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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フルフィルメントプロバイダのサーバで記憶される高解像度のデジタル原画像に関して
前記フルフィルメントプロバイダにより提供される商品及び／又はサービスを注文するた
め、閲覧者によりアクセス可能なウェブサイトで前記高解像度のデジタル原画像に対応す
る低解像度のデジタル画像を公開する方法であって、
　当該方法は、
　前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバの受信手段が、通信ネットワークを通し
て、ユーザ装置から前記高解像度のデジタル原画像を受信するステップと、
　前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバの記憶手段が、前記高解像度のデジタル
原画像を記憶し、前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバの生成／関連付け手段が
、記憶した高解像度のデジタル原画像に対応する低解像度のデジタル画像と固有の識別子
とを生成して、生成した識別子を前記高解像度のデジタル原画像と該高解像度のデジタル
原画像に対応する低解像度のデジタル画像とを関連付けするステップと、前記固有の識別
子は、前記高解像度のデジタル原画像が記憶されている前記フィルフィルメントプロバイ
ダのサーバ上の記憶位置及び前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバのインターネ
ットアドレスを識別し、
　前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバの送信手段が、前記通信ネットワークを
通して、関連付けされた低解像度のデジタル画像と固有の識別子とを前記ユーザ装置に送
信するステップと、送信された低解像度のデジタル画像と固有の識別子は、前記ユーザ装
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置の受信手段により受信されて前記ユーザ装置の記憶手段に記憶されと共に、前記ユーザ
装置の送信手段により前記閲覧者によりアクセス可能なウェブサイトに送信され、
　前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバの前記受信手段が、前記通信ネットワー
クを通して、前記ユーザ装置とは異なる閲覧者のコンピュータから前記固有の識別子を受
信するステップと、
　前記フルフィルメントプロバイダの前記送信手段が、前記通信ネットワークを通して、
前記閲覧者のコンピュータで表示される注文書のデータであって、受信された固有の識別
子に対応する高解像度のデジタル原画像を含む製品について前記フルフィルメントプロバ
イダのサーバに前記通信ネットワークを通して製品の注文を行うために前記閲覧者が使用
する注文書のデータを前記閲覧者のコンピュータに送信するステップとを含み、
　前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバから前記閲覧者のコンピュータに送信さ
れる前記注文書のデータは、前記受信された固有の識別子と、該受信された固有の識別子
に対応する前記低解像度のデジタル画像とを含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記サービスプロバイダにより提供される前記サービスは、プリント、電子メール、前
記画像の高解像度のコピーの共有又は取得を含む、
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記アクセス可能なウェブサイト及び前記フルフィルメントプロバイダは同じサイトに
ある、
請求項１記載の方法。
【請求項４】
　フルフィルメントプロバイダのサーバで記憶される高解像度のデジタル原画像に関して
前記フルフィルメントプロバイダにより提供される商品及び／又はサービスを閲覧者のコ
ンピュータで注文するため、閲覧者によりアクセス可能なウェブサイトで前記高解像度の
デジタル原画像に対応する低解像度のデジタル画像を公開する方法であって、
　前記閲覧者によりアクセス可能なウェブサイトのサーバの受信手段が、通信ネットワー
クを通して、ユーザ装置から送信された低解像度のデジタル画像及び固有の識別子とを受
