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(57)【要約】
【課題】水平などの所望の姿勢で設置する必要のある測
定装置を鉄塔上に取り付け可能にして、現地に測定装置
そのものを持ち込んで測定結果を容易に得ることを実現
する鉄塔用測定装置取付台座を提供すること。
【解決手段】鉄塔を構成する主柱材Ａに取り付けて測量
機１００を水平に設置する取付台座１０であって、主柱
材に取り付けて相対的な姿勢を固定する固定板１１と、
測量機を取り付けて固定する回動板２１と、固定板に回
動板を回動自在に連結する蝶番３１と、回動板の固定板
に対する姿勢を調整する調整部３２と、を備えており、
固定板は、主柱材に締付部材１４を圧接させて締め付け
ることにより位置決め固定する状態に取り付けるととも
に、回動板は、測量機用の取付構造を備えて位置決め固
定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄塔を構成する構造材に取り付けて測定装置を所望の姿勢に設置する取付台座であって
、
　前記鉄塔構造材に取り付けて該鉄塔に対する相対的な姿勢を固定する第１取付部と、前
記測定装置を取り付けて固定する第２取付部と、前記第１、第２取付部を回動自在に連結
する連結部と、前記第２取付部の前記第１取付部に対する姿勢を調整する調整部と、を備
えており、
　前記第１取付部は、前記鉄塔構造材を締め付けることにより位置決め固定する状態に取
り付けるとともに、
　前記第２取付部は、前記測定装置に応じた取付構造に形成されて該測定装置を位置決め
固定することを特徴とする鉄塔用測定装置取付台座。
【請求項２】
　前記第１取付部は、前記鉄塔構造材が断面Ｌ字アングルの場合には、当該断面Ｌ字の端
部側から頂部側に向かう方向と平行にネジ構造の螺合回転で移動することにより、該断面
Ｌ字端部に圧接して締め付ける締付部材を備えることを特徴とする請求項１に記載の鉄塔
用測定装置取付台座。
【請求項３】
　前記第１取付部は、前記鉄塔構造材が断面円形の管材の場合には、当該管材に巻き付け
て内径を変更することにより、該管材を締め付ける締付部材を備えることを特徴とする請
求項１に記載の鉄塔用測定装置取付台座。
【請求項４】
　前記調整部は、前記第２取付部側に配設されて、当該第２取付部から離隔する方向にネ
ジ構造の螺合回転で移動することにより該第２取付部からの突出距離を変更するとともに
、前記鉄塔構造材または前記第１取付部に突き当てて衝止される突当部材を備えることを
特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の鉄塔用測定装置取付台座。
【請求項５】
　前記第１取付部は、前記鉄塔構造材の締付位置よりも下側の当該鉄塔構造材の表面に当
接して当該第１取付部が自重により回動することを制限して姿勢の固定を補助する補助部
材を備えることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の鉄塔用測定装置取付台座
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄塔用測定装置取付台座に関し、詳しくは、測量機等の測定装置を水平など
の所望の姿勢で鉄塔に取り付けることを実現するものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　送電線は、山中に設置される鉄塔に架線されるなどしており、その自重により下方に撓
んだ（弛んだ）状態であるとともに、樹木等が接近する場合もあることから、各種測定を
現地で行う必要がある。
【０００３】
　例えば、送電線の弛度は、鉄塔間の地上の測定可能な地点に測量機を設置して行ったり
（例えば、特許文献１）、また、その送電線を一定箇所からカメラで撮影して対比するこ
とによりカメラの取付角度の影響を受けずに監視することも提案されている（例えば、特
許文献２）。また、送電線の樹木等との間隔は、航空機を用いる測量では大掛かりで高額
であるとともに時間が掛かる一方、目視による測定では個人差があって正確ではないこと
から、鉄塔上に取り付けた基準棒の両端側のそれぞれにカメラを計２台設置して、その撮
影画像の差異から離隔距離を測定することが提案されている（例えば、特許文献３）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１３３９５３号公報
【特許文献２】特開２００２－１１２４２１号公報
【特許文献３】特開２００３－９７９４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載のように測量機を地上に設置するのでは、周辺の樹木
