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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器と、保護カバーとを備え、
　前記電子機器は、ディスプレイと、ホールセンサーとを備え、
　前記保護カバーには、第１磁石と第２磁石とを備える磁気体が設けられ、前記保護カバ
ーが前記ディスプレイを覆う場合、少なくとも１つの前記磁石の磁力線が前記ホールセン
サーを通過し、
　前記第１磁石と前記第２磁石とは、前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、前
記第１磁石と前記第２磁石とのそれぞれの前記ディスプレイにおける投影と前記ホールセ
ンサーとが、同一の直線に位置すると共に、前記第１磁石の投影と前記第２磁石の投影と
が、それぞれ前記ホールセンサーの両側に対称に位置するように設置され、
　前記第１磁石と前記第２磁石とを連結してなる直線が、前記ディスプレイの横方向と平
行し、或は、前記第１磁石と前記第２磁石とを連結してなる直線が、前記ディスプレイの
縦方向と平行する
　ことを特徴とする保護カバーを備える機器。
【請求項２】
　電子機器と、保護カバーとを備え、
　前記電子機器は、ディスプレイと、ホールセンサーとを備え、
　前記保護カバーには、少なくとも２対の磁石を有する磁気体が設けられ、前記保護カバ
ーが前記ディスプレイを覆う場合、少なくとも１つの前記磁石の磁力線が前記ホールセン
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サーを通過し、
　前記磁気体における任意な２対の磁石である第１対の磁石と第２対の磁石は、前記保護
カバーが前記ディスプレイを覆う場合、各対の磁石の前記ディスプレイにおける投影が、
前記ホールセンサーの両側に対称に位置すると共に、第１対の磁石の前記ディスプレイに
おける投影と前記ホールセンサーとが、同一の直線に位置し、第２対の磁石の前記ディス
プレイにおける投影と前記ホールセンサーとが、同一の直線に位置し、且つ前記第１対の
磁石を連結してなる直線と、前記第２対の磁石を連結してなる直線とがなす角の最小値が
０よりも大きくなるように設置される
　ことを特徴とする保護カバーを備える機器。
【請求項３】
　ホールセンサーを備える電子機器のディスプレイを覆うための保護カバーであって、
　前記保護カバーには、第１磁石と第２磁石とを備える磁気体が設けられ、
　前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、少なくとも１つの前記磁石の磁力線が
前記ホールセンサーを通過し、
　前記第１磁石と前記第２磁石とは、前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、前
記第１磁石と前記第２磁石とのそれぞれの前記ディスプレイにおける投影と前記ホールセ
ンサーとが、同一の直線に位置すると共に、前記第１磁石の投影と前記第２磁石の投影と
が、それぞれ前記ホールセンサーの両側に対称に位置するように設置され、
　前記第１磁石と前記第２磁石とを連結してなる直線が、前記ディスプレイの横方向と平
行し、或は、前記第１磁石と前記第２磁石とを連結してなる直線が、前記ディスプレイの
縦方向と平行する
　ことを特徴とする保護カバー。
【請求項４】
　ホールセンサーを備える電子機器のディスプレイを覆うための保護カバーであって、
　前記保護カバーには、少なくとも２対の磁石を有する磁気体が設けられ、
　前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、少なくとも１つの前記磁石の磁力線が
前記ホールセンサーを通過し、
　前記磁気体における任意な２対の磁石である第１対の磁石と第２対の磁石は、前記保護
カバーが前記ディスプレイを覆う場合、各対の磁石の前記ディスプレイにおける投影が、
前記ホールセンサーの両側に対称に位置すると共に、第１対の磁石の前記ディスプレイに
おける投影と前記ホールセンサーとが、同一の直線に位置し、第２対の磁石の前記ディス
プレイにおける投影と前記ホールセンサーとが、同一の直線に位置し、且つ前記第１対の
磁石を連結してなる直線と、前記第２対の磁石を連結してなる直線とがなす角の最小値が
