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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイク端子とグランド端子との何れか一方である第一の端子と、前記マイク端子とグラ
ンド端子と何れか他方である第二の端子とを有し、携帯端末のイヤホンジャックと接続さ
れているオーディオインターフェイスの自己適応方法であって、
　前記第一の端子と前記第二の端子との電圧差の絶対値は第一の閾値より小さいと判断し
た場合、オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の識別作業を実行しない
ステップと、
　前記第一の端子と前記第二の端子との電圧差の絶対値は前記第一の閾値より大きい値を
有する第二の閾値以上であると判断した場合、電圧差の正負によってオーディオインター
フェイスの第一の端子と第二の端子との種類を判定し、前記電圧差の絶対値は前記第二の
閾値以上であり、且つ前記電圧差は正である場合、前記第一の端子はマイク端子であり、
前記第二の端子はグランド端子であると判定し、前記電圧差の絶対値は前記第二の閾値以
上であり、且つ前記電圧差は負である場合、前記第一の端子はグランド端子であり、前記
第二の端子はマイク端子であると判定するステップと、
　識別された前記グランド端子を共通グランドに接続するステップと、を含む
　ことを特徴とするオーディオインターフェイスの自己適応方法。
【請求項２】
　前記第二の閾値は前記第一の閾値より大きい、且つ前記電圧差の絶対値は第一の閾値と
第二の閾値との間にあると判断した場合、
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　オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子との識別を実行せず、又は、オ
ーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子との識別を実行し、
　オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子との識別を実行するとき、電圧
差の正負によってオーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子との種類を判定
する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記判定された前記グランド端子を共通グランドに接続するステップは、スイッチモジ
ュールによって、前記スイッチモジュールの入力端子に接続されている識別された前記オ
ーディオインターフェイスのグランド端子を前記スイッチモジュールの出力端子に接続さ
れている共通グランドに接続する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　さらに、識別された前記マイク端子をオーディオ情報入力装置に接続するステップ、を
含む
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記電圧差は、
　前記第一の端子と前記第二の端子との電圧差を直接測定することにより、または前記第
一の端子の電圧と前記第二の端子の電圧の基準電圧に対する電圧値をそれぞれ測定し、測
定した電圧の差を計算することにより算出される、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記電圧差の比較は、トランジスタ、比較器、及びプロセッサの何れか１つ又は複数の
組み合わせによって実現される
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　マイク端子とグランド端子との何れか一方である第一の端子と、前記マイク端子とグラ
ンド端子と何れか他方である第二の端子とを有し、携帯端末のイヤホンジャックと接続さ
れているオーディオインターフェイスを含むオーディオインターフェイスの自己適応装置
であって、
　判断モジュールとスイッチモジュールとを含み、
　前記判断モジュールは、前記第一の端子と前記第二の端子との電圧差の絶対値は第一の
閾値より小さいと判断した場合、オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子
の識別を実行せず、前記第一の端子と前記第二の端子との電圧差の絶対値は前記第一の閾
値より大きい値を有する第二の閾値以上であると判断した場合、電圧差の正負によってオ
ーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子との種類を判定し、前記電圧差の絶
対値は前記第二の閾値以上であり、且つ前記電圧差は正である場合、前記第一の端子はマ
イク端子であり、前記第二の端子はグランド端子であると判定し、前記電圧差の絶対値は
前記第二の閾値以上であり、且つ前記電圧差は負である場合、前記第一の端子はグランド
端子であり、前記第二の端子はマイク端子であると判定するように構成されており、
　前記スイッチモジュールは、前記判断モジュールにより判定された前記グランド端子を
共通グランドに接続するように構成されている
　ことを特徴とするオーディオインターフェイスの自己適応装置。
【請求項８】
　前記判断モジュールは、前記第二の閾値は前記第一の閾値より大きい、且つ前記電圧差
の絶対値は第一の閾値と第二の閾値との間にあると判断した場合、
　オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の識別を実行せず、又は、オー
ディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の識別を実行し、
　オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の識別を実行するとき、電圧差
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の正負によってオーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の種類を判定する
　ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記スイッチモジュールは、前記スイッチモジュールの入力端子に接続されている識別
された前記オーディオインターフェイスのグランド端子を前記スイッチモジュールの出力
端子に接続されている共通グランドに接続する
　ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　識別された前記マイク端子をオーディオ情報入力装置に接続する
　ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第一の端子と前記第二の端子との電圧差を直接測定することにより、または前記第
一の端子の電圧と前記第二の端子の電圧の基準電圧に対する電圧値をそれぞれ測定し、測
