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あらまし 本論文では，オンライン手書き数式認識システムにおける行列構造の認識手法について述べる．こ
のシステムは手書き入力された数式の文字と構造を逐次認識し，認識結果を LATEX のソースコードとして出力
する．これまで数式の 2 次元構造として，添字，根号，総和，分数などを認識対象としていたが，行列構造には
対応していなかった．行列構造は明示的な記号が現れずに数式要素が垂直方向に位置するため，専用の認識機構
が必要であると考えられる．本論文では，行列の幾何学的特徴や各要素の位置関係を考慮し，実時間の利用に適
した行列認識機構の追加を行った．拡張したシステムに行列を入力する実験を行い，本手法の有効性を確認した．
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技術文書等の電子化を目的としたオフライン数式認

1. ま え が き

識の研究は，スキャナによって入力される活字体の数

計算機を利用して技術文書を作成する際に，図や

式画像を対象とする．数式の認識は画像から切り出さ

表と同様に数式の作成にも時間を要する場合が多い．

れた各文字の空間的な位置関係を，添字や分数などの

キーボードなどを用いて容易に入力できる通常のテキ

数式構造の意味関係へと解釈することによって行われ

ストとは異なり，数式は垂直方向へも文字が展開する

る．これまで，2 次元文法の構文解析を用いる手法や，

構造をもっているため，計算機上で入力する場合には

記号の位置関係の統計的な性質と構文の知識を用いた

専用の機構を要する．文書処理の一つとして計算機へ

手法などが提案されている [1]．これらの手法は，数式

の数式入力を実現することを目的とした数式認識の研

表現の複雑さにより計算コストが高くなる傾向があっ

究は長い歴史をもっており [1], [2]，スキャナや表示一

た．しかしながら，岡本ら [3] は数式を垂直・水平方

体型タブレット（以下タブレットと略記）等の入力装

向に再帰的に投影する手法によって効率の良い数式認

置技術の成熟に伴って特に注目が集まってきている．

識機構を実現し，数式認識技術の実用化の可能性が高

数式認識は，文字認識と文字の位置関係を解析する数

まっている．

式構造認識で構成され，文字認識と同様にオフライン
手法とオンライン手法が存在する．
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認識の研究では，手書き文字とともに数式構造を逐次
認識することが必要となる．数式認識における手書き
文字認識は，文字の切出しにおいて文字同士の位置関

価実験について述べ，5. で考察を加える．

2. 従来の手書き数式認識手法

係を数式構造としての可能性とともに考慮する必要が

この章では本論文の基礎をなすこれまで我々が開発

あり，PDA などで用いられる手書き文字認識とは異

を進めてきたオンライン手書き数式認識システム [13]

なっている．また，手書き数式は活字体の数式と比べ

について説明する．システムの概観を図 1 に示す．本

て文字の大きさや位置の変動が大きいという性質や，

手法の基本的な方針は，数式構造として想定する構造

逐次入力方式では数式全体の情報は利用できないとい

（図 2）すべてについて場合分けを行い，経験的知識を

う性質などによって，オンライン数式認識においてオ

用いてそれぞれの構造を解釈することによって，実時

フラインの手法をそのまま適用することは難しい．こ

間での逐次認識に適したシステムを実現することであ

れまでに開発されているオンラインの手書き数式認識

る．詳細は文献 [13] を参照されたい．以下の節で図 3

システムは，文字の入力順に制約を設けたり [4], [5]，

に示す各処理についてそれぞれ述べる．この章で説明

対象とする数式の範囲を限定して実現されている [4]〜
[6]．また，入力の実時間性を生かした対話的な修正操

する数式認識手法は行列構造を認識対象としておらず，

作も検討されているが [7]〜[9]，一方で現在のところ

ある．

3. で行列認識機構を追加することが本論文の主旨で

認識処理のすべてを実時間で行うことが困難なシステ

2. 1 入

ムもある [9], [10]．

本システムはタブレット等を用いてシステムの入力

力

これらの数式認識の研究では，認識対象を文字の垂
直関係（注 1）に対して数式の意味関係を明示的に定義可
能な総和や分数などの構造に限定している場合が多い．
この条件を満たす数式はすべて階層的な木構造で表現
可能であり，比較的扱いやすいためである．しかし，
行列構造に現れるような行要素の垂直関係においては，
多少の空白が存在するのみで明示的な記号は存在しな
い．このような数式の中でも特有の性質をもつ行列構
造は，多くの研究で認識対象とされておらず [1]，特に
我々の知る限りでは行列表現を対象とするオンライン
手書き数式認識の研究は存在しない．一方，オフライ

図 1 本システムのウィンドウ画面
Fig. 1 Window picture of this system.