信するステップと、前記固有の識別子は、前記高解像度のデジタル原画像が記憶されてい
る前記フィルフィルメントプロバイダのサーバ上の記憶位置及び前記フルフィルメントプ
ロバイダの前記サーバのインターネットアドレスを識別し、前記高解像度のデジタル原画
像に対応する低解像度のデジタル画像と固有の識別子は、前記フィルフィルメントプロバ
イダの前記サーバの生成／関連付け手段により生成されて、生成された固有の識別子が前
記高解像度のデジタル原画像と前記低解像度のデジタル画像とに関連付けされ、関連付け
された固有の識別子と低解像度のデジタル画像とは、前記フルフィルメントプロバイダの
前記サーバの送信手段により前記ユーザ装置に送信されており、
　前記閲覧者がアクセス可能なウェブサイトのサーバの記憶手段が、前記通信ネットワー
クを通して、前記閲覧者のコンピュータから送出された要求を受信したときに、前記閲覧
者のコンピュータに送信される表示用のウェブサイトデータであって、受信された低解像
度のデジタル画像と固有の識別子を含むアクションボタンとを含む表示用のウェブサイト
データを記憶するステップとを含み、
　前記アクションボタンは、前記閲覧者のコンピュータが、前記通信ネットワークを通し
て前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバにリンクして、前記低解像度のデジタル
画像に対応する前記高解像度のデジタル原画像を含む画像の製品を注文するため、前記閲
覧者がアクセス可能なウェブサイトで前記閲覧者のコンピュータにより選択される、
ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　フルフィルメントプロバイダのサーバで記憶される高解像度のデジタル原画像に関して
前記フルフィルメントプロバイダにより提供される商品及び／又はサービスを注文するた
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め、閲覧者によりアクセス可能なウェブサイトで前記高解像度のデジタル原画像に対応す
る低解像度のデジタル画像を公開する方法であって、
　ユーザ装置の送信手段が、通信ネットワークを通して、高解像度のデジタル原画像を前
記フルフィルメントプロバイダのサーバに送信するステップと、
　前記ユーザ装置の受信手段が、通信ネットワークを通して、前記高解像度のデジタル原
画像に共に関連付けされた固有の識別子及び低解像度のデジタル画像を前記フルフィルメ
ントプロバイダの前記サーバから受信するステップと、前記固有の識別子は、前記高解像
度のデジタル原画像が記憶されている前記フィルフィルメントプロバイダのサーバ上の記
憶位置及び前記フルフィルメントプロバイダの前記サーバのインターネットアドレスを識
別し、
　前記ユーザ装置の記憶手段が、受信された固有の識別子及び低解像度のデジタル画像を
記憶するステップと、
　前記ユーザ装置の送信手段が、前記通信ネットワークを通して、記憶された低解像度の
デジタル画像と固有の識別子とを、前記閲覧者がアクセス可能なウェブサイトのサーバに
アクセスした前記閲覧者のコンピュータが前記固有の識別子に対応するアクションボタン
を選択したときに、前記閲覧者のコンピュータによる前記高解像度のデジタル原画像を含
む商品の前記フルフィルメントプロバイダへの注文が行われるように、前記閲覧者がアク
セス可能なウェブサイトに送信するステップとを含む、
ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェブページで画像を公開し、ウェブページで表示されている画像に関して
フルフィルメントプロバイダにより提供されるべきグッズ又はサービスを注文するための
方法、システム及びソフトウェアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ブロッギング（blogging）に対する関心が高まりつつある。ブロッギングは、基
本的に、閲覧のために一般的に公的にオープンにされたウェブページで公開されるオンラ
インダイアリ（ウェブログ又はブログと呼ばれることがある）である。ウェブサイトやウ
ェブログをオンラインで利用可能にするためのホスティングサイトを個人がつくる助けと
なる多数のツールが存在する。ウェブログは、典型的にＨＴＭＬウェブページであり、ダ
イアリのそれに類似したやり方で年代順に入力されたテキスト及び画像を含んでいる。典
型的に、これらのウェブログは、個人にとって「日々の」活動を表している。
【０００３】
　これらのウェブログ／ブログは、家族及び友人を含めて多くの個人により読まれている
