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【手続補正１】
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】コネクタ
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、特にコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代の移動通信技術の急速な発展に伴い、移動通信に関連するコネクタの機能に対して
は新しいニーズが現れている。例えば、機械全体の信号伝送システムにおいて、複数の外
部入力ポート又は外部出力ポートがあり、信号伝送を確保するために、外部入力ポート又
は外部出力ポート毎に対応する接続用コネクタが必要である。なお、そのうちの一つの外
部入力ポート又は外部出力ポートを使っていない時に、対応する負荷を使用してエスケー
プ信号を吸収し、エスケープ信号の干渉を回避する必要もある。しかし、対応する負荷を
使用してエスケープ信号を吸収すれば、機械全体の体積が大きくなり、製造コストも大幅
に向上する。一般的に、スケープ信号の干渉を避けるために、スイッチングコネクタが使
用され、以下、先行技術に係る普通のスイッチングコネクタを紹介する。
【０００３】
　図１は先行技術に係るスイッチングコネクタの構成を示す模式図である。図１に示され
るように、当該コネクタが内導体１１と、内導体１２と、内導体１３とを含む。当該コネ
クタには、押え輪１４とバネ１５がさらに設置され、具体的に、コネクタが終端されてい
ない場合、内導体１１が内導体１２と接触せず、遮断状態となるが、内導体１２が押え輪
１４により内導体１３と接触して、導通状態となる。具体的に、コネクタが終端されてい
る場合、バネ１５が存在するために、接触面の合う力が内導体１１を押え輪１４とともに
下へ推し進め、内導体１１が内導体１２と接触して導通状態となるが、内導体１１が内導
体１３と分かれて遮断状態となり、上記内導体１１、内導体１２、内導体１３、押え輪１
４、及びバネ１５がともにポート選択の機能を発揮する。また、コネクタが終端されてい
ないことは、コネクタのポートに負荷が接続されていないことを指し、それに対応して、
コネクタが終端されていることは、コネクタのポートに負荷が接続されていることを指す
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。しかし、図１において、選択的に接触する弾性装置と性能伝送を実現する３つの内導体
とが分かれた２つのシステムであるので、コネクタ全体としては構成が複雑となり、小さ
なパーツが多くて混雑し、組み立てと性能調整が難しくなる。
【０００４】
　しかしながら、先行技術に係るコネクタの性能伝送装置と弾性装置とを分離するのでコ
ネクタの構成が複雑となるという課題に対しては、現在、効果的な解決手段がまだ提案さ
れていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これを鑑みて、本発明の実施例の主な目的はコネクタを提供することにあり、コネクタ
の性能伝送装置と弾性装置とを分離することで、コネクタの構成が複雑となるという課題
を解決することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した目的を達成するために、本発明の実施例の技術方案は以下のように実現される
。
【０００７】
　本発明の実施例はコネクタを提供し、当該コネクタが内導体と外導体とを含み、前記内
導体と前記外導体との間に絶縁部品があり、前記絶縁部品が非閉塞キャビティを形成し、
前記非閉塞キャビティの開口部が終端のためのポートとなり、前記内導体が、第１内導体
と、弾性内導体とを含み、前記第１内導体と前記弾性内導体が前記非閉塞キャビティの中
に設置されており、前記弾性内導体が、傾斜して配向された自由端部を有する弾性部品と
、前記第１内導体に向って突出した突起部とを含み、前記コネクタが終端されていない場
合、前記弾性内導体の前記突起部が、前記第１内導体と接触し、前記コネクタが終端され
ている場合、前記突起部が前記第１内導体から分離し、終端導体が前記弾性内導体と接触
するように、前記終端導体が前記終端のためのポートを通過して鉛直に挿入されることに
より、前記傾斜して配向された自由端部が実質的に横方向に移動させられる。