ン数式認識の研究では，比較的大きな括弧を手掛りと
して空間的な領域として行列を検出した後に，括弧内
に含まれる各要素間の空白を利用して各要素を切り出
す手法や [11]，省略表記を含む複雑な行列構造を要素
間の位置関係についての連立方程式を解くことによっ
て認識する手法の検討などがある [12]．しかし，オン
ラインシステムでは行列が逐次構築され，入力中には
行列の全体構造を把握することができないため，これ
らの手法はそのままでは適用できない．
筆者らの研究グループでも実時間で動作する手書き
数式認識システムの開発を行ってきたが [13], [14]，行
列構造は対象とされてこなかった．そこで，本論文で
は従来システムにおける認識機能の拡張として行列構

図 2 認識可能な構造：(a) 総和，総積 (b) 根号 (c) 分数，
上線，下線 (d) 添字
Fig. 2 Recognizable structure : (a) summation, production (b) radical sign (c) fraction, upperline, underline (d) adscription.

造に対する認識機構の追加について述べる．以下，2.
で従来システムの数式認識手法について述べる．3. で
行列構造認識機構の実現，4. で本システムに対する評

（注 1）：各数式要素の存在する x 座標の範囲に共通部分のある位置関係．
例えば，一般に総和記号の上下にはその x 座標の範囲に含まれるような
初期条件などを表す数式要素が垂直関係で現れる．
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トグラムなどの特徴量を結合し，一つの特徴ベクトル
として利用している．複数画文字の認識では，各スト
ロークは仮文字の情報を用いながら 2. 2 で同じ入力
ブロックとして認識された既入力文字と結合される．
この結合は文字パターンの辞書を参照しながら最も可
能性の高い組合せとして決定され，それぞれが文字と
して認識される．入力と辞書との類似度計算には相関
係数を用いている．

2. 4 添字構造認識
文字認識処理が終了した時点で，それぞれの入力ブ
ロックには文字の添字構造のみが現れ，多項式を形成
している．多項式は上付き添字，下付き添字，同一ラ
インに分類される各文字の位置関係の連なりで構成さ
れる．二つの文字の位置関係は文献 [3], [15], [16] と同
様に，各文字の外接方形の高さ，幅，中心の位置関係
に関する指標を用いたしきい値処理によって決定する．
ただし，本手法は右上若しくは右下に付く添字のみを
認識対象としており，左上・下付きの添字には対応し
ていない．
本システムでは数式にストロークが追加されるごと
図 3 本システムの処理の流れ
Fig. 3 Flow chart of this system.

