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古文書字形検索のための画像処理
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汚損，破損，および経年変化が著しい古文書から抽出した字形には多くのノイズが見られる．このような字形にノイ
ズ除去のための汎用の画像処理手法を適用した場合，字形の細部が失われることがある．筆者らは，異方性拡散と距
離画像を組み合わせることで，字形の本質的な形状を保存するノイズ除去のための画像処理手法を実現した．本稿で
は，古文書に記された字形を含む画像にこの画像処理手法を適用した結果を示すと共に検証を行う．

Image Processing for Historical Character Shape Retrieval
KEIICHIRO SHIRAI† AKIHITO KITADAI†† SATOSHI INOUE†††
NORIKO KURUSHIMA††† HAJIME BABA* AKIHIRO WATANABE*
MASAKI NAKAGAWA**
Character shapes extracted from historical documents with stains, damages and time-related degradations contain much noise.
General-purpose image processing for noise reduction often shaves off the detail of the character shapes. We have implemented
new image processing for noise reduction that consists of anisotropic diffusion and geodesic morphology. In this manuscript, we
show several results of the image processing applied to character shape image of historical documents and make considerations
of the results.

1. はじめに

紙と並ぶ文字記憶であった古代木簡を扱っている．これら
は古文書デジタルアーカイブとして互いを補う関係にあり，

古文書デジタルアーカイブの構築は，歴史的な文書が持

共通検索を実現する意義は大きい．現在，様々な古文書デ

つ情報と現代の専門家が持つ知識を整理・蓄積し，後世に

ジタルアーカイブが構築・運用されている．これらのうち

伝える上で重要な役割を担う作業である．多くの専門家と

補完関係にあるものの連携は今後とも進んでいくものと考

研究機関が様々な古文書のデジタルアーカイビングを進め

えている．

る中で収録点数は時間と共に増加しつつある．

このようなデジタルアーカイブの連携を効果的に実現

古文書は 1 点 1 点が貴重な遺物である．さらに，デジタ

する上で，検索機能の共通化は重要な課題となる．デジタ

ルアーカイブとして古文書を集約・整理することで，時代

ルアーカイブの検索機能は，収録された古文書に専門家が

による文書の変遷，用途・地域による文書の差異などを比

付与したメタデータに対する検索として実装されることが

較し，歴史学・考古学を含む様々な学問分野に資する情報

多い．しかし，古文書デジタルアーカイブのメタデータは

を抽出することが可能になる．ただし，このような集約化

利用者，利用方法，収録された古文書の特徴などに応じて

によるメリットを享受するためには多様な古文書を統一的

付与されるものであり，書式，記述方法などの統一は必ず

に扱う必要があり，デジタルアーカイブ側の工夫が不可欠

しも現実的ではない．

である．

そこで，筆者らは収録された古文書のデジタル画像を検

東京大学史料編纂所と奈良文化財研究所では，それぞれ

索対象とする一つの方法として字形検索技術の実現と高度

が管理しているデジタルアーカイブ「電子くずし字字典」

化に取り組んできた．字形検索では，検索キーと検索対象

と「木簡字典」の共通検索を可能にするシステムの運用を

が共に字形となる．このためメタデータに依存しない，ま

行っている[1][2][3]．電子くずし字字典は主に国内の紙文

たは依存度を抑えた情報検索が可能となる．図 1 に，筆者

書を扱っており，古代から近世までの幅広い時代をカバー

らが開発を進める木簡解読支援システム「Mokkanshop」と

している．また，木簡字典は奈良時代前後の日本において

木簡字典による字形検索処理の例を示す[4]．
古代木簡は汚損・経年変化によって字形（墨部）と背景
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（木部）の境界が曖昧になっているものが多数存在する．
そこで，Mokkanshop では古代木簡画像に含まれる字形を検
出し，背景と分離する画像処理を実装している．この画像
処理は，カラーチャネルの切替え，隣接する画素の色変化
（差分）などを考慮することで，木片の変色，強い木目，
墨の脱色などに頑健な字形検出を提供する．また，極端な
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汚損，木片自体の欠損などにより字形検出が困難または不

