
日本神経回路学会誌 Vol. 15, No. 3（2008），165–173

解 説
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概要
手書き文字と活字文字の自動判別の実現は，画像処理分野の課題として興味深いだけでな

く，光学文字認識装置における認識エンジンの使い分けに役立つことが期待されるなど，実用
的側面でも大きく期待されている．著者らが近年提案しているスペクトル領域局所ゆらぎ検出
（Spectrum-domain local fluctuation detection, SDLFD）法は，それを高い性能で実現する
方法である．この SDLFD 法は従来法と異なり，文字や文字列の切り出しやテンプレートを必
要としない方法である．本稿では，SDLFD 法の考え方と処理の概要を解説するとともに，そ
の特長を紹介する．

1. は じ め に

手書き文字と活字文字を判別することは，人間にとっ
てはたやすい問題であるが，計算機でこれを実現する
ことは依然として難しい．それは，手書き文字に含ま
れる手書きに起因する不確定なゆらぎが，文字のアス
ペクト比や文字列のベースラインのばらつきを生むた
めである．もし計算機による手書き文字と活字文字の
判別が可能になれば，社会に大きく貢献できると考え
られる．ひとつの例として，光学文字認識（Optical

character recognition, OCR）装置の自動選択が挙げ
られる．手書き文字は文字の歪みや線分の傾きを含む
ため，活字文字用の OCR アルゴリズムとは異なるア
ルゴリズムを使用しなければ高い認識率を得ることが
できない．そのため現状では人間が画像中の文字を手
書き文字か活字文字か判別し，適切な OCR エンジン
を選択する必要がある．計算機で手書き文字と活字文
字を判別する技術は判別から認識までの一連の作業を
自動化し，労働コストの削減を実現する．また一般に，
手書き文字と活字文字は文書中では異なる役割を担う．
納税申告用紙を例に挙げると，活字文字は属性を，手
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書き文字はそれに対する具体的な値である属性値を表
す．手書き文字と活字文字の判別は，事前知識を必要
とせずに属性値のみを抽出することを可能とするため，
紙文書のデータベース化など様々な用途が考えられる．
このように手書き文字と活字文字の判別には様々な
工学的応用が考えられるため，多くの研究が行われて
きた．従来の手書き文字と活字文字の判別法は文字画
像をそのまま実空間で解析する手法が主体であった．
例えば，Fan らは文字の水平・鉛直方向のヒストグラ
ムを取ることで文字列を抽出し，その基線の直線度を
評価する手法を提案した1)．Kuhnke らは，文字線分
の直線性と文字の対称性を評価し判別を行った2)．Pal

と Chaudhuri はベンガル文字とデーヴァナーガリー
文字が持つ特徴的な線分に注目した判別手法を提案し
た3)．また，手書き文字と活字文字の判別に類似した
研究として，文書中に使用されている文字のフォント
を判別する研究がある．フォント判別には主に文字装
飾の特徴を比較する手法4, 5)が提案されている．これ
らの手法では，まず前処理として文字または文字列の
位置を特定しておく必要がある．そのため，文字また
は文字列の抽出精度がその後の処理に大きな影響を与
える．しかし手書き文字を含む実際の文書画像の場合，
文字の大きさのばらつきや文字列の基線のゆらぎによ
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Fig. 1 Example of a local region I(x, y) in a document image and its power spectrum P (u, v).

り，そもそも文字や文字列を抽出すること自体が非常
に困難になる．
われわれは文字や文字列の位置特定を必要としない

手書き文字と活字文字の判別手法を提案するため，人
間の素晴らしい視覚機構に注目してきた．人間の視覚
は，文字や文字列を切り出すことなく，瞬間的に，文字
種に関係なく，雑音に強い手書き文字と活字文字の判
別を行うことができる．この高度な判別は物体のテク
スチャ情報を基に行われているという報告がある6～8)．
これらの研究によると，まず人間の視覚は光刺激によ
り形成される空間周波数特性を一次視覚野で知覚する．
そしてその情報をより高次の視覚野で処理し，テクス
チャの判別を行う．さらに Juleszは，人間の視覚が二
次統計量が等しいテクスチャを判別できないことを示
した9)．これは人間の視覚が空間周波数特性という基
礎的な情報を基にテクスチャ判別を行うことを示唆し
ている．
多くの工学的テクスチャ判別手法は上記の知見を基

