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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末であり、
　前記小型パーソナルインテリジェント端末は、小型端末及びロック装置を含み、前記ロ
ック装置が前記小型端末に接続され、前記ロック装置に機械ラッチが設けられており、前
記機械ラッチによって前記小型端末を人体にロックさせたり開錠したりすることができ、
　前記小型端末は、表示パネルと、通信インターフェイスと、小型モーターと、電子ラッ
チと、記憶装置と、電池と、中央処理装置とを含み、
　前記表示パネルは情報を表示するものであり、パーソナル感情状態を表示するための感
情表示エリアが設けられており、前記パーソナル感情状態は独身、結婚または恋愛の三種
類の状態を含み、
　前記記憶装置は情報を記憶するためのものであり、
　前記通信インターフェイスは、対応している唯一の別の小型パーソナルインテリジェン
ト端末と通信し、互いの情報を認証するために用いられ、
　前記中央処理装置は、
　前記表示パネルのパーソナル感情状態の表示を設定すると共に認証結果に基づき前記小
型モーターによって駆動される前記電子ラッチまたは前記機械ラッチによって前記ロック
装置の施錠または開錠を制御するものであり、
　ユーザが前記小型端末を独身状態に設定した場合、前記機械ラッチによって前記ロック
装置の施錠または開錠を制御する一方、ユーザが前記小型端末を結婚または恋愛状態に設
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定した上、前記認証をパスした場合、前記電子ラッチ及び前記機械ラッチによって共同で
前記ロック装置の施錠または開錠を制御することを特徴とする結合認証式電子錠付きの小
型パーソナルインテリジェント端末。
【請求項２】
　前記ロック装置と前記小型端末との間がレールによって接続され、前記中央処理装置は
前記小型モーターによって前記電子ラッチを駆動して前記レールをロックすることを特徴
とする請求項１に記載の結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末。
【請求項３】
　前記記憶装置は、デジタル証明書、指紋またはパスワードを記憶するものであり、前記
中央処理装置は、前記デジタル証明書、指紋またはパスワードに基づきそれと通信する前
記もう一つの小型パーソナルインテリジェント端末を認証することを特徴とする請求項１
に記載の結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末。
【請求項４】
　前記ロック装置は、腕輪、腕ベルト、腕時計のバンド、リストバンドまたはチェーンで
あり、前記電子ラッチは、前記小型モーターに駆動される回転軸によって前記機械ラッチ
を押し付け、縛りつけ、係止または引っかけることを特徴とする請求項１に記載の結合認
証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末。
【請求項５】
　前記ロック装置にばね掛け金がさらに含まれ、前記ばね掛け金は前記小型モーターに接
続され、ユーザが前記小型端末を独身状態に設定した場合、前記ばね掛け金によって前記
ロック装置の施錠または開錠を制御する一方、ユーザが前記小型端末を結婚または恋愛状
態に設定した場合、前記電子ラッチ及び前記ばね掛け金によって共同で前記ロック装置の
施錠または開錠を制御することを特徴とする請求項１に記載の結合認証式電子錠付きの小
型パーソナルインテリジェント端末。
【請求項６】
　前記小型パーソナルインテリジェント端末は三色の表示窓を含み、前記三色の表示窓は
、パーソナル感情状態を表示するものであり、前記パーソナル感情状態は、独身、結婚ま
たは恋愛の三種類の状態を含み、前記三色の表示窓に三種類の異なる色を表示することが
でき、それぞれ独身、結婚または恋愛の三種類の状態に対応しており、前記中央処理装置
は、三色の表示窓のパーソナル感情状態を設定するものであり、前記三色の表示窓と前記
電子表示パネルに表示するパーソナル感情状態が一致することを特徴とする請求項１に記
載の結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末。
【請求項７】
　前記三色の表示窓の内部に三色のラベルを巻き付けた円筒体が設置され、前記中央処理
装置は、ユーザが設定した独身、結婚及び恋愛の三種類の状態に基づき前記小型モーター