滑化を用いてノイズを除去する方法が考えられる．ただし，

可能な場合には字形に電子ペン・マウスなどでアノテーシ

墨の滲みや掠れ，記録媒体表面の凹凸，汚れ，風化などに

ョンを加えて絞り込み検索を行うグレーゾーン法で対応し

よる比較的大きなノイズを含む 2 値画像に対しては字形を

ている．しかし，デジタルアーカイブに登録された古文書

表す本質的な情報が失われることがある．

の字形を検索キーと比較する字形評価の観点からすると，

そこで，筆者らはエッジの形状を保護しつつ 2 値画像の

字形検出のための画像処理とアノテーションの組合せだけ

平滑化を行う異方性拡散[5]に距離画像変換[6][7][8]を組み

で十分とはいえない．

合わせた平滑化処理を実装し，古文書から抽出した字形に
含まれるノイズを除去する後処理を実現した[9]．本稿では，

Mokkanshop（解読⽀援）
画像処理・字形検索（電⼦ペン等でのアノテーション
による絞り込み検索を含む）などの機能を提供

古文書から抽出した字形画像にこの手法（以下，本画像処
理手法）を適用し，その結果を示すと共に考察を行う．

2. 画像処理手法
本画像処理手法では，輪郭検出処理によって得られる 2
値画像を距離画像に変換し，異方性拡散による平滑化を行
った上で 2 値画像に再変換する．図 2 に処理の例を示す．

⽊簡字典（デジタルアーカイブ）

類似字形を含む
古代⽊簡の画像，
メタデータなど
を提供

(a) 原画像

(d) ⼆値化

(b) 距離画像化

(c) 平滑化

灰: 距離=0 として，距離が正なら⽩へ，
距離が負なら⿊へと変化させた
図 1
Figure 1

Mokkanshop による字形検索

Character pattern retrieval using Mokkanshop.

図 2

距離画像変換と異方性拡散によるノイズ除去

Figure 2

Noise reduction by anisotropic diffusion and
geodesic morphology.

木片，紙などに記載された筆順・運筆方向などの情報を
持たない字形に対しては，検出された字形の輪郭形状を利
用する方法が有効である．しかし，輪郭には滲み，掠れに
相当するノイズが乗っており，また記録媒体の汚れなどが
輪郭として誤検出されることもある．
同様の問題は，紙を記録媒体とする古文書においても発
生する．さらに，デジタル画像を構成する色が白，灰，黒

2.1 距離画像への変換
2 値画像から距離画像への変換について述べる．ここで
は，距離画像を D，D 上の座標(x, y)にある画素を p，p に
おける距離値を D(p)，p の 3×3 近傍の画素をそれぞれ p+Δ,
Δ∈{(-1,-1), (-1,0), ..., (+1,+1)}とする．

といった狭い範囲に偏ることにより，カラーチャネルの変

はじめに 2 値画像 I∈{0,1}上で黒(0)と白(1)の境界となる

更による手法などは効果が制限されることも考えられる．

画素を{pb}として抽出しておく．ここでは白画素に隣接し

このような理由により，字形検出の処理結果に比較的大
きなノイズが残ることを想定した後処理が重要となる．字
形検出処理で得られる 2 値画像（字形として検出された部
分とそれ以外）に対しては，形態学的な補完処理による平
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

た黒画素を pb とする．続いて，2 値画像に対する距離画像
D の初期値を次のように定める．

0
D(p)  
Inf

if p  pb
if p  pb
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また，方向ベクトル θ+, θ-および勾配量 λ+, λ-は水平・垂

ただし，Inf は十分に大きな数値とする．
次に，D の初期値に対してラスター走査型の変換アルゴ
リズムと準ユークリッド距離を使用した処理を行う．D の
左下から右上に向けての辞書順による順走査では，各画素
p に対する距離値 D(p)を次のように更新する．

