構造化クレームを用いる請求項文ライティング
2013年12月13日 ISeC

クレーム基本パターン
【独立請求項：<請求項番号>】
【独立請求項：<請求項番

A A.1

基本パターンを選ぶ：

<装置>である
<装置>

それが

それが
それ

和文構造化クレーム基本パターンのセッ
トから必要な基本パターンを選び出す。

<概要説明
<概要説明>

和
文
構
造
化
ク
クレーム実現パターン
レ
ー A.2
ム
を
作
成
す
それが備えるの
<要素

翻訳原稿用構造化クレーム

それが
それ

<説明1>

<要素

それ
それが

<説明2>

A.4

【独立請求項:1】
オンラインシステム-0である

それが
オンラインシステム-

それらが

それが
複数のクライアント装置-1を含む

それが備えるのが

ディジタル画像を格納
し、表示することが可
能である

それらの一部が
異なるフォーマットで
データを通信する

複数のオンライン写真サービスサイト-2を含む
それらの各々が

異なるデータモデルを
使用する

サーバ-3
それが

実現パターンを作成する：
選び出した基本パターンを組み合わせて、
和文構造化クレーム実現パターンを作成
する。実現パターンは、目標とする構造
化クレームの骨格構造を表わす。

【独立請求項：1】

ネットワークを介してクライアント装置-1お

オンラインシステムである

オンラインシステム

メタアプリケーション

それが

<概要説明>

それが

それが備えるのが

それが

サーバ

写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通データモデルフォー

それが

<説明1>

メタアプリケーション

どのようにして

要求-5 が写真サービスサイ
ト-6∊2に送られる

写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 が受信される
そのよう
な場合に

それが

<説明2>

そのよう

特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスの

写真サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通
データモデルフォーマット-4へ応答-8が変換される
その次に

構造化クレームを作成する：
実現パターンの変項部分を書き込み、和
文構造化クレームを完成させる。このス
テップは、変項部分を書き込んでは見直
すという、行ったり来たりの作業となる。

クライアント装置-7∊1によって要求されたデータフォー
マットで応答-9←8がクライアント装置-7∊1に提示される

和文構造化クレーム

A.3
【独立請求項:1】

C 英文クレームへ翻訳する

英文構造化クレーム

オンラインシステム-0である

それが
オンラインシステム-

それが

それらが

複数のクライアント装置-1を含む

【Independent claim:1】

C.2

is an online system -0

It

They

It

An online system-0

includes a plurality of client devices-1
It comprises

それが備えるのが

【Independent claim:1】
are capable of storing
and displaying digital

Some of them

includes a plurality of online photo service sites-2
Each of them

communicates data in

C.1

is an online system-0

It

It

An online system-0

includes a plurality of client devices-1

それらの各々が

Some of them

It comprises

Each of them

E 中文クレームへ翻訳する
它们

包含多个客户端设备-1

是在线系统-0

它
一种在线系统-0

它

它

包含多个客户端设备-1
它包括

以不同的格式进行数据
通信
它们的各自

サーバ-3

それが

E.2

它们的部分

包含多个在线图片服务网站-2

メタアプリケーション

能够存储和显示数字图
像

以不同的格式进行数
据通信
它们的各

利用不同的数据模型
一个服务器-3

それは

能够存储和显示数字图

它们的部

包含多个在线图片服务网站-2

利用不同的数据模

它
用于客户端设备-1和照片服务网站-2之
间进行网络通信

ネットワークを介してクライアント装置-1お

メタアプリケーショ

一个元应用

どのようにして

It

それが
特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスの
写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して、共通データ

such that

どのようにし

A request-5 is received from a client device-7∊1
for photo services from a certain photo service

A response-8 is received from a certain photo

A response-8 is converted from data model of a certain
photo service site -6∊2 to a common data model format-4
then

そのよう

英文申請書の記載形式に合うClaim文を

An online

そのよう
な場合に

B.1

includes a plurality of client devices-1 capable of
storing and displaying digital images, wherein

それが
オンラインシステム-

次に

名詞句形式へと読む：

複文形式へと読む：

連文形式へと読む：

申請書類に用いる請求項文を

翻訳の参考原稿となる請求項
文を得る。

MT入力原稿となる請求項文を得

a server -3 for communicating with client
devices-1 and online photo service sites -2 over a

オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0で
オンラインシステム0である

クライアント装置-1は、ディ
ジタル画像を格納し、表示す

B".1

中文申請書の記載形式にある権利項文を

クライアント装置-1の一部は、
異なるフォーマットでデータ

オンラインシステム-0は、複数のオンライ
ン写真サービスサイト-2を含む

オンライン写真サービスサイ
ト-2の各々は、異なるデータ

オンラインシステム0は、サーバ-3を備え

どのようにして

オンラインシステム0は、メタアプリケー

特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装置

when a response-8 is received from a certain photo service site-6∊2, a response-8 is
converted from data model of a certain photo service site-6∊2 to a common data
model format-4, then a response-9←8 is displayed on a client device -7∊1 in the data

名詞句形式へと読む：

B'.1と同じ

オンラインシステム-0は、複数

写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通デー
タモデルフォーマット-4を定義するために、サーバ-3によって
アクセス可能であるメタアプリケーション

such that

将请求-5发送给照片服务
网站-6∈2

将变换成客户端-7要求的数据格式的响应-9←8送到客

【独立請求

ネットワークを介してクライアント装置-1および写真サービス
サイト-2と通信し合ためであるサーバ-3

when a request-5 is received from a client device-7∊1 for photo services from a

然

F.1

B'.1

各々が異なるデータモデルを使用する複数のオンライン写真

a meta-application accessible by a server-3 for
defining a common data model format -4 for the
different formats of online photo service sites-2

在那个场合

将上述响应-8从照片服务网站-6的数据格式变
换成通用数据格式-4

【权利项:1】

オンラインシステム-0である

ディジタル画像を格納し表示することが可能であり、一部が
異なるフォーマットでデータを通信する複数のクライアント

在那个场

クライアント装置-7によって要求されたデータフォーマッ

それが

それが備えるのが

includes a plurality of online photo service sites -2,
wherein each of them utilizes a different data

接收到来自照片服务网站-6的响应-8

応答-8が写真サービスサイト-6のデータモデルか
ら共通データモデルフォーマット-4に変換される

【独立請求項:1】

It

为了完成某特定的照片服务网站-6∈2来的
照片服务，从客户端-7∈1收到请求-5

要求-5 が写真サービスサイ

クライアント装置-7によって要求されたデータフォーマッ

名詞句形式へと読む：
is an online

It

そのよう
な場合に

写真サービスサイト-6からの応答-8 が受信され

応答-8が写真サービスサイト-6のデータモデルから
共通データモデルフォーマット-4に変換される
次に

即

特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービス
のために、要求-5がクライアント装置-7∊1から受信

クライアント装置-7∊1によって要求されたデータフォー

その次に

要求-5 が写真サービスサイ
ト-6∊2に送られる

写真サービスサイト-6からの応答-8 が受信され

A response-9←8 is displayed on a client device-7∊1 in the

【Independent

写真サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通
データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換する

そのよう

in such a case

A request-5 is sent to a certain
photo service site-6∊2

对于不同照片服务网站-2的格式，定义一个通用数

写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通データモデルフォー
マット-4を定義するために、サーバ-3によってアクセス可能である

要求-5 を写真サービスサイ
ト-6∊2に送る

どのようにし

そのよう
な場合に

特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービス

它

それが

そのよう
な場合に

写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信する

It comprises

它

写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通データモデルフォー

is accesible by a server-3 for defining a common data model

in such a case

【权利项:1】

是在线系统 -0

它
一种在线系统-0

它包括

ネットワークを介してクライアント装置-1および写

utilize different
data models

中文構造化クレーム

【权利项:1】

E.1

メタアプリケーショ

a meta-application

D.

異なるデータモデル
を使用する

それは

それは
ネットワークを介してクライアント装置-1およ

is for communicating with client devices-1 and
online photo service sites-2 over a network

異なるフォーマッ
トでデータを通信

サーバ-3

communicates data
in different formats

includes a plurality of online photo service sites-2

サーバ-3
It

They

utilizes a different
data model

a server -

are capable of storing
and displaying digital
images

ディジタル画像を格納
し、表示することが可

それらの一部が

複数のオンライン写真サービスサイト-2を含む

写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合には、写真サービスサイト-6∊2の
データモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換し、次に、クライア
ント装置-7∊1によって要求されたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装置-

サーバ-3は、ネットワークを介してクライアント装
置-1および写真サービスサイト-2と通信し合うため

メタアプリケーションは、写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通データモ
デルフォーマット-4を定義するために、サーバ-3によってアクセス可能である