【０００８】
　上記方案において、前記コネクタが終端されている場合には、前記終端導体と前記弾性
内導体の鉛直方向に沿って、前記第１内導体と前記弾性内導体に近づく方向に、前記弾性
内導体が前記第１内導体と分かれて、前記弾性内導体が前記終端導体と接触するまで、移
動する。
【０００９】
　上記方案において、前記コネクタが終端されていない場合、導入され、前記自由端部の
傾斜した表面と初めに接触するとき、前記弾性部品の前記傾斜して配向された自由端部が
、前記終端のためのポートの下方に位置する。
【００１０】
　上記方案において、前記コネクタが終端されている場合、前記終端導体が外部からの力
を受けて、前記弾性内導体が第１状態から第２状態へ変換し、前記第１状態とは、前記弾
性部品が前記第１内導体と接触することを指し、前記第２状態とは、前記弾性部品が前記
第１内導体と分かれて、前記終端導体と接触することを指す。
【００１１】
　上記方案において、前記傾斜して配向された自由端部が、前記終端のためのポートに向
かう方向に、前記第１内導体から次第に遠く離れていく。
【００１２】
　上記方案において、前記弾性内導体が、第１内導体段と、第２内導体段と、第３内導体
段とを含み、前記第１内導体段が傾けて設置され、前記第２内導体段が水平に設置され、
前記第３内導体段が鉛直に設置され、前記第２内導体段の一端が前記第１内導体段の下端
に接続され、前記第２内導体段の他端が前記第３内導体段の上端に接続される。
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【００１３】
　上記方案において、前記第１内導体が、第４内導体段と、第５内導体段と、第６内導体
段とを含み、前記第４内導体段と前記第６内導体段が鉛直に設置され、前記第５内導体段
が水平方向に設置され、前記第５内導体段の一端が前記第４内導体段の下端に接続され、
前記第５内導体段の他端が前記第６内導体段の上端に接続される。
【００１４】
　上記方案において、前記絶縁部品が第１絶縁体と、第２絶縁体と、第３絶縁体とを含み
、前記第１絶縁体が前記第１内導体段の外部に位置され、前記第２絶縁体が前記第２内導
体段と前記第３内導体段の外部に位置される。
【００１５】
　上記方案において、前記絶縁部品が第１絶縁体と、第２絶縁体と、第３絶縁体とを含み
、前記第１絶縁体が前記第４内導体段の外部に位置され、前記第３絶縁体が前記第５内導
体段と前記第６内導体段の外部に位置される。
【００１６】
　上記方案において、前記絶縁部品が金型を使って加工して作られる。
【００１７】
　上記方案において、前記コネクタが無線周波数同軸スイッチングコネクタである。上記
方案において、前記弾性部品の前記突起部において、通路が設けられており、前記コネク
タが終端される場合、前記終端導体が前記通路内に挿入される。上記方案において、前記
弾性部品の前記突起部が、１対の脚によって形成され、前記通路が前記１対の脚の間の空
隙によって形成される。
【００１８】
　本発明の実施例において、コネクタが弾性内導体と、第１内導体とを含み、前記弾性内
導体が、前記第１内導体又は前記終端導体に選択的に接触することにより、先行技術に係
るコネクタの性能伝送装置と弾性装置とを分離するのでコネクタの構成が複雑となるとい
う課題を解決し、また、本発明の実施例に係るコネクタは、性能伝送装置を弾性装置と統
合させることで、部品加工と完成品組み立ては難しくなくなり、構成を簡易化し、伝送経
路が明確で、性能の信頼度も高く、エスケープ信号の干渉を効果的に回避することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】先行技術に係るスイッチングコネクタの構成を示す模式図である。
【図２】本発明の実施例に係るコネクタの構成を示す模式図である。
【図３】本発明の実施例に係る終端されていないコネクタの構成を示す模式図である。
【図４】本発明の実施例に係る終端されているコネクタの構成を示す模式図である。
【図５】本発明の実施例に係る絶縁部品の構成を示す模式図である。
【図６】本発明の実施例に係る弾性内導体の構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面及び具体的な実施例を使って本発明の技術方案を詳しく説明する。本発明に
おける実施例及び実施例における特徴は、衝突しない場合に、互いに組み合わせることが