定した電圧の差を計算することにより電圧差を算出する測定モジュールをさらに含む
　ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記判断モジュールは、トランジスタ、比較器、及びプロセッサの何れか１つ又は複数
の組み合わせを含む
　ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　請求項７乃至１２のいずれか１項に記載のオーディオインターフェイスの自己適応装置
を含むことを特徴とするオーディオ情報受信装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子技術分野に関し、特にオーディオインターフェイスの自己適応方法、装置
および電子署名キーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のオーディオ情報送信装置（例えば、携帯端末）のオーディオインターフェイス（
例えば、イヤホンジャック）とオーディオ情報受信装置（例えば、電子署名キー、オーデ
ィオ情報転送装置等のオーディオ出力端子でオーディオ情報を受信して処理するようなオ
ーディオ情報受信装置）のオーディオインターフェイスは通常、4極式インターフェイス
を用いる。その中に、第三の端子と第四の端子はオーディオ出力端子で、すなわち左チャ
ンネル端子と右チャンネル端子である。
【０００３】
　しかしながら、オーディオインターフェイスの相違によって第一の端子と第二の端子の
機能は異なり、第一の端子はマイク端子MICであり、第二の端子はグランド端子GNDであり
、および第一の端子はグランド端子GNDであり、第二の端子はマイク端子MICであるような
二種類のオーディオインターフェイスがある。
【０００４】
　上記の種類相違のオーディオインターフェイスがあるため、オーディオ情報送信装置の
オーディオインターフェイスとオーディオ情報受信装置のオーディオインターフェイスの
グランド端子が接続されない場合、オーディオ情報送信装置とオーディオ情報受信装置と
の間に正常に通信することができない。
【０００５】
　従って、異なるオーディオインターフェイスを有するオーディオ情報送信装置と正しく
整合できるオーディオ情報受信装置を設計し、または、音声や文字による報知機能付きオ
ーディオ情報受信装置によってユーザーにオーディオインターフェイスが整合するかどう
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かを知らせるため、オーディオ情報受信装置はオーディオインターフェイスの種類を識別
できることが必要である。これによって、それと接続されているオーディオ情報送信装置
のオーディオインターフェイスの種類を識別でき、識別されたグランド端子にオーディオ
情報受信装置のグランド端子を接続し、オーディオ情報送信装置とオーディオ情報受信装
置の間に正常な通信を行うことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、少なくとも上記の技術課題の一つを解決する、ことを目的とする。
【０００７】
　従って、本発明は、オーディオインターフェイスの自己適応方法を提供することを一つ
の目的とする。
【０００８】
　本発明は、オーディオインターフェイスの自己適応装置を提供することを別の目的とす
る。
【０００９】
　本発明は電子署名キーを提供することをさらに別の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の第一の形態は、マイク端子とグランド端子との
何れか一方である第一の端子と、前記マイク端子とグランド端子と何れか他方である第二
の端子とを有するオーディオインターフェイスの自己適応方法であって、前記第一の端子
と前記第二の端子との電圧差の絶対値は第一の閾値より小さいと判断した場合、オーディ
オインターフェイスの第一の端子と第二の端子の識別作業を実行しないステップと、前記
第一の端子と前記第二の端子との電圧差の絶対値は前記第一の閾値以上の値を有する第二
の閾値の以上であると判断した場合、電圧差の正負によってオーディオインターフェイス
の第一の端子と第二の端子との種類を判定し、前記電圧差の絶対値は前記第二の閾値の以
上であり、且つ前記電圧差は正である場合、前記第一の端子はマイク端子であり、前記第
二の端子はグランド端子であると判定し、前記電圧差の絶対値は前記第二の閾値の以上で
あり、且つ前記電圧差は負である場合、前記第一の端子はグランド端子であり、前記第二
の端子はマイク端子であると判定するステップと、識別された前記グランド端子を共通グ
ランドに接続するステップと、を含むオーディオインターフェイスの自己適応方法を提供
する。
【００１１】
　また、前記第二の閾値は前記第一の閾値より大きい、且つ前記電圧差の絶対値は第一の
閾値と第二の閾値との間にあると判断した場合、オーディオインターフェイスの第一の端
子と第二の端子との識別を実行せず、又は、オーディオインターフェイスの第一の端子と
第二の端子との識別を実行し、オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子と
の識別を実行するとき、電圧差の正負によってオーディオインターフェイスの第一の端子
と第二の端子との種類を判定する。
【００１２】
　また、前記判定された前記グランド端子を共通グランドに接続するステップは、スイッ
チモジュールによって、前記スイッチモジュールの入力端子に接続されている識別された
前記オーディオインターフェイスのグランド端子を前記スイッチモジュールの出力端子に
接続されている共通グランドに接続する。
【００１３】
　また、前記方法は、さらに、識別された前記マイク端子をオーディオ情報入力装置に接
続するステップを含む。
【００１４】
　また、前記電圧差は、前記第一の端子と前記第二の端子との電圧差を直接測定すること
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により、または前記第一の端子の電圧と前記第二の端子の電圧の基準電圧に対する電圧値
をそれぞれ測定し、測定した電圧の差を計算することにより算出される。
【００１５】
　また、前記電圧差の比較は、トランジスタ、比較器、及びプロセッサの何れか１つ又は
複数の組み合わせによって実現される。
【００１６】
　本発明の第二の方面の実施形態は、マイク端子とグランド端子との何れか一方である第
一の端子と、前記マイク端子とグランド端子と何れか他方である第二の端子とを有するオ
ーディオインターフェイスを含むオーディオインターフェイスの自己適応装置であって、
判断モジュールとスイッチモジュールとを含み、前記判断モジュールは、前記第一の端子
と前記第二の端子との電圧差の絶対値は第一の閾値より小さいと判断した場合、オーディ
オインターフェイスの第一の端子と第二の端子の識別を実行せず、前記第一の端子と前記
第二の端子との電圧差の絶対値は前記第一の閾値以上の値を有する第二の閾値の以上であ
ると判断した場合、電圧差の正負によってオーディオインターフェイスの第一の端子と第