どのようにし
特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービス

D.2
【Independent

D

is an online

It

It

An online

Claim

It comprises

includes a plurality of client devices-1 capable of
storing and displaying digital images, wherein
some of them communicates data in different
formats, further includes a plurality of online

a server -3 for communicating with client
devices-1 and online photo service sites-2 over a

a meta-application accessible by a server-3 for
defining a common data model format-4 for the
different formats of online photo service sites-2

文
へ
と
読
む

such that

when a request-5 is received from a client device-7∊1 for photo services from a
certain photo service site -6∊2 , a request-5 is sent to a certain photo service site-6∊2,
and wherein when a response-8 is received from a certain photo service site-6∊2, a
response-8 is converted from data model of a certain photo service site-6∊2 to a
common data model format -4, then a response-9←8 is displayed on a client device-

B

B.2

それ
オンラインシステム-

請
求
項
文
へ
と
読
む

It comprises

F

そのような場合には、写真サービスサイト-6∊2のデータ

ディジタル画像を格納し表示することが可能であり、一部が
異なるフォーマットでデータを通信する複数のクライアント
装置-1を含み、さらに、各々が異なるデータモデルを使用す

その次には、クライアント装置-7∊1によって要求された

写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通デー
タモデルフォーマット-4を定義することのために、サーバ-3に

【独立請求

【独立請求項:1】

B'.2

どのようにし

オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0で
オンラインシステム0である

特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装置
-7∊1から受信した場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送り、また、写真サー
ビスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合には、写真サービスサイト-6∊2のデータモ
デルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換し、次に、クライアント装置7∊1によって要求されたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装置-7∊1に提示
する

B".2

オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0で
オンラインシステム0である
オンラインシステム-0は、複数のクライアント装置-1を含む。クライ
アント装置-1は、ディジタル画像を格納し、表示することが可能であ

オンラインシステム-0は、複数のクライアント装置-1を含み、クライ
アント装置-1は、ディジタル画像を格納し、表示することが可能であ

オンラインシステム-0は、複数のオンライン写真サービスサイト-2を
含む。オンライン写真サービスサイト-2の各々は、異なるデータモデ

オンラインシステム-0は、複数のオンライン写真サービスサイト-2を
含み、オンライン写真サービスサイト-2の各々は、異なるデータモデ

【独立請求
それ
オンラインシステム-

ディジタル画像を格納し表示することが可能であり、一部
が異なるフォーマットでデータを通信する複数のクライア
ント装置-1を含み、さらに、各々が異なるデータモデルを

オンラインシステム-0は、サーバ-3を備え、サーバ-3は、ネットワークを介

オンラインシステム-0は、サーバ-3を備える。サーバ-3は、ネットワークを

オンラインシステム-0は、メタアプリケーションを備え、メタアプリケー
ションは、写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通デー

オンラインシステム-0は、メタアプリケーションを備える。メタアプリケー
ションは、写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通デー

どのようにし

どのようにし

is an online system-0 including a plurality of client devices1 capable of storing and displaying digital images, wherein
some of them communicates data in different formats, the
system further including a plurality of online photo service
sites-2, wherein each of them utilizes a different data

It

それ

ネットワークを介してクライアント装置-1および写真サービス
サイト-2と通信し合うためであるサーバ-3

【Independent
An online

そのような場合には、要求-5
を写真サービスサイト-6∊2に

オンラインシステム-0である

それが備えるの

B.3

D.3

写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信する

【独立請求

それが備えるの

特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装
置-7∊1から受信する。そのような場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送る。
また、写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信する。そのような場合には、写真
サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変
換する。次に、クライアント装置-7∊1によって要求されたデータフォーマットで応答9←8をクライアント装置-7∊1に提示する

特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装
置-7∊1から受信した場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送り、また、写真
サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合には、写真サービスサイト-6∊2の
データモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換し、次に、クライ
アント装置-7∊1によって要求されたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装
置-7∊1に提示する

ネットワークを介してクライアント装置-1および写真サービスサイト-2と通信し合う
特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装
置-7∊1から受信した場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送り、また、写真
サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合には、写真サービスサイト-6∊2の
データモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換し、次に、クライ
アント装置-7∊1によって要求されたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装
置-7∊1に提示するようにして、写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して
共通データモデルフォーマット-4を定義するために、サーバ-3によってアクセス可能
であるメタアプリケーション

a server -3 for communicating with client
devices-1 and online photo service sites-2 over a
a meta-application accessible by a server-3 for defining a common data model
format-4 for the different formats of online photo service sites-2, such that when a
request-5 is received from a client device-7∊1 for photo services from a certain
photo service site-6∊2 , a request-5 is sent to a certain photo service site-6∊2, and
wherein when a response-8 is received from a certain photo service site -6∊2, a
response-8 is converted from data model of a certain photo service site-6∊2 to a

