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低品質文書の認識のための濃淡値画像からの特徴抽出
Feature Extraction from Gray-Scale Images for Recognition of Poor Quality Documents
西田 広文＊

Hirobumi NISHIDA

要　　　旨
曲面データ構造と構造的特徴にもとづいて，文字やシンボルなどの文書構成要素の形状

特徴を濃淡値画像から直接抽出するための新しい方法を考案した．低画質文書画像の認識
は，実用的に重要で，かつ，難しい問題であり，通常は二値化された画像から認識に有効
な特徴を抽出する．最近になって二値化を通さずに，直接，濃淡値文書画像から特徴を抽
出することの有効性が認められている．実際のデータを使った比較実験を通して，提案す
る方法が低品質文書画像に対する認識精度向上に有効であることを示す．

ABSTRACT
A novel method is developed for extracting shape features of the document

components such as characters and symbols directly from gray-scale document
images, based on the surface data structures along with structural features.
Recognition of poor quality document images is a challenging and important
problem from the practical viewpoint. Features are usually extracted from the
binary images obtained by thresholding the gray-scale intensity images, but it has
recently been pointed out that the features should be extracted directly from
original gray-scale intensity images in order to avoid significant information loss
due to binarization. Through performance comparisons with traditional
approaches, the proposed algorithm is proved to be effective for improving the
recognition accuracy for very poor quality data. 

＊ 研究開発本部ソフトウェア研究所

Software Research Center, Research and Development Group



1．背景と目的

文書画像解析や文字認識は30年以上に渡って研究さ
れてきたテーマ1）であり，高品質の文書に対してはすで
に高い認識精度を達成している．技術が多種多様の実際
の応用・利用環境で用いられるにつれて，低品質の文書
や文字の認識という難しい技術的要求が出現してきた．

紙の文書はまずスキャナなどの入力機器を通してデジ
タル画像に変換される．スキャナを通して得られた画像
は，空間解像度とともに，ピクセルごとに濃淡値表現さ
れた輝度をもっている．そのような濃淡値デジタル画像
を閾値処理によって二値化し，次に，二値デジタル画像
から認識に有効な特徴を抽出するのが通常である．しか
しながら，最近，WangとPavlidis2）は入力機器の光学的
効果，特に，光学系の点広がり関数により，文書画像に
様々な歪みが導入されることを指摘した．今，理想的に
二値（白黒）の紙の文書上に，2本の異なる太さの文字線
があったとする．その文書をスキャナで入力すると，デ
ジタル画像では，細い方の線が太い方の線よりも明るい
輝度を持つようになる．したがって，理想的に高品質の
画像でさえ，入力機器の光学的効果により歪むことに注
意しなくてはならない．もし，そのような歪んだ画像を，
前処理段階で十分な情報なしに二値化して，閾値が不適
切に選択されると，文字の穴が塞がったり，線が切れた
りするなど，重要な特徴や情報を失う可能性がある．そ
のことにより，誤認識やリジェクトが発生する．

このような二値化処理の悪影響を解決するために，
WangとPavlidis2）は，濃淡値曲面の解析により，濃淡値
文書画像から特徴を直接抽出することの重要性を強調
し，二値化を省いて，認識に有効な特徴を抽出できるこ
とを主張した．特に，彼らは，濃淡値曲面の尾根を辿る
ことによりストローク（文字中心線）が抽出できるという
仮定の下で，微分幾何学の演算を用いて，尾根，谷，鞍
点などの特徴を抽出した．この方法は，特に，低解像度
の画像で有効であり，100dpiの画像で300dpiと同等の
認識精度が達成されることが確認されている．

