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(57)【要約】
【課題】
ある通信手段を用いて通信中に、これと別の通信手段を
用いて通信を行う場合に、別の通信手段における相手の
通信端末の接続情報を知らないと通信を行うことはでき
なかった。
【解決手段】
複数の通信端末が第１通信手段にて通信中に、通信端末
の一つである第１通信端末から第２通信端末への第２通
信手段による通信要求を受けると、第１通信手段におけ
る第２通信端末の接続情報を取得し、第１通信手段にお
ける第２通信端末の接続情報に対応する第２通信手段に
おける第２通信端末の接続情報を取得し、第１通信端末
と第２通信端末の第２通信手段による通信を行う。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の通信端末が第１通信手段にて通信中に、
前記通信端末の一つである第１通信端末から第２通信端末への第２通信手段による通信要
求を行うと、
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報を取得し、
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報に対応する前記第２通信手段にお
ける前記第２通信端末の接続情報を取得し、
前記第１通信端末と前記第２通信端末の第２通信手段による通信を行う、
ことを特徴とする通信方法。
【請求項２】
前記第２通信手段がメッセージ型通信の場合、
前記第２通信手段による通信要求と共に、メッセージデータを受信し、
前記第２通信手段にて前記第２通信端末に、前記メッセージデータを送信する、
ことを特徴とする請求項１記載の通信方法。
【請求項３】
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段における前記複数の通信端末を接続する交換機から取得する、
ことを特徴とする請求項１または請求項２記載の通信方法。
【請求項４】
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段における前記複数の通信端末を制御する通信制御装置から取得する、
ことを特徴とする請求項１または請求項２記載の通信方法。
【請求項５】
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段にて前記第２通信端末と通信中のコミュニケーションサーバ装置から取
得する、
ことを特徴とする請求項１または請求項２記載の通信方法。
【請求項６】
前記第１通信端末から前記第２通信端末への前記第２通信手段による通信要求と共に、前
記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報を受信する、
ことを特徴とする請求項１または請求項２記載の通信方法。
【請求項７】
複数の通信端末が第１通信手段にて通信中に、
前記通信端末の一つである第１通信端末から第２通信端末への第２通信手段による通信要
求を受けると、
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報を取得し、
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報に対応する前記第２通信手段にお
ける前記第２通信端末の接続情報を取得し、
前記第１通信端末と前記第２通信端末の前記第２通信手段による通信要求を行う、
ことを特徴とするサービスサーバ装置。
【請求項８】
前記第２通信手段がメッセージ型通信の場合、
前記第２通信手段による通信要求と共に、メッセージデータを受信し、
前記第２通信手段にて前記第２通信端末に、前記メッセージデータを送信する、
ことを特徴とする請求項１３記載のサービスサーバ装置。
【請求項９】
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段における前記複数の通信端末を接続する交換機から取得する、
ことを特徴とする請求項７または請求項８記載のサービスサーバ装置。
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【請求項１０】
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段における前記複数の通信端末を制御する通信制御装置から取得する、
ことを特徴とする請求項７または請求項８記載のサービスサーバ装置。
【請求項１１】
