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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末から商品の検索要求を受け付ける検索要求受付手段と、
　検索要求に含まれる検索条件で指定された商品名に対応する他の商品名を複数商品名デ
ータベースから取得する他商品名取得手段と、
　取得した他の商品名を検索条件に対してＯＲ条件で追加する検索条件補正手段と、
　補正後の検索条件により商品データベースから検索を行う検索実行手段と、
　検索のクエリログから同一の商品に対する複数の商品名を抽出して前記複数商品名デー
タベースに登録する複数商品名データベース登録手段と
を備え、
　前記複数商品名データベース登録手段は、
　クエリログデータの検索式がＯＲ検索であるかＮＯＴ検索である場合に、ＯＲ演算子も
しくはＮＯＴ演算子の前後の検索語を複数の商品名として特定し、
　同じユーザによる一定時間内のクエリが存在する場合に、それぞれのクエリの検索語を
複数の商品名として特定する
ことを特徴とする商品検索装置。
【請求項２】
　商品検索装置が、ユーザ端末から商品の検索要求を受け付ける検索要求受付工程と、
　前記商品検索装置が、検索要求に含まれる検索条件で指定された商品名に対応する他の
商品名を複数商品名データベースから取得する複数商品名取得工程と、
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　前記商品検索装置が、取得した他の商品名を検索条件に対してＯＲ条件で追加する検索
条件補正工程と、
　前記商品検索装置が、補正後の検索条件により商品データベースから検索を行う検索実
行工程と、
　前記商品検索装置が、検索のクエリログから同一の商品に対する複数の商品名を抽出し
て前記複数商品名データベースに登録する複数商品名データベース更新工程と
を備え、
　前記複数商品名データベース登録工程は、
　クエリログデータの検索式がＯＲ検索であるかＮＯＴ検索である場合に、ＯＲ演算子も
しくはＮＯＴ演算子の前後の検索語を複数の商品名として特定し、
　同じユーザによる一定時間内のクエリが存在する場合に、それぞれのクエリの検索語を
複数の商品名として特定する
ことを特徴とする商品検索方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット等のネットワークを介して商品の検索を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、インターネットを利用した商品の売買が盛んに行われるようになってきており、
このようなネットショッピングは日常生活に不可欠の存在となっている。
【０００３】
　ところで、所望の商品を探すためには、ネットショッピングサーバが提供する検索機能
を用いて、商品名や型番等から商品を検索するのが一般的である。具体的な型番がわから
ない場合は、商品名が検索の決め手となる場合が多い。
【０００４】
　そのため、ユーザの入力する検索語との一致を判断するための商品データベースのキー
ワードとして、その商品の商品名（呼び名）として用いられる可能性のある語句を漏れな
く人為的に登録する努力が図られている。特許文献１には、商品名称の入力作業の手間を
低減し、商品マスタの信頼性の向上と人的コストの低減を図る技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２６４９７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、従来は商品データベースのキーワードを人為的にメンテナンスするこ
とでユーザの検索に対応してきた。
【０００７】
　しかし、従来から存在する商品であっても、新たな商品名が発生して流行する場合があ
り、商品データベースのキーワードのメンテナンスが間に合わず、検索してもヒットしな
い事態が生ずる可能性がある。この場合、実際には所望の商品が販売されているにもかか
わらず、検索にヒットしないため、ユーザは所望の商品が販売されていないとして購入を
諦めてしまう場合が多く、ネットショッピングサーバ側は販売機会を失ってしまう。
【０００８】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、
