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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ホイストに装着された加速度計と、
前記加速度計からの読み取り値を基準データと比較して前記ホイストの位置を判定するた
めの制御ユニットであって、較正モードにおいて前記ホイストの様々な垂直位置に対して
前記加速度計からの読み取り値を前記基準データとして較正する、制御ユニットと、
前記ホイストを上下に移動させるための駆動システムと、
前記制御ユニットからの制御信号によってスイッチオンまたはスイッチオフされる継電器
であって、前記継電器がスイッチオンされると、電力が前記駆動システムに供給され、前
記継電器がスイッチオフされると、前記駆動システムへの電力が切断される継電器と、
を含むホイスト位置決めシステム。
【請求項２】
遠隔赤外線送信機から目的フロア入力を受信するための赤外線受信機をさらに含み、前記
目的フロアに到達したと前記制御ユニットが判定した場合に、前記制御ユニットが、前記
継電器をスイッチオフする制御信号を送信する、請求項１に記載のホイスト位置決めシス
テム。
【請求項３】
遠隔制御ユニットと通信するための無線モジュールをさらに含む、請求項１に記載のホイ
スト位置決めシステム。
【請求項４】
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遠隔制御ユニットと通信するための無線受信機をさらに含み、目的フロア入力が、前記無
線受信機を介して前記遠隔制御ユニットから受信され、前記目的フロアに到達したと前記
制御ユニットが判定した場合に、前記制御ユニットが、前記継電器をスイッチオフする制
御信号を送信する、請求項１に記載のホイスト位置決めシステム。
【請求項５】
前記制御ユニットが前記ホイストに取り付けられる、請求項１に記載のホイスト位置決め
システム。
【請求項６】
前記制御ユニットが、較正モードおよび運転モードで動作可能である、請求項１に記載の
ホイスト位置決めシステム。
【請求項７】
前記継電器がＳＣＲである、請求項１に記載のホイスト位置決めシステム。
【請求項８】
ホイストに装着された加速度計と、
前記ホイストを上下に移動させるための駆動システムと、
前記駆動システムを制御する信号を発するための制御ユニットであって、較正モードおよ
び運転モードで動作可能な制御ユニットと、
を含むホイスト位置決めシステムであって、
前記較正モードにおいて、前記制御ユニットが、前記ホイストの様々な垂直位置に対して
前記加速度計からの第１の読み取り値を基準データとして較正し、前記運転モードにおい
て、前記制御ユニットが、前記加速度計からの第２の読み取り値と前記基準データとの比
較に基づいて、前記ホイストを特定の垂直位置に移動させるホイスト位置決めシステム。
【請求項９】
遠隔赤外線送信機から目的フロア入力を受信するための赤外線受信機をさらに含み、前記
制御ユニットが、前記加速度計からの読み取り値および前記基準データに基づいて、前記
ホイストを前記目的フロアに移動させる、請求項８に記載のホイスト位置決めシステム。
【請求項１０】
前記駆動システム用の高電圧源をさらに含む、請求項８に記載のホイスト位置決めシステ
ム。
【請求項１１】
前記制御ユニットからの制御信号によってスイッチオンまたはスイッチオフされる継電器
をさらに含み、前記継電器がスイッチオンされると、電力が、高電圧源から前記駆動シス
テムに供給され、前記継電器がスイッチオフされると、前記高電圧源から前記駆動システ
ムへの電力が切断される、請求項８に記載のホイスト位置決めシステム。
【請求項１２】
前記継電器がＳＣＲである、請求項１１に記載のホイスト位置決めシステム。
【請求項１３】
遠隔制御ユニットと通信するための無線モジュールをさらに含む、請求項８に記載のホイ
スト位置決めシステム。
【請求項１４】
遠隔制御ユニットと通信するための無線受信機をさらに含み、目的フロア入力が、前記無
線受信機を介して前記遠隔制御ユニットから受信され、前記目的フロアに到達したと前記
