して回転し、従って前記第四傘歯車が回転し、従って前
記第三傘歯車が回転し、従って前記傘歯車軸が回転し、従って前記第二傘歯車が回転し、
従って前記第一傘歯車が回転し、従って前記歯車軸が回転し、従って前記押し動かし歯車
が回転し、従って前記スライドラックがスライドし、従って前記押板がスライドし、従っ
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て二枚の前記定位板の間に挟まれる図書を下に押し動かす。
【０００８】
前記第三噛合空間の後ろ側内壁の中にはばね空間が連通するように設置され、前記ばね空
間の中には電磁石がスライド可能に設置され、前記電磁石の左端と前記ばね空間の左端内
壁との間にはばねが固定的に連結され、前記電磁石の右端にはスライド板が固定的に連結
され、前記電磁石が通電することで、前記電磁石がスライドし、従って前記ばねが圧縮さ
れ、従って前記スライド板がスライドし、従って前記第四傘歯車と前記第三傘歯車とが噛
み合う。
【０００９】
前記スライド装置は前記開口空間の左右両端内壁の中に対称に設置された回転空間を含み
、前記回転空間の上下両側の内壁の中には歯車空間が対称に且つ連通するように設置され
、前記歯車空間の中にはスライド歯車が回転可能に設置され、前記スライド歯車の後端が
前記固定ラックと噛み合い、上側の二つの前記歯車空間の下側内壁の間には同期空間が連
通するように設置され、前記同期空間の中には同期プーリが回転可能に設置され、二つの
前記同期プーリが同期ベルトにより連結され、右側の前記同期空間の下側内壁の中には第
一噛合空間が連通するように設置され、前記第一噛合空間の中には第六傘歯車が回転可能
に設置され、前記回転空間の中には歯車軸が回転可能に設置され、前記第六傘歯車が前記
歯車軸の円周面に固定的に連結され、前記スライド歯車と前記同期プーリとが前記歯車軸
の円周面に固定的に連結され、前記スライド歯車が前記同期プーリの上側に位置し、前記
第六傘歯車の左端は前記第五傘歯車と噛み合うことができ、前記第一モータ軸の回転によ
り前記軸スリーブを回転連動させることができ、従って前記第五傘歯車が回転し、従って
前記第六傘歯車が回転し、従って右側の前記歯車軸が回転し、従って右側の前記スライド
歯車が回転し、従って右側の前記同期プーリが回転すると同時に前記同期プーリが左側の
前記同期プーリを回転連動させ、従って左側の前記歯車軸が回転し、従って左側の前記ス
ライド歯車が回転し、従って前記移動体がスライドする。
【００１０】
前記昇降装置は前記筐体の中に左右対称に設置されたスプロケット空間を含み、前記スプ
ロケット空間の中にはスプロケットが回転可能に設置され、前記チェーンが前記スプロケ
ットの円周面に噛み合うように連結され、前記スプロケットの回転が前記チェーンを緩や
かにスライド連動させ、従って前記移動板が緩やかにスライドし、前記チェーンが前記移
動板の上端に固定的に連結され、前記スプロケットの下端には回転軸が固定的に連結され
、前記スプロケットの下側の内壁の中には鉛直空間が設置され、前記鉛直空間の中には前
プーリと後プーリとが回転可能に設置され、前記前プーリが前記後プーリの前側に位置し
、前記後プーリの上端には第二モータ軸が固定的に連結され、前記鉛直空間の上側内壁の
中には第二モータが固定的に設置され、前記第二モータ軸の後端が前記第二モータに伝動
可能に連結され、前記回転軸の下端が前記鉛直空間の中に延びており且つ前記前プーリと
固定的に連結され、前記後プーリと前記前プーリとの間には鉛直ベルトが連結され、前記
後プーリの円周面には水平ベルトが連結され、前記水平ベルトが前記鉛直ベルトの下側に
位置し、前記鉛直空間において対称中心に近接下側の内壁の中には水平ベルト空間が連通
するように設置され、前記水平ベルトが左右両側の前記後プーリの間に連結されている。
【００１１】
前記移動体の下端にはバーコード探りヘッドが設置され、前記バーコード探りヘッドが図
