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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１端末装置（１）、ショートメッセージおよび／またはデータコールを処理するため
の手段を備えているコントロールセンター（２）、第２端末装置（４）とそれに接続され
たコントロールユニット（５）とを備えている自動機（３）、インテリジェントネットワ
ーク（７）を備えているテレコミュニケーションネットワーク（６）であって前記インテ
リジェントネットワークは第１端末装置（１）の料金および位置データを決定し音声メッ
セージを生じさせるための手段（８）を含んでなるテレコミュニケーションネットワーク
（６）、第１テレコミュニケーション接続（９）、および第２テレコミュニケーション接
続（１０）を有するテレコミュニケーションシステムにおける、第１端末装置（１）を用
いて自動機（３）から発呼者によりオーダーされた製品またはサービスを提供するための
方法であって、
　前記コントロールセンター（２）と同様に、前記第１端末装置（１）および前記第２端
末装置（４）は、前記テレコミュニケーションネットワーク（６）に接続され、当該方法
において、前記第１テレコミュニケーション接続（９）は被呼者ナンバーでセットアップ
され、
　ダイヤルされたサービスナンバーが所望の製品またはサービスを示すように、第１テレ
コミュニケーション接続をインテリジェントネットワークに導き、
　第１テレコミュニケーション接続に基づいてインテリジェントネットワーク（７）にて
料金データを決定し、
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　第１端末装置（１）の位置データおよびダイヤルされたサービスナンバーに基づいて、
インテリジェントネットワーク（７）から第２端末装置（４）まで第２テレコミュニケー
ション接続（１０）をセットアップし、
　第２テレコミュニケーション接続（１０）と自動機（３）の状態とに基づいて、コント
ロールユニット（５）によって、自動機（３）をコントロールする、製品またはサービス
を提供するための方法。
【請求項２】
　自動機がオーダーされた製品を切らしており、および／またはサービスが使用中の場合
、
　コントロールユニット（５）は、第２端末装置を「使用中」あるいは「無応答」状態に
セットし、
　第１端末装置（１）のユーザーは、自動機（３）の状態について、インテリジェントネ
ットワーク（７）から第１テレコミュニケーション接続（９）を通して送信される音声メ
ッセージによって知らされることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　自動機（３）が全ての製品を切らしているかまたは全てのサービスが使用中の場合、
　コントロールユニット（５）は、第２端末装置（４）を遮断し、
　第１端末装置（１）のユーザーは、自動機（３）の状態について、インテリジェントネ
ットワーク（７）から第１テレコミュニケーション接続（９）を通して送信される音声メ
ッセージによって知らされることを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　自動機に故障がある場合、
　コントロールユニット（５）は、第２端末装置（４）を「使用中」あるいは「無応答」
状態にセットし、
　第１端末装置（１）のユーザーは、自動機（３）の状態について、インテリジェントネ
ットワーク（７）から第１テレコミュニケーション接続（９）を通して送信される音声メ
ッセージによって知らされることを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　発呼者の位置が、第１端末装置（１）の位置データに基づいて決定され、
　第２テレコミュニケーション接続（１０）が、発呼者に最も近い位置の別の端末装置（
４）とともに、セットアップされることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の
方法。
【請求項６】
　発呼申込が識別され、被呼申込により決定された製品および／またはサービスに対する
発呼者のアクセス権が確認されることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載の方
法。
【請求項７】
　状況問合せメッセージがコントロールセンター（２）から第２端末装置（４）まで送信
され；
自動機が製品を切らしているかまたは自動機が故障している場合に；
自動機（３）の状態に関する情報がコントロールセンター（２）に送信されることを特徴
とする、請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　自動機（３）の状態に関する情報は、データあるいはテキストメッセージ接続を通じて