制御ユニットが判定した場合に、前記制御ユニットが、前記継電器をスイッチオフする制
御信号を送信する、請求項１１に記載のホイスト位置決めシステム。
【請求項１５】
様々な垂直位置に対してホイストを制御し、および前記ホイストの様々な垂直位置に対し
て、前記ホイストに装着された加速度計からの第１の読み取り値を基準データとして較正
することと、
前記ホイストについて目的垂直位置を受信することと、
前記加速度計からの第２の読み取り値と前記基準データとの比較に基づいて、前記ホイス
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トを前記目的垂直位置に移動させることと、
を含むホイスト位置決め方法。
【請求項１６】
前記ホイストを前記目的垂直位置に移動させることが、継電器をスイッチオンして、高電
圧源からの電力が前記ホイスト用の駆動システムに供給されるようにすることを含む、請
求項１５に記載のホイスト位置決め方法。
【請求項１７】
前記ホイストを前記目的垂直位置に移動させることが、継電器をスイッチオンして、高電
圧源からの電力が前記ホイスト用の駆動システムに供給されるようにすること、および前
記目的垂直位置に到達した場合に、前記継電器をスイッチオフすることを含む、請求項１
５に記載のホイスト位置決め方法。
【請求項１８】
前記動作プロセスが、前記加速度計からの前記読み取り値と前記基準データとの比較に基
づいて、前記目的垂直位置に到達したかどうかを判定することをさらに含む、請求項１５
に記載のホイスト位置決め方法。
【請求項１９】
前記ホイスト用の前記目的垂直位置が、前記ホイスト上で操作される入力装置から受信さ
れる、請求項１５に記載のホイスト位置決め方法。
【請求項２０】
前記ホイスト用の前記目的垂直位置が、前記ホイストから離れた位置で操作される入力装
置から受信される、請求項１５に記載のホイスト位置決め方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
背景
　本明細書において特段の表示がなければ、この節で説明するアプローチは、本出願にお
ける特許請求の範囲に対する先行技術ではなく、この節に含まれることによって先行技術
であるとは認められない。
【背景技術】
【０００２】
　ホイスト（hoist）は、荷を吊り上げるための機構である。それは、地面とより高いフ
ロアとの間、およびフロア間で建設材料、器材および作業員を迅速に運搬するために、大
規模な建設プロジェクトにおいて用いられる。ホイストには、一般に、１つまたは２つの
ゴンドラ（car）が含まれるが、これらのゴンドラは、電動ラックアンドピニオンシステ
ムを用い、積み重ね式マスト部に沿って垂直に移動する。ゴンドラは、ラックアンドピニ
オンシステムの電動ピニオンに電力を供給する高電圧源を装備している。ホイストの位置
決めは、様々な位置を有するレバーを用いて実行される。１つのレバー位置において、ホ
イストは上昇する。別の位置において、ホイストは下降する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
図面の簡単な説明
　本開示の前述および他の特徴は、添付の図面と共に理解すれば、以下の説明および添付
の特許請求の範囲からより完全に明らかになろう。これらの図面は、本開示に従って、い
くつかの実施形態だけを示し、したがって、その範囲を限定すると見なすべきではない。
本開示は、添付の図面の利用を介し、追加的な特殊性および詳細を用いて説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】建設中の複数階の建物に関連して、本開示の実施形態によるホイストシステムを
示す。
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【図２】マスト部の平行レールに沿って移動するように取り付けられたホイストおよびホ
イストの駆動システムを示す。
【図３】図２のホイストにおける電気コンポーネントのブロック図である。
【図４】垂直位置決めのために図２のホイストを較正するためのプロセスを示す流れ図で