０よりも大きくなるように設置される
　ことを特徴とする保護カバー。 
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０３０２９８７．２であって、出願日が２０１４年
６月２７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。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、電子機器のアクセサリー分野に関し、特に保護カバー及び当該保護カバーを
備える機器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在のスマートフォーンやタブレット等の電子機器のディスプレイを大きくする傾向が
ある。ユーザが使用する時に、電子機器のディスプレイを保護するために、電子機器に保
護カバーを装着することが一般的である。そして、保護カバーを利用して画面ロックとそ
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の解除とが実現される。
【０００４】
　一般的に、画面ロックとその解除の機能を実現するために、電子機器にはホールセンサ
ーを設けると共に、保護カバーには一つの磁石を設けることにより、保護カバーを閉じて
いるときに、ホールセンサーを当該磁石の磁界に位置させる。磁石の作用によって、ホー
ルセンサーをＯＮ／ＯＦＦできることを確保するために、ホールセンサーと磁石との間の
相対的な位置が高く要求される。ディスプレイの横方向において、磁石とホールセンサー
とは一定の距離を隔てる場合がある。このように、保護カバーが閉じられた後、当該カバ
ーを左右に移動することが可能であれば、磁石の磁力線がホールセンサーを通過しない恐
れがある。この場合、一般的に、磁石の磁界強度を強くすることによって、保護カバーを
左右に移動しても、磁石の磁力線がホールセンサーを通過できることを確保する。
【０００５】
　本発明者は、本発明を検討の際に、従来の関連技術には、少なくとも以下の欠陥が存在
していることを発見した。磁石の強度を強くすると、電子コンパス（ｃｏｍｐａｓｓ）の
安定性に悪影響を与える。即ち、電子コンパスは、磁石の磁界を受けると、その精度に悪
影響を与える。
【発明の概要】
【０００６】
　従来の関連技術における強くされた磁石強度が、電子コンパスの安定性に悪影響を与え
る問題を解決するために、本発明は、保護カバー及び当該保護カバーを備える機器を提供
する。
【０００７】
　上記の技術案は、以下になる。
【０００８】
　本発明の実施例の第１方面は、電子機器と、保護カバーとを備え、前記電子機器は、デ
ィスプレイと、ホールセンサーとを備え、前記保護カバーには、第１磁石と第２磁石とを
備える磁気体が設けられ、前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、少なくとも１
つの前記磁石の磁力線が前記ホールセンサーを通過する。 
【０００９】
　また、本発明の実施例の第１方面では、前記第１磁石と前記第２磁石とは、前記保護カ
バーが前記ディスプレイを覆う場合、前記第１磁石と前記第２磁石とのそれぞれの前記デ
ィスプレイにおける投影と前記ホールセンサーとが、同一の直線に位置すると共に、前記
第１磁石の投影と前記第２磁石の投影とが、それぞれ前記ホールセンサーの両側に対称に
位置するように設置される。 
【００１０】
　更に、本発明の実施例の第１方面では、前記第１磁石と前記第２磁石とを連結してなる
直線が、前記ディスプレイの横方向と平行し、或は、前記第１磁石と前記第２磁石とを連
結してなる直線が、前記ディスプレイの縦方向と平行する。 
【００１１】
　本発明の実施例の第２方面は、電子機器と、保護カバーとを備え、前記電子機器は、デ
ィスプレイと、ホールセンサーとを備え、前記保護カバーには、少なくとも２対の磁石を
有する磁気体が設けられ、前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、少なくとも１
つの前記磁石の磁力線が前記ホールセンサーを通過し、前記磁気体における任意な２対の
磁石である第１対の磁石と第２対の磁石は、前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場
