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(57)【要約】
エネルギー検出警告装置は、ハウジングを含む。電子表
示部品が、ハウジング内に配置されている。１つ以上の
センサが、ハウジング内に配置され、エネルギー検出警
告装置の位置の特定の近傍内に存在する通電導体を検出
し、かつエネルギー検出警告装置の位置に対して通電導
体が位置付けられた方向を検出するように構成されてい
る。方向は、おおよその方向である。装置はまた、１つ
以上のセンサから入力を受信し、かつ入力の受信に応答
して、電子表示部品を作動させて、エネルギー検出警告
装置の位置に対して通電導体が位置付けられた方向を示
すように構成された、マイクロ制御装置を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー検出警告装置であって、
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に配置された電子表示部品と、
　前記ハウジング内に配置された１つ以上のセンサであって、
　前記エネルギー検出警告装置の位置の特定の近傍内に存在する通電導体を検出し、かつ
　前記エネルギー検出警告装置の前記位置に対して前記通電導体が位置付けられた方向で
あって、おおよその方向である、方向を検出するように構成された、１つ以上のセンサと
、
　マイクロ制御装置であって、
　前記１つ以上のセンサから入力を受信し、かつ
　前記入力の受信に応答して、前記電子表示部品を作動させて、前記エネルギー検出警告
装置の前記位置に対して前記通電導体が位置付けられた前記方向を示すように構成された
、マイクロ制御装置と、を備える、エネルギー検出警告装置。
【請求項２】
　前記１つ以上のセンサが、前記通電導体と前記エネルギー検出警告装置との間のおおよ
その距離を検出するようにさらに構成されている、請求項１に記載のエネルギー検出警告
装置。
【請求項３】
　前記電子表示部品が、
前記ハウジングの一部に沿って配置され、指向性を示すように配列された複数の光源、
　前記指向性を示すように前記ハウジング内に配列された１つ以上のスピーカ、または
　前記指向性を示すように前記ハウジング内に配列された１つ以上の振動モータのうちの
少なくとも１つを含む、請求項１に記載のエネルギー検出警告装置。
【請求項４】
　前記電子表示部品が、前記複数の光源を含んでおり、
　前記電子表示部品の作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記検出された方向および／
または前記装置と前記通電導体との間の近接度の低下に対応するように配列された前記複
数の光源のうちの１つ以上の照明を生じさせる、請求項３に記載のエネルギー検出警告装
置。
【請求項５】
　前記電子表示部品が、前記１つ以上のスピーカを含んでおり、
　前記電子表示部品の作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記１つ以上のスピーカのう
ちの少なくとも１つから聴覚通知信号を発信させ、前記聴覚通知信号は、前記検出された
方向および／または前記装置と前記通電導体との間の近接度の減少による感電の危険性を
示している、請求項３に記載のエネルギー検出警告装置。
【請求項６】
　前記電子表示部品が、前記１つ以上の振動モータを含んでおり、
　前記電子表示部品の作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記１つ以上の振動モータの
うちの少なくとも１つの振動を生じさせ、前記振動が、前記検出された方向を示す、請求
項３に記載のエネルギー検出警告装置。
【請求項７】
　前記１つ以上のセンサが、重力ベクトルおよび地球磁場ベクトルを用いて絶対方位を検
出することによって前記方向を検出し、前記装置がそれぞれ傾けられるか回転されたとき
に、方位を電界値または磁場値のピークと対応付ける、請求項１に記載のエネルギー検出
警告装置。
【請求項８】
　前記１つ以上のセンサが、検知されたエネルギーレベルの変化を検出することによって
通電導体を検出する、請求項１に記載のエネルギー検出警告装置。
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【請求項９】
　安全帽を用いて実施する装着型エネルギー検出警告装置（「装着型装置」）であって、
　電子表示部品と、
　前記電子表示部品と通信可能に結合された１つ以上のセンサであって、
　前記装着型装置の位置の特定の近傍内に存在する通電導体を検出し、かつ
　前記装着型装置の前記位置に対して前記通電導体が位置付けられた方向であって、おお
よその方向である、方向を検出するように構成された、１つ以上のセンサと、
　マイクロ制御装置であって、
　前記１つ以上のセンサから入力を受信し、かつ
　前記入力の受信に応答して、前記電子表示部品を作動させて、前記装着型装置の前記位
置に対して、前記通電導体が位置付けられた前記方向を示すように構成された、マイクロ
制御装置と、を備える、装着型エネルギー検出警告装置。
【請求項１０】
　前記電子表示部品が、
　指向性を示すように配列された複数の光源、
　前記指向性を示すように配列された１つ以上のスピーカ、または
　前記指向性を示すように配列された１つ以上の振動モータのうちの少なくとも１つを含
む、請求項９に記載の装着型装置。
【請求項１１】
　前記電子表示部品が前記複数の光源を含んでおり、
　前記電子表示部品の作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記検出された方向に対応す
る前記安全帽の側面に方位付けされた前記複数の光源のうちの１つ以上の照明を生じさせ
る、請求項１０に記載の装着型装置。
【請求項１２】
　前記電子表示部品が、前記１つ以上のスピーカを含んでおり、
　前記電子表示部品の作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記１つ以上のスピーカのう
ちの少なくとも１つから聴覚通知信号を発信させ、前記聴覚通知信号が、１つ以上の口頭
による発言、所定のノイズ、または可変トーンのうちの１つ以上を含む音声を介して検出
された方向を示しており、
　前記音声が、前記検出された方向に対応する前記安全帽の側面に方位付けされた単一の
スピーカから、または前記安全帽の中央領域に配列された１つ以上のスピーカから発信さ
れる、請求項１０に記載の装着型装置。
【請求項１３】
　前記電子表示部品が、前記１つ以上の振動モータを含んでおり、
　前記電子表示部品の作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記検出された方向に対応す
る前記安全帽の側面に方位付けされた前記１つ以上の振動モータのうちの少なくとも１つ
の振動を生じさせる、請求項１０に記載の装着型装置。
【請求項１４】
　前記１つ以上のセンサが、重力ベクトルおよび地球磁場ベクトルを用いて絶対方位を検
出することによって前記方向を検出し、前記装着型装置がそれぞれ傾けられるか回転され
たときに、方位を電界値または磁場値のピークと対応付ける、請求項９に記載の装着型装
置。
【請求項１５】
　デジタル電圧検出装置であって、
　１つ以上の回路ハードウェア部品であって、
　前記デジタル電圧検出装置の位置の特定の近傍内に存在する電圧源を検出し、かつ
　前記デジタル電圧検出装置の前記位置に対して前記電圧源が位置付けられた方向であっ
て、おおよその方向である、方向を検出するように構成された、１つ以上の回路ハードウ
ェア部品と、
　前記１つ以上の回路ハードウェア部品と結合された電子表示部品であって、前記デジタ
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ル電源検出装置の前記位置に対して前記電圧源が位置付けられた前記方向を示すように構
成された、電子表示部品と、を備える、デジタル電圧検出装置。
【請求項１６】
　前記デジタル電圧検出装置が、帽子、シャツ、ベルト、またはポケットのうちの少なく
とも１つに装着可能である、請求項１５に記載のデジタル電圧検出装置。
【請求項１７】
　前記１つ以上の回路ハードウェア部品が、前記デジタル電圧検出装置の前記位置の前記
特定の近傍内に存在する電流源の方向を検出するようにさらに構成されている、請求項１
５に記載のデジタル電圧検出装置。
【請求項１８】
　前記１つ以上の回路ハードウェア部品が、バッテリ寿命を節約するためにスリープ／始
動設定を実行するようにさらに構成されている、請求項１５に記載のデジタル電圧検出装
置。
【請求項１９】
　前記デジタル電圧検出装置が、過去に評価された電圧レベルの正の変化を検出するよう
に構成され、それにより、前記正の変化が前記電圧に関して閾値レベルを満たすかまたは
超える場合に、前記電圧源の通知が開始され、
　前記デジタル電圧検出装置が、前記閾値レベルに適合するようにさらに構成され、前記
閾値レベルに適合することに応答して、前記デジタル電圧検出装置が、前記通知を非アク
ティブにし、
　過去に評価された前記電圧レベルの正の変化の後続の検出に応答して、前記デジタル電
圧検出装置が、前記電圧源の前記通知を再開するようにさらに構成されている、請求項１
５に記載のデジタル電圧検出装置。
【請求項２０】
　前記１つ以上の回路ハードウェア部品が、自己検査を実行して前記装置が機能的である
ことを保証するようにさらに構成されている、請求項１５に記載のデジタル電圧検出装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
背景
関連要望の相互参照
　本出願は、２０１６年１２月１２日に出願された「Ｅｎｅｒｇｙ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ
　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された米国仮特許出願第６２／４３２，８１７号、２０１７年７月
２０日に出願された「Ｅｎｅｒｇｙ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ」と題された米国仮特許出願第６２／５３４，９２２号、および２０１７年１１月１０
日に出願された米国非仮特許出願第１５／８０９，９５８号の優先権を主張し、これらの
出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本開示は、ユーザが通電導体に接近するときに安全警告通知（警報、アラーム、警告な
