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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重要情報を含む車両情報を表示可能な車両用メータ表示システムであって、
　運転者が握るリム部と、ステアリングシャフトに接続されたボス部と、当該リム部と当
該ボス部を連結する複数本のスポーク部とを含み、当該各スポーク部の間に開口部が形成
されたステアリングホイールと、
　前記ステアリングホイールの前方に配置されたメータ表示部と、
　前記ステアリングホイールの操舵角を検出する操舵角検出部と、
　運転者が前記開口部を通じて前記重要情報を視認できるように、前記操舵角検出部で検
出された操舵角に応じて当該重要情報の表示エリアを移動又は縮小させるメータ表示制御
部とを備える、車両用メータ表示システム。
【請求項２】
　前記メータ表示制御部が前記重要情報の表示エリアを縮小させる場合、当該メータ表示
制御部は、前記メータ表示部に表示させる重要情報の量を前記操舵角が大きくなるにつれ
て少なくすることを特徴とする、請求項１に記載の車両用メータ表示システム。
【請求項３】
　前記重要情報が少なくとも警告情報または車速であることを特徴とする、請求項１に記
載の車両用メータ表示システム。
【請求項４】
　前記メータ表示制御部は、前記メータ表示部に、前記操舵角が所定角度以下のとき前記
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重要情報として車速をアナログ表示させ、前記操舵角が前記所定角度を超えると車速をデ
ジタル表示させることを特徴とする、請求項１に記載の車両用メータ表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用メータ表示システムに関し、より詳しくは、重要情報を含む車両情報
を表示可能な車両用メータ表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等の車両のステアリングホイールは、運転者が握るリム部と、ステアリングシャ
フトに接続されたボス部と、リム部とボス部を連結する複数本のスポーク部とを含み、各
スポーク部の間に開口部が形成されたものである。ステアリングホイールの前方には、車
両情報を表示するメータ表示部が設けられている。運転者は通常、ステアリングホイール
の開口部を通じて、メータ表示部に表示された車両情報を視認する。
【０００３】
　近年のメータ表示部には、液晶ディスプレイで構成されたものがある。メータ表示部に
表示される車両情報には、車速、エンジン回転数、冷却水温度、運転者への警告情報など
がある。これら車両情報のうち、警告情報及び車速情報は、重要情報である。警告情報は
、衝突等の危険を回避するために重要な情報である。車速情報は、法規を遵守して走行を
行うために重要な情報である。このため、重要情報は、運転中に運転者が常に視認できる
ように表示される必要がある。
【０００４】
　運転者は、ステアリングホイールを操舵すなわち回転操作する。ステアリングホイール
の操舵角すなわち回転操作角が大きくなると、ステアリングホイールのスポーク部が運転
者の重要情報表示位置に対する視線を遮ってしまうことがある。ステアリングホイールの
操舵角が大きくなる場合としては、例えば、高速道路のインターチェンジで運転する場合
が挙げられる。インターチェンジでは、運転者は比較的長い時間にわたってステアリング
ホイールの操舵角を大きくしたまま運転する必要がある。運転者の重要情報表示位置に対
する視線が遮られると、運転者は重要情報をステアリングホイールの開口部を通じて視認
することができない。
【０００５】
　液晶ディスプレイで構成されたメータ表示部に関する従来技術としては、例えば、特許
文献１に開示された技術がある。
　この従来技術は、ステアリングホイールのチルト状態に応じて、液晶ディスプレイにお
けるメータ表示位置を上下方向に調節するものである。しかしながら、この従来技術は、
運転者がステアリングホイールを操舵したときにおける重要情報の視認性を向上させるた
めのものではない。従って、この従来技術では、ステアリングホイールの操舵角が大きく
なると、スポーク部が運転者の重要情報表示位置に対する視線を遮ってしまい、運転者は
重要情報を視認することができない可能性がある。
【特許文献１】特開平４－１５１３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたもので、ステアリングホイールの操舵角が
大きくなっても、メータ表示部に表示された重要情報に対する運転者の視線をスポーク部