合、各対の磁石の前記ディスプレイにおける投影が、前記ホールセンサーの両側に対称に
位置すると共に、第１対の磁石の前記ディスプレイにおける投影と前記ホールセンサーと
が、同一の直線に位置し、第２対の磁石の前記ディスプレイにおける投影と前記ホールセ
ンサーとが、同一の直線に位置し、且つ前記第１対の磁石を連結してなる直線と、前記第
２対の磁石を連結してなる直線とがなす角の最小値が０よりも大きくなるように設置され
る。 
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【００１２】
　本発明の実施例の第３方面は、ホールセンサーを備える電子機器のディスプレイを覆う
ための保護カバーを提供し、前記保護カバーには、第１磁石と第２磁石とを備える磁気体
が設けられ、前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、少なくとも１つの前記磁石
の磁力線が前記ホールセンサーを通過する。 
【００１３】
　また、本発明の実施例の第３方面では、前記第１磁石と前記第２磁石とは、前記保護カ
バーが前記ディスプレイを覆う場合、前記第１磁石と前記第２磁石とのそれぞれの前記デ
ィスプレイにおける投影と前記ホールセンサーとが、同一の直線に位置すると共に、前記
第１磁石の投影と前記第２磁石の投影とが、それぞれ前記ホールセンサーの両側に対称に
位置するように設置される。 
【００１４】
　更に、本発明の実施例の第３方面では、前記第１磁石と前記第２磁石とを連結してなる
直線が、前記ディスプレイの横方向と平行し、或は、前記第１磁石と前記第２磁石とを連
結してなる直線が、前記ディスプレイの縦方向と平行する。 
【００１５】
　本発明の実施例の第４方面は、ホールセンサーを備える電子機器のディスプレイを覆う
ための保護カバーを提供し、前記保護カバーには、少なくとも２対の磁石を有する磁気体
が設けられ、前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、少なくとも１つの前記磁石
の磁力線が前記ホールセンサーを通過し、前記磁気体における任意な２対の磁石である第
１対の磁石と第２対の磁石は、前記保護カバーが前記ディスプレイを覆う場合、各対の磁
石の前記ディスプレイにおける投影が、前記ホールセンサーの両側に対称に位置すると共
に、第１対の磁石の前記ディスプレイにおける投影と前記ホールセンサーとが、同一の直
線に位置し、第２対の磁石の前記ディスプレイにおける投影と前記ホールセンサーとが、
同一の直線に位置し、且つ前記第１対の磁石を連結してなる直線と、前記第２対の磁石を
連結してなる直線とがなす角の最小値が０よりも大きくなるように設置される。
【００１６】
　本発明の実施例の技術案は、以下の有益な効果を有する。
【００１７】
　保護カバーには、少なくとも２つの磁石を設けることによって、保護カバーがディスプ
レイを覆い移動したとき、当該２つの磁石のうち、少なくとも１つの磁石の磁力線が電子
機器におけるホールセンサーを通過するので、従来の関連技術における磁石強度を強くす
ると、電子コンパスの安定性に悪影響を与える課題を解決することができる。保護カバー
がディスプレイを覆う場合、設けられた少なくとも２つの磁石のうち、少なくとも１つの
磁石の磁力線が電子機器におけるホールセンサーを通過するので、保護カバーが移動して
も、その１つの磁石の磁力線がホールセンサーを通過することができる。そのため、磁石
強度を強くせず、画面ロックとその解除とを確実に行うことを確保することができる。
【００１８】
　以上の概要的な説明と後の詳細な説明は例示的なものだけであり、本発明を限定しない
と理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　以下の図面は、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、本発明にかか
る実施例を例示するとともに、明細書と共に、本発明の原理を解釈するためのものである
。
【００２０】
【図１Ａ】例示的な実施例に係る保護カバーを備える機器及び保護カバーが閉じられた様
子を示す模式図である。
【図１Ｂ】図１Ａにおける保護カバーが閉じられた後、磁石の磁力線がホールセンサーを
通過している様子を示す模式図である。