書のバーコード番号を検知でき、前記バーコード探りヘッドと前記第一モータ及び前記第
二モータとが通電可能に連結され、前記バーコード探りヘッドは前記第一モータと前記第
二モータの起動と終了をそれぞれ制御できる。
【発明の効果】
【００１２】
本願発明の有益効果は：本願発明は図書表紙にあるバーコードを識別することで自動的に
図書を本棚の特定場所まで戻すことができる。人力によって図書を戻すときのはしこの利
用を免れ、便利かつ早く、安全であり、人力消耗を避ける。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
下記に図１～８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は本発明の大型図書館適用の図書管理設備の全体構成図
【図２】図２は図１における「Ａ―Ａ」方向の構成図
【図３】図３は図２における「Ｂ―Ｂ」方向の構成図
【図４】図４は図１における「Ｃ」の拡大構成図
【図５】図５は図４における「Ｄ―Ｄ」方向の構成図
【図６】図６は図１における「Ｅ―Ｅ」方向の構成図
【図７】図７は図２における「Ｆ―Ｆ」方向の構成図
【図８】図８は図１における「Ｇ」の拡大構成図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本願発明は大型図書館適用の図書管理設備に関し、主に貨物の掴み取りに応用され、下記
に明細書図面を合わせて本願発明を更に説明する：
大型図書館適用の図書管理設備であって、筐体１０を含み、前記筐体１０の中には貫通空
間６０が上下貫通に設置され、前記貫通空間６０の中には移動板２５がスライド可能に設
置され、前記移動板２５には移動体６１がスライド可能に設置され、前記移動体６１の中
には下方に開口した開口空間３４が設置され、前記開口空間３４の中には定位板２６が左
右対称に且つ回転可能に設置され、図書を前方から後方へ二枚の前記定位板２６の間に入
れることで、二枚の前記定位板２６によって図書を挟んで図書を鉛直状態にすることがで
き、前記開口空間３４の上側内壁の中には押し動かし装置１００が設置され、前記押し動
かし装置１００は二枚の前記定位板２６の間の図書を下方に押し動かしてスライドさせる
ことができ、前記開口空間３４の左右両側の内壁の中にはスライド装置１０１が設置され
、前記スライド装置１０１は前記移動体６１を前記貫通空間６０の中で左右にスライド連
動させることができ、前記押し動かし装置１００と前記スライド装置１０１とが噛み合う
ように連結され、前記押し動かし装置１００は前記スライド装置１０１を駆動でき、前記
移動板２５の前端には固定ラック２４が固定的に連結され、前記スライド装置１０１と前
記固定ラック２４とが噛み合うように連結され、前記筐体１０の中には昇降装置１０２が
設置され、前記昇降装置１０２と前記移動板２５とがチェーン５６により連結され、前記
昇降装置１０２は前記移動板２５を前記開口空間３４の中で上下にスライド連動させるこ
とができる。
【００１６】
有益的に、前記開口空間３４の内部の左右両側の内壁の中にはねじりばね空間５８が連通
するように且つ対称的に設置され、前記ねじりばね空間５８の中には定位軸５７が回転可
能に設置され、前記定位軸５７の上下両端はそれぞれ前記ねじりばね空間５８の上下内壁
との間には前記定位板２６が固定的に連結され、前記定位板２６は図書を鉛直面内に定位
できる。
【００１７】
前記押し動かし装置１００は前記開口空間３４の上側内壁の中に連通するように設置され
た押板空間６２を含み、前記押板空間６２の中には押板３３がスライド可能に設置され、
前記押板３３は二枚の前記定位板２６に挟まれる図書を下に押し動かすことができ、前記
押板空間６２の上側内壁の中にはラック空間２２が連通するように設置され、前記ラック
空間２２の中にはスライドラック２１がスライド可能に設置され、前記スライドラック２