。画像が提供されるとき、閲覧している個人にとって閲覧されている画像に関してプリン
ト又は他の画像に関連するプロダクトを得ることが望まれる。しかし、ウェブログで利用
可能な画像は、典型的に低解像度の画像に制限され、イメージプロダクトの注文での使用
のためにオリジナルの高解像度の画像を得るための容易なやり方はない。画像のオリジナ
ルのソース、すなわちウェブログを所有する人物にいく場合があるが、それらパーソナル
コンピュータに誰かがダイレクトアクセスするのを可能にすることは望まれないことがあ
る。典型的に、ブログの置き換えを可能にするホスティングサイトは、多数の高解像度画
像を含む大型のファイルを保持することで悩まされることは望まない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、高解像度画像へのアクセスを必要とする様々なグッズ及びサービスを注文す
るため、閲覧者が高解像度画像へのアクセスを容易に得ることができるメカニズムを可能
にする多くの問題を解くために設計される。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１態様によれば、アクセス可能なウェブサイトで画像を公開し、フルフィルメ
ントプロバイダで記憶される画像に関してフルフィルメントプロバイダにより提供される
べきグッズ及び／サービスを注文する方法が提供される。当該方法は、フルフィルメント
プロバイダが通信ネットワークを通してユーザ装置から高解像度のデジタル画像を受信し
、フルフィルメントプロバイダ(fulfillment　provider)が高解像度のデジタル画像を記
憶し、高解像度の画像が何処に記憶されているかに関するストレージロケーションを識別
し、フルフィルメントプロバイダのインターネットアドレスに関する情報を提供する固有
のＩＤを高解像度のデジタル画像に関連付け、固有のＩＤをユーザコンピュータに送出し
、アクセス可能なウェブサイトがユーザ装置から高解像度の画像の低解像度の画像のコピ
ーと固有のＩＤを受信し、ウェブサイトが固有のＩＤと関連付けされたアクションボタン
と共にアクセス可能なウェブサイトで低解像度の画像を公開し、ビューワ（viewer）がフ
ルフィルメントプロバイダにより記憶された高解像度画像に関してグッズ及び／又はサー
ビスを注文するためにフルフィルメントプロバイダと直接注文をなすことができるように
、アクションボタンがビューワにより選択されたときにフルフィルメントプロバイダにウ
ェブサイトのビューワを送出する。
【０００６】
　本発明の別の態様によれば、アクセス可能なウェブサイトで画像を公開し、フルフィル
メントプロバイダで記憶される画像に関してフルフィルメントプロバイダにより供給され
るべきグッズ及び／又はサービスを注文するコンピュータソフトウェアプログラムが提供
され、ソフトウェアプログラムは、ユーザコンピュータにロードされたとき、以下のステ
ップを行わせる。通信ネットワークを通してユーザ装置からの高解像度のデジタル画像を
フルフィルメントプロバイダに送出し、フルフィルメントプロバイダは、高解像度のデジ
タル画像を記憶し、高解像度の画像が何処に記憶されているかに関するストレージロケー
ション及びフルフィルメントプロバイダのインターネットアドレスを識別する固有のＩＤ
を高解像度の画像と関連付けし、フルフィルメントプロバイダから高解像度画像に関連す
る固有のＩＤを受信し、ユーザ装置からアクセス可能なウェブサイトに、高解像度の画像
の低解像度画像のコピー及び固有のＩＤを送出し、固有のＩＤに関連するアクションボタ
ンと共にアクセス可能なウェブサイトで低解像度の画像を公開し、ビューワによるアクシ
ョンボタンの選択により、フルフィルメントプロバイダにより記憶された高解像度の画像
に関してグッズ及び／又はサービスを注文するためにフルフィルメントプロバイダと直接
的な注文をビューワがなすことができるように、ビューワはフルフィルメントに送出され
る。
【０００７】
　本発明の別の態様によれば、アクセス可能なウェブサイトで画像を公開し、フルフィル
メントプロバイダで記憶される画像に関してフルフィルメントプロバイダにより供給され
るグッズ及び／又はサービスを注文する方法が提供され、当該方法は、ユーザ装置から受
信するアクセス可能なウェブサイトに、高解像度画像の低解像度画像のコピーと、低解像
度画像の高解像度画像が何処に記憶されているかに関するストレージロケーションを識別
し、フルフィルメントプロバイダのインターネットアドレスに関する情報を提供する固有