にしている10～12)．これらの手法は，画像を周波数領域
に変換した後，フィルタリングを行うことで特徴量を
得る．この際，離散コサイン変換やウェーブレット変
換，ガボールフィルタリング13, 14) などの周波数解析手
段が用いられる．そして得られた特徴量を基にフィッ
シャー判別を行いテクスチャを判別する．これらのテ
クスチャ判別手法は，手書き文字と活字文字の判別15)

や，フォント判別16～18)，文字の書き手判別19)など，様々
な文書画像解析に応用されており，高い判別率を達成
した．しかし，文書画像中の広い領域を判別単位とす
る必要があったため，一文字程度の局所領域の判別が

できないという欠点が存在した．
そこでわれわれは，局所領域も扱うことができ，さらに
文字や文字列の位置を特定する前処理を必要としないス
ペクトル領域局所ゆらぎ検出（Spectrum-domain local

fluctuation detection, SDLFD）法を提案した20～22)．
SDLFD 法では文書画像中の局所領域を周波数領域に
変換した後に手書きのゆらぎを含む特徴量を抽出する．
その特徴量を，事前の学習によって最適化された多層
パーセプトロン（Multilayer perceptron, MLP）に与
えることで，われわれは手書き文字らしさを得る．そ
の手書き文字らしさを基に手書き文字と活字文字の判
別を行う．本稿の以下の章ではわれわれの研究成果を
紹介する．まず第 2 章に SDLFD 法の処理を解説す
る．次に第 3章で具体的な判別の様子とその性能を紹
介する．そして第 4章に，SDLFD 法の今後の展開も
含め，まとめを行う．

2. スペクトル領域局所ゆらぎ検出法と
多層パーセプトロン

本章ではわれわれの提案する SDLFD 法による文書
画像からの特徴量抽出と，手書き文字と活字文字を判
別する多層パーセプトロンについて解説をする．

2.1 特徴抽出
スペクトル領域ゆらぎ検出法では，はじめに実空間
文書画像の局所領域 I(x, y) を周波数領域に変換する．
Fig. 1左に w × w サイズの実空間画像の一例を示す．
われわれは I(x, y) に式 (1)に示す二次元離散フーリ
エ変換を施し，フーリエスペクトル F (u, v) を得る．
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Fig. 2 Spectrum-domain local fluctuation detec-

tion method. Every dotted rectangle is a

power summation region in θl direction.
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ここで，j =
√−1である．また H(x, y)は窓関数を表

す．本稿ではハン窓を用いた．実空間画像を周波数領
域に変換する手法にウェーブレット変換や離散コサイ
ン変換などを使用することもできる．さらにフーリエ
スペクトル F (u, v) から Fig. 1右に示すようなパワー
スペクトルを得る．

P (u, v) = |F (u, v)|2 (2)

2次元周波数座標の原点 (u, v) は直流成分を表す．周
波数領域では，文字線分の方位と文字線分の幅や間隔
はそれぞれ極座標系でいうところの偏角と動径で表現
される．そのため，Fig. 1右に見られるように，文字
線分は周波数領域で大きいパワーを持つ点列を誘起す
る．われわれは便宜上それを基軸と呼ぶことにする．
次にパワースペクトル P (u, v) から手書きに起因す

るゆらぎを含む特徴量を定量化する．Fig. 2の点線で
描かれた領域に示すように，われわれは原点を中心と
し放射状に一定間隔の軸をとり，その軸上のパワーの
和を計算する．このパワーの和は文字線分の方位を良
く表す．われわれはその軸の方位 θl 上のパワーを特徴
量 fl として抽出する．

Fig. 3 2-layer perceptron.

fl =

∑
|v−tan(θl)u|≤1

P (u, v)

∑
u

∑
v

P (u, v)
(3)