サービスセンターに送信されることを特徴とする、請求項１～７のいずれかに記載の方法
。
【請求項９】
　第１端末装置（１）、ショートメッセージおよび／またはデータコールを処理するため
の手段を備えているコントロールセンター（２）、第２端末装置（４）とそれに接続され
たコントロールユニット（５）とを備えている自動機（３）、インテリジェントネットワ
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ーク（７）を備えているテレコミュニケーションネットワーク（６）であって前記インテ
リジェントネットワークは第１端末装置（１）の料金および位置データを決定し音声メッ
セージを生じさせるための手段（８）を含んでなるテレコミュニケーションネットワーク
（６）、第１テレコミュニケーション接続（９）、および第２テレコミュニケーション接
続（１０）を有するテレコミュニケーションシステムにおける、第１端末装置（１）を用
いて自動機（３）から発呼者によりオーダーされた製品またはサービスを提供するための
システムであって、
　前記コントロールセンター（２）と同様に、前記第１端末装置（１）および前記第２端
末装置（４）は、前記テレコミュニケーションネットワーク（６）に接続され、前記第１
端末装置（１）は前記第１テレコミュニケーション接続（９）を被呼者ナンバーでセット
アップし、
　ダイヤルされたサービスナンバーが所望の製品またはサービスを示すように、前記シス
テムは、第１テレコミュニケーション接続（９）をインテリジェントネットワーク（７）
に導くための手段を備え、
　インテリジェントネットワーク（７）は、第１テレコミュニケーション接続に基づいて
料金データを決定するための手段を備え、
　前記システムは、第１端末装置（１）の位置データおよびダイヤルされたサービスナン
バーに基づいて、インテリジェントネットワーク（７）から第２端末装置（４）まで第２
テレコミュニケーション接続（１０）をセットアップするための手段を備え、
　前記コントロールユニット（５）は、第２テレコミュニケーション接続（１０）と自動
機（３）の状態とに基づいて、自動機（３）をコントロールするための手段を備えている
、製品またはサービスを提供するためのシステム。
【請求項１０】
　前記コントロールユニット（５）は、第２端末装置（４）を「使用中」あるいは「無応
答」状態にセットするための手段を備えていることを特徴とする、請求項９に記載のシス
テム。
【請求項１１】
　前記コントロールユニット（５）は、第２端末装置（４）を遮断するための手段を備え
ていることを特徴とする、請求項９または１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記システムは、自動機（３）の状態について音声メッセージを送るための手段を備え
ていることを特徴とする、請求項９～１１のいずれかに記載のシステム。
【請求項１３】
　前記システムは、第１端末装置（１）の位置データに基づいて、発呼者の位置データを
決定するための手段を備えていることを特徴とする、請求項９～１２のいずれかに記載の
システム。
【請求項１４】
　前記システムは、第２テレコミュニケーション接続（１０）を、発呼者に最も近い自動
機（３）とともに、セットアップするための手段を備えていることを特徴とする、請求項
９～１３のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　前記第２端末装置（４）は、ショートメッセージおよび／またはデータコールを送信し
受信するための手段を備えていることを特徴とする、請求項９～１４のいずれかに記載の
システム。
【請求項１６】
　前記コントロールユニット（５）は、コンピュータおよび／またはマイクロコントロー
ラであることを特徴とする、請求項９～１５のいずれかに記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第１端末装置（１）は、移動局であることを特徴とする、請求項９～１６のいずれ
かに記載のシステム。
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【請求項１８】
　前記第１端末装置（１）は、トーン周波数電話機であることを特徴とする、請求項９～
１７のいずれかに記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、テレコミュニケーションシステムにおいて製品あるいはサービスを提供するた
めの、特許請求の範囲の請求項１のプリアンブルで定義される手順および請求項９のプリ
アンブルで定義されるシステムに関する。
【０００２】
