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(57)【要約】
【課題】上面に表示画面を有する箱型情報表示入力装置
のどの辺に座って文字を入力しても正しく認識される情
報処理装置及び情報処理プログラムを提供すること。
【解決手段】一例の情報処理装置は、上面に表示画面が
設けられ、この表示画面に画像が表示されると共に、こ
の表示画面にタッチすることにより入力が可能な箱型形
状の情報表示入力部と、この情報表示入力部のどの側面
に操作者が接近したかを検知する接近検知手段と、前記
表示画面に対して入力される文字は前記接近手段により
検知された側面から見て正しい向きになることを前提と
して認識する入力文字認識手段と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に表示画面が設けられ、この表示画面に画像が表示されると共に、この表示画面に
タッチすることにより入力が可能な箱型形状の情報表示入力部と、
　この情報表示入力部のどの側面に操作者が接近したかを検知する接近検知手段と、
　前記表示画面に対して入力される文字は前記接近手段により検知された側面から見て正
しい向きになることを前提として認識する入力文字認識手段と、
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　前記接近検知手段は、前記情報表示入力部の各側面に設けられた人感センサである請求
項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記入力文字認識手段は、
　前記接近検知手段により検知された、前記情報表示入力部の側面に対して正しい向きに
なるように、前記表示画面に対して入力される文字の認識方向を変える認識方向変更部と
、
　この認識方向変更部により変えられた認識方向に基づいて前記表示画面に対して入力さ
れる文字を認識する入力文字認識部と、を有する請求項１又は２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記接近検知手段により検知された側面に対する認識の正しい向きを、前記操作者の前
記表示画面にタッチしてのジェスチャにより変更することが可能である請求項１乃至３の
いずれかに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示画面の所定位置に、前記表示画面に表示される画像の印刷の部数を入力可能と
する領域を定める請求項１乃至４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　上面に表示画面が設けられ、この表示画面に画像が表示されると共に、この表示画面に
タッチすることにより入力が可能な箱型形状の情報表示入力部のどの側面に操作者が接近
したかを検知し、
　この検知された側面から見て正しい向きになるように前記表示画面に入力される文字を
認識する、
　ことをコンピュータに実行させる、情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上面に矩形状の表示画面が設けられ文字、画像などがこの表示画面に表示される
箱状の情報表示入力装置が知られている。このような情報表示入力装置は例えば４辺に操
作者が坐り、討論などを行うときに便利である。
【０００３】
　しかし、この情報表示入力装置に表示される画面に文字が表示される場合、常にある辺
に座っている人にとっては普通に読めるが、他の辺に座っている人にとっては読みにくい
。
【０００４】
　また、上記表示画面が表示と共に文字の入力機能を有する表示入力画面である場合には
、文字の認識には正しい向きがあり、想定している向きと異なる向きで入力された文字は
、通常、認識が困難である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２２１９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この発明は、上記のような表示入力画面に文字などを入力する場合の問題点にかんがみ
てなされたもので、上面に表示画面を有する箱型情報表示入力装置のどの辺に座って文字
を入力しても正しく認識される情報処理装置及び情報処理プログラムを提供するものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一例によれば、上面に表示画面が設けられ、この表示画面に画像が表示されると共に、