ど）を装置のユーザに提供する装置に関する。さらに、本明細書に記載の装置は、装置の
方位に対する、通電導体へのおおよその方向を示す通知をユーザに提供することができる
。
【発明の概要】
【０００３】
　電気エネルギーを活用し巧みに扱う能力が発見されて以来、世界中で電力の需要が高ま
っている。ある場合には、エネルギー業界の作業者が、まだ接続されていない場所に電力
を供給するために新しい電力システムを構築している。他の場合には、作業者は、すでに
確立されたシステムを更新または強化し、あるいは自然要因および／または偶発的事象に
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よって損傷を受けた電力システムを修復および／または再構築している。それでもなお他
の場合には、作業者は、電力がもはや必要とされていないか、または望まれていない領域
から、電力システムを撤去する職務が課される場合がある。その職務とは無関係に、エネ
ルギー作業者は、それを介して作業者が危害を受ける可能性がある固有の危険性を有する
電力システムを取り巻く活動に絶えず取り組んでいる。
【０００４】
　エネルギー産業における事故を防止するために設計された安全規制および慣行にもかか
わらず、個人は依然として負傷および死亡している。近年、電気関連の死亡による年間死
亡者数は、米国だけでも１３０名を超えている。したがって、さらなる安全対策が必要と
されている。
【０００５】
　高電圧リスクの個人的警告を提供する従来の装置は、しばしば大型のアナログ装置であ
る。いくつかの従来の装置は、作業者の首の周囲に装着されるか、または使用者の前部ポ
ケット、帽子、またはベルトにクリップ留めすることができるが、サイズにより煩雑とな
る場合がある。一例では、従来の装置は、作業者の帽子内に直接構築されている。従来の
装置は一般的に、しばしば特定のフィールド強度閾値が検出された後に１度のみ、近くの
電界または磁場のうちの１つの存在の検出に基づいて単純な警告を生成する。ある場合に
は、従来の装置は、過度に敏感であり不必要な警告をもたらしている。
【０００６】
　したがって、従来の装置はいくつかの問題と制限を有している。
【０００７】
　詳細な説明は、添付の図面を参照しながら説明される。図において、参照番号の左端の
数字は、その参照番号が最初に現れる図を特定する。異なる図における同じ参照番号の使
用は、類似または同一の項目を示す。さらに、図面は、個々の図面内の個々の部品の相対
的サイズのおおよその描写を提供するものとみなすことができる。しかしながら、図面は
縮尺通りではなく、個々の図の中および異なる図の間の両方における個々の部品の相対的
なサイズは、示されているものとは異なる場合がある。特に、いくつかの図面は、部品を
特定のサイズまたは形状として示すことができ、一方で、他の図面は、同じ部品をより大
きなスケールか、または明確にするために異なる形状に示すことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本開示の一実施形態によるフィールド信号とエネルギー検出警告装置との間の相
互作用の概略図を示す。
【図２】エネルギー検出警告装置の一実施形態の電気的概略図を示す。
【図３】エネルギー検出警告装置における信号処理フローの一実施形態の電気回路図を示
す。
【図４】エネルギー検出警告装置のマイクロ制御装置内で発生し得る信号処理フローの一
実施形態の電気回路図を示す。
【図５】エネルギー検出警告装置のマイクロ制御装置内で発生し得る信号処理フローの一
実施形態の電気回路図を示す。
【図６】電磁場を指向性検知するためのアンテナ配列の一実施形態の概略図を示す。
【図７】エネルギー検出警告装置の装着型実施形態を装着しているユーザの側面図、およ
びそこへ装置が取り付けられている帽子の下面図を示す。
【図８】図７における本開示の一実施形態によるエネルギー検出警告装置の斜視図を示す
。
【図９】本開示の一実施形態による図７のエネルギー検出警告装置の下面図、上面図およ
び側面図を示す。
【図１０】本開示の一実施形態による図７のエネルギー検出警告装置の概略部品図を示す
。
【図１１】本開示の一実施形態による図７のエネルギー検出警告装置の別の概略部品図を
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示す。
【図１２】本開示による電界センサの実施形態の変形例を示す。
【図１３】本開示によるセンサの一実施形態の概略部品図である。
【図１４】本開示の一実施形態による磁力計および磁束コンセントレータの効果を示す。
【図１５】本開示の一実施形態による、装着型エネルギー検出警告装置が傾けられ、かつ
回転されたときの、隠れた通電導体を有する環境におけるユーザと測定されたフィールド
に関するグラフを示す。
【図１６】本開示の一実施形態で使用されるような電圧指向性検出に使用されるミーリー
型有限状態機械の概略図を示す。
【図１７】本開示の一実施形態による、磁場が存在する場合のユーザの例示的なシナリオ
、および導線の指向性検出に使用される磁場の検出に関連する測定およびデータに関連す
るグラフを示す。
【図１８】本開示による制御フロー処理概略図の一実施形態を示す図である。
【図１９】本開示による指向性検知プロセスの一実施形態に関連する概略図およびグラフ
を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の開示は、エネルギー検出警告装置における実施のための様々な特徴および概念を
説明する。すなわち、本開示は「１つの」または「その」エネルギー検出警告装置を記載
しているが、「エネルギー検出警告装置」の前に使用された冠詞（例えば、「１つ」、「
１つの」または「その」）は、特に明記しない限り、装置自体の機能の制限を示すことを
意図しない。実際、エネルギー検出警告装置の複数の実施形態は、様々な実施態様および
／または組み合わせにおいて１つ以上の様々な特徴および概念を使用することによって可
能とすることができる。例えば、図面は装着型エネルギー検出警告装置の実施形態を示す
ことができるが、装着型装置に関連して本明細書で説明されている１つ以上の特徴および
概念は、例えば、潜在的なリスクについて車両の乗員に警報するように構成された車両に
構築された機能の実施形態などのような、他の非装着型実施形態において実施してもよい
ことが企図されている。
【００１０】
　さらに、本開示を通して、用語「装置」、「警告装置」、「エネルギー検出装置」、「
装着型装置」、および「エネルギー検出警告装置」は、前述の「エネルギー検出警告装置
」の１つ以上の様々な実施形態を指すために互換的に使用することができる。
【００１１】
　本明細書に開示されるようなエネルギー検出警告装置は、近くの通電導体を検出し、１
つ以上の感覚通知を介してその存在をユーザに警報するという主要な機能を有することが
できる。そのような通知は、感電による負傷の発生を減少させることを目的として発せら
れている。この目的は、通電導体の位置が未知であり得る環境において警告装置が使用さ
れるときに実現することができる。したがって、装置の装着型実施形態は、ユーティリテ
ィラインマン、電気技師、災害救助隊員などに非常に有益とすることができる。さらに、
装置は、ユーザを不快にさせたり不快感を与えたりすることなく、様々な場所で装着され
るのに十分に小型であってもよい。
【００１２】
　一実施形態では、装着型エネルギー検出警告装置は、帽子の縁にクリップ留めすること
ができ、これは方位の相対的安定性に起因して検出および位置表示に利点をもたらすこと
ができる。帽子にクリップ留めするこの実施形態は、同一または類似のクリップ留め行動
を介してユーザの衣服または身体の他の場所に装着することができるが、エネルギー検出
警告装置は、異なる接続手段（図示せず）を有する他の構成（図示と異なる）において構
造化することができ、帽子の縁以外の場所にユーザの衣服または身体（図示せず）に固定
することとより互換性を有してもよいことが企図されている。そのような代替の実施形態
では、エネルギー検出警告装置によって実行される特徴およびプロセスは、本明細書に記
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載されているものと同一または類似としてよいことが企図されている。さらに、そのよう
な代替の構造的構成では、構造の変化および／または相対的な位置決めの差異などを補償
するために、本明細書に記載のプロセスを本明細書に以下記載のプロセスと比較して修正
できることも理解される。したがって、エネルギー検出警告装置は、これに限定されない
が、ユーザの手首に装着されるように構成された構造（図示せず）を含む他の構造的実施
形態で形成することができる。さらに、手首装着型の実施形態における内部部品の配列お
よび方位は、本明細書の説明から変更されてもよく、警告装置の付いた帽子が載っている
ユーザの頭部の動作と比較して、ユーザの手首の一般的な動作に応じて検出方法に存在し
得る差異を調整することとなる。
【００１３】
　構造的構成にかかわらず、一実施形態では、通電導体の位置は、アナログ信号をデジタ
ル信号に変換することによって検出することができ、安全通知は、有害な通電導体の存在
および位置をユーザに警報するために開始することができる。通電導体と装置との間の正
確な距離が容易に決定されない場合でも、検出装置は、ユーザの周囲の特定の近傍内にあ
る潜在的に有害な通電導体の存在の「第６の感覚」をユーザに提供する。したがって、エ
ネルギー検出警告装置は、作業環境における安全性を高め、高電圧機器の周囲で作業する
ときに作業者を支援することができる。
【００１４】
　エネルギー検出警告装置は、視覚的、聴覚的、または触覚的な通知の任意の組み合わせ
を使用して、通電導体の特定の近傍に接近するおよび／または入るときにユーザに警報す
ることができる。警告通知は、マイクロ制御装置（本明細書では中央処理装置「ＣＰＵ」
とも呼ばれ、以下でさらに説明されるいくつかのハードウェアおよび／またはソフトウェ
ア部品を含む）によって発せられた信号を介して開始することができる。高レベルでは、
警告装置は、通電導体をその所与の近接度で検出／検知するように構成されているセンサ
（例えば、１つ以上のアンテナ部品）を実装することができる。一実施形態では、警告通
知を開始し得る特定の近接度は、例えば、労働安全衛生管理局（「ＯＳＨＡ」）標準のユ
ーザと通電導体との間の最小接近距離（「ＭＡＤ」）の約６倍の距離として定義すること
ができる。ＭＡＤは、検出されたフィールドの電圧に関して変動する。通電導体の周囲の
特定の近接度は、ＭＡＤの１０倍からＭＡＤの６倍未満の範囲で変動してもよい。警告装