できることに留意すべきである。
【００２１】
　先行技術において、コネクタにおける内導体はいずれも、弾性部材で形成されるもので
はなく、また、内導体間の接触はバネによって実現される。すなわち、先行技術において
、コネクタの性能伝送装置は弾性装置と分離するので、コネクタの構成が複雑となってい
た。そこで、本発明によりコネクタを提供し、以下にコネクタの構成について説明する。
【００２２】
　図２は本発明の実施例に係るコネクタの構成を示す模式図である。図２に示されるよう
に、このコネクタが内導体１と外導体２を含み、前記内導体１と前記外導体２との間に絶
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縁部品３があり、前記絶縁部品３が非閉塞キャビティを形成し、前記非閉塞キャビティの
開口部が終端のためのポートとなり、前記内導体１が、第１内導体４０と、弾性内導体６
０とを含み、そのうち、前記第１内導体４０と前記弾性内導体６０が前記非閉塞キャビテ
ィの中に設置されており、前記弾性内導体（６０）が、傾斜して配向された自由端部（６
１１）を有する弾性部品（６１）と、前記第１内導体（４０）に向って突出した突起部（
６１２）（図４及び図５に示された）とを含み、前記コネクタが終端されていない場合、
前記弾性内導体（６０）の前記突起部（６１２）が前記第１内導体４０と接触し、前記コ
ネクタが終端されている場合、前記突起部（６１２）が前記第１内導体（４０）から分離
し、終端導体（５０）が前記弾性内導体（６０）と接触するように、前記終端導体（５０
）が前記終端のためのポートを通過して鉛直に挿入されることにより、前記傾斜して配向
された自由端部（６１１）が実質的に横方向に移動させられる。
【００２３】
　上記実施例において、コネクタにおける内導体１のなかの一つの内導体を弾性内導体６
０として設置し、上記内導体１はさらに第１内導体４０を含み、上記弾性内導体６０は上
記第１内導体４０又は上記終端導体５０と選択的に接触する。これにより、先行技術に係
る、コネクタの性能伝送装置は弾性装置と分離するのでコネクタの構成が複雑となる課題
を解決し、本発明の実施例に係るコネクタは、性能伝送装置を弾性装置と統合させて、部
品加工と完成品組み立ては難しくなくなり、構成を簡易化し、伝送経路が明確で、性能の
信頼度も高く、エスケープ信号の干渉を効果的に回避することができる。
【００２４】
　終端導体５０が具体的に第１内導体４０と弾性内導体６０の鉛直方向の上方に移動可能
に設置されるが、他の位置に設置されてもよく、弾性内導体６０が選択的に終端導体５０
と接触することができればよい。
【００２５】
　コネクタが終端されていない場合と終端されている場合に、上記の３つの導体の間に、
異なる接続パターンを実現できる。具体的に、上記コネクタが終端されていない場合、終
端導体５０が第１内導体４０にも弾性内導体６０にも接触せず、弾性内導体６０の弾性ア
ームの構成により、弾性内導体６０が第１内導体４０と接触する。図３は本発明の実施例
に係る終端されていないコネクタの構成を示す模式図であり、図３に示されるように、弾
性内導体６０がエンドポイントＡで第１内導体４０と接触することで、信号ピン７０と信
号ピン８０との導通を実現する。そして、この時、終端導体５０と弾性内導体６０とが分
かれるので、信号ピン８０と信号源９０とが導通されていない。コネクタが終端されてい
ない場合、導入され、自由端部（６１１）の傾斜した表面と初めに接触するとき、弾性部
品（６１）の傾斜して配向された自由端部（６１１）が、終端のためのポートの下方に位
置する。
【００２６】
　コネクタが終端されている場合には、終端導体５０が第１内導体４０と弾性内導体６０
の鉛直方向に沿って、第１内導体４０と弾性内導体６０に近づく方向に移動して、弾性内
導体６０が第１内導体４０と分かれて、弾性内導体６０が終端導体５０と接触するように
なる。弾性内導体６０の弾性アームの構成により、終端しているコネクタの端子が弾性内
導体６０の右側の絶縁部品３に入った後、終端導体５０が弾性内導体６０と接触して、弾
性内導体６０を第１内導体４０と分かれさせることにより、性能伝送装置と弾性装置とを
統合して、ポート選択機能を実現するとともに、性能の信頼度をさらに高める。また、当
該コネクタの一つの内導体が弾性内導体として設置されることで、バネ装置を省き、コネ