しかしながら，この方法にはいくつかの問題がある．
これまでに，ストローク特徴とともに，文字の輪郭線の
構造的・統計的特徴をもとにした多くの強力な文字認識
方法が考案されてきた1）が，この方法は輪郭特徴による
認識アルゴリズムには向いていない．もう一つの問題は，
十分に細い文字線からは尾根を抽出することが可能であ
るが，文字線が太くなるにつれて尾根抽出が困難になる．
一方で，文字などの図形の境界線は形状についての完全
な情報を持っており，輪郭特徴をもとにして，細線化ア
ルゴリズムによって文字の中心線も抽出できる．しかし
ながら，通常、境界線は濃淡値画像を閾値処理した二値
画像から抽出される．今述べたように，境界線抽出はス

トローク抽出に対していくつかの利点があるので，濃淡
値文書画像から文字などの構成要素の境界を直接抽出す
る方法を開発することは重要な課題である．

濃淡値画像からのエッジ検出や境界抽出の多くのアル
ゴリズムがある3）が，濃淡値文書画像は自然画像とはい
くつかの点で異なることに注意しなければならない．ア
ルゴリズムの設計においては，光学系作用（主に点広が
り関数）による歪みを考慮する必要がある．文字やシン
ボルなどの文書要素の境界は常に閉曲線である．さらに，
自然画像ではエッジや境界の位置精度が重要であるが，
我々の問題では，むしろ認識に有効な特徴を保持・抽出
することが本質である．

本論文では，濃淡値曲面を表現するデータ構造ととも
に，二値化を省いて，濃淡値文書画像から境界特徴を直
接抽出するアルゴリズムを提示する．提案するアルゴリ
ズムからの出力は二値画像に変換できて，二値画像を入
力とする文字認識アルゴリズムに渡すことができる．濃
淡値曲面のデータ構造の開発では，パターン・マッチン
グと構造解析の両方において，方向特徴や凹凸特徴のよ
うな特徴が有効であり，これらの特徴が多くの成功して
いる認識システムで取り入れられていることに着目する1）．

本論文は次のように構成されている．第2節では提案
するアルゴリズムとデータ構造について述べ，第3節で
はアルゴリズムからの出力例を示し，その性能を他の二
値化アルゴリズムと比較する．第4節は結びである．

2．アルゴリズム

紙の文書をスキャナなどの入力機器を通して濃淡値デ
ジタル画像に変換する．濃淡値をピクセルに付随した高
さと見なすことにより，画像は2次元ユークリッド空間
上に定義された曲面として取り扱うことができる．

後の段階の処理での計算を減らしたり，ノイズの影響
を抑えるために，曲面をまず三角形近似する．水平面

（画像面に平行な平面）と三角形の交差に沿った方向特徴
と局所的な凹凸をもとにして，三角形の辺の周囲の構造
的特徴を抽出する．境界線は区分的水平線分の連なりに
よって近似できて，水平面と三角形の交差の構造をもと
に，勾配が急な三角形の辺をつないで行くことにより，
境界線が抽出できると仮定する．これらの仮定と構造的
特徴をもとにして，三角形の辺をノードに対応させ，同
一の境界線の部分である可能性の高いノード間にリンク
を張ることにより，重み付き有向グラフを構築する．そ
して，グラフ探索の手法により，閉輪郭を抽出する．さ
らに，境界線を内部と外部に分類し，輪郭内部を埋める
ことにより，濃淡値画像を二値画像に変換できる．
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2-1 曲面の三角形近似
ピクセルの持つ濃淡値を高さと見なすことにより，濃

淡値画像は2次元空間上に定義された曲面z=f（x,y）とし
て取り扱うことができる．ここで，黒に近いピクセルが，
より大きいzの値を持つと仮定する．Fig.1（a）に濃淡値
文字画像の例を示す．後の段階の処理での計算を減らし
たり，ノイズの影響を抑えるために，曲面をまず三角形
近似（曲面と各近似三角形のz方向の最大誤差がある閾
値以下）する．例えば，曲面近似方法としては，ドロネ
ー三角形分割4）をもとにしたDe Floriani5）の方法を用い
る．ドロネー三角形分割は「最小角最大定理」のような良
い性質をもっている．Fig.1（b）にFig.1（a）に示した画像
の三角形近似の結果を示す．