本発明の手順およびシステムにおいて、テレコミュニケーションネットワークにおける端
末装置は、自動交付機を通してなされるさまざまな購入のための支払いの手段として使用
される。発呼者は、テレコミュニケーションネットワークにおける第１端末装置によって
、インテリジェントネットワークにおいて備えられる少なくとも１つの好ましくは特別に
値段がついたサービスナンバーを介して、テレコミュニケーションネットワークにおける
第２端末装置と通信し、当該申込は、発呼申込であるサービスの使用のために課金される
。
【０００３】
従来技術においては、例えば０６００あるいは０７００で始まるナンバー等のように全て
の発呼者に共通した、テレコミュニケーションネットワークにおいて提供される、種々の
特別に値段がついたサービスナンバーが知られている。しかしながら、このようなサービ
スナンバー、いわゆるＢ－ナンバーは、実際の加入者ナンバーでなく、テレコミュニケー
ションネットワークのスイッチおよび交換システムが、発呼者のコールを、実際の加入者
ナンバー、つまりサービスナンバーの背後のいわゆるＣ－ナンバーに接続している。この
タイプの解決策は、インテリジェントネットワークを利用することによって、典型的に実
施される。
【０００４】
移動局が電子支払いアプリケーションにおける種々の支払いシステムにおいて使用される
解決策もまた、既に知られている。しかしながら、顧客が、例えば自動販売機を通して購
入される飲物、甘い物、タバコ、チケットおよび同等物等の、異なる商品の支払いをする
ための支払いの手段として移動局を使用し得る、いかなる従来技術の解決策も、知られて
いない。今まで、移動局のユーザーは、彼／彼女の移動局によって、自動サービス機の動
作をコントロールすることができなかった。
【０００５】
上述した方法において、問題は、自動機のユーザーが、適切な額の現金あるいはコインを
必ずしも持っているわけではないということであり、それで、この場合、例えば移動電話
によって、自動販売機での購入の支払いをすることは、実用的であろう。さらに、従来技
術の自動サービスにおいては、自動機用に意図されたユーザーグループを定義することが
できないが、しかし、その代わりに、誰でもそれを使用するのが許可されている。
【０００６】
本発明の目的は、上記した欠点を除去することである。
【０００７】
本発明の特定の目的は、顧客の端末装置、好ましくはテレコミュニケーションネットワー
クに接続されている移動局が、自動販売機によってなされる種々の購入のための支払いの
手段として機能する、新しいタイプの手順およびシステムを提示することである。本発明
の更なる目的は、自動サービスに関する随意のあらかじめ決められた動作が、移動局と、
自動機に配置された移動局および自動機のコントロールユニットとによって、彼／彼女の
移動局を介して顧客により与えられる指示に応じて、実行される手順およびシステムを創
造することである。
【０００８】
本発明の特徴的な性質に関しては、特許請求の範囲が参照される。
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【０００９】
サービスを提供するための本発明のシステムおよび手順における、本発明のシステムは、
第１端末装置、コントロールセンター、第２端末装置とそれに接続されたコントロールユ
ニットとを備えている自動機、インテリジェントネットワークを備えているテレコミュニ
ケーションネットワーク、第１テレコミュニケーション接続、および第２テレコミュニケ
ーション接続を有する。さらに、本システムにおいて、コントロールセンターは、ショー
トメッセージおよび／またはデータコールを処理するための手段を備える。
【００１０】
本発明のシステムにおいて、コントロールセンターと同様に、第１および第２端末装置は
、テレコミュニケーションネットワークに接続されている。テレコミュニケーションネッ
トワークには、発呼者の位置を決定するための手段が配置される。さらに、インテリジェ
ントネットワークには、コールをその端末装置に最も近い自動機に導くための手段が設け
られる。加えて、インテリジェントネットワークに備えられる手段が、発呼者に自動機の
状態についての音声メッセージを与え、およびコールに関する料金データを決定するよう
に、使用され得る。
【００１１】
本発明のシステムに備えられるコントロールユニットには、自動機の機能をコントロール
しモニターするための、および第２テレコミュニケーション接続をモニターするための手
段が設けられる。さらに、コントロールユニットは、自動機に収容されている端末装置を
、「使用中（busy）」あるいは「無応答（no answer ）」状態にセットし、および必要に
応じて端末装置を遮断するための手段を備える。コントロールユニットは、例えばコンピ
ュータあるいはマイクロコントローラである。
【００１２】