本稿では，特徴量を検出する軸の方位の数を l = 16 と
した．
人間のテクスチャ判別は空間周波数特性という基礎
的な情報で実現されている．テクスチャを良くあらわ
す周波数領域で実空間画像を扱うことで，われわれは
人間の視覚システムのような判別が可能になると考え
た．そして文書画像のテクスチャは文字線分により構
成される．手書き文字の場合，文字線分が持つ手書き
によるゆらぎのため，その基軸は傾きやぼやけを持つ．
パワーを計算する軸の間隔を細かくすることで，それ
らを検出することが可能になる．
前述のように，SDLFD 法は文書画像の局所領域の
パワースペクトルから手書き文字のゆらぎを含む特徴
量を抽出する．これには 2つの利点がある．まず，わ
れわれは文字や文字列の位置を特定する必要がなくな
る．なぜならばパワースペクトルでは位相が無視され
るためである．2つめに，局所領域を評価するため，従
来手法では不可能であった一文字程度の領域の手書き
文字と活字文字の判別が可能になる．

2.2 多層パーセプトロン

われわれは 2.1章で得られた特徴量を基に，ニュー
ラルネットワークを用い手書き文字と活字文字の判別
を行う．Fig. 3に実際に使用する 2層パーセプトロン
を示す．この多層パーセプトロンは特徴量 fl を入力
として受け取り，手書きらしさを表す値 hn を出力す
る．本稿ではニューロンの数を，中間層では 64，出力
層では 1 とする．つまり，われわれは 1つの手書きら
しさ h1 を出力に得る．学習法には誤差逆伝搬法を利
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Table 1 Mean square error (MSE) and correct-distinction rate of the

optimized multilayer perceptron in each letter type class.

Letter type class Correct-distinction rate (%) MSE (×10−2)

Alphanumeric 99.70 0.387

Hiragana 98.75 0.550

Katakana 99.75 0.366

Chinese character 97.45 1.31

All letter type 97.00 1.26

用する．誤差逆伝搬法は多層パーセプトロンのための
教師あり学習法である．われわれはそれぞれの入力信
号に対して，その理想的な出力を表す教師信号 t を用
意する．特徴量 fl を入力し手書きらしさを得る順方
向処理を行った後に，われわれは出力信号 h1 と教師
信号 t の誤差 E を計算する．その誤差 E が小さくな
るように，出力側に存在するニューロンの結合荷重か
ら順にその値を更新していく．教師信号 t は手書き文
字の場合 0.9，活字文字の場合 0.1 と設定した．学習
は平均二乗誤差（Mean square error, MSE）があら
かじめ決めておいたしきい値 ε = 1.0 × 10−6 よりも
小さくなるか，試行回数がその最大値 T = 1000 に到
達した場合に打ち切られる．

3. 具体的な判別処理の様子とその性能

ここでは SDLFD法による判別実験の様子を 2つご
紹介する．まず，文字が無作為に配置され，レイアウ
ト解析が困難な文書画像の判別実験を行った．この実
験により，提案手法が文字や文字列の切り出し処理に
よらないことを示すことができる．また同時に，十分
な判別が可能な解析窓のインターバルの大きさを実験
的に示す．次に，われわれは提案手法の実用状況を考
え，様々な解像度でスキャンされた文書画像の判別実
験を行った例も紹介する．

3.1 文字が無作為に配置された文書画像の判別

提案手法が文字の切り出し処理によらないことを示
すため，われわれは Fig. 4に示すような文字を無作為
に配置した文書画像中の文字の判別を行った．Fig. 4

のサイズは 640×480ピクセルであり，画像は二値化さ
れている．画像中に存在する文字は，文字データベー
スから無作為に選択され，さらに文字が列を成さない
よう，また文字間隔が一定にならないように配置され
ている．そのため，この文書画像からヒストグラムを
計算し文字や文字列の切り出しを行うことは難しい．

3.1.1 多層パーセプトロンの最適化

まずわれわれは判別に使用する多層パーセプトロン

Fig. 4 A document image which has randomly ar-

ranged characters.