二の端子との種類を判定し、前記電圧差の絶対値は前記第二の閾値の以上であり、且つ前
記電圧差は正である場合、前記第一の端子はマイク端子であり、前記第二の端子はグラン
ド端子であると判定し、前記電圧差の絶対値は前記第二の閾値の以上であり、且つ前記電
圧差は負である場合、前記第一の端子はグランド端子であり、前記第二の端子はマイク端
子であると判定するように構成されており、前記スイッチモジュールは、前記判断モジュ
ールにより判定された前記グランド端子を共通グランドに接続するように構成されている
オーディオインターフェイスの自己適応装置を提供する。
【００１７】
　また、前記判断モジュールは、さらに、前記第二の閾値は前記第一の閾値より大きい、
且つ前記電圧差の絶対値は第一の閾値と第二の閾値との間にあると判断した場合、
　オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の識別を実行せず、又は、オー
ディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の識別を実行し、オーディオインター
フェイスの第一の端子と第二の端子の識別を実行するとき、電圧差の正負によってオーデ
ィオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の種類を判定する。
【００１８】
　また、前記スイッチモジュールは、前記スイッチモジュールの入力端子に接続されてい
る識別された前記オーディオインターフェイスのグランド端子を前記スイッチモジュール
の出力端子に接続されている共通グランドに接続する。
【００１９】
　また、識別された前記マイク端子をオーディオ情報入力装置に接続する。
【００２０】
　また、前記装置は前記第一の端子と前記第二の端子との電圧差を直接測定することによ
り、または前記第一の端子の電圧と前記第二の端子の電圧の基準電圧に対する電圧値をそ
れぞれ測定し、測定した電圧の差を計算することにより電圧差を算出する測定モジュール
をさらに含む。
【００２１】
　また、前記判断モジュールは、トランジスタ、比較器、及びプロセッサの何れか１つ又
は複数の組み合わせを含む。
【００２２】
　本発明の第三の方面の実施形態は、前記のオーディオインターフェイスの自己適応装置
を含む電子署名キーを提供する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の実施形態により、低コストでそれに接続されるオーディオインターフェイスの
種類を正確に検出できる。また、検出されたグランド端子をオーディオ情報受信装置の共
通グランドに接続して、オーディオ情報送信装置とオーディオ情報受信装置との間はオー
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ディオインターフェイスを介して正常な通信を行うことができる。
【００２４】
　本発明の付加内容及び長所は以下の説明に部分的に体現され、一部は以下の説明で明瞭
になり、又は、本発明を実施することによって得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　本発明のこれらのおよび他の態様および利点は、添付図面を参照してなされる以下の説
明から明らかになり、より容易に認識される。
【００２６】
【図１】本発明の実施形態1のオーディオインターフェイスの自己適応方法のフローチャ
ートである。
【図２】本発明の実施形態2のオーディオインターフェイスの自己適応装置の模式図であ
る。
【図３】本発明の実施形態3のオーディオインターフェイスの自己適応装置の模式図であ
る。
【図４】本発明の実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置の第一の模式
図である。
【図５】本発明の実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置の第二の模式
図である。
【図６】本発明の実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置の第三の模式
図である。
【図７】本発明の実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置の第四の模式
図である。
【図８】本発明の実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置の第五の模式
図である。
【図９】本発明の実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置の第六の模式
図である。
【図１０】本発明の実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置の第七の模
式図である。
【図１１】本発明の実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置の第八の模
式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を詳細に説明する。前記実施の形態の実例が図面において示
されるが、同一の又は類似する符号が相同又は類似の部品或いは相同又は類似の機能を有
する部品を表す。以下、図面を参照しながら説明する実施形態が例示性のものであり、本
発明を一般に理解するために用いられる。実施形態は、本発明を制限するように解釈され
てはならない。
【００２８】
　本発明の説明には、用語の「中心」、「縦方向」、「横方向」、「上」、「下」、「前
」、「後」、「左」、「右」、「垂直」、「水平」、「頂」、「底」、「内」、「外」な
どで示した方位、位置関係は、図面に基づいて示された方位あるいは位置関係であり、そ
れは単に本発明の説明を簡単化にするためのものであり、説明された装置又は部品は必ず
しも特定の方位を有し特定の方位で構造・操作されることを明示的にも暗示的にも使用さ
れるものではないことを理解すべきである。また、「第１」及び「第２」という用語は単
に説明のためのみに用いられ、相対的な重要性若しくは数量若しくは位置に明示的にも暗
示的にも関連づけられ使用されるものではない。さらに、「第一端子」、「第二端子」は
単に端子を区別するためのものであり、端子の位置を限定するためのものではない。
【００２９】
　本発明において、別途、明確に限定した場合を除く、「取付」、「繋がり」、「接続」
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などの用語を広義に理解すべきである。例えば、固定な接続でもよいし、取外し可能な接
続でもよいし、一体でもよい。また、机械的な接続でもよいし、電気接続でもよい。また
、直接の繋がりでもよいし、ものを介する間接の繋がりでもよいし、二つの部品の内部の
連通を表してもよい。本分野の技術者は、具体的な状況によって本発明における上記用語
の意味を理解できる。
