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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
端末に用いられる通信方法であって、
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定するステップと
、
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定するステップと、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信するステップと、を含み、
前記通信操作指令は、所定アプリケーションを実行する起動指令であり、前記所定アプリ
ケーションには、少なくとも１つの通信装置ＩＤが記憶され、
前記所定アプリケーションには、さらに、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置のサポー
トするネットワーク帯域が記憶され、
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定するステップは、
前記使用可能なネットワークのネットワーク帯域が第１の帯域であると特定するステップ
を含み、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信するステップは、
現在接続する現在ネットワークを検出し、前記現在ネットワークのネットワーク帯域が第
２の帯域であると特定するステップと、
前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域であるか否かを検出するステップと、
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前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域ではないと検出すると、前記第１の帯域
のネットワークに接続するための第１のネットワークモジュールをオンし、前記第２の帯
域のネットワークに接続するための第２のネットワークモジュールをオフするステップと
、
前記第１のネットワークモジュールを利用して前記使用可能なネットワークに接続し、前
記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによって
、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するステップと、を含
む
ことを特徴とする通信方法。
【請求項２】
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定するステップは
、
所定アプリケーションを実行する起動指令を検出すると、前記起動指令を前記通信操作指
令として特定するステップと、
ユーザの前記所定アプリケーションに対する操作に基づいて、選択された通信装置ＩＤに
対応する通信装置を前記通信対象装置として決定するステップと、を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の通信方法。
【請求項３】
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定するステップは、
前記所定アプリケーションから前記通信対象装置のサポートするネットワーク帯域を検索
し、前記ネットワーク帯域に基づいて、前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特
定するステップ、を含む
ことを特徴とする請求項２に記載の通信方法。
【請求項４】
前記第１の帯域が２．４ＧＨｚであり、前記第２の帯域が５．０ＧＨｚであり、
前記通信対象装置が２．４ＧＨｚのみをサポートする装置である
ことを特徴とする請求項１に記載の通信方法。
【請求項５】
端末に用いられる通信方法であって、
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定するステップと
、
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定するステップと、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信するステップと、を含み、
前記通信操作指令は、所定アプリケーションを実行する起動指令であり、前記所定アプリ
ケーションには、少なくとも１つの通信装置ＩＤが記憶され、
前記所定アプリケーションには、さらに、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置の接続す
るネットワークのネットワークＩＤが記憶され、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信するステップは、
前記ネットワークＩＤに基づいて、現在接続する現在ネットワークと前記使用可能なネッ
トワークとが同一のネットワークであるか否かを検出するステップと、
前記現在ネットワークと前記使用可能なネットワークとが同一のネットワークではないと
検出すると、前記現在ネットワークをオフし、前記使用可能なネットワークに接続するス
テップと、
前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによっ
て、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するステップとを含
む
ことを特徴とする通信方法。
【請求項６】
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前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信するステップは
、さらに、
前記通信対象装置との通信を完成した後、前記使用可能なネットワークをオフし、前記現
在ネットワークに接続するステップを含む
ことを特徴とする請求項１又は５に記載の通信方法。
【請求項７】
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定するための取得
モジュールと、
前記取得モジュールにより特定された前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定
するための特定モジュールと、
前記特定モジュールにより特定された前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可
能なネットワークを介して前記通信対象装置と通信するための通信モジュールと、を含み
、
前記取得モジュールにより取得された前記通信操作指令は、所定アプリケーションを実行
する起動指令であり、前記所定アプリケーションには、少なくとも１つの通信装置ＩＤが
記憶され、
前記所定アプリケーションには、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置のサポートするネ
ットワーク帯域が記憶され、
前記特定モジュールは、
前記使用可能なネットワークのネットワーク帯域が第１の帯域であると特定するための第