クタの構成をより簡単にして、製造コスト及び維持コストを削減する。この実施例におい
て、図２～６に示されたように、傾斜して配向された自由端部（６１１）が、終端のため
のポートに向かう方向に、第１内導体（４０）から次第に遠く離れていく。この実施例に
おいて、図５に示されたように、弾性部品（６１）の突起部（６１２）に通路が設けられ
ており、図４に示されたように、コネクタが終端される場合、終端導体（５０）が通路内
に挿入される。この実施例において、図５に示されたように、弾性部品（６１）の突起部
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（６１２）が、１対の脚によって形成され、通路が１対の脚の間の空隙によって形成され
る。
【００２７】
　ここで、上記コネクタは無線周波数同軸スイッチングコネクタであっても良い。
【００２８】
　以下、コネクタが終端されている場合、ポート選択機能をどのように実現するかについ
て詳しく説明する。
【００２９】
　図４は、本発明の実施例に係る終端されているコネクタの構成を示す模式図であり、図
４に示されるように、弾性内導体６０が弾性部品６１を含み、コネクタが終端されている
場合、終端導体５０が外部からの力を受けて、弾性内導体６０が第１状態から第２状態へ
変換し、ただし、第１状態とは、弾性部品６１がエンドポイントＡで第１内導体４０と接
触することを指し、第２状態とは、弾性部品６１が第１内導体４０と分かれて、エンドポ
イントＢで終端導体５０と接触することを指す。もちろん、上記弾性部品６１の形状につ
いては、図４における形状としてもよいし、その他の形状としてもよく、第２内導体５０
が外部からの力を受けた時に、終端導体５０が当該弾性部品６１と接触できればよい。
【００３０】
　第１内導体４０と弾性内導体６０の形状は、図４における形状に限定されるものではな
く、実際の状況によって決められてもよく、本実施例においては、図４における形状を好
ましい実施例として紹介し、図４に示されるように、弾性内導体６０が、第１内導体段６
２と、第２内導体段６３と、第３内導体段６４とを含み、第１内導体段６２が傾けて設置
され、第２内導体段６３が水平に設置され、第３内導体段６４が鉛直に設置され、前記第
２内導体段６３の一端が第１内導体段６２の下端に接続され、第２内導体段６３の他端が
第３内導体段６４の上端に接続される。
【００３１】
　第１内導体４０が第４内導体段４１と、第５内導体段４２と、第６内導体段４３とを含
み、第４内導体段４１と第６内導体段４３が鉛直に設置され、第５内導体段４２が水平に
設置され、第５内導体段４２の一端が第４内導体段４１の下端に接続され、第５内導体段
４２の他端が第６内導体段４３の上端に接続される。
【００３２】
　絶縁部品３が金型を使って加工されてもよく、その中には、内導体が埋め込まれている
。絶縁部品３が全体として設置されてもよいし、実際の状況によって分かれて設置されて
もよく、図５の絶縁部品の構成を示す模式図に示されるように、絶縁部品３が第１絶縁体
３１と、第２絶縁体３２と、第３絶縁体３３とを含み、第１絶縁体３１が上記第１内導体
段６２と上記第４内導体段４１それぞれの外部に位置され、第２絶縁体３２が上記第２内
導体段６３と上記第３内導体段６４の外部に位置され、同様に、第３絶縁体３３が上記第
５内導体段４２と上記第６内導体段４３の外部に位置される。
【００３３】
　図６は、本発明の実施例に係る弾性内導体の構成を示す模式図であり、図６に示される
ように、自由状態である弾性内導体６０の第２内導体段６３の鉛直方向に対する傾斜角度
がβであり、図３における傾斜角度がαとなり、αがβより小さい時に、一定の弾性ポテ
ンシャルエネルギーを蓄積しており、第１内導体４０と弾性内導体６０とをエンドポイン
トＡで確実に接触させ、第１内導体４０と弾性内導体６０との間の信号の続きを実現する
ので、この時、信号ピン７０と信号ピン８０とが接続されており、信号源９０と信号ピン
８０とが遮断されている。
【００３４】
　コネクタが終端されている場合、図４に示されるように、弾性内導体６０は、弾性アー
ムのために、終端導体５０が終端のためのポートに入った後、αがさらにγに縮小し、よ
り多くの弾性ポテンシャルエネルギーを蓄積しており、終端導体５０と弾性内導体６０と
をエンドポイントＢで確実に接触させ、終端導体５０と弾性内導体６０との間の信号の続