2-2 隣接三角形の局所構造的特徴
方向特徴と凹凸特徴をもとにして，曲面の三角形近似

から特徴を抽出するためのデータ構造を構築する．水平
面（画像面）に沿った量子化方向コードを導入する．この
方向コードは境界特徴抽出の手がかりとして使う．方向
の量子化を決める正の整数をNとする．xy平面（z=0）上
に，原点を通る直線集合L

i
（i = 0,1,...,N-1）を定義する．

ここで，L
i
に沿った単位ベクトルは，

u
i
=（cosπi/N, sinπi/N, 0）

で与えられる．例えば，N=4のとき，Fig.2（a）に示す
ように４本の直線が定義される．さらに，u

d
の向きにコ

ードd（d = 0,1,...,N－1）を，－u
d
の向きにコードd+N（d =

0,1,...,N－1）を割り当てることによって，量子化方向コー
ド｛d｜d = 0,1,...,2N－1｝を定義する．Fig.2（b）に，N=4
の場合を示す．

三角形の辺の周りの凹凸と量子化方向をもとにして，

構造的特徴を抽出する．２つの隣接する三角形をa，bと
し，aとbによって共有される辺をB（a,b）とする．辺B

（a,b）の周りの曲面をある水平面で切るとしよう．水平
面と２つの三角形aとbの交差によって，B（a,b）の周囲
で定義される曲線をC（a,b）とする．Fig.3（a）は水平面と
５つの三角形I-Vについて，交差を太線で示したもので
ある．三角形aとbに共有される辺の周囲の凹凸特徴を次
のように定義する．曲線C（a,b）上の３点をP，P

a
，P

b
と

して，Pは辺B（a,b）上に，そして，P
a
とP

b
はそれぞれ三

角形aとbの内部にあるようにする．もし，外積PP
a
×PP

b

が負ならば，B（a,b）の周りの凹凸構造をa→bと書き，
そうでなければb→aと書く．さらに，直線L

i
（i =

0,1,...,N－1）に対して，点（x,y,z）の関数
h

i
（x,y,z）=x・cosπi/N+y・sinπi/N

を使って，辺B(a,b)の方向特徴を導入する．３点P，P
a
，

P
b
についてこの関数の値を比較することにより，h

i
がP

で極大ならば，コードiをB（a,b）に与え，h
i
がPで極小な

らば，コードN+iを与える．それ以外の場合には，h
i
に

よってコードは与えられない．
B（a,b）に与えられた方向コードを集めることによっ

て，（j（1）,j（2）,…,j（m））の形の列（ただし，mは与えら
れた方向コードの個数，j（k+1）≡j（k）+1 （mod 2N））
を作ることができる．この列の最初と最後の要素をとっ
てきて，B（a,b）の周囲の凹凸・方向特徴を，a－（j（1）,j（m））
→b，または，b－（j（1）, j（m））→aのように記述する．

例１：Fig.3（a）に示した５つの三角形について，水平
面との交差曲線を，N=4の場合の構造的特徴ともに，
Fig.3（b）に示す．三角形IとIIの間で曲線は急激に曲がっ
ているため，I－（2,4）→IIのように，３つの方向コード
がこの辺に割り当てられている．さらに，三角形IVとV
の間では，曲線が緩やかに曲がっているので，IV－（5,5）
→Vのように，１つの方向コードが割り当てられている．
それに対して，三角形III，IV，Vでは，曲線はほとんど
まっすぐであるので，II－IIIとIII－IVの組には方向特
徴が与えられない．

Fig.3 （a）a curve intersecting a horizontal plane and
triangles,（b）quantized directional features of triangle
boundaries along with convex/concave features, （c）
nodes and links of a triangle boundary graph.

Fig.2 （a）line group for specifying quantized
directions for N=4, （b）quantized direction codes.