【独立請求項:1】

B'.3

オンラインシステム0である

オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0であり、
オンラインシステム-0は、複数のクライアント装置-1を含み、ク
ライアント装置-1は、ディジタル画像を格納し、表示することが
可能であり、クライアント装置-1の一部は、異なるフォーマット
でデータを通信し、さらに、オンラインシステム-0は、複数のオ
ンライン写真サービスサイト-2を含み、オンライン写真サービス

【独立請求

B".3

オンラインシステム0である

【独立請求

B.4

それ
オンラインシステム-

それが備えるの

D.

It

An online

is an online system-0including a plurality of client devices1 capable of storing and displaying digital images, wherein
some of them communicates data in different formats, the
system further including a plurality of online photo service

It comprises

a server -3 for communicating with client devices-1 and online photo service
sites-2 over a network; and a meta-application accessible by a server-3 for
defining a common data model format -4 for the different formats of online photo
service sites-2, such that when a request-5 is received from a client device -7∊1
for photo services from a certain photo service site-6∊2 , a request-5 is sent to a
certain photo service site-6∊2, and wherein when a response-8 is received from
a certain photo service site-6∊2, a response-8 is converted from data model of a
certain photo service site-6∊2 to a common data model format -4, then a
response-9←8 is displayed on a client device-7∊1 in the data format required by

D.6

D.7

An online system-0, the online system including a plurality of client devices -1
capable of storing and displaying digital images, wherein some of them
communicates data in different formats, the system further including a plurality of
online photo service sites-2, wherein each of them utilizes a different data model,
the online system comprising: a server -3 for communicating with client devices-1
and online photo service sites-2 over a network; and a meta-application accessible
by a server-3 for defining a common data model format-4 for the different formats
of online photo service sites -2, such that when a request-5 is received from a client
device-7∊1 for photo services from a certain photo service site-6∊2 , a request-5 is
sent to a certain photo service site-6∊2, and wherein when a response-8 is received
from a certain photo service site-6∊2, a response-8 is converted from data model of
a certain photo service site-6∊2 to a common data model format-4, then a response9←8 is displayed on a client device-7∊1 in the data format required by a client

1. An online system-0,
the online system including a plurality of client devices-1 capable of storing
and displaying digital images, wherein some of them communicates data in
different formats, the system further including a plurality of online photo
service sites-2, wherein each of them utilizes a different data model,
the online system comprising:
a server -3 for communicating with client devices-1 and online photo service
sites-2 over a network; and
a meta-application accessible by a server-3 for defining a common data
model format-4 for the different formats of online photo service sites-2, such
that when a request-5 is received from a client device-7∊1 for photo services
from a certain photo service site-6∊2 , a request-5 is sent to a certain photo
service site-6∊2, and wherein when a response-8 is received from a certain
photo service site-6∊2, a response-8 is converted from data model of a certain
photo service site-6∊2 to a common data model format -4, then a response9←8 is displayed on a client device-7∊1 in the data format required by a

1. An online system-0,
the online system including a plurality of client devices capable of storing
and displaying digital images, wherein some of them communicates data in
different formats, the system further including a plurality of online photo
service sites, wherein each of them utilizes a different data model,
the online system comprising:
a server -3 for communicating with the client devices and the online photo
service sites over a network; and
a meta-application accessible by a server for defining a common data model
format for the different formats of the online photo service sites, such that
when a request is received from a client device for photo services from a
certain photo service site , the request is sent to the certain photo service
site, and wherein when a response is received from the certain photo service
site, the response is converted from data model of the certain photo service
site to the common data model format, then the converted response is
displayed on the requesting client device in the data format required by the
requesting client device.