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段にて前記第２通信端末と通信中のコミュニティサーバから取得する、
ことを特徴とする請求項７または請求項８記載のサービスサーバ。
【請求項１２】
前記第１通信端末から前記第２通信端末への前記第２通信手段による通信要求と共に、前
記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報を受信する、
ことを特徴とする請求項７または請求項８記載のサービスサーバ。
【請求項１３】
複数の通信端末と、
通信端末間を接続する交換機と、
接続を制御する通信制御装置と、
複数の通信端末が第１通信手段にて通信中に、前記通信端末の一つである第１通信端末か
ら第２通信端末への第２通信手段による通信要求を受けると、前記第１通信手段における
前記第２通信端末の接続情報を取得し、前記第１通信手段における前記第２通信端末の接
続情報に対応する前記第２通信手段における前記第２通信端末の接続情報を取得し、前記
第１通信端末と前記第２通信端末の前記第２通信手段による通信を制御装置に指示するサ
ービスサーバ装置と、
通信端末の通信手段毎の接続情報を所持するデータベース、
を有することを特徴とする通信システム。
【請求項１４】
前記第２通信手段がメッセージ型通信の場合、
前記第２通信手段による通信要求と共に、メッセージデータを受信し、
前記第２通信手段にて前記第２通信端末に、前記メッセージデータを送信する、
ことを特徴とする請求項７記載の通信システム。
【請求項１５】
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段における前記複数の通信端末を接続する交換機から取得する、
ことを特徴とする請求項１３または請求項１４記載の通信システム。
【請求項１６】
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段における前記複数の通信端末を制御する通信制御装置から取得する、
ことを特徴とする請求項７または請求項８記載の通信システム。
【請求項１７】
前記通信システムは更にコミュニケーションサーバ装置を備え、
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報は、
前記第１通信手段にて前記第２通信端末と通信中のコミュニケーションサーバ装置から取
得する、
ことを特徴とする請求項１３または請求項１４記載の通信システム。
【請求項１８】
前記第１通信端末から前記第２通信端末への前記第２通信手段による通信要求と共に、前
記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報を受信する、
ことを特徴とする請求項１３または請求項１４記載の通信システム。
【請求項１９】
複数の通信端末が第１通信手段にて通信中に、
前記通信端末の一つである第１通信端末から第２通信端末への第２通信手段による通信要
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求を受けると、
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報を取得し、
前記第１通信手段における前記第２通信端末の接続情報に対応する前記第２通信手段にお
ける前記第２通信端末の接続情報を取得し、
前記第１通信端末と前記第２通信端末の第２通信手段による通信要求を行う、
ことをサービスサーバに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、特に複数の通信手段を有する端末間での通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信端末においては単一の通信手段のみならず、電話、電子メール、ＰｏＣ（Ｐｕｓｈ
　ｔｏ　ｔａｌｋ　Ｏｖｅｒ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ）、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）におけるコミュニティでのチャットといった複数の通信手段による通信
を行うことが可能となっている。これらの通信手段を利用する場合においては、相手先の
通信端末が同じでも、通信手段により異なる宛先情報を知る必要がある。
【０００３】
　また、例えば電話の最中に、相手と写真を見ながら話をしたいと思った場合、一旦電話