１の特定サブモジュールを含み、
前記通信モジュールは、
現在接続する現在ネットワークを検出し、前記現在ネットワークのネットワーク帯域が第
２の帯域であると特定するための第２の特定サブモジュールと、
前記第１の特定サブモジュールにより特定された前記第１の帯域と前記第２の特定サブモ
ジュールにより特定された前記第２の帯域とが同一の帯域であるか否かを検出するための
第１の検出サブモジュールと、
前記第１の検出サブモジュールにより前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域で
はないと判定すると、前記第１の帯域のネットワークに接続するための第１のネットワー
クモジュールをオンし、前記第２の帯域のネットワークに接続するための第２のネットワ
ークモジュールをオフするための第１の制御サブモジュールと、
前記第１のネットワークモジュールを利用して前記使用可能なネットワークに接続し、前
記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによって
、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するための第１の送信
サブモジュールと、を含む
ことを特徴とする通信装置。
【請求項８】
前記取得モジュールは、所定アプリケーションを実行する起動指令を検出すると、前記起
動指令を前記通信操作指令として決定し、ユーザの前記所定アプリケーションに対する操
作に基づいて、選択された通信装置ＩＤに対応する通信装置を前記通信対象装置として決
定する
ことを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
前記特定モジュールは、前記所定アプリケーションから前記通信対象装置のサポートする
ネットワーク帯域を検索し、前記ネットワーク帯域に基づいて、前記通信対象装置の使用
可能なネットワークを特定する、
ことを特徴とする請求項８に記載の通信装置。
【請求項１０】
前記第１の特定サブモジュールにより特定された前記第１の帯域が５．０ＧＨｚであり、
前記第２の特定サブモジュールにより特定された前記第２の帯域が２．４ＧＨｚであり、
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前記通信対象装置が２．４ＧＨｚのみをサポートする装置である
ことを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項１１】
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定するための取得
モジュールと、
前記取得モジュールにより特定された前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定
するための特定モジュールと、
前記特定モジュールにより特定された前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可
能なネットワークを介して前記通信対象装置と通信するための通信モジュールと、を含み
、
前記取得モジュールにより取得された前記通信操作指令は、所定アプリケーションを実行
する起動指令であり、前記所定アプリケーションには、少なくとも１つの通信装置ＩＤが
記憶され、
前記所定アプリケーションには、さらに、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置の接続す
るネットワークのネットワークＩＤが記憶され、
前記通信モジュールは、
前記ネットワークＩＤに基づいて、現在接続する現在ネットワークと前記使用可能なネッ
トワークとが同一のネットワークであるか否かを検出するための第２の検出サブモジュー
ルと、
前記第２の検出サブモジュールにより前記現在ネットワークと前記使用可能なネットワー
クとが同一のネットワークではないと検出すると、前記現在ネットワークをオフし、前記
使用可能なネットワークに接続するための第２の制御サブモジュールと、
前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによっ
て、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するための第２の送
信サブモジュールと、を含む
ことを特徴とする通信装置。
【請求項１２】
前記第１の制御サブモジュール又は前記第２の制御サブモジュールは、更に、前記通信対
象装置との通信を完成した後、前記使用可能なネットワークをオフし、前記現在ネットワ
ークに接続する
ことを特徴とする請求項７または１１に記載の通信装置。
【請求項１３】
プロセッサと、
プロセッサにより実行可能な指令を記憶するメモリと、を備え、
前記プロセッサは、
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定し、
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定し、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信するように構成され、
前記通信操作指令は、所定アプリケーションを実行する起動指令であり、前記所定アプリ
ケーションには、少なくとも１つの通信装置ＩＤが記憶され、
前記所定アプリケーションには、さらに、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置のサポー
トするネットワーク帯域が記憶され、
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定することは、
前記使用可能なネットワークのネットワーク帯域が第１の帯域であると特定することを含
み、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信することは、
現在接続する現在ネットワークを検出し、前記現在ネットワークのネットワーク帯域が第
２の帯域であると特定することと、
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前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域であるか否かを検出することと、
前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域ではないと検出すると、前記第１の帯域
のネットワークに接続するための第１のネットワークモジュールをオンし、前記第２の帯
域のネットワークに接続するための第２のネットワークモジュールをオフすることと、
前記第１のネットワークモジュールを利用して前記使用可能なネットワークに接続し、前
記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによって
、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行することと、を含む
ことを特徴とする通信装置。
【請求項１４】
プロセッサに実行されることにより、請求項１～６のいずれか１項に記載の通信方法を実
現することを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