に各ブロック内の多項式の添字構造を毎回解析するこ
とで，文字の入力順に依存しない多項式の認識機構を
実現する．

領域に 1 ストロークずつ逐次構築される手書きの数式

2. 5 出

を入力とする．このストロークを入力順に解析して数

本システムの認識結果は，2 次元構造をもつ数式を

式を認識し，認識結果を LATEX のソースコードとし

1 次元の文字列（注 3）で表現する LATEX のソースコード

て実時間で提示する．また，本システムの認識機構は

として各ストロークの入力ごとに実時間で逐次出力さ

力

文字の入力順序に依存しないため，入力の修正を目的

れる．CPU が PentiumIII 600 MHz の PC での 1 ス

とした任意文字の削除機能を利用した後などにも，任

トローク当りの平均処理時間は約 40 ms である．利用

意位置への文字入力が可能である．

者は LATEX を用いて文書を作成する際に，この認識

2. 2 数式構造認識

結果を利用することができる．また，この文字列を解

入力された各ストロークは単独で，若しくは既に入

析することでその他の数式表現形式に変換することも

力されているストロークと結合して文字を形成し，文

可能である．認識精度は，現在のところ文字認識率が

字はその他の文字との位置関係によって数式の構造を

80％，構造認識率は 92％であり，実時間での利用には

構築する．ここでは，図 2 に示す記号がもつ入力ブ

適したシステムとなっている．

ロック（注 2）を基準としてストロークの入力位置を解析
する．これらの記号の入力ブロックが入れ子構造を形
成することによって，階層的な木構造をなす一般的な

3. 行列認識機構の追加
行列構造は，従来システムで認識対象としてきた数

数式が表現される．

式構造とは異なり，各要素間に 2. 2 で述べたような位

2. 3 文 字 認 識

置関係を明示的に表す記号は現れない．行列の各要素

入力ストロークを文字として認識するために，まず

は左右を大きな括弧に囲まれて格子状に並んでおり，

ストロークの特徴をあらかじめ抽出し，仮文字を割り
当てておく．本システムでは文字認識には，ストロー
クの等分割ベクトル列や 8 方向チェーンコードヒス
1280

（注 2）：図 2 の (a)∼(c) の構造における斜線を施された方形領域．
（注 3）：LATEX において数式構造はキーワードを用いた文字列として表
現される．例えば，分数 1
は \frac{1}{2} と記述される．
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Fig. 5

図 5 行列構造の検出
Detection of the matrix structure.

3. 1 行列構造の検出
行列構造を認識するためには，まず数式の逐次入力
において行列構造が入力されていることを検出する必
要がある．従来システムでは行要素間に現れるような
垂直関係が独立に現れた場合は，解釈不能な構造と認
識してエラーを返していた．そこで，このような数式
要素の垂直関係と，一般的な行列構造の幾何学的特徴
を考慮して行列を検出する（図 5）．処理手順は以下の
ようになる．

[step 1]

入力された文字が既入力文字と垂直関係を

なし，かつ，既入力文字が 2. 2 で述べた入力ブロック
を介して他の要素と垂直関係を形成可能な記号（注 5）で
ない場合は [step 2] へ．それ以外は従来の認識処理を
行う．

[step 2]
図 4 行列認識機構の処理の流れ：点線部は従来システム
の処理部を利用
Fig. 4 Flow chart of the proposed method for matrix
recognition: Dotted line indicates the procedures of former system.

垂直関係をなす各要素の左隣の文字が左括弧

であれば行列の入力開始とみなし，以降行列構造専用
の処理を行う（行列モード）．それ以外は [step 3] へ．

[step 3]

左括弧でなければ，左隣の文字に対する添

字構造として認識．左隣に文字が存在しない場合は，
従来と同様にエラーを返す．
特に行要素は互いに垂直関係に位置している．このよ

3. 2 行列構造の認識

うな位置関係は一般的な数式では現れないため，行列

行列構造が検出された後の行列モードでは，行列の

構造の認識のためには専用の認識機構を開発する必要

格子状の構造を認識するために各格子点に入力ブロッ

がある．今回は行列構造認識の第 1 段階として，
（ 1 ） 格子状に配置される各要素はすべて存在する
（ 2 ） 省略表記は存在しない
（ 3 ） 各要素間には自然な空白が存在する
（ 4 ） 各要素内には添字構造のみが存在する
の条件を満たす最大 N 行 N 列までの行列を認識対

クを仮定する．オンラインの入力方式では行列の全体
構造をあらかじめ決定することはできないので，行列
構造内の入力ブロックをストロークの入力位置に基づ
いて動的に生成する必要がある．また，既に存在する
入力ブロックにストロークが入力された場合には，従
来の処理部を利用してブロック内の多項式構造を認識

象とする．文字の筆記条件としては，斜体や続け字な

する．行列構造の認識処理は図 6 に示す幾何学的特徴

どがなく上記の認識対象構造の条件を満たす程度の

を利用しており，以下に処理手順を示す．

丁寧な入力を想定している．行列認識の目標認識率

[step 1]

は，手書き入力によるパターンの変動などを考慮し

の外接方形の y 座標中心を平均し，中心線 (Center

て 95％（注 4）とする．以下で行列認識機構のそれぞれの
処理について詳述する．また，本手法の処理の流れを
図 4 に示す．

既入力の行について，各行に含まれる要素

（注 4）：図 7 (5) に示す行列の入力において誤りが一つ含まれる程度．
（注 5）：本手法では，総和，総積，根号，分数線（上線，下線）の 4 種．
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line) を定義．[step 2] へ．

入力ストロークの幅と高さを win ，hin ，最右ブロッ

[step 2] 入力ストロークが終了条件を満たさない
ならば [step 3] へ．ここで，終了条件とは入力スト
ロークが右括弧かつ，その右括弧の高さ hr と行列
構造検出の基準とした左括弧の高さ hl との比 hhr が