D ( p )  min D p     



直方向への勾配 Dx, Dy より作成される以下の構造テンソル

G の固有ベクトルおよび固有値として得られる．

 K  Dx2
G  
 K  Dx D y

K  Dx D y 

K  D y2 

ただし，K は平滑化フィルタである．勾配画像ごとに平
なお，Δ∈{(-1,-1), (0,-1), (+1,-1), (-1,0), (0,0)}は p からの

滑化を施した後で画素ごとに構造テンソルの作成と固有値

相対位置（中央画素 p を(0,0)として含む），||Δ|| は L2 ノル

解析を行う．その結果，エッジ等高線方向に関する値 λ+, θ+

ムで p から近傍画素までの距離を表す．これらのうち最小

が最大固有値とそれに対応する固有ベクトルとして得られ

となる値で D(p)を更新していく．一方，D の右下から左上

る．また，エッジ勾配方向に関する値 λ-, θ-は最小固有値と

への逆走査では，Δ∈{(+1,+1), (0,+1), (-1,+1), (+1,0), (0,0) }

それに対応する固有ベクトルとなる．

として順走査と同様に最小値で D(p)を更新していく．

2.3 2 値画像への再変換

最後に，原画像 I を参照しながら，p が背景を表す画素

異方性拡散で平滑化を行った距離画像を閾値 τ で 2 値化

ならば D(p)を負の値に，字形なら正の値に，それぞれ符号

することによって平滑化後の字形画像を得ることができる．

付けを行う．I 上で背景を表す画素が 0，字形が 1 ならば，

このとき，τ を 0 未満の値にすると膨張，0 より大きな値に

D(p)の符号付けは次式の通りになる．

すると収縮を行うことも可能である．

 D (p) if I p   0
D (p )  
 D (p) if I p   1
2.2 異方性拡散による平滑化
異方性拡散は，字形のエッジに沿って画素値を拡散・伝
播することでエッジを保護しつつ平滑化を行うことができ
る手法である．ここでは [5]を用いた実装について述べる．
画素値を拡散する際には，水平・垂直方向への距離勾配

 膨張 if   0
0 if Dp    
, 単純変換 if   0
J  p  
1 if Dp     収縮 if   0

2.4 従来の膨張・収縮手法との比較
予備実験として，通常の膨張・収縮処理と本画像処理手
法の比較を行った．図 3 に結果を示す．

∇D=(Dx, Dy)T を元に重み付けを行い，結果として得られる
方程式を最急降下法によって以下のように反復的に求めて
いく．なお，以降の式は各画素での計算を表すため，記号

p を省略して記述する．


D t 0   Dnoisy
 t 1
 D t    traceTH 
D

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

ただし，t は反復回数，γ は収束を制御するパラメータ，

trace は対角成分の和，H=∇(∇D)T は勾配を再度水平・垂直
に微分して得られる 2×2 のヘッセ行列である．また，T は
勾配テンソルと呼ばれる 2×2 の行列で，エッジの等高線方
向と勾配方向を表す方向ベクトル θ+, θ-と各方向への勾配
量 λ+, λ-を用いて次式のように表される（各値の求め方につ
いては後述）．

 

T  f



        T  f 





        T



(ⅰ)
(ⅱ)
(ⅲ)
(ⅳ)

原画像
膨張（1 画素）
オープニング（1 画素収縮後，2 画素膨張）
提案法による膨張（1 画素）
図 3

上式の f+および f-は各方向への平滑化度合いを制御する

Figure 3

ノイズ除去手法の比較

Comparison of noise reduction methods.

関数であり，[8]では次の式で与えられる．





 f  x   1  x 2 1


1
 f   x   1  x 2

ノイズを含む 2 値画像(ⅰ)に対して，膨張処理を施した
ものが(ⅱ)，オープニング処理を施したものが(ⅲ)，本画像
処理手法を適用したものが(ⅳ)である．なお，(ⅲ)のオープ
ニングを用いた方法では，収縮により背景ノイズを除去し

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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た後，膨張によって断片化した字形の補間を行っている．
これらの結果において，本画像処理手法では背景に含ま
れるノイズ，字形の断片化の両方に対して良好な補間結果

(2) 筆画が断片化した字形への適用
記録媒体の風化，墨の脱色などによって筆画が小さい点
状に断片化された字形への適用結果を図 5 に示す．

が得られている．

3. 画像処理の適用例
ここでは，東京大学史料編纂所が管理する古文書に記さ
れた字形を 2 値化したものに本画像処理手法を適用した場
合の結果を示す．
(1) 粒子状のノイズを含む字形への適用
粒子状のノイズを含む字形に対して本画像処理手法を

(a) 原画像

(d) ⼆値化

(b) 距離画像化

(c) 平滑化

(a) 原画像

(d) ⼆値化

(b) 距離画像化

(c) 平滑化

適用した結果を図 4 に示す．

(a) 原画像

(d) ⼆値化

(b) 距離画像化

(c) 平滑化

(d) ⼆値化

(a) 原画像

図 5

筆画が断片化した字形画像への適用（1）

Figure 5

Application for character shape images with
fragmented strokes (1).