を制御して前記円筒体を回転させることにより前記三色の表示窓に設定状態に対応した色
のラベルを表示する、または、前記三色の表示窓の内部に三色のＬＥＤランプが設置され
、前記中央処理装置の設定に基づき、前記電子表示パネルに表示される独身、結婚または
恋愛の三種類の状態に対応するように、三つの色のいずれかを表示することを特徴とする
請求項６に記載の結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末。
【請求項８】
　前記小型パーソナルインテリジェント端末は、無線通信技術または有線通信技術によっ
てもう一つの前記小型パーソナルインテリジェント端末と認証を行うことにより、前記電
子ラッチの施錠または開錠を制御することを特徴とする請求項１に記載の結合認証式電子
錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末。
【請求項９】
　前記小型パーソナルインテリジェント端末は、無線通信技術または有線通信技術によっ
てインターネット上のネットワーク制御端末に接続され、前記ネットワーク制御端末は、
権限が付与されるかどうかに基づき前記ロック装置の施錠及び開錠を制御することを特徴
とする請求項１に記載の結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末。
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【請求項１０】
　前記小型端末は、携帯電話、ＭＰ３再生装置、ＭＰ４再生装置、ＭＰ５再生装置または
タブレットＰＣを含み、前記表示パネルはタッチ電子表示パネルであり、前記タッチ電子
表示パネルは情報を入力・表示するためのものであり、前記電池は充電電池であり、前記
通信インターフェイスは充電／通信インターフェイスであり、前記充電／通信インターフ
ェイスは、充電機能を持っていると共に、対応している唯一の別の小型パーソナルインテ
リジェント端末と通信することにより、互いの情報を認証することを特徴とする請求項１
に記載の結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小型パーソナルインテリジェント端末領域に関し、特に結合認証式電子錠付
きの小型パーソナルインテリジェント端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人々の物質生活レベルの向上に伴い、人間の感情生活も「豊か」になっている。現在の
社会では、すでに結婚した人が外で愛人を探すこと、或いは恋愛関係を持っている人が同
時に複数人と恋愛することも次々と現れて尽きない。ある方法や装置で当事者が結婚した
状態または恋愛している状態にいることが表明できれば、上記状況の発生が大幅に減少し
、社会の安定に有利であると思われる。
【０００３】
　従来、上記関係を表す身分標識は婚約指輪、結婚指輪、結婚証明書等に過ぎず、上記身
分標識は本人により随意に付けたり、抜いたり、隠されたりすることなどのため、上記問
題の発生防止は全くできない。
【０００４】
　そのため、現在は、下記の装置が至急に求められている。すなわち、身分標識の作用を
持っていると共に、本人が随意に付けたり、抜いたりすることを防止でき、隠されて騙さ
れることにより感情の縺れが発生することを有効に回避できる装置である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施例によれば、結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端
末を提供し、身分標識の作用がありつつ、本人が随意に付けたり、抜いたりすることも防
止できるため、隠されて騙されることにより感情の縺れが発生することを有効に回避でき
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末を提供し、小
型端末及びロック装置を含み、前記ロック装置が前記小型端末に接続され、前記ロック装
置に機械ラッチが設けられており、前記機械ラッチによって前記小型端末を人体にロック
させたり開錠したりすることができ、前記小型端末は、表示パネルと、通信インターフェ
イスと、小型モーターと、電子ラッチと、記憶装置と、電池と、中央処理装置とを含み、
前記表示パネルは情報を表示するものであり、パーソナル感情状態を表示するための感情
表示エリアが設けられており、前記パーソナル感情状態は独身、結婚または恋愛の三種類