置は、ＯＳＨＡによって設定されたＭＡＤ規格よりも短い距離でトリガされるようにプロ
グラムすることができるが、そのような実施形態は安全ではないと考えられる場合があり
、したがって実用的ではない。
【００１５】
　多くの通電導体は、すべてではなくとも、状況によっては危険な場合があることに注意
を要する。しかしながら、解放されるエネルギーが増加するにつれて危害のリスクは増加
し（すなわち、より高電圧は、深刻な物理的危害のためのより大きな可能性に関連する）
、かつ、近傍における電気エネルギーの量が増加するにつれて、検出されるフィールド信
号の大きさも同様に増加し、それによって装置がより長距離で高電圧搬送導体を検出する
ことを可能にする。それにもかかわらず、エネルギー検出警告装置は、少なくとも最小の
所定の大きさを有する電界または磁場を検出するように構成することができ、それによっ
てより大きな危害のリスクがあり得ることを示す。一例では、装着型エネルギー検出警告
装置を装着しているユーザが、作業者にとって危害のリスクが低い標準的で適切に機能し
ている電気コンセントに接近すると、装置が電気コンセントから数インチ以内の高さレベ
ルに置かれていない限り、装置が警告を発する可能性は低い。対照的に、ＭＡＤで６倍以
内に警告通知を発するように構成されたエネルギー検出警告装置の実施形態では、例えば
、エネルギー検出警告装置を装着しているユーザが１．１ＫＶ以上を搬送する送電線に接
近すると、（ＭＡＤが約２４～２５インチであると仮定して）ユーザが送電線から約１２
フィート以内に入ったときに、エネルギー検出警告装置は警告を開始することができる。
【００１６】
　ユーザが通電導体に接近する場合、その導体が近くに存在するという知識が役立つ。し
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かしながら、通電導体は、手遅れになるまで隠されたり気付かれなかったりする場合があ
り、ユーザが負傷する可能性があるので、導体がどこにあるかという考えを持たずに、単
に導体がどこかに近くにあるという知識だけでは、ユーザを適切に保護するのに十分では
ない場合がある。したがって、本明細書に記載されるように、単に通電導体の存在を検出
するだけでなく、本開示のエネルギー検出警告装置はまた、感電のリスクレベルとともに
、装置の方位に対して通電導体が位置付けられている方向についてユーザに警報すること
ができる。ユーザが領域内を移動しているとき、装置は、ユーザの左方向または右方向へ
、あるいはその直前または直後へ、にかかわらず、ユーザに方位付けられている装置から
の通電導体のおおよその方向をさらに示すために１つ以上の警告通知部品を使用すること
ができる。
【００１７】
　通電導体は、導体上の電荷に起因する電界と、導体を流れる電流に起因する磁場とを発
信することができるので、本明細書に記載のエネルギー検出警告装置は、電界および／ま
たは磁場を検出するように構成することができる。検出されたフィールドの一方または両
方の履歴データを使用して、警告装置は、装置の位置に関して通電導体の指向性を概算す
ることができる。
【００１８】
　例えば、装置がユーザの帽子の前面にクリップ留めされている装着型実施形態では、装
置は、磁北を決定するためにコンパスがどのように機能するかと同様に、少なくとも部分
的に重力ベクトルと地球の磁場ベクトルとに基づいて装置の絶対方位を決定することがで
きる。絶対方位が決定されると、ユーザの全身を動かすこと（例えば、歩く、走る、運ば
れるなど）または単にユーザの頭部を回転させるまたは傾けることによるユーザの動作は
、絶対方位に対して決定することができ、かつ、動作中に電界および／または磁場信号が
検出された場合、１つ以上の（例えば、聴覚的、視覚的、感覚的）警告通知部品を起動さ
せて、電界および／または磁場のピークが検出される方向を示すことができる。
【００１９】
　一実施形態では、通電導体を検出すると、エネルギー検出警告装置は、ユーザを通電導
体の相対方向に方位付けるために１つ以上のＬＥＤを作動させてもよい。これは、例えば
、最も明るいＬＥＤが通電導体の方向に対応する装置の側面に位置付けられるように、通
電導体の方向に装置を横切って連続的に配置された一連のＬＥＤを増加する輝度レベルで
照明すること、装置が通電導体の方向に方位付けられるように、一群として徐々に増加す
る輝度レベルで１つ以上のＬＥＤを照明すること、通電導体の方向に装置を横切る順序で
、一連のＬＥＤを完全にオンまたは断続的に完全にオン／オフのいずれかで照明すること
通電導体の相対方向に対応する装置の側面に配置された１つ以上のＬＥＤを、完全にオン
または断続的に完全にオン／オフのいずれかで照明すること、あるいは、前述の例のうち
の２つ以上の組み合わせなどによって実現することができる。さらに、装置は、示された
方向にユーザと一緒に動くので、装置が電界および／または磁場のピークが検出される方
向と実質的に整列して方位付けされるとき、装置は１つ以上のＬＥＤの作動を変更しても
よい。作動の変更は、例えば、装置が、一連のＬＥＤの連続点灯を停止すること、同時に
１つ以上のＬＥＤを完全に照明すること、照明シーケンスを遅くすること、１つ以上のＬ
ＥＤの照明を停止すること、などの行動を含むことができる。
【００２０】
　追加的におよび／または代替的に、通電導体を検出すると、エネルギー検出警告装置は
、ユーザを通電導体の相対方向に方位付けるために１つ以上の振動モータを作動させても
よい。これは、例えば、最も強く振動するモータが通電導体の方向に対応する装置の側面
に位置付けられるように、通電導体の方向に装置を横切って連続的に配置された一連の振
動モータを増加する振動強度レベルで作動させること、装置が通電導体の方向に方位付け
られるように、一群として徐々に増加する強度レベルで１つ以上の振動モータを作動させ
ること、一連の振動モータを同様の強度で、オンまたは断続的にオン／オフのいずれかで
、順番に、通電導体の方向に装置を横切って作動させること、通電導体の相対方向に対応
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する装置の側面に配置された１つ以上の振動モータを作動させること、あるいは、前述の
例のうちの２つ以上の組み合わせなどによって実現することができる。さらに、装置は、
示された方向にユーザと一緒に動くので、装置が電界および／または磁場のピークが検出
される方向と実質的に整列して方位付けされるとき、装置は１つ以上の振動モータの作動
を変更してもよい。作動の変更は、例えば、装置が、振動モータの連続作動を停止するこ
と、同時に振動モータを完全に起動させること、振動シーケンスを遅くすること、振動モ
ータの振動を停止すること、などの行動を含むことができる。
【００２１】
　追加的におよび／または代替的に、通電導体を検出すると、エネルギー検出警告装置は
、ユーザを通電導体の相対方向に方位付けるために、例えばスピーカを介して、１つ以上
の聴覚信号を開始してもよい。これは、例えば、最大のスピーカが通電導体の方向に対応
する装置の側面に位置付けられるように、通電導体の方向に装置を横切って連続的に配置
された一連のスピーカを増加する音量で作動させること、装置が通電導体の方向に方位付
けられ、かつトーンおよび／または強度が、（最も高い測定されたエネルギーフィールド
値に関連して）ユーザが通電導体の方向を直接見ているときに最も高くなり得るように、
１つ以上のスピーカを一群として徐々に増加する音調および／または強度レベルで作動さ
せること、一連のスピーカを同様の強度で、オンまたは断続的にオン／オフのいずれかで
、順番に、通電導体の方向に装置を横切って作動させること、通電導体の相対方向に対応
する装置の側面に配置された１つ以上のスピーカを作動させること、スピーカを作動させ
て方向（例えば、右、左、前方、後方など）を口頭で述べること、片側または両側のユー
ザ（図示せず）上のヘッドホンに音声または口頭の方向を送ること、あるいは、前述の例
のうちの２つ以上の組み合わせなどによって音声または言語を発信することによって実現
することができる。さらに、装置は、示された方向にユーザと一緒に動くので、装置が電
界および／または磁場のピークが検出される方向と実質的に整列して方位付けされるとき
、装置は１つ以上のスピーカの作動を変更してもよい。作動の変更は、例えば、装置が、
スピーカの連続作動を停止すること、同時にスピーカを完全に起動させること、聴覚シー
ケンスを遅くすること、スピーカの作動を停止すること、などの行動を含むことができる
。
【００２２】
　追加的におよび／または代替的に、通電導体を検出すると、エネルギー検出警告装置は
、ユーザを通電導体の相対方向に方位付けるために１つ以上のデジタルディスプレイを作
動させてもよい。これは、例えば、「左」、「右」、「前」、「後」などの単語、もしく
は単に通電導体の方向に対応する装置の側面を指し示す矢印を示すためにＬＥＤ照明ディ
スプレイを作動させること、または他の視覚的に説明的な位置の表示、あるいは、前述の
例のうちの２つ以上の組み合わせなどによって実現することができる。さらに、装置は、
示された方向にユーザと一緒に動くので、装置が電界および／または磁場のピークが検出
される方向と実質的に整列して方位付けされるとき、装置は１つ以上のデジタルディスプ
レイの作動を変更してもよい。作動の変更は、例えば、装置が、デジタルディスプレイの
連続作動を停止すること、異なる表示記号（例えば、波線、停止標識、感嘆符など）を表
示すること、ディスプレイ全体を常時点灯または点滅して照明させること、などの行動を
含むことができる。
【００２３】
　一実施形態では、エネルギー検出警告装置は、適合感度検出（「ＡＳＤ」）プロセスを
実施することができる。大まかに言うと、装置検出感度は過度になりすぎず有用となるよ
うに環境に適合するので、その結果、ユーザは不必要な通知に煩わされずに装置を除去す
ることとなる。このように、警告装置は、電磁場（「ＥＭＦ」）のない領域、ならびにＥ
ＭＦの強い領域（例えば、変電所）において敏感に機能する場合がある。ＡＳＤプロセス
を使用する実施形態では、装置は、通電導体からの検出されたフィールドにおける履歴の
変化に基づいて警報通知を発することができる。すなわち、電界および／または磁場が検
出可能である特定の近傍にユーザが入ると、警告装置は検出されたフィールドの正の変化
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を測定する。正の変化を検出すると、警告装置は、所定の期間（例えば、約１０秒、約２
０秒、約３０秒など）続く警告通知を開始することができる。所定の時間の終わりに、操