が測定の邪魔になってしまい、最適な箇所での測定をすることができない場合があり、ま
た、特許文献２、３に記載のようにカメラで撮影した画像から離隔距離などを測定するの
では、複雑な計算機処理が必要で、現地で測定結果を得るには多種の機材を持ち込まなけ
ればならない。
【０００６】
　そこで、本発明は、水平などの所望の姿勢で設置する必要のある測定装置を鉄塔上に取
り付け可能にして、現地に測定装置そのものを持ち込んで測定結果を容易に得ることを実
現する鉄塔用測定装置取付台座を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する鉄塔用測定装置取付台座の発明は、鉄塔を構成する構造材に取り付
けて測定装置を所望の姿勢に設置する取付台座であって、前記鉄塔構造材に取り付けて該
鉄塔に対する相対的な姿勢を固定する第１取付部と、前記測定装置を取り付けて固定する
第２取付部と、前記第１、第２取付部を回動自在に連結する連結部と、前記第２取付部の
前記第１取付部に対する姿勢を調整する調整部と、を備えており、前記第１取付部は、前
記鉄塔構造材を締め付けることにより位置決め固定する状態に取り付けるとともに、前記
第２取付部は、前記測定装置に応じた取付構造に形成されて該測定装置を位置決め固定す
ることを特徴とするものである。
【０００８】
　この発明では、測定装置を取り付ける第２取付部（取付構造）の連結部による回動面が
所望の姿勢を含むように、例えば、鉛直方向など上下方向になるように、第１取付部によ
り鉄塔構造材を締め付けて鉄塔に設置することができ、その測定装置の鉄塔に対する相対
的な姿勢（回動角）を調整部により調整することができる。したがって、例えば、水平姿
勢に設置することが必要な測量機を鉄塔に位置決め固定して設置することができ、また、
測定の妨げが少なくなるように鉄塔の外方に測定装置が位置するように鉄塔構造材に取り
付けることもできる。
【発明の効果】
【０００９】
　このように本発明によれば、鉛直などの姿勢にない鉄塔構造材でも第１取付部を取り付
けて第２取付部を鉛直方向などに回動させることにより、その第２取付部に取り付けた測
定装置を水平など所望の姿勢にして設置することができるとともに、その第１取付部を鉄
塔の外側に位置するように取り付けて測定装置を設置することができる。したがって、測
定装置を鉄塔上に持ち込んで測定するのに適した水平姿勢などに取り付けて測定すること
ができ、そのまま測定結果を容易に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る鉄塔用測定装置取付台座の第１実施形態の全体構成を示す図であり
、（ａ）はその正面図、（ｂ）はその下面図である。
【図２】その第２実施形態の要部構成を示す正面図である。
【図３】その第３実施形態の要部構成を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　本発明の実施形態としては、上記の課題解決手段のように、鉄塔を構成する構造材に取
り付けて測定装置を所望の姿勢に設置する取付台座であって、前記鉄塔構造材に取り付け
て該鉄塔に対する相対的な姿勢を固定する第１取付部と、前記測定装置を取り付けて固定
する第２取付部と、前記第１、第２取付部を回動自在に連結する連結部と、前記第２取付
部の前記第１取付部に対する姿勢を調整する調整部と、を備えており、前記第１取付部は
、前記鉄塔構造材を締め付けることにより位置決め固定する状態に取り付けるとともに、
前記第２取付部は、前記測定装置に応じた取付構造に形成されて該測定装置を位置決め固
定することを基本構成とするのに加えて、次の構成を備えてもよい。
【００１２】
　第１の形態としては、前記第１取付部は、前記鉄塔構造材が断面Ｌ字アングルの場合に
は、当該断面Ｌ字の端部側から頂部側に向かう方向と平行にネジ構造の螺合回転で移動す
ることにより、該断面Ｌ字端部に圧接して締め付ける締付部材を備えていてもよい。
【００１３】
　この形態では、第１取付部の締付部材がネジ構造の螺合回転により鉄塔構造材（断面Ｌ
字アングル）の断面Ｌ字の端部に圧接して締付固定することができる。したがって、鉄塔
の構造材が断面Ｌ字アングルでも確実に取り付けることができる。
【００１４】
　第２の形態としては、前記第１取付部は、前記鉄塔構造材が断面円形の管材の場合には
、当該管材に巻き付けて内径を変更することにより、該管材を締め付ける締付部材を備え
ていてもよい。
【００１５】
　この形態では、第１取付部の締付部材が鉄塔構造材の断面円形の管材に巻き付ける内径