１の前端には押し動かし歯車３５が噛み合い、前記ラック空間２２の右側内壁の中には第
二噛合空間５４が設置され、前記押し動かし歯車３５の右端には送り歯車軸３６が固定的
に連結され、前記送り歯車軸３６の右端が前記第二噛合空間５４の中に延びており且つ前
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記送り歯車軸３６の右端には第一傘歯車３７が固定的に連結され、前記第一傘歯車３７の
後端には第二傘歯車４５が噛み合い、前記第二傘歯車４５の後端には傘歯車軸３８が固定
的に連結され、前記第二噛合空間５４の後ろ側内壁の中には第三噛合空間５２が設置され
、前記傘歯車軸３８の後端が前記第三噛合空間５２の中に延びており且つ前記第三傘歯車
軸３８の後端には第三傘歯車５３が固定的に連結され、前記第三傘歯車５３の右端に第四
傘歯車３９を噛み合うように連結することができ、前記第四傘歯車３９の中には第一モー
タ軸４０がスプラインにより連結され、前記第三噛合空間５２の左側内壁の中には第一モ
ータ４６が固定的に設置され、前記第一モータ軸４０の左端が前記第一モータ４６に伝動
可能に連結され、前記第一モータ軸４０の円周面には第五傘歯車４１がスプラインにより
連結され、前記第五傘歯車４１の右端が前記スライド装置１０１に噛み合うように連結さ
れ、前記第五傘歯車４１と前記第四傘歯車３９との間には軸スリーブ４４が固定的に連結
され、前記軸スリーブ４４が前記第一モータ軸４０に回転可能に連結され、前記第一モー
タ４６を起動すると前記第一モータ軸４０が回転し、従って前記軸スリーブ４４が連動し
て回転し、従って前記第四傘歯車３９が回転し、従って前記第三傘歯車５３が回転し、従
って前記傘歯車軸３８が回転し、従って前記第二傘歯車４５が回転し、従って前記第一傘
歯車３７が回転し、従って前記歯車軸３６が回転し、従って前記押し動かし歯車３５が回
転し、従って前記スライドラック２１がスライドし、従って前記押板３３がスライドし、
従って二枚の前記定位板２６の間に挟まれる図書を下に押し動かす。
【００１８】
有益的に、前記第三噛合空間５２の後ろ側内壁の中にはばね空間４８が連通するように設
置され、前記ばね空間４８の中には電磁石４９がスライド可能に設置され、前記電磁石４
９の左端と前記ばね空間４８の左端内壁との間にはばね４７が固定的に連結され、前記電
磁石４９の右端にはスライド板５０が固定的に連結され、前記電磁石４９が通電すること
で、前記電磁石４９がスライドし、従って前記ばね４７が圧縮され、従って前記スライド
板５０がスライドし、従って前記第四傘歯車３９と前記第三傘歯車５３とが噛み合う。
【００１９】
有益的に、前記スライド装置１０１は前記開口空間３４の左右両端内壁の中に対称に設置
された回転空間６６を含み、前記回転空間６６の上下両側の内壁の中には歯車空間１７が
対称に且つ連通するように設置され、前記歯車空間１７の中にはスライド歯車１８が回転
可能に設置され、前記スライド歯車１８の後端が前記固定ラック２４と噛み合い、上側の
二つの前記歯車空間１７の下側内壁の間には同期空間２３が連通するように設置され、前
記同期空間２３の中には同期プーリ１９が回転可能に設置され、二つの前記同期プーリ１
９が同期ベルト２０により連結され、右側の前記同期空間２３の下側内壁の中には第一噛
合空間５１が連通するように設置され、前記第一噛合空間５１の中には第六傘歯車４２が
回転可能に設置され、前記回転空間６６の中には歯車軸１６が回転可能に設置され、前記
第六傘歯車４２が前記歯車軸１６の円周面に固定的に連結され、前記スライド歯車１８と
前記同期プーリ１９とが前記歯車軸１６の円周面に固定的に連結され、前記スライド歯車
１８が前記同期プーリ１９の上側に位置し、前記第六傘歯車４２の左端は前記第五傘歯車
４１と噛み合うことができ、前記第一モータ軸４０の回転により前記軸スリーブ４４を回
