
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路脇のガードレール等に沿って配置され、

太陽電池、電気二重層コンデ
ンサ、ＬＥＤからなる回路を有する自発光型視線誘導標において、
　前記回路は、

厚み２０ mm以下で 薄型円盤状の
筐体に収納されており、
　

、
　前記太陽電池、ＬＥＤ及び高輝度反射シートは該円盤状の筐体平面において太陽電池は
中心部にＬＥＤ及び高輝度反射シートは周辺部に同心円状に配置され、上記筐体平面が水
平方向に向けて道路脇に設置されて前記ＬＥＤが夜間遠方より視認できることを特徴とす
る自発光型視線誘導標。
【請求項２】
　前記筐体は、ガラス被膜およびＴｉＯ２ コ－ティングされていることを特徴とする前記
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道路脇の支柱上に単独に設定されたり、あ
るいは無発光型の反射板表示板上に貼り付けて用いられる、

電気二重層コンデンサをプリント基板と共に収納可能で、かつ立設したと
き天井部分への積雪が殆どない、 直径が７０～１００ mmの

前記回路において、該太陽電池および電気二重層コンデンサからなる電源出力を電流制
限用高抵抗を介してＬＥＤを含む充放電回路に放電し、前記高抵抗を介した微弱電流によ
るＬＥＤ点滅回路の充放電のみで前記ＬＥＤの点滅発光のタイミングを制御し、また太陽
電池の発電電圧を監視し、該発電電圧により夜間のヘッドライトの接近を検知して前記Ｌ
ＥＤ発光を停止することにより、昼間充電された前記電気二重層コンデンサの電源出力で
上記ＬＥＤの点滅発光を夜間常時動作可能にすると共に



請求項１に記載の自発光型視線誘導標。
【請求項３】
　前記太陽電池、電気二重層コンデンサ、ＬＥＤからなる回路において、ＬＥＤ点滅回路
の入力側にサーミスタを設けて外気温を検知し、道路が氷結温度に達すると自動的に前記
ＬＥＤの色表示を変化させることを特徴とする前記請求項１又は２に記載の自発光型視線
誘導標。
【請求項４】
　前記色表示が、温度域により白、緑、赤の三色であることを特徴とする前記請求項３項
記載の自発光型視線誘導標。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、メンテナンスの不要な自発光型道路標識、特に自発光型視線誘導標に関す
る。　
【背景技術】
【０００２】
　従来道路脇のガードレール等に沿って配置される自発光型視線誘導標は、たとえば特開
平１１ -２３７８５３号公報や、特開平８ -２７７３７号公報に示されるように、上面（天
方向）に太陽電池を設置して、側方（水平方向）にＬＥＤを発光表示するものが大部分で
ある。
【０００３】
　この場合、上面の太陽電池の面積を必要となるため、水平方向の厚みが大きくなり、降
雪地帯ではこの箇所に積雪し、該積雪がＬＥＤ発光面に覆い被さり、通行する自動車から
見えないという欠点が生じ易い。
【０００４】
　また、太陽電池は特に降雪時や曇天時の発電量が小さいので、降雪地帯において自発光
型の視線誘導標は、節電のため特開平１０ -２８９３９４号公報に示されるように自動車
の接近時のみヘッドライトを感知して発光させるものが知られている。しかし、該構成の
ものは、視線誘導標のＬＥＤ発光を遠方から見ることができない欠点があり、またＬＥＤ
は接近すると運転者の目を眩惑するが上記公知例はこれを考慮していない。
【０００５】
　また、冬季凍結による事故発生の危険を知らせるため、道路鋲に温度センサーを設け、
所定温度で発光表示の色を変えるものが特開平１４－２５６５２０号公報により公知であ
る。しかし、道路面の温度を視線表示標に表示させるには、道路面から表示標までの配線
が必要になる。
【特許文献１】特開平１１－２３７８５３号公報
【特許文献２】特開平８－２７７３７号公報
【特許文献３】特開平１０－２８９３９４号公報
【特許文献４】特開平１４－２５６５２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記従来の視線誘導標の欠点を改善し、厚みを薄くして降雪が積もらない構
造を採用し、また消費電流を微小にして、夜間常時点滅を可能にし、さらに密閉封じされ
る筐体の中に温度センサーも内蔵して凍結時にＬＥＤ発光の色を変えて自動車運転者に道
路凍結の警告表示をする自発光型視線誘導標を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するため、本発明の自発光型

太陽電池、電気二重層コンデンサ、ＬＥＤからなる回路を有する自
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視線誘導標は、道路脇のガードレール
等に沿って配置され、