のＩＤを送出し、ウェブサイトが固有のＩＤに関連するアクションボタンと共にアクセス
可能なウェブサイトで低解像度の画像を公開し、フルフィルメントプロバイダにより記憶
された高解像度の画像に関してグッズ及び／又はサービスを注文するためにフルフィルメ
ントプロバイダと直接的な注文をビューワがなすことができるように、ビューワによりア
クションボタンが選択されたときフルフィルメントプロバイダにウェブサイトのビューワ
を送出する。
【０００８】
　本発明のこれらの態様、特徴及び利点、並びに他の態様、特徴及び利点は、好適な実施
の形態の以下の詳細な説明及び特許請求の範囲、並びに添付図面を参照することで更に明
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らかに理解されるであろう。　
　以下に提供される本発明の好適な実施の形態の詳細な説明では、添付図面が参照される
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１を参照して、本発明に係る方法を動作するシステム１０が例示されている。特に、
システム１０は、１以上のユーザのウェブログを公開するための設計されるホスティング
ウェブサイト１６をもつ、インターネットのような通信ネットワーク１４を通して通信可
能なユーザコンピュータ１２を含む。例示される特定の実施の形態では、ウェブサイト１
６は、コンピュータ１２を使用したユーザが望むのと同様に頻繁に更新することができる
、多くのユーザの代わりに多くのウェブページを公開可能である。システム１０は、通信
ネットワーク１４を通してウェブサイト１６と通信することができる多数の閲覧装置（vi
ewer）１８がウェブサイトでユーザのウェブログを見るのを可能にする。例示される実施
の形態では、装置１８は、典型的にパーソナルコンピュータである。しかし、閲覧装置１
８は、たとえば通信機能を有するビジュアルディスプレイ又はＰＤＡ（Personal Digital
 Assistant）を有するセルフォンといった、ウェブログにアクセスすることができる他の
装置である場合がある。システム１０は、そこに記憶される画像に関してフルフィルメン
トサービスを提供するフルフィルメント／イメージサービスプロバイダ２０を更に含む。
フルフィルメント／イメージプロバイダの例は、Ｏｆｏｔｏ．ｃｏｍウェブサイトであり
、ユーザは、デジタル画像を記憶し、画像に関連したグッズ又はサービスのシェアリング
又はオーダリングのために第三者が画像にアクセスするのを可能にする。
【００１０】
　図２を参照して、ユーザコンピュータ１２を使用したユーザが、閲覧装置１８を使用し
て様々な視聴者によりウェブサイト１６を通して後にアクセス可能な、フルフィルメント
プロバイダ２０に高解像度の画像をアップロードするのをどのように可能にするかを例示
するフローチャート３０が例示されている。プロセスにおける第一のステップ３２は、ユ
ーザがプロセスを開始するユーザコンピュータ１２でソフトウェアアプリケーションを作
動することである。ステップ３２では、ユーザは、ウェブサイト１６でウェブログエント
リの開始のためのタブ（図示せず）を選択する。ステップ３６で、ウェブログエントリス
クリーンは、ユーザコンピュータ１２で表示される。エントリスクリーンの例は、図４に
例示されている。例示される特定の実施の形態では、スクリーン３７へのエントランスは
、第一のセレクションエリア３７を含み、ここでユーザは、ユーザが属するウェブログ又
はユーザにより制御されるウェブログで時間的に後のポイントで配置される１以上の画像
を選択する。次のステップ４０で、ユーザは、それぞれの選択された画像と関連するセク
ション３９にテキストを任意に提供する。
【００１１】
　ひとたびユーザが全ての画像の選択及びテキストの入力を完了すると、ユーザは、ステ
ップ４０で「第二の」選択ボタン４１を選択し、選択された画像の高解像度のコピーは、
ステップ４４で適切なメモリ装置での記憶のためにフルフィルメントプロバイダ２０にア
ップロードされる。ステップ４６で、フルフィルメントプロバイダは、ユーザコンピュー
タ１２にそれぞれアップロードされた画像の固有の識別子（ＩＤ）をリターンする。ＩＤ
は、選択された画像の高解像度のコピーが記憶される位置を識別子、フルフィルメントプ
ロバイダのインターネットアドレスに関する情報を提供する。図５は、情報がユーザに戻
される１つの方法でスクリーンショット４５を例示する。特に、アップロードされている
高解像度の画像の低解像度の画像４７，４９は、それら関連するＩＤ５１、５３のそれぞ