転連動させることができ、従って前記第五傘歯車４１が回転し、従って前記第六傘歯車４
２が回転し、従って右側の前記歯車軸１６が回転し、従って右側の前記スライド歯車１８
が回転し、従って右側の前記同期プーリ１９が回転すると同時に前記同期プーリ２０が左
側の前記同期プーリ１９を回転連動させ、従って左側の前記歯車軸１６が回転し、従って
左側の前記スライド歯車１８が回転し、従って前記移動体６１がスライドする。
【００２０】
前記昇降装置１０２は前記筐体１０の中に左右対称に設置されたスプロケット空間１４を
含み、前記スプロケット空間１４の中にはスプロケット１５が回転可能に設置され、前記
チェーン５６が前記スプロケット１５の円周面に噛み合うように連結され、前記スプロケ
ット１５の回転が前記チェーン５６を緩やかにスライド連動させ、従って前記移動板２５
が緩やかにスライドし、前記チェーン５６が前記移動板２５の上端に固定的に連結され、
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前記スプロケット１５の下端には回転軸１３が固定的に連結され、前記スプロケット１５
の下側の内壁の中には鉛直空間１１が設置され、前記鉛直空間１１の中には前プーリ１２
と後プーリ３０とが回転可能に設置され、前記前プーリ１２が前記後プーリ３０の前側に
位置し、前記後プーリ３０の上端には第二モータ軸２９が固定的に連結され、前記鉛直空
間１１の上側内壁の中には第二モータ５５が固定的に設置され、前記第二モータ軸２９の
後端が前記第二モータ５５に伝動可能に連結され、前記回転軸１３の下端が前記鉛直空間
１１の中に延びており且つ前記前プーリ１２と固定的に連結され、前記後プーリ３０と前
記前プーリ１２との間には鉛直ベルト２８が連結され、前記後プーリ３０の円周面には水
平ベルト３１が連結され、前記水平ベルト３１が前記鉛直ベルト２８の下側に位置し、前
記鉛直空間１１において対称中心に近接下側の内壁の中には水平ベルト空間３２が連通す
るように設置され、前記水平ベルト３１が左右両側の前記後プーリ３０の間に連結されて
いる。
【００２１】
有益的に、前記移動体６１の下端にはバーコード探りヘッド２７が設置され、前記バーコ
ード探りヘッド２７が図書のバーコード番号を検知でき、前記バーコード探りヘッド２７
と前記第一モータ４６及び前記第二モータ５５とが通電可能に連結され、前記バーコード
探りヘッド２７は前記第一モータ４６と前記第二モータ５５の起動と終了をそれぞれ制御
できる。
【００２２】
下記に図１～８を合わせて本願発明の使用手順を詳しく説明する：
初期状態の時、第五傘歯車４１が第六傘歯車４２と噛み合っており、第四傘歯車３９が第
三傘歯車５３と噛み合っておらず、左右の定位板２６が当接しており、押板３３が押板空
間６２の内部の上方の極限位置にある。
使用するとき、バーコードの付いた図書をバーコード探りヘッド２７でスキャンしてから
開口空間３４の中に置き、定位板２６により鉛直定位を行い、ねじりばね５９の弾力の作
用により図書を挟持し、バーコード探りヘッド２７により第一モータ４６と第二モータ５
５の起動を制御し、従って図書を特定の本棚に送ることができる。
前記バーコード探りヘッド２７により前記第二モータ５５を起動し、従って第二モータ軸
２９が回転し、従って左側の後プーリ３０が回転し、従って左側の鉛直ベルト２８が左側
の前プーリ１２を回転連動させると同時に、後プーリ３０が水平ベルト３１により右側の
前プーリ１２を回転連動させ、両側の前プーリ１２が同期に回転し、従って前プーリ１２
が回転軸１３を回転連動させ、従ってスプロケット１５が回転し、従ってチェーン５６が
巻かれて移動板２５をスライド連動させる。
図書が特定の本棚と同じ平面に位置する時、バーコード探りヘッド２７により第二モータ
５５を終了させると同時に第一モータ４６を起動し、従って第一モータ軸４０が回転し、