発光型 において、
　前記回路は厚み２０ mm以下の薄型円盤状の筐体に収納されており、前記太陽電池

は該円盤状の筐体平面において太陽電池は中心部にＬＥＤ
は周辺部に同心円状に配置され、

ことを特徴とする。
【０００８】
　さらに、前記筐体の厚みが１４ mmであり、直径が７０～１００ mmであること、
前記筐体は、ガラス被膜およびＴｉＯ２ コ－ティングされていることを特徴とする。
　また、本発明の自発光型 前記太陽電池、電気二重層コンデンサ、ＬＥＤ
からなる回路において、該太陽電池および電気二重層コンデンサからなる電源出力を

高抵抗を介してＬＥＤを含む充放電回路に放電し、前記高抵抗を介した微弱電流に
よるＬＥＤ点滅回路の充放電のみで前記ＬＥＤの点滅発光のタイミングを制御することに
より夜間常時点灯を可能にしたことを特徴とする。
【０００９】
　あるいは、前記太陽電池、電気二重層コンデンサ、ＬＥＤからなる回路において、該太
陽電池の発電電圧を監視し、該発電圧によって夜間のヘッドライトの接近を検知して前記
ＬＥＤ発光を停止することを特徴とする。
【００１０】
　また、前記太陽電池、電気二重層コンデンサ、ＬＥＤからなる回路において、ＬＥＤ点
滅回路の入力側にサーミスタを設け、道路が氷結温度に達すると自動的に前記ＬＥＤの色
表示を変化させることを特徴とする。さらに、前記色表示が、温度域により白、緑、赤の
三色であることを特徴とする。
【００１１】
　また、特に、前記道路標識が視認誘導標であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の道路標識は、薄型円盤状の筐体を縦にして用いているので、積雪が防止でき、
豪雪地帯で用いても標識に積雪して表示が見えなくなることがない。
　また、該筐体は、ガラス被膜およびＴｉＯ２ コ－ティングされていることにより、白濁
することがなく、また汚れも付き難い。
【００１３】
　本発明の自発光型道路標識は、前記太陽電池、電気二重層コンデンサ、ＬＥＤからなる
回路において、該太陽電池および電気二重層コンデンサからなる電源出力を高抵抗を介し
てＬＥＤを含む充放電回路に放電し、前記高抵抗を介した微弱電流によるＬＥＤ点滅回路
の充放電のみにより前記ＬＥＤの点滅発光のタイミングを制御しているので、従来のよう
にヘッドライトを検知して自動車接近時のみ点灯して節電を図るといった工夫をすること
なく夜間常時点滅を可能にした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【００１４】
　また、太陽電池の発電電圧を監視し、夜間ヘッドライトを検知して前記ＬＥＤ発光を停
止することにより、ドライバーの眩惑を防止し、ドライバーの視環境や安全性を損ねるこ
とを防止する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照し、実施例に基づき本発明を詳細に説明する。
【実施例】
【００１７】
　図１に本発明の視線誘導標の概観図を示す。図１（ａ）において、１は発光ダイオード
（ＬＥＤ）、２は太陽電池、３は高輝度反射シートである。図１（ｂ）は、図１（ａ）の
側面図を示し、背面カバ－および回路にＬＥＤ１や太陽電池２を収納して、前面カバ－４
を取り付けてある。図１の視線誘導標は、このまま道路脇の支柱上に単独で設置されたり
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視線誘導標
、ＬＥ