が遮ってしまうことがなく、運転者がステアリングホイールの開口部を通じて重要情報を
常時視認することができる車両用メータ表示システムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る車両用メータ表示システムは、
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　重要情報を含む車両情報を表示可能な車両用メータ表示システムであって、
　運転者が握るリム部と、ステアリングシャフトに接続されたボス部と、当該リム部と当
該ボス部を連結する複数本のスポーク部とを含み、当該各スポーク部の間に開口部が形成
されたステアリングホイールと、
　上記ステアリングホイールの前方に配置されたメータ表示部と、
　上記ステアリングホイールの操舵角を検出する操舵角検出部と、
　運転者が上記開口部を通じて上記重要情報を視認できるように、上記操舵角検出部で検
出された操舵角に応じて当該重要情報の表示エリアを移動又は縮小させるメータ表示制御
部とを備える。
【０００８】
　本発明によれば、メータ表示制御部が、運転者がステアリングホイールの開口部を通じ
て重要情報を視認できるように、操舵角検出部で検出された操舵角に応じて重要情報の表
示エリアを移動又は縮小させる。よって、ステアリングホイールの操舵角が大きくなって
も、メータ表示部に表示された重要情報に対する運転者の視線をスポーク部が遮ってしま
うことがなく、運転者はステアリングホイールの開口部を通じて重要情報を常時視認する
ことができる。
【０００９】
　本発明においては、上記メータ表示制御部が上記重要情報の表示エリアを縮小させる場
合、当該メータ表示制御部は、上記メータ表示部に表示させる重要情報の量を上記操舵角
が大きくなるにつれて少なくすることが好ましい。
【００１０】
　この構成を採用することにより、操舵角が大きくなるにつれて、メータ表示部が表示す
る重要情報の量が減少する。よって、操舵角が大きくなるにつれてメータ表示部における
重要情報の表示エリアが小さくなっても、重要情報１つ当たりの表示エリアを小さくせず
に済み、重要情報の視認性が低下しない。
【００１１】
　本発明においては、上記重要情報が少なくとも警告情報または車速であることが好まし
い。
【００１２】
　警告情報や車速は、重要情報の中でも重要度が最も高い情報である。従って、運転者は
、重要度が最も高い情報を優先的に視認することができる。
【００１３】
　本発明においては、上記メータ表示制御部は、上記メータ表示部に、上記操舵角が所定
角度以下のとき上記重要情報として車速をアナログ表示させ、上記操舵角が上記所定角度
を超えると車速をデジタル表示させることが好ましい。
【００１４】
　車速はアナログ表示されるよりもデジタル表示される方が表示エリアが小さくて済む。
従って、操舵角が大きくなるにつれてメータ表示部における重要情報の表示エリアが小さ
くなっても、運転者はデジタル表示の車速を見て確実に車速を認識することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　ステアリングホイールの操舵角が大きくなっても、メータ表示部に表示された重要情報
に対する運転者の視線をスポーク部が遮ってしまうことがなく、運転者がステアリングホ
イールの開口部を通じて重要情報を常時視認することができる車両用メータ表示システム
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
　図１は、第１実施形態に係る車両用メータ表示システム１の構成を示すブロック図であ
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る。図２は、車両用メータ表示システム１におけるステアリングホイール２の構成を示す
図である。
　図１に示されるように、第１実施形態に係る車両用メータ表示システム１は、重要情報
を含む車両情報を表示可能な車両用メータ表示システムであって、ステアリングホイール
２と、メータ表示部３と、操舵角検出部４と、メータ表示制御部５とを備えている。
【００１７】
　図２に示されるように、ステアリングホイール２は、運転者が握るリム部６と、ステア
リングシャフト（図示せず）に接続されたボス部７と、リム部６とボス部７を連結する複
数本のスポーク部８とを含み、各スポーク部８の間に開口部９、９０、９１、９２が形成
されたものである。
【００１８】
　メータ表示部３は、ステアリングホイール２の前方に配置されている。メータ表示部３
は、重要情報を含む車両情報を表示することができる。メータ表示部３は、メータ表示制
御部５からの制御信号に応じて重要情報を任意の位置に任意の大きさで表示できるように