【独立請求

B.5

ディジタル画像を格納し表示することが可能であり、一部が異なるフォーマットでデータ
を通信する複数のクライアント装置-1を含み、さらに、各々が異なるデータモデルを使用
する複数のオンライン写真サービスサイト-2を含むオンラインシステム-0であって、ネッ
トワークを介してクライアント装置-1および写真サービスサイト-2と通信し合うためであ
るサーバ-3と、特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクラ
イアント装置-7∊1から受信した場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送り、また、
写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合には、写真サービスサイト-6∊2の
データモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換し、次に、クライアン
ト装置-7∊1によって要求されたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装置-7∊1
に提示するようにして、写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通データ

【請求項1】
ディジタル画像を格納し表示することが可能であり、一部が異なるフォー
マットでデータを通信する複数のクライアント装置-1を含み、さらに、
各々が異なるデータモデルを使用する複数のオンライン写真サービスサイ
ト-2を含むオンラインシステム-0であって、
ネットワークを介してクライアント装置-1および写真サービスサイト-2と
通信し合うためであるサーバ-3と、
特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクラ
イアント装置-7∊1から受信した場合には、要求-5 を写真サービスサイト6∊2に送り、また、写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合
には、写真サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通データモデル
フォーマット-4へ応答-8を変換し、次に、クライアント装置-7∊1によって
要求されたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装置-7∊1に提
示するようにして、写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して

B.6

B.7

【請求項1】
ディジタル画像を格納し表示することが可能であり、一部が異なるフォー
マットでデータを通信する複数のクライアント装置を含み、さらに、
各々が異なるデータモデルを使用する 複数のオンライン写真サービスサ
イトを含むオンラインシステムであって、
ネットワークを介して前記クライアント装置および前記写真サービスサ
イトと通信し合うためであるサーバと、
特定の写真サービスサイトからの写真サービスのための要求をあるクラ
イアント装置から受信した場合には、前記要求 を前記特定の写真サービ
スサイトに送り、また、前記特定の写真サービスサイトからの応答を受
信した場合には、前記特定の写真サービスサイトのデータモデルから共
通データモデルフォーマットへ前記応答を変換し、次に、前記のあるク
ライアント装置によって要求されたデータフォーマットで変換された前記
応答を前記のあるクライアント装置に提示するようにして、前記写真
サービスサイトの異なるフォーマットに対して前記共通データモデル
フォーマットを定義することのために、前記サーバによってアクセス可
能であるメタアプリケーションと

B'.4

【独立請求項:1】

オンラインシステム0である

Claim文
1. An online system-0,
the online system including a plurality of client devices capable of storing
and displaying digital images, wherein some of them communicates data in
different formats, the system further including a plurality of online photo
service sites, wherein each of them utilizes a different data model,
the online system comprising:
a server -3 for communicating with the client devices and the online photo
service sites over a network; and
a meta-application accessible by a server for defining a common data model
format for the different formats of the online photo service sites, such that
when a request is received from a client device for photo services from a
certain photo service site , the request is sent to the certain photo service
site, and wherein when a response is received from the certain photo service
site, the response is converted from data model of the certain photo service
site to the common data model format, then the converted response is
displayed on the requesting client device in the data format required by the
requesting client device.

【独立請求
オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0であり、
オンラインシステム-0は、複数のクライアント装置-1を含み、ク
ライアント装置-1は、ディジタル画像を格納し、表示することが
可能であり、クライアント装置-1の一部は、異なるフォーマット
でデータを通信し、さらに、オンラインシステム-0は、複数のオ
ンライン写真サービスサイト-2を含み、オンライン写真サービス

B".4

オンラインシステム0である

オンラインシステム-0は、サーバ-3を備える。サーバ-3は、ネットワークを介してクライア
ント装置-1および写真サービスサイト-2と通信し合うためである。さらに、オンラインシス
テム-0は、メタアプリケーションを備える。メタアプリケーションは、 写真サービスサイト2の異なるフォーマットに対して共通データモデルフォーマット-4を定義するために、サーバ
-3によってアクセス可能である。どのようにしてかといえば、次のようにしてである。すな
わち、特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装
置-7∊1から受信する。そのような場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送る。また、
写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信する。そのような場合には、写真サービスサイ
ト-6∊2のデータモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換する。次に、ク

オンラインシステム-0は、サーバ-3を備え、サーバ-3は、ネットワークを介してクライア
ント装置-1および写真サービスサイト-2と通信し合うためであり、さらに、オンラインシ
ステム-0は、メタアプリケーションを備え、メタアプリケーションは、写真サービスサイ
ト-2の異なるフォーマットに対して共通データモデルフォーマット-4を定義するために、
サーバ-3によってアクセス可能であり、どのようにしてかは、特定の写真サービスサイト6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装置-7∊1から受信した場合には、
要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送り、また、写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を
受信した場合には、写真サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通データモデルフォー