作閾値は、現在の環境における検出されたＥＭＦのレベルに調整されてもよい。その後、
ユーザが通電導体に近づくたびに、検出されたフィールドにおけるさらなる正の変化が測
定され、かつ警告通知が再び発せられる。一実施形態では、警告通知強度の起動閾値は、
調整された操作閾値に比例してもよく、その結果、警告通知は、測定されたＥＭＦの自然
発生指数曲線形状により密接に従う。
【００２４】
　ＡＳＤを使用して、警告装置は、通電導体の特定の近傍内にある通電導体を検出しても
よい。装置は、所定の期間その特定の近傍における通電導体の検出のための警告通知を発
信した後、装置が同じ近傍内にある間に警告通知がユーザに再度発せられないように現在
の検出された電圧レベルに警告プロセスを適合させるように、さらに構成することができ
る。一実施形態では、ＡＳＤを使用する装置は、１）装置警告通知閾値が、ユーザによっ
て自動的または手動でリセットされる（例えば、ユーザは、前の警告通知が開始されたと
きと同じ通電導体の近傍に留まる）、２）通電導体への装置の近接度が低下する（例えば
、ユーザが装置とともに導体に近づく）、あるいは３）装置が、以前に検出された電圧レ
ベルを再び検出する前に、より低い検出された電圧レベルに再適合する（例えば、ユーザ
が装置とともに導体から離れて移動し、次いで特定の近傍に再び入る）場合を除いて、後
続の警告通知が開始されないようにさらに構成することができる。
【００２５】
　したがって、ＡＳＤを実施する一実施形態では、警告通知の所定の期間よりも長い時間
にわたって実質的に静的な位置で作業しているユーザ（例えば、送電線に対して本質的に
静的な位置で長期間にわたって電柱の上部で作業しているラインマン）は、ラインマンが
警告通知が開始された特定の近傍を離れることも、ラインマンが導体に近づくこともでき
ないため、延長されたまたは無限の警告通知を受ける必要はない。さらに、エネルギー検
出警告装置は、所定の期間の終了前に警告通知を終了させるためにユーザが手動で作動さ
せることができる作動可能部材（例えばボタン、スイッチなど）を含むことができる。追
加的におよび／または代替的に、ボタンを作動させて装置を即座に新しい検出された電圧
レベルに適合させることができる。
【００２６】
　エネルギー検出警告装置が仕事に使用される前に適切に機能していることを保証するこ
とが望ましい場合があるので、装置の実施形態に自己検査機能を組み込んでもよい。より
具体的には、マイクロ制御装置は、センサが正しく操作していることを保証するために、
センサ（例えば、電界および／または磁場センサ）に小規模の試験信号を周期的に印加す
ることができる。センサは使用後の過度の露出に影響されやすいので、装置を使用すべき
かどうかを決定するために自己検査を適用することができる。
【００２７】
　さらに、一実施形態では、警告装置は、警告装置の使用に関するデータを、警告装置に
内蔵されたメモリに記録することができる。そのようなデータは、それだけには限定され
ないが、ユーザの特定、使用期間、使用方法（例えば、使用中の装置の方位、発せられた
警告の量、警告通知に対するユーザのコンプライアンスなど）、発生したエラー、装置の
地理的位置、および警告通知が発せられた位置などを含むことができる。このデータは、
警告装置および／またはデータを受信することを意図した受信装置によって収集され編成
されてもよい。データは、受信装置への有線または無線転送を介して転送されてもよい。
データは受信装置によってさらに分析されてもよく、および／またはデータはさらなるお
よび／または追加の分析のためにサーバにさらに転送されてもよい。データは、作業者の
安全慣行を評価するために職場の安全基準を分析するための情報を含むことができる。可
能な受信装置の例は、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュー
タ、またはデータを受信することができる他の任意の電子装置を含むことができる。さら
に、警告装置は、警告装置からデータを転送するためにハードワイヤ接続および／または
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無線データ転送ハードウェアおよび／またはソフトウェアを備えていてもよく、その時点
でメモリは消去され追加データを記憶するためにリセットすることができる。一実施形態
では、警告装置は、ブルートゥース（登録商標）技術を使用して、警告装置から受信装置
にデータを絶えずまたは断続的に転送することができる。
【００２８】
エネルギー検出警告装置の例示的な実施形態
　エネルギー検出警告装置１００の一実施形態の概略図を図１に示す。装置１００は、電
界信号または磁場信号のうちの少なくとも一方であるフィールド信号ＦＳを検出するよう
に構成された１つ以上のフィールド検出センサ１０２を含むことができる。１つ以上のフ
ィールド検出センサ１０２によるフィールド信号ＦＳの検出時に、検出された信号は、検
出された信号を増幅するように構成されている増幅器１０４に渡されてもよい。増幅され
た信号は次にＣＰＵ１０６（例えばマイクロ制御装置）に渡されてもよい。ＣＰＵ１０６
は、アナログデジタル変換器１０８（「ＡＤＣ」）を介して増幅信号を処理することがで
きる。変換されたデジタル信号はその後、デジタルフィルタ１１０を介してさらに処理さ
れてもよい。一旦フィルタリングされると、ＣＰＵ１０６は、信号を所定の閾値信号と比
較することができる通知システム１１２を介して警告通知を発するかどうか、ならびに信
号を信号の履歴測定値（本明細書でさらに説明する）と処理するかどうかを決定する。Ｃ
ＰＵ１０６の機能を支援するために、メモリなどの追加のハードウェアおよび／またはプ
ロセスモジュール１３０を実装することができる。
【００２９】
　警告通知を開始すべきであると決定すると、ＣＰＵ１０６は、上記で詳細に論じたよう
に、１つ以上の通知部品１１４に警告通知を開始させるための操作を実行することができ
る。例えば、１つ以上の通知部品１１４は、１つ以上のＬＥＤ１１６、１つ以上のスピー
カ１１８、１つ以上の振動モータ１２０、または１つ以上のデジタルディスプレイ１２２
を含んでもよく、それらに限定されない。
【００３０】
　一実施形態では、１つ以上のフィールド検出センサ１０２は、フィールド信号ＦＳを検
出し、フィールド信号ＦＳが発生する場所の指向性を決定するために容量結合アンテナを
含むことができる。伝導は、高電圧絶縁体を介して通電導体の存在を検知するために使用
することができる。一般に、完全な絶縁体である材料はなく、したがって、少なくとも少
量の電流が絶縁体を通って伝導する。本明細書に記載の実施形態によれば、この「少量」
は、エネルギー検出警告装置１００によって測定および検出することができる。
【００３１】
　図２では、エネルギー検出警告装置２００の実施形態のより詳細が電気回路図に示され
ている。フィールド検出センサ２０２は、通電導体ＥＣからのフィールド信号ＦＳを測定
するように構成されている。例えば、磁場検出センサ２０２は、電界を測定するための１
つ以上の容量結合アンテナ、磁場を測定するための１つ以上の誘導結合アンテナ、または
磁力計のうちの少なくとも１つを含むことができる。装置に対するフィールド信号ＦＳの
方向を決定するのを支援するためにアンテナおよび／または磁力計が設けられている。し
たがって、フィールド信号ＦＳの存在下では、通電導体ＥＣ上の電荷の変動は、容量性ア
ンテナのような、フィールド検出センサ２０２上に（反対の電荷とともに）「結合された
」変動を生じさせる。
【００３２】
　その後、測定されたフィールド信号ＦＳは、ローパスフィルタ２０４を通過して、電力
システムの周波数に直接相関する６０Ｈｚの項を抽出することができる。さらに、より小
さな信号を検出するために、信号は増幅器２０６によって増幅されてもよく、信号品質を
改善し信号振幅を増加させる。信号調整は、信号をマイクロ制御装置２１０と互換性を有
するように、ＤＣオフセットモジュール２０８によって実行されてもよい。
【００３３】
　マイクロ制御装置２１０は、アナログデジタル変換器２１２を実装して、アナログ値で
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ある測定信号を、ボックス２１４としてまとめて示されるソフトウェアアルゴリズムおよ
び／または追加のハードウェアを使用してさらに処理されるデジタル値に変換することが
できる。
【００３４】
　変換されたデジタル信号を受信すると、マイクロ制御装置２１０はさらに信号を処理し
て通知システムを起動する。図３は、例えば信号をさらに洗練し、例えば、図２のボック
ス２１４として示されるソフトウェアアルゴリズムおよび／または追加のハードウェアの
１つ以上の機能を果たすためのマイクロ制御装置の要素を示す概略図３００の実施形態を
示す。
【００３５】
　図３に見られるように、変換されたデジタル信号に関して、電力システムから結合され
た６０Ｈｚ信号のみをもたらすためにフィルタ３０２が適用されてもよい。一実施形態で
は、フィルタ３０２は、ＤＣノッチフィルタおよびローパスフィルタを含むことができる
。フィルタ３００に続いて、信号の二乗平均平方根（ＲＭＳ）値（ＤＣ等価としても知ら
れる）は、ＲＭＳモジュール３０４において計算されてもよい。その後、フィルタリング
されたＲＭＳ値は、感覚適合変化検出論理モジュール３０６に渡されてもよい。モジュー
ル３０６において、検出値の履歴は、ショートウィンドウＡＶＧ（ＳＷＡ）およびロング
ウィンドウＡＶＧ（ＬＷＡ）に関して分析されてもよく、ここで、「ＡＶＧ」は、以前の
期間内の平均検出フィールド信号を表す。図３の挿入グラフ（Ｔｉｍｅ（ｔ）対ＲＭＳV_

antenna）に表されるように、ＳＷＡの検出された平均信号は、装置の使用期間中の瞬間
から逆方向に振り返る第１の所定の期間の平均検出フィールド信号を用いて決定される。
さらに、ＬＷＡから検出された平均信号は、その瞬間から逆方向に振り返る第２の所定の
期間の平均検出フィールド信号を使用して決定される。第２の所定時間は、第１の所定時
間よりも長く、第１の所定時間と重複している。ＳＷＡとＬＷＡが計算された後、それら
の間の差異は、通知に関するさらなる評価のために出力される。すなわち、ＳＷＡとＬＷ
Ａとの間の差異（すなわち、ΔＲＭＳHistory）を計算して、装置が使用されている環境
における通常の測定信号の変化を検出することができ、検出された変化に少なくとも部分
的に基づいて、エネルギー検出警告装置は警告通知を開始することができる。
【００３６】
　上述のように、エネルギー検出警告装置の一実施形態は、適合感度検出（「ＡＳＤ」）