を最適化した．最適化のために，産業技術総合研究所
で公開されている ETL 文字データベースの文字画像
を利用した23)．このデータベースは手書きと活字あわ
せて約 120万の文字画像を持ち，文字認識実験などで
広く使用されている．これらの画像サイズ w と文字サ
イズ c はそれぞれ (w, c) = (128, 64) である．また，
文字画像はすべて二値化されている．

ETL 文字データベースのなかの ETL1，ETL2，
ETL9 を使用し，‘英数字’，‘ひらがな’，‘カタカナ’，
‘漢字’，‘すべて’という 5つクラスの学習用データセッ
トを作成した．‘英数字’，‘ひらがな’，‘カタカナ’，‘漢
字’は，ETL 文字データベースからそのクラスに属す
る手書き文字を 1000 サンプル，活字文字を 1000 サ
ンプルずつランダムに選択した．‘すべて’クラスでは，
ETL 文字データベースから ‘英数字’，‘ひらがな’，‘カ
タカナ’，‘漢字’に属する文字を，手書き文字は 500サ
ンプル，活字文字は 500サンプルだけランダムに選び
出したため，そのサンプル数は合計 4000 サンプルで
ある．また，同様の作成方法で，それぞれのクラスの
判別用データセットも作成した．データセット作成の
際にはランダムに文字を選択しているため，学習と判
別，それぞれのデータセットに含まれる文字は全く異
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Fig. 5 Binarized handwriting likelihood map with

window interval d = 8. The threshold

value for binarization is 0.5. Characters in

dashed-line frames are misclassified.

なる．
まず，われわれは 5つの学習データセットを用い，学

習率 η，シグモイド関数の急峻さを決定する β につい
て最適化し，次いで最適化された多層パーセプトロン
を用い，判別データセットの文字画像判別実験を行っ
た．文字画像を局所領域と見なし，SDLFD 法を用い
得られた手書きらしさについて，しきい値を 0.5とし
て，しきい値以上ならば手書き文字，しきい値未満な
らば活字文字であると判別した．

Table 1にパラメタを最適化したときの判別率と学
習終了時のMSE をそれぞれの文字種クラスについて
記す．‘カタカナ’で最も大きい判別率 99.75%を，‘漢
字’で最も小さい判別率 97.45%を得た．カタカナや英
数字で判別率が高いのは，文字構造が比較的単純であ
り，さらにひらがなに多く含まれるような曲線を持つ
文字が少ないためだと考えられる．逆に漢字の判別率
が最も低いのは，漢字は複雑な構造を持つものが多数
存在し，手書きに起因するゆらぎがその複雑さの中に
紛れてしまうためだと考えられる．切り出し処理を必
要とする従来の手法では，文書画像中の英数字の手書
き文字と活字文字の判別で 98.1%の判別率が得られて
おり15)，SDLFD 法はそれと比較しても遜色のない判
別率を得ることができた．また，曲線を多く持つ ‘ひ
らがな’や，様々な文字種から構成される ‘すべて’で
97%の判別率を得た．従来研究は英数字のみ，漢字の
みというように文字種を限定して判別を行うものが主
であるため，多種多様な文字を含めこの判別率が得ら
れたことは特筆すべきことである．

3.1.2 判別手法

文字画像の学習は第 3.1.1節で既に行われているた
め，その学習結果のうち，‘すべて’で最適化された多

Fig. 6 Relationship between the window interval d

and number of correctly distinguished char-

acters.

層パーセプトロンを使用した．われわれは文書画像上
で，解析窓をインターバル d でずらしながら，特徴量
を抽出し，事前に最適化された多層パーセプトロンに
よる判別を行った．そして本実験ではインターバル d

を様々に変更して，文字の正解判別数の変化を観察し
た．ETL 文字データベースの文字を使用しているた
め，文書画像中の文字サイズ cp は 64 ピクセルであ
る．処理対象となる解析窓のサイズ wp は 128ピクセ
ルとする．これは学習時の ETL 文字データベースの
文字サイズ cl と窓サイズ wl と同じである．ここで
添え字の p，l は それぞれ判別時（processing），学習
時（learning）であることを示す．なお，処理対象と
する文書中の局所領域に文字線分が全く存在しない場
合は，二次元離散フーリエ変換から多層パーセプトロ
ンによる判別までの一連の処理を行わない．

3.1.3 判別結果

Fig. 5に，解析窓をずらす大きさを d = 8 にしたと
きの判別結果を示す．この判別結果は，文書画像サン
プルに多層パーセプトロンから得られる手書き文字ら
しさを，しきい値を 0.5とし二値化したマップを重ね
合わせることで作成された．手書き文字らしさは，0.0

に近いとき活字文字，1.0に近いとき手書き文字と判別
されたことを表す．文字ごとの簡単な定量的評価を行
うために，それぞれの文字矩形の 70%以上が正しく判
別されていたら，その文字は正確に判別されているも
のと考える．すると Fig. 5の破線のフレームで囲まれ
た文字のみが誤って判別された．この文書は 50 文字
含むため，その中の 47文字，つまり 94%の文字が正
しく判別されたことになる．文字や文字列を切り出す
ことなくこれほどの判別率を得られた判別手法は従来
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Table 2 Mean square error (MSE) and correct-distinction rate of the

optimized multilayer perceptrons with datasets which have

machine-printed character images in MS Gothic font.