同一の商品についての流動的な複数の商品名を自動的に収集・管理し、ユーザの入力する
検索語に対して漏れのない検索を行うことのできる商品検索装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明にあっては、請求項１に記載されるように、ユーザ
端末から商品の検索要求を受け付ける検索要求受付手段と、検索要求に含まれる検索条件
で指定された商品名に対応する他の商品名を複数商品名データベースから取得する他商品
名取得手段と、取得した他の商品名を検索条件に対してＯＲ条件で追加する検索条件補正
手段と、補正後の検索条件により商品データベースから検索を行う検索実行手段と、検索
のクエリログから同一の商品に対する複数の商品名を抽出して前記複数商品名データベー
スに登録する複数商品名データベース登録手段とを備え、前記複数商品名データベース登
録手段は、クエリログデータの検索式がＯＲ検索であるかＮＯＴ検索である場合に、ＯＲ
演算子もしくはＮＯＴ演算子の前後の検索語を複数の商品名として特定し、同じユーザに
よる一定時間内のクエリが存在する場合に、それぞれのクエリの検索語を複数の商品名と
して特定する商品検索装置を要旨としている。
【００１１】
　また、請求項２に記載されるように、商品検索装置が、ユーザ端末から商品の検索要求
を受け付ける検索要求受付工程と、前記商品検索装置が、検索要求に含まれる検索条件で
指定された商品名に対応する他の商品名を複数商品名データベースから取得する複数商品
名取得工程と、前記商品検索装置が、取得した他の商品名を検索条件に対してＯＲ条件で
追加する検索条件補正工程と、前記商品検索装置が、補正後の検索条件により商品データ
ベースから検索を行う検索実行工程と、前記商品検索装置が、検索のクエリログから同一
の商品に対する複数の商品名を抽出して前記複数商品名データベースに登録する複数商品
名データベース更新工程とを備え、前記複数商品名データベース登録工程は、クエリログ
データの検索式がＯＲ検索であるかＮＯＴ検索である場合に、ＯＲ演算子もしくはＮＯＴ
演算子の前後の検索語を複数の商品名として特定し、同じユーザによる一定時間内のクエ
リが存在する場合に、それぞれのクエリの検索語を複数の商品名として特定する商品検索
方法として構成することができる。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明の商品検索装置にあっては、同一の商品についての流動的な複数の商品名を自動
的に収集・管理し、ユーザの入力する検索語に対して漏れのない検索を行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態にかかるシステムの構成例を示す図である。
【図２】クエリログのデータ構造例を示す図である。
【図３】複数商品名データベースのデータ構造例を示す図である。
【図４】商品データベースのデータ構造例を示す図である。
【図５】商品検索サーバのハードウェア構成例を示す図である。
【図６】実施形態の処理例を示すシーケンス図である。
【図７】複数商品名抽出部の処理例を示すフローチャートである。
【図８】検索ページの画面例を示す図である。
【図９】検索画面におけるサジェスチョンの例を示す図である。
【図１０】検索結果ページの画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。
【００１５】
　＜構成＞
　図１は本発明の一実施形態にかかるシステムの構成例を示す図である。
【００１６】
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　図１において、インターネット等のネットワーク１には、ネットショッピングのユーザ
が操作するＰＣ（Personal Computer）、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistan
ts）等のユーザ端末２が複数接続されている。ユーザ端末２は、一般的なブラウザ（Ｗｅ
ｂブラウザ）２１を備えている。ブラウザ２１は、インターネットの標準プロトコルであ
るＨＴＴＰ（Hyper Text Transfer Protocol）等に従い、ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup 