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【図１Ｃ】図１Ａにおける保護カバーが閉じられた後、磁石の磁力線がホールセンサーを
通過しない様子を示す模式図である。
【図２Ａ】例示的な他の実施例に係る保護カバーを備える機器及び保護カバーが閉じられ
た様子を示す模式図である。
【図２Ｂ】図２Ａにおける保護カバーが閉じられた後、第１磁石と第２磁石の磁力線の両
者がホールセンサーを通過している様子を示す模式図である。
【図２Ｃ】図２Ａにおける保護カバーが閉じられた後、第２磁石の磁力線がホールセンサ
ーを通過している様子を示す模式図である。
【図２Ｄ】図２Ａにおける保護カバーが閉じられた後、第１磁石の磁力線がホールセンサ
ーを通過している様子を示す模式図である。
【図２Ｅ】例示的な実施例における保護カバーが閉じられた後、２つの磁石とホールセン
サーとの間の相対的な位置関係を示す模式図である。
【図３】例示的な実施例における保護カバーが閉じられた後、４つの磁石とホールセンサ
ーとの間の相対的な位置関係を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面に示される例示された実施例に対して詳しく説明する。以下の説明は、図面
に関する場合、特別的な説明以外、各図面における同一の数字は、同一又は類似な要素を
表す。以下に例示された実施例において説明された実施形態は、本発明と一致する全ての
実施形態を含めることではない。逆に、これら実施形態は、特許請求の範囲に記載の本発
明のある局面と一致する装置及び方法の例だけである。
【００２２】
　本明細書において言及される「電子機器」には、スマートフォーン、タブレット、スマ
ートＴＶ、電子ブックリーダー、ＭＰ３（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ
ｓ　Ｇｒｏｕｐ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ　III）プレーヤー、ＭＰ４（Ｍｏｖｉｎｇ　
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ　IV）プレーヤ
ー、ポータブルコンピュータ、スマートカメラ、スマートビデオカメラ等を含む。
【００２３】
　保護カバーが閉じられた後、電子機器におけるホールセンサーによる電子機器の待機の
制御を実現するめに、一般的に、保護カバーには、当該保護カバーが閉じられた後に磁力
線が当該ホールセンサーを通過することができるように、１つの磁石が設けられる。
【００２４】
　具体的に、例示的な実施例に係る保護カバーを備える機器及び保護カバー閉じられた様
子を示す模式図である図１Ａを参照する。図１Ａにおいて、保護カバーａ２に磁石ａ２２
が設けられ、電子機器ａ４にホールセンサーａ４２が設けられる。そして、磁石ａ２２と
ホールセンサーＨとの相対的な位置は、保護カバーａ２が閉じられた場合（即ち、保護カ
バーａ２が、電子機器ａ４のディスプレイを覆う場合）、磁石ａ２２の電子機器における
投影とホールセンサーＨとを連結してなる直線が、電子機器の横方向と平行する、即ち、
保護カバーａ２が閉じられた場合、電子機器ａ４の横方向において、磁石ａ２２の電子機
器における投影とホールセンサーＨとが揃えるように設定される。ここで、磁石ａ２２が
ホールセンサーＨよりも左側に位置する。
【００２５】
　横方向に揃えた磁石ａ２２とホールセンサーＨとの距離を設定することができるので、
保護カバーａ２が閉じられた場合、磁石ａ２２の磁力線がホールセンサーＨを通過するこ
とができる。図１Ａにおける保護カバーが閉じられた後、磁石の磁力線がホールセンサー
を通過する様子を示す模式図である図１Ｂを参照し、磁石ａ２２の磁力線（即ち、磁石ａ
２２のＮ極からＳ極までの磁力線）がホールセンサーＨを通過することができる。
【００２６】
　しかし、磁石ａ２２が保護カバーａ２の固定位置に設けられ、ホールセンサーＨが電子
機器ａ４の固定位置に設けられるので、保護カバーａ２が閉じられた後に左右移動すると
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、磁石ａ２２とホールセンサーＨとの相対的な位置が変化する。例えば、ホールセンサー