Letter type class Correct-distinction rate (%) MSE (×10−2)

Alphanumeric 99.9 1.59

Hiragana 98.6 1.69

Katakana 99.8 1.87

Chinese 96.5 1.35

All letter type 97 2.23

Fig. 7 A sample document image.

研究に存在せず，この結果は非常に有用なものである．
Fig. 6にインターバル d を変更したときの正しく判

別された文字数を示す．インターバル d が 16ピクセ
ル以下のときに 47 文字を正しく判別することができ
た．この結果をふまえると，十分な正解判別数が得ら
れる時のインターバル d と画像中の文字サイズ cp の
関係は次のようであると推察される．

d � cp

4

3.2 様々な解像度でスキャンされた文書画像の判別
文書画像の解像度は重要な要素である．なぜならば，

企業活動においてはひとつの紙文書が異なる解像度で
スキャンされる場合が多々存在し，判別手法は様々な
解像度に対応する必要があるためである．われわれは
Fig. 7に示すような紙文書を用意し，単一の解像度の
文字画像で最適化された多層パーセプトロンを用い，
異なる解像度の文書画像の判別を行った．そして高い
判別率を得ることができる解像度 r と解析窓サイズ w

の関係を実験的に示唆した．
3.2.1 多層パーセプトロンの最適化
Fig. 7に示される文書中の活字文字はMSゴシック

体に形状が似ている中国語のフォントからなる．そこ
でわれわれは MS ゴシックフォントの文字画像を作成
し，ETLデータベースの活字文字と入れ替えることで，

新たな学習データセットを作成した．このとき，手書
き文字画像のサンプルは ETL 文字データベースの画
像サンプルを利用し，サンプルの作成法やサンプル数
も第 3.1.1項で説明したものと同様にした．従ってサ
ンプル数は，文字種のクラス ‘英数字’，‘ひらがな’，‘カ
タカナ’，‘漢字’では 2000サンプル，‘すべて’は 4000

サンプルの手書き文字と活字文字画像を持つ．文字画
像のサイズ wl は 128ピクセル，画像中の文字サイズ
cl は 64ピクセルである．

Table 2 に，MS ゴシックを活字文字とする新しい
学習データセットで多層パーセプトロンのパラメタ
を最適化したときの平均二乗誤差（MSE）と判別率
（Correct-distinction rate）を示す．

3.2.2 判別手法

文書画像サンプルの判別実験にはクラス ‘漢字’の学
習結果を用いた．文書画像の判別手法は，第 3.1.2項
で説明した手法と同様である．Table 3に示される各
解像度 r とそれに伴う文字サイズ cp，解析窓のサイ
ズ wp，そして解析窓のインターバル d の条件で判別
を行った．

3.2.3 判別結果

Fig. 8に Table 3のそれぞれの条件下で得られた手
書き文字と活字文字の判別結果を示す．判別結果は手
書き文字らしさを閾値 0.5とし二値化されている．暗
く表示された領域は活字文字，明るく表示された領域が
手書き文字と判別された領域である．提案手法により，
解像度 150 dpi（Set A）と 300 dpi（Set C），600 dpi

（Set D）の場合，手書き文字と活字文字が上手く判別
されている．いくつかの手書き文字は誤って活字文字
と判別されているが，それらは斜線または曲線のみを
持つ漢字である（「人」など）．このことは，多層パー
セプトロンが文字線分の水平・鉛直性を判別のための
重要な情報として扱っていることを示唆している．
解像度の異なる 4種類の文書画像を比較すると，解
像度 150 dpi（Set A），300 dpi（Set C），600 dpi（Set
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Table 3 Parameters of datasets A, B, C and D.