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きを実現する。一方、この時、振れ角αの縮小により、エンドポイントＡがすでに消えて
しまい、代わりにエンドポイントＢが現れるので、この時、信号ピン７０と信号ピン８０
とが遮断されており、信号源９０と信号ピン８０とが接続されている。
【００３５】
　以上の記載により分かるように、本発明の実施例はコネクタを提供し、前記コネクタが
無線周波数同軸スイッチングコネクタであることが好ましく、性能伝送装置を弾性装置と
統合させることで、電気伝送機能と弾性装置機能とを組み合わせ、確実で安定した接触構
成を有し、構成が簡単で、性能の信頼度も高く、エスケープ信号の干渉を効果的に回避し
ており、本発明の実施例の技術方案を採用すれば、コネクタの構成を非常に簡単なものに
し、伝送経路が明確で、また、部品加工及び完成品組み立ては難しくなくなり、市場の見
通しが広く、良好な社会利益と経済利益をもたらすことができる。
【００３６】
　以上は、本発明の最適な実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を制限するためのものでは
ない。本発明の精神と範囲以内に作られた、いかなる改修、同等入れ替わり、改良等が、
本発明の保護範囲以内に含まれるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明の実施例において、コネクタが内導体と外導体とを含み、前記内導体と前記外導
体との間に絶縁部品があり、前記絶縁部品が非閉塞キャビティを形成し、前記非閉塞キャ
ビティの開口部が終端のためのポートとなり、前記内導体が、第１内導体と、弾性内導体
とを含み、前記第１内導体と前記弾性内導体が前記非閉塞キャビティの中に設置されてお
り、弾性内導体が、傾斜して配向された自由端部を有する弾性部品と、第１内導体に向っ
て突出した突起部とを含み、コネクタが終端されていない場合、弾性内導体（６０）の突
起部が、第１内導体と接触し、コネクタが終端されている場合、突起部が第１内導体から
分離し、終端導体が弾性内導体と接触するように、終端導体が終端のためのポートを通過
して鉛直に挿入されることにより、傾斜して配向された自由端部が実質的に横方向に移動
させられ、これにより、先行技術に係るコネクタの性能伝送装置が弾性装置と分離するの
でコネクタの構成が複雑となるという課題が解決される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタであって、
　前記コネクタが、
　内導体（１）と、
　外導体（２）と、
　絶縁部品（３）とを含み、
　前記絶縁部品（３）は、前記内導体（１）と前記外導体（２）との間に位置し、前記絶
縁部品（３）が非閉塞キャビティを形成し、
　前記非閉塞キャビティの開口部におけるエリアは、終端のためのポートとなり、
　前記内導体（１）が、第１内導体（４０）と、弾性内導体（６０）とを含み、
　前記第１内導体（４０）と前記弾性内導体（６０）が前記非閉塞キャビティの中に設置
されており、
　前記弾性内導体（６０）が、傾斜して配向された自由端部（６１１）を有する弾性部品
（６１）と、前記第１内導体（４０）に向って突出した突起部（６１２）とを含み、
　前記コネクタが終端されていない場合、前記弾性内導体（６０）の前記突起部（６１２
）が、前記第１内導体（４０）と接触し、
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　前記コネクタが終端されている場合、前記突起部（６１２）が前記第１内導体（４０）
から分離し、終端導体（５０）が前記弾性内導体（６０）と接触するように、前記終端導
体（５０）が前記終端のためのポートを通過して鉛直に挿入されることにより、前記傾斜
して配向された自由端部（６１１）が実質的に横方向に移動させられることを特徴とする
コネクタ。
【請求項２】
　前記コネクタが終端されている場合には、前記終端導体（５０）が前記第１内導体（４
０）と前記弾性内導体（６０）の鉛直方向に沿って、前記第１内導体（４０）と前記弾性
内導体（６０）に近づく方向に、前記弾性内導体（６０）と前記第１内導体（４０）とが
分かれて、前記弾性内導体（６０）が前記終端導体（５０）と接触するまで、移動するこ
とを特徴とする