構成されている。メータ表示部３は、例えば、液晶ディスプレイである。
　メータ表示部３は、ステアリングホイール２の操舵角θが０°（車両直進時）のときに
運転者がステアリングホイール２の最も大きな開口部９を通じてその画面全体を視認でき
るように配置されている。図１に示されるように、メータ表示部３は、その画面内に重要
情報の表示エリア１１（以下、重要情報表示エリア１１と称する）がある。重要情報の種
類は特に限定されるものではないが、例えば、運転者への警告情報、速度情報等を挙げる
ことができる。警告情報としては、例えば、「ブレーキ！」、「車両が右斜め後方から近
づいています！」、「車両が左斜め後方から近づいています！」、「車両後方に人がいま
す！」等の文字情報を挙げることができる。メータ表示部３は、複数の種類の重要情報を
同時に表示するように構成されてもよいし（図１参照）、或いは、重要情報を一時に１種
類のみ表示するように構成されてもよい。
【００１９】
　操舵角検出部４は、ステアリングホイール２の操舵角θを検出するものである。車両直
進状態に対応する操舵角θは０°と表される。また、車両直進状態からステアリングホイ
ール２が時計回りに操舵されたときの操舵角θは正の値で表され、車両直進状態からステ
アリングホイール２が反時計回りに操舵されたときの操舵角θは負の値で表される。
　なお、特許請求の範囲における「操舵角」は、操舵角θの絶対値を意味する。
　また、以下の説明において、「操舵角θが大きくなる」、「操舵角θが小さくなる」な
る表現は、それぞれ、操舵角θの絶対値が大きくなる、小さくなることを意味する。
【００２０】
　メータ表示制御部５は、運転者が開口部９を通じて重要情報を視認できるように、操舵
角検出部４で検出された操舵角θに応じて重要情報表示エリア１１を移動させるものであ
る。メータ表示制御部５は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭ（いずれも図示せず）等で構成
されている。
【００２１】
　第１実施形態に係る車両用メータ表示システム１の動作について説明する。
　図３は、第１実施形態に係る車両用メータ表示システム１の動作を示すフローチャート
である。
【００２２】
　エンジンを始動すると、車両用メータ表示システム１が起動する（ステップＳ１）。
　次いで、運転者がステアリングホイール２を操舵すると、操舵角検出部４が操舵角θを
検出する（ステップＳ２）。操舵角検出部４は、その操舵角θを示す信号（以下、操舵角
信号と称する）をメータ表示制御部５へ出力する（ステップＳ３）。
【００２３】
　次いで、メータ表示制御部５は、入力された操舵角信号に基づき、重要情報表示エリア
１１の位置及び面積を算出する（ステップＳ４）。算出される位置及び面積は、それぞれ
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、運転者が開口部９を通じて重要情報を視認できる位置及び面積である。
　次いで、メータ表示制御部５は、算出された位置及び面積に基づき、メータ表示部３の
表示制御を行う（ステップＳ５）。
　次いで、エンジンが停止しているかどうかがセンサ（図示せず）により検知される（ス
テップＳ６）。エンジンが動いていることが検知された場合（Ｎｏ）には、ステップ２に
戻る。一方、エンジンが停止していることが検知された場合（Ｙｅｓ）には、車両用メー
タ表示システム１は処理を終了する。
【００２４】
　メータ表示部３の表示例について説明する。
　図４は、第１実施形態におけるメータ表示部３の表示例を示す図であり、ステアリング
ホイール２の操舵角θが０°である場合を示している。図５は、第１実施形態におけるメ
ータ表示部３の表示例を示す図であり、ステアリングホイール２の操舵角θが－４５°で
ある場合を示している。図６は、第１実施形態におけるメータ表示部３の表示例を示す図
であり、ステアリングホイール２の操舵角θが－９０°である場合を示している。
【００２５】
　図４に示されるように、操舵角θが０°である場合、メータ表示部３は、車両直進モー
ドの表示を行う。車両直進モードでは、操舵角θが０°であるステアリングホイール２の
開口部９を通じて運転者が重要情報を視認できるように、重要情報表示エリア１１が位置
する。
【００２６】
　図５、６に示されるように、運転者がステアリングホイール２を操舵することにより操
舵角θが正又は負の値になると（図５では操舵角θが－４５°、図６では操舵角θが－９
０°である）、メータ表示部３は、操舵モードの表示を行う。操舵モードでは、操舵角θ
が正又は負の値であるステアリングホイール２の開口部９を通じて運転者が重要情報を視
認できるように、重要情報表示エリア１１がメータ表示部３の画面内を移動する。
【００２７】