ある。
【図５】図２のホイストを位置決めするためのプロセスを示す流れ図であり、全ては、本
開示の少なくともいくつかの実施形態に従って配列される。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
詳細な説明
　以下の詳細な説明において、説明の一部を形成する添付の図面を参照する。図面におい
て、同様の符号は、文脈によって特に指示されない限り、典型的には同様のコンポーネン
トを識別する。詳細な説明、図面および特許請求の範囲において説明される例示的な実施
形態は、限定的であるようには意図されていない。本明細書で提示される主題の趣旨また
は範囲から逸脱せずに、他の実施形態を用いてもよく、他の変更を行ってもよい。本明細
書において一般的に説明され、かつ図に示されているように、本開示の態様が、多種多様
の異なる構成に配列、代用、結合および設計することができ、これらの全てが、明確に考
察され、本開示の一部を形成することが、容易に理解されよう。
【０００６】
　本開示は、とりわけ、ホイスト位置決めシステムおよび方法に関する。本開示の実施形
態によれば、ホイスト位置決めシステムには、ホイストに装着された加速度計と、加速度
計からの信号を処理し、処理した信号を基準データと比較してホイストの位置を判定する
ための制御ユニットと、ホイストを上下に移動させるための駆動システムと、制御ユニッ
トからの制御信号によってスイッチオンおよびスイッチオフされる継電器と、が含まれる
。継電器がスイッチオンされると、電力が高電圧源から駆動システムに供給され、ホイス
トが上方または下方に駆動される。継電器がスイッチオフされると、高電圧源から駆動シ
ステムへの電力が切断され、ホイストは、上昇または下降を停止する。
【０００７】
　図１は、建設中の複数階の建物に関連して、本開示の実施形態によるホイストシステム
を示す。複数階の建物１０は、複数のフロアを有するように建設されている。マスト部２
０は、複数階の建物１０に隣接して位置し、ホイスト１００用の支持体を提供し、ホイス
ト１００は、マスト部２０に沿って上下に移動して、地面と複数階の建物１０のより高い
フロアとの間、および複数階の建物１０のフロア間で、建設材料、器材および作業員を迅
速に運搬する。
【０００８】
　図２は、マスト部の平行レールに沿って移動するように取り付けられたホイストおよび
ホイストの駆動システムを示す。マスト部２０（図２には、その一部だけが示されている
）には、第１のレール２１および第２のレール２２が含まれ、ホイスト１００は、これら
のレールに沿い、ラックアンドピニオンシステムを介して移動する。ラックギアは、第１
のレール２１および第２のレール２２に設けられている。ピニオンギアは、ギアボックス
２１１、２１２に設けられている。モータ２１０が、シャフト２１５を介してピニオンギ
アを駆動し、かつボックス２２０に含まれる高電圧源によって電力を供給される。モータ
２１０が、第１の方向に回転すると、ホイスト１００は、レールを上昇する。モータ２２
０が、第１の方向と反対の第２の方向に回転すると、ホイスト１００は、レールを下降す
る。モータ２２０が、電力を供給されず、どちらの方向にも回転しない場合には、ブレー
キシステム（図示せず）が、重力に抗してホイスト１００を適所に保持する。レバー２３
０は、第１の方向にモータ２２０を回転させる上昇方向か、または第２の方向にモータ２
２０を回転させる下降方向に操作することができる。レバー２３０が、その中立位置（上
昇でも下降でもない）にある場合には、電力はモータ２２０に供給されず、ブレーキシス
テムは、重力に抗してホイスト１００を適所に保持する。
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【０００９】
　図３は、図２のホイストにおける電気コンポーネントのブロック図である。電気コンポ
ーネントは、ボックス２２０内に収容され、かつＳＣＲ３０４（またはより一般的には継
電器）を介して電力を供給する高電圧源３０２および高電圧線３０６を含む。ＳＣＲ３０