Ｈよりも左側に位置する磁石ａ２２が左側へ移動すると、磁石ａ２２とホールセンサーＨ
との距離が遠くなる。図１Ａにおける保護カバーが閉じられた後、磁石の磁力線がホール
センサーを通過していない様子を示す模式図である図１Ｃを参照し、このとき、磁石ａ２
２の磁力線がホールセンサーＨを通過しないことになりやすい。
【００２７】
　保護カバーａ２を移動しても、磁石ａ２２の磁力線が依然としてホールセンサーＨを通
過することができるために、磁石ａ２２の磁界を強くすることが考えられるが、強くされ
た磁界は、電子機器ａ４における電子コンパスに大きな悪影響を及ぼしやすくなり、その
結果、電子コンパスの精度を低下させる。
【００２８】
　このため、図１Ａにおける保護カバーを改善する必要がある。改善後の保護カバーには
、少なくとも２つの磁石を有する磁気体が設け、保護カバーが電子機器のディスプレイを
覆う場合、少なくとも１つの磁石の磁力線がホールセンサーを通過するように構成される
。
【００２９】
　１つの実現形態において、磁気体は、第１磁石と第２磁石とを備え、第１磁石と第２磁
石とは、保護カバーが電子機器のディスプレイを覆う場合、第１磁石と第２磁石とのディ
スプレイにおける投影とホールセンサーとが同一の直線に位置されると共に、第１磁石の
投影と第２磁石の投影とがホールセンサーの両側に対称に位置されるように設置される。
そして、保護カバーの左右移動によって、ホールセンサーを通過する磁力線に悪影響を与
えないために、保護カバーが電子機器のディスプレイを覆う場合、第１磁石と第２磁石と
を連結してなる直線は、ディスプレイの横方向と平行するように設置される。また、保護
カバーの上下移動によって、ホールセンサーを通過する磁力線に悪影響を与えないために
、第１磁石と第２磁石とを連結してなる直線は、ディスプレイの縦方向と平行するように
設置される。
【００３０】
　例えば、例示的な他の実施例に係る保護カバーを備える機器及び保護カバーが閉じられ
た様子を示す模式図である、図２Ａを参照する。図２Ａにおいて、保護カバーｂ２には第
１磁石ｂ２２と第２磁石ｂ２４とが設けられ、電子機器Ｂ４にはホールセンサーＨが設け
られる。図２Ａにおける保護カバーが閉じられた後、第１磁石と第２磁石との磁力線の両
者がホールセンサーを通過している様子を示す模式図である図２Ｂに示されるように、保
護カバーｂ２が電子機器Ｂ４のディスプレイを正面から覆う、即ち、第１磁石ｂ２２と第
２磁石ｂ２４との投影がそれぞれホールセンサーＨの両側に位置する場合、図２Ｂにおい
て、第１磁石ｂ２２と第２磁石ｂ２４との磁力線の両者がホールセンサーＨを通過してい
る。
【００３１】
　さらに、例えば、図２Ａにおける保護カバーが閉じられた後、第２磁石の磁力線がホー
ルセンサーを通過している様子を示す模式図である図２Ｃに示されるように、図２Ａにお
ける保護カバーｂ２は、電子機器Ｂ４のディスプレイを覆い、且つ左側に移動した、即ち
、第１磁石ｂ２２がホールセンサーＨから離間されると共に、第２磁石ｂ２４がホールセ
ンサーに近づく場合、第１磁石ｂ２２がホールセンサーＨから離間されたので、第１磁石
ｂ２２の磁力線がホールセンサーを通過しなくなるが、第２磁石ｂ２４がホールセンサー
に近づいてなるので、第２磁石ｂ２４の磁力線が依然としてホールセンサーＨを通過する
。
【００３２】
　さらに、例えば、図２Ａにおける保護カバーが閉じられた後、第１磁石の磁力線がホー
ルセンサーを通過している様子を示す模式図である図２Ｄに示されるように、図２Ａにお
ける保護カバーｂ２が電子機器Ｂ４のディスプレイを覆い、且つ右側に移動した、即ち第
１磁石ｂ２４がホールセンサーＨに近づき、第２磁石ｂ２４がホールセンサーＨから離間
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される場合、第２磁石ｂ２４がホールセンサーＨから離間されたので、第２磁石ｂ２４の
磁力線がホールセンサーを通過しなくなるが、第１磁石ｂ２２がホールセンサーに近づい
てなるので、第１磁石ｂ２２の磁力線が依然としてホールセンサーＨを通過する。
【００３３】
　保護カバーが電子機器のディスプレイを覆う場合、第１磁石と第２磁石との投影を連結
してなる直線と当該ディスプレイの横方向とがなす角は、任意値であってもよい。例示的
な実施例における保護カバーが閉じられた後、２つの磁石とホールセンサーとの相対的な