請求項１４に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、特に、通信方法、通信装置、プログラム及び記録媒体に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術の発展に伴い、デュアルバンドワイヤレスルータは、将来に無線装置の主なト
レンドとなっている。デュアルバンドワイヤレスルータとは、２．４ＧＨｚ帯と５．０Ｇ
Ｈｚ帯の両方に対応できる無線ルータを指し、単一の帯域にのみ対応する無線ルータに比
べて、その無線伝送速度がより高く、干渉抵抗性がよりよく、無線信号がより強く、安定
性がより高く、切断し難く、既に無線製品の主な発展方向となっている。
【０００３】
　２．４ＧＨｚをサポートするＷＩＦＩチップと５．０ＧＨｚをサポートするＷＩＦＩチ
ップとのコストが大きく異なるため、現在の端末には、すべてデュアルＷＩＦＩチップが
搭載されているわけではない。５．０ＧＨｚのネットワークの通信品質が２．４ＧＨｚの
ネットワークの通信品質より良好であるため、デュアルバンドワイヤレスルータの場合に
、デュアルチップが搭載されている端末は、５．０ＧＨｚのネットワークに接続する。
【０００４】
　従来技術において、少なくとも以下の技術問題がある。
【０００５】
　端末ＡにデュアルＷＩＦＩチップが搭載されると、当該端末Ａは、５．０ＧＨｚのネッ
トワークの環境下で動作する。端末Ｂに２．４ＧＨｚのシングルチップが搭載されると、
当該端末Ｂは、２．４ＧＨｚのネットワークの環境下で動作する。端末Ａと端末Ｂとが異
なる帯域のネットワークに接続するため、端末Ａと端末Ｂとは相互に通信できない。
【発明の開示】
【０００６】
　従来技術に存在する問題を解消するために、本発明は、上記従来技術に存在する問題を
解消するための通信方法を提供する。
【０００７】
　本発明の実施例の第１の局面によれば、通信方法を提供し、前記通信方法は、
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定するステップと
、
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定するステップと、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信するステップと、を含む。
【０００８】
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　第１の局面を組合わせて、第１種の実現可能な形態において、前記通信操作指令は、所
定アプリケーションを実行する起動指令であり、前記所定アプリケーションには、少なく
とも１つの通信装置ＩＤが記憶され、
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定するステップは
、
所定アプリケーションを実行する起動指令を検出すると、前記起動指令を前記通信操作指
令として特定するステップと、
ユーザの前記所定アプリケーションに対する操作に基づいて、選択された通信装置ＩＤに
対応する通信装置を前記通信対象装置として決定するステップと、を含む。
【０００９】
　第１の局面の第１種の実現可能な方式を組合わせて、第２種の実現可能な形態において
、前記所定アプリケーションには、さらに、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置のサポ
ートするネットワーク帯域が記憶され、
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定するステップは、
前記所定アプリケーションから前記通信対象装置のサポートするネットワーク帯域を検索
し、前記ネットワーク帯域に基づいて、前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特
定するステップ、を含む。
【００１０】
　第１の局面の第２種の実現可能な方式を組合わせて、第３種の実現可能な形態において
、前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定するステップは、
前記使用可能なネットワークのネットワーク帯域が第１の帯域であると特定するステップ
を含み、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信するステップは、
現在接続する現在ネットワークを検出し、前記現在ネットワークのネットワーク帯域が第
２の帯域であると特定するステップと、
前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域であるか否かを検出するステップと、
前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域ではないと検出すると、前記第１の帯域
のネットワークに接続するための第１のネットワークモジュールをオンし、前記第２の帯
域のネットワークに接続するための第２のネットワークモジュールをオフするステップと
、
前記第１のネットワークモジュールを利用して前記使用可能なネットワークに接続し、前
記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによって
、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するステップと、を含
む。
【００１１】
　第１の局面の第３種の実現可能な方式を組合わせて、第４種の実現可能な形態において
、
前記第１の帯域が２．４ＧＨｚであり、前記第２の帯域が５．０ＧＨｚであり、
前記通信対象装置が２．４ＧＨｚのみをサポートする装置である。
【００１２】
　第１の局面の第４種の実現可能な方式を組合わせて、第５種の実現可能な形態において
、前記所定アプリケーションには、さらに、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置の接続
するネットワークのネットワークＩＤが記憶され、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信するステップは、
前記ネットワークＩＤに基づいて、現在接続する現在ネットワークと前記使用可能なネッ
トワークとが同一のネットワークであるか否かを検出するステップと、
前記現在ネットワークと前記使用可能なネットワークとが同一のネットワークではないと
検出すると、前記現在ネットワークをオフし、前記使用可能なネットワークに接続するス
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テップと、
前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによっ
て、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するステップとを含
む。
【００１３】
　第１の局面の第３種の実現可能な方式、又は、第１の局面の第５種の実現可能な方式を
組合わせて、第６種の実現可能な形態において、前記使用可能なネットワークを介して前
記通信対象装置に制御信号を送信するステップは、さらに、