本発明の手順において、発呼者は、第１端末装置によって、被呼者ナンバーで第１テレコ
ミュニケーション接続をセットアップすることにより、自動サービス機から製品をオーダ
ーし、その結果、第１テレコミュニケーション接続は、インテリジェントネットワークに
導かれる。インテリジェントネットワークにおいて、コール料金データが決定され、第２
端末装置とともに第２テレコミュニケーション接続がセットアップされ、そして、自動機
は、コントロールユニットによって、第２テレコミュニケーション接続と自動機の状態と
に基づいて、以下のようにコントロールされる：
－　自動機がオーダーされた製品を切らしており、および／またはサービスが使用中の場
合、コントロールユニットは、第２端末装置を「使用中」あるいは「無応答」状態にセッ
トし、そして、第１端末装置のユーザーは、自動機の状態について、第１テレコミュニケ
ーション接続を通して送信される音声メッセージによって知らされる。
【００１３】
－　自動機が全ての製品および／またはサービスを切らしている場合、コントロールユニ
ットは、第２端末装置を遮断し、そして、第１端末装置のユーザーは、自動機の状態につ
いて、上記のように知らされる。
【００１４】
－　自動サービス機に故障がある場合、コントロールユニットは、第２端末装置を「使用
中」あるいは「無応答」状態にセットし、そして、第１端末装置のユーザーは、自動機の
状態について、上記のように知らされる。
【００１５】
さらに、本発明の手順およびシステムにおいて、発呼者の位置は、第１端末装置の位置デ
ータに基づいて決定されることができ、そして、第２テレコミュニケーション接続は、発
呼者に最も近い別の端末装置とともにセットアップされ得る。自動機にアクセスするユー
ザーグループもまた、発呼申込を識別し、被呼申込により決定された製品および／または
サービスに対するアクセス権を発呼者が有していることを確認することにより、限定され
ることができる。
【００１６】
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自動機の状態についての情報もまた、サービスセンターから第２端末装置まで状況問合せ
メッセージを送信することによって、サービスセンターに送られることが可能であり、そ
の結果、自動機は、当該情報をサービスセンターに送信する。自動機が製品を切らしたか
、あるいは故障しているときに、自動機が例えばサービスセンターに知らせるようにして
もよい。自動機の状態に関する情報をサービスセンターに送信することは、各々の自動機
をその物理的な位置で個々に検査することを不要にするため、自動機のより容易なメンテ
ナンスおよび充填を可能にする。状況データの伝送は、データあるいはテキストメッセー
ジ接続を使用して遂行される。
【００１７】
さらに、本発明のシステムは、第１テレコミュニケーション接続をインテリジェントネッ
トワークに導くための手段を備える。加えて、本システムは、第２端末装置とともにテレ
コミュニケーション接続をセットアップするための手段を備える。
【００１８】
本発明の手順およびシステムは、テレコミュニケーションネットワークにおける端末装置
によって自動販売機での購入の支払いを行うための確実で迅速な解決策を提供する。ユー
ザーにとっての利点は、彼／彼女は、彼／彼女の移動電話によって自動機を動作させるこ
とができ、例えば随意のサービスナンバーを簡単に送信することにより、サービスに関す
るあらかじめ決められた動作を実行するように自動機を起動させることができる、という
ことである。このように、移動局は、自動機の一種のリモートコントローラとして機能す
る。このことは、選択された自動サービスのための料金は、当該移動体申込のための電話
請求書に含まれるので、ユーザーである彼／彼女は、いかなる現金も持っている必要はな
い、ということを意味する
以下において、本発明は、添付図面を参照することによって、詳しく述べられるであろう
。ここで、図１は、本発明によるシステムを示す。
【００１９】
図１に示されるシステムは、第１端末装置１、ショートメッセージおよび／またはデータ
コールを処理するための手段が設けられたコントロールセンター２、第２端末装置４とそ
れに接続されたコントロールユニット５とを備えている自動機３、インテリジェントネッ
トワーク７を備えているテレコミュニケーションネットワーク６、前記インテリジェント
ネットワークは料金および位置データを決定し音声メッセージを生じさせるための手段８
を含み、第１テレコミュニケーション接続９、および第２テレコミュニケーション接続１
０を有している。
【００２０】
本発明の手順およびシステムの好適な実施形態において、発呼者は、第１端末装置１を介
し、テレコミュニケーションネットワーク６を通して、第２端末装置４と通信する。図１