れと共に表示される。これら低解像度の画像及び関連するＩＤは、ユーザコンピュータに
記憶され、ウェブログの構築で使用される。
【００１２】
　ステップ４８で、ユーザコンピュータでユーザにより入力されたテキストは、ウェブサ
イト１６で表示用のＨＴＭＬフォーマットに適切にフォーマットされる。ユーザコンピュ
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ータ１２のソフトウェアは、ウェブサイト１６で新たなウェブログエントリを発生するの
に使用するため、ユーザにより選択された画像の所望の低解像度のコピーを発生する。ス
テップ５０で、ユーザコンピュータ１２のソフトウェアは、それぞれの画像と共に位置さ
れるアクションアイコンを発生する。それぞれの画像のアクションアイコンは、関連され
るＩＤを含み、アクションアイコンが閲覧者により選択されたとき、ビューワをフルフィ
ルメントプロバイダのサイトに自動的に送出し、ユーザが画像及びテキストの選択をひと
たび完了すると、ウェブログの低解像度のコピーに関連された特定の関連付けされた高解
像度の画像を識別するための適切な情報を提供し、適切な低解像度の画像、関連されるＩ
Ｄ、関連されるテキスト情報、及び他の適切な情報が開示のためのウェブサイトに送出さ
れる。送出される低解像度の画像は、たとえば、限定されるものではないが（ＪＰＥＧ２
０００を含めて）ＪＰＥＧフォーマットといった適切なフォーマットである場合がある。
【００１３】
　図６を参照して、低解像度の画像５８及びその関連されるアクションボタン５９の組み
込みを例示するウェブサイトでのユーザブログのスクリーンショットが例示される。例示
される実施の形態では、ホスティングウェブサイトは、公的にアクセス可能なウェブサイ
トである。ホスティングウェブサイトは、望まれる場合、許可された個人の特定のグルー
プに制限される限定付きの開示である場合がある。勿論、ブログは、望みに応じて多くの
異なる画像及びテキスト６０，６２，６３を有する場合があることが理解される。例示さ
れる実施の形態では、ウェブログは、日々の入力又はさもなければ周期的な入力を可能と
なるダイアリフォーマットで供給される。アクションボタン５９のアクチベーション／セ
レクションにより、ビューワは、前に記憶されている記憶された高解像度の画像の低解像
度のコピー６４を再び表示するフルフィルメントプロバイダ２０の図７に例示されるよう
なスクリーンに自動的に取り込まれる。プリント及び様々な他のイメージプロダクトを注
文する適切なアクションは、プリント及び／又は様々な他のグッズを注文するためのテキ
スト又はアイコン６５，６６，６７，６８により例示される。特定の実施の形態では、ア
クションテキスト又はアイコンは、画像の編集、プリントの注文、画像をもつマグの順序
、及びＴシャツを含む。しかし、このポイントでビューワにとって利用可能な様々なオプ
ションは、たとえば限定されるものではないが、電子メール、高解像度画像のシェアリン
グ及びダウンロードといったフルフィルメントプロバイダ２０により指示されるものであ
る場合がある。
【００１４】
　図３を参照して、フルフィルメントプロバイダ２０で記憶される高解像度画像へのアク
セスを有するか、該アクセスを得るためのウェブサイトをビューワがどのように使用する
かを例示するフローチャートである。第一のステップ７２は、ビューワは、インターネッ
ト１４を通してウェブサイトにアクセスし、閲覧すべきウェブログを選択することである
。次のステップ７４では、ビューワは、（キーボード又はマウスのような）閲覧装置１８
での適切な制御を使用して、低解像度の画像の隣に位置されるアクションボタンを選択す
る。ステップ７６では、アクションボタンの選択により、アクションボタンに関連するＪ
ａｖａ（登録商標）スクリプトは、フルフィルメントサイトの位置を決定し、必要に応じ
て高解像度画像と容易に関連付けすることができるフルフィルメントサイトで適切な注文
情報が表示されるように、画像の位置決めについて関連するＩＤを提供する。任意のステ
ップ７８は、フルフィルメントサイトがビューワを認識しないときにフルフィルメントサ
イトについて提供される場合があり、そのケースでは、任意のエントリログページが提供
され、ビューワがそのサイトで記録するのを可能にする。ステップ８０で、適切なスクリ
ーンがビューワへの適切な情報で始動され、選択された画像に関してイメージプロダクト
をビューワが即座に注文するのを可能にする。代替的な実施の形態では、アクションボタ