を切断し、電子メールにて写真を送付し、また電話を掛けるという手順を取る場合もあっ
た。
【０００４】
　これに関連する技術として、特許文献１には通話中の相手先ダイヤル番号に対応するア
ドレスをアドレスデータから読み出し、このアドレスに対するメールを作成し送信するこ
とが記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３４８１８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記特許文献１では通話中の相手先ダイヤル番号に対応するアドレスを知って
いないとメールを作成し送信することができないという課題がある。
【０００７】
　通信端末間での通信において、通信は個別の接続情報を用いて通信を行う。例えば、電
話中にメールを送りたい場合には、相手のメールアドレスを指定してメールを送信する。
しかし、相手のメールアドレスを知らない場合には、メールを送信することはできない。
【０００８】
　また、SNSにおけるコミュニティにおいて、お互いにユーザ識別情報のみを利用してチ
ャットを行っていた状況で、ＰｏＣを利用したい場合は電話番号を公開しないと通信は出
来ない。
【０００９】
　つまり、ある通信手段を用いて通信中に、これと別の通信手段を用いて通信を行う場合
に、別の通信手段における相手の通信端末の接続情報を知らないと通信を行うことはでき
ない。
【００１０】
　また、お互いにある特定の情報(例えば、ユーザ識別情報)しか教えたくない場合には、
限られた通信手段しか利用できないという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　かかる目的を達成するために、本発明の通信方法は、本発明は、以下の特徴を有するこ
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ととする。
複数の通信端末が第１通信手段にて通信中に、
通信端末の一つである第１通信端末から第２通信端末への第２通信手段による通信要求を
受けると、
第１通信手段における第２通信端末の接続情報を取得し、
第１通信手段における第２通信端末の接続情報に対応する第２通信手段における第２通信
端末の接続情報を取得し、
第１通信端末と第２通信端末の第２通信手段による通信を行う。
【００１２】
　本発明のサービスサーバ装置は、
複数の通信端末が第１通信手段にて通信中に、
通信端末の一つである第１通信端末から第２通信端末への第２通信手段による通信要求を
受けると、
第１通信手段における第２通信端末の接続情報を取得し、
第１通信手段における第２通信端末の接続情報に対応する第２通信手段における第２通信
端末の接続情報を取得し、
第１通信端末と第２通信端末の第２通信手段による通信要求を行う。
【００１３】
　本発明の通信システムは、
複数の通信端末と、
通信端末間を接続する交換機と、
接続を制御する通信制御装置と、
複数の通信端末が第１通信手段にて通信中に、通信端末の一つである第１通信端末から第
２通信端末への第２通信手段による通信要求を受けると、第１通信手段における第２通信
端末の接続情報を取得し、第１通信手段における第２通信端末の接続情報に対応する第２
通信手段における第２通信端末の接続情報を取得し、第１通信端末と第２通信端末の第２
通信手段による通信を制御装置に指示するサービスサーバ装置と、
通信端末の通信手段毎の接続情報を所持するデータベース、
とから構成される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明よれば、ある１つの通信手段において通信中に、他の通信手段へ切り替える際、
相手の通信端末の接続情報を用いずに他の通信手段にて通信が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　実施形態１
本発明における第１の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は本発明のネッ
トワーク構成図である。このネットワークは、複数の通信端末１０～１９、交換機２０、
複数の通信制御装置３０～３９、サービスサーバ装置４０、個人情報ＤＢ５０から構成さ
れている。
【００１６】
　通信端末１０～１９は交換機２０と接続している。また、通信信制御装置３０～３９も
交換機２０に接続している。通信制御装置３０～３９による制御によって、通信端末１０
～１９間の接続が交換機２０を介して行われる。通信手段や通信端末間の接続に応じて、