Label Resolution r Character size cp Analysis window size wp Interval d

Set A 150 32 64 8

Set B 200 43 64 8

Set C 300 64 128 16

Set D 600 128 256 32

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 8 Binarized handwritten likelihood maps of the document images scanned in various resolutions.

Threshold of binarization is 0.5. (a) Set A, (b) Set B, (c) Set C, (d) Set D.

D）の画像は判別結果が似通っている．それらとは異
なり，解像度 200 dpi（Set B）の画像のみ若干判別数
が低下しているように見られる．この結果は，解析時
の文書画像中の解析窓のサイズ wp と文字サイズ cp の
比が，文字画像サンプル学習時の比とやや異なるため
に起こると考えられる．なぜなら，解像度が 150 dpi

（Set A），300 dpi（Set C），600 dpi（Set D）の文書
画像の場合，解析時の文書画像中の解析窓のサイズ wp

と文字サイズ cp の比 wp/cp が学習時の解析窓サイズ
wl と文字画像サイズ cl の比 wl/cl と同じ 2 である
のに対し，解像度が 200 dpi（Set B）の場合 1.5 であ
り，やや異なるからである．これらの結果より，大き
い正解判別数を得るための解析窓サイズ wp と文書解
像度 r によって決まる文字画像サイズ cp には次の条
件が存在することが示唆される．

wl

cl
≈ wp

cp
(4)

その後，詳しい実験により，(4)で示される緩やかな条

件が存在することが明らかになっている．その実験内
容と解析結果の詳細は，現在，論文誌に投稿中である．

4. ま と め

本稿では，文字や文字列の位置を特定する必要のな
い文書画像中の手書き文字と活字文字の判別を目的と
してわれわれが提案してきた，スペクトル領域局所ゆ
らぎ検出法（Spectrum-domain local fluctuation de-

tection, SDLFD）法を紹介した．この手法は人間の視
覚機構に習い，文書画像中の局所領域のパワースペク
トルから手書きに起因するゆらぎを含む特徴量を検出
し，それを基に多層パーセプトロンで判別を行う．適
用例として，まずわれわれはレイアウト解析が困難な
文書画像に対し判別実験を行い，文字や文字列の切り
出し処理を必要としない判別が可能であることを示し
た．そして解析窓サイズについて実験的に解析を行い，
十分な判別率を得ることができる条件を述べた．また
われわれは SDLFD 法の解像度に対する耐性を解析し
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た結果を紹介した．そこでは，同一の紙文書を様々な
解像度でスキャンし得られた文書画像を，単一解像度
の文字画像を学習することで得られた多層パーセプト
ロンで判別した．実験結果より，良好な判別結果を得
るための解像度と窓サイズの条件を述べた．今後，提
案手法を OCR システムの中に組み込んで，実用化を
図る予定である．

SDLFD 法を提案するにあたり，われわれは人間の
手書き文字と活字文字の判別に注目した．例えば，人
間はたった一本の線分であってもその形状からそれが
手書き文字であるか活字文字であるかを判断できるだ
ろう．また，全く知らない言語の文字種であっても，
それが手書き文字であるか活字文字であるか瞬間的に
判別できる．人間の視覚機構では，光刺激は網膜から
第一次視覚野で処理され，より高次の視覚野へと伝達
されてゆく．文書画像を処理する場合，第一次視覚野
は文字線分の傾きに反応し，パルス信号を発する．人
間はその信号を高次視覚野で統合することで，線分の
直線性や曲線の曲率を感じ取り，文字や文字列を認識
し，また文書の空間構造を理解している．
一方，現在の工学分野における文書画像処理は，そ

のほとんどが空間テンプレートを利用し，細かいルー
ルを適用するものである．なぜならば，現在の画像処
理は，他の論理処理と同様に，記号処理をベースにして
いるからである．特に近年，コンピュータが格段に速
くなりメモリ容量が増大したため，そのような処理方
法の有用性が増している．しかし，それは人間の処理
方法のうち，意識上のもののみに対応する．瞬時に手
書きか活字か区別できる能力は，意識下のものである．
それはパターン処理に基づいており，上に述べた脳の
視覚刺激の処理に対応する．今後は，これらの意識上
と意識下の各処理を融合した工学システムも検討され
るべきだと，われわれは考えている．すなわち，記号
処理とパターン処理を融合した手法の実現である．そ
の優れたお手本が，われわれの脳である．
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