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(57)【要約】
【課題】電化柱等の柱が傾いていることを容易に認識す
ることが可能な柱倒壊警報装置を提供する。
【解決手段】柱倒壊警報装置１００は、監視対象となる
柱に固定されて使用されるものであって、発光部１１０
と、傾斜センサ１２０とを備え、傾斜センサ１２０が監
視対象となる柱が傾いていることを検知すると、発光部
１１０が発光することで警報を行う。傾斜センサ１２０
は、基準となる軸方向（基準軸方向）ｚを有しており、
基準軸方向ｚが鉛直方向から任意の方向に予め決められ
た角度θ以上傾くと、傾いていることを検知するように
構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱に固定されて使用される柱倒壊警報装置であって、
　前記柱が傾斜していることを検知するための傾斜検知部と、
　前記傾斜検知部によって前記柱が傾斜していることが検知された場合に、前記柱が傾斜
していることを警報する警報部と、
　前記警報部を動作させるための電力を供給するための電力供給部と
を備えることを特徴とする柱倒壊警報装置。
【請求項２】
　前記傾斜検知部によって前記柱が傾斜していることが検知されると、前記電力供給部か
ら前記警報部に電力が供給されて、前記警報部が動作する
ことを特徴とする請求項１に記載の柱倒壊警報装置。
【請求項３】
　前記傾斜検知部は、一対の端子を備えた傾斜スイッチによって構成され、
　前記傾斜スイッチは、予め決められた角度以上傾けられると、前記一対の端子を導通状
態として、前記電力供給部からの電力を前記警報部に供給する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の柱倒壊警報装置。
【請求項４】
　前記電力供給部は、電池によって構成される
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の柱倒壊警報装置。
【請求項５】
　前記警報部は、発光部を備え、当該発光部の発光状態を変化させることで、警報を行う
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の柱倒壊警報装置。
【請求項６】
　前記発光部は、消灯状態から点灯状態に変化することで、警報を行う
ことを特徴とする請求項５に記載の柱倒壊警報装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、柱が傾いていることを警報する柱倒壊警報装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道の線路の近くには、電化柱や信号機柱などの様々な柱が多数設置されているが、こ
のような柱が、なんらかの理由で倒壊してしまうと、列車の運行等に重大な支障が生じる
おそれがある。
【０００３】
　そのため、なんらかの原因により柱が傾いた場合は、倒壊を未然に防止するため、柱が
傾いていることを速やかに認識できることが望ましい。そのためには、例えば、各柱の傾
きを角度計等により定期的に測定することが考えられるが、電化柱等の数は極めて多数に
のぼるため、そのような作業には非常に大きな手間がかかることになる。
【０００４】
　なお、特開平９－２４０４７２号公報には、鉄道建築限界を支障する支障物を検知し、
適切な警報発生等に供するための鉄道の力学式限界支障検知システムにおいて、鉄道建築
限界外の鉄道線路の近傍に略鉛直に建植される検知柱と、この検知柱に内装され、前記検
知柱が前記鉄道建築限界を支障する支障物により鉛直軸方向から傾斜した時に水平面上で
の方角に関らずその傾斜角に応じた電気信号を出力する全方位型の傾斜計と、前記傾斜計
の出力信号と予め設定した閾値との比較に基づき前記検知柱の傾斜が前記鉄道建築限界を
支障する支障物により生じたことを判別して警報信号を生成する信号処理装置を具備する
ことを特徴とする鉄道の力学式限界支障検知システムが開示されている。
【先行技術文献】



(3) JP 2016-224564 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２４０４７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、電化柱等の柱が傾いていることを容易に認識することが可能な柱倒壊
警報装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る柱倒壊警報装置は、柱に固定されて使用される柱倒壊警報装置であって、
前記柱が傾斜していることを検知するための傾斜検知部と、前記傾斜検知部によって前記
柱が傾斜していることが検知された場合に、前記柱が傾斜していることを警報する警報部
と、前記警報部を動作させるための電力を供給するための電力供給部とを備えることを特
徴とする。