B'.5

【独立請求項:1】

B'.6

オンラインシステム-0であり、
オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0であり、
オンラインシステム-0は、複数のクライアント装置-1を含み、クライアント装置-1は、ディジタ
ル画像を格納し、表示することが可能であり、クライアント装置-1の一部は、異なるフォーマッ
トでデータを通信し、さらに、オンラインシステム-0は、複数のオンライン写真サービスサイト
-2を含み、オンライン写真サービスサイト-2の各々は、異なるデータモデルを使用し、くわえて、
オンラインシステム-0は、サーバ-3を備え、サーバ-3は、ネットワークを介してクライアント装
置-1および写真サービスサイト-2と通信し合うためであり、さらに、オンラインシステム-0は、
メタアプリケーションを備え、メタアプリケーションは、写真サービスサイト-2の異なるフォー
マットに対して共通データモデルフォーマット-4を定義するために、サーバ-3によってアクセス
可能であり、どのようにしてかは、特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための
要求-5をクライアント装置-7∊1から受信した場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送り、
また、写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合には、写真サービスサイト-6∊2の
データモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換し、次に、クライアント装置7∊1によって要求されたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装置-7∊1に提示するよう
にしてである。

【請求項1】
オンラインシステム-0が、複数のクライアント装置-1を含み、クライ
アント装置-1は、ディジタル画像を格納し、表示することが可能であ
り、クライアント装置-1の一部は、異なるフォーマットでデータを通
信し、さらに、オンラインシステム-0は、複数のオンライン写真サー
ビスサイト-2を含み、オンライン写真サービスサイト-2の各々は、異
なるデータモデルを使用し、くわえて、オンラインシステム-0は、
サーバ-3を備え、サーバ-3は、ネットワークを介してクライアント装
置-1および写真サービスサイト-2と通信し合うためであり、さらに、
オンラインシステム-0は、メタアプリケーションを備え、メタアプリ
ケーションは、写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して
共通データモデルフォーマット-4を定義するために、サーバ-3によっ
てアクセス可能であり、どのようにしてかは、 特定の写真サービスサ
イト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装置-7∊1
から受信した場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送り、ま
た、写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合には、写真
サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通データモデルフォーマッ
ト-4へ応答-8を変換し、次に、クライアント装置-7∊1によって要求さ

オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0である。
オンラインシステム-0は、複数のクライアント装置-1を含む。ク
ライアント装置-1は、ディジタル画像を格納し、表示することが
可能である。クライアント装置-1の一部は、異なるフォーマット
でデータを通信する。さらに、オンラインシステム-0は、複数の
オンライン写真サービスサイト-2を含む。オンライン写真サービ

【独立請求

B".5

B".6

オンラインシステム-0である。
オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0である。
オンラインシステム-0は、複数のクライアント装置-1を含む。クライアント装置-1は、ディジタ
ル画像を格納し、表示することが可能である。クライアント装置-1の一部は、異なるフォーマッ
トでデータを通信する。さらに、オンラインシステム-0は、複数のオンライン写真サービスサイ
ト-2を含む。オンライン写真サービスサイト-2の各々は、異なるデータモデルを使用する。くわ
えて、オンラインシステム-0は、サーバ-3を備える。サーバ-3は、ネットワークを介してクライ
アント装置-1および写真サービスサイト-2と通信し合うためである。さらに、オンラインシステ
ム-0は、メタアプリケーションを備える。メタアプリケーションは、 写真サービスサイト-2の異
なるフォーマットに対して共通データモデルフォーマット-4を定義するために、サーバ-3によっ
てアクセス可能である。どのようにしてかといえば、次のようにしてである。すなわち、特定の
写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装置-7∊1から受信す
る。そのような場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送る。また、写真サービスサイ
ト-6∊2からの応答-8 を受信する。そのような場合には、写真サービスサイト-6∊2のデータモデ
ルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変換する。次に、クライアント装置-7∊1に
よって要求されたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装置-7∊1に提示する

【請求項1】
オンラインシステム-0が、複数のクライアント装置-1を含む。クライ
アント装置-1は、ディジタル画像を格納し、表示することが可能であ
る。クライアント装置-1の一部は、異なるフォーマットでデータを通
信する。さらに、オンラインシステム-0は、複数のオンライン写真
サービスサイト-2を含む。オンライン写真サービスサイト-2の各々は、
異なるデータモデルを使用する。くわえて、オンラインシステム-0は、
サーバ-3を備える。サーバ-3は、ネットワークを介してクライアント
装置-1および写真サービスサイト-2と通信し合うためである。さらに、
オンラインシステム-0は、メタアプリケーションを備える。メタアプ
リケーションは、写真サービスサイト-2の異なるフォーマットに対し
て共通データモデルフォーマット-4を定義するために、サーバ-3に
よってアクセス可能である。どのようにしてかといえば、次のように
してである。すなわち、特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真
サービスのための要求-5をクライアント装置-7∊1から受信する。その
ような場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送る。また、写
真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信する。そのような場合には、
写真サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通データモデルフォー
マット-4へ応答-8を変換する。次に、クライアント装置-7∊1によって