４は、制御ユニット３１０から来る低電圧信号によって、オンまたはオフを制御される。
この構成を用いれば、高電圧システムは、オペレータの安全性を向上させるために、低電
圧を用いて制御することができる。例示的な低電圧は、５ボルトであってもよく、ホイス
トに電力を供給する際の例示的な高電圧は、３８０ボルトであってもよい。制御ユニット
３１０は、プログラム可能なシングルチップマイクロコンピュータである。制御ユニット
３１０は、加速度計３２０からの電圧信号を処理し、メモリユニット３３０に対してデー
タを読み書きし、かつ無線モジュール３４０と通信するようにプログラムされる。加速度
計３２０は、ホイスト１００の上方／下方への加速を感知し、感知された加速に対応する
電圧レベルを有する電圧信号を制御ユニット３１０に出力する。無線モジュール３４０に
は、対応する赤外線（ＩＲ）送信機を装備した遠隔制御装置からの制御入力を受信するた
めのＩＲ受信機、および制御室のベースユニットと通信するためのＲＦトランシーバが含
まれる。
【００１０】
　制御ユニット３１０は、較正モードまたは運転モードのどちらかで動作する。遠隔制御
装置には、較正モードと運転モードとの間で制御ユニット３１０を切り替えるモード選択
ボタンが含まれる。較正モード中に、ホイスト１００は、各建物レベルにおいて手動で位
置決めされ、このプロセス中に加速度計３２０から出力された電圧信号は、制御ユニット
３１０によって処理され、処理された信号は、メモリ３３０に記録される。運転モード中
に、ホイスト１００は、移動中に加速度計３２０から出力された電圧信号を記録データと
比較することによって、特定の建物レベルへ移動される。
【００１１】
　図４は、垂直位置決め用に図２のホイストを較正するためのプロセスを示す流れ図であ
る。このプロセスは、遠隔制御装置を介して入力された、ホイスト１００についての所望
のフロアレベルに対して、オペレーション４１０で始まる。次に、オペレーション４１２
において、制御ユニット３１０は、加速度計３２０から出力された電圧信号の処理を開始
する。オペレーション４１４において、ＳＣＲ３０４などの継電器を介して、制御ユニッ
ト３１０は、レバー２３０に、ホイスト１００を所望のフロアレベルへ移動させる（オペ
レーション４１４）。電圧信号の処理は、所望のフロアに到達した後で、オペレーション
４１６において終了される。追加的なフロアが較正される場合には（オペレーション４１
８）、プロセスフローは、オペレーション４１０に戻る。全ての建物フロアが対処される
まで、オペレーション４１０、４１２、４１４、４１６が繰り返される。
【００１２】
　図５は、図２のホイストを位置決めするためのプロセスを示す流れ図である。このプロ
セスは、制御ユニット３１０によって実行され、目的フロアを示す遠隔制御入力の受信と
共に、オペレーション５１０において開始する。次に、オペレーション５１２において、
制御ユニット３１０は、加速度計３２０から出力された電圧信号の処理を開始する。ＳＣ
Ｒ３０４は、オペレーション５１４においてスイッチオンされる。これは、制御ユニット
３１０によって出力される低電圧信号によって行われる。ＳＣＲ３０４がスイッチオンさ
れると、電力が、高電圧源３０２からモータ２１０に供給される。電力に加えて、制御信
号が、モータ２１０に出力されて、モータ回転の方向を制御する。ホイスト１００が移動
されるにつれて、制御ユニット３１０は、加速度計３２０から出力された電圧信号を連続
的に処理し、それらを記録データと比較して（オペレーション５１６）、目的フロアに到
達したかどうかを判定する（オペレーション５１８）。目的フロアに到達した場合には、
ＳＣＲ３０４はスイッチオフされて、モータ２１０への電力を切断する（オペレーション
５２０）。これもまた、制御ユニット３１０によって出力される低電圧信号によって行わ
れる。目的フロアに到達していない場合には、制御ユニット３１０は、加速度計３２０か
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ら出力された電圧信号を引き続き処理し、それらを記録データと比較する。
【００１３】