Language）等の言語で記述されたページデータの要求・取得・表示およびフォームデータ
の送信等を行う機能を有している。
【００１７】
　一方、ネットワーク１には、ユーザの操作するユーザ端末２のブラウザ２１からのアク
セスに対して商品の検索を行う商品検索サーバ３が接続されている。
【００１８】
　商品検索サーバ３は、機能部として、商品検索処理部３１と複数商品名データベース登
録部３２とを備えている。これらの機能部は、商品検索サーバ３を構成するコンピュータ
のＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random 
Access Memory）等のハードウェア資源上で実行されるコンピュータプログラムによって
実現されるものである。これらの機能部は、単一のコンピュータ上に配置される必要はな
く、必要に応じて分散される形態であってもよい。
【００１９】
　商品検索処理部３１は、検索要求受付部３１１と他商品名取得部３１２と検索条件補正
部３１３と検索実行部３１４と検索結果ページ生成部３１５と検索結果ページ送信部３１
６とを備えている。
【００２０】
　複数商品名データベース登録部３２は、クエリログ取得部３２１と複数商品名抽出部３
２２とデータベース登録部３２３とを備えている。
【００２１】
　また、商品検索サーバ３が参照するデータベース等として、クエリログ３０１と複数商
品名データベース３０２と商品データベース３０３とが設けられている。これらのデータ
ベース等は、データベース等を保持するコンピュータ内のＨＤＤ（Hard Disk Drive）等
の記憶媒体上に所定のデータを体系的に保持するものである。
【００２２】
　図２はクエリログ３０１のデータ構造例を示す図であり、「受付日時」「セッションＩ
Ｄ」「検索式」等の項目を有している。「受付日時」は、検索要求（クエリ）を受け付け
た日時を示す情報である。「セッションＩＤ」は、検索要求を行ったユーザもしくはユー
ザ端末を大まかに識別する情報である。登録ユーザが事前にログインを行っている場合に
は、ログインによるセッションＩＤを用いることで、ユーザを厳密に特定することができ
る。ログインを行っていない場合であっても、ユーザ端末のＩＰアドレス等をベースにし
た値を用いることで、短時間内におけるユーザ端末の同一性を識別することができる。「
検索式」は検索要求に含まれる検索式の文字列である。検索式は、単独の検索語である場
合と、複数の検索語とＡＮＤ、ＯＲ、ＮＯＴ等の演算子とを含む場合とがある。
【００２３】
　図３は複数商品名データベース３０２のデータ構造例を示す図であり、「商品名」等の
項目を有している。「商品名」には、同一の商品に対応する複数の商品名が列挙される。
例えば、「ジーンズ，デニム」、「ジュエリー，アクセサリー」、「暖房，ヒーター，ス
トーブ」といったものである。ここでの商品名とは、メーカ等が使用する正式な商品名だ
けではなく、ユーザが通常の呼び名として用いているものを含む。
【００２４】
　図４は商品データベース３０３のデータ構造例を示す図であり、「商品ＩＤ」「タイト
ル」「説明」「画像」「キーワード」等の項目を有している。「商品ＩＤ」は販売の対象
となる商品を識別する情報である。「タイトル」は当該商品の表示上の見出しである。「
説明」は当該商品の簡単な説明文である。「画像」は当該商品の外観画像である。「キー
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ワード」は、当該商品の検索に用いられる語句を列挙したものである。
【００２５】
　図１に戻り、商品検索処理部３１は、ユーザ端末２のブラウザ２１から検索要求を受け
付け、検索結果をユーザ端末２のブラウザ２１に返送する機能を有している。
【００２６】
　検索要求受付部３１１は、ユーザ端末２のブラウザ２１に検索ページを提供し、検索要
求を受け付ける機能を有している。
【００２７】
　他商品名取得部３１２は、検索要求の検索条件に含まれる検索語に基づき、当該検索語
を含む複数商品名を複数商品名データベース３０２から検索し、当該検索語と組にして登
録されている他の商品名（複数可）を取得する機能を有している。
【００２８】
　検索条件補正部３１３は、他商品名取得部３１２で取得された他の商品名に基づいて検
索条件の補正を行う機能を有している。検索条件の補正は、自動的に行う場合と、ユーザ