Ｄ及び高輝度反射シート 及び高
輝度反射シート 上記筐体平面が水平方向に向けて道路脇
に設置されて前記ＬＥＤが夜間遠方より視認できる

視線誘導標は、
電流

制限用



、あるいは無発光型の従来の反射型表示板上に貼り付けられて用いられる。太陽電池は設
置時水平方向を向いており、従来の視線誘導標のように天井部分に太陽電池が設けられて
いないので、天井部分の面積が小さく、この部分への積雪が殆どない。実施例の水平方向
の厚みは１４ｍｍであり、２０ｍｍ以下が推奨される。
【００１８】
　上記筐体は、ガラス皮膜でコーティングされ、ＴｉＯ２ コ－ティングがなされる。具体
的には、上記筐体は環境に配慮したプラスチックで作られ、ガラスコーティング溶液にデ
ィッピングされ、最後にＴｉＯ２ 溶液が吹き付けられて仕上げられる。ガラスコーティン
グは厚み１０μｍ程度であり、筐体表面を滑らかにし積雪防止に効果がある。また、Ｔｉ
Ｏ２ の光触媒作用により、上記筐体の表面の汚れは浮いてきて除去され、筐体の清掃の手
間が省ける。さらにまた、上記ガラス被膜のコーティングは、プラスチックの白濁を防止
し、表示器としての寿命を長くする。
【００１９】
　図２は、上記ＬＥＤの発光制御回路を示す。該回路は、充電回路１０，点灯回路１１，
発電電圧監視回路１３，温度監視スイッチング回路１４からなる。充電回路１０において
は、太陽電池２１から発生した電圧は、電圧制限回路２２を介して電気二重層コンデンサ
２３に充電される。なお、電圧制限回路２２は、６Ｖ以上の電圧のとき、充電電圧を６Ｖ
以下に調整し、電気二重層コンデンサを保護する保護回路である。
【００２０】
　電気二重層コンデンサ２３の出力は発電電圧監視回路１３に入力される。該発電電圧監
視回路１３には、電流制限用高抵抗１２が設けられており、夜間ＬＥＤに流れる電流を微
少電流に制限して昼間充電された電気二重層コンデンサの電力で夜中点滅できるように上
記電流を制限している。電気二重層コンデンサの充電は、通常７分程度で充電可能である
。また、この回路では、自動車が接近したとき、その自動車のヘッドライトによる太陽電
池２１の発電電圧（起電力）を発電電圧監視回路１３で監視し、該発電電圧が所定値以上
になるとＬＥＤへの給電を停止する。
【００２１】
　この理由は、以下のとおりである。
　本発明の視線誘導標は、従来の反射型視線誘導標との併用を前提としている。反射型誘
導標は３０ｍ以下の至近距離でしか視認できない。一方、自発光型誘導標は３００ｍの距
離から視認することができる。従って、降雪時のようにドライバーが視認し難い場合の多
い北海道や東北地方の豪雪地帯においては自発光型の誘導標の設置が望まれる。
【００２２】
　一方、自発光型誘導標は遠方から視認できるように電源電力の許容範囲でなるべく輝度
を上げることが求められるが、輝度を上げると自動車接近時にかえってドライバーに眩し
く、運転の邪魔なることが多い。自発光型視線誘導標は発光強度に応じて、ドライバーの
視線挙動が変化することが確認されており、発光強度が低いと効果的に視線が誘導されず
、一方輝度が高い時は自発光型視線誘導標が直視できないこととなる。特に、視線誘導標
の場合ＬＥＤの発光角が８～１５°なので、近接して直接目に入ると安全性の面でも問題
である。複数個のＬＥＤを使用した自発光型視線誘導標の場合、点滅による発光方式を選
択した製品だとしても、玩具店で販売されている「レーザーポインター」と同等の危険性
を有するものと考えられ、視線誘導標の過度の発光はドライバーの視環境を損ねる怖れが
ある。
【００２３】
　従って、視線誘導標へ自動車が接近したとき、ドライバーは視線誘導標を反射型視線誘
導表示部分により十分視認できるので、本発明の視線誘導標は上記危険を回避するため自
発光型の視線誘導標のＬＥＤの発光を停止する構成となっている。また、このことにより
、発光の輝度を上げることが可能になり、より遠方から視認できるようになる。
【００２４】
　発電電圧監視回路１３の出力は、温度監視ＮＡＮＤロジック回路１４に入力される。温
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度監視スイッチ回路１４には、サーミスタ２４が設けられている。前記図１の視線誘導標
筐体内に設けられている該サーミスタ２４は、外気温を検知し、道路が凍結するような外
気温になると、ＩＣ３０，３１からなるロジック回路に電圧変化信号を送りＮＡＮＤ回路
１４を動作させて、ＬＥＤの発光色を変化させてドライバーに道路凍結警報を発する。Ｉ
Ｃ３０，３１はこの色変化用のＩＣである。２６はブリッジ回路であり、温度設定用可変
抵抗２５とサーミスタ２４のブリッジ出力によりコンデンサ２７またはコンデンサ２８が
前記発電電圧監視回路からの微少電流により充放電を繰り返すことによってＬＥＤ３３、