　代替の実施形態において、ホイスト位置の較正および制御は、無線モジュール３４０を
介し、制御室において遠隔で実行することができる。また、制御ユニット３１０およびメ
モリ３３０は、ボックス２２０から取り外し、制御室に配置することができる。この構成
は、ホイストにおけるデータケーブルの設置を回避し、スタンドアロンモジュールとして
実現することができるが、これは、既存のホイストを修正する場合に有利である。また、
それは、使用が簡単かつ便利である。
【００１４】
　上記のホイスト位置決めシステムおよび方法を用いれば、ホイストは、正確に自動で、
かつ要望があれば遠隔位置からさえも位置決めすることができる。その結果、正確なホイ
スト位置決めが、暗い環境および視界不良の気象条件においてさえ可能になる。上記のホ
イスト位置決めシステムおよび方法を用いれば、ホイストオペレータの訓練もまた、より
容易かつより安全になる。
【００１５】
　システム態様のハードウェアおよびソフトウェアインプリメンテーション間に残される
区別は、ほとんどない。ハードウェアまたはソフトウェアの使用は、一般に（しかし、あ
る文脈において、ハードウェアおよびソフトウェア間の選択が重要になり得るという点で
、常にではない）、コスト対効率のトレードオフを表わす設計選択である。本明細書で説
明するプロセスならびに／またはシステムならびに／または他の技術（例えば、ハードウ
ェア、ソフトウェアおよび／もしくはファームウェア）を実現できる様々な手段（vehicl
e）があり、好ましい手段は、プロセスおよび／またはシステムおよび／または他の技術
が実施される文脈に応じて変わる。例えば、開発者が、速度および精度が最も重要である
と決定する場合には、開発者は、主にハードウェアおよび／またはファームウェア手段を
選択してもよい。柔軟性が最も重要である場合には、開発者は、主にソフトウェアインプ
リメンテーションを選択してもよい。またはさらに再び、代替として、開発者は、ハード
ウェア、ソフトウェアおよび／またはファームウェアのある組み合わせを選択してもよい
。
【００１６】
　前述の詳細な説明は、ブロック図、流れ図および／または例の使用を介して、装置およ
び／またはプロセスの様々な実施形態を説明した。かかるブロック図、流れ図および／ま
たは例が、１つまたは複数の機能および／または動作を含む限り、かかるブロック図、流
れ図または例の内の各機能および／または動作は、広範囲なハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェアまたは実質的にそれらの任意の組み合わせによって、個別にかつ／また
は集合的に実行できることが、当業者によって理解されよう。一実施形態において、本明
細書で説明する主題のいくつかの部分は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）または
他の統合フォーマットを介して実行してもよい。しかしながら、当業者は、次のことを理
解されよう。すなわち、本明細書で開示する実施形態のいくつかの態様は、全体的にまた
は部分的に、１つまたは複数のコンピュータ上を走行する１つもしくは複数のコンピュー
タプログラムとして（例えば、１つもしくは複数のコンピュータシステム上を走行する１
つもしくは複数のプログラムとして）、１つもしくは複数のプロセッサ上を走行する１つ
もしくは複数のプログラムとして（例えば、１つもしくは複数のマイクロプロセッサ上を
走行する１つもしくは複数のプログラムとして）、ファームウェアとして、または実質的
にこれらの任意の組み合わせとして、集積回路上で同等に実行できることと、回路の設計
ならびに／またはソフトウェアおよび／もしくはファームウェア用のコードの書き込みが
、本開示に照らして、当該技術分野の技術における一技術内に十分に入ることとを理解さ
れよう。さらに、当業者は、次のことを理解されよう。すなわち、本明細書で説明する主
題の機構は、様々な形態におけるプログラム製品として分配できること、および本明細書
で説明する主題の例示的な実施形態が、実際に分配を実行するために用いられる特定のタ
