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(54)【発明の名称】鉄道線路上施設の高さ、偏位測定装置
(57)【要約】
【課題】

トロリ線などの線条や金具の高さ、偏位をレ

ーザ光で非接触で測定する装置で、測定対象へのレーザ
光照射を容易に目視確認でき、構造簡易で安価に得ら
れ、小型軽量で取り扱いが容易なものを提供する。
【解決手段】

測定装置１をレールＲ上の所定位置に置

き、スライドフレーム３上で測定器４をレールＲの直交
方向に摺動させ、トロリ線にレーザ距離センサ１２のレ
ーザ光を当て、それの表示する数値を読み、また指針１
３の指示する偏位計測スケール１０上の目盛を読んで線
路上のトロリ線の高さと偏位を測定する。照星板１５の
尖端をミラー１４の照準線１７に重ねて目視しつつ、測
定器４を摺動させ、トロリ線を照準線１７に重ねて映す
位置に持ち来す。このときレーザ光がトロリ線に当た
り、検知音が鳴る。ミラー１４を回転させて、トロリ線
上のスポットを探し、目視確認する。
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【特許請求の範囲】

道線路上施設の高さ、偏位測定装置。

【請求項１】

【請求項６】

両側レール上の所定位置に掛け渡すよう

前記架台が、一方のレールの側面に配置

に載置される架台と、この架台上にレールと直交してレ

基準面を当接させて架台のレール上の所定の載置位置を

ール面に平行に伸びるように設けられたスライドフレー

定めるためのガイド片を備えることを特徴とする請求項

ムと、このスライドフレーム上にその延長方向に摺動自

１ないし３の何れかに記載の鉄道線路上施設の高さ、偏

在に設けられた測定器と、この測定器の摺動路に沿って

位測定装置。

スライドフレーム上に設けられた偏位計測スケールとを

【請求項７】

具備し、

を拡張可能とするために、延長フレームを接続可能に構

前記測定器は、真上に照射光軸を向け測定対象への照射
光とそれの反射光との位相差から測定対象までの距離を

前記スライドフレームが、偏位測定範囲

成されていることを特徴とする請求項１ないし３の何れ
10

かに記載の鉄道線路上施設の高さ、偏位測定装置。

測定するレーザ距離センサと、このレーザ距離センサの

【発明の詳細な説明】

光軸の位置を前記偏位計測スケール上の目盛に指示する

【０００１】

ために光軸の中心から偏位計測スケールへ平面上直交方

【発明の属する技術分野】この発明は、電気鉄道の電力

向に伸びる直線上に配置された指針とを備え、

供給用に架設されている電車線路のトロリ線等のレール

前記偏位計測スケールの目盛は、両側レール間の中央を

上の施設が、レールに対して垂直方向及び水平方向に適

ゼロとしてその両側への偏位距離を示すように刻まれ、

切な相対位置に配置されているかどうかを測定するため

前記レーザ距離センサは、レール面から測定対象までの

の装置に関する。

距離を演算して表示部に示すように設定され、

【０００２】

前記スライドフレーム上で前記測定器を摺動させ、測定

【従来の技術】トロリ線の架設高さ、偏位の測定は、高

対象にレーザ光のスポットを当てて停止した状態で前記

20

さ、偏位測定ゲージ棒を使用して実施されている。トロ

指針の指示する目盛を読むと共に、前記レーザ距離セン

リ線の高さは、測定員が長さ２．５m、重さ１０kgのゲ

サの表示部に示される高さ値を読むようにしたことを特