従って軸スリーブ４４が回転し、従って第五傘歯車４１と第四傘歯車３９とが回転し、こ
の時第五傘歯車４１と第六傘歯車４２とが噛み合い、第四傘歯車３９と第三傘歯車５３と
が噛み合わず、従って第五平歯車４１が第六傘歯車４２を回転連動させ、従って右側の歯
車軸１６が回転し、従って右側の同期プーリ１９が回転し、従って同期ベルト２０が左側
の同期プーリ１９を同期に回転連動させ、従って左側の歯車軸１６と右側の歯車軸１６と
を同期に回転連動させ、両側の歯車軸１６により四つのスライド歯車１８を同期に回転連
動させ、従って固定ラック２４がスライドし、従って移動体６１がスライドする。
本が特定の本棚に対向する時、電磁石４９に通電させて電磁石４９をばね空間４８の内部
でスライドさせ、従ってばね４７が圧縮されると同時にスライド板５０がスライドし、従
って第四傘歯車３９と第三傘歯車５３とが噛み合うと同時に第五傘歯車４１と第六傘歯車
４２とが噛合状態から離脱し、この時第四傘歯車３９が回転して第三傘歯車５３を回転連
動させ、従って傘歯車軸３８が回転し、従って第二傘歯車４５が回転し、従って第一傘歯
車３７が回転し、従って歯車軸３６が回転し、従って押し動かし歯車３５が回転し、従っ
てスライドラック２１がスライドし、従って押板３３がスライドし、従って本が特定の本
棚の中に押し込まれ、第一モータ４６が反転して押板３３を初期位置に戻し、この時電磁
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石４９を通電させないことで、第四傘歯車３９と第三傘歯車５３とが噛合状態から離脱し
、従って第五傘歯車４１と第六傘歯車４２とが改めて噛み合い、第一モータ４６と第二モ
ータ５５を反転させて移動体６１を復帰させる。
【００２３】
上記方式により、本分野の当業者は本願発明の範囲内に作動パターンにより各種な変化を
実行できる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月23日(2020.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
大型図書館適用の図書管理設備であって、筐体を含み、
前記筐体の中には貫通空間が上下貫通に設置され、前記貫通空間の中には移動板がスライ
ド可能に設置され、前記移動板には移動体がスライド可能に設置され、前記移動体の中に
は下方に開口した開口空間が設置され、前記開口空間の中には定位板が左右対称に且つ回
転可能に設置され、図書を前方から後方へ二枚の前記定位板の間に入れることで、二枚の
前記定位板によって図書を挟んで図書を鉛直状態にすることができ、前記開口空間の上側
内壁の中には押し動かし装置が設置され、前記押し動かし装置は二枚の前記定位板の間の
図書を下方に押し動かしてスライドさせることができ、
前記開口空間の左右両側の内壁の中にはスライド装置が設置され、前記スライド装置は前
記移動体を前記貫通空間の中で左右にスライド連動させることができ、前記押し動かし装
置と前記スライド装置とが噛み合うように連結され、前記押し動かし装置は前記スライド
装置を駆動でき、前記移動板の前端には固定ラックが固定的に連結され、前記スライド装
置と前記固定ラックとが噛み合うように連結され、
前記筐体の中には昇降装置が設置され、前記昇降装置と前記移動板とがチェーンにより連
結され、前記昇降装置は前記移動板を前記開口空間の中で上下にスライド連動させること
ができ、
前記開口空間の内部の左右両側の内壁の中にはねじりばね空間が連通するように且つ対称
的に設置され、前記ねじりばね空間の中には定位軸が回転可能に設置され、前記定位軸の
上下両端はそれぞれ前記ねじりばね空間の上下内壁との間には前記定位板が固定的に連結
され、前記定位板は図書を鉛直面内に定位でき、
前記押し動かし装置は前記開口空間の上側内壁の中に連通するように設置された押板空間