を縮径することにより締付固定することができる。したがって、鉄塔の構造材が断面円形
の管材でも確実に取り付けることができる。
【００１６】
　第３の形態としては、前記調整部は、前記第２取付部側に配設されて、当該第２取付部
から離隔する方向にネジ構造の螺合回転で移動することにより該第２取付部からの突出距
離を変更するとともに、前記鉄塔構造材または前記第１取付部に突き当てて衝止される突
当部材を備えていてもよい。
【００１７】
　この形態では、第２取付部から離隔する方向にネジ構造の螺合回転により突出させて鉄
塔側（鉄塔構造材または第１取付部）に突当・衝止させる突当部材の突出距離（離隔距離
）を変更することによって、その第２取付部を鉄塔側に対して近接・離隔する方向に回動
させることができ、第２取付部に取り付ける測定装置の姿勢を調整することができる。し
たがって、例えば、測量機を水平姿勢にして鉄塔に位置決め固定して設置することができ
る。
【００１８】
　第４の形態としては、前記第１取付部は、前記鉄塔構造材の締付位置よりも下側の当該
鉄塔構造材の表面に当接して当該第１取付部が自重により回動することを制限して姿勢の
固定を補助する補助部材を備えていてもよい。
【００１９】
　この形態では、第１取付部による鉄塔構造材の締付位置の下側に補助部材が当接するこ
とにより、その第１取付部が締付位置を中心にして自重により回動することを制限するこ
とができる。したがって、調整部が調整する鉄塔への取付姿勢を安定して維持することが
でき、第１取付部や調整部の強度を不必要に大きくする必要性を少なくすることができる
。
【００２０】
　第５の形態としては、前記第２取付部は、水準器を備えていてもよい。
【００２１】
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　この形態では、第２取付部の姿勢を水準器を基準にして水平にすることができる。した
がって、第２取付部（測定装置）を水平に調整するために水準器を別途準備する必要をな
くすことができ、水準器を忘れる心配をなくして確実に水平に調整することができる。
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。図１は本発明に係
る鉄塔用測定装置取付台座の第１実施形態を示す図である。
【００２３】
　図１において、取付台座１０は、鉄塔の構造材に取り付けて測量機（測定装置）１００
を利用可能にするものであり、例えば、断面Ｌ字アングル（山形鋼）の主柱材Ａに取り付
けて鉄塔における相対的な姿勢を固定する固定板（第１取付部）１１と、測量機１００を
取り付けてその姿勢を固定する回動板（第２取付部）２１と、固定板１１と回動板２１と
を回動自在に連結する蝶番（連結部）３１と、回動板２１側に配設されて固定板１１に対
する回動角（姿勢）を調整する調整機構（調整部）３２と、回動板２１側に別途準備する
必要がないように一体に固定されて水平レベルを表示する水準器３９と、を備えている。
ここで、測量機１００は、例えば、測量時に視野内に測量対象外の樹木などが入ってきて
も測量対象の電線や樹木等を影響なく計測することができる、ノンプリズム方式を採用し
ている。
【００２４】
　固定板１１は、主柱材ＡがＬ字の外面を外側に向けて内面側に若干（α度）傾斜する姿
勢で立設されているのに対して、蝶番３１との連結箇所の反対側端辺１１ａがその主柱材
Ａの角部ａ１の外面に沿う凹形状に形成されており、その端辺１１ａのそれぞれと平行に
雄ネジ１３が固定部材１６ａ、１６ｂに固設されて、その雄ネジ１３には雌ネジの蝶ネジ
１２が螺合している。雄ネジ１３は、断面コ字形状に形成されて主柱材Ａの端辺ａ２をそ
のコ字内に収容する状態にすることのできる締付部材１４の貫通穴１４ａ内に挿通されて
おり、締付部材１４を角部ａ１に近接離隔する方向にスライドさせるとともに蝶ネジ１２
を圧接させて固定することができるようになっている。
【００２５】
　これにより、固定板１１は、締付部材１４を角部ａ１に近接させる方向にスライドさせ
て蝶ネジ１２を同一方向に螺合回転させることにより、その締付部材１４が主柱材Ａの端
辺ａ２を両側から角部ａ１に向けて圧接して締め付け固定することができる。ここで、本
実施形態では、雄ネジ１３を固定部材１６ａ、１６ｂで固定するとともに蝶ネジ１２を雌
ネジとして螺合回転させて固定板１１を主柱材Ａに固定しているが、これに限らず、例え
ば、端辺１１ａ側の固定部材１６ｂを雌ネジにして、その固定部材１６ｂに螺合する雄ネ
ジ１３を備える蝶ネジ１２としてもよい。なお、この場合には、雄ネジ１３を固定部材１
６ｂの１箇所で支持することになるので、本実施形態のように固定部材１６ａ、１６ｂの