　請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記コネクタが終端されていない場合、導入され、前記自由端部（６１１）の傾斜した
表面と初めに接触するとき、前記弾性部品（６１）の前記傾斜して配向された自由端部（
６１１）が、前記終端のためのポートの下方に位置することを特徴とする
　請求項１に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記コネクタが終端されている場合、前記終端導体（５０）が外部からの力を受けて、
前記弾性内導体（６０）が第１状態から第２状態へ変換し、前記第１状態とは、前記弾性
部品（６１）が前記第１内導体（４０）と接触することを指し、前記第２状態とは、前記
弾性部品（６１）が前記第１内導体（４０）と分かれて、前記終端導体（５０）と接触す
ることを指すことを特徴とする
　請求項２に記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記傾斜して配向された自由端部（６１１）が、前記終端のためのポートに向かう方向
に、前記第１内導体（４０）から次第に遠く離れていくことを特徴とする
　請求項１に記載のコネクタ。
【請求項６】
　前記弾性内導体（６０）が、第１内導体段（６２）と、第２内導体段（６３）と、第３
内導体段（６４）とを含み、前記第１内導体段（６２）が傾けて設置され、前記第２内導
体段（６３）が水平に設置され、前記第３内導体段（６４）が鉛直に設置され、前記第２
内導体段（６３）の一端が前記第１内導体段（６２）の下端に接続され、前記第２内導体
段（６３）の他端が前記第３内導体段（６４）の上端に接続されることを特徴とする
　請求項１に記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記第１内導体（４０）が、第４内導体段（４１）と、第５内導体段（４２）と、第６
内導体段（４３）とを含み、前記第４内導体段（４１）と前記第６内導体段（４３）が鉛
直に設置され、前記第５内導体段（４２）が水平に設置され、前記第５内導体段（４２）
の一端が前記第４内導体段（４１）の下端に接続され、前記第５内導体段（４２）の他端
が前記第６内導体段（４３）の上端に接続されることを特徴とする
　請求項１に記載のコネクタ。
【請求項８】
　前記絶縁部品（３）が第１絶縁体（３１）と、第２絶縁体（３２）と、第３絶縁体（３
３）とを含み、前記第１絶縁体（３１）が前記第１内導体段（６２）の外部に位置され、
前記第２絶縁体（３２）が前記第２内導体段（６３）と前記第３内導体段（６４）の外部
に位置されることを特徴とする
　請求項６に記載のコネクタ。
【請求項９】
　前記絶縁部品（３）が第１絶縁体（３１）と、第２絶縁体（３２）と、第３絶縁体（３
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３）とを含み、前記第１絶縁体（３１）が前記第４内導体段（４１）の外部に位置され、
前記第３絶縁体（３３）が前記第５内導体段（４２）と前記第６内導体段（４３）の外部
に位置されることを特徴とする
　請求項７に記載のコネクタ。
【請求項１０】
　前記絶縁部品（３）が金型を使って加工して作られることを特徴とする
　請求項１に記載のコネクタ。
【請求項１１】
　前記コネクタが無線周波数同軸スイッチングコネクタであることを特徴とする
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項１２】
　前記弾性部品（６１）の前記突起部（６１２）に通路が設けられており、前記コネクタ
が終端される場合、前記終端導体（５０）が前記通路内に挿入されることを特徴とする請
求項１乃至１０のいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項１３】
　前記弾性部品（６１）の前記突起部（６１２）が、１対の脚によって形成され、前記通
路が前記１対の脚の間の空隙によって形成されることを特徴とする請求項１２に記載のコ
ネクタ。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】

【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】
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