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イプの信号担持媒体に関係なく適用されることを理解されよう。信号担持媒体の例には、
限定するわけではないが、次のものが含まれる。すなわち、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスクドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルビデオディスク
（ＤＶＤ）、デジタルテープ、コンピュータメモリなどの記録可能なタイプの媒体、なら
びにデジタルおよび／またはアナログ通信媒体（例えば、光ファイバケーブル、導波路、
有線通信リンク、無線通信リンク等）などの送信タイプの媒体が含まれる。
【００１７】
　本明細書に記載の方法で装置および／またはプロセスを説明し、その後、かかる説明し
た装置および／またはプロセスをデータ処理システムに統合するためにエンジニアリング
の手法を用いることが、当該技術分野において普通であることを、当業者は理解されよう
。すなわち、本明細書で説明する装置および／またはプロセスの少なくとも一部は、合理
的な実験量を介して、データ処理システムに統合することができる。当業者は、次のこと
を理解されよう。すなわち、典型的なデータ処理システムには、一般に、１つまたは複数
のシステムユニットハウジングと、ビデオ表示装置と、揮発性および不揮発性メモリなど
のメモリと、マイクロプロセッサおよびデジタル信号プロセッサなどのプロセッサと、オ
ペレーティングシステムなどの計算エンティティと、ドライバと、グラフィカルユーザイ
ンタフェースおよびアプリケーションプログラムと、タッチパッドまたはスクリーンなど
の１つまたは複数の対話装置と、フィードバックループおよび制御モータ（例えば、位置
および／または速度を感知するためのフィードバック、ならびにコンポーネントおよび／
または量を移動しかつ／または調整するための制御モータ）を含む制御システムと、が含
まれることを理解されよう。典型的なデータ処理システムは、データ計算／通信および／
またはネットワークコンピューティング／通信システムにおいて典型的に見出されるコン
ポーネントなど、任意の適切な市販のコンポーネントを用いて実現してもよい。
【００１８】
　本明細書で説明する主題は、時には、他の異なるコンポーネント内に含まれるかまたは
それらに接続された異なるコンポーネントを示す。このように表現されたアーキテクチャ
が、単に例示的であること、および実際には、同じ機能を実現する他の多くのアーキテク
チャを実現できることを理解されたい。概念的な意味で、同じ機能を実現するコンポーネ
ントの任意の配置が、所望の機能を実現するように効果的に「関連づけられる」。したが
って、特定の機能を実現するために本明細書において結合された任意の２つのコンポーネ
ントは、アーキテクチャまたは中間コンポーネントに関係なく、所望の機能を実現するよ
うに互いに「関連づけられる」と見なすことができる。同様に、そのように関連づけられ
た任意の２つのコンポーネントはまた、所望の機能を実現するために、互いに「動作可能
に接続される」または「動作可能に結合される」と見なすことができ、このように関連づ
けることができる任意の２つのコンポーネントはまた、所望の機能を実現するために、互
いに「動作可能に結合可能である」と見なすことができる。動作可能に結合可能な特定の
例には、限定するわけではないが、物理的に結合可能なおよび／または物理的に対話する
コンポーネント、ならびに／または無線で対話可能なおよび／または無線で対話するコン
ポーネント、ならびに／または論理的に対話するおよび／または論理的に対話可能なコン
ポーネントが含まれる。
【００１９】
　本明細書において、実質的に任意の複数形および／または単数形の用語の使用に関連し
て、当業者は、文脈および／または適用例に適切であるように、複数形から単数形へ、お
よび／または単数形から複数形へ翻訳することができる。様々な単数形／複数形の変更は
、明瞭にするために本明細書においてはっきりと説明してもよい。
【００２０】