ンの選択により、ビューワにより自動的に注文されているハードコピープリント又は他の
イメージプロダクトを得ることができる。幾つかのケースでは、ビューワは、十分な情報
を提供する必要があり、イメージプロダクトは、適切なロケーションに伝達することがで
き、必要に応じて支払いが行われる。
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【００１５】
　例示される特定の実施の形態では、ホスティングウェブサイト１６は、フルフィルメン
トプロバイダから個別のサイトとして示されている。望まれる場合、ウェブサイト１６及
びフルフィルメントプロバイダは、同一である場合があることが理解される。
【００１６】
　先に記載された実施の形態では、ユーザコンピュータにより画像がアップロードされる
。ユーザコンピュータのソフトウェアと共にデジタルカメラのような画像捕捉装置は、ウ
ェブサイト１６に画像を追加するプロセスを自動化することができることが考えられる。
デジタルカメラで捕捉された画像は、ウェブサイトでの配置のためにタグ付けされる場合
がある。デジタルカメラがユーザコンピュータ１２にリンクされるとき、コンピュータの
ソフトウェアは、フルフィルメントプロバイダ１４に高解像度の画像を自動的にアップロ
ードすることができ、関連されるＩＤは、新たにタグ付けされた画像について得ることが
できる。次いで、ユーザコンピュータ１２のソフトウェアは、適切な固有のＩＤと共に前
に説明されたように、開示のためにホスティングウェブサイト１６に情報を直接送出する
ことができる。デジタルカメラの画像のタグ付けは、ユーザのウェブログで低解像度の画
像を開示するのに必要とされる適切なアクションをトリガする。ユーザは、ウェブログに
追加される画像と送出されるテキストエントリについて更に促される。
【００１７】
　様々な他の変化及び変更は、本発明の範囲から逸脱することなしになされる場合がある
ことを理解されたい。本発明は、特許請求の範囲により制限される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る画像を公開する方法を実施するシステムを例示する図である。
【図２】低解像度が得られる高解像度の画像への容易に制御されるアクセスを可能にする
アクセス可能なウェブサイトで画像の低解像度のコピーがどのように公開される場合があ
るかを例示するフローチャートである。
【図３】公的にアクセス可能なウェブサイトで表示されている低解像度の画像に対応する
高解像度の画像へのアクセスを閲覧者がどのように得ることができるかを例示するフロー
チャートである。
【図４】ウェブサイトで公開される低解像度のコピーに対応する高解像度の画像を記憶す
るためのイメージプロバイダに高解像度をアップロードするためにユーザのための初期ス
テップを例示するコンピュータディスプレイ装置のスクリーンショットである。
【図５】アップロードされた高解像度の画像の低解像度のコピー及びイメージプロバイダ
で記憶される高解像度の画像の位置決めで使用するための関連付けされたＩＤを識別する
、イメージプロバイダからユーザに送出される情報を例示する図４に類似したディスプレ
イ装置のスクリーンショットである。
【図６】ユーザのブログウェブサイトのサンプルのウェブページを例示するコンピュータ
ディスプレイ装置のスクリーンショットである。
【図７】画像に関連したグッズ及び／又はサービスの注文のための高解像度画像へのアク
セスを得るためのブログウェブサイトで低解像度の画像の選択された１つを有した後に閲
覧者が見るスクリーンショットを例示する図である。
【符号の説明】
【００１９】
　１０：システム
　１２：コンピュータ
　１４：ネットワーク
　１６：ウェブサイト
　１８：閲覧装置
　２０：サービスプロバイダ
　３０：フローチャート
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　３２，３６，４０，４４，４６，４８，５０：ステップ
　３７：スクリーン
　４１：選択ボタン
　４５：スクリーンショット
　４７，４９，５８：低解像度の画像
　５１，５３：ＩＤ
　５９：アクションボタン
　６０，６２，６３：テキスト
　６４：低解像度のコピー
　６５～６８：アイコン
　７２，７４，７６，７８，８０：ステップ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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