ージ棒を持ち運び、軌道上に立てて棒を伸ばし、約５m

徴とする鉄道線路上施設の高さ、偏位測定装置。

の高さにあるトロリ線にゲージ棒の先端の偏位測定ゲー

【請求項２】

前記測定対象が、前記レールに沿って伸

ジを押し当て、棒の高さ目盛を読みとることにより測定

びる架線であり、前記測定器が、測定対象を照準線上に

される。トロリ線の偏位は、トロリ線の軌道中心からの

映して位置を定めるためのミラーをさらに具備し、この

水平方向のずれをいい、偏位測定ゲージとトロリ線とが

ミラーは前記レーザ距離センサの照射光スポットが測定

接触している点のゲージ目盛を読みとることにより測定

対象に当たる位置において、真上から目視して測定対象

される。この測定方法は、ゲージ棒の高さ及び偏位の目

を前記照準線に重ねて映すように配置されていることを

盛を読み取るものであるため、正確さに欠ける難点があ

特徴とする請求項１に記載の鉄道線路上施設の高さ、偏

30

位測定装置。
【請求項３】

ると共に、長大な偏位測定ゲージは取り扱いに不便であ
る等の問題点がある。また、レール面上から種々の上方

前記測定対象が、前記レールに沿って伸

施設までの距離をレーザ距離センサを用いて、非接触に

びる架線であり、前記測定器が、前記レーザ距離センサ

よりレール直角方向に連続して測定し、測定した高さ値

の照射光スポットが測定対象に当たる位置において、真

の中から最小となる測定値を示した位置と軌道中心位置

上から目視して測定対象を照準線上に映すミラーと、こ

とにより偏位を求める方法が知られている（特開平６−

のミラーの照準線の真上に尖端を配置した照星板とをさ

２８１４１７号公報）。この方法は、レール上の複数の

らに具備し、

架線のうち、最小高さのものしか測定できないし、レー

真上から目視して前記照星板の尖端を前記ミラーの照準

ザ光の照射位置を目視確認することが困難であるため、

線に重ね、かつ測定対象を照準線上に映したときにレー
ザ距離センサの照射光スポットが測定対象に当たるよう

測定対象物の確認が困難である等の問題点がある。ま
40

た、この方法に用いる測定装置は比較的高価で、取り扱

にしたことを特徴とする請求項１に記載の鉄道線路上施

いも容易でない難点がある。

設の高さ、偏位測定装置。

【０００３】

【請求項４】

前記ミラーが、前記レール面に平行で前

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は、鉄

記照準線に直交する軸周りに回転自在に設けられている

道施設のトロリ線などの線条や金具の高さ、偏位をレー

ことを特徴とする請求項２又は３に記載の鉄道線路上施

ザ光により非接触で測定する装置であって、測定対象へ

設の高さ、偏位測定装置。

のレーザ光照射を確実に目視確認でき、構造簡易で比較

【請求項５】

的安価に得られ、小型軽量で取り扱いが容易なものを提

前記レーザ距離センサが、予め設定され

た前記測定対象の管理高さ範囲内にある物体に照射光が

供することを課題としている。

当たったときに鳴動する検知音発生装置を具備している

【０００４】

ことを特徴とする請求項１ないし３の何れかに記載の鉄
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【課題を解決するための手段】本発明においては、上記
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課題を解決するため、レールＲ上の所定位置に載置され