【００３０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態によるオーディオインターフェイスの自己
適応方法、装置および電子署名キーを説明する。
【００３１】
　本発明の実施形態において、オーディオインターフェイスは第一の端子と第二の端子を
含む。本発明の具体的な例示では、オーディオインターフェイスにおける第一の端子及び
第二の端子に対し、次のように定義づけられている。オーディオインターフェイスにおけ
る第一の端子とは、マイク端子MICとグランド端子GNDとの一方であり、第二の端子はマイ
ク端子MICとグランド端子GNDとの他方である。
【００３２】
　本発明の実施形態において、オーディオインターフェイスはいずれか一つの型番の4極
式イヤホンプラグ、又は、イヤホンジャックであってもいい、例えば直径3.5mmまたは2.5
mmのイヤホンプラグ又はイヤホンジャックである。
【００３３】
　本発明のオーディオインターフェイスがイヤホンプラグである場合、本発明の識別装置
のオーディオインターフェイスを直接的にオーディオ情報送信装置（例えば、携帯端末）
のイヤホンジャックに挿入することができる。本発明のオーディオインターフェイス種類
の検知装置のオーディオインターフェイスがイヤホンジャックである場合、両端がイヤホ
ンプラグを備えるパッチコードを用いてオーディオ情報送信装置のイヤホンジャックに挿
入する。
　［実施形態1］
【００３４】
　図1は、オーディオインターフェイスの自己適応方法を示すフローチャートである。図1
に示したようにを参照して、当該方法は以下のステップを含む。
【００３５】
　ステップS101、第一の端子と第二の端子との電圧差の絶対値は第一の閾値より小さいと
判断する場合、オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子についての識別作
業を実行しない。
【００３６】
　ステップS102、第一の端子と第二の端子との電圧差の絶対値は第二の閾値以上であると
判断する場合、電圧差の正負によってオーディオインターフェイスの第一の端子と第二の
端子の種類を判定する。
【００３７】
　その中に、第二の閾値は第一の閾値以上である。具体的には、第一の閾値の設定範囲は
普通は0-1Vであり、好ましくは、第一の閾値の設定範囲は0.4-0.6Vであり、さらに好まし
くは、第一の閾値は0.5Vである。第二の閾値の設定範囲は普通は0-1.5Vであり、好ましく
は、第二の閾値の設定範囲は0.6-0.8Vであり、さらに好ましくは、第二の閾値は0.7Vであ
る。
【００３８】
　ステップS103、電圧差の絶対値は第二の閾値以上であり、且つ電圧差は正であると判断
する場合、第一の端子はマイク端子であり、第二の端子はグランド端子であると判定する
。
【００３９】
　ステップS104、電圧差の絶対値は第二の閾値以上であり、且つ電圧差は負であると判断
する場合、第一の端子はグランド端子であり、第二の端子はマイク端子であると判定する
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。
【００４０】
　具体的には、例えば、第二の閾値が0.7Vである場合、第一の端子と第二の端子との電圧
差は0.7Vより大きい時、第一の端子はマイク端子であり、第二の端子はグランド端子であ
ると判定する。第一の端子と第二の端子との電圧差は-0.7Vより小さい時、第一の端子は
グランド端子であり、第二の端子はマイク端子であると判定する。
【００４１】
　具体的には、第二の閾値は第一の閾値より大きい、且つ電圧差の絶対値は第一の閾値と
第二の閾値との間にあると判断する場合、オーディオインターフェイスの第一の端子と第
二の端子についての識別作業を実行しない。
　または、
　オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子についての識別作業を実行し、
すなわち、電圧差の正負によってオーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子
の種類を判定する。
【００４２】
　ステップS105、識別された前記グランド端子を共通グランドに接続する。
【００４３】
　具体的には、スイッチモジュールによって、スイッチモジュールの入力端子に接続され
ている識別されたオーディオインターフェイスのグランド端子（オーディオ情報送信装置
のグランド端子）をスイッチモジュールの出力端子に接続されている共通グランドに接続
する。前記スイッチモジュールはNX3L2267、STG3682QTR、AOZ6184等を利用できる。
【００４４】
　本発明の実施形態により、低コストでそれに接続されるオーディオインターフェイスの
種類を正確に検出できる。また、検出されたグランド端子をオーディオ情報受信装置の共
通グランド（オーディオ情報受信装置の共通グランド）に接続して、オーディオ情報送信
装置とオーディオ情報受信装置とはオーディオインターフェイスを介して正常な通信を行
うことが確保される。
【００４５】
　もちろん、オーディオ情報送信装置とオーディオ情報受信装置との双方向通信を実現す
るために、識別されたマイク端子をオーディオ情報受信装置におけるオーディオ情報入力
装置に接続してオーディオ情報の上り通信を実現する。本実施形態において、スイッチモ
ジュールを用いて識別されたマイク端子をオーディオ情報受信装置におけるオーディオ情
報入力装置に接続することができる。
【００４６】
　本実施形態において、次の方法で電圧差を取得する。第一の端子と第二の端子との電圧
差を直接測定する。または別々に基準電圧に対する第一の端子の電圧と第二の端子の電圧
を測定し、測定された電圧の差を計算する。
【００４７】
　本実施形態において、ソフトウェア又はハードウェアによってオーディオインターフェ
イスの種類の確認を実現することができる。
【００４８】
　ハードウェアで実現する場合、トランジスタおよび/または比較器によって電圧差を比
較して、オーディオインターフェイスの種類が確認される。
【００４９】
　ソフトウェアで実現する場合、プロセッサによって電圧差を計算することができる。も
ちろん、プロセッサはAD変換モジュールおよび/または処理モジュールを含むことができ
る。
【００５０】
　もちろん、ハードウェアとソフトウェアを組合わせてオーディオインターフェイスの種
類を確認することもよい。
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　［実施形態2］
【００５１】
　図2は、実施形態2のオーディオインターフェイスの自己適応装置を示す模式図である。
図2に示したように、オーディオインターフェイスの自己適応装置は、判断モジュールと
スイッチモジュールとを含む。
【００５２】
　判断モジュールは、第一の端子と第二の端子との電圧差の絶対値は第一の閾値より小さ
いと判断する場合、オーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子についての識
別作業を実行しないとともに、第一の端子と第二の端子との電圧差の絶対値は第二の閾値