位置関係を示す模式図である図２Ｅに示されるように、第１磁石ｂ２２と第２磁石ｂ２４
とのそれぞれのディスプレイＰにおける投影を連結してなる直線Ｌと、ディスプレイＰの
横方向とが、一定の角をなす。当該角が０度であり、この場合、直線ＬがディスプレイＰ
の横方向と平行するようにされることが可能である。当該角が９０度であり、この場合、
直線ＬがディスプレイＰの縦方向と平行するようにされることが可能である。当該角が０
度よりも大きく且つ９０度よりも小さくてもよい。
【００３４】
　その他の実現形態において、磁気体は、少なくとも２対の磁石を備え、各対の磁石は、
保護カバーが電子機器のディスプレイを覆いた場合、各対の磁石のディスプレイにおける
投影がホールセンサーの両側に対称に位置されるように設置されることができる。磁気体
における任意な２対の磁石における第１対の磁石を連結してなる直線と、第２対の磁石を
連結してなる直線とがなす角の最小値は、０よりも大きくなることが好ましい。即ち、磁
気体は、偶数個（例えば２個、４個、6個等）の磁石を備え、保護カバーが電子機器のデ
ィスプレイを覆いた場合、保護カバーにおける各対の磁石の投影がホールセンサーの両側
に対称に位置されることにより、保護カバーが、各対の磁石の投影を連結してなる直線に
移動すると、当該対の磁石における少なくとも１つの磁石の磁力線がホールセンサーを通
過することを確保することができる。当然、各対の磁石について、図２Ｂ、図２Ｃ及び図
２Ｄの全てを参照することができる。
【００３５】
　例えば、例示的な実施例における保護カバーが閉じられた後、４つの磁石とホールセン
サーとの間の相対的な位置関係を示す模式図である図３に示されるように、磁気体は、対
となる第１磁石ａ１と第２磁石ａ２、及び対となる第三磁石ａ３と第四磁石ａ４を備える
。保護カバーが閉じられた後、第１磁石ａ１と第２磁石ａ２との投影がそれぞれホールセ
ンサーＨの左右両側に位置し、即ち、第１磁石ａ１と第２磁石ａ２との投影を連結してな
る直線Ｌ１がディスプレイＰの横方向と平行するとともに、第三磁石ａ３と第四磁石ａ４
との投影がそれぞれホールセンサーＨの上下両側に位置し、即ち、第三磁石ａ３と第四磁
石ａ４との投影を連結してなる直線Ｌ２がディスプレイＰの縦方向と平行する。当然、直
線Ｌ１及び直線Ｌ２とディスプレイＰの横方向とがなす角は、その他の角度であってもよ
い。
【００３６】
　以上のことにより、本発明にかかる保護カバー及び当該保護カバーを備える機器につい
て、保護カバーには、少なくとも２つの磁石が設けられることによって、保護カバーがデ
ィスプレイを覆い移動したとき、この２つの磁石のうち少なくとも１つの磁石の磁力線が
電子機器におけるホールセンサーを通過するので、従来の関連技術における磁石強度を強
くすると電子コンパスの安定性に悪影響を与える課題を解決することができる。保護カバ
ーがディスプレイを覆う場合、設けられた少なくとも２つの磁石のうち少なくとも１つの
磁石の磁力線が電子機器におけるホールセンサーを通過するので、保護カバーが移動して
も、その中の１つの磁石の磁力線がホールセンサーを通過することができる。そのため、
磁石強度を強くせず、画面ロックとその解除とを確実に行うことを確保することができる
。
【００３７】
　同業者にとって、明細書及び本発明を実施した後、本発明の他の実施形態を容易に想到
することができる。本願は、本発明の任意な変更、用途或は適応的な変化を含む。これら
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の変更、用途或は適応的な変化は、本発明の汎用な原理に従い、本発明に記載していない
本技術分野における公知常識或は慣用技術手段を含む。明細書と実施例は、例示的なもの
だけであり、本発明の範囲と主旨が特許請求の範囲によって規定されるべきである。
【００３８】
　本発明は、上記の説明且つ図面に示す詳細な構成に限定されず、その範囲内に各種の修
正と変更をできる。本発明の範囲は、特許請求の範囲だけで限定されると理解すべきであ
る。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図２Ｅ】 【図３】
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