Fig.1 （a）an original gray-scale image of a
handwritten character, （b）triangular approximation
of the intensity surface, （c）the extracted contour by
the proposed algorithm.
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2-3 隣接三角形の局所構造的特徴
三角形の辺の周囲の構造的特徴をもとにして，境界を

抽出する方法を述べる．境界は，濃淡値曲面の局所的に
勾配が急な部分をつないでできる閉曲線と考えることが
できる．一般に，境界は平面曲線ではないが，局所的に
水平（zが一定）な線分の連なりとして近似することがで
きる．したがって，三角形の辺の周囲の構造的特徴と，
2つの辺が同一の境界の部分である尤度を評価するため
のある定量的基準にもとづいて，急勾配の辺をつなぎ，
2つの連続した辺が，両方の辺に同時に交差する平行面
を共有するようにして，境界を抽出する．ここでは，三
角形の辺をノードに対応させることにより，重み付き有
向グラフを構築する．2つのノードは，もし，それらが
同一の境界の部分である可能性が高いとき，リンクでつ
ながれて，その尤度を表す重みがリンクに与えられる．

グラフを構築するためには，隣接し合う三角形に共有
される辺について，その辺と同じ境界の部分であるよう
な他の辺を見つける必要がある．今，（ a , b ）と

（c,d）をそれぞれ隣接する三角形の組とし，bとcは同一
のものでもよいと仮定する．また，B（a,b）（B（c,d））をa
とb（cとd）が共有する辺と定義し，B（a,b）とB（c,d）の両
方に方向コードが割り当てられていると仮定する．ここ
で、B（a,b）とB（c,d）の周囲で抽出される構造的特徴に
は４通りの場合が考えられる：（1）a－（j

0
,j

1
）→b，c－

（j
2
,j

3
）→d，（2）a－（j

0
,j

1
）→b，d－（j

2
,j

3
）→c，（3）b－

（j
0
,j

1
）→a，c－（j

2
,j

3
）→d，（4）b－（j

0
,j

1
）→a，d－（j

2
,j

3
）

→c．さらに，bとcが異なる三角形であるとき，
（e

0
=b,e

1
,…,e

m-1
,e

m
=c），m≧1，をbとcをつなぐ三角形の

パスとして，B（e
i
,e

i+1
），i=0,1,...,m－1，に対しては方向

特徴が割り当てられていない，すなわち，すべてのj=0，
1,...,N－1に対して，直線L

j
についての関数h

j
がC（e

i
,e

i+1
）

に沿って単調であると仮定する．
性質１：三角形の列（a,e

0
=b,e

1
,…,e

m-1
,e

m
=c,d）に交差す

る共通の水平面が存在するならば，上記の４つの場合に
おいて，４つの整数j

0
，j

1
，j

2
，j

3
は次の関係を満たす：（1）

j
2
－j

1
≡1 or 2（mod 2N），（2）j

3
－j

1
≡N （mod 2N），

（3）j
2
－j

0
≡N（mod 2N），（4）j

0
－j

3
≡1or 2（mod 2N）．

この性質をもとに，辺B（a,b）について，その近傍に
おいて，交差する水平面を共有するような辺を見つける
ことができる．そのような辺を探すために，三角形の列
の最大の長さmによって近傍の大きさを定義する．さら
に，B（a,b）に対して，いくつかの辺があるときには，
定量的な尺度を使って候補数を減らす．性質１に述べた
関係をみたすようなB（a,b）の近傍の辺をe=B（c,d）とし，
α（e）を垂直（z軸に平行）な直線とeの間の角度とする．
そして，Zmin（β）とZmax（β）（ただし，Zmin（β）
<Zmax（β））を辺βの２つの端点のz座標として，関数
Δz（B（a,b）,e）を，Zmax（B（a,b））<Zmin（e），または，

Zmax（e）<Zmin（B（a,b））のとき，∞と定義し，それ以
外の場合には，
¦{Zmax（B（a,b））+Zmin（B（a,b））}－{Zmax（e）+Zmin（e）}¦
と定義する．ここで，境界線は，区分的水平線分の列に
よって近似することができて，共通に交差する水平面を
もつような急勾配の辺をつなぐことによって抽出できる
ことを仮定しているので，α（e）とΔz（B（a,b）,e）の単
調関数g（α（e）,Δz（B（a,b）,e）），例えば，
g（α（e）,Δz（B（a,b）,e））=sinα（e）+c・Δz（B（a,b）,e）