以上であると判断する場合、電圧差の正負によってオーディオインターフェイスの第一の
端子と第二の端子の種類を判定するように構成される。その中に、第二の閾値は第一の閾
値以上である。電圧差の絶対値は第二の閾値以上であり、且つ該電圧差は正であると判断
する場合、第一の端子はマイク端子であり、第二の端子はグランド端子であると判定する
。電圧差の絶対値は第二の閾値以上であり、且つ該電圧差は負であると判断する場合、第
一の端子はグランド端子であり、第二の端子はマイク端子であると判定する。
【００５３】
　もちろん、判断モジュールはさらに、第二の閾値は第一の閾値より大きい、且つ電圧差
の絶対値は第一の閾値と第二の閾値との間にあると判断する場合、オーディオインターフ
ェイスの第一の端子と第二の端子についての識別作業を実行せず、または、オーディオイ
ンターフェイスの第一の端子と第二の端子についての識別作業を実行し、すなわち、電圧
差の正負によってオーディオインターフェイスの第一の端子と第二の端子の種類を判定す
るように構成されている。
【００５４】
　具体的には、第一の閾値の設定範囲は普通は0-1Vであり、好ましくは、第一の閾値の設
定範囲は0.4-0.6Vであり、さらに好ましくは、第一の閾値は0.5Vである。第二の閾値の設
定範囲は普通は0-1.5Vであり、好ましいくは、第二の閾値の設定範囲は0.6-0.8Vであり、
さらに好ましくは、第二の閾値は0.7Vである。
【００５５】
　スイッチモジュールは、判断モジュールにより判定されたグランド端子を共通グランド
に接続するように構成されている。
【００５６】
　具体的には、スイッチモジュールは、スイッチモジュールの入力端子に接続されている
識別されたオーディオインターフェイスのグランド端子（オーディオ情報送信装置のグラ
ンド端子）をスイッチモジュールの出力端子に接続されている共通グランドに接続し、当
該スイッチモジュールはNX3L2267、STG3682QTR、AOZ6184を利用できる。
【００５７】
　本発明の実施形態により、低コストでそれに接続されるオーディオインターフェイスの
種類を正確に検出できる。また、検出されたグランド端子をオーディオ情報受信装置の共
通グランド（オーディオ情報受信装置の共通グランド）に接続して、オーディオ情報送信
装置とオーディオ情報受信装置はオーディオインターフェイスを介して正常な通信を行う
ことが確保される。
【００５８】
　もちろん、オーディオ情報送信装置とオーディオ情報受信装置との双方向通信を実現す
るために、識別されたマイク端子をオーディオ情報受信装置におけるオーディオ情報入力
装置に接続してオーディオ情報の上り通信を実現する。本実施形態において、スイッチモ
ジュールを用いて識別されたマイク端子をオーディオ情報受信装置におけるオーディオ情
報入力装置に接続することができる。
　［実施形態3］
【００５９】
　図3は、実施形態3のオーディオインターフェイスの自己適応装置を示す模式図である。
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図3に示したように、オーディオインターフェイスの自己適応装置は実施形態2に基づいて
さらに測定モジュールを含む。該測定モジュールは、第一の端子と第二の端子との電圧差
を直接測定し、または別々に基準電圧に対する第一の端子の電圧と第二の端子の電圧を測
定し、測定された電圧の差を計算し、オーディオインターフェイスの種類を判断するよう
に測定の結果を判断装置に送信し、スイッチモジュールに判断されたグランド端子を共通
グランドに接続させる、ように構成されている。
【００６０】
　もちろん、本実施形態において、測定モジュールは第一の端子、第二の端子の電圧を別
々に測定するための第一の測定モジュールと第二の測定モジュールとを含むこともできる
。
【００６１】
　もちろん、本発明の判断モジュールは、プロセッサによってその機能を実現することが
でき、または、比較器および/またはトランジスタによってその機能を実現することがで
き、さらに、ハードウェアとソフトウェアとを組合わせてその機能を実現することもでき
る。
【００６２】
　詳しくは実施形態4、実施形態5に説明する。
　［実施形態4］
【００６３】
　図4は、実施形態4のオーディオインターフェイスの自己適応装置を示す模式図である。
図4に示したように、判断モジュールはプロセッサによってその機能を実現することがで
き、すなわち、プロセッサは第一の端子と第二の端子に直接的に接続されて識別をする。
【００６４】
　また、図5に示された構成を利用してもよい。プロセッサはAD変換モジュールと処理モ
ジュールを含み、該AD変換モジュールは第一の端子と第二の端子の電圧をデジタル情報に
変換し処理モジュールに送信して識別する。
【００６５】
　また、図6に示された構成を利用してもよい。測定モジュールによって第一の端子と第
二の端子の電圧を測定して、測定された結果をプロセッサに送信して比較と識別をする。
【００６６】
　もちろん、また、図7に示された構成を利用してもよい。測定モジュールによって第一
の端子と第二の端子の電圧を測定して、AD変換モジュールによって電圧をデジタル電圧情
報に変換して処理モジュールに送信して比較と識別をする。
　［実施形態5］
【００６７】
　図8は、実施形態5のオーディオインターフェイスの自己適応装置を示す模式図である。
図8に示したように、判断モジュールはトランジスタを利用して第一の端子と第二の端子
の電圧を比較する。本実施形態の図8において、判断モジュールはトランジスタによって
構成され、スイッチモジュールは一つのチップ例えばNX3L2267によって構成される。もち
ろん、NX3L2267の代わりに、STG3682QTR、AOZ6184を利用することもできる。
【００６８】
　本実施形態において、オーディオインターフェイスの自己適応装置は、オーディオイン
ターフェイス、第一のレベル比較モジュール、第二のレベル比較モジュール、トランジス
タTc、電源出力端子VBAT、スイッチモジュール、および電気抵抗R2a、R2bなどを含む。す
なわち、判断モジュールは第一のレベル比較モジュールと第二のレベル比較モジュールと
を含む。
【００６９】
　第一のレベル比較モジュールはトランジスタTaを含み、第二のレベル比較モジュールは
トランジスタTbを含む。
【００７０】
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　トランジスタTa、TbはNPN型トランジスタであり、トランジスタTcはPNP型トランジスタ
である。
【００７１】
　トランジスタTaのベース（B）は第二の端子に接続され、エミッタ（E）は第一の端子に
接続され、コレクタ（C）は電気抵抗R2aを介してトランジスタTcのベース（B）に接続さ
れる。
【００７２】
　また、トランジスタTaのベース（B）と第二の端子との間、電気抵抗R1aを介して接続す
ることができる。
【００７３】
　トランジスタTbのベース（B）は第一の端子に接続され、エミッタ（E）は第二の端子に
接続され、コレクタ（C）はスイッチモジュールの情報入力端子（Sel）に接続され、且つ