において、テレコミュニケーションネットワーク６における第１端末装置１は移動局であ
り、テレコミュニケーションネットワークにおける第２端末装置４もまた、移動局である
。本発明の支払いシステムを使用するために、発呼者は、彼／彼女の移動局１上で、特別
に値段がついたサービスナンバー、例えば数字０７００で始まるナンバーをダイヤルする
。当該コールは、移動体通信ネットワーク６を介して、インテリジェントネットワーク７
に導かれる。この後に、一定の既知の動作を行うことにより、ナンバー変換が実行され、
それから、当該コールは、自動機３に備えられている移動局４に導かれる。換言すれば、
当該コールは、いわゆるＣ－ナンバーに接続される。なお、望ましくは、自動機３におけ
る移動局４との接続は、種々の異なるナンバーを介してセットアップされ得ることに留意
すべきである。このようにして、異なって値段がつけられたサービスナンバーは、異なっ
て値段がつけられた製品のための請求書作成を実行するのに使用される。
【００２１】
さらに、請求書伝票はコールに基づいて発生し、発呼申込である当該申込が課金される。
好ましい場合においては、インテリジェントネットワーク７に備えられているインテリジ
ェントネットワーク交換局は、コールに対して課金し、そして当該コールを自動機３にお
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ける移動局４に導くように処理する。この種のインテリジェントネットワークにおけるナ
ンバー変換に基づく動作は、当業者に既知であり、したがって、これに関しては詳しく説
明しない。インテリジェントネットワークのより詳細な紹介は、例えばＩＴＵ－Ｔの勧告
Ｑ．１２１Ｘにおいて、あるいはＢｅｌｌｃｏｒｅ　ＡＩＮの勧告において、見いだされ
ることができる。
【００２２】
本発明において、重要な点は、自動機３に配置される移動局４および特に自動機に備えら
れるコントロールユニット５の動作である。好ましい場合においては、コントロールユニ
ット５は、自動機３および自動機３内の移動局４の双方と通信して、それらの動作をコン
トロールする。コントロールユニット５および自動機３間の通信は、以下のようにして都
合よく実現され得る：
－　コイン投入操作のロックのエミュレーション、すなわち、コントロールユニットは、
例えばリレースイッチあるいは同等物を介して、コイン投入操作のロックに対応する自動
機信号を与えることによって、コイン投入操作のロックをシミュレーションする；
－　自動機のＣＰＵ（中央処理装置）とのカードリーダエミュレーション対話；および／
または、
－　ユーザーエミュレーション、すなわち、自動機に設けられた随意のボタンを押圧し、
例えば自動機が製品を切らしたときに関連情報を得るためにスイッチを読むこと。
【００２３】
自動機３におけるコントロールユニット５および移動局４間の通信は、好ましくは、直列
プロトコルを使用して実行される。本発明の好適な実施形態において、自動機における電
話は、拡張されたＡＴコマンド言語を使用するジーメンス　ｍｌ（Siemens Ml）である。
しかしながら、端末装置およびコマンド言語に関し、多くの他の代替物が可能である。通
信は、通常、例えば以下の動作を備えている：
－　コールに応答するか、あるいは応答しないでおくこと。そして、それらはいずれも音
声応答待ちを使用してなすことができ、この場合、電話が留守番電話に接続される。ある
いは信号トーンを使用し、この場合、データおよびファクス接続において得られるモデム
のアンサーバックトーン（answer-back tone）を利用することが可能である；
－　例えば正確な請求書作成を保証するためのコールの接続に関する情報通知；
－　所定長さの時間が経過した場合のコールの接続解除；
－　随意の発呼者認識；
－　使用中であると装うこと；および／または
－　ネットワークを中止すること。
【００２４】
このように、コントロールユニット５は、移動局４および自動機３をモニターし、コント
ロールする。望ましくは、自動機３が選択された動作を実行できる場合、コントロールユ
ニット５は、コールに応答するだけである。移動局４はまた、使用中であると装ってもよ
く、ネットワーク全体を中止（移動局への電力供給のスイッチを切ること）してもよく、
および／または、エラー状態を報告してもよい。機能を実行した後、コントロールユニッ
ト５は、ラインを自由にするためにコールを解除する。自動機３におけるコントロールユ
ニット５は、例えばコンピュータ、マイクロコントローラ、あるいは同様の電子ユニット
であり、それは、移動局４を自動機３にマッチングさせ、そして、サービスに備えられる
あらかじめ決められた動作を実行するように、自動機３を起動させる。コントロールユニ
ット５は、好ましくは、発呼者によりダイヤルされるナンバーに基づいて、コントロール