プロセス機能を含むことができる。装置と通電導体との間の距離が所与の時間にわたって
実質的に同じままである場合、および／または測定信号が一定のままである場合、モジュ
ール３０６の出力は正規化される（すなわち、ＳＷＡとＬＷＡとの間の変化が０に接近す
る）。モジュール３０６の出力が正規化されると、エネルギー検出警告装置は新しい環境
に適合し、モジュール３０６の出力が実質的に一定のままである限り、新しい警告通知は
開始されない。しかしながら、信号に突然の変化があると、モジュール３０６の出力はゼ
ロではなくなり、新しい通知警告が開始される場合がある。
【００３７】
　図４は、警告通知を開始するかどうかを決定するために装置のマイクロ制御装置内で発
生し得る信号処理フローの概略図４００を示す。一実施形態では、警告通知は、ΔＲＭＳ

History値が所定の時間量ｔTH1にわたって所定の閾値ΔＶTH1を超えると、開始すること
ができるある場合には、図４の信号処理フローは装置の信頼性を向上させることができ、
また不必要な警告通知を減少させることもできる。なお、図４において入力として使用さ
れたΔＲＭＳHistoryは、図３に関して説明されたように以前に決定され出力されたもの
である。さらに、ΔＲＭＳHistory値が、所定の閾値ΔＶTH1より小さい、または所定の時
間量ｔTH1にわたって閾値ΔＶTH1より小さい場合、タイマーがリセットされる。
【００３８】
　図４と同様に、図５は、後続の警告通知（Ｎ）を開始するかどうかを決定するために装
置のマイクロ制御装置内で発生し得る信号処理フローの概略図５００を示しており、事前
警告通知をＮ－１とする。一実施形態では、エネルギー検出警告装置は、段階的に、およ
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び／または代わりに、上述のＡＳＤプロセスの特徴にしたがって検出されたレベルの変化
に応答して、後続の警告通知を開始することができる。例えば、後続の警告通知は、ΔＲ
ＭＳHistory値が、所定の時間量ｔTHnにわたって所定の閾値ΔＶTHnを超えると、開始す
ることができる。さらに、ΔＲＭＳHistory値が、所定の閾値ΔＶTHnより小さい、または
所定の時間量ｔTHnにわたって閾値ΔＶTHnより小さい場合、タイマーがリセットされる。
【００３９】
警告装置のための指向性検知の例示的な実施形態
　図６に示されるようなエネルギー検出警告装置６００の実施形態を参照すると、１）結
合信号の振幅は、導体の容量板への容量結合に依存し、２）容量結合は、通電導体への距
離に依存するので、エネルギー検出警告装置６００に対する結合信号の発生方向は、容量
性アンテナ６０２で受信された信号の振幅を使用することによって作られてもよい。
【００４０】
　各容量性アンテナ６０２で検出された信号のＲＭＳ値を使用して、検出された信号の指
向性ベクトルは、図６に示すように、および下記の式１の入力として、それぞれのアンテ
ナ６０２のＲＭＳ値を＋ｉ（ｐｉ）、－ｉ（ｎｉ）、＋ｊ（ｐｊ）、および－ｊ（ｎｊ）
方向の成分として使用して計算することができる。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　式１を使用して指向性ベクトルを計算した後、ベクトル（｜Ｍａｇ｜＝１）を正規化し
て、以下の式２にしたがって検出信号の真の方向を見出すことができる。
【００４３】
【数２】

【００４４】
　真の方向を知ることで、一実施形態では、指向性方位付け警告通知は、以下のように発
することができる。例えば、図６に示すように配列された実施形態では、１つ以上のＬＥ
Ｄは、各アンテナ６０２と整列して置くことができる。真の指向性ベクトルをそれぞれの
正規化された指向性成分に分解することによって、通電表面の方向は、それぞれのアンテ
ナ６０２に割り当てられた１つ以上のＬＥＤの明るさ、電力状態、および／または強度を
変えることによってユーザに表示することができる。ＬＥＤ状態の調整は計算結果に基づ
いており、それは以下の式３～６に示されるように決定されてもよい。なお、式３～６に
おいて、Ｒｅはベクトルのｉ成分に対応し、Ｉｍはｊ成分に対応する。
【００４５】
　式３：（Ｒｅ（Ｄｉｒc）＞０）でＬＥＤpi強度＝Ｒｅ（Ｄｉｒc）［％］、そうでなけ
ればＬＥＤpi強度＝０
【００４６】
　式４：（Ｒｅ（Ｄｉｒc）＜０）であれば、ＬＥＤni強度＝Ｒｅ（Ｄｉｒc）［％］、そ
うでなければＬＥＤni強度＝０
【００４７】
　式５：（Ｉｍ（Ｄｉｒc）＞０）であれば、ＬＥＤpj強度＝Ｉｍ（Ｄｉｒc）［％］、そ
うでなければＬＥＤpj強度＝０
【００４８】
　式６：（Ｉｍ（Ｄｉｒc）＜０）であれば、ＬＥＤnj強度＝Ｉｍ（Ｄｉｒc）［％］、そ
うでなければＬＥＤnj強度＝０
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【００４９】
エネルギー検出警告装置のさらなる例示的実施形態
　追加的におよび／または代替的に、上述したように、エネルギー検出警告装置は用途に
応じて様々な形態で構成することができる（例えば、手動による携帯、車両の移動、装着
型実施形態に対する体の位置など）。図７では、エネルギー検出警告装置７００の装着型
実施形態が、ユーザによって装着され、帽子７０２の縁に固定されるように示されている
。帽子７０２に取り付けられた装置７００を帽子７０２の下側から見た図も示されている
。示されるように、装置７００は、帽子７０２の縁の曲率を補完する前面に沿った屈曲構
造を有してもよい。さらに、帽子７０２の縁に置かれると、装置７００はユーザの視線内
に直接位置決めされ、ユーザが、装置７００が示し得る方向が、警告通知が発せられたと
きに通電導体の方向であることを確認するのを支援することができる。
【００５０】
　図８は、エネルギー検出警告装置７００の斜視図を示す。装置７００は、ユーザの主な
視線を遮らないように寸法設定され、ならびに携帯が容易である、小型なハウジング８０
０を含むことができる。ハウジング８００の外部において、１つ以上の下向きＬＥＤ８０
２は、図示のように、装置７００の下面から完全にまたは部分的に（すなわち、片側また
は他方）突出してもよく、あるいはハウジング８００と面一にすることができる（図示せ
ず）。ＬＥＤ８０２は視覚的警告通知部品として含まれてもよく、白色および／または１
つ以上の色とすることができる。１つ以上のＬＥＤ８００は、帽子の縁とも整列するよう
に、装置７００の曲率と整列してもよい。上述のように、ＬＥＤ８０２は、警告通知の開
始時に、脅威レベル、脅威の種類（高電圧、または大電流）、および発生源の位置に関す
る情報をユーザに通信するために使用することができる。
【００５１】
　ハウジング８００はまた、押しボタン（図示）または他の種類のトグルスイッチなどの
トグル８０４を含むことができる。トグル８０４は、装置７００の電源をオンまたはオフ
にするために、および／または警報のミュート、バッテリ寿命状態のチェック、警報感度
の調整などの１つ以上の機能を備えた対話型メンバとして機能させるために使用すること
ができる。例えば、ボタンのホールド時間を変えること、連続するトグルの数を変えるこ
と、トグル８０４の異なる側面／領域を押すことなどによって、複数の機能を達成するこ
とができる。ハウジング７００はまた、示されている付勢されたリビングヒンジクリップ
などの１つ以上の固定機構８０６を含んでもよく、これは、装置７００を帽子の縁または
他の同様に寸法設定された取り付け用フレームに取り付けるように、ハウジング８００の
上面に対して曲がる。すなわち、リビングヒンジクリップの付勢力は、撓みの量が、解放
時にクリップがクランプ位置で撓曲される一方で、帽子の縁がハウジング８００の上部と
クリップとの間に挿入されることを可能にするのに十分であるようにすることができる。
示されているリビングヒンジクリップの代わりに、代替の適切な固定機構を使用してもよ
いことが企図されている。
【００５２】
　図９には、装置７００の上面図、下面図、および側面図が示されている。側面図は、接
続ポート９００を示し、それを介して装置７００を充電することができ、および／または
それを介して、データは、装置７００内のメモリへ転送されてもよく、または、アクセス
されてもよい。接続ポート９００は、バッテリを充電しおよび／またはデータにアクセス
するのに適切な任意の種類のポートとすることができる。例えば、接続ポート９００は、
マイクロＢ型のＵＳＢ３．０コネクタであってもよく、それに限定されない。
【００５３】
　図１０の概略図に見られるように、エネルギー検出警告装置７００の実施形態は、加速
度計１０００と、フィールド信号における磁場を測定するために使用される高透磁率三軸
磁束コンセントレータ１００４と対になった高感度三軸磁力計１００２とを含むセンサハ
ードウェアを有することができる。図１１では、追加のセンサハードウェアは、フィール
ド信号における電界を測定するためのセンサ１１００を含むことができる。充電式リチウ
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ムイオンポリマー電池パックなどの電池パック１１０２も概略的に示されている。他の種
類の電池パックが適切であってもよい。図１１はさらに、装置７００を制御するためのマ
イクロ制御装置１１０４と、それを介して電池パック１１０２が充電することができる電
池充電回路１１０６と、それを介して可聴警告通知を発することができる１つ以上のスピ
ーカ１１０８と、を含む。１つ以上のスピーカ１１０８は、例えば圧電スピーカなどの様
々なスピーカを含むことができる。
【００５４】
警告装置のための指向性検知のさらなる例示的な実施形態
　図１２は、電界センサとして使用することができる電界アンテナ構成１２００Ａ、１２
００Ｂ、および１２００Ｃの３つの変形形態を示している。構成１２００Ａは、図１１に
示されるセンサ１１００と同様に、容量結合ＰＣＢ平行板アンテナであるセンサ１２０２
を示す。構成１２００Ｂは、三平行板容量性電界アンテナのセンサ１２０４の一実施形態
を示す。構成１２００Ｃは、容量結合ＰＣＢパッドアレイアンテナのセンサ１２０６の一
実施形態を示す。
【００５５】
　構成１２００Ａに示されるセンサ１２０２は、単一の指向性同調ＰＣＢ容量性アンテナ
である。一実施形態では、センサ１２０２は、インピーダンス１２０８を介して短絡され
た２つのＰＣＢ導電性平行板１２０２（１）、１２０２（２）を含むことができる。ＡＣ
電界は、平行板１２０２（１）、１２０２（２）上で前後に再分配されるように電荷を励
起し、短絡インピーダンス１２０８を通って移動する。インピーダンス１２０８を通って