この表示画面にタッチすることにより入力が可能な箱型形状の情報表示入力部と、この情
報表示入力部のどの側面に操作者が接近したかを検知する接近検知手段と、前記表示画面
に対して入力される文字は前記接近手段により検知された側面から見て正しい向きになる
ことを前提として認識する入力文字認識手段と、を有する情報処理装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態の情報処理装置の構成例を示す図である。
【図２】図１に示す実施形態の情報表示入力部の構成例を示す図である。
【図３】図１に示した一実施形態のハード的構成例を示す図である。
【図４】一実施形態の動作を説明するためのフローチャートを示す図である。
【図５】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される指示の一例を示す図である
。
【図６】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される、表示書類の選択画面の一
例を示す図である。
【図７】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される一領域への印刷開始頁の入
力例を示す図である。
【図８】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される一領域への印刷終了頁の入
力例を示す図である。
【図９】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される一領域への印刷部数の入力
例を示す図である。
【図１０】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される一領域へ操作者が印刷部
数の入力をしている例を示す図である。
【図１１】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される一領域へ操作者が印刷部
数の入力をした後の例を示す図である。
【図１２】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される一領域に入力される数字
の認識方向を説明するための図である。
【図１３】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される冊子に手書き入力される
文字の認識方向を説明するための図である。
【図１４】一実施形態の情報表示入力部の表示画面に表示される書類の向きを変えるため
のジェスチャを説明するための図である。
【図１５】図１４のジェスチャを行ったときに表示される書類の向きを説明するための図
である。
【図１６】他のコマンドの表示例を説明するための図である。
【図１７】一実施形態の情報処理装置に複数の人が近づいてきたときの状態を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。一実施形態の情報処理装
置の構成例を、図１に示す。情報処理装置１１は、上面に情報を表示し入力可能な画面を
有するテーブル形状の情報表示入力部１２と、この情報表示入力部１２に表示する情報を
蓄積している情報蓄積部１３と、情報表示入力部１２のどの辺に操作者ＯＰが坐ったかを
検知する操作位置検知部１４と、操作位置検知部１４により検知された操作位置に応じて
情報表示入力部１２の表示画面上に表示する画像、文字情報の方向を変える表示方向変更
部１５と、情報表示入力部１２の表示画面上に手書きなどで書かれる文字の入力を検知し
認識する入力文字認識部１６と、操作位置検知部１４により検知された操作者ＯＰの坐っ
た位置に応じて、入力された文字の認識方向を変える認識方向変更部１７と、情報表示入
力部１２の画面上に表示された画像に対して、操作者が書いた付加的情報を記憶する書込
み情報記憶部１８と、を有する。
【００１０】
　前記認識方向変更部１７と入力文字認識部１６は、情報表示入力部１２の表示画面に対
して入力される文字が、後述する人感センサにより操作者ＯＰの位置が検知された側面か
ら見て正しい向きになるように認識方向を変えて、入力される文字を認識することになる
。
【００１１】
　情報表示入力部１２は、基本的には、情報蓄積部１３から入力される情報を表示画面上