【０００８】
　この場合において、前記傾斜検知部によって前記柱が傾斜していることが検知されると
、前記電力供給部から前記警報部に電力が供給されて、前記警報部が動作するようにして
もよい。
【０００９】
　また、以上の場合において、前記傾斜検知部は、一対の端子を備えた傾斜スイッチによ
って構成され、前記傾斜スイッチは、予め決められた角度以上傾けられると、前記一対の
端子を導通状態として、前記電力供給部からの電力を前記警報部に供給するようにしても
よい。
【００１０】
　また、以上の場合において、前記電力供給部は、電池によって構成されるようにしても
よい。また、前記警報部は、発光部を備え、当該発光部の発光状態を変化させることで、
警報を行うようにしてもよい。更に、前記発光部は、消灯状態から点灯状態に変化するこ
とで、警報を行うようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、電化柱等の柱が傾いていることを容易に認識することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明による柱倒壊警報装置の構成を説明するための図である。
【図２】柱倒壊警報装置１００の使用状態を説明するための図である。
【図３】柱倒壊警報装置１００の内部構成を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１４】
　本発明による柱倒壊警報装置は、監視対象となる柱に固定されて使用されるものであっ
て、柱が所定角度以上傾いたことを検知すると、警報を行うものである。
【００１５】
　図１は、本発明による柱倒壊警報装置の構成を説明するための図である。同図（ａ）は
正面図を示し、同図（ｂ）は側面図を示す。
【００１６】
　同図に示すように、本発明による柱倒壊警報装置１００は、概ね直方体状の形状を有し
、その正面側に発光部１１０を備えている。
【００１７】
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　発光部１１０は、柱倒壊警報装置１００が監視対象となる柱が傾いていることを検知す
ると、発光することで警報を行うもの（警報部）であり、本実施形態においては、赤色発
光ダイオード（ＬＥＤ）によって構成されている。
【００１８】
　柱倒壊警報装置１００では、監視対象となる柱が傾いていることを検知すると、発光部
１１０が発光するので、保守作業員等は、容易に柱が傾いていることを認識することがで
きる。
【００１９】
　柱倒壊警報装置１００は、監視対象となる柱が傾いていることを検知するため、内部に
傾斜センサ１２０を備えている。傾斜センサ１２０は、基準となる軸方向（基準軸方向）
ｚを有しており、基準軸方向ｚが鉛直方向から任意の方向に予め決められた角度θ以上傾
くと、傾いていることを検知するように構成されている。本実施形態においては、傾斜セ
ンサ１２０は、柱倒壊警報装置１００の筐体内において、その基準軸方向ｚが、柱倒壊警
報装置１００の筐体の長手方向（同図における上下方向）を向くように（長手方向と平行
になるように）固定されている。
【００２０】
　図２は、柱倒壊警報装置１００の使用状態を説明するための図である。同図（ａ）は正
面図を示し、同図（ｂ）は側面図を示す。
【００２１】
　同図に示すように、柱倒壊警報装置１００は、監視対象となる柱２００の側面に固定さ
れて使用される。柱倒壊警報装置１００は、その長手方向が鉛直方向を向くように（鉛直
方向と平行になるように）、柱２００に固定される。このように固定することで、内部の
傾斜センサ１２０の基準軸方向が鉛直方向を向くことになる。
【００２２】
　柱倒壊警報装置１００の柱２００への固定は、ステンレスバンド２１０等によって適宜
行われる。なお、簡単のため、図示は省略してあるが、柱倒壊警報装置１００の筐体は、
柱２００に固定するのに適した構造を有するように形成されている。また、後述するよう
に、柱倒壊警報装置１００は、動作に必要な電源（電池）を内蔵しており、外部電源は不
要となっているので、柱２００への取付作業が簡単に行える。
【００２３】
　以上のように柱倒壊警報装置１００が固定された柱２００が、なんらかの理由で、直立
した状態から傾くと、柱２００に固定された柱倒壊警報装置１００も同時に傾くことにな
る。そして、柱２００が傾いた結果、傾斜センサ１２０の基準軸方向が、鉛直方向から、
予め決められた角度以上傾くと、傾いていることが検知されるので、柱倒壊警報装置１０
０は、発光部１１０を発光させることによって、柱２００が傾いていることを警報する。
【００２４】
　図３は、柱倒壊警報装置１００の内部構成を説明するための図である。
【００２５】
　同図に示すように、柱倒壊警報装置１００は、電池１３０と、傾斜センサ１２０と、赤
色ＬＥＤ１１１と、抵抗１１２とを備える。
【００２６】
　そして、電池１３０の正極（＋）と、傾斜センサ１２０の一方の電極端子とが接続され