の状態を含み、前記記憶装置は情報を記憶するためのものであり、前記通信インターフェ
イスは、対応している唯一の別の小型パーソナルインテリジェント端末と通信し、互いの
情報を認証するために用いられ、前記中央処理装置は、前記表示パネルのパーソナル感情
状態の表示を設定すると共に認証結果に基づき前記小型モーターによって駆動される前記
電子ラッチまたは前記機械ラッチによって前記ロック装置の施錠または開錠を制御するも
のであり、ユーザが前記小型端末を独身状態に設定した場合、前記機械ラッチによって前
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記ロック装置の施錠または開錠を制御する一方、ユーザが前記小型端末を結婚または恋愛
状態に設定したと共に、前記認証をパスした場合、前記電子ラッチ及び前記機械ラッチに
よって共同で前記ロック装置の施錠または開錠を制御する。
【０００７】
　本発明の実施例において、ロック装置と前記小型端末との間がレールによって接続され
、前記中央処理装置は前記小型モーターによって前記電子ラッチを駆動して前記レールを
ロックすることが好ましい。
【０００８】
　本発明の実施例において、前記記憶装置は、具体的にデジタル証明書、指紋またはパス
ワードを記憶するものであり、前記中央処理装置は、前記デジタル証明書、指紋またはパ
スワードに基づきそれと通信する前記もう一つの電子錠を認証することが好ましい。
【０００９】
　本発明の実施例において、前記ロック装置は、腕輪、腕ベルト、腕時計のバンド、リス
トバンドまたはチェーンであり、前記電子ラッチは、前記小型モーターに駆動される回転
軸によって前記機械ラッチを押し付け、縛りつけ、係止または引っかけることが好ましい
。
【００１０】
　本発明の実施例において、前記ロック装置にばね掛け金がさらに含まれ、前記ばね掛け
金は前記小型モーターに接続され、ユーザが、前記小型端末を独身状態に設定した場合、
前記ばね掛け金によって前記ロック装置の施錠または開錠を制御する一方、ユーザが前記
小型端末を結婚または恋愛状態に設定した場合、前記電子ラッチ及び前記ばね掛け金によ
って共同で前記ロック装置の施錠または開錠を制御することが好ましい。
【００１１】
　前記小型パーソナルインテリジェント端末は三色の表示窓を含み、前記三色の表示窓は
、パーソナル感情状態を表示するものであり、前記パーソナル感情状態は、独身、結婚ま
たは恋愛の三種類の状態を含み、前記三色の表示窓に三種類の異なる色を表示することが
でき、それぞれ独身、結婚または恋愛の三種類の状態に対応しており、前記中央処理装置
は、三色の表示窓のパーソナル感情状態を設定するものであり、前記三色の表示窓と前記
タッチ式電子表示パネルに表示するパーソナル感情状態が一致することが好ましい。
【００１２】
　本発明の実施例において、前記三色の表示窓の内部に三色のラベルを巻き付けた円筒体
が設置され、前記中央処理装置は、ユーザが設定した独身、結婚及び恋愛の三種類の状態
に基づき前記小型モーターを制御して前記円筒体を回転させることにより前記三色の表示
窓に設定状態に対応した色のラベルを表示する、または、前記三色の表示窓の内部に三色
のＬＥＤランプが設置され、前記中央処理装置の設定に基づき、前記タッチ電子表示パネ
ルに表示される独身、結婚または恋愛の三種類の状態に対応するように、三つの色のいず
れかを表示することが好ましい。
【００１３】
　本発明の実施例において、前記小型パーソナルインテリジェント端末は、無線通信技術
または有線通信技術によってもう一つの前記小型パーソナルインテリジェント端末と認証
を行うことにより、前記電子ラッチの施錠または開錠を制御することが好ましい。
【００１４】
　前記小型パーソナルインテリジェント端末は、無線通信技術または有線通信技術によっ
てインターネット上のネットワーク制御端末に接続され、前記ネットワーク制御端末は、
権限が付与されるかどうかに基づき前記ロック装置の施錠及び開錠を制御することが好ま
しい。
【００１５】
　本発明の実施例において、前記小型端末は、携帯電話、ＭＰ３再生装置、ＭＰ４再生装
置、ＭＰ５再生装置またはタブレットＰＣを含み、前記表示パネルはタッチ電子表示パネ
ルであり、前記タッチ電子表示パネルは情報を入力・表示するためのものであり、前記電
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池は充電電池であり、前記通信インターフェイスは充電／通信インターフェイスであり、