に表示する機能と、表示画面上に表示される画像に対して操作者ＯＰが書き込んだ付加情
報を書き込み情報記憶部１８に送る機能と、表示画面上の所定位置に入力された、例えば
数字情報を入力文字認識部１６に送る機能を有する。
【００１２】
　表示画面上への入力はタッチペンなどを用いてもよいが、通常は操作者ＯＰが指で画面
に触ることにより入力する。表示画面上には点線で示している認識領域１２ｒとして特別
の領域があり、この領域に指により描かれるとその文字が認識されるようになっている。
認識領域１２ｒは、操作者が、画面上で他の部分と区別できその領域に入力を促すように
表示される。
【００１３】
　この実施形態では、例えば情報表示入力部１２の画面上に表示されている資料の頁を認
識領域１２ｒに数字として描くとき、入力文字認識部１６がその手書きの数字を認識し、
該当頁を開くようにしてある。なお図１は、情報表示入力部１２の右辺に操作者ＯＰが来
ており、表示画面が右側に向けて表示されている例である。
【００１４】
　情報表示入力部１２は例えば箱体の形状をしており、４つの辺（側面）各々には、例え
ば図２に示すように人間が近づくと感じる、人感センサ１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ
が設けられておりその検知情報は操作位置検知部１４に入力される。したがって、どの辺
に人が近づいたかを人感センサ１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄにより検知し、その情報
が操作位置検知部１４で情報表示入力部１２のどの側面に人が来ているかを認識する。
【００１５】
　例えば、下の辺に設けられている人感センサ（１２ｂ）により人の接近を検知すると、
図１の表示画面に示すように、文字（ＡＢＣ・・・）が表示される。また、例えば人感セ
ンサ１２ｃにより人の接近が検知されたときには、図２に示すように上記の文字ＡＢＣ・
・・が、下方に向けて表示される。
【００１６】
　図２に示すように操作者ＯＰが下方からこの情報表示入力部１２に近づいてくると、人
感センサ１２がこの人を検知して情報表示入力部１２が動作する。操作者ＯＰは自分のＩ
Ｄを記憶した無線タグＴＡＧのついた証明書２１を携帯しており、この証明書２１の無線
タグＴＡＧから送信されるＩＤ情報は、情報表示入力部１２に入力され、所有保管される
許可対象者リストに載っているＩＤと比較される。上記ＩＤがこの許可対象者リストに載
っていれば、接近してきた操作者ＯＰは情報表示入力部１２へのアクセスが許可される。
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【００１７】
　情報表示入力部１２の表示画面１２Ｄには、例えば画像表示領域１２ｍと、認識領域１
２ｒ、印刷アイコン１２ｉ、スタートアイコン１２ｓ、設定アイコン１２ｐ、コマンドア
イコン１２ｃｍｄなどが操作者ＯＰの検知された方向に向けて表示される。設定アイコン
１２ｐにタッチすると、種々の設定画面が表示される。またコマンドアイコン１２ｃｍｄ
にタッチすると、指示できるコマンドが表示される。このコマンドアイコンは、特定の位
置に表示されず、操作者は手を置いた位置に表示されるようにしてもよい。
【００１８】
　コマンドアイコン１２ｃｍｄにタッチすると、各種のコマンドが図５に示すように表示
される。コマンドの種類は、例えば紙書類のスキャン、クラウド、Ｅメール、ＦＡＸ等の
送信、キーボード、手書き線の編集、種類（表示ファイル）の読込み及びその書類の表示
などである。例えば書類の表示にタッチすると、図６に示すように、情報蓄積部１３に蓄
積されている書類（電子ファイル）のリストが、例えば「ＡＡＡ」、「ＢＢＢ」など表示
される。なお、情報蓄積部１３に蓄積される書類は、例えばワードで作成されたもの、パ
ワーポイントで作成されたもの、アクロバットリーダで表示できるものなどの書類であっ
てもよいし、静止画や動画が含まれていてもよい。ここではこれらの静止画、動画を含め
て書類（電子ファイル）という。
【００１９】
　この書類のどれかにタッチして選択すると、その書類の例えば表紙が情報表示入力部１
２の表示画面１２Ｄの画像表示領域１２ｍに表示される。この画像表示領域１２ｍに表示
した画像に対して操作者ＯＰはコメントなどを書くことができる。この画像に書かれた情
報は、その表示されている頁の画像の情報と共に、書き込み情報記憶部１８に記憶される
。
【００２０】