(b) 距離画像化
図 4
Figure 4

(c) 平滑化

粒子状のノイズを含む字形画像への適用
Application for character shape images containing
particulate noises.

筆画が断片化された場合でも，距離画像変換の際に周囲
の画素との関係が反映され，さらに平滑化によって隣接す
る断片を結合することが可能になる．字形検索ではエッジ
の方向を筆画の方向として扱うため，断片化によって筆画
の方向とは無関係のエッジが発生するのは好ましくない．
本画像処理手法によって断片化された筆画が復元されるこ
とにより，字形検索の精度が向上する可能性がある．

異方性拡散では字形のエッジが保護されるため，ノイズ
を除去しながら始筆・終筆などに見られる細部の形状を極
端にぼかすことなく保存・復元することが可能になる．

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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図 6 に，筆画の断片化の程度が強い字形，および不均一
な断片化が発生した字形への適用例を示す．図 6 の上の例
では，元々筆画が細い字形が断片化した結果，筆画を構成
する黒画素が極端に少なくなっている．このような場合で
も，本画像処理手法ではある程度の復元が可能であること
(a) 原画像

(d) ⼆値化

がわかる．完全に復元できていない箇所については，字形
検索の際にアノテーションを付加して対応することも十分
に現実的だと考えられる．図 6 中段の例では，筆画が複雑
な形状に断片化されている．こちらも大きく字形を崩すこ
となく筆画の復元ができている．字形の左上に発生した直
線的な断片化が適用後も残っている点は今後の課題である
が，エッジを保護するという本画像処理手法の特性が反映
されたものと考えている．なお，図 6 下の例のように筆画

(b) 距離画像化

(c) 平滑化

の太さがある程度ある場合は直線的な断片化が必ずしも問
題になるわけではない．
(3) 背景のノイズへの対応
背景のノイズと筆画の断片化が共に発生した場合への
適用例を図 7 および図 8 に示す．

(a) 原画像

(b) 距離画像化

(d) ⼆値化

(a) 原画像

(d) ⼆値化

(b) 距離画像化

(c) 平滑化

(c) 平滑化

図 7

背景のノイズと筆画の断片化を含む字形画像へ
の適用（1）

(a) 原画像

(d) ⼆値化

Figure 7

Application for character shape image containing

both background noises and fragmented strokes (1).

図 7 の例では，背景に大きなノイズが乗っており，同時
に字形下部に筆画の断片化が見られる．この場合，字形下
部にある筆画の断片化については，完全ではないが結合・
復元することができた．
(b) 距離画像化
図 6

(c) 平滑化

筆画が断片化した字形画像への適用（2）

Figure 6

Application for character shape images with
fragmented strokes (2).

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

図 8 上の例では，筆画全体が薄くなっており，同時に背
景にもノイズが発生している．本画像処理手法はこのよう
な場合においても字形細部の特徴を残した復元とノイズ除
去が可能である．ただし，ノイズ除去に際して筆画が痩せ
てしまった点については課題と考えている．
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べた．
本画像処理手法は 2 値画像を対象としたものであり，古
文書から抽出した様々な字形に適用が可能である．今後，
より多くの字形画像への適用，およびそれに基づく改善を
行い，ユーザビリティを含めて字形検索に合う手法となる
よう改良を進めていきたいと考えている．
(a) 原画像

(d) ⼆値化
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(c) 平滑

背景のノイズと筆画の断片化を含む字形画像へ
の適用（2）

Figure 8

Application for character shape image containing

both background noises and fragmented strokes (2).

図 8 下の例では，背景の比較的大きなノイズと筆画の断
片化が同時に発生している．このような場合，画像処理手
法だけでノイズを完全に除去しつつ筆画を復元することは
困難と考えられる．ただし，本画像処理手法の適用によっ
て大部分のノイズと断片化は解消しており，残りはアノテ
ーションで補完する方法を採ったとしても十分に実用的な
字形検索が実現できると考えられる．

4. おわりに
本稿では，筆者らが実現した古文書字形検索のための画
像処理を古文書に記された字形に適用した結果について述
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