データを自動機３に送り、説明された動作を実行する。
【００２５】
自動機３は、例えばジュークボックス、あるいは飲物および／またはチケットを販売する
ための装置である。自動機３は、パーキングエリアのゲートで柵をコントロールする装置
であってさえもよい。原理的には、これは、例えば物品およびサービス等の商品を提供す
るいかなる自動機でもあってもよい。例えばジュークボックスの場合、顧客が、彼／彼女
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の端末装置１から自動サービスに対応するナンバーにコールするとき、コントロールユニ
ット５は、顧客により選択された音楽を流すように、ジュークボックスを起動させる。こ
のように、顧客は、自動機３にいかなるお金も投入する必要が無いが、その代わりに、自
動サービス用の請求書が、関係する発呼申込用の電話請求書に含められる。
【００２６】
本発明の支払いシステムに、ＩＶＲ（対話的な音声応答（Interactive Voice Response）
）機能を含めることもまた、可能であり、この場合、ＩＶＲシステムは、ユーザーに、彼
／彼女が欲する製品を尋ねてもよい。ユーザーは、ＤＴＭＦ（Dual Tone Multifrequency
）トーン信号の形で、彼／彼女の移動局１を介して応答を与え、その結果、コールは、自
動機３における端末装置４に導かれ、そして、測定パルスがインテリジェントネットワー
クシステム７に送られる。この機能が自動機３に欠けている場合、ＩＶＲは、応答待ちを
与えるために使用され得る。
【００２７】
本発明の支払いシステムの実施形態において、自動機３との接続は、例えば、異なった／
異なって値段がついた製品をオーダーするために、種々の異なったサービスナンバーを介
して、自動機３における移動局４に電話することによって、セットアップされ得る。支払
いシステムは、例えばＧＳＭ（移動体通信用グローバルシステム（Global System for Mo
bile Communications ））電話の音声、データ、およびファックスナンバーを利用でき、
種々のコールが論理上、自動機内の電話にそれぞれ接続されることを許容する。コントロ
ールユニットにおいて、入力データナンバーおよびファックスナンバーは、それぞれのタ
イプ（ファックス、データ９６００、データ４８００、その他）に基づいて、異なって値
段がつけられたコールとして、解釈される。価格を決定して、コールを当該ナンバーに導
く実際の作業は、インテリジェントネットワーク７において実行される。あるいは、異な
ったナンバーがインテリジェントネットワークシステム７あるいはＩＶＲに、自動機に対
して物理的にあるいは論理的に異なるライン、すなわち発呼者ナンバー、を介して導かれ
るように、ＧＳＭ電話の発呼者ナンバーの識別特徴を使用することが可能であり、このよ
うにして、自動機が、発呼者ナンバーに基づいて、コール価格を決定することを可能にす
る。
【００２８】
本発明の他の実施形態に関しては、移動局４の代わりに、自動機３はまた、例えば無線モ
デムのような、無線データ伝送のために設計された随意の特別な装置が提供され得ると言
うことができる。必要であるならば、サービスはまた、例えば有線ネットワークの電話に
対しても許可され得る。いずれにせよ、本発明の基本思想は、移動局１が、自動機３の前
で一種のリモートコントロール装置として使用される、顧客の個人用支払い端末に用いら
れる、ということである。
【００２９】
さらに、本発明の支払いシステムにおいて、テレコミュニケーションネットワーク６の多
くの付加的な特徴、例えばエリアコントロールおよび／または位置データ、を有効に利用
をすることが可能であリ、この場合、与えられた電話ナンバーは、国の一定の部分におい
て、自動機３の近くで機能するだけである。これは、誤ったナンバーへの不必要なコール
を除去することを可能にする。エリアコントロールはまた、例えば２つあるいはそれ以上
のエリアで同じナンバーの使用を許可する。
【００３０】
必要であるならば、特定のユーザーグループを形成することができる。これは、例えばガ
レージのドアを開くためのアプリケーションにおいて、有用な機能である。この場合、自
動機３は、例えば、発呼ナンバーを、サービスを特定した許可発呼者の特別リストと照合
する。
【００３１】
本発明は上記した実施形態の例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された
発明思想の範囲内で、多くのバリエーションが可能である。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるシステムを示す図である。

【図１】
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