に確認を行ってから行う場合とがある。
【００２９】
　検索実行部３１４は、検索条件に基づいて商品データベース３０３を検索する機能を有
している。
【００３０】
　検索結果ページ生成部３１５は、検索結果に基づいて検索結果ページを生成する機能を
有している。
【００３１】
　検索結果ページ送信部３１６は、検索結果ページを要求元であるユーザ端末２のブラウ
ザ２１に送信する機能を有している。
【００３２】
　複数商品名データベース登録部３２は、所定のタイミング（商品検索サーバ３の負荷が
軽い時間帯等）に起動し、クエリログ３０１から複数商品名を抽出して複数商品名データ
ベース３０２に登録を行う機能を有している。
【００３３】
　クエリログ取得部３２１は、クエリログ３０１からクエリログデータを取得する機能を
有している。
【００３４】
　複数商品名抽出部３２２は、取得したクエリログデータから複数商品名を抽出して特定
する機能を有している。
【００３５】
　データベース登録部３２３は、複数商品名抽出部３２２により特定された複数商品名を
複数商品名データベース３０２に登録する機能を有している。
【００３６】
　図５は商品検索サーバ３のハードウェア構成例を示す図である。
【００３７】
　図５において、商品検索サーバ３は、システムバス３００１に接続されたＣＰＵ３００
２、ＲＯＭ３００３、ＲＡＭ３００４、ＮＶＲＡＭ（Non-Volatile Random Access Memor
y）３００５、Ｉ／Ｆ（Interface）３００６と、Ｉ／Ｆ３００６に接続された、キーボー
ド、マウス、モニタ、ＣＤ／ＤＶＤ（Compact Disk/Digital Versatile Disk）ドライブ
等のＩ／Ｏ（Input/Output Device）３００７、ＨＤＤ３００８、ＮＩＣ（Network Inter
face Card）３００９等を備えている。Ｍはプログラムもしくはデータが格納されたＣＤ
／ＤＶＤ等のメディア（記録媒体）である。
【００３８】
　＜動作＞
　図６は上記の実施形態の処理例を示すシーケンス図である。
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【００３９】
　図６において、商品検索サーバ３の複数商品名データベース登録部３２は、処理を開始
すると、クエリログ取得部３２１によりクエリログ３０１からクエリログデータを取得す
る（ステップＳ１０１）。
【００４０】
　次いで、複数商品名データベース登録部３２は、取得したクエリログデータから複数商
品名抽出部３２２により複数商品名を抽出して特定する（ステップＳ１０２）。複数商品
名抽出部３２２における処理の詳細は後述する。
【００４１】
　次いで、複数商品名データベース登録部３２は、特定された複数商品名について、デー
タベース登録部３２３により複数商品名データベース３０２に登録を行う（ステップＳ１
０３）。
【００４２】
　図７は複数商品名抽出部３２２の処理例を示すフローチャートである。
【００４３】
　図７において、複数商品名抽出部３２２は、取得したクエリログデータのそれぞれにつ
き以下の処理を行う。
【００４４】
　先ず、複数商品名抽出部３２２は、処理を開始すると（ステップＳ２０１）、クエリロ
グデータの検索式がＯＲ検索であるかＮＯＴ検索であるか判断する（ステップＳ２０２）
。検索式にＯＲ演算子が含まれればＯＲ検索、ＮＯＴ演算子が含まれればＮＯＴ検索とな
る。
【００４５】
　クエリログデータの検索式がＯＲ検索であるかＮＯＴ検索である場合（ステップＳ２０
２のＹｅｓ）、複数商品名抽出部３２２はＯＲ演算子もしくはＮＯＴ演算子の前後の検索
語を複数商品名として特定し（ステップＳ２０３）、処理を終了する（ステップＳ２０６
）。なお、複数商品名の精度を高めるために、同義語辞書（図示せず）により複数の検索
語が互いに同義語に含まれることを確認した場合にのみ複数商品名として特定するように
してもよい。更に、複数商品名として特定された回数を計数しておき、所定の回数に達し
た場合にのみ複数商品名として正式に特定するようにしてもよい。
【００４６】
　クエリログデータの検索式がＯＲ検索であるかＮＯＴ検索でない場合（ステップＳ２０
２のＮｏ）、複数商品名抽出部３２２は、更に同じセッションＩＤで一定時間内のクエリ
が存在するかどうか判断する（ステップＳ２０４）。
【００４７】