またはＬＥＤ３４を点滅させる。ＬＥＤ３３，３４は、例えば赤と緑のように異なる発色
をする。なお、図２においては、発色は２種類だが、例えば５℃以上では白、０～５℃で
は緑、０℃以下では赤のように３色で表示する方が好ましい。
【００２５】
　図２の回路図における各部品の役割は、以下のとおりである。
　　ＴＲ 1：過充電防止ＳＷ
　　ＴＤ 1：充電電圧決定用（過充電防止電圧決定）
　　ＴＲ２．ＴＲ３：ダーリントン接続・ＬＥＤ発光用ドライバ
　　ＴＲ４．ＴＲ５：ダーリントン接続・ＬＥＤ発光用ドライバ
　　ＴＲ６：総合回路電源供給 SW（太陽電池動作電圧監視回路）
　　Ｒ１：点滅回路電源供給制限
　　Ｒ２．Ｃ１．Ｒ３．Ｃ２：コンデンサ充電時間の遅延（Ｃ１．Ｃ２）
　　Ｒ４．Ｒ５：コンデンサ放電時間の調整（発光時間調整）
　　Ｒ６．７：電源供給電圧決定
　　Ｒ８．Ｒ９：温度監視回路への電流制限
　　Ｒ１０…．Ｒ１３：温度監視決定部 (電流制限 )
　　Ｃ４．Ｃ５：ＩＣ特性による、動作時間調整用
　　ＰＤ１：逆流防止（太陽電池発電容量により、大きさが変更になる）
　　ＣＰＤ：ダイオードブリッジ（単体でも可能）
　図２に用いられるＩＣ（７４ＨＣ１３２）の回路は図３に示される。該回路において、
例えば、該ＩＣの１・２・３ＰＩＮで１組のＮＡＮＤ回路であり、１番，２番ＰＩＮがＮ
ＡＮＤ入力、３番がＮＡＮＤ出力となる。
【００２６】
　従って、その組み合わせは下記表になる。
【００２７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２８】
　該ＩＣには、ＮＡＮＤ回路が４つ設けられており、他のＰＩＮの関係も図３の通りであ
る。
　なお、上記Ｒ１０…．Ｒ１３：温度監視決定部 (電流制限 )において、一般に他の温度感
知では電圧監視であるが、本回路部は電流値を監視している。電流値により、温度の設定
値を変更することができる。又、Ｃ２７，Ｃ２８により充電時間が決まる（点滅時間を決
定できる。ただし、同一容量の必要がある。）。
【００２９】
　また、図２の詳細な回路動作は以下の通りである。
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　夜間太陽電池の発電がなくなると、監視回路ＴＲ６がＯＦＦになりＩＣ３０，３１に電
源を供給し温度監視回路がＯＮになる。ＩＣ３０の２番ＰＩＮがＯＮとなり、ＮＡＮＤ回
路により３番，６番ＰＩＮがＯＮ出力になり温度センサー回路１４をＯＮにする。設定温
度により、ダイオードブリッジを通り、ＩＣ３１の１番又は、５番ＰＩＮをＯＮにする。
ＩＣ３１のＦＦ回路組み合わせによりＩＣ３１の８番，、１１番ＰＩＮをＯＮ・ＯＦＦす
ることにより点灯回路１１をフラッシュ放電させ、ＬＥＤを点滅させる。点滅タイミング
は、ＩＣ３１のＦＦ回路の動作時間をＣ２７，２８の容量により決定させる。温度センサ
ー部は通電していなくとも外気温度により抵抗値が変化する為、通電すると即動作する。
【００３０】
　なお、上記実施例は視認誘導標に関するものであるが、この発明は視認誘導標に限らず
、道路位置表示板や誘導板等の他の道路標識にも適用可能である。この場合は、円形に限
らず、四角形の表示板でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明の道路標識は、太陽電池及びＬＥＤを用いており、微弱電流で動作させているの
で夜間常時点滅が可能で、設置後のメンテナンスも不要であり、長寿命である。
　また、環境に優しく、降雪時も積雪による不可視状態が回避でき、道路氷結の警告も同
時に表示できるので利便性が高い。
【００３２】
　さらに、自動車近接時のドライバーの眩惑を防止し、ドライバーの視環境や安全性を損
ねることを防止するので、本発明の道路標識の有用度は高い。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の視線誘導標の概観図である。
【図２】本発明の視線誘導標のＬＥＤ発光制御回路を示す図である。
【図３】ＩＣ（７４ＨＣ１３２）の回路の説明図である。
【符号の説明】
【００３４】
　　１　ＬＥＤ
　　２　太陽電池
　　３　高輝度反射シート
　１０　充電回路
　１１　点灯回路
　１２　高抵抗
　１３　発電電圧監視回路１
　１４　温度監視スイッチング回路
　２１　太陽電池
　２３　電気二重層コンデンサ
　２４　サーミスタ
　３３　ＬＥＤ
　３４　ＬＥＤ
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【 図 ２ 】 【 図 ３ 】
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【 図 １ 】
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