流れる電荷は、測定された電界に対応する測定可能なＡＣ電圧１２１０を生成することが
できる。平行板１２０２（１）、１２０２（２）が電界線に対して垂直に方位付けされて
いるとき、センサ１２０２は最大測定ＡＣ電圧１２１０をもたらす。したがって、最大ピ
ーク電圧が測定される、センサ１２０２を使用するエネルギー検出警告装置の方位は、装
置に対する通電導体の方向を示すことができる。
【００５６】
　上記に示されたように、平行板アンテナでは、最大誘導電圧は、通電導体からの電界が
平行板の長手方向の延在方向に対して実質的に垂直な方向に拡散しているときに検出する
ことができる。さらに、平行板の長手方向の延在方向に対して実質的に平行な方向または
整列した方向に拡散している電界は、電圧を誘起しない場合がある。したがって、ある場
合には、センサ１２０２を使用するとき、例えば電界の方向がアンテナの延在方向に対し
て平行に方位付けされているときに、装置は、電界の存在または位置を正確に検出できな
い状況が発生してもよいことが企図されている。
【００５７】
　したがって、代替の実施形態では、エネルギー検出警告装置は、三平行板容量性電界ア
ンテナの構成１２００Ｂのセンサ１２０４を含むことができる。センサ１２０２とは対照
的に、センサ１２０４は３つの容量結合ＰＣＢ平行板アンテナを実装し、その各々は上記
のセンサ１２０２に関して説明したのと同様に機能する。さらに、図１３に示すように、
３つのアンテナすべてと同時に電界を平行にすることはできないので、３つの平行板アン
テナのセットの各々を拡散方向に関係なく互いに垂直に方位付けることによって、平行板
アンテナのうちの少なくとも１つは、周囲の電界を検出することができる。したがって、
センサ１２０４を使用し、３つの平行板アンテナのうちの少なくとも２つによって電界が
検出されると仮定すると（グラフ１３００を参照）、検出された電界が拡散する指向性角
は、２つのアンテナ間の平面に対する３つの平行板アンテナのうち２つの間の検出された
ＲＭＳ振幅の差（グラフ１３０２を参照、および下記の式７を参照）の商の逆正接を計算
することによって決定することができる。
【００５８】
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【数３】

【００５９】
　別の代替実施形態では、エネルギー検出警告装置は、センサ１２０６を用いて構成１２
００Ｃを実施することができる。上述のように、センサ１２０６は、平行板の代わりに複
数の配列パッド１２１２を使用する容量結合ＰＣＢパッドアレイアンテナを含むことがで
きる。センサ１２０６では、パッド１２１２のアレイ間の電界によって生じる電位差を測
定することができる。電界を検出すると、様々なパッド１２１２によって検出された測定
ＲＭＳ電圧値を分析することができ、また、通電導体に近いパッドは、遠くに位置決めさ
れたパッドよりもわずかに大きい誘導電圧の影響を受けることができるので、通電導体の
位置の方向の一般的表示は、アレイ内のパッドの位置に従って決定することができる。
【００６０】
　どの実施形態の電界センサが選択されるかにかかわらず、通電導体を位置付けするのを
支援することができる部品は、上述のように、加速度計１０００である。一実施形態では
、加速度計１０００は、ユーザの帽子に装着されたときに、警告装置のロールおよびピッ
チを測定するために使用される。ロールおよびピッチの測定値は、いかなるロールまたは
ピッチの変化によっても信頼性の高いコンパス度方角測定を実現するための傾斜補償方角
計算に使用することができる。さらに、傾斜補償方角計算は、警告装置を帽子にかぶって
ユーザが頭部を前後に自然に掃引するときに、電界のピークをユーザの方角に一致させる
電圧指向性検知技術に使用することができる。
【００６１】
　上述のように磁場の検出に着目すると、エネルギー検出警告装置は、例えば、高透磁率
の三軸磁束コンセントレータと対になった高感度三軸磁力計を含むことができる。図１４
は、本開示の実施形態による、デジタル磁力計１４０４および磁束コンセントレータ１４
０６によって影響を受ける磁場１４０２のシミュレーション１４００を示す。デジタル磁
力計１４０４および磁束コンセントレータ１４０６を使用して磁束をデジタル磁力計１４
０４のセンサ領域に集束させることによって、磁場のベクトル情報を計算することができ
る。
【００６２】
　したがって、エネルギー検出警告装置は、電界センサと磁場センサの両方を組み込むこ
とができ、一方または両方のセンサからの測定値を使用して、装置の位置および方位に対
する通電導体の位置のおおよその方向をユーザに提供することができる。
【００６３】
警告装置のための指向性検知のさらなる例示的な実施形態
　図１５に関して、ユーザ１５００は、作業中に、図示のように帽子の縁にエネルギー検
出警告装置の装着型実施形態を装着することができる。ユーザ１５００が隠れ得る通電導
体１５０２を認識していない場合、装置は、ユーザ１５００が安静時または歩行中にユー
ザの頭部の自然な回転および傾斜で領域を走査しながら、ユーザ１５００が通電導体１５
０２を検出および位置付けするのを支援することができる。例えば、一実施形態では、警
告装置は、装置およびユーザが通電導体１５０２の方向を直接見ているときに、最大ＲＭ
Ｓ電圧値を測定することができる。したがって、ユーザの頭部の向きが左右または上下に
変わると、測定された電界の大きさは、通電導体１５０２上の最も近い接触点を直接見た
ときにピークになり得る。この電界の大きさのピークは、傾斜補償度方角（例えば、グラ
フ１５０４を参照）または度ピッチ（例えば、グラフ１５０６を参照）の値に関連付けら
れ、ユーザの頭部の向きが左右に向いているか上下に向いているかによって異なる。
【００６４】
　図１６を参照すると、一実施形態では、マイクロ制御装置は、ピークパターンを認識す
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るために、ミーリー型有限状態機械１６００を使用して通電導体の方向を決定することが
できる。状態機械１６００への入力は、測定された電界の大きさの勾配（「ｄＥ／ｄｔ」
）、時間（「ｔ」）、傾斜補償度方角（「Ｈ」）（以下「度方角」）、およびピッチ（「
Ｐ」）を含むことができる。測定された電界の勾配は、計算安定性を向上させるためにバ
ーアレイ１６０２を使用して計算することができ、勾配は下記の式８のように計算され、
「ｆｉｒｓｔ」と「ｌａｓｔ」はメモリアレイの最初と最後の要素である。
【００６５】
　式８：ｄＥ／ｄｔ＝Ｅ［Ｆｉｒｓｔ］－Ｅ［Ｌａｓｔ］／（ｔ［Ｆｉｒｓｔ］－ｔ［Ｌ
ａｓｔ］）
【００６６】
　状態１　Ｓ1から開始して、状態機械１６００は勾配ｄＥ／ｄｔが起動閾値ＴＨ１６０
４を越えるまで状態１　Ｓ1に留まる。勾配ｄＥ／ｄｔが起動閾値ＴＨを超えると、状態
機械１６００は状態１　Ｓ1から状態２　Ｓ2に進む。
【００６７】
　状態２　Ｓ2の開始時に、開始タイムスタンプ（ｔ＿ｓｔａｒｔ）、開始度方角（ｈｅ
ａｄｉｎｇ＿ｓｔａｒｔ）、および開始ピッチ（ｐｉｔｃｈ＿ｓｔａｒｔ）がメモリに保
存される。この時点で、勾配ｄＥ／ｄｔの正のピーク１６０６およびゼロ交差１６０８が
メモリに保存される。勾配のゼロ交差ｄＥ／ｄｔは電界強度のピークに対応する（すなわ
ち、勾配はピークでゼロである）。度方角１６１０およびピッチ１６１２が通電導体の方
向に関連するので、勾配ｄＥ／ｄｔがゼロ交差に達する時点で、その瞬間での度方角１６
１０およびピッチ１６１２のそれぞれの値は、その時点に関連付けられる。勾配ｄＥ／ｄ
ｔが起動閾値ＴＨの負の値未満である（すなわち、－（ＴＨ））時点で、状態機械１６０
０は状態２　Ｓ2から状態３　Ｓ3に進む。しかしながら、この場合、状態機械１６００は
、ｔ＿ｓｔａｒｔ（ｔ＿ｎｏｗ－ｔ＿ｓｔａｒｔ＞Ｔtimeout）からの期間Ｔtimeoutより
長い間、状態２　Ｓ2においてアイドル状態を維持し、状態機械１６００はタイムアウト
してリセットされ、状態２　Ｓ2から状態１　Ｓ1に戻る。
【００６８】
　状態３　Ｓ3において、勾配ｄＥ／ｄｔの負のピーク１６１４が評価される。評価中に
、勾配ｄＥ／ｄｔに対する負のピーク１６１４が－０．７５＊ｄＥ／ｄｔ＊正のピークの
計算値よりも小さいと評価された場合、状態機械１６００は状態３　Ｓ3から状態４　Ｓ4

へ進む。しかしながら、この場合、状態機械１６００は、ｔ＿ｓｔａｒｔ（ｔ＿ｎｏｗ－
ｔ＿ｓｔａｒｔ＞Ｔtimeout）からの期間Ｔtimeoutより長い間、状態３　Ｓ3においてア
イドル状態を維持し、状態機械１６００はタイムアウトしてリセットされ、状態３　Ｓ3

から状態１　Ｓ1に戻る。
【００６９】
　状態４　Ｓ4において、状態機械１６００は、電界の大きさのピークが頭部の動作によ
るものであり、異なる行動によるものではないかどうかを検証するように構成される。状
態４　Ｓ4の間に、度方角の変化（「ΔＨ」）１６１６およびピッチの変化（「ΔＰ」）
１６１８が測定される。度方角の変化１６１６またはピッチの変化１６１８のいずれかが
、それぞれ、起動度方角およびピッチ閾値（すなわち、Ｈ＿ＴＨおよびＰ＿ＴＨ）よりも
大きくなる場合、状態機械１６００は状態４　Ｓ4から状態５　Ｓ5へ進む。しかしながら
、この場合、勾配ｄＥ／ｄｔは起動閾値－（ＴＨ）の負の値を超えて上昇し、状態機械１
６００はリセットされ、状態４　Ｓ4から状態１　Ｓ1に戻る。
【００７０】
　状態５　Ｓ5において、通電導体に向かう度方角１６１０またはピッチ１６１２は、状
態２　Ｓ2において勾配ｄＥ／ｄｔがゼロ交差１６０８に達したときに記録された値とし
てファームウェアにおいて確認および更新される。度方角１６１０またはピッチ１６１２
の記録が完了した後、状態機械１６００はリセットされ、状態５　Ｓ5から状態１　Ｓ1に
戻る。
【００７１】
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　追加的におよび／または代替的に、エネルギー検出警告装置の一実施形態では、通電導
体のおおよその方向も磁場測定値を使用して決定することができる。図１７に関して、電
流を搬送している通電導体１７０２（例えば、示されているような送電線）の磁場１７０
０は、右手の法則を使用して見出され、通電導体１７０２の周囲に円として描くことがで
き、磁場１７００は常に通電導体１７０２に対して垂直である。
【００７２】
　（上述のように）高分解能三軸磁場センサを含む警告装置の一実施形態では、通電導体
１７０２から生成された時間変動ＡＣ磁場信号１７０４が測定される。三軸磁力計の測定
出力は、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸の時間変動正弦波磁場データ１７０４を含むことができ