　同じセッションＩＤで一定時間内のクエリが存在する場合（ステップＳ２０４のＹｅｓ
）、それぞれのクエリの検索語を複数商品名として特定し（ステップＳ２０５）、処理を
終了する（ステップＳ２０６）。なお、複数商品名の精度を高めるために、同義語辞書（
図示せず）により複数の検索語が互いに同義語に含まれることを確認した場合にのみ複数
商品名として特定するようにしてもよい。更に、複数商品名として特定された回数を計数
しておき、所定の回数に達した場合にのみ複数商品名として正式に特定するようにしても
よい。
【００４８】
　同じセッションＩＤで一定時間内のクエリが存在しない場合（ステップＳ２０４のＮｏ
）、そのまま処理を終了する（ステップＳ２０６）。
【００４９】
　上記の処理により、例えば、「暖房　ＯＲ　ヒーター」というクエリログデータが存在
した場合、「暖房」と「ヒーター」が複数商品名「暖房，ヒーター」として複数商品名デ
ータベース３０２に登録される。これは、その検索要求を発したユーザは、「暖房」と「
ヒーター」の両者を同列の商品名として意識していると判断できるためである。
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【００５０】
　また、例えば、「暖房　ＮＯＴ　ストーブ」というクエリログデータが存在した場合、
「暖房」と「ストーブ」が複数商品名「暖房，ストーブ」として複数商品名データベース
３０２に登録される。これは、その検索要求を発したユーザは、「ストーブ」を除外する
ことで、「暖房」と「ストーブ」を同列の商品名として意識していると判断できるためで
ある。
【００５１】
　また、例えば、同じセッションＩＤで一定時間内に「ジュエリー」と「アクセサリー」
のクエリログデータが存在した場合、これらの「ジュエリー」と「アクセサリー」が複数
商品名「ジュエリー，アクセサリー」として複数商品名データベース３０２に登録される
。これは、その検索要求を発したユーザは、「ジュエリー」と「アクセサリー」の両者を
同じ商品を探すために連続して入力したと判断でき、同列の商品名として意識していると
判断できるためである。
【００５２】
　図６に戻り、ユーザ端末２のユーザが商品購入のための商品検索を行なう場合、ユーザ
端末２のブラウザ２１から商品検索サーバ３の商品検索処理部３１にアクセスして検索ペ
ージ要求を行なう（ステップＳ１１１）。ページ要求は、インターネットの標準プロトコ
ルであるＨＴＴＰに従ったＧＥＴメソッドとリクエストＵＲＩ（Uniform Resource Indic
ator）等を含むメッセージがユーザ端末２のブラウザ２１から商品検索サーバ３の商品検
索処理部３１に送信されることで行なわれる。
【００５３】
　これを受け、商品検索サーバ３の商品検索処理部３１は、検索要求受付部３１１により
、内部に保持あるいは動的に生成した検索ページのページデータをユーザ端末２のブラウ
ザ２１に返送する（ステップＳ１１２）。ページデータはＨＴＭＬ等により記述されてお
り、ＨＴＴＰのレスポンス等に従って商品検索サーバ３の商品検索処理部３１からユーザ
端末２のブラウザ２１に送信される。
【００５４】
　ユーザ端末２のブラウザ２１は検索ページを表示し（ステップＳ１１３）、ユーザは検
索条件の入力を行なう（ステップＳ１１４）。図８は検索ページの画面例を示す図であり
、検索条件の入力欄と「検索」ボタンが設けられている。ユーザはキーボード操作等によ
り入力欄に文字や数字を入力し、「検索」ボタンを押下することにより入力が完了する。
【００５５】
　図６に戻り、検索ページへの入力が完了すると、ユーザ端末２のブラウザ２１から商品
検索サーバ３の商品検索処理部３１に検索条件の入力内容（検索要求）が送信される（ス
テップＳ１１５）。入力内容はＨＴＴＰのＰＯＳＴメソッドあるいはＰＵＴメソッド等に
付加されたＨＴＭＬ等のデータあるいはＧＥＴメソッド等に付加されたパラメータとして
ユーザ端末２のブラウザ２１から商品検索サーバ３の商品検索処理部３１に送信される。
【００５６】
　検索要求を受信した商品検索サーバ３の商品検索処理部３１は、検索要求受付部３１１
により検索要求に含まれる検索条件を、受け付けた日時とセッションＩＤと対応付けてク
エリログ３０１に記録する（ステップＳ１１６）。
【００５７】
　次いで、商品検索サーバ３の商品検索処理部３１は、他商品名取得部３１２により、受