を含み、前記押板空間の中には押板がスライド可能に設置され、前記押板は二枚の前記定
位板に挟まれる図書を下に押し動かすことができ、前記押板空間の上側内壁の中にはラッ
ク空間が連通するように設置され、前記ラック空間の中にはスライドラックがスライド可
能に設置され、前記スライドラックの前端には押し動かし歯車が噛み合い、前記ラック空
間の右側内壁の中には第二噛合空間が設置され、前記押し動かし歯車の右端には送り歯車
軸が固定的に連結され、前記送り歯車軸の右端が前記第二噛合空間の中に延びており且つ
前記送り歯車軸の右端には第一傘歯車が固定的に連結され、前記第一傘歯車の後端には第
二傘歯車が噛み合い、前記第二傘歯車の後端には傘歯車軸が固定的に連結され、前記第二
噛合空間の後ろ側内壁の中には第三噛合空間が設置され、前記傘歯車軸の後端が前記第三
噛合空間の中に延びており且つ前記第三傘歯車軸の後端には第三傘歯車が固定的に連結さ
れ、前記第三傘歯車の右端に第四傘歯車を噛み合うように連結することができ、前記第四
傘歯車の中には第一モータ軸がスプラインにより連結され、前記第三噛合空間の左側内壁
の中には第一モータが固定的に設置され、前記第一モータ軸の左端が前記第一モータに伝
動可能に連結され、前記第一モータ軸の円周面には第五傘歯車がスプラインにより連結さ
れ、前記第五傘歯車の右端が前記スライド装置に噛み合うように連結され、前記第五傘歯
車と前記第四傘歯車との間には軸スリーブが固定的に連結され、前記軸スリーブが前記第
一モータ軸に回転可能に連結されており、
前記第三噛合空間の後ろ側内壁の中にはばね空間が連通するように設置され、前記ばね空
間の中には電磁石がスライド可能に設置され、前記電磁石の左端と前記ばね空間の左端内
壁との間にはばねが固定的に連結され、前記電磁石の右端にはスライド板が固定的に連結
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され、
前記スライド装置は前記開口空間の左右両端内壁の中に対称に設置された回転空間を含み
、前記回転空間の上下両側の内壁の中には歯車空間が対称に且つ連通するように設置され
、前記歯車空間の中にはスライド歯車が回転可能に設置され、前記スライド歯車の後端が
前記固定ラックと噛み合い、上側の二つの前記歯車空間の下側内壁の間には同期空間が連
通するように設置され、前記同期空間の中には同期プーリが回転可能に設置され、二つの
前記同期プーリが同期ベルトにより連結され、右側の前記同期空間の下側内壁の中には第
一噛合空間が連通するように設置され、前記第一噛合空間の中には第六傘歯車が回転可能
に設置され、前記回転空間の中には歯車軸が回転可能に設置され、前記第六傘歯車が前記
歯車軸の円周面に固定的に連結され、前記スライド歯車と前記同期プーリとが前記歯車軸
の円周面に固定的に連結され、前記スライド歯車が前記同期プーリの上側に位置し、前記
第六傘歯車の左端は前記第五傘歯車と噛み合うことができ、
前記昇降装置は前記筐体の中に左右対称に設置されたスプロケット空間を含み、前記スプ
ロケット空間の中にはスプロケットが回転可能に設置され、前記チェーンが前記スプロケ
ットの円周面に噛み合うように連結され、前記スプロケットの回転が前記チェーンを緩や
かにスライド連動させ、従って前記移動板が緩やかにスライドし、前記チェーンが前記移
動板の上端に固定的に連結され、前記スプロケットの下端には回転軸が固定的に連結され
、前記スプロケットの下側の内壁の中には鉛直空間が設置され、前記鉛直空間の中には前
プーリと後プーリとが回転可能に設置され、前記前プーリが前記後プーリの前側に位置し
、前記後プーリの上端には第二モータ軸が固定的に連結され、前記鉛直空間の上側内壁の
中には第二モータが固定的に設置され、前記第二モータ軸の後端が前記第二モータに伝動
可能に連結され、前記回転軸の下端が前記鉛直空間の中に延びており且つ前記前プーリと