２箇所で支持する方が固定板１１に対して雄ネジ１３を安定した姿勢にすることができ、
締付部材１４を主柱材Ａの端辺ａ２にずれることなく圧接させることができる。
【００２６】
　回動板２１は、固定板１１に回動自在に連結する蝶番３１の反対側の端部に測量機１０
０の固定機構２２が設けられており、この固定機構２２としては、測量機１００の水平調
整板１０１の中心付近を露出させる開口穴２３が回動板２１の端部側に形成されて、その
水平調整板１０１の底面側に穿孔形成されている不図示の固定ネジ（雌ネジ）に螺合させ
る締付ネジ（雄ネジ）２４がその開口穴２３の中心に位置するように保持部材２５に回転
自在に保持されている。この締付ネジ２４は、図１（ａ）に示すように、水平調整板１０
１に対して直交する姿勢にして固定ネジに螺合させるとともに、図１（ｂ）に示すように
、水平調整板１０１と平行な姿勢に屈曲させることができるようになっており、保持する
保持部材２５も開口穴２３の縁に沿って回転することができるようになっている。
【００２７】
　これにより、回動板２１には、測量機１００の水平調整板１０１を締付ネジ２４で固定
して取り付けることができ、その測量機１００は、後述する回動板２１の水平調整の後に
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、水平調整板１０１の水平調整機能により高精度な測量に必要な水準の水平レベルに調整
することができるとともに、屈曲させた締付ネジ２４で回転させて測量目的の対象物に容
易に向けることができる。ここで、水平調整板１０１は、例えば、測量機１００の底面を
３点支持するネジの長さを調整することにより、その測量機１００の水平レベルを調整可
能になっている。
【００２８】
　蝶番３１は、固定板１１の主柱材Ａから離隔する側と、回動板２１の測量機１００から
離隔する側とを連結するように固設されており、固定板１１側の主柱材Ａに近接離隔する
方向を回動面として回動板２１を回動自在に支持している。
【００２９】
　これにより、蝶番３１は、測量機１００を取付固定する回動板２１を固定板１１（主柱
材Ａ）に対して回動させることができ、後述する調整機構３２により固定板１１に対する
回動角を調整することにより測量機１００の姿勢を調整することができる。
【００３０】
　調整機構３２は、回動板２１の蝶番３１近傍から固定板１１の下側の主柱材Ａに向かっ
て延在するように蝶ネジ形態の雄ネジの調整ネジ３３が設けられている。この調整ネジ３
３は、回動板２１の蝶番３１近傍のブロック形状部３４に穿孔刻設されている雌ネジ３４
ａに螺合させて位置決めされており、また、回動板２１の蝶番３１近傍の下面側から下方
に延長されている支持板３５のブロック形状部３６の貫通穴３６ａを貫通させて固定板１
１の下側の主柱材Ａの角部ａ１に向かうように位置決めされている。また、調整ネジ３３
の先端には、主柱材Ａの角部ａ１の外面に凹形状の内面を面接触させる状態にして左右に
ずれてしまうことを制限する突当駒（突当部材）３７が相対回転自在に連結されている。
【００３１】
　これにより、調整機構３２は、回動板２１のブロック形状部３４（雌ネジ３４ａ）に螺
合する調整ネジ３３を蝶番３１近傍から固定板１１の下側の主柱材Ａの角部ａ１に一定の
姿勢で向けたまま、その蝶形状部３３ａを摘んで正逆方向に螺合回転させることにより、
その先端の突当駒３７を角部ａ１に突き当てたまま進退させることができ、回動板２１は
固定板１１の一端側で回動自在に支持されていることから、その固定板１１（主柱材Ａ）
に対して近接離隔する方向に回動させて水準器３９で水平レベル（水平か否か）を確認し
つつ測量機１００の姿勢を調整することができる。
【００３２】
　このように本実施形態においては、取付台座１０は、固定板１１の締付部材１４で主柱
材Ａの端辺ａ２を締め付けるようにして、回動板２１に取り付ける測量機１００を角部ａ
１の外方に位置するように容易に固定することができる。この取付台座１０は、調整機構
３２の調整ネジ３３先端の突当駒３７を主柱材Ａの角部ａ１に突き当てつつ、水準器３９
が水平姿勢を表示するように、その調整ネジ３３により回動板２１の固定板１１（主柱材
Ａ）に対する回動角を調整して測量機１００を測量に必要な水平姿勢にすることができる
。したがって、測量機１００を水平姿勢に設置することが面倒な鉄塔であっても、取付台
座１０を主柱材Ａに取り付けるだけで容易に位置決め固定して設置することができ、また
、鉄塔の主柱材Ａの外側に測量機１００を設置して、できるだけ鉄塔の構造材が邪魔にな
らないようにして測量対象の電線や樹木などの位置や電線との間隔を高精度に測量するこ
とができる。
【００３３】