る。磁場Ｙ軸ＡＣのＲＭＳ値１７０６は、磁場ベクトルＢ１７０８のＹ軸ベクトル成分に
対応し、負の符号は、基準軸に対して位相１７１０から１８０度ずれた軸成分に加えられ
、ここでは、ｘ軸が基準軸として選択されている。同様に、磁場Ｘ軸およびＺ軸ＡＣＲＭ
Ｓ成分は、磁場ベクトル１７０８の成分ＸおよびＺにそれぞれ対応する。
【００７３】
　磁場のＺ軸ＲＭＳ成分がＹ軸またはＸ軸成分よりも大きい場合には、通電導体１７０２
は水平に方位付けされていると検知することができる。対照的に、磁場のＸ軸またはＹ軸
のＲＭＳ成分のいずれかがＺ軸成分よりも大きい場合には、通電導体１７０２は垂直に方
位付けされていると検知することができる。
【００７４】
　通電導体への方向を表す方向ベクトルＤ１７１２は、磁場を選び、それをｘ－ｙ軸上に
投影することによって決定することができる。これにより二方向ベクトルがもたらされ、
ベクトルＤ１７１２は１８０度位相がずれている２つの指向性ベクトル（Ｂ１、Ｂ２）の
うちの１つとすることができる。ベクトルＤ１７１２を決定するために、ある範囲の方角
に関するフィールドデータが保存される。保存されたデータの有効範囲のうち、範囲は半
分に分割され、磁場データ曲線下の面積（Ａ１、Ａ２）は、グラフ１７１２ａに示される
ように計算することができる。いずれの半分がより大きい面積を有するかによって、どの
指向性ベクトルが真の方向であるかが決定することができる。さらに、通電導体１７０２
へ向かう度方角１７１４およびピッチ１７１６は、Ｘ軸成分をＹ軸成分で割った商の逆正
接、ならびにＺ軸成分の商を方向ベクトル１７１２のＹ軸成分で割った値の逆正接として
計算されてもよい。
【００７５】
警告装置の方法の例示的な実施形態
　図１８には、一実施形態による制御フロー図１８００の一実施形態が示されている。制
御フロー図１８００は、エネルギー検出警告装置がセンサからの情報をどのように処理す
ることができるかを記載し、リスク情報をユーザに通信する方法を決定し、通知システム
ハードウェアを使用して警告情報をユーザに発し、バッテリ寿命を最適化し、関連する安
全性情報を取得してクラウドベースのサーバに伝達する。一般に、マイクロ制御装置は、
センサからのアナログ出力をデジタル化し、ＡＣ電界値および磁場値をＤＣ等価ＲＭＳ値
に変換し、ユーザが制御可能な感度設定に基づいてこれらの値を警報閾値と比較し、通知
ハードウェアを使用して、脅威レベルや発生源への方向などに基づいて、音声的、視覚的
、および触覚的警報を発することができる。この方法は、使用されていないとき（例えば
、動作していないときまたは加速度計を使用しているとき）、ならびに環境電界および磁
場の強度が安全閾値を下回っているときに、警告装置を低電力スリープ状態にすることに
よってバッテリ寿命をさらに最適化することができる。
【００７６】
　一実施形態では、エネルギー検出警告装置は、「始動検知」プロセスを実施してもよく
、それは同時に装置に実質的に連続的に電源をオンにすることを可能にしながら電池寿命
を延ばすことができる。例えば、プロセッサおよびハードウェアは、警告装置が安全な環
境にあるとき、または警告装置が意図したように使用されていないときの時間の少なくと
も一部の間、低電力スリープ状態で稼働することができ、これは、装着型であるか、可搬
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性であるかなどの特定の実施形態に依存してもよく、長期間静止している。さらに、測定
されたフィールド（電界および磁場）値が通常の周囲フィールドなどのスリープ閾値を下
回っているとき、警告装置は、時間Ｔsleepの間スリープし、所定の周期的周期に従って
始動し、時間Ｔawakeの間、危険な電界または磁場について環境を検知／観察するように
構成することができる。稼働時間中に、測定されたフィールドが安全閾値を下回ったまま
である場合、警告装置は、時間Ｔsleepの間スリープ状態に戻ることができる。しかしな
がら、稼働時間中に測定されたフィールド値が上昇して安全閾値を超えると、警告装置は
、完全に起動して始動し、履歴フィールド信号の振幅の追跡を開始し、例えば信号の大き
さが警報閾値を超えているときに、警告信号を発するかどうかを決定する。
【００７７】
　したがって、本開示による方法１８００の一実施形態は、始動ステップ１８０２を含む
ことができる。ステップ１８０４において、環境電界および／または磁場のＲＭＳ値を計
算することができる。ステップ１８０４で計算されたＲＭＳ値を用いて、ステップ１８０
６として、その値を所定の警報／警告閾値と比較することができる。上記に示されたよう
に、ステップ１８０６において、計算されたＲＭＳ値が警報閾値より大きいと決定された
場合、指向性警報を発するのに十分な情報があるかどうかの決定がステップ１８０８にお
いて行われる。十分な情報がない場合、方法１８００はステップ１８１０に進み、そこで
警報を近接モードで発することができる。近接モードでは、警告装置は、通電導体の重大
な脅威レベルを有するフィールドを検出するが、通電導体の方向も示すには情報が不十分
である。しかしながら、ステップ１８０８において、指向性警報についての十分な情報が
ある場合、方法１８００はステップ１８１２に進み、そこで警告警報が指向性モードで発
せられることができ、それを介して警告装置は通電導体のおおよその指向性位置をユーザ
に示すことができる。ステップ１８１０および／またはステップ１８１２のいずれかの後
、方法１８００はステップ１８０４に戻るように構成することができ（すなわち、装置が
検出されたフィールドレベルに適合するにつれて警告装置が沈黙するかまたはアラーム期
間が終了する）、警告装置は、前述のように、リセットされて別の警報を発するかどうか
の判断を開始するよう使用可能になる。
【００７８】
　方法ステップ１８０６に戻り、計算されたＲＭＳフィールドの値が警報閾値を下回る場
合、方法１８００はステップ１８０８、１８１０、および１８１２を迂回して直接ステッ
プ１８１４に進むことができる。ステップ１８１４において、警告装置は、所定の期間Ｔ

sleepの間スリープしてもよく、ステップ１８０２に戻る前に、その時点で、警告装置は
始動する。
【００７９】
警告装置のための自己検査の例示的な実施形態
　一実施形態では、エネルギー検出警告装置は、作業環境において適切な機能を保証する
ために自己検査を実行するようにさらに構成することができる。例えば、ある場合には、
警告装置は、一次アンテナの近くに配置された二次ＰＣＢアンテナを含むことができる。
二次アンテナは、正しいハードウェア／ファームウェアの振る舞いを検証するために一次
アンテナに結合する６０Ｈｚの方形波（ＰＷＭ）信号を印加することができる。さらに、
磁力計の内部自己検査では、磁力計の周囲のＰＣＢコイルは、センサが読み取る小さな磁
場を発生させることができる。さらに、一実施形態では、自己検査は定期的に発せられて
もよい。センサの故障が発見された場合、警告装置は故障／モード状態に入ってもよく、
その間に通知ハードウェアは１つ以上の警告を発することができる。例えば、警告装置は
、自己検査に合格しなかった場合にＬＥＤ表示器を赤色に点灯させるようにプログラムす
ることができる。
【００８０】
指向性検知プロセスの実装例
　図１９に示されている概略図およびグラフ（１９００ａ～１９００ｅ）に関して、以下
の説明は、本出願の実施形態による指向性検知プロセスの例を説明している。例えば、ユ
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ーザがエネルギー検出警告装置を装着している間に通電導体に接近し、その間に警告装置
が周囲の電界および／または磁場の測定を行っている場合、次のプロセスステップまたは
フェーズが発生する場合がある。
【００８１】
　初期行動トリガ：起動閾値を超える測定されたフィールド｜Ｅ｜に応答して、指向性検
知プロセスは、例えば１０秒間タイムラッチがオンになる。起動すると、開始方角ｈstが
装置のメモリに保存される。プロセスが起動している間、フィールド｜Ｅ｜は、３６０個
の要素を持つアレイに値を保存することによって、現在の度方角に関連付けられ、ここで
、ｎ番目の要素は、その度方角（０～３６０度）での電界強度を表している。なお、一実
施形態では、すべての度方角（０～３６０度）は、処理効率を最適化するために、例えば
ｎ番目の要素当たり２度から５度の範囲で分割されてもよい。さらに、電界の大きさは、
上書きされるのではなく、ＩＩＲフィルタを使用して（現在の方向に対応する）アレイ要
素に保存されてもよい。さらに、アレイ要素は、それぞれの値がゼロになるまで、均等に
徐々に減少してもよい。
【００８２】
　後続行動トリガプロセスは、ある程度の情報の範囲（例えば、２０度、３０度、４０度
など）が捕捉されるまで、データをアレイに追加し続ける。開始方角と現在方角との間の
差分Δｈが起動範囲閾値（例えば、２０度、３０度、４０度など）ｈ＿ＴＨよりも大きく
なることに応答して、装置は、フィールド源（すなわち、通電導体）への方向を表し得る
電界ピーク条件についてデータセットをチェックするように構成される。
【００８３】
　計算されたピークおよびＡＶＧ：例えば、Δｈ＞３０°である場合、プロセスは、その
位置のデータを示す特定のしきい値を超える値が記録された起動範囲を見て、データセッ
トを走査することによって継続することができる。データをスキャンしながら、ピークお
よびＡＶＧが決定される。データセットのＡＶＧは、例えばプロセスの信頼性のために、
ベル曲線がどれほど急激であるかを測定するために計算される。一般に、データセット内
の比較的小さな障害に対しては、警告通知をトリガする必要はない。そのように、（ピー
ク＞Ｘ＊ＡＶＧ）は起動制御項である。
【００８４】
　ピーク条件：ピークを位置付けすることに応答して、プロセスは、ピークの左側への正
の勾配およびピークの右側への負の勾配を検証することによってピーク条件を検証するこ
とができる。一実施形態では、勾配は以下を使用して決定することができる。Ｅ＿ｐｅｒ
＿ｄｅｇ［ｎ＿ｍｏｄｅ］－Ｅ＿ｐｅｒ＿ｄｅｇ［ｎ＿ｍｏｄｅ－５］＞０（０より大き
くなければならない）（または＞ｓｌｏｐｅ＿ＴＨ）およびＥ＿ｐｅｒ＿ｄｅｇ［ｎ＿ｍ
ｏｄｅ］－Ｅ＿ｐｅｒ＿ｄｅｇ［ｎ＿ｍｏｄｅ＋５］＜０（０より小さくなければならな
い）（または＜ｓｌｏｐｅ＿ＴＨ）。
【００８５】
警告装置によるスマートデータ追跡の使用例
　上述のように、エネルギー検出警告装置は、随時、装置の通信を可能にするために、メ