　なお、図５、６に示されるように、車両用メータ表示システム１は、全ての重要表示（
図示例では、「ブレーキ！」及び「５０ｋｍ／ｈ」）を１つの開口部（図示例では開口部
９）を通じて運転者が視認できるように構成されてもよいが、以下のように構成されても
よい。
　すなわち、図７に示されるように、各重要表示（図示例では、「ブレーキ！」及び「５
０ｋｍ／ｈ」）を別々の開口部９、９０、９１、９２（図示例では開口部９と開口部９０
）を通じて運転者が視認できるように各重要情報表示エリア１１が移動してもよい。なお
、重要情報表示エリア１１がスポーク部８を横切るように移動する場合、その移動を瞬時
に行うようにすれば、視認性に影響は無い。
【００２８】
　以上説明したように、第１実施形態に係る車両用メータ表示システム１は、ステアリン
グホイール２の操舵角θに応じてメータ表示部３の重要情報表示エリア１１を移動させる
。よって、操舵角θが変化しても、メータ表示部３に表示された重要情報に対する運転者
の視線がスポーク部８に遮られることがない。これにより、運転者は、ステアリングホイ
ール２の開口部９、９０、９１、９２を通じて、警告情報等の重要情報を常時視認するこ
とができる。従って、運転者は確実に重要情報を把握して車両を運転することができる。
【００２９】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
　図８は、第２実施形態に係る車両用メータ表示システム１０の構成を示すブロック図で
ある。
　第２実施形態において第１実施形態と同様の構成については、第１実施形態と同じ参照
符号を付してその説明を省略する。
【００３０】
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　第２実施形態が第１実施形態と異なる点は、メータ表示制御部５に代えてメータ表示制
御部５０を設けた点である。他の構成については、第２実施形態と第１実施形態は同様で
ある。
【００３１】
　メータ表示制御部５０は、運転者が開口部９を通じて重要情報を視認できるように、操
舵角検出部４で検出された操舵角θに応じて重要情報表示エリア１１を縮小させる。
　メータ表示制御部５０は、メータ表示部３に表示させる重要情報の量を、操舵角θが大
きくなるにつれて連続的に若しくは段階的に減少させることができる。また、メータ表示
制御部５０は、メータ表示部３に表示させる重要情報の量を、操舵角θが小さくなるにつ
れて連続的に若しくは段階的に増加させることができる。メータ表示制御部５０は、ＣＰ
Ｕ、ＲＡＭ、及びＲＯＭ（いずれも図示せず）等で構成されている。
【００３２】
　第２実施形態に係る車両用メータ表示システム１０の動作について説明する。
　図９は、第２実施形態に係る車両用メータ表示システム１０の動作を示すフローチャー
トである。
【００３３】
　エンジンを始動すると、車両用メータ表示システム１０が起動する（ステップＳ０１）
。次いで、運転者がステアリングホイール２を操舵すると、操舵角検出部４が操舵角θを
検出する（ステップＳ０２）。操舵角検出部４は、その操舵角θを示す信号（以下、操舵
角信号と称する）をメータ表示制御部５０に出力する（ステップＳ０３）。
【００３４】
　次いで、メータ表示制御部５０は、入力された操舵角信号に基づき、重要情報表示エリ
ア１１の位置及び面積を算出する（ステップＳ０４）。算出される位置及び面積は、それ
ぞれ、運転者が開口部９を通じて重要情報を視認できる位置及び面積である。
　次いで、メータ表示制御部５０は、算出された位置及び面積に基づき、メータ表示部３
の表示制御を行う（ステップＳ０５）。
　次いで、エンジンが停止しているかどうかがセンサ（図示せず）により検知される（ス
テップＳ０６）。エンジンが動いていることが検知された場合（Ｎｏ）には、ステップ２
に戻る。一方、エンジンが停止していることが検知された場合（Ｙｅｓ）には、車両用メ
ータ表示システム１０は処理を終了する。
【００３５】
　メータ表示部３の表示例について説明する。
　図１０は、第２実施形態におけるメータ表示部３の表示例を示す図であり、ステアリン
グホイール２の操舵角θが０°である場合を示している。図１１は、第２実施形態におけ
るメータ表示部３の表示例を示す図であり、ステアリングホイール２の操舵角θが－４５
°である場合を示している。図１２は、第２実施形態におけるメータ表示部３の表示例を
示す図であり、ステアリングホイール２の操舵角θが－９０°である場合を示している。
【００３６】
　図１０に示されるように、操舵角θが０°である場合、メータ表示部３は、車両直進モ
ードである。車両直進モードでは、操舵角θが０°であるステアリングホイール２の開口
部９を通じて運転者が重要情報を視認できるように、メータ表示部３が制御される。