前記通信対象装置との通信を完成した後、前記使用可能なネットワークをオフし、前記現
在ネットワークに接続するステップを含む。
【００１４】
　本発明の実施例の第２の局面によれば、通信装置を提供し、前記通信装置は、
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定するための取得
モジュールと、
前記取得モジュールにより特定された前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定
するための特定モジュールと、
前記特定モジュールにより特定された前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可
能なネットワークを介して前記通信対象装置と通信するための通信モジュールと、を含む
。
【００１５】
第２の局面を組合わせて、第１種の実現可能な形態において、前記取得モジュールにより
取得された前記通信操作指令は、所定アプリケーションを実行する起動指令であり、前記
所定アプリケーションには、少なくとも１つの通信装置ＩＤが記憶され、
前記取得モジュールは、所定アプリケーションを実行する起動指令を検出すると、前記起
動指令を前記通信操作指令として決定し、ユーザの前記所定アプリケーションに対する操
作に基づいて、選択された通信装置ＩＤに対応する通信装置を前記通信対象装置として決
定する。
【００１６】
　第２の局面の第１種の実現可能な方式を組合わせて、第２種の実現可能な形態において
、前記特定モジュールは、前記所定アプリケーションから前記通信対象装置のサポートす
るネットワーク帯域を検索し、前記ネットワーク帯域に基づいて、前記通信対象装置の使
用可能なネットワークを特定し、
前記所定アプリケーションには、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置のサポートするネ
ットワーク帯域が記憶されている。
【００１７】
　第２の局面の第２種の実現可能な方式を組合わせて、第３種の実現可能な形態において
、前記特定モジュールは、
前記使用可能なネットワークのネットワーク帯域が第１の帯域であると特定するための第
１の特定サブモジュールを含み、
前記通信モジュールは、
現在接続する現在ネットワークを検出し、前記現在ネットワークのネットワーク帯域が第
２の帯域であると特定するための第２の特定サブモジュールと、
前記第１の特定サブモジュールにより特定された前記第１の帯域と前記第２の特定サブモ
ジュールにより特定された前記第２の帯域とが同一の帯域であるか否かを検出するための
第１の検出サブモジュールと、
前記検出サブモジュールにより前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域ではない
と判定すると、前記第１の帯域のネットワークに接続するための第１のネットワークモジ
ュールをオンし、前記第２の帯域のネットワークに接続するための第２のネットワークモ
ジュールをオフするための第１の制御サブモジュールと、
前記第１のネットワークモジュールを利用して前記使用可能なネットワークに接続し、前
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記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによって
、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するための第１の送信
サブモジュールと、を含む。
【００１８】
　第２の局面の第３種の実現可能な方式を組合わせて、第４種の実現可能な形態において
、前記第１の特定サブモジュールにより特定された前記第１の帯域が５．０ＧＨｚであり
、
前記第２の特定サブモジュールにより特定された前記第２の帯域が２．４ＧＨｚであり、
前記通信対象装置が２．４ＧＨｚのみをサポートする装置である。
【００１９】
　第２の局面の第４種の実現可能な方式を組合わせて、第５種の実現可能な形態において
、前記所定アプリケーションには、さらに、各通信装置ＩＤに対応する各通信装置の接続
するネットワークのネットワークＩＤが記憶され、
前記通信モジュールは、
前記ネットワークＩＤに基づいて、現在接続する現在ネットワークと前記使用可能なネッ
トワークとが同一のネットワークであるか否かを検出するための第２の検出サブモジュー
ルと、
前記第２の検出サブモジュールにより前記現在ネットワークと前記使用可能なネットワー
クとが同一のネットワークではないと検出すると、前記現在ネットワークをオフし、前記
使用可能なネットワークに接続するための第２の制御サブモジュールと、
前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによっ
て、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するための第２の送
信サブモジュールと、を含む。
【００２０】
　第２の局面の第３種の実現可能な方式、又は、第２の局面の第５種の実現可能な方式を
組合わせて、第６種の実現可能な形態において、前記第１の制御サブモジュール又は前記
第２の制御サブモジュールは、更に、前記通信対象装置との通信を完成し後、前記使用可
能なネットワークをオフし、前記現在ネットワークに接続する。
【００２１】
　本発明の実施例の第３の局面によれば、通信装置を提供し、前記通信装置は、
プロセッサと、
プロセッサにより実行可能な指令を記憶するメモリと、を備え、
前記プロセッサは、
通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信対象装置を特定し、
前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定し、
前記使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対
象装置と通信する。
本発明の実施例の第４の局面によれば、プロセッサに実行されることにより、前記通信方
法を実現するプログラムを提供する。
本発明の実施例の第５の局面によれば、前記プログラムを記録した記録媒体を提供する。
【００２２】
　本発明の実施例に係る技術案は、以下の有益な効果を有する。端末と通信対象装置とが
異なるネットワークに接続することを検出すると、端末は、通信対象装置の接続されてい
るネットワークに自動的に切り替えて、端末と通信対象装置との間の通信を実現すること
ができる。
【００２３】
　以上の一般的な記述及び以下の詳細な記述は、例示的なものに過ぎず、本開示を限定す
るものではないと理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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　ここでの図面は、明細書の一部分として明細書全体を構成することにより、本開示に合
致する実施例を例示するとともに、明細書を結合し本開示の原理を解釈するためのもので
ある。
【図１】例示的な実施例における通信方法を示すフローチャートである。
【図２】例示的な実施例における他の通信方法を示すフローチャートである。
【図３】例示的な実施例における通信装置を示すブロック図である。