モリおよびデータ伝達ハードウェアおよび／またはソフトウェアを含むことができる。こ
の伝達、他の電子装置（例えば、電話、スマートビークル接続、タブレット、ノートパソ
コンなど）間の相互通信に関して知られている任意の適切な手段によって実現することが
できるが、これらに限定されず、ブルートゥース、デジタルセルラーデータ転送、有線、
無線、電波、Ｌｉ－Ｆｉ、Ｗｉ－Ｆｉなどを含む。
【００８６】
　一実施形態では、例えば、ユーザは、通電導体の存在を警報されることができるが、装
置はまた、即座にまたはその後に、分析のために親企業に検出の通知を送信することがで
きる。即時通知と自動通知は、通知後に事故が発生した場合、例えばユーザが怪我をして
物理的に誰かに通知できない場合などに、緊急の対応を提供することにおいて企業を支援
することができる。そのようなデータは同様に集合的に視認することができ、良かれ悪し



(21) JP 2020-501288 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

かれ従業員および／またはチームおよび／または管理上の振る舞いの特徴／傾向、ユーザ
が危険な状況に置かれる頻度、リスク削減、コスト削減、安全と効率の取り組みのための
機会の改善、事故が起こる可能性があった状況の頻度、リスクおよび従業員の振る舞いな
らびにユーザ位置追跡および譲歩した機器タグ付けに関する地理的傾向、改善に向けた通
信接続性挑戦領域、休業または過剰作業を決定するかどうかの作業時間追跡、即座の作業
者のニーズ補完（例：必要に応じて援助／上級従業員を派遣）、ユーザが装置を適切に使
用しているかどうか（例：安全帽は装着されているか？）、高リスク環境（ＥＭＦ、悪天
候、狭い場所など）への露出期間、効率の向上、等を決定するために使用することができ
る。
【００８７】
条項の例
　Ａ：エネルギー検出警告装置であって、ハウジングと、前記ハウジング内に配置された
電子表示部品と、前記ハウジング内に配置された１つ以上のセンサであって、前記エネル
ギー検出警告装置の位置の特定の近傍内に存在する通電導体を検出し、かつ前記エネルギ
ー検出警告装置の前記位置に対して前記通電導体が位置付けられた方向であって、おおよ
その方向である、方向を検出するように構成された、１つ以上のセンサと、マイクロ制御
装置であって、前記１つ以上のセンサから入力を受信し、かつ前記入力の受信に応答して
、前記電子表示部品を作動させて、前記エネルギー検出警告装置の前記位置に対して前記
通電導体が位置付けられた前記方向を示すように構成された、マイクロ制御装置と、を備
える、エネルギー検出警告装置。
【００８８】
　Ｂ：前記１つ以上のセンサが、前記通電導体と前記エネルギー検出警告装置との間のお
およその距離を検出するようにさらに構成されている、段落Ａに記載のエネルギー検出警
告装置。
【００８９】
　Ｃ：前記電子表示部品が、前記ハウジングの一部に沿って配置され、指向性を示すよう
に配列された複数の光源、前記指向性を示すように前記ハウジング内に配列された１つ以
上のスピーカ、または前記指向性を示すように前記ハウジング内に配列された１つ以上の
振動モータのうちの少なくとも１つを含む、段落Ａ～Ｂのいずれかに記載のエネルギー検
出警告装置。
【００９０】
　Ｄ：前記電子表示部品が、前記複数の光源を含んでおり、前記電子表示部品の作動時に
、前記マイクロ制御装置が、前記検出された方向および／または前記装置と前記通電導体
との間の近接度の低下に対応するように配列された前記複数の光源のうちの１つ以上の照
明を生じさせる、段落Ａ～Ｃのいずれかに記載のエネルギー検出警告装置。
【００９１】
　Ｅ：前記電子表示部品が、前記１つ以上のスピーカを含んでおり、前記電子表示部品の
作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記１つ以上のスピーカのうちの少なくとも１つか
ら聴覚通知信号を発信させ、前記聴覚通知信号は、前記検出された方向および／または前
記装置と前記通電導体との間の近接度の減少による感電の危険性を示している、段落Ａ～
Ｄのいずれかに記載のエネルギー検出警告装置。
【００９２】
　Ｆ：前記電子表示部品が、前記１つ以上の振動モータを含んでおり、前記電子表示部品
の作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記１つ以上の振動モータのうちの少なくとも１
つの振動を生じさせ、前記振動が、前記検出された方向を示す、段落Ａ～Ｅのいずれかに
記載のエネルギー検出警告装置。
【００９３】
　Ｇ：前記１つ以上のセンサが、重力ベクトルおよび地球磁場ベクトルを用いて絶対方位
を検出することによって前記方向を検出し、前記装置がそれぞれ傾けられるか回転された
ときに、方位を電界値または磁場値のピークと対応付ける、段落Ａ～Ｆのいずれかに記載
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のエネルギー検出警告装置。
【００９４】
　Ｈ：前記１つ以上のセンサが、検知されたエネルギーレベルの変化を検出することによ
って通電導体を検出する、段落Ａ～Ｇのいずれかに記載のエネルギー検出警告装置。
【００９５】
　Ｉ：安全帽を用いて実施する装着型エネルギー検出警告装置（「装着型装置」）であっ
て、電子表示部品と、前記電子表示部品と通信可能に結合された１つ以上のセンサであっ
て、前記装着型装置の位置の特定の近傍内に存在する通電導体を検出し、かつ前記装着型
装置の前記位置に対して前記通電導体が位置付けられた方向であって、おおよその方向で
ある、方向を検出するように構成された、１つ以上のセンサと、マイクロ制御装置であっ
て、前記１つ以上のセンサから入力を受信し、かつ前記入力の受信に応答して、前記電子
表示部品を作動させて、前記装着型装置の前記位置に対して、前記通電導体が位置付けら
れた前記方向を示すように構成された、マイクロ制御装置と、を備える、装着型エネルギ
ー検出警告装置。
【００９６】
　Ｊ：前記電子表示部品が、指向性を示すように配列された複数の光源、前記指向性を示
すように配列された１つ以上のスピーカ、または前記指向性を示すように配列された１つ
以上の振動モータのうちの少なくとも１つを含む、段落Ｉに記載の装着型装置。
【００９７】
　Ｋ：前記電子表示部品が前記複数の光源を含んでおり、前記電子表示部品の作動時に、
前記マイクロ制御装置が、前記検出された方向に対応する前記安全帽の側面に方位付けさ
れた前記複数の光源のうちの１つ以上の照明を生じさせる、段落Ｉ～Ｊのいずれかに記載
の装着型装置。
【００９８】
　Ｌ：前記電子表示部品が、前記１つ以上のスピーカを含んでおり、前記電子表示部品の
作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記１つ以上のスピーカのうちの少なくとも１つか
ら聴覚通知信号を発信させ、前記聴覚通知信号が、１つ以上の口頭による発言、所定のノ
イズ、または可変トーンのうちの１つ以上を含む音声を介して検出された方向を示してお
り、前記音声が、前記検出された方向に対応する前記安全帽の側面に方位付けされた単一
のスピーカから、または前記安全帽の中央領域に配列された１つ以上のスピーカから発信
される、段落Ｉ～Ｋのいずれかに記載の装着型装置。
【００９９】
　Ｍ：前記電子表示部品が、前記１つ以上の振動モータを含んでおり、前記電子表示部品
の作動時に、前記マイクロ制御装置が、前記検出された方向に対応する前記安全帽の側面
に方位付けされた前記１つ以上の振動モータのうちの少なくとも１つの振動を生じさせる
、段落Ｉ～Ｌのいずれかに記載の装着型装置。
【０１００】
　Ｎ：前記１つ以上のセンサが、重力ベクトルおよび地球磁場ベクトルを用いて絶対方位
を検出することによって前記方向を検出し、前記装着型装置がそれぞれ傾けられるか回転
されたときに、方位を電界値または磁場値のピークと対応付ける、段落Ｉ～Ｍのいずれか
に記載の装着型装置。
【０１０１】
　Ｏ：デジタル電圧検出装置であって、前記デジタル電圧検出装置の位置の特定の近傍内
に存在する電圧源を検出し、かつ前記デジタル電圧検出装置の前記位置に対して前記電圧
源が位置付けられた方向であって、おおよその方向である、方向を検出するように構成さ
れた、１つ以上の回路ハードウェア部品と、前記１つ以上の回路ハードウェア部品と結合
され、前記デジタル電源検出装置の前記位置に対して前記電圧源が位置付けられた前記方
向を示すように構成された、電子表示部品と、を備える、デジタル電圧検出装置。
【０１０２】
　Ｐ：前記デジタル電圧検出装置が、帽子、シャツ、ベルト、またはポケットのうちの少
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なくとも１つに装着可能である、段落Ｏに記載のデジタル電圧検出装置。
【０１０３】
　Ｑ：前記１つ以上の回路ハードウェア部品が、前記デジタル電圧検出装置の前記位置の
前記特定の近傍内に存在する電流源の方向を検出するようにさらに構成されている、段落
Ｏ～Ｐのいずれかに記載のデジタル電圧検出装置。
【０１０４】
　Ｒ：前記１つ以上の回路ハードウェア部品が、バッテリ寿命を節約するためにスリープ
／始動設定を実行するようにさらに構成されている、段落Ｏ～Ｑのいずれかに記載のデジ
タル電圧検出装置。
【０１０５】
　Ｓ：前記デジタル電圧検出装置が、過去に評価された電圧レベルの正の変化を検出する
ように構成され、それにより、前記正の変化が前記電圧に関して閾値レベルを満たすかま
たは超える場合に、前記電圧源の通知が開始され、前記デジタル電圧検出装置が、前記閾
値レベルに適合するようにさらに構成され、前記閾値レベルに適合することに応答して、
前記デジタル電圧検出装置が、前記通知を非アクティブにし、過去に評価された前記電圧
レベルの正の変化の後続の検出に応答して、前記デジタル電圧検出装置が、前記電圧源の
前記通知を再開するようにさらに構成されている、段落Ｏ～Ｒのいずれかに記載のデジタ
ル電圧検出装置。
【０１０６】
　Ｔ：前記１つ以上の回路ハードウェア部品が、自己検査を実行して前記装置が機能的で
あることを保証するようにさらに構成されている、段落Ｏ～Ｔのいずれかに記載のデジタ
ル電圧検出装置。
【０１０７】
結論
　いくつかの実施形態は構造的特徴および／または方法論的行為に特有の言語で説明され
ているが、特許請求の範囲は必ずしも記載された特定の特徴または行為に限定されないこ
とが理解される。むしろ、特定の特徴および行為は、請求された主題を実施する例示的な
形態として開示されている。
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