クの先頭要素の幅と高さを wbase ，hbase としたとき

0.8 <

hr
hl

l

1
max{win , hin , wbase , hbase } + α
2

θ=

と定義される．ここで，しきい値決定の基準として最

< 1.2 であることとする．終了条件を満たす

右ブロックの先頭要素の大きさを利用するのは，添字

場合は行列モードを終了し，以降は従来の認識手法に

など小さい文字が入力された場合にも安定したしきい

よる通常モードとなる．

値を求めるためである．また，
「1」などの横幅が小さ

[step 3]

ストロークの入力行として，ストロークの

いストロークについては通常の要素と比較して列方向

外接方形の y 座標中心と行の中心線の y 座標が最も

に隣り合う要素との距離が大きくなる性質をもってい

近い行を選択．選択された行が最下行ならば [step 4]

る．そこで，入力ストローク若しくは最右ブロックの

へ．それ以外の行ならば [step 5] へ．

先頭要素が，横幅と比較して縦幅が 3 倍以上である縦

[step 4]

に長いストロークの場合，補正項 α としてそれぞれの

入力ストロークの y 座標最小値が最下行の

先頭要素の y 座標最大値よりも大きい場合には新たな
行を生成する．[step 5] へ．

[step 5]

1
8

をしきい値に加える．

4. 評 価 実 験

入力ストロークが入力行の最右要素よりも，

しきい値 θ 以上離れている場合には新たな列を生成す
る．それ以外は [step 6] へ．

[step 6]

縦幅の

入力行におけるストロークの入力列として，

ストロークの外接方形の x 座標中心と列の x 座標中
心が最も近い既存の列を選択．その行，列に対応する
入力ブロックにストロークを追加し，添字構造の認識
を行う．
本手法による既存の行列の要素ブロックへの入力は
ストロークの入力順に依存しておらず，新たな行や列

追加した行列認識機構の有効性を確認するために，
作成したシステムを使用して評価実験を行った．シス
テムは Java アプレットとして実装されており，入力領
域の制限から認識可能な行列のサイズ N = 10 として
いる．評価実験に用いた計算機は CPU が PentiumIII

750 MHz の PC であり，入力には液晶ディスプレイ付
きタブレット WACOM PL-500 を用いた．実験では
図 7 に示す 6 種類の行列を被験者 13 人がそれぞれ 5
回ずつ入力した．手書き入力は人間が目視によって正

の生成方法も行優先と列優先の入力方式両方に対応し
ている．ただし，既存の行や列の間への新たな入力ブ
ロックの生成には対応していない．
また，[step 5] の列生成において入力ストロークと
入力行の最右要素との距離を比較するしきい値 θ は，

Fig. 6
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図 6 ブロック生成と入力位置判定
Criterion of input block creation and input position analysis.

Fig. 7

図 7 実験に用いた行列
Matrices inputted for the experiment.
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しく行列構造を理解できるように，比較的丁寧に行わ