前記充電／通信インターフェイスは、充電機能を持っていると共に、もう一つの唯一に対
応している小型パーソナルインテリジェント端末と通信することにより、互いの情報を認
証することが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の実施例における小型パーソナルインテリジェント端末上の電子錠はペアで認証
しなければ施錠と開錠ができず、本小型パーソナルインテリジェント端末を着用している
両者、例えば夫婦または恋人同士が独自に施錠及び開錠をすることができない。そのため
、相手は勝手に取り外すことを心配する必要がなく、人のリアルタイムの感情状態を有効
に表示することができるため、相手に隠されて騙されることにより感情の縺れが発生する
ことを有効に回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　ここで説明用の図面は、本発明をさらに解釈するためのものであり、本出願の一部とな
るものの、本発明の限定にはならない。
【００１８】
【図１】本発明の実施例に係る結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント
端末の構成概略図である。
【図２】本発明の実施例に係る結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント
端末のモジュール構成図である。
【図３】本発明の実施例に係る小型パーソナルインテリジェント端末の使用状態を示す図
である。
【図４】本発明の他の実施例に係る結合認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェ
ント端末のモジュール構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施例における図面を参照しながら、本発明の実施例における技術的手
段を明確に説明する。もちろん、ここで記載の実施例は、本発明の一部の実施例に過ぎず
、全部の実施例ではないと認識されるべきである。本発明の実施例や、当業者により創造
性ある労働なく作り出したその他すべての実施例は、本発明に保護される範囲に所属する
と認められる。
【００２０】
　図１及び図２を参照し、図１は、本発明の実施例に係る結合認証式電子錠付きの小型パ
ーソナルインテリジェント端末の構成概略図であり、図２は、本発明の実施例に係る結合
認証式電子錠付きの小型パーソナルインテリジェント端末のモジュール構成図である。当
該小型パーソナルインテリジェント端末１００は、小型端末１１０及びロック装置１２０
を含み、ロック装置１２０が小型端末１１０に接続されており、小型パーソナルインテリ
ジェント端末１００を人に装着させるためである。本実施例において、小型端末１１０は
、例えば携帯電話、ＭＰ３再生装置、ＭＰ４再生装置、ＭＰ５再生装置またはタブレット
ＰＣ等の演算処理機能を有する小型端末であってよく、ロック装置１２０は、腕輪、腕ベ
ルト、腕時計のバンド、チェーン状物等の人体に固定させることができるものであってよ
い。
【００２１】
　小型端末１１０は、中央処理装置１１５と、小型モーター１１７と、電子ラッチ１１８
と、充電／通信インターフェイス１１４とを備え、これらのうち、中央処理装置１１５は
それぞれ充電／通信インターフェイス１１４及び小型モーター１１７に接続され、電子ラ
ッチ１１８は、小型モーター１１７に接続されている。
【００２２】
　図１に示されるように、電子ラッチ１１８は、小型端末１１０とロック装置１２０との
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接続するところ、例えば図１におけるＡまたはＢのところに位置しており、電子ラッチ１
１８が小型モーター１１７によって駆動されることにより、ロック装置１２０を施錠また
は開錠する。
【００２３】
　充電／通信インターフェイス１１４は、例えばＵＳＢインターフェイス等のデータ線イ
ンターフェイスであってよい。当該充電／通信インターフェイス１１４により、本実施例
における小型パーソナルインテリジェント端末１００は、それと対応している唯一の別の
小型パーソナルインテリジェント端末１００'と有線データ伝送を行うことができ、互い
に相手側の情報を認証することができる（図３参照）。当該認証結果に基づき、中央処理
装置１１５は、小型モーター１１７を制御して電子ラッチ１１８を駆動することにより、
ロック装置１２０を施錠または開錠することができる。具体的に言えば、恋人同士または