請求項文

B.8

D.8

オンラインシステム-0は、メタアプリケーションを備える。メタアプリケーションは、 写真
サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通データモデルフォーマット-4を定義す
るために、サーバ-3によってアクセス可能である。どのようにしてかといえば、次のように
してである。すなわち、特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5
をクライアント装置-7∊1から受信する。そのような場合には、要求-5 を写真サービスサイト
-6∊2に送る。また、写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信する。そのような場合には、
写真サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を変

オンラインシステム-0は、メタアプリケーションを備え、メタアプリケーションは、写真
サービスサイト-2の異なるフォーマットに対して共通データモデルフォーマット-4を定義
するために、サーバ-3によってアクセス可能であり、どのようにしてかは、特定の写真
サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための要求-5をクライアント装置-7∊1から受信
した場合には、要求-5 を写真サービスサイト-6∊2に送り、また、写真サービスサイト-6∊2
からの応答-8 を受信した場合には、写真サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通デー
タモデルフォーマット-4へ応答-8を変換し、次に、クライアント装置-7∊1によって要求さ
れたデータフォーマットで応答-9←8をクライアント装置-7∊1に提示するようにしてであ
る

【Independent

D.5

オンラインシステム-0は、サーバ-3を備える。サーバ-3は、ネットワークを介してクライア

オンラインシステム-0は、サーバ-3を備え、サーバ-3は、ネットワークを介してクライア

ネットワークを介してクライアント装置-1および写真サービスサイト-2と通信し合う
ためであるサーバ-3と、特定の写真サービスサイト-6∊2からの写真サービスのための
要求-5をクライアント装置-7∊1から受信した場合には、要求-5 を写真サービスサイト6∊2に送り、また、写真サービスサイト-6∊2からの応答-8 を受信した場合には、写真
サービスサイト-6∊2のデータモデルから共通データモデルフォーマット-4へ応答-8を
変換し、次に、クライアント装置-7∊1によって要求されたデータフォーマットで応答9←8をクライアント装置-7∊1に提示するようにして、写真サービスサイト-2の異なる
フォーマットに対して共通データモデルフォーマット-4を定義することのために、

【Independent

オンラインシステム-0は、オンラインシステム-0である
オンラインシステム-0は、複数のクライアント装置-1を含む。ク
ライアント装置-1は、ディジタル画像を格納し、表示することが
可能である。クライアント装置-1の一部は、異なるフォーマット
でデータを通信する。さらに、オンラインシステム-0は、複数の
オンライン写真サービスサイト-2を含む。オンライン写真サービ

ディジタル画像を格納し表示することが可能であり、一部
が異なるフォーマットでデータを通信する複数のクライア
ント装置-1を含み、さらに、各々が異なるデータモデルを

【請求項1】
ディジタル画像を格納し表示することが可能であり、一部が異なる
フォーマットでデータを通信する複数のクライアント装置を含み、
さらに、各々が異なるデータモデルを使用する複数のオンライン写
真サービスサイトを含むオンラインシステムであって、
ネットワークを介して前記クライアント装置および前記写真サービ
スサイトと通信し合うためであるサーバと、
特定の写真サービスサイトからの写真サービスのための要求をある
クライアント装置から受信した場合には、前記要求 を前記特定の
写真サービスサイトに送り、また、前記特定の写真サービスサイト
からの応答を受信した場合には、前記特定の写真サービスサイトの
データモデルから共通データモデルフォーマットへ前記応答を変換
し、次に、前記のあるクライアント装置によって要求されたデータ
フォーマットで変換された前記応答を前記のあるクライアント装置
に提示するようにして、前記写真サービスサイトの異なるフォー
マットに対して前記共通データモデルフォーマットを定義すること
のために、前記サーバによってアクセス可能であるメタアプリケー
ションと