　一般に、本明細書および特に添付の特許請求の範囲（例えば、添付された特許請求の範
囲の本文）で用いられる用語は、一般に、「開放」用語（例えば、用語「含んでいる（in
cluding）」は、「含んでいるが、しかしそれに限定されるわけではない」と解釈すべき
であり、用語「有する（having）」は、「少なくとも有する」と解釈すべきであり、用語



(8) JP 5394866 B2 2014.1.22

10

20

30

「含む（includes）」は、「含むが、しかしそれに限定されるわけではない」と解釈すべ
きである等）として意図されていることが、当業者によって理解されよう。さらに当業者
であれば、特定数の導入されたクレームレシテーション（claim recitation）が意図的で
ある場合には、かかる意図が、そのクレームにおいて明示的に挙げられ、かかるレシテー
ションがなければ、かかる意図が存在しないことを理解されよう。例えば、理解の助けと
して、以下の添付された特許請求の範囲には、クレームレシテーションを導入するために
、導入句「少なくとも１つの」および「１つまたは複数の」の使用を含んでもよい。しか
しながら、かかる句の使用は、次のことを意味すると解釈すべきでない。すなわち、不定
冠詞「a」または「an」によるクレームレシテーションの導入は、かかる導入されたクレ
ームレシテーションを含む任意の特定のクレームを、ただ１つのかかるレシテーションを
含む発明に限定することを意味すると解釈すべきでない。たとえ同じクレームが、導入句
「１つもしくは複数の」または「少なくとも１つの」、ならびに不定冠詞「a」または「a
n」（例えば、「a」および／または「an」は、典型的には、「少なくとも１つの」または
「１つもしくは複数の」を意味すると解釈すべきである）を含む場合であっても同様であ
る。同じことが、クレームレシテーションを導入するために用いられる定冠詞の使用にも
当てはまる。さらに、たとえ導入されたクレームレシテーションの特定の数が、明示的に
挙げられている場合であっても、当業者は、かかるレシテーションが、典型的には、少な
くとも挙げられた数を意味するように解釈されるべきであると理解されよう（例えば、他
の修飾語がない「２つのレシテーション」のベアレシテーション（bare recitation）は
、少なくとも２つのレシテーション、または２つ以上のレシテーション意味する）。さら
に、「Ａ、ＢおよびＣの少なくとも１つ、等」に類似した慣用語が用いられる例において
、一般に、かかる構成は、当業者がかかる慣用語を理解するであろう意味に意図されてい
る（例えば、「Ａ、ＢおよびＣの少なくとも１つを有するシステム」は、限定するわけで
はないが、Ａだけ、Ｂだけ、Ｃだけ、ＡおよびＢを一緒に、ＡおよびＣを一緒に、Ｂおよ
びＣを一緒に、ならびに／またはＡ、ＢおよびＣを一緒に有するシステムを含む、等）。
「Ａ、ＢおよびＣの少なくとも１つ、等」に類似した慣用語が用いられる例において、一
般に、かかる構成は、当業者がかかる慣用語を理解するであろう意味に意図されている（
例えば、「Ａ、ＢおよびＣの少なくとも１つを有するシステム」は、限定するわけではな
いが、Ａだけ、Ｂだけ、Ｃだけ、ＡおよびＢを一緒に、ＡおよびＣを一緒に、ＢおよびＣ
を一緒に、ならびに／またはＡ、ＢおよびＣを一緒に有するシステムを含む、等）。２つ
以上の代替用語を表す実質的に任意の離接語および／または句は、説明、特許請求の範囲
または図面にあっても、用語の１つ、用語のどちらか、または両方の用語を含む可能性を
考慮するように理解すべきである。例えば句「ＡまたはＢ」は、「Ａ」もしくは「Ｂ」、
または「ＡおよびＢ」の可能性を含むように理解されよう。
【００２１】
　本明細書において様々な態様および実施形態を開示したが、他の態様および実施形態が
、当業者には明らかであろう。本明細書で開示される様々な態様および実施形態は、例示
のためであり、限定的であるようには意図されておらず、真の範囲および趣旨は、以下の
特許請求の範囲によって示される。
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