動作する通信制御装置が選択される。交換機２０に接続する通信端末及び通信制御装置は
図示している他にも複数台接続してもよい。
【００１７】
　サービスサーバ装置４０は通信制御装置３０～３９に接続されている。その一方、個人
情報DB５０にも接続されている。
【００１８】
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　通信端末１０～１９は、携帯電話端末やパーソナルコンピュータを含む情報処理装置で
ある。通信手段に対応したクライアントソフトを利用して、通信制御装置による制御の下
で、交換機を介して通信端末間を相互に接続する機能を有している。
【００１９】
　また、この通信端末は複数の通信手段を有している。ここで通信手段とは、電話、電子
メール（ｅ－ｍａｉｌ）の送受信、ＰｏＣ（Ｐｕｓｈ　ｔｏ　ｔａｌｋ　Ｏｖｅｒ　Ｃｅ
ｌｌｕｌａｒ）、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ＩＭ（ｉｎ
ｓｔａｎｔ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）、チャットといった通信方法である。さらに、通信端
末１０～１９は通信中の相手通信端末と通信中の通信手段以外の通信手段で通信を開始す
ることをサービスサーバ装置に通知する機能を備えている。
【００２０】
　交換機２０は、通信端末間の通信を中継する装置であり、通信端末が通信している相手
の通信端末を識別している。また、サービスサーバ装置４０からの要求に従い、要求され
たユーザが通信している相手である通信端末の接続情報をサービスサーバ装置４０に送信
する。接続情報は通信端末および通信手段ごとに識別する情報である。例えば、電話であ
れば電話番号、電子メールであればメールアドレスである。
【００２１】
　サービスサーバ装置４０は通信端末１０～１９からの通信要求に従い、要求した通信端
末が通信している相手である通信端末の接続情報を交換機に要求し、取得する。そして、
要求している通信手段に用いる接続情報を個人情報DBから取得する。更に、取得した接続
情報と共に、通信制御装置に接続の指示を送信する。これにより、通信端末からの要求に
よる通信手段での複数端末間通信を可能にする。
【００２２】
　個人情報ＤＢ５０は情報管理装置である。各通信端末が各通信手段に用いる接続情報を
保持する。また、サービスサーバ装置４０からの要求に応じて、該当する通信手段で用い
る接続情報を検索し、サービスサーバ装置４０に送信する。
【００２３】
　次に、図２を参照して第１の実施形態における動作について詳細に説明する。通信端末
１０と通信端末１９は通信制御装置３０による制御の下で、交換機２０を介して通信Ａを
行っている(Ｓ１０１)。
【００２４】
　通信端末１０は、通信Ｂを通信端末１９と行う要求を交換機２０、通信制御装置３９を
介してサービスサーバ装置４０に送信する。ここで通信Ｂは通信Ａとは異なる通信手段に
よるものである。サービスサーバ装置４０は、通信端末１０からの通信Ｂ開始要求を受信
する（Ｓ１０２）。この時、通信Ａが対話型通信(例えば、電話、ＰｏＣ、チャット等)の
場合は通信端末１０からの呼を保持する。
【００２５】
　サービスサーバ装置４０は通信端末１０の通信相手である通信端末１９の通信Ａによる
接続情報を交換機２０に要求する(Ｓ１０３)。
【００２６】
　交換機２０はサービスサーバ装置４０の要求に応じ、通信端末１０と通信Ａにより通信
中の相手端末である通信端末１９の接続情報をサービスサーバ装置４０に返信する（Ｓ１
０４）。
【００２７】
　サービスサーバ装置４０は通信端末１９の通信Ａによる接続情報と共に、通信Ｂによる
接続情報の要求を個人情報ＤＢ５０送信する（Ｓ１０５）。
【００２８】
　個人情報ＤＢ５０では図４に示す各通信端末における通信手段と接続情報の対応情報を
所持している。個人情報ＤＢ５０は通信端末１９の通信Ａによる接続情報から、通信Ｂに
よる接続情報を検索する（Ｓ１０６）。



(7) JP 2010-87704 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

【００２９】
　本実施例においては、通信Ａにおける通信端末１９の接続情報であるである「Ａ００１
９」を交換機２０から取得し、個人情報ＤＢ５０に送信する。個人情報ＤＢでは、これに
対応する通信Ｂにおける宛先を検索する。通信端末１９における「Ａ００１９」に対応す
る通信Ｂの接続情報は「Ｂ００１９」であり、この接続情報をサービスサーバ装置４０に