B'.7

B'.8

【請求項1】
オンラインシステムが、複数のクライアント装置を含み、クライアン
ト装置は、ディジタル画像を格納し、表示することが可能であり、ク
ライアント装置の一部は、異なるフォーマットでデータを通信し、さ
らに、オンラインシステムは、複数のオンライン写真サービスサイト
を含み、オンライン写真サービスサイトの各々は、異なるデータモデ
ルを使用し、くわえて、オンラインシステムは、サーバを備え、サー
バは、ネットワークを介して前記クライアント装置および前記写真
サービスサイトと通信し合うためであり、さらに、オンラインシステ
ムは、メタアプリケーションを備え、メタアプリケーションは、前記
写真サービスサイトの異なるフォーマットに対して共通データモデル
フォーマットを定義するために、前記サーバによってアクセス可能で
あり、どのようにしてかは、特定の写真サービスサイトからの写真
サービスのための要求をあるクライアント装置から受信した場合には、
前記要求 を前記の特定の写真サービスサイトに送り、また、前記の
特定の写真サービスサイトからの応答を受信した場合には、前記の特
定の写真サービスサイトのデータモデルから前記共通データモデル
フォーマットへ前記応答を変換し、次に、前記のあるクライアント装
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ライアント装置の一部は、異なるフォーマットでデータを通信し、さ
らに、オンラインシステムは、複数のオンライン写真サービスサイト
を含み、オンライン写真サービスサイトの各々は、異なるデータモデ
ルを使用し、
くわえて、オンラインシステムは、サーバを備え、サーバは、ネット
ワークを介して前記クライアント装置および前記写真サービスサイト
と通信し合うためであり、
さらに、オンラインシステムは、メタアプリケーションを備え、メタ
アプリケーションは、前記写真サービスサイトの異なるフォーマット
に対して共通データモデルフォーマットを定義するために、前記サー
バによってアクセス可能であり、どのようにしてかは、特定の写真
サービスサイトからの写真サービスのための要求をあるクライアント
装置から受信した場合には、前記要求 を前記の特定の写真サービス
サイトに送り、また、前記の特定の写真サービスサイトからの応答を
受信した場合には、前記の特定の写真サービスサイトのデータモデル
から前記共通データモデルフォーマットへ前記応答を変換し、次に、
前記のあるクライアント装置によって要求されたデータフォーマット
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【請求項1】
オンラインシステムが、複数のクライアント装置を含む。クライアン
ト装置は、ディジタル画像を格納し、表示することが可能である。ク
ライアント装置の一部は、異なるフォーマットでデータを通信する。
さらに、オンラインシステムは、複数のオンライン写真サービスサイ
トを含む。オンライン写真サービスサイトの各々は、異なるデータモ
デルを使用する。くわえて、オンラインシステムは、サーバを備える。
サーバは、ネットワークを介して前記クライアント装置および前記写
真サービスサイトと通信し合うためである。さらに、 オンラインシス
テムは、メタアプリケーションを備える。メタアプリケーションは、
前記写真サービスサイトの異なるフォーマットに対して 共通データモ
デルフォーマットを定義するために、前記サーバによってアクセス可
能である。どのようにしてかといえば、次のようにしてである。すな
わち、特定の写真サービスサイトからの写真サービスのための要求を
あるクライアント装置から受信する。そのような場合には、前記要求
を前記の特定の写真サービスサイトに送る。また、前記の特定の写真
サービスサイトからの応答を受信する。そのような場合には、前記の
特定の写真サービスサイトのデータモデルから前記共通データモデル
フォーマットへ前記応答を変換する。次に、前記のあるクライアント
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オンラインシステムが、複数のクライアント装置を含む。クライアン
ト装置は、ディジタル画像を格納し、表示することが可能である。ク
ライアント装置の一部は、異なるフォーマットでデータを通信する。
さらに、オンラインシステムは、複数のオンライン写真サービスサイ
トを含む。オンライン写真サービスサイトの各々は、異なるデータモ
デルを使用する。
くわえて、オンラインシステムは、サーバを備える。サーバは、ネッ
トワークを介して前記クライアント装置および前記写真サービスサイ
トと通信し合うためである。
さらに、オンラインシステムは、メタアプリケーションを備える。メ
タアプリケーションは、前記写真サービスサイトの異なるフォーマッ
トに対して共通データモデルフォーマットを定義するために、 前記
サーバによってアクセス可能である。どのようにしてかといえば、次
のようにしてである。すなわち、特定の写真サービスサイトからの写
真サービスのための要求をあるクライアント装置から受信する。その
ような場合には、前記要求を前記の特定の写真サービスサイトに送る。
また、前記の特定の写真サービスサイトからの応答を受信する。その
ような場合には、前記の特定の写真サービスサイトのデータモデルか
ら前記共通データモデルフォーマットへ前記応答を変換する。次に、
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