（ただし，cは定数で，実験では1.0に設定）を候補の絞り
込みに使うことができる．候補の中から，gに対して小
さい値をとるものを選び出す．例えば，B（a,b）の近傍
の辺eに対して，最小値

g
0
=min

e
{g（α（e）,Δz（B（a,b）,e））}

をもとにして，gについて，g
0
+t（ただし，tは正の定数

で，実験では0.01に設定）よりも小さい値をとる辺を選
び出す．B（a,b）と選択された辺eに対応するグラフノー
ドを，重みw=g（α（e）,Δz（B（a,b）,e））をもつリンク

B（a,b）＝w⇒e
でつなぐことにより，「三角形辺グラフ」をいう重みつき
有向グラフを構築する．ここで，グラフでは，B（a,b）
とB（b,a）は異なるノードとして取り扱われており，tが
小さいときには各ノードから通常一つだけの有向リンク
が出ていることに注意する．

例2：上記の処理をFig.3（a）と3（b）の例に適用する．
I－（2,4）→IIとIV－（5,5）→Vより，（a,b,c,d）=（I,II,IV,V）と
して性質1の（1）の場合が，そして，（a,b,c,d）=（V,IV,II,I）
として性質1の（4）の場合が当てはまる．Fig.3（c）に示す
ように，重み

w
0
=g（α（B（IV,V））,Δz（B（I,II）,B（IV,V）））

w
1
=g（α（B（II,I））,Δz（B（V,IV）,B（II,I）））

を計算して，三角形辺グラフにリンク
B（I,II）＝w

0
⇒B（IV,V），B（V,IV）＝w

1
⇒B（II,I）

が作られる．
2-4 グラフ探索による境界抽出

三角形辺グラフをもとにして，グラフ探索により閉輪
郭線を抽出する．まず，もっとも急な勾配を持つ辺を見
つける．その辺に対応する三角形辺グラフでのノードを
sとする．前に述べたように，グラフではB（a,b）とB（b,a）
は異なるノードとして取り扱われるが，どちらを選んで
も良い．グラフの各ノードに対して，有向リンクに与え
られた重みによるsからの最短路を計算し，リンクt→s
を持つようなノードtを見つける．リンクt →sとともに，
sからtへの経路を辿ることにより，グラフで閉路が見
つかる．さらに，2次元平面上に，抽出された閉路上の
グラフノードに対応する三角形辺の中点を結ぶことによ
り，閉輪郭線が抽出される．リンクt→sを持つようなノ
ードtが２つ以上あるときには，曲線の長さが最大にな

Ricoh Technical Report No.24, NOVEMBER, 1998 15



るような境界を選ぶ．閉境界とそれに対応するグラフ上
での閉路を抽出した後，三角形辺グラフからその閉路上
のすべてのノードを削除する．さらに，１つの三角形を
高々１つの境界が通過するように，抽出した境界が通過
する三角形に対して，それらの三角形のすべての辺に対
応するグラフノードも除去する．すべての閉輪郭がとり
尽くされるまで，このようにして更新されるグラフに対
して，もっとも急な勾配の辺を見つけることにより，こ
の処理を再帰的に適用する．Fig.1（c）に，上記のアルゴ
リズムによって抽出された境界を示す．