　次に、図２は本発明に係る鉄塔用測定装置取付台座の第２実施形態を示す図である。こ
こで、本実施形態は、上述実施形態と同様に構成されていることから、同様の構成には同
一の符号を付して特徴部分を説明する（以下で説明する他の実施形態においても同様）。
【００３４】
　図２において、取付台座１０の固定板１１は、端辺１１ａに沿って鉛直下方に延在する
補助板（補助部材）４１が固設されており、その補助板４１が主柱材Ａの角部ａ１近傍に
面接触する状態にしつつ、締付部材１４で主柱材Ａの端辺ａ２を圧接締付けして固定する
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ことができる。
【００３５】
　これにより、固定板１１は、締付部材１４のみで主柱材Ａに固定される場合よりも、そ
の締付部材１４による固定位置を中心にして自重や測量機１００の重量により回動してし
まうことを補助板４１により制限することができる。
【００３６】
　このように本実施形態においては、取付台座１０は、上述実施形態と同様な作用効果を
得ることができるとともに、調整ネジ３３に固定板１１側までも支持させる負担をなくし
て回動板２１の姿勢を維持することができる。したがって、固定板１１側の雄ネジ１３や
調整ネジ３３などの強度を不必要に大きくすることなく、測量機１００を安定した状態で
取り付け固定することができる。
【００３７】
　次に、図３は本発明に係る鉄塔用測定装置取付台座の第３実施形態を示す図である。
　図３において、取付台座１０の固定板１１は、断面円形の管状（ポール）の主柱材Ｐに
取り付けて相対的な姿勢を固定することができるようになっており、主柱材Ｐの外面に巻
き付ける一対のベルト（締付部材）５１、５２が固定ブロック５３から延在されている。
このベルト５１、５２は、蝶番３１からの離隔方向に対して直交して互いに離隔する方向
に延在することにより断面円形の主柱材Ｐに無理なく巻き付けることができるとともに、
そのベルト５１、５２の端部には、締付ボルト５５を貫通可能な貫通穴５１ｂ、５２ｂの
開口する直交部５１ａ、５２ａが形成されることにより、その締付ボルト５５に締付ナッ
ト５４を螺合させて締め付けることができるようになっている。また、ベルト５１、５２
は、長さの異ならせることにより、直交部５１ａ、５２ａが取付台座１０の側方側に位置
して締付作業を容易にすることができるようになっている。
【００３８】
　これにより、固定板１１は、管状の主柱材Ｐにベルト５１、５２を巻き付けて直交部５
１ａ、５２ａの貫通穴５１ｂ、５２ｂに締付ボルト５５を貫通させ締付ナット５４を螺合
させることにより、その直交部５１ａ、５２ａを接近させてベルト５１、５２の内径を縮
径して主柱材Ｐに締付固定することができる。
【００３９】
　このように本実施形態においては、取付台座１０は、管状の主柱材Ｐの鉄塔の場合でも
、上述実施形態と同様な作用効果を得ることができる。この場合にも、主柱材Ｐの外面に
面接触させる補助板４１を設けても良いことは言うまでもない。
【００４０】
　上述実施形態の他の態様としては、上述実施形態では主柱材に取付台座１０を取り付け
る場合を一例にして説明するが、これに限るものではなく、他の姿勢の鉄塔構造材に取り
付けて測量機１００や他の測定装置を利用可能にしても良い。また、調整機構３２の調整
ネジ３３の先端を固定板１１側に突き当てて自身で姿勢を調整可能にしても良いことは言
うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　これまで本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定され
ず、その技術的思想の範囲内において種々異なる形態にて実施されてよいことは言うまで
もない。
【符号の説明】
【００４２】
　１０……取付台座　　　１１……固定板　　　１２……蝶ネジ　　　１３……雄ネジ　
　　１４……締付部材　　　２１……回動板　　　２２……固定機構　　　２３……開口
穴　　　２４……保持部材　　　２４……締付ネジ　　　２５……保持部材　　　３１…
…蝶番　　　３２……調整機構　　　３３……調整ネジ　　　３７……突当駒　　　３９
……水準器　　　４１……補助板　　　５１、５２……ベルト　　　５４……締付ナット
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　　　５５……締付ボルト　　　１００……測量機　　　Ａ、Ｐ……主柱材　　　ａ１…
…角部　　　ａ２……端辺

【図１】 【図２】
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