【図４】例示的な実施例における他の通信装置を示すブロック図である。
【図５】例示的な実施例における装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　ここで、図面に示された例示的な実施例を詳細に説明する。以下の内容において、図面
を言及するとき、特に説明しない限り、異なる図面における同じ数字が同一または同等の
要素を示す。以下の例示的な実施例に記載の実施の形態は、本発明と一致するあらゆる実
施の形態を代表するわけではない。逆に、それらは、添付された特許請求の範囲に詳細に
記載される、本発明の一部の方面と一致する装置及び方法の例にすぎない。
【００２６】
　図１は、例示的な実施例における通信方法を示すフローチャートである。図１に示すよ
うに、本実施例に係る通信方法は、端末に用いられ、以下のステップを含む。
【００２７】
　ステップＳ１１において、端末は、通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応す
る通信対象装置を特定する。
【００２８】
　ステップＳ１１によって、端末は、通信対象装置を特定できる。本実施例において、端
末は、スマートフォン、タブレットＰＣ等の携帯端末であってもよく、ユーザに携帯され
て他の装置を制御することができる。通信対象装置は、スマートカメラ、スマート冷蔵庫
、スマート給湯器などのスマート装置であってもよく、端末から送信された制御信号を受
けて対応する操作を実行することができる。
【００２９】
　ステップＳ１２において、端末は、前記通信対象装置の使用可能なネットワークを特定
する。
【００３０】
　デュアルバンドワイヤレスルータの普及に伴い、端末と通信対象装置とは異なるネット
ワークに接続される可能性が極めて大きい。ステップＳ１２により、端末は、通信対象装
置の使用可能なネットワークを特定できるため、当該使用可能なネットワークに接続し通
信対象装置と通信する。
【００３１】
　例えば、デュアルバンドルータは、２つのＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ Ｐｏｉｎｔ）を提供し
ており、１つのＡＰが２．４ＧＨｚのネットワークに対応し、もう１つのＡＰが５．０Ｇ
Ｈｚのネットワークに対応する。端末にデュアルＷＩＦＩチップが搭載されている場合、
一般的には、５．０ＧＨｚのネットワークに接続する。装置には２．４ＧＨｚをサポート
可能なＷＩＦＩシングルチップのみが搭載されている場合、２．４ＧＨｚのネットワーク
にしか接続することができない。
【００３２】
　ステップＳ１３において、端末は、前記使用可能なネットワークに接続して、前記使用
可能なネットワークを介して前記通信対象装置と通信する。
【００３３】
　ステップＳ１３において、端末と通信対象装置とが同一のネットワークに接続している
場合、端末は、ネットワークを切り替える必要がない。端末と通信対象装置とが異なるネ
ットワークに接続している場合、端末は、現在接続しているネットワークをオフして、通
信対象装置の接続されているネットワークに接続し、端末と通信対象装置との通信を実現
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する。
【００３４】
　例えば、ステップＳ１２を説明する時に挙げたシーンを例にして説明する。デュアルバ
ンドワイヤレスルータの場合には、端末が５．０ＧＨｚのネットワークに接続し、通信対
象装置が２．４ＧＨｚに接続し、上記のステップＳ１１～Ｓ１３の方法によれば、端末は
、５．０ＧＨｚのネットワークへの接続を切断し、２．４ＧＨｚのネットワークに接続し
、２．４ＧＨｚのネットワークの環境下で通信対象装置と通信する。
【００３５】
　本実施例に係る通信方法によれば、端末と通信対象装置とが異なるネットワークに接続
することを検出すると、端末は、通信対象装置の接続されているネットワークに自動的に
切り替えて、端末と通信対象装置との間の通信を実現することができる。
【００３６】
　本発明は、図１に示した実施例を基にして、更に、他の実施例を提供する。図２に示す
ように、以下のステップを含む。
【００３７】
　ステップＳ２１において、端末は、所定アプリケーションを実行する起動指令を検出す
ると、前記起動指令を通信操作指令として決定する。
【００３８】
　ステップＳ２２において、端末は、ユーザの所定アプリケーションに対する操作に基づ
いて、選択された通信装置ＩＤに対応する通信装置を前記通信対象装置として決定する。
【００３９】
　ステップＳ２１～Ｓ２２は、図１に示したステップＳ１１の具体的な実施の形態である
ことを説明すべきである。ステップＳ２１～Ｓ２２において、ステップＳ１１における通
信操作指令は、所定アプリケーションを実行する起動指令であり、前記所定アプリケーシ
ョンには少なくとも１つの通信装置ＩＤ、及び各通信装置ＩＤに対応する各通信装置のサ
ポートするネットワーク帯域が記憶されている。ある実施可能なシーンにおいて、端末に
は、制御用アプリケーションである所定アプリケーションがインストールされている。例
えば、当該所定アプリケーションを介して複数の装置を現在の端末とバインドすると、端
末は、当該所定アプリケーションを介して複数の装置に対して制御を行うことができる。
【００４０】
　ステップＳ２３において、端末は、前記所定アプリケーションから前記通信対象装置の
サポートするネットワーク帯域を検索し、前記ネットワーク帯域に基づいて、前記通信対
象装置の使用可能なネットワークを特定する。
【００４１】
　本実施例において、前記所定アプリケーションに各通信装置ＩＤに対応する各通信装置
のサポートするネットワーク帯域が記憶されているため、ステップＳ２３において、端末
は、通信対象装置のサポートするネットワーク帯域に基づいて、通信対象装置の使用可能
なネットワークを特定できる。例えば、家庭内の場合、ユーザは、家の中に、ＳＳＩＤ（
Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｔ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）が「ｆａｍｉｌｙ」であるデュアルバン
ドワイヤレスルータを配置し、当該デュアルバンドワイヤレスルータのサポートするＷＩ
ＦＩ帯域が２．４ＧＨｚ及び５．０ＧＨｚである。端末は、前記所定アプリケーションか
ら、前記通信対象装置のサポートするネットワーク帯域が２．４ＧＨｚであると検索する
と、通信対象装置の使用可能なネットワークが現在のデュアルバンドワイヤレスルータに
より提供される２．４ＧＨｚのネットワークであると判定することができる。
【００４２】
　ステップＳ２４において、端末は、前記通信対象装置の使用可能なネットワークのネッ
トワーク帯域が第１の帯域であると特定する。
【００４３】
　ステップＳ２５において、端末は、現在接続している現在ネットワークを検出し、前記
現在ネットワークのネットワーク帯域が第２の帯域であると特定する。
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【００４４】
　本実施例において、前記第１の帯域が２．４ＧＨｚであり、前記第２の帯域が５．０Ｇ
Ｈｚである。
【００４５】