さらに，三角形辺グラフの各ノードには２つの隣接す
る三角形aとbに共有される辺の周囲の構造的特徴

a－（d
0
,d

1
）→b

が与えられている（ここで，d
0
とd

1
は方向特徴）ので，例

えば，N=4のとき，Fig.1（c）に示した境界について，境
界に沿った特徴は，次のような列によって記述すること
ができる（番号は三角形の識別子）．

（88←（7,7）－90）⇒（167←（6,6）－102）⇒（101←（5,5）－
100）⇒（96－（1,1）→95）⇒（95－（2,2）→92）⇒（92←

（6,6）－127）⇒（127－（2,2）→130）⇒（129←（6,6）－108）
⇒（108←（5,5）－335）⇒（336←（4,4）－333）⇒（66←

（3,3）－210）⇒（12－（7,7）→355）⇒（355←（3,3）－357）
⇒（357←（2,2）－267）⇒（267←（1,1）－231）⇒（231－

（5,5）→230）⇒（74－（6,6）→79）⇒（78－（7,7）→198）
⇒（199－（0,0）→201）⇒（279－（1,1）→281）⇒（339←

（5,5）－337）⇒（337－（1,1)→345）⇒（149－（2,2）→145）
⇒（146←（6,6）－214）⇒（216←（5,5）－328）⇒（328←

（4,4)－327）⇒（330←（3,3）－326）⇒（319－（7,7）→320）
⇒（320←（3,3）－5）⇒（5←（2,2）－39）⇒（40←（1,1）－
137）⇒（137－（5,5）→136）⇒（192←（1,1）←125）⇒

（125－（5,5）→124）⇒（124←（1,1）－122）⇒（152←
（0,0）－150）⇒（150－（4,4）→33）⇒（33←（0,0）－163）
⇒（163←（7,7）－157）⇒（117←（6,6）－114）⇒（27－

（2,2）→25）⇒（29－（3,3）→53）⇒（252－（4,4）→139）⇒
（141←（0,0）－89）⇒…

この列は境界上の方向特徴と局所的凹凸特徴を表して
いるので，他の特徴と組み合わせることにより，文字・
シンボルの認識に使うことができる．
2-5 抽出された境界をもとにした二値化

それぞれの抽出された境界は，内部境界と外部境界の
2つの種類に分類できる．もし，境界上の辺の底点の集
合をちょうど囲む直立長方形のy座標の範囲が，境界線
のy座標の範囲を含むならば，抽出された境界は外部境
界に分類される．それは，境界線の外部が境界線よりも
小さいzの値（輝度が明るい）をもつことを意味するから
である．この境界の分類により，輪郭の塗り潰し6）を使
って，二値画像を生成できる．

2-6 計算複雑度
提案したアルゴリズムの計算複雑度を解析する．画像

のピクセル数をnとする．曲面の三角形近似の時間複雑
度は最悪でO（n2）である5）．曲面の三角形近似により得
られた三角形の数をmとする．各辺について，関数h

i
（i

=0,1,...,N-1）により構造的特徴を抽出する．これらの処
理の回数はO（Nm）である．三角形辺グラフの構築は各
辺の周囲の局所的処理なので，時間複雑度は辺の個数に
比例すると仮定できる．閉境界の抽出はグラフ理論にお
ける最短経路計算アルゴリズムを使う．グラフのノード
数をVとすると，Dijkstraアルゴリズムの時間複雑度は
O（V2）であり，今の場合，VはO（m）である．

さらに，すべての境界をとり尽くすために，このアル
ゴリズムを反復する必要があるが，最悪の場合，反復回
数はO（m）である．したがって，最悪の場合，閉境界抽
出の複雑度はO（m3）になる．mは最悪の場合，O（n）な
ので，三角形辺の数は高々O（n）である．したがって，
提案したアルゴリズムの最悪の時間複雑度はO（n3）にな
る．実際には，反復回数（境界線の個数）の上限を設定す
ることにより，複雑度をO（n2）に減らすことができる．

3．実験結果

本節では，提案したアルゴリズムを使った，手書き数
字の濃淡値画像からの境界抽出の例を示し，さらに，低
品質画像データの認識精度の向上という点から，提案し
たアルゴリズムの性能を，大局・局所的閾値処理による
二値化アルゴリズムと比較する．
3 -1 データセット