、電気抵抗R2bを介してトランジスタTcのベース（B）に接続される。
【００７４】
　また、トランジスタTbのベース（B）と第一の端子との間、電気抵抗R1bを介して接続す
ることができる。
【００７５】
　電気抵抗R1a、R2a、R1b、R2bの抵抗値は、1Kオーム～1Mオームである。
【００７６】
　トランジスタTcのエミッタ（E）は電源出力端子VBATに接続され、コレクタ（C）はスイ
ッチモジュールの電源入力端子（VCC）に接続される。
【００７７】
　普通の電池を電源とする場合、上記の電源出力端子から出力される電圧は、通常2.7～4
.2Vである。
【００７８】
　スイッチモジュールのB0L端子（第一の入力端子ともいう）は、オーディオインターフ
ェイスの第二の端子に接続され、スイッチモジュールのB1H端子（第二の入力端子ともい
う）は、オーディオインターフェイスの第一の端子に接続され、スイッチモジュールのグ
ランド端子（GND端子）は、共通グランドに接続され、スイッチモジュールの端子A（出力
端子ともいう）は、共通グランドに接続され、かつオーディオインターフェイスの第一の
端子、第二の端子に接続される。
【００７９】
　本実施形態において、第一の端子のレベルV1が第二の端子のレベルV2と予め設定された
閾値Vgとの和より高い場合（すなわち、V1＞V2＋Vg）、トランジスタTaはオフ状態となり
、トランジスタTbはオン状態となり、トランジスタTcはオン状態となり、VBATはVCCによ
ってスイッチモジュールに給電し、スイッチモジュールのSel端子は低レベル情報を受け
取る。第一の端子はMIC端子であり、第二の端子はGND端子であることが示される。
【００８０】
　第二の端子のレベルV2が第一の端子のレベルV1と予め設定された閾値Vgとの和より高い
場合（すなわち、V2＞V1＋Vg）、トランジスタTaはオン状態となり、トランジスタTbはオ
フ状態となり、トランジスタTcはオン状態となり、VBATはVCCによってスイッチモジュー
ルに給電し、スイッチモジュールのSel端子は高レベル情報を受け取る。第二の端子はMIC
端子であり、第一の端子はGND端子であることが示される。
【００８１】
　上記のVgは0以上である。本実施形態において、閾値VgはトランジスタTaのオン電圧で
あってもいい、例えば、0.3Vまたは0.7Vである。
【００８２】
　上記の「高レベル情報」とは、「低レベル情報」より高いレベルの情報であると意味し
、通常、「低レベル情報」は0.7V以下の電圧の情報であり、「高レベル情報」は電源電圧
の0.7倍以上の電圧の情報であるとそれぞれ意味する。以下も同様である。
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【００８３】
　スイッチモジュールは、Sel端子が受信した情報によってB1H端子又はB0L端子を端子Aに
接続して、オーディオインターフェイスの第一の端子又は第二の端子を共通グランドに接
続する。
【００８４】
　スイッチモジュールのSel端子が低レベル情報を受信した場合、スイッチモジュールはB
0L端子を端子Aに接続し、言い換えれば、B0L端子/オーディオインターフェイスの第二の
端子を共通グランドに接続する。
【００８５】
　スイッチモジュールのSel端子が高レベル情報を受信した場合、スイッチモジュールはB
1H端子を端子Aに接続し、言い換えれば、B1H端子/オーディオインターフェイスの第一の
端子を共通グランドに接続する。
【００８６】
　本発明の基本原理によれば、上述した実施形態は、様々な変更例を有し、例えば、
　1）オーディオインターフェイスの第一の端子、第二の端子と他の部材との接続関係を
交換し、
　2）スイッチモジュールの情報入力端子（Sel）を電気抵抗R2aとトランジスタTaのコレ
クタ（C）との間に接続する。
【００８７】
　また、図9に示された構成を利用することができる。図9に示したように、判断モジュー
ルはトランジスタによって構成され、スイッチモジュールは二つのチップによって構成さ
れる。判断モジュールは、第一のレベル比較モジュールと第二のレベル比較モジュールと
を含み、スイッチモジュールは、第一のスイッチモジュールと第二のスイッチモジュール
とを含む。
【００８８】
　第一のレベル比較モジュールはトランジスタTaを含み、第二のレベル比較モジュールは
トランジスタTbを含む。
【００８９】
　トランジスタTa、TbはNPN型トランジスタである。
【００９０】
　トランジスタTaのベース（B）は第二の端子に接続され、エミッタ（E）は第一の端子に
接続され、コレクタ（C）は電気抵抗R2a、電気抵抗R3aを介して電源出力端子VBATに接続
され、かつ電気抵抗R2aを介して第一のスイッチモジュールの情報入力端子（Sel1）に接
続される。
【００９１】
　また、トランジスタTaのベース（B）と第二の端子との間は電気抵抗R1aを介して接続さ
れる。
【００９２】
　トランジスタTbのベース（B）は第一の端子に接続され、エミッタ（E）与第二の端子に
接続され、コレクタ（C）は電気抵抗R2b、R3bを介して電源出力端子VBATに接続され、か
つ電気抵抗R2bを介して第二のスイッチモジュールの情報入力端子（Sel2）に接続される
。
【００９３】
　また、トランジスタTbのベース（B）と第一の端子との間は電気抵抗R1bを介して接続さ
れる。
【００９４】
　電気抵抗R1a、R2a、R1b、R2b、R3a、R3bの抵抗値は、1Kオーム～1Mオームである。
【００９５】
　普通の電池を電源とする場合、上記の電源出力端子から出力される電圧は、通常2.7～4
.2Vである。
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【００９６】
　第一のスイッチモジュールのB0L端子はオーディオインターフェイスの第一の端子に接
続され、第二のスイッチモジュールのB0L端子は、オーディオインターフェイスの第二の
端子に接続され、第一のスイッチモジュールと第二のスイッチモジュールのグランド端子
（GND端子）は、共に共通グランドに接続される。
【００９７】
　本実施形態において、第一の端子のレベルV1が第二の端子のレベルV2と予め設定された
閾値Vgとの和より高い場合（すなわち、V1＞V2＋Vg）、トランジスタTaはオフ状態となり
、トランジスタTbはオン状態となり、第二のスイッチモジュールのSel2端子は低レベル情
報を受け取る。第一の端子はMIC端子であり、第二の端子はGND端子であることが示される
。
【００９８】
　第二の端子のレベルV2が第一の端子のレベルV1と予め設定された閾値Vgとの和より高い
場合（すなわち、V2＞V1＋Vg）、トランジスタTaはオン状態となり、トランジスタTbはオ
フ状態となり、第一のスイッチモジュールのSel1端子は低レベル情報を受け取る。第二の
端子はMIC端子である、第一の端子はGND端子であることが示される。
【００９９】
　第二のスイッチモジュールは、Sel2端子が受信した低レベル情報によってB0L端子を端
子Aに接続して、オーディオインターフェイスの第二の端子を共通グランドに接続する。