　ステップＳ２６において、端末は、前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域で
あるか否かを検出する。
【００４６】
　ステップＳ２７において、端末は、前記第１の帯域と前記第２の帯域とが同一の帯域で
はないと検出すると、第１のネットワークモジュールをオンにし、第２のネットワークモ
ジュールをオフする。ここで、前記第１のネットワークモジュールは、前記第１の帯域の
ネットワークに接続するために用いられ、前記第２のネットワークモジュールは、前記第
２の帯域のネットワークに接続するために用いられる。
【００４７】
　ステップＳ２８において、端末は、前記第１のネットワークモジュールを利用して前記
使用可能なネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装
置に制御信号を送信することによって、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応
する操作を実行する。
【００４８】
　本実施例において、端末にデュアルＷＩＦＩチップが搭載され、２．４ＧＨｚのネット
ワーク及び５．０ＧＨｚのネットワークの両方をサポートすることができ、通信対象装置
に２．４ＧＨｚのＷＩＦＩチップのみが搭載され、２．４ＧＨｚのネットワークのみをサ
ポートする。
【００４９】
　端末にデュアルＷＩＦＩチップが配置されている場合、５．０ＧＨｚのネットワークが
２．４ＧＨｚのネットワークより良好であるため、端末は、５．０ＧＨｚのネットワーク
に接続することを強調する。この場合には、端末は、通信しようとする通信対象装置が２
．４ＧＨｚをサポートすることを検出すると、５．０ＧＨｚのＷＩＦＩチップをオフにし
、２．４ＧＨｚのネットワークに接続するように２．４ＧＨｚのＷＩＦＩチップをオンし
、これにより、通信対象装置との間の通信を実現することができる。
【００５０】
　５．０ＧＨｚのＷＩＦＩチップのコストが２．４ＧＨｚのＷＩＦＩチップより高いため
、多くの移動不可能、又は携帯しにくい装置は、２．４ＧＨｚのＷＩＦＩチップのみを搭
載し、一方、携帯電話、タブレットＰＣ等の携帯しやすい端末は、ネットワークに対する
要求が高いため、通常、デュアルＷＩＦＩチップを搭載することを説明すべきである。こ
のような場合に、図２に示した通信方法によれば、端末と装置との間の通信を有効に実現
できる。
【００５１】
　ステップＳ２９において、端末と前記通信対象装置との通信が完成した後、前記使用可
能なネットワークをオフにして、前記現在ネットワークに接続する。
【００５２】
　上記シーンにおいて、端末は、５．０ＧＨｚのネットワークから２．４ＧＨｚのネット
ワークに切り替えてから通信対象装置との通信を完成した後、２．４ＧＨｚのネットワー
クとの接続を自動的に切断し、５．０ＧＨｚのネットワークに接続する。２．４ＧＨｚが
共通の帯域であるため、このような方法によれば、端末は、通信を完成した後５ＧＨｚ帯
域に接続し、共通の帯域である２．４ＧＨｚが混雑することを回避して、他の無線装置と
お互いに干渉することを回避でき、これにより、無線ネットワークの安定性を保証し、切
断現象の発生を防止し、無線ネットワークの速度を向上させることができる。
【００５３】
　選択的に、図１及び図２の一部の内容に基づいて、本実施例は、さらに図１に示したス
テップＳ１３を実現するための選択的な方案を提供し、具体的には、以下のようである。
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【００５４】
　ステップＳ１において、端末は、現在接続する現在ネットワークと前記使用可能なネッ
トワークとが同一のネットワークであるか否かを検出する。
【００５５】
　ステップＳ２において、端末は、前記現在ネットワークと前記使用可能なネットワーク
とが同一のネットワークではないと検出すると、前記現在ネットワークをオフにし、前記
使用可能なネットワークに接続する。
【００５６】
　ステップＳ３において、端末は、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装
置に制御信号を送信することによって、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応
する操作を実行する。
【００５７】
　図２に示した帯域を利用して通信対象装置の使用可能なネットワークを特定することと
異なり、上記のステップＳ１～Ｓ３において、ネットワークの名称を介して通信対象装置
の使用可能なネットワークを特定できることを説明すべきである。例えば、端末は、ネッ
トワーク１とネットワーク２に接続する権限を有し、通信対象装置が長期にネットワーク
２に接続している場合、端末と通信対象装置とが初回に通信した後、端末は、通信対象装
置のＩＤ、及び通信対象装置の接続するネットワークのＳＳＩＤ（ネットワーク２）を記
録することができる。これにより、端末は、次回に通信対象装置と通信しようとする場合
、ネットワーク１からネットワーク２に自動的に切り替えることによって、通信対象装置
との通信を実現することができる。ユーザがネットワークの切り替え過程に参与する必要
なく、高効率、且つ、便利的に通信対象装置と通信することができる。
【００５８】
　図３は、例示的な実施例における通信装置を示すブロック図である。図３を参照して、
当該装置は、取得モジュール３１、特定モジュール３２及び通信モジュール３３を含む。
【００５９】
　当該取得モジュール３１は、通信操作指令を取得し、前記通信操作指令に対応する通信
対象装置を特定する。
【００６０】
　当該特定モジュール３２は、前記取得モジュール３１により特定された前記通信対象装
置の使用可能なネットワークを特定する。
【００６１】
　当該通信モジュール３３は、前記特定モジュール３２により特定された前記使用可能な
ネットワークに接続し、前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置と通信す
る。
【００６２】
　選択的に、前記取得モジュール３１により取得された前記通信操作指令は、所定アプリ
ケーションを実行する起動指令であり、前記所定アプリケーションには少なくとも１つの
通信装置ＩＤが記憶されている。
【００６３】
　前記取得モジュール３１は、所定アプリケーションを実行する起動指令を検出すると、
前記起動指令を前記通信操作指令として決定し、ユーザの前記所定アプリケーションに対
する操作に基づいて、選択された通信装置ＩＤに対応する通信装置を前記通信対象装置と
して決定する。
【００６４】
　選択的に、前記特定モジュール３２は、前記所定アプリケーションから前記通信対象装
置のサポートするネットワーク帯域を検索し、前記ネットワーク帯域に基づいて、前記通
信対象装置の使用可能なネットワークを特定する。
【００６５】
　ここで、前記所定アプリケーションには各通信装置ＩＤに対応する各通信装置のサポー
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トするネットワーク帯域が記憶されている。
【００６６】
　選択的に、図４に示すように、前記特定モジュール３２は、
　前記使用可能なネットワークのネットワーク帯域が第１の帯域であると特定するための
第１の特定サブモジュール３２１を含む。