本研究の目的は，低品質文書画像の認識精度の向上の
ために特徴抽出の新しい方法を開発することであるの
で，提案した方法の評価には，制約のない実際的な条件
で書かれた文書から収集された低品質のデータを用い
る．手書き文字画像を用いるならば，実際のハガキや封
筒に書かれた郵便番号が，この点で我々の仕様を満たし
ている．本節で述べる実験では，手書きの郵便番号（３
つの数字）が書かれた，12,000枚の実際のハガキから収
集されたデータセットを用いた（郵政省郵政研究所より
CD-ROMで配給）．各文字画像は，256階調の濃淡値レ
ベル，400dpiの解像度でサンプリングされたもので，文
字サンプルの大きさは400dpiで50×60ピクセルから
100×120ピクセルである．さらに，実際の郵便番号処理
システムで使われている閾値をもとにして，サンプルに
対する二値化閾値が指定されている．郵政省郵政研究所
では，その閾値によりもとの濃淡値画像を閾値処理して
生成される二値画像を使って評価を行なうことを勧めて
いる．
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3 -2 境界抽出の例
Fig.4に低品質手書き数字画像からの境界抽出結果の

いくつかの例を示す．Fig.4（a）と4（b）では，抽出され
た境界にストロークの切れが見られるが，この程度の小
さい切れは多くの実用的認識システムで対処可能で，サ
ンプルは正しく認識される．Fig.4（c）は提案したアルゴ
リズムの失敗例である．境界が区分的水平線分の列によ
って近似できることを仮定しているので，濃淡値が急激
に変化するようなところでは，境界追跡が失敗すること
がある．一方で，Fig.4（d）－4（f）からわかるように，ス
トロークが十分に太いか，濃淡値が曲面上で滑らかに変
化するようなときには，アルゴリズムは安定している．
これらの例は，提案した方法を接触文字の分離にも応用
できることを示している．

3 -3 手書き数字認識と比較
画像処理アルゴリズムはしばしば人間の主観によって

評価される．しかし，最近，定量的なアルゴリズム評価
の重要性が指摘されており，特に，二値化や細線化のよ
うな低レベル画像処理のアルゴリズムについては，「ゴ
ール指向の評価」が重要である．提案したアルゴリズム
の目的は，明らかに，画質が非常に悪いような難しい場
合に対して認識精度を向上させることであり，評価対象
のアルゴリズムの出力を，ある認識アルゴリズムの入力
として使ったときに，認識精度がどの程度向上するかを
調べることによって，アルゴリズムの有効性を判断でき
る．認識精度をもとにした尺度を，評価の定量的尺度と
して使うことができる．

同じデータと認識アルゴリズムを使って，提案したア
ルゴリズムを，認識精度の点から，大局・局所的閾値処

理による二値化アルゴリズムと比較する．大局的閾値処
理からは，多くの応用で長年に渡って使われてきたとい
う理由で，Otsu7）の方法を比較対象に選ぶ．この方法は，
画像全体の濃淡値分布の判別分析により，文字と背景の
２つのクラスの分離性を最大にする最適閾値を発見する
ものである．また，TrierとJain8）が行なったゴール指向
の二値化アルゴリズムの評価で，後処理つきのNiblack
の方法8）が最良であることが示されているので，局所的
閾値処理の方法の中から，この方法を比較に選ぶ．この
方法は二値化するピクセルの周囲の濃淡値の局所的統計
に基づいており，統計を計算するための近傍の大きさと，
ストロークの太さに影響するパラメータkを使う．m

（x,y）とs（x,y）を（x,y）の近傍の濃淡値の平均と標準偏差
とすると，ピクセル（x,y）の濃淡値は，閾値m（x,y）+k・
s（x,y）によって二値化される（kの値は－0.2に設定）．

本実験で用いた認識システムは完全に制約のない手書
き文字のために設計されたもので，4つの異種の認識ア
ルゴリズムと，それらからの異なる認識結果を組み合わ
せるための規則から構成されている．多様な変形と画質
に対処するために，認識アルゴリズムは互いに補い合う
ように，異なる傾向と特性を示すべきである．このシス
テムでは，（1）決定木，（2）輪郭の方向分布をもとにし
たパターン・マッチング，（3）輪郭構造解析，（4）モデル
ベースの細線化とストローク構造解析，が組み合わされ
ている．このシステムの詳細は，Suzuki et al. 9），
Yamagata et al.10）に述べられている．