送信する（Ｓ１０７）。
【００３０】
　サービスサーバ装置４０は個人情報ＤＢ５０から取得した、通信端末１９の通信Ｂ用接
続情報を通信制御装置３９に通知する。通信制御装置３９は取得した接続情報により通信
端末１９を特定し、交換機２０を介して通信Ｂの開始要求を行う（Ｓ１０８）。
【００３１】
　この要求に対して通信端末１９にて着信応答がなされると、これをサービスサーバ装置
４０に通知する（Ｓ１０９）。
【００３２】
　保持していた通信端末１０からの通信Ｂの呼接続をサービスサーバ装置から通信端末１
９に変更するよう通信制御装置３９に要求する（Ｓ１１０）。
【００３３】
　通信制御装置３９は、通信端末１０からの呼を通信端末１９に接続させ、通信Ｂを確立
する（Ｓ１１１）。
【００３４】
　本実施形態によれば、サービスサーバ装置４０が通信Ａの接続情報に対応する通信Ｂの
接続情報を取得し、通信制御装置３９に接続を要求して通信Ｂを確立する。このため、通
信端末１０は通信端末１９の通信Ｂによる接続情報を所持しなくとも通信Ｂによる通信が
可能となる。
【００３５】
　実施形態２
次に、本発明の実施形態２について、図面を参照して説明する。ネットワークの構成は図
１と同じである。図５を参照して第２の実施形態における動作について詳細に説明する。
【００３６】
　通信端末１０と通信端末１９は通信制御装置３０による制御の下で、交換機２０を介し
て通信Ａを行っている(Ｓ２０１)。この時、通信端末１０は通信Ａによる通信端末１９の
接続情報を保持している。
【００３７】
　通信端末１０は、通信Ｂを通信端末１９と行う要求を交換機２０、通信制御装置３９を
介してサービスサーバ装置４０に送信する。また、通信端末１９の通信Ａおける接続情報
を送信する。サービスサーバ装置４０は、通信端末１０からの通信Ｂ開始要求と接続情報
を受信する（Ｓ２０２）。
【００３８】
　この動作の以降、サービスサーバ装置４０がこの接続情報から通信Ｂによる接続情報を
取得し、これを用いて通信Ｂを確立するのは第１の実施形態と同様である。
【００３９】
　本実施例によれば、通信端末１０から通信Ｂの要求があった際に、通信Ａにおける接続
情報も送信するため、サービスサーバ装置４０が交換機に接続情報を要求する必要がなく
なる。
【００４０】
　実施形態３
次に、本発明の実施形態３について、図面を参照して説明する。ネットワークの構成は図
１と同じである。図６を参照して第３の実施形態における動作について詳細に説明する。
【００４１】
　通信端末１０と通信端末１９は通信制御装置３０による制御の下で、交換機２０を介し
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て通信Ａを行っている(Ｓ３０１)。
【００４２】
　通信端末１０はサービスサーバ装置４０に通信Ｂ開始要求を送信する。通信Ｂがメッセ
ージ型通信である場合には、このメッセージのデータも送信する（Ｓ３０２）。ここで、
メッセージ型通信は電子メール、ＳＭＳ、ＩＭ等である。サービスサーバ装置４０は受信
したデータを通信Ｂによる宛先がわかるまで保持する。
【００４３】
　サービスサーバ装置４０は通信端末１０の通信相手である通信端末１９の通信Ａによる
接続情報を交換機２０に要求する(Ｓ３０３)。
【００４４】
　交換機２０はサービスサーバ装置４０の要求に応じ、通信端末１０と通信Ａにより通信
中の相手端末である通信端末１９の接続情報をサービスサーバ装置４０に返信する（Ｓ３
０４）。
【００４５】
　サービスサーバ装置４０は通信端末１９の通信Ａによる接続情報と共に、通信Ｂによる
接続情報の要求を個人情報ＤＢ５０送信する（Ｓ３０５）。
【００４６】
　個人情報ＤＢ５０では図４に示す各通信端末における通信手段と接続情報の対応情報を
所持している。個人情報ＤＢ５０は通信端末１９の通信Ａによる接続情報から、通信Ｂに
よる接続情報を検索する（Ｓ３０６）。
【００４７】
　そして、得られた通信Ｂの接続情報をサービスサーバ装置４０に送信する（Ｓ３０７）
。
【００４８】
　サービスサーバ装置４０は個人情報ＤＢ５０から取得した、通信端末１９の通信Ｂ用宛
先に、保持していたメッセージのデータを送信する（Ｓ３０８）。
【００４９】
　本実施例によれば、通信端末１０から通信Ｂの要求があった際に、これがメッセージ型
通信の場合、通信Ｂの要求と共にメッセージデータをサービスサーバ装置４０に送信し、
通信Ｂによる接続情報が得られると、サービスサーバ装置４０から直接通信端末１９に送
信される。
【００５０】
　実施形態４