　プリントの場合には、印刷アイコン１２ｉが別に表示されておりこの印刷アイコンにタ
ッチすることにより、印刷がなされる。印刷アイコン１２ｉは印刷表示されている資料を
印刷するときにタッチする。印刷アイコン１２ｉにタッチすると、例えば認識領域１２ｒ
に、まず印刷開始頁を入力可能となりその認識が済むと、印刷終了頁が入力可能となる。
この後、スタートアイコン１２ｓにタッチすることにより、当該資料の指定の頁の印刷が
実際に行われ、図示しない排紙口から印刷されたコピーが排出される。
【００２１】
　情報処理装置１１のハード的構成例を図３に示す。情報処理装置１１は、画像やアイコ
ン、認識領域等を表示する表示入力部３１と、この表示部３１の表示を制御する表示制御
部３２と、表示する蓄積情報などを記憶している記憶部３３と、記憶部３３に記憶されて
いる情報の検索を行う検索部３４と、表示入力部３１の画面から入力される情報を認識す
る認識部３５と、これら各部を制御する全体制御部３６とを有する。
【００２２】
　表示入力部３１は情報表示入力部１２に対応し、記憶部３３には情報蓄積部１３及び書
込み情報記憶部１８が対応する。表示制御部３２には、操作位置検知部１４、表示方向変
更部１５及び認識方向変更部１７などが含まれ、認識部３５には、入力文字認識部１６が
含まれ、検索部３４は、入力文字認識部１６からの出力に応じて、情報蓄積部１３にアク
セスする部分などが含まれる。そのほかの各部の調整制御は、全体制御部３６が行う。
【００２３】
　次にこの実施形態の動作を、図４に示すフローチャートに基づいて説明する。まず、ア
クトＡ４０１で、人感センサ１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄのいずれかに反応があった
か否かをチェックする。
【００２４】
　人感センサ１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄのいずれかに反応があった場合には、その
反応があった人感センサの配設位置から操作者の坐っている位置を知り、その方向に表示
の準備を行う。
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【００２５】
　次にアクトＡ４０３で検知された操作者ＯＰのＩＤを証明書の無線タグから読み取り、
その人が許可対象者リストに入っているか否かを調べる。操作者が許可対象者リストに入
っていなかった場合（Ａ４０３でＮ）には、その旨、即ち例えば、「申し訳ありませんが
、あなたはこの装置にアクセスすることが許可されていません」と表示する（Ａ４０４）
。
【００２６】
　一方、その人が許可対象者リストに入っていた場合には、操作者ＯＰの指示に従って、
情報蓄積部１３に蓄積されていた情報を坐っている位置に対して適切なように、情報表示
入力部１２の表示画面１２Ｄに表示する。
【００２７】
　例えば、人感センサ１２ｃにより操作者ＯＰが図上の下辺で検知された場合には、図２
に示す向きに、画像や印刷アイコン１２ｉ、スタートアイコン１２ｓ、設定アイコン１２
ｐ、コマンドアイコン１２ｃｍｄなどが表示される（Ａ４０５）。
【００２８】
　ここで、コマンドアイコン１２ｃｍｄにタッチして、図５に示すコマンドの内、例えば
書類の表示をタッチして選択する。そして、その次に表示される図６の画面において書類
として例えば「ＢＢＢ」にタッチして選択する。そうすると、この「ＢＢＢ」の書類が情
報表示入力部１２の表示画面１２Ｄの画像領域１２ｍに表示される。
【００２９】
　このように、アクトＡ４０５では、操作者ＯＰの指示に基づき、情報表示入力部１２は
情報蓄積部１３に蓄積されている書類の内容を表示する。
【００３０】
　次のアクト４０６では、操作者ＯＰが印刷アイコン１２ｉにタッチしたか否かを検知す
る。操作者ＯＰが印刷アイコン１２ｉにタッチしたとすると、アクトＡ４０７では、先の
アクトＡ４０２で検知された操作位置に応じて、認識領域１２ｒに入力される数字の認識
方向を特定する。例えば操作者ＯＰが人感センサ１２ｃで検知されたときには、認識領域
１２ｒには、左から右の方向に数字が手書きで書かれることを想定し、入力文字認識部１
６は次にこのような方向で入力される数字を認識する。
【００３１】
　次のアクトＡ４０８では、認識領域１２ｒをアクティブにしていつ数字が認識領域に入
力されてきても認識できるようにする。次のアクトＡ４０９では、印刷頁及び印刷部数の
入力が完了したか否かをチェックする。
【００３２】