【００６７】
　前記通信モジュール３３は、
　現在接続する現在ネットワークを検出し、前記現在ネットワークのネットワーク帯域が
第２の帯域であると特定するための第２の特定サブモジュール３３１と、
　前記第１の特定サブモジュール３２１により特定された前記第１の帯域と、前記第２の
特定サブモジュール３３１により特定された前記第２の帯域とが、同一の帯域であるか否
かを検出するための第１の検出サブモジュール３３２と、
　前記第１の帯域のネットワークに接続するための前記第１の帯域と、前記第２の帯域の
ネットワークに接続するための前記第２の帯域とが、同一の帯域ではないと前記検出サブ
モジュール３３２が判定すると、第１のネットワークモジュールをオンし、第２のネット
ワークモジュールをオフするための第１の制御サブモジュール３３３と、
　前記第１のネットワークモジュールを利用して、前記使用可能なネットワークに接続し
、前記使用可能なネットワークを介して、前記通信対象装置に制御信号を送信することに
よって、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて、対応する操作を実行するための第
１の送信サブモジュール３３４と、を含む。
【００６８】
　選択的に、前記第１の特定サブモジュール３２１により特定された前記第１の帯域は、
５．０ＧＨｚである。
【００６９】
　前記第２の特定サブモジュール３３１により特定された前記第２の帯域は、２．４ＧＨ
ｚである。
【００７０】
　前記通信対象装置は、２．４ＧＨｚのみをサポートできる装置である。
【００７１】
　選択的に、前記所定アプリケーションに、さらに、各通信装置ＩＤに対応する各通信装
置の接続するネットワークのネットワークＩＤが記憶されている。
【００７２】
　前記通信モジュール３３は、
　前記ネットワークＩＤに基づいて、現在接続する現在ネットワークと前記使用可能なネ
ットワークとが同一のネットワークであるか否かを検出するための第２の検出サブモジュ
ールと、
　前記第２の検出サブモジュールにより前記現在ネットワークと前記使用可能なネットワ
ークとが同一のネットワークではないと検出すると、前記現在ネットワークをオフし、前
記使用可能なネットワークに接続するための第２の制御サブモジュールと、
　前記使用可能なネットワークを介して前記通信対象装置に制御信号を送信することによ
って、前記通信対象装置が前記制御信号に基づいて対応する操作を実行するための第２の
送信サブモジュールと、を含む。
【００７３】
　選択的に、前記第１の制御サブモジュール又は前記第２の制御サブモジュールは、さら
に、前記通信対象装置と通信した後、前記使用可能なネットワークをオフし、前記現在ネ
ットワークに接続する。
【００７４】
　上記実施例の装置における各モジュールが操作を実行する具体的な形態は、方法に関す
る実施例において詳細に説明したため、ここでは詳細に説明しない。
【００７５】
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　図５は、例示的な実施例における本発明の通信方法を実現するための装置８００を示す
ブロック図である。例えば、装置８００は、携帯電話、コンピューター、デジタル放送端
末、メッセージ送受信デバイス、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療機器、フ
ィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタント等であってもよい。
【００７６】
　図５を参照して、装置８００は、プロセスアセンブリ８０２、メモリ８０４、電源アセ
ンブリ８０６、マルチメディアアセンブリ８０８、オーディオアセンブリ８１０、入出力
（Ｉ／Ｏ）インターフェイス８１２、センサアセンブリ８１４、及び通信アセンブリ８１
６のような一つ以上のアセンブリを含んでよい。
【００７７】
　プロセスアセンブリ８０２は、一般的には装置８００の全体の操作を制御するものであ
り、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連する操
作を制御する。プロセスアセンブリ８０２は、一つ以上のプロセッサ８２０を含み、これ
らによって指令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップを実現す
るようにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ８０２は、一つ以上のモジュールを含み
、これらによってプロセスアセンブリ８０２と他のアセンブリの間のインタラクションを
容易にするようにしてもよい。例えば、プロセスアセンブリ８０２は、マルチメディアモ
ジュールを含み、これらによってマルチメディアアセンブリ８０８とプロセスアセンブリ
８０２の間のインタラクションを容易にするようにしてもよい。
【００７８】
　メモリ８０４は、各種類のデータを記憶することにより装置８００の操作を支援するよ
うに構成される。これらのデータの例は、装置８００において操作されるいずれのアプリ
ケーションプログラム又は方法の指令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセージ、画
像、ビデオ等を含む。メモリ８０４は、いずれの種類の揮発性メモリ、不揮発性メモリ記
憶デバイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓ
ｔａｔｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ 
Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏ
ｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、或いは光ディ
スクである。
【００７９】
　電源アセンブリ８０６は、装置８００の多様なアセンブリに電力を供給する。電源アセ
ンブリ８０６は、電源管理システム、一つ以上の電源、及び装置８００のための電力の生
成、管理及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【００８０】
　マルチメディアアセンブリ８０８は、前記装置８００とユーザの間に一つの出力インタ
ーフェイスを提供するスクリーンを含む。上記の実施例において、スクリーンは液晶モニ
ター（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含
むことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの入力
信号を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり、タ
ッチ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タッチ
センサは、タッチ、或はスライドの動作の境界だけでなく、前記のタッチ、或はスライド
操作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記の実施例において、マルチメディアアセ
ンブリ８０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置８００が、