　車両直進モードでは、メータ表示部３は、その画面全体の任意の位置に任意の大きさで
重要情報を表示できるように、その画面全体を重要情報表示エリア１１（図１０において
破線で示されたエリア）とする。車両直進モードでは、警告情報、速度情報等の複数の重
要情報が同時に表示される。
【００３７】
　図１１、１２に示されるように、運転者がステアリングホイール２を操舵することによ
り操舵角θが正又は負の値になると（図１１では操舵角θが－４５°、図１２では操舵角
θが－９０°である）、メータ表示部３は、操舵モードとなる。操舵モードでは、操舵角
θが正又は負の値であるステアリングホイール２の開口部９を通じて運転者が重要情報を
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視認できるように、操舵角θに応じて重要情報表示エリア１１が連続的又は段階的に縮小
される。
【００３８】
　図１１に示されるように操舵角θが－４５°になると、例えば、メータ表示部３の画面
左側３／４で重要情報の表示がなされる。つまり、重要情報表示エリア１１の面積が、車
両直進モード時の３／４に縮小される。よって、操舵角θが－４５°となっても、運転者
は、開口部９を通じて重要情報表示エリア１１の略全体を視認することができる。
【００３９】
　図１２に示されるように操舵角θが－９０°になると、例えば、メータ表示部３の画面
左側１／４で重要情報の表示がなされる。つまり、重要情報表示エリア１１の面積が、車
両直進モード時の１／４に縮小される。よって、操舵角θが－９０°となっても、運転者
は開口部９を通じて重要情報表示エリア１１の略全体を視認することができる。
　なお、運転者がステアリングハンドル２を操舵して操舵角θを大きくした後、ステアリ
ングハンドル２を逆操舵して操舵角θを小さくしたときは、メータ表示部３は、運転者が
開口部９を通じて重要情報を視認できる程度に重要情報表示エリア１１を拡大して表示す
る。
【００４０】
　以上説明したように、第２実施形態に係る車両用メータ表示システム１０は、ステアリ
ングホイール２の操舵角θに応じてメータ表示部３の重要情報表示エリア１１を縮小する
。よって、操舵角θが変化しても、メータ表示部３に表示された重要情報に対する運転者
の視線がスポーク部８で遮られることがない。これにより、運転者は、ステアリングホイ
ール２の開口部９を通じて、警告情報等の重要情報を常時視認することができる。従って
、運転者は確実に重要情報を把握して車両を運転することができる。
【００４１】
　なお、第２実施形態においては、メータ表示制御部５０は、メータ表示部３に表示され
る重要情報の量が操舵角θが大きくなるにつれて少なくなるようにメータ表示部３を制御
してもよい。例えば、操舵角θが０°のときは重要情報として警告情報及び速度情報をメ
ータ表示部３に表示させ、操舵角θが９０°のときは重要情報として警告情報のみをメー
タ表示部３に表示させてもよい。
【００４２】
　この場合、操舵角θが大きくなるにつれて、メータ表示部３が表示する重要情報の量が
減少する。よって、操舵角θが大きくなるにつれてメータ表示部３における重要情報表示
エリア１１が小さくなっても、重要情報１つ当たりの表示面積を減少させずに済み、各重
要情報の視認性が低下しない。
【００４３】
　また、第２実施形態においては、メータ表示制御部５０は、メータ表示部３に、操舵角
θが０°以上所定角度以下のとき重要情報として車速をアナログ表示させ、操舵角θが当
該所定角度を超えると車速をデジタル表示させるように構成されてもよい。
【００４４】
　車速はアナログ表示よりもデジタル表示の方が表示面積が小さくて済む。従って、操舵
角θが所定角度を超えると車速をアナログ表示からデジタル表示に切り替えるようにメー
タ表示制御部５０を構成することにより、車両用メータ表示システム１０は以下の効果を
奏する。すなわち、操舵角θが大きくなるにつれて、メータ表示部３において運転者が開
口部９を通じて視認できるエリアが小さくなっても、運転者はデジタル表示の車速を開口
部９を通じて視認することができる。従って、運転者は確実に車速を把握して車両を運転
することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、警告情報等の重要情報を含む車両情報を表示可能な車両用メータ表示装置等
として利用可能である。また、本発明は、車両情報の表示位置を変更可能なメータ表示部
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【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】第１実施形態に係る車両用メータ表示システムの構成を示すブロック図