非常に品質の悪いデータに対する認識精度の向上を調
べるために，手書き数字データの中で，濃淡値画像を固
定閾値で二値化したときに，認識システムによってリジ
ェクトされるデータを評価に使った．このデータはテス
ト用データ全体の6.4%（1150文字画像）から成る．低解
像度の画像に対する認識精度を調べるために，もとの
400dpiの濃淡値画像を，2×2，4×4，5×5の近傍で平均
してサブサンプリングすることにより，200，100，
80dpiの画像を合成した．各画像は3つの二値化アルゴリ
ズムにより二値化され，二値画像は同じ認識システムに
引き渡される．各アルゴリズムについて，パラメータは
最適の性能が得られるように選んだ．

3つのアルゴリズムについて，認識精度をTable 1に
示す．この統計をもとにして，次のような尺度で3つの
アルゴリズムを評価する．

（1）信頼度：（正読率）/（正読率＋誤認率）．認識システムが
「リジェクト」以外の応答を返したサンプルの中で，回答
が正しい頻度を表す．この尺度は，値が高いほうが良い．

（2）ペナルティ：（リジェクト率）＋w・（誤認率）．wは1よ
り大きい定数．誤認はリジェクトよりもペナルティが大
きいはずである．例えば，郵便番号の誤認は配達の遅れに
つながる．本実験では，郵政省郵政研究所の定義にしたが

Fig.4 （a-f）Examples of extracted contours along
with triangles （left）and original gray-scale images of
handwritten digits （right）.
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って，w=10を使った．この尺度は，値が低いほうが良い．
Table 2にこれらの２つの尺度の値を示す．本実験で

使ったデータには，低画質のもののばかりでなく，かな
り変形の度合いが大きい，粗末に書かれたサンプルも含
まれているので，高い認識率を達成し，リジェクトを避
けるのは難しい．Table 2によると，提案した方法が信
頼度，ペナルティの両方で常に最良である．この結果は，
提案した方法により，濃淡値文書画像から認識に有効な
特徴を直接抽出することが可能であり，また，低解像度
の画像に対しても性能が安定していることを示してい
る．提案した方法の平均計算時間は，Sun Sparc IPX注1）

（28.5mips）上のC言語（高速化のための最適化なし）によ
る実装で，80dpiで0.6秒/文字，100dpiで1.0秒/文字，
200dpiで2.0秒/文字であった．提案した方法は処理時間
が多いように見えるが，実際の認識システムでは，通常
の二値化を使った認識モジュールでリジェクトされた低
品質の少数のデータだけに本方法を用いる．このような
システムについて，Table 3にテスト用のデータ全体を
使った結果を示す．この結果から，認識システムに提案
したアルゴリズムを採り入れることにより，効率を落と
すことなしに，認識システム全体の精度を向上できるこ
とがわかる．

4．結論

二値化をせずに，濃淡値文書画像から文字やシンボル
などの文書構成要素の閉境界を抽出するアルゴリズムを

示した．低画質文書の認識は，実用的に重要で，難しい
問題である．従来の方法では，文字中心線や境界などの
特徴を，濃淡値画像を閾値処理して得られる二値画像か
ら抽出してきた．最近，二値化によって生じる情報損失
を防ぐために，認識に有効な特徴を濃淡値画像から直接
抽出するべきであることが指摘された．本論文では，曲
面データ構造と構造的特徴をもとにした，文字などの文
書構成要素の閉境界を濃淡値画像から直接抽出するため
の新しい方法を述べた．提案したアルゴリズムの性能を
濃淡値の閾値処理による二値化アルゴリズムと比較し，
非常に低品質のデータに対して認識精度を向上させるの
に有効であることを示した．
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