固定的に連結され、前記後プーリと前記前プーリとの間には鉛直ベルトが連結され、前記
後プーリの円周面には水平ベルトが連結され、前記水平ベルトが前記鉛直ベルトの下側に
位置し、前記鉛直空間において対称中心に近接下側の内壁の中には水平ベルト空間が連通
するように設置され、前記水平ベルトが左右両側の前記後プーリの間に連結されており、
前記移動体の下端にはバーコード探りヘッドが設置され、前記バーコード探りヘッドが図
書のバーコード番号を検知でき、前記バーコード探りヘッドと前記第一モータ及び前記第
二モータとが通電可能に連結され、前記バーコード探りヘッドは前記第一モータと前記第
二モータの起動と終了をそれぞれ制御でき、
初期状態の時、前記第五傘歯車が前記第六傘歯車と噛み合っており、前記第四傘歯車が前
記第三傘歯車と噛み合っておらず、左右の前記定位板が当接しており、前記押板が前記押
板空間の内部の上方の極限位置にあり、
使用するとき、バーコードの付いた図書を前記バーコード探りヘッドでスキャンしてから
前記開口空間の中に置き、前記定位板により鉛直定位を行い、前記ねじりばねの弾力の作
用により図書を挟持し、前記バーコード探りヘッドにより前記第一モータと前記第二モー
タの起動を制御し、従って図書を特定の本棚に送ることができ、
前記バーコード探りヘッドにより前記第二モータを起動し、従って前記第二モータ軸が回
転し、従って左側の前記後プーリが回転し、従って左側の前記鉛直ベルトが左側の前記前
プーリを回転連動させると同時に、前記後プーリが前記水平ベルトにより右側の前記前プ
ーリを回転連動させ、両側の前記前プーリが同期に回転し、従って前記前プーリが前記回
転軸を回転連動させ、従って前記スプロケットが回転し、従って前記チェーンが巻かれて
前記移動板をスライド連動させ、
図書が特定の本棚と同じ平面に位置する時、前記バーコード探りヘッドにより前記第二モ
ータを終了させると同時に前記第一モータを起動し、従って前記第一モータ軸が回転し、
従って前記軸スリーブが回転し、従って前記第五傘歯車と前記第四傘歯車とが回転し、こ
の時前記第五傘歯車と前記第六傘歯車とが噛み合い、前記第四傘歯車と前記第三傘歯車と
が噛み合わず、従って前記第五平歯車が前記第六傘歯車を回転連動させ、従って右側の前
記歯車軸が回転し、従って右側の前記同期プーリが回転し、従って前記同期ベルトが左側
の前記同期プーリを同期に回転連動させ、従って左側の前記歯車軸と右側の前記歯車軸と
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を同期に回転連動させ、両側の前記歯車軸により四つの前記スライド歯車を同期に回転連
動させ、従って前記固定ラックがスライドし、従って前記移動体がスライドし、
本が特定の本棚に対向する時、前記電磁石に通電させて前記電磁石を前記ばね空間の内部
でスライドさせ、従って前記ばねが圧縮されると同時に前記スライド板がスライドし、従
って前記第四傘歯車と前記第三傘歯車とが噛み合うと同時に前記第五傘歯車と前記第六傘
歯車とが噛合状態から離脱し、この時前記第四傘歯車が回転して前記第三傘歯車を回転連
動させ、従って前記傘歯車軸が回転し、従って前記第二傘歯車が回転し、従って前記第一
傘歯車が回転し、従って前記歯車軸が回転し、従って前記押し動かし歯車が回転し、従っ
て前記スライドラックがスライドし、従って前記押板がスライドし、従って本が特定の本
棚の中に押し込まれ、前記第一モータが反転して前記押板を初期位置に戻し、この時前記
電磁石を通電させないことで、前記第四傘歯車と前記第三傘歯車とが噛合状態から離脱し
、従って前記第五傘歯車と前記第六傘歯車とが改めて噛み合い、前記第一モータと前記第
二モータを反転させて前記移動体を復帰させることを特徴とする大型図書館適用の図書管
理設備。
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