【０１００】
　第二のスイッチモジュールのSel2端子が低レベル情報を受信した場合、第二のスイッチ
モジュールは、B0L端子を端子Aに接続し、言い換えれば、B0L端子/オーディオインターフ
ェイスの第二の端子を共通グランドに接続する。
【０１０１】
　第一のスイッチモジュールは、Sel1端子が受信した低レベル情報によってB0L端子を端
子Aに接続して、オーディオインターフェイスの第一の端子を共通グランドに接続する。
【０１０２】
　第一のスイッチモジュールのSel1端子が低レベル情報を受信した場合、第一のスイッチ
モジュールは、B0L端子を端子Aに接続し、言い換えれば、B0L端子/オーディオインターフ
ェイスの第一の端子を共通グランドに接続する。
【０１０３】
　また、図10に示された構造を利用することができる。図10に示したように、判断モジュ
ールは比較器によって構成され、スイッチモジュールは一つのチップによって構成される
。判断モジュールは、第一のレベル比較モジュールと第二のレベル比較モジュールとを含
む。
【０１０４】
　第一のレベル比較モジュールは、第一の基準電圧モジュールH1及び比較器C1を含む。
【０１０５】
　第一の端子は比較器C1の正極に接続され、第二の端子は第一の基準電圧モジュールH1を
介して比較器C1の負極に接続され、すなわち、第二の端子は第一の基準電圧モジュールH1
の負極に接続され、第一の基準電圧モジュールH1の正極は比較器C1の負極に接続される。
【０１０６】
　本実施形態において、第一の基準電圧モジュールH1は電源であってもよい、その正極は
第一の基準電圧モジュールH1の正極であり、その負極は第一の基準電圧モジュールH1の負
極である。第一の基準電圧モジュールH1により提供される電圧は閾値Vgである。
【０１０７】
　本発明の他の実施形態において、第一の基準電圧モジュールH1は、電源に接続されるダ
イオードなどの、基準電圧（閾値電圧）を提供できる部材であってもよい。
【０１０８】
　比較器C1の出力端子は、電気抵抗R2aを介してトランジスタTcのベース（B）に接続され
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る。
【０１０９】
　第二のレベル比較モジュールは、第二の基準電圧モジュールH2及び比較器C2を含む。
【０１１０】
　第一の端子は比較器C2の負極に接続され、第二の端子は第二の基準電圧モジュールH2を
介して比較器C2の正極に接続され、すなわち、第二の端子は第二の基準電圧モジュールH2
の正極に接続され、第二の基準電圧モジュールH2の負極は比較器C2の正極に接続される。
【０１１１】
　本実施形態において、第二の基準電圧モジュールH2は電源であってもよい、その正極は
第二の基準電圧モジュールH2の正極であり、その負極は第二の基準電圧モジュールH2の負
極である。第二の基準電圧モジュールH2により提供される電圧は閾値Vgである。
【０１１２】
　本発明の他の実施形態において、第二の基準電圧モジュールH2は、電源に接続されるダ
イオードなどの、基準電圧（閾値電圧）を提供できる部材であってもよい。
【０１１３】
　比較器C2の出力端子は、スイッチモジュールの情報入力端子（Sel）に接続され、かつ
電気抵抗R2bを介してトランジスタTcのベース（B）に接続される。
【０１１４】
　電気抵抗R2a、R2bの抵抗値は、1Kオーム～1Mオームである。
【０１１５】
　スイッチモジュールのB1H端子は、オーディオインターフェイスの第一の端子に接続さ
れ、スイッチモジュールのB0L端子は、オーディオインターフェイスの第二の端子に接続
され、スイッチモジュールのグランド端子（GND端子）は共通グランドに接続される。
【０１１６】
　本実施形態において、第一の端子のレベルV1が第二の端子のレベルV2と閾値Vgとの和よ
り高い場合（すなわち、V1＞V2＋Vg）、第一のレベル比較モジュールの比較器C1は高レベ
ル情報を出力し、第二のレベル比較モジュールの比較器C2は低レベル情報を出力し、トラ
ンジスタTcはオン状態となり、VBATはVCCでスイッチモジュールに給電し、スイッチモジ
ュールのSel端子は低レベル情報を受け取る。第一の端子はMIC端子であり、第二の端子は
GND端子であることが示される。
【０１１７】
　第二の端子のレベルV2が第一の端子のレベルV1と閾値Vgとの和より高い場合（すなわち
、V2＞V1＋Vg）、第一のレベル比較モジュールの比較器C1は低レベル情報を出力し、第二
のレベル比較モジュールの比較器C2は高レベル情報を出力し、トランジスタTcはオン状態
となり、VBATはVCCでスイッチモジュールに給電し、スイッチモジュールのSel端子は高レ
ベル情報を受け取る。第二の端子はMIC端子であり、第一の端子はGND端子であることが示
される。
【０１１８】
　スイッチモジュールは、Sel端子が受信した情報によってB1H端子又はB0L端子を端子Aに
接続して、オーディオインターフェイスの第一の端子又は第二の端子を共通グランドに接
続する。
【０１１９】
　スイッチモジュールのSel端子が低レベル情報を受信した場合、スイッチモジュールは
、B0L端子を端子Aに接続し、言い換えれば、B0L端子/オーディオインターフェイスの第二
の端子を共通グランドに接続する。
【０１２０】
　スイッチモジュールのSel端子が高レベル情報を受信した場合、スイッチモジュールは
、B1H端子を端子Aに接続し、言い換えれば、B1H端子/オーディオインターフェイスの第一
の端子を共通グランドに接続する。
【０１２１】
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　本発明の基本原理によれば、上述した実施形態は、様々な変更例を有し、例えば、
　1）オーディオインターフェイスの第一の端子、第二の端子と他の部材との接続関係を
交換し、
　2）スイッチモジュールの情報入力端子（Sel）を電気抵抗R2aと比較器C1の出力端子と
の間に接続する。
　もちろん、スイッチモジュールは、二つのチップによって構成されることもできる。
【０１２２】
　また、図11に示された構成を利用することができる。図11に示したように、判断モジュ
ールはトランジスタ及び比較器によって構成され、スイッチモジュールは一つのチップに
よって構成される。判断モジュールは、第一のレベル比較モジュールと第二のレベル比較
モジュールとを含む。
【０１２３】
　第一のレベル比較モジュールはNPN型トランジスタTaを含む。
【０１２４】
　トランジスタTaのベース（B）は第二の端子に接続され、エミッタ（E）は第一の端子に
接続され、コレクタ（C）は電気抵抗R2aを介してトランジスタTcのベース（B）に接続さ
れる。
【０１２５】
　また、トランジスタTaのベース（B）と第二の端子との間、電気抵抗R1aを介して接続す
ることができる。
【０１２６】
　第二のレベル比較モジュールは、第二の基準電圧モジュールH2及び比較器C2を含む。
【０１２７】
　第一の端子は比較器C2の負極に接続され、第二の端子は第二の基準電圧モジュールH2を