夫婦は合意した上、本実施例の小型パーソナルインテリジェント端末１００、１００'の
使用を決めた場合、まずデータ線を使ってペアとなる小型パーソナルインテリジェント端
末１００、１００'同士を接続してから、当該ペアとなる小型パーソナルインテリジェン
ト端末１００、１００'同士を互いに認証させ、認証をパスしたとき、中央処理装置１１
５は自動的に電子ラッチ１１８を施錠するように制御する。また、開錠が必要となる時も
、まずデータ線を使ってペアとなる小型パーソナルインテリジェント端末１００、１００
'同士を接続し、その後互いに認証させる。認証をパスした場合のみ中央処理装置１１５
から開錠命令を出して電子ラッチ１１８の開錠を制御する。
【００２４】
　　上記小型パーソナルインテリジェント端末１００の間の認証方式は複数の種類があっ
てよく、例えば指紋認証、デジタル証明書認証、パスワード認証等、本発明の実施例では
、その中の一種または複数種類の認証方式を採用することができる。本発明の実施例はさ
らに対応した記憶装置１１６を備えていてよい。デジタル証明書、指紋またはパスワード
等の情報を記憶するためである。指紋認証方式を採用する場合、小型端末１１０に指紋採
取認識装置１１３を設置してもよい。ペアとなる小型インテリジェント端末１００、１０
０'同士が接続された後、両方でそれぞれに指紋認証を行い、認証が両方ともパスした後
、ペアとなる小型インテリジェント端末１００、１００'同士が同時に施錠または開錠す
る。デジタル証明書認証を採用する場合、ペアとなる小型インテリジェント端末１００、
１００'同士が接続された後、各自が保存しておいたデジタル証明書を相手側に送信して
相手側が当該デジタル証明書の合法性について認証を行い、両方で認証をパスした場合、
ペアとなる小型インテリジェント端末１００、１００'同士が同時に施錠または開錠する
。パスワード認証及び指紋認証を採用する場合は類似しているため、ここでは言及しない
。
【００２５】
　本発明の一つの実施例として、ロック装置１２０と小型端末１１０との接続は、分離可
能な接続であってもいいし、分離できない固定接続であってもよい。分離可能な接続の場
合、ロック装置１２０と小型端末１１０との間をレールによって接続し、中央処理装置１
１５は、小型モーター１１７によって電子ラッチ１１８を駆動して当該レールをロックさ
せる。本実施例において、当該レールは、例えば図１におけるＢのところに位置してよい
。当然、本発明の実施例においてＡ、Ｂ２箇所が共にレール式デザインであってよい。本
発明ではこれに対する限定がない。ロック装置１２０と小型端末１１０との接続を分離可
能な仕組みに設置するため、その後科学技術の発展と伴い、小型端末１１０のみを改善し
てもよい。
【００２６】
　本発明の一つの実施例として、ロック装置１２０の表面には、機械ラッチ１２１がさら
に設置され、当該機械ラッチ１２１が電子ラッチ１１８に接続され、当該機械ラッチ１２
１によって、本実施例の小型パーソナルインテリジェント端末１００を独身の方に適応し
てもよい。この場合、飾り物または機能性装置と見なすことができる。具体的に言えば、
ユーザは小型パーソナルインテリジェント端末１００を独身状態に設定した場合、機械ラ
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ッチ１２１によってロック装置１２０の施錠または開錠を制御する。つまり、ユーザは、
単に機械ラッチ１２１を押すことによって施錠または開錠することができる。ユーザは、
小型パーソナルインテリジェント端末１００を結婚または恋愛状態に設定した場合、電子
ラッチ１１８及び機械ラッチ１２１が共同でロック装置１２０の施錠または開錠を制御す
る。つまり、機械ラッチ１２１は電子ラッチ１１８と連動する必要があり、ロック装置１
２０の施錠または開錠を共同で制御する。
【００２７】
　本発明のもう一つの実施例として、ロック装置１２０にある上記機械ラッチの代わりに
、ばね掛け金を使用してもよい（図示せず）。当該ばね掛け金は小型モーター１１７に接
続され、ユーザは、小型パーソナルインテリジェント端末１００を独身状態に設定した場
合、ばね掛け金によってロック装置１２０の施錠または開錠を制御する。ユーザは、小型
パーソナルインテリジェント端末１００を結婚または恋愛状態に設定した場合、電子ラッ
チ１１８及びばね掛け金が共同でロック装置１２０の施錠または開錠を制御する。
【００２８】
　本発明の一つの実施例として、ロック装置１２０に三色の表示窓１１２がさらに設置さ