　操作者ＯＰは例えば図７に示すようにまず、認識領域１２ｒに印刷開始の頁を例えば、
「２３５」と書き込み、次に例えば図８に示すように、印刷の終わりの頁を例えば「３６
３」と手書きで認識領域１２ｒに書き込み、次に図９に示すように印刷部数として例えば
「６」を書き込む。図１０に操作者ＯＰが印刷部数「６」を認識領域１２ｒに書き込んで
いる様子を示し、図１１に書き込まれた後の様子を示す。図１０，図１１では、実際に内
容を見ているファイルの後ろに他の文書ファイル５１も表示されこれらのファイルが記憶
されていることを直感的にわかりやすく示している。
【００３３】
　これらの入力が完了すると、これら手書きされた数字を入力文字認識部１６が認識する
。
【００３４】
　このようにして印刷する頁及び印刷部数が特定されるので、入力が完了したとされる。
なお、図７乃至図９に示すように、認識領域がアクティブになったとき、印刷開始頁と認
識されるか印刷終了頁と認識されるか、印刷部数であることなどが、認識領域の例えば上
方に表示されるようにすると、操作者ＯＰは何の数字を手書きすればよいか理解しやすい
。
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【００３５】
　これらの印刷開始及び印刷終了の頁及び印刷部数の情報は、入力文字認識部１６から情
報蓄積部１３に送られ、２３５頁から３６３頁を６部印刷し、情報表示入力部１２から出
力する。
【００３６】
　このようにして書類の印刷が終了した後、操作者がこの装置の使用を終えるかどうかア
クト４１２でチェックする。使用を終える場合には、図示していない終了アイコンにタッ
チする。まだ使用を続ける場合にはアクトＡ４１２からアクトＡ４０５に戻って先に説明
したように、例えば別の書類の表示をこの情報表示入力部１２に行わせる。このとき認識
領域１２ｒを用いて該当頁を開くようにすることができる。
【００３７】
　なお、情報表示入力部１２の例えば人感センサ１２ｄにより操作者ＯＰが検知されたと
きに、例えば印刷部数が「６」と入力されると、図１２に示すように表示されることにな
る。このとき、入力文字認識部１６では、手書きされた数字「６」を矢印１０１に示す方
向で認識することになる。
【００３８】
　上記実施形態では手書き入力として数字のみ扱うようにしているので、入力文字認識部
１６は簡単な認識で済む利点がある。
【００３９】
　　記実施形態では、手書き入力として、印刷部数の他、印刷開始及び印刷終了の頁も入
力するようにしていた。しかし、印刷部数のみを手書き入力するようにすることも可能で
ある。
【００４０】
　ところで、上記実施形態では、入力文字認識部１６は、認識領域１２ｒに手書き入力さ
れた文字のみを認識していた。しかし、画像表示領域に表示される表示部分に操作者ＯＰ
が手書きするコメントなども入力文字認識部１６で認識するようにしてもよい。
【００４１】
　また、表示する情報が複数頁にわたっている冊子である場合には、情報表示入力装置１
２の表示画面上で実際にその冊子を開いたような態様で表示することが望ましい。このよ
うな冊子を表示させる状態を図１３に示す。冊子１１１が開いた状態にある。この場合で
、例えば左の頁１１１ｆに操作者ＯＰが何か記入したとする。
【００４２】
　この操作者ＯＰが表示画面に手書きした情報を、入力文字認識部１６に認識させる場合
、冊子１１１の左の頁は少し傾いており、番号１１２で示すように、操作者ＯＰがこの傾
いた状態でコメントなどを手書きすることがある。このような場合のためには入力文字認
識部１６の文字認識の方向は少し傾いても認識できるように、認識方向に対して傾きに許
容度を認めることが望ましい。あるいは、手書きされた文字列１１２が連続しているなら
ば、その連続する方向１１３を認識し、その方向にしたがって文字を認識することが望ま
しい。
【００４３】
　また、情報の表示方向は上述のように操作者ＯＰが坐る位置に応じて自動的に決定する
だけでなく、任意に変えることが可能である。
【００４４】
　例えば図１４に示すように、操作者ＯＰ１が図面上、下方の位置にいる。このときこの
方向に向けて、情報表示入力装置１２の紙情報１２１が表示されている。そしてこの操作
者ＯＰ１が、例えばその右にいる操作者ＯＰ２に見せることが可能である。
【００４５】
　具体的には、操作者ＯＰ１は自己の手の２本の指１２２を情報表示入力装置１２の表示
画面１２Ｄに触れた状態で矢印１２３の方向にツイストする動作（ジェスチャの１つ）を