例えば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、及び
／又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリア
カメラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機能を
有するものであってもよい。
【００８１】
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　オーディオアセンブリ８１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい
。例えば、オーディオアセンブリ８１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置８００
が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、
マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、
さらにメモリ８０４に記憶されたり、通信アセンブリ８１６を介して送信されたりされる
。上記の実施例において、オーディオアセンブリ８１０は、オーディオ信号を出力するた
めの一つのスピーカーをさらに含む。
【００８２】
　Ｉ／Ｏインターフェイス８１２は、プロセスアセンブリ８０２と周辺インターフェイス
モジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモ
ジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタン
は、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが
、これらに限定されない。
【００８３】
　センサアセンブリ８１４は、装置８００に各方面の状態に対する評価を提供するための
一つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ８１４は、装置８００のＯＮ／ＯＦ
Ｆ状態、装置８００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的な位置決め
を検出できる。また、例えば、センサアセンブリ８１４は、装置８００、或は装置８００
の一つのアセンブリの位置変更、ユーザと装置８００とが接触しているか否か、装置８０
０の方位、又は加速／減速、装置８００の温度の変化を検出できる。センサアセンブリ８
１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサ
を含んでもよい。センサアセンブリ８１４は、撮影アプリケーションに適用するため、Ｃ
ＭＯＳ、又はＣＣＤ図像センサのような光センサを含んでもよい。上記の実施例において
、当該センサアセンブリ８１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ
、圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【００８４】
　通信アセンブリ８１６は、装置８００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提
供する。装置８００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせのような
、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施例にお
いて、通信アセンブリ８１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システムからの
放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において、前記通
信アセンブリ８１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことにより、
近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ
 Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅ
ｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）
技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、他の技術に基づいて実現できる。
【００８５】
　例示的な実施例において、装置８００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ｄ
ｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ
）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品に
よって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【００８６】
　例示的な実施例において、さらに、指令を含む非一時的なコンピュータで読み取り可能
な記憶媒体、例えば指令を含むメモリ８０４を提供しており、装置８００のプロセッサ８
２０により上記指令を実行して上記方法を実現する。例えば、前記非一時的なコンピュー
タで読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ Ｄｉｓｃ ＲＯＭ）、磁気テープ、フロッピー
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ディスク（登録商標）、光データ記憶デバイス等である。
【００８７】
　当業者は、本明細書に開示された発明の詳細を考慮し、実施することにより、本発明の
他の実施方案を容易に想定することができる。本出願は、本発明のいかなる変形、用途、
又は適応のな変化を含むことを目的としており、いかなる変形、用途、又は適応のな変化
は、本発明の一般原理に基づき、且つ本開示において公開されていない本技術分野におい
ての公知常識又は慣用技術手段を含む。明細書及び実施例は、例示のなものを開示してお
り、本発明の保護範囲と主旨は、特許請求の範囲に記述される。
【００８８】
　本発明は、上記において開示された構成又は図面に示した構造に限定されるものではな
く、本発明の範囲内であれば、様々な補正又は変更を行うことができる。本発明の範囲は
、特許請求の範囲により制限される。
【００８９】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０５９４８８３．３であって、出願日が２０１４年
１０月２９日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての
内容を本願に援用する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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