【図２】第１実施形態に係る車両用メータ表示システムにおけるステアリングホイールの
構成を示す図
【図３】第１実施形態に係る車両用メータ表示システムの動作を示すフローチャート
【図４】第１実施形態におけるメータ表示部の表示例を示す図であり、ステアリングホイ
ールの操舵角が０°である場合を示す図
【図５】第１実施形態におけるメータ表示部の表示例を示す図であり、ステアリングホイ
ールの操舵角が－４５°である場合を示す図
【図６】第１実施形態におけるメータ表示部の表示例を示す図であり、ステアリングホイ
ールの操舵角が－９０°である場合を示す図
【図７】第１実施形態におけるメータ表示部の他の表示例を示す図であり、ステアリング
ホイールの操舵角が－９０°である場合を示す図
【図８】第２実施形態に係る車両用メータ表示システムの構成を示すブロック図
【図９】第２実施形態に係る車両用メータ表示システムの動作を示すフローチャート
【図１０】第２実施形態におけるメータ表示部の表示例を示す図であり、ステアリングホ
イールの操舵角が０°である場合を示す図
【図１１】第２実施形態におけるメータ表示部の表示例を示す図であり、ステアリングホ
イールの操舵角が－４５°である場合を示す図
【図１２】第２実施形態におけるメータ表示部の表示例を示す図であり、ステアリングホ
イールの操舵角が－９０°である場合を示す図
【符号の説明】
【００４７】
１、１０　車両用メータ表示システム
２　ステアリングホイール
３　メータ表示部
４　操舵角検出部
５、５０　メータ表示制御部
６　リム部
７　ボス部
８　スポーク部
９、９０、９１、９２　開口部
１１　重要情報表示エリア



(9) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図１】



(10) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図２】



(11) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図３】



(12) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図４】



(13) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図５】



(14) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図６】



(15) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図７】



(16) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図８】



(17) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図９】



(18) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図１０】



(19) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図１１】



(20) JP 4222424 B2 2009.2.12

【図１２】



(21) JP 4222424 B2 2009.2.12

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－１１９１４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３０６０５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０６７４０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０００－５１５４５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１６６７４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２２５７２４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｋ　　３５／００　　　　
              Ｂ６０Ｋ　　３７／０２
              Ｂ６０Ｒ　　１１／０２
              Ｂ６０Ｒ　　１６／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