け付けた検索条件に含まれる検索語に基づき、当該検索語を含む複数商品名を複数商品名
データベース３０２から検索し、当該検索語と組にして登録されている他の商品名（複数
可）を取得する（ステップＳ１１７）。
【００５８】
　次いで、商品検索サーバ３の商品検索処理部３１は、検索条件補正部３１３により、検
索条件の補正を行う（ステップＳ１１８）。
【００５９】
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　検索条件補正部３１３による検索条件の補正としては２通りの手法がある。一つは、ユ
ーザの確認を求めることなく、ユーザにより指定された検索条件に、他商品名取得部３１
２で取得された他の商品名をＯＲ検索として自動的に追加するものである。もう一つは、
検索条件を補正すべき旨のサジェスチョンをユーザに対して表示し、ユーザの確認があっ
た場合に、他の商品名をＯＲ検索として追加するものである。図９は検索画面におけるサ
ジェスチョンの例を示す図であり、「あなたが入力した検索式に含まれる商品名○○○○
○には他の商品名△△△△が存在するため、両者をＯＲ検索することをお勧めします。確
認ボタンを押すことで検索条件を補正します。」といったメッセージが表示され、「確認
」ボタンが押下されることで検索条件の補正を行う。「無視」ボタンが押下された場合、
検索条件の補正は行わない。
【００６０】
　図６に戻り、検索条件の補正等の後、商品検索サーバ３の商品検索処理部３１は、検索
実行部３１４により、検索条件に基づいて商品データベース３０３を検索する（ステップ
Ｓ１１９）。すなわち、検索条件の演算子以外の文字・数字列と商品データベース３０３
（図４）の「キーワード」等の項目とを比較して一致（部分一致を含む）するレコードを
取得し、演算子を考慮して論理演算を行って検索結果を得る。
【００６１】
　次いで、商品検索サーバ３の商品検索処理部３１は、検索結果ページ生成部３１５によ
り、検索結果ページを生成する（ステップＳ１２０）。すなわち、検索でヒットした商品
の一覧ページを生成する。
【００６２】
　次いで、商品検索サーバ３の商品検索処理部３１は、検索結果ページ送信部３１６によ
り、ユーザ端末２のブラウザ２１に検索結果ページを送信する（ステップＳ１２１）。ペ
ージデータはＨＴＴＰのレスポンス等に従って商品検索サーバ３の商品検索処理部３１か
らユーザ端末２のブラウザ２１に送信される。
【００６３】
　ユーザ端末２のブラウザ２１は、受信した検索結果ページの表示を行う（ステップＳ１
２２）。図１０は検索結果ページの画面例を示す図であり、検索でヒットした複数の商品
のタイトル、説明、画像等が表示されている。
【００６４】
　＜総括＞
　以上説明したように、本実施形態によれば、クエリログ３０１から同一の商品について
の流動的な複数の商品名を自動的に抽出して複数商品名データベース３０２に登録し、ユ
ーザからの検索要求に対して複数商品名データベース３０２から他の商品名を補正（補足
）する。従って、商品データベース３０３のキーワードに設定されていない商品名により
検索要求が行われた場合であっても、商品名の補足により所望する商品が検索される可能
性が高くなり、ユーザの入力する検索語に対して漏れのない検索を行うことができる。
【００６５】
　以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
と解釈してはならない。
【符号の説明】
【００６６】
　１　　　　　ネットワーク
　２　　　　　ユーザ端末
　２１　　　　ブラウザ
　３　　　　　商品検索サーバ
　３１　　　　商品検索処理部
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　３１１　　　検索要求受付部
　３１２　　　他商品名取得部
　３１３　　　検索条件補正部
　３１４　　　検索実行部
　３１５　　　検索結果ページ生成部
　３１６　　　検索結果ページ送信部
　３２　　　　複数商品名データベース登録部
　３２１　　　クエリログ取得部
　３２２　　　複数商品名抽出部
　３２３　　　データベース登録部
　３０１　　　クエリログ
　３０２　　　複数商品名データベース
　３０３　　　商品データベース

【図１】 【図２】

【図３】
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