２は架台、３はスライドフレーム、４はレーザ距離セン

る架台２と、この架台２上にレールＲと直交してレール

サを備えた測定器、Ｒはレール、Ｔ１はトロリ線であ

面に平行に伸びるように設けられたスライドフレーム３

る。架台２は、レールＲ上の所定位置に掛け渡すように

と、このスライドフレーム３上に摺動自在に設けられた

載置される。この架台２上にスライドフレーム３が設け

測定器４と、この測定器４の摺動路に沿ってスライドフ

られ、その上に測定器４が摺動自在に設けられている。

レーム３上に設けられた偏位計測スケール１０とを具備

【０００７】架台２は、両端下部に電気絶縁性の脚５を

させて、鉄道線路上施設の高さ、偏位測定装置１を構成

備え、その片側には、ガイド片６が設けられている。ガ

した。測定器４は、真上に照射光軸を向け測定対象への

イド片６は、レールＲの側面に配置基準面を当接させる

照射光とそれの反射光との位相差から測定対象までの距
離を測定するレーザ距離センサとし、それの光軸の位置

ことによって、架台２のレールＲ上の載置位置を定める
10

ためのものである。図２に示すように、架台２は、折り

を偏位計測スケール１０上の目盛に指示するために、測

畳み自在の伸縮脚７、その両側の伸縮ポール８によっ

定器４に指針１３を設ける。偏位計測スケール１０の目

て、スライドフレーム３をレール面と平行に支持してい

盛は、両側レールＲ間の中央をゼロとしてその両側への

る。測定装置１の搬送時には、伸縮脚７をたたみ、伸縮

偏位距離を示すように刻み、レーザ距離センサ１２は、

ポール８を縮小させてコンパクト化することができる。

レール面から測定対象までの距離を演算して表示部に示

【０００８】スライドフレーム３はレールＲに直交し

すように設定する。スライドフレーム３上で測定器４を

て、レール面に平行に伸びている。スライドフレーム３

摺動させ、測定対象にレーザ光を当てて指針１３の指示

の上面には、長手方向に平行一対のスライドガイド９が

する目盛を読むと共に、レーザ距離センサ１２の表示部

伸び、また上面縁部には、偏位計測スケール１０が設け

に示される高さ値を読むようにした。測定対象を、トロ

られている。偏位計測スケール１０の目盛は、両側レー

リ線Ｔ１のようなレールＲに沿って伸びる架線とする場

20

ル間の中央Ｏをゼロとして、その両側への偏位距離を示

合、測定器４に、測定対象を照準線１７上に映して位置

すように刻まれている。

を定めるためのミラー１４をさらに具備させる。このミ

【０００９】測定器４は、ベース１１上に、レーザ距離

ラー１４は、レーザ距離センサ１２の照射光が測定対象

センサ１２、指針１３、ミラー１４，照星板１５を備え

に当たる位置において、真上から目視して測定対象を照

る。ベース１１は、スライドフレーム３上のスライドガ

準線１７上に映すように配置する。測定対象をミラー１

イド９に係合し、これに沿って摺動する。レーザ距離セ

４の照準線１７上に映しながら、容易に測定対象にレー

ンサ１２は、照射窓１２ａから真上に光軸を向けてレー

ザ光を当てることができる。また、この場合、ミラー１

ザ光を照射する。そして、測定対象への照射光とそれの

４に加え、ミラー１４の照準線１７の真上に尖端配置し

反射光との位相差から測定対象までの距離を測定し、測

た照星板１５をさらに測定器４に設ける。真上から目視

定結果を表示部に表示し、必要に応じて記憶、プリント

して照星板１５の尖端をミラー１４の照準線１７上に重

30

するものとする。なお、レーザ距離センサ１２は、レー

ね、かつ測定対象を照準線上１７に映したときに、レー

ル面から測定対象までの距離を演算して表示部に示すよ

ザ距離センサ１２の照射光が測定対象に当たるようにし

うに設定されており、また予め設定された測定対象の管

た。さらに、ミラー１４をレール面に平行で照準線１７

理高さ範囲内にある物体に照射光が当たったときに鳴動

に直交する軸周りに回転自在にすれば、レーザ光スポッ

する検知音発生装置を具備している。指針１３は、レー

トの確認が容易である。また、予め設定された測定対象

ザ距離センサ１２の光軸の位置を偏位計測スケール１０

の管理高さ範囲内にある物体に照射光が当たったときに

上の目盛に指示するためのもので、光軸の中心から偏位

鳴動する検知音発生装置をレーザ距離センサ１２に設け

計測スケール１０へ平面上直交方向に伸びる直線上に配

ることにより、測定対象の確認を容易にした。さらに、

置される。ミラー１４は、ベース１１上に、それの摺動

レールＲ上の所定の載置位置を定めるためのガイド片６
を架台２に設け、それの配置基準面を一方のレールＲの

方向の軸１６で回転自在に支持されている。ミラー１４
40

の上面には、レーザ光軸と指針１３とを結ぶ平面的直線

側面に当接させて配置を容易に定められるようにした。

上に照準線１７が表示されている。従って、測定者が測

さらに、偏位測定範囲をレールＲの外側にも広げられる

定器４を真上から見た状態で、測定対象であるトロリ線

ように、スライドフレーム）に延長フレーム１８を接続

Ｔ１をミラー１４の照準線１７に重ねて映した位置にお

可能にし、適用範囲を広げた。

いて、レーザ距離センサ１２の照射光スポットがトロリ

【０００５】

線Ｔ１に当たっていることになる。真上からの目視を確

【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施の形

実にするために、ミラー１４の上方に位置して照星板１

態を説明する。図１は本発明を適用した鉄道線路上施設

５が設けられている。照星板１５は、ミラー１４の照準

の高さ、偏位測定装置の斜視図、図２は同装置の一部の

線１７の真上に尖端を配置している。

平面図、図３は同装置の概略的正面図である。

【００１０】１８は延長フレームであり、渡り線Ｔ２の

【０００６】図において、１は高さ、偏位の測定装置、

50

ような、レールＲの外側の線条の高さＬ２、偏位Ｄ２を
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位置を測定するときに、スライドフレーム３の一端に接