あるストロークを書き終えてから次のストロークを書

れている．実際に入力されたパターンの例を図 8 に

き始めるまでの時間はほとんどの場合 100 ms 以上で

示す．

あったため，本手法は実時間で利用する目的に十分適

入力された手書きの行列に対して，本手法における
行列構造の認識率と各処理部に費やす時間の平均を求
めた．表 1 に認識率に関する実験結果を示す．行列構

している．

5. 考

察

造の検出率 (Detection Rates) は入力された行列の数

処理時間に関する実験結果より，提案した行列認識

に対する 3. 1 で述べた行列構造の検出が正しく行わ

機構は実時間で快適に動作することが確認された．ま

れた数の割合である．また，正しく検出された行列の

た，人間による手書き入力に対する実時間処理の基準

数に対する行列構造が正しく認識された数の割合を行

（処理時間 100 ms 以下）からすると，認識結果の出力

列構造の認識率 (Recognition Rates) とした．この実

などの時間を考慮しても認識精度の向上や認識構造の

験結果から，比較的単純な構造の行列の認識について

拡張のために更に複雑な処理を付加可能である．した

は手書き入力によるパターンの変動や個人差を考慮す

がって，本システムは多くの構造に適用可能で高精度

れば，目標精度はほぼ達成されたと考えられる．

な手書き数式認識システムの基盤になり得ると考えら

平均処理時間に関しては，行列の検出，行の生成，列

れる．

の生成の各処理にそれぞれ 23.5 ms，15.4 ms，17.5 ms

行列構造においては，各要素間に構造を明らかに示

を要した．なお，添字構造のみで構成されている行列

す記号は存在しないため，人が行列構造を理解する

要素ブロックへのストロークの追加には 24.1 ms を必

場合にも各要素間に存在する空白が重要な役割を担っ

要とした．また，行列のサイズによる処理時間の変化

ていると考えられる．本論文における行列認識機構

はほとんど見られなかった．手書き数式認識システム

はこの空白（各要素の距離）を利用して構築されてお

を実時間で利用するためには，利用者があるストロー

り，比較的単純な構造の行列や丁寧に入力された行列

クを書き終えてから次のストロークを書き始めるまで

に対しては妥協し得る程度（注 6）の精度で効率的な逐次

に認識処理を終了する必要がある．我々の予備実験に

認識が可能である．これは，特有の構造をもつ行列を

おいては，一般的に利用者が数式を手書き入力する際，

含めて，認識対象とする数式構造について場合分けを
行い，それぞれの構造に対する専用の機構を用いて認
識を行うことの有効性を示している．しかし，行列構
造の検出失敗と検出後の行列構造の誤認識は合わせて

23％ (90/390) 起こっており，実用に耐え得る精度が
達成されているとはいえない．誤認識の例を図 9 に
示す．
図 8 入力パターン例（正しく認識された例）
Fig. 8 Examples of inputted patterns (recognized
correctly).

図 9 の上段の例は行列構造検出時の誤りを示してい
る．これは，逐次認識処理が近傍の数式要素との位置
関係に依存しやすいため，行列の第 1 行の要素と第 2

表 1 行列構造認識の結果
Table 1 Result of matrix structure recognition.

行列構造における垂直関係とは認識されず，‘(’ に上付

Recognition Targets

Detection Rates

Matrix (1)

97％ (63/65)

97％ (61/63)

ためである．しかし，元来数式において左括弧 ‘(’ の

Matrix (2)

92％ (60/65)

98％ (59/60)

右隣に添字が付くことはあり得ない．したがって，今

Matrix (3)

83％ (54/65)

81％ (44/54)

後数式の意味理解などを含めて，行列の検出方法を改

Matrix (4)

98％ (64/65)

91％ (58/64)

Matrix (5)

97％ (63/65)

83％ (52/63)

Matrix (6)

68％ (44/65)

59％ (26/44)

89％ (348/390)

86％ (300/348)

Average/Total

Recognition Rates

行の要素の位置関係が垂直方向に離れすぎた場合に，
きと下付きの添字が付随する構造であると解釈された

善する必要がある．
図 9 の中段と下段は，列方向の分割の失敗例であ
る．中段の例では，計 4 箇所で列方向の分割に失敗し
（注 6）：実時間で利用するシステムであるため，対話的な修正機能の存
在を仮定することができる．
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では演算子 (+) がその他の文字に比べ小さく入力され
たため，結果的に隣り合う要素間との距離が大きくな
り列方向に過剰に分割されたものである．この例は，
人間が見れば自然な構造の行列として入力されている
ため，文字認識の結果や大局的な要素の位置関係を併
用することによって，認識精度の向上が可能であろう．
ここで示した例における誤認識は，今回実装した行
列構造の認識手法において列の決定が行の判定後に各
行において独立に行われており，異なる行の列要素の
位置関係は考慮されていないことが主要な原因となっ
ている．また，一般の行列表記では要素が省略される
場合も多く，複数の行や列にまたがる大きな記号も存
在する．したがって，各行と各列が存在する座標の範
囲を正確に把握して，各ストロークの入力位置に対応
した行や列を厳密に判定する必要がある．特に，手書
き数式では利用者の書き癖などによる活字体の数式で
は見られないような行や列の斜行（図 9 中段参照）へ
の対応が重要になるだろう．

6. む す

び

本論文では，実時間で動作する手書き入力による数
式入力システムを拡張し，従来の添字，根号，総和，
分数などによる数式構造に加え，要素間に特有な垂直
関係が現れる行列構造の認識を可能にした．また，評
価実験によって本論文で述べた行列認識手法の実時間
における有効性を確認した．今後の課題としては，更
に複雑な行列構造の認識機構の実現，意味理解まで含
めた数式認識機構の検討などが挙げられる．
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