、傾斜センサ１２０の他方の電極端子と、赤色ＬＥＤ１１１のアノード（Ａ）とが接続さ
れる。また、赤色ＬＥＤ１１１のカソード（Ｋ）と、抵抗１１２の一方の端子とが接続さ
れ、抵抗１１２の他方の端子と、電池１３０の負極（－）とが接続される。各部が以上の
ように接続されることで柱倒壊警報回路３００が構成されている。
【００２７】
　電池１３０は、発光部１１０（警報部）を構成する赤色ＬＥＤ１１１を動作（発光）さ
せるための電力を供給するための電源（電力供給部）である。本実施形態においては、長
期保存可能な（保存寿命が長い）単三電池が２本使用される。
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【００２８】
　傾斜センサ１２０は、監視対象となる柱が傾斜していることを検知するためのもの（傾
斜検知部）である。本実施形態においては、傾斜センサ１２０は、円柱状の本体部と、本
体部から突出する一対の電極端子とを備え、本体部の軸方向（基準軸方向）が、鉛直方向
を向いている場合（鉛直方向と平行になっている場合）は、一対の電極端子が非導通状態
となっているが、鉛直方向から任意の方向に、予め決められた角度以上傾いたことを検知
したときは、一対の電極端子が導通状態となるものである。傾斜センサ１２０は、その内
部に、すり鉢状に形成された第一電極部材と、その上に載置された導電性ボールと、その
周囲に配置された第二電極部材とを備えており、通常状態（傾いていない状態）では、導
電性ボールは第一電極部材とのみ接触していて、一対の電極端子は非導通となっているが
、通常状態から予め決められた角度以上傾けられた場合は、導電性ボールが移動して、周
囲に配置された第二電極部材とも接触するようになって、一対の電極端子が導通されるも
のである。すなわち、傾斜センサ１２０は、その基準軸方向が鉛直方向を向いているとき
は、オフ状態となって、一対の端子を非導通状態とし、その基準軸方向が鉛直方向から任
意の方向に、予め決められた角度以上傾けられたときは、オン状態となって、一対の端子
を導通状態とする傾斜スイッチとして機能するものである。このような傾斜センサ１２０
としては、例えば、株式会社ジーデバイス（東京都中野区）製の傾斜センサを使用するこ
とができる。
【００２９】
　赤色ＬＥＤ１１１は、発光部１１０を構成するものであり、発光することで、監視対象
となる柱が傾いていることを警報するものである。抵抗１１２は、赤色ＬＥＤ１１１に流
れる電流を制限するためのものである。
【００３０】
　柱倒壊警報回路３００においては、傾斜センサ１２０（の基準軸方向）が鉛直方向を向
いている間は、傾斜センサ１２０の電極端子が非導通状態、すなわち、スイッチがオフ状
態となっているので、回路に電流は流れず、赤色ＬＥＤ１１１も発光しない。一方、柱倒
壊警報装置１００が傾けられた結果、傾斜センサ１２０（の基準軸方向）が鉛直方向から
任意の方向に予め決められた角度以上傾くと、傾斜センサ１２０の電極端子が導通状態、
すなわち、スイッチがオン状態となるので、回路に電流が流れて、赤色ＬＥＤ１１１が発
光することになる。
【００３１】
　本実施形態においては、柱倒壊警報回路３００が以上のように構成されているので、傾
斜センサ１２０が予め決められた角度以上の傾きを検知した場合にのみ、電流が流れるこ
とになり、通常状態では電池１３０の電力は消費されないことになるので、電池１３０の
交換を行うことなく、長期間にわたって使用をすることが可能となる。
【００３２】
　以上説明したように、上述した柱倒壊警報装置１００によれば、監視対象となる柱が所
定角度以上傾くと、発光部１１０が発光して、監視対象となる柱が傾いていることを警報
するので、保守作業員等が柱が傾いていることを容易に認識することが可能となる。
【００３３】
　また、通常状態においては、電力が消費されないので、電池の交換等をすることなく、
長期間にわたって使用することが可能となる。
【００３４】
　以上、本発明の実施形態について説明してきたが、当然のことながら、本発明の実施形
態は上記のものに限られない。例えば、上述した実施形態においては、発光部が発光状態
を変化させることで警報を行っていたが、他の手段（例えば、音響の発生）によって警報
を行うことも考えられる。
【符号の説明】
【００３５】
  １００　　柱倒壊警報装置
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  １１０　　発光部
  １１１　　赤色発光ダイオード
  １１２　　抵抗
  １２０　　傾斜センサ
  １３０　　電池
  ２００　　柱
  ２１０　　ステンレスバンド
  ３００　　柱倒壊警報回路

【図１】 【図２】
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【図３】
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