ながら、容易に測定対象にレーザ光を当てることができ

続可能に構成されている。

る。ミラー１４に加え、照星板１５を測定器４に設ける

【００１１】この測定装置１を用いてレール上のトロリ

場合には、真上から正確にミラー１４、それに映る測定

線Ｔ１の高さＬ１と偏位Ｄ１を測定する場合には、まず

対象を目視して測定作業を容易に行うことができる。さ

一方のレールＲの内側面に架台２のガイド片６を当接さ

らに、ミラー１４をレール面に平行で照準線１７に直交

せて測定装置１をレールＲ上に設置する。次いで、照星

する軸周りに回転自在にすれば、レーザ光スポットの確

板１５の尖端をミラー１４の照準線１７に重ねて目視す

認が容易である。また、予め設定された測定対象の管理

る状態を維持しつつ、測定器４をスライドフレーム３上

高さ範囲内にある物体に照射光が当たったときに鳴動す

で摺動させ、トロリ線Ｔ１をミラー１４の照準線１７に
重ねて映す位置に持ち来す。この状態で、レーザ距離セ

る検知音発生装置をレーザ距離センサに付設すれば、測
10

定対象の確認が一層容易になる。さらに、レールＲ上の

ンサ１２の照射光スポットが、トロリ線Ｔ１に当たり、

載置位置を定めるためのガイド片６を架台２に設けれ

検知音発生装置の測定対象検知音が鳴る。さらに照射光

ば、それの配置基準面を一方のレールＲの側面に当接さ

スポットを目視確認するために、ミラー１４を回転させ

せて配置を容易に定められる。さらに、スライドフレー

て、トロリ線Ｔ１上のスポットを探す。目視確認した

ム３に延長フレーム１８を接続可能にすれば、偏位測定

ら、レーザ距離センサ１２の表示部に示されるトロリ線

範囲をレールＲの外側にも広げられる。

Ｔ１のレールＲ上の高さＬ１を読み所要の記録を行う。

【図面の簡単な説明】

さらに、指針１３が指示する偏位計測スケール１０上の

【図１】本発明を適用した鉄道線路上施設の高さ、偏位

目盛を読んで所要の記録を行う。なお、測定対象はトロ

測定装置の斜視図である。

リ線Ｔ１，渡り線Ｔ２に限らず、鉄道線路上施設の全て

【図２】本発明を適用した鉄道線路上施設の高さ、偏位

が対象となりうる。
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測定装置の一部の平面図である。

【００１２】

【図３】本発明を適用した鉄道線路上施設の高さ、偏位

【発明の効果】以上のように、本発明においては、スラ

測定装置の概略的正面図である。

イドフレーム３上で測定器４を摺動させ、トロリ線Ｔ１

【符号の説明】

のような測定対象にレーザ距離センサ１２のレーザ光を

１

高さ、偏位測定装置

当て、それの表示する数値を読み、また指針１３の指示

２

架台

する偏位計測スケール１０上の目盛を読むことにより簡

３

スライドフレーム

単かつ正確に、線路上の測定対象の高さと偏位を測定す

４

測定器

ることができる。装置は小型、軽量で取り扱いも容易で

６

ガイド片

ある。測定対象を、レールに沿って伸びるトロリ線Ｔ１

１０

偏位計測スケール

１２

レーザ距離センサ

線１７上に映して位置を定めるためのミラー１４をさら

１３

指針

に具備させる。このミラー１４は、レーザ距離センサ１

１４

ミラー

２の照射光スポットが測定対象に当たる位置において、

１５

照星板

真上から目視して測定対象を照準線１７上に映すように

１７

照準線

配置する。測定対象をミラー１４の照準線１７上に映し

１８

延長フレーム

のような架線とする場合、測定器４に、測定対象を照準
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( 5 )

【図１】

【図２】

特開２０００−２５８１２６

( 6 )

特開２０００−２５８１２６

【図３】
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