介して比較器C2の正極に接続され、すなわち、第二の端子は第二の基準電圧モジュールH2
の正極に接続され、第二の基準電圧モジュールH2の負極は比較器C2の正極に接続される。
【０１２８】
　本実施形態において、第二の基準電圧モジュールH2は電源であってもよい、その正極は
第二の基準電圧モジュールH2の正極であり、その負極は第二の基準電圧モジュールH2の負
極である。第二の基準電圧モジュールH2により提供される電圧は閾値Vgである。
【０１２９】
　本発明の他の実施形態において、第二の基準電圧モジュールH2は、電源に接続されるダ
イオードなどの、基準電圧（閾値電圧）を提供できる部材であってもよい。
　比較器C2の出力端子は、スイッチモジュールの情報入力端子（Sel）に接続され、かつ
電気抵抗R2bを介してトランジスタTcのベース（B）に接続される。
【０１３０】
　電気抵抗R2a、R2bの抵抗値は、1Kオーム～1Mオームである。
【０１３１】
　スイッチモジュールのB1H端子は、オーディオインターフェイスの第一の端子に接続さ
れ、スイッチモジュールのB0L端子はオーディオインターフェイスの第二の端子に接続さ
れ、スイッチモジュールのグランド端子（GND端子）は共通グランドに接続される。
【０１３２】
　本実施形態において、第一の端子のレベルV1が第二の端子のレベルV2と閾値Vgとの和よ
り高い場合（すなわち、V1＞V2＋Vg）、トランジスタTaはオフ状態となり、第二のレベル
比較モジュールの比較器C2は低レベル情報を出力し、トランジスタTcはオン状態となり、
VBATはVCCでスイッチモジュールに給電し、スイッチモジュールのSel端子は低レベル情報
を受け取る。第一の端子はMIC端子であり、第二の端子はGND端子であることが示される。
【０１３３】
　第二の端子のレベルV2が第一の端子のレベルV1と閾値Vgとの和より高い場合（すなわち
、V2＞V1＋Vg）、トランジスタTaはオン状態となり、第二のレベル比較モジュールの比較



(16) JP 5902867 B2 2016.4.13

10

20

30

40

器C2は高レベル情報を出力し、トランジスタTcはオン状態となり、VBATはVCCでスイッチ
モジュールに給電し、スイッチモジュールのSel端子は高レベル情報を受け取る。第二の
端子はMIC端子であり、第一の端子はGND端子であることが示される。
【０１３４】
　上記のVgは0以上である。本実施形態において、閾値VgはトランジスタTaのオン電圧で
あってもいい、例えば、0.3V又は0.7Vである。
【０１３５】
　スイッチモジュールは、Sel端子が受信した情報によってB1H端子又はB0L端子を端子Aに
接続して、オーディオインターフェイスの第一の端子又は第二の端子を共通グランドに接
続する。
【０１３６】
　スイッチモジュールのSel端子が低レベル情報を受信した場合、スイッチモジュールは
、B0L端子を端子Aに接続し、言い換えれば、B0L端子/オーディオインターフェイスの第二
の端子を共通グランドに接続する。
【０１３７】
　スイッチモジュールのSel端子が高レベル情報を受信した場合、スイッチモジュールは
、B1H端子を端子Aに接続し、言い換えれば、B1H端子/オーディオインターフェイスの第一
の端子を共通グランドに接続する。
【０１３８】
　本発明の基本原理によれば、上述した実施形態は、様々な変更例を有し、例えば、
　1）オーディオインターフェイスの第一の端子、第二の端子と他の部材との接続関係を
交換し、又は
　2）スイッチモジュールの情報入力端子（Sel）を電気抵抗R2aとトランジスタTaのコレ
クタ（C）との間に接続する。
　もちろん、スイッチモジュールは、二つのチップによって構成されてもよい。
　［実施形態6］
【０１３９】
　本発明の更なる実施形態は、上記のいずれか1つの実施形態のオーディオインターフェ
イスの自己適応装置を含む電子署名キーを提供する。
【０１４０】
　本明細書の説明において、用語の「一つの実施形態」、「一部の実施形態」、「例示」
、「具体的な例示」、又は「一部の例示」等の言葉とは、当該実施形態又は例示と合わせ
て説明された具体的な特徴、構成、材料又は特性が本発明の少なくとも一つの実施形態又
は例示に含まれることを意味する。本明細書において、上記の用語の概略表現は必ずしも
同じ実施形態又は例示を指さず、且つ、任意の一つ又は幾つの実施形態や例示において、
説明された具体的な特徴、構成、材料又は特性を適当な方法で組み合わせることもできる
。
【０１４１】
　上本発明の実施形態を示して説明したが、当業者にとって理解できるのは、本発明の原
理と要旨から逸脱しない範囲で、これらの実施形態に対し様々な変更、修正、置換および
変形をすることができる。本発明の技術範囲は、特許請求の範囲及びその均等構成を基準
にする。



(17) JP 5902867 B2 2016.4.13

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(18) JP 5902867 B2 2016.4.13

【図１１】



(19) JP 5902867 B2 2016.4.13

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  リー、ドンシェン
            中華人民共和国　１０００８３　ベイジン、ハイディエン　ディストリクト、ナンバー３８　シュ
            エチン　ロード、タワー　ビー、１８１０

    審査官  菊池　充

(56)参考文献  中国特許出願公開第１０２３００００３（ＣＮ，Ａ）　　　
              特開２００９－２１８８４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２００９０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１２／００９１２０１（ＵＳ，Ａ１）　　
              欧州特許出願公開第０２４５６２３１（ＥＰ，Ａ１）　　
              特開２００５－０２６８６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１００４１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０４６６７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０２２７２９８（ＵＳ，Ａ１）　　
              中国特許出願公開第１０２５９８０４６（ＣＮ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｒ　　３／００－　３／１４
              Ｈ０４Ｒ　　１／１０
              Ｈ０４Ｒ　　５／００－　５／０４
              Ｈ０４Ｒ　２９／００
              Ｈ０４Ｍ　　１／０２－　１／２３


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