したとする。このときには、図１５に示すように、情報表示入力装置１２自体の位置は変
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わらないが、表示画面１２Ｄに表示している紙情報の向きが変わる。もちろん、表示され
ている紙情報１２１の向きだけを変えるようにすることも可能である。
【００４６】
　この表示画面上での操作者ＯＰ１の動作は、例えば図１の操作位置検知部１４で検知し
て、表示方向変更部１５及び認識方向変更部１７に知らせる。
【００４７】
　表示される情報の向きは、このように最初は自動的に人感センサにより決定されるが、
後は人為的に変更するようにすることが可能である。
【００４８】
　また上記実施形態では、操作者ＯＰの右側に操作ボタン等が常時、示されるようになっ
ていた。しかし、図１６に示すように、操作者ＯＰが表示面上に手根部６１を置いたとき
、この位置を検知して、その手の指先に該当する位置に所定のコマンドが表示されるよう
にする事も可能である。例えば図１６で、人指し指６３の位置に印刷コマンド６５が表示
されるとする。操作者は印刷したいときに人指し指６３を表示画面に接触させることによ
り、印刷をすることができ、わざわざ印刷ボタンを探す必要がなくなる。
【００４９】
　ところで、上記実施形態では、一人の人（操作者）がこの情報表示入力装置に近づいて
きたことが前提とされている。しかし、図１７に示すように、無線タグを携帯した複数の
人例えば４人７１ａ，７２ｂ，７２ｃ，７２ｄがこの情報処理装置１１に近づいてくる場
合もある。各辺の人感センサにより人が近づいてきたことを検知する場合もある。このよ
うな場合には最初に検知した人感センサに応じて操作者ＯＰの位置を決めることができる
。時間的に最も先に検知された人例えば人７２ｄを操作者として優先させ、この検知に基
づいて、表示方向を決めるようにすることができる。
【００５０】
　なお、上記実施形態における情報蓄積部１３は、一般のハードディスクドライブなどの
大容量の記憶装置により構成され、議論に用いる特別の資料などを使う人が自分で記憶さ
せることができる。そのほか、外部からインターネットなどを通してニュースなど文字情
報や、静止画や、動画情報などを入力して蓄積することもできる。
【００５１】
　上記実施形態では、情報表示入力装置の側面に設けた人感センサによりこの装置に対し
てどの位置に人が接近してきたかを検知していた。しかし、上方などから監視カメラなど
によりどの辺に人が近づいてきたかを検知することが可能である。
【００５２】
　以上述べたように、上記実施形態によれば、上面に表示画面を有する箱型情報表示入力
装置のどの辺に座って文字を入力しても正しく認識される情報処理装置及び情報処理プロ
グラムを提供する。
【００５３】
　上記実施形態では、コマンド、印刷なども表示画面に表示されるようにしていたが、こ
れらのアイコンは、情報表示入力装置の表示画面外に固定して設けるようにしてもよい。
【００５４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したがこれらの実施形態は、例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５５】
　　　　１１・・・・情報処理装置
　　　　１２・・・・情報表示入力部
　　　　１２Ｄ・・・・表示画面
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　　　　１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ・・・・人感センサ
　　　　１２ｒ・・・・認識領域
　　　　１２ｍ・・・・画像表示領域
　　　　１３・・・・情報蓄積部
　　　　１４・・・・操作位置検知部
　　　　１５・・・・表示方向変更部
　　　　１６・・・・入力文字認識部
　　　　１７・・・・認識方向変更部
　　　　１８・・・・書込み情報記憶部
　　　　３１・・・・表示入力部
　　　　３２・・・・表示制御部
　　　　３３・・・・記憶部
　　　　３４・・・・検索部
　　　　３５・・・・認識部
　　　　３６・・・・全体制御部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１６】 【図１７】
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