れ、当該三色の表示窓１１２がユーザの現在状態を表示するためのものであり、ここの状
態は、独身、結婚及び恋愛の三種類の状態を含む。そのために、当該三色の表示窓１１２
の内部に三色が表示された円筒体１１９を設置してよく、当該円筒体１１９は、円筒体に
三色が表示されたラベルを巻くことによって構成してもよく、当該三色が表示されたラベ
ルの各色は上記三種類のユーザ状態と対応している。円筒体１１９が小型モーター１１７
に接続されているため、中央処理装置１１５は、ユーザによる独身、結婚及び恋愛の三種
類の状態に基づき三色の表示窓に対応する色を表示させて、ユーザの状態が明瞭に見える
ように、他人は当該ユーザの状況を明らかに分かりやすく、一部の人が知らないまま背景
技術に記載の各状况に落ちることを回避できる。
【００２９】
　本発明のもう一つの実施例として、三色の表示窓１１２の内部に三色を表示できるＬＥ
Ｄランプ１３０がさらに設置され、図４に示されるように、それと対応しているように、
制御ボタン（図示せず）がさらに含まれ、当該制御ボタンは、小型端末１１０にあるガイ
ドキーによって構成することができる。当該三色のＬＥＤランプ１３０は中央処理装置１
１５に接続され、制御ボタンが押下されるとき、三色の表示窓１１２に現在のユーザ状態
と対応しているＬＥＤランプが表示される。ここで指摘すべきなのは、当該設置方式を採
用するとき、ロック装置１２０と小型端末１１０との接続は分離可能な仕組みとすること
が好ましい。
【００３０】
　本発明の一つの実施例として、小型端末１１０に電子表示パネル１１１がさらに設けら
れている。これは、関連認証情報及びユーザ情報を表示するためである。例えば、認証を
パスしたかどうか、ユーザが独身、結婚または恋愛状態のいずれかの状態にあるかを表示
できる。また、当該電子表示パネル１１１によって歌、ビデオ等のレクリエーション情報
を表示してもよい。
【００３１】
　本発明の実施例における小型パーソナルインテリジェント端末１００について、ペアで
認証を行ってから開錠及び施錠を実施する以外、インターネット上の制御端末を経由して
開錠及び施錠を実施することができる。具体的に言えば、使用される両方の小型パーソナ
ルインテリジェント端末１００を充電／通信インターフェイス１１４でコンピュータに接
続し、コンピュータのネットワークを経由してインターネット上の制御端末に接続してか
ら、制御端末が両方のユーザから権限をもらった後、電子錠を遠隔的に開錠・施錠するこ
とができる。また、意外な状況が発生したとき、例えば損害、行方不明または使用者とし
ての一方は開錠に同意しないときには、着用者が権限を授けることで当該インターネット
上の制御端末は当該小型パーソナルインテリジェント端末１００を開錠することができる
。しかし、施錠の権限を授けることができず、施錠の権限付与は両方が同時に付与しなけ
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【００３２】
　また、本発明の実施例における充電／通信インターフェイス１１４はさらに充電機能を
有していてよい。充電器に接続することで小型パーソナルインテリジェント端末１００を
充電することができる。
【００３３】
　最後に、本発明の実施例における小型パーソナルインテリジェント端末１００は、日常
の生活に正常に使用されることができるように、さらに防水の機能を有していてもよい。
防水技術として、従来の技術を参照してもよく、例えば重要部品の密封箇所に防水ゴム輪
等を使用する。ここでは詳細を説明しない。
【００３４】
　本発明の実施例における小型パーソナルインテリジェント端末は、ペアで認証するまで
は施錠及び開錠ができず、本小型パーソナルインテリジェント端末を着用している両方、
例えば夫婦または恋人同士は独自に施錠及び開錠をすることができない。そのため、相手
は勝手に取り外すことに心配する必要がなく、人の目前の感情状態を有効に表示すること
ができるため、相手に隠されて騙されることにより感情の縺れが発生することが有効に回
避できる。
【００３５】
　以上に記載の具体的な実施例は、本発明の目的、技術的手段及び有益な効果についてさ
らに詳しく説明を行ったが、以上の記載はあくまでも本発明の好適な実施例に過ぎず、本
発明の保護範囲を限定するものではない。本発明の主旨及び原則で行った一切の変更、同
等代替または改善等が本発明の特許保護範囲に含まれると理解されるべきであろう。

【図１】 【図２】
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