次に、本発明の実施形態４について、図面を参照して説明する。図７は本発明のネットワ
ーク構成図である。このネットワークは、実施形態１で示した図１の構成に加えて、　コ
ミュニティサーバ装置６０は交換機２０及びサービスサーバ装置４０に接続している。
【００５１】
　コミュニティサーバ装置６０はＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を
提供する。具体的には自分のプロフィールや写真を会員に公開する機能や、互いにメール
アドレスを知られること無く別の会員にメッセージを送る機能、趣味や地域などテーマを
決めて掲示板などで交流できるコミュニティ機能、予定を書き込めるカレンダーなどの機
能で構成される。
【００５２】
　複数の通信端末がこのコミュニティサーバと通信を行い、掲示板にメッセージを登録す
ることで、情報交換が可能となる。複数の通信端末が同時に、この掲示板にメッセージを
書き込み、情報交換することがチャットである。
【００５３】
　このコミュニティサーバ装置６０では、通信を行っている通信端末を識別しており、こ
の識別情報も各端末の接続情報となる。また、接続できるのは予め設定した端末のみとす
ることもできる。
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【００５４】
　次に、図８を参照して第４の実施形態における動作について詳細に説明する。
【００５５】
　通信端末１０と通信端末１９はそれぞれ交換機２０を介してコミュニティサーバ装置６
０と通信Ａを行っている(Ｓ４０１、Ｓ４０２)。ここではコミュニティサーバ装置にて管
理している掲示板でチャットに参加している。このコミュニティサーバ装置６０と通信端
末が接続する際に通信端末を識別する情報が自動的に送信されたり、入力行うことでコミ
ュニティサーバ装置６０では、参加している全ての端末を把握している。
【００５６】
　通信端末１０は、同じコミュニティに参加している通信端末１９と通信Ｂを行う要求を
交換機２０、通信制御装置３９を介してサービスサーバ装置４０に送信する（Ｓ４０３）
。また、通信端末１０の識別情報であるコミュニティサーバ装置６０における識別情報、
及び、通信端末１９のコミュニティサーバ装置６０における識別情報も合わせて送信する
。
【００５７】
　サービスサーバ装置４０は通信端末１９の識別情報を個人情報ＤＢ５０に送信し、通信
Ｂによる接続情報を要求する（Ｓ４０４）。
【００５８】
　個人情報ＤＢ５０では図９に示す各通信端末における通信手段と接続情報の対応情報を
所持している。個人情報ＤＢ５０は通信端末１９の識別情報から、通信Ｂによる接続情報
を検索する（Ｓ４０５）。
【００５９】
　本実施例においては、通信Ａにおける通信端末１９の識別情報は「ＩＤ０１９」である
。これに対応する通信Ｂの接続情報は「Ｂ００１９」であり、この接続情報をサービスサ
ーバ装置４０に送信する（Ｓ４０６）。
【００６０】
　通信端末１９の通信Ｂにおける接続情報取得したサービスサーバ装置４０が、通信端末
１０との通信Ｂを確立する手順は実施形態１と同じである。
【００６１】
　本実施例によれば、通信端末１０及び通信端末１９のそれぞれがコミュニティサーバ装
置６０との通信をしている場合に、コミュニティサーバ装置６０との接続情報を用いて、
新たな通信を通信端末１０及び通信端末１９で行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】実施形態１のネットワーク構成図である。
【図２】実施形態１の動作を説明する図である。
【図３】実施形態１の動作を説明する図である。
【図４】実施形態１の個人情報ＤＢ５０の所持するデータを説明する図である。
【図５】実施形態２の動作を説明する図である。
【図６】実施形態３の動作を説明する図である。
【図７】実施形態４のネットワーク構成図である。
【図８】実施形態４の動作を説明する図である。
【図９】実施形態４の情報ＤＢ５０の所持するデータを説明する図である。
【符号の説明】
【００６３】
１０　通信端末
１９　通信端末
２０　交換機
３０　通信制御装置
３９　通信制御装置
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４０　サービスサーバ装置
５０　個人情報ＤＢ
６０　コミュニティサーバ装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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