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研究成果の概要（和文）：本件の目的は文字画像マッピングというアイデアを導入し，従来とは一線を画す，
OCRやアノテーションを要しないテキスト入力型のくずし字画像の検索を実現することである．本件では，主と
して3つの手法の有効性を比較的大きなデータセットを用いて検証した．すなわち，(1)辞書マッピングによる手
法（テキスト文字に対応するくずし字をクエリとして使う方法），(2)直接現代漢字で検索する手法，(3)サイク
ルガン(CycleGan)と呼ばれる手法で，現代漢字をくずし字に変形しクエリを作成した上で検索する方法である．
実験の結果，(1)の手法が顕著に優位であることが判明し，本仮説を正当性を裏付けるものとなった．

研究成果の概要（英文）：The goal of the present work is to develop an approach that enables the 
recognition of Japanese bush scripts in image without resorting to OCRs or hand annotated labels. To
 this end, we considered three approaches: (1) an approach which maps a modern Kanji into a 
corresponding Kuzushi-ji,  which comes in a variety of shapes and forms, and uses the latter to 
identify a Kuzushi-ji character we are interested in; (2) an alternative approach where we use a 
modern Kanji in place of Kuzushi-ji to do the identification; (3) finally, one which leverages 
CycleGan to generate a pseudo Kuzushi-ji which we use as a query to match against the image. The 
experiments found that the first method, one which relies on the mapping of a modern Kanji into a 
possible Kuzushi-ji performed significantly better than the rest, suggesting that the recognition of
 Kuzushi-ji character has benefitted greatly from the use of the mapping.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
デジタル技術の発展に伴い国内の歴史的典籍が大量にデジタル化されアーカイブされている．それらのほとんど
は画像形式で保存されているため，キーワードによる自由な検索ができず，コンテンツの再利用や知財化へ向け
た取組みの大きな障壁になっている．手動あるいはOCRによる翻刻を用いた検索なども提案されているが実用の
域に達していない．この点において本件は有用な貢献が期待できる．
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１．研究開始当初の背景 
デジタル技術の発展に伴い国内の歴史的典籍が大量にデジタル化されアーカイブされ
ている．それらのほとんどは画像形式で保存されているため，キーワードによる自由な
検索ができず，コンテンツの再利用や知財化へ向けた取組みの大きな障壁になっている．
手動あるいは OCR による翻刻を用いた検索なども提案されているが実用の域に達して
いない． 
 
２．研究の目的 
本件の目的は文字画像マッピングというアイデアを導入し，従来とは一線を画す，OCR
やアノテーションを要しないテキスト入力型の文字画像検索を実現することである．本
件のアプローチはテキスト文字に対応する画像をクエリにし一種の画像対画像で検索
を行うことに特徴がある．今回はクエリ画像としてどのようなものが適当か検討するこ
とにフォーカスしており，特に辞書マッピングの有効性を検証することに主眼がある． 
 
 

 
 
３．研究の方法 
 
本研究では，二つの文字画像データベースを用いた．ひとつは，国立情報学研究所人文
学オープンデータセンターから公開されている Kuzushiji-Kanji と呼ばれるくずし字
画像データ（3,832 文字）．もうひとつは，KanjiVG と呼ばれるベクトルフォントでエン
コードされた現代漢字の画像データ(11,457 文字)である．実験ではそれぞれ 100 種類
程度のくずし字画像をもつ現代漢字を 151 文字収集して，(1)辞書マッピングによる手
法（テキスト文字に対応するくずし字をクエリとして使う方法），(2)直接現代漢字で検
索する手法，(3)サイクルガン(CycleGan)と呼ばれる手法で，現代漢字をくずし字に変
形しクエリを作成した上で検索する方法で比較した（なお，(3)では DBSCAN と呼ばれる

図 1 左が入力画像，右が CycleGan の生成

画像 



クラスタリングを用いノイズを排除したのち学習を行った）．パフォーマンスは 151 ク
ラスのくずし字画像（総数 1,130,900 枚）に対して，類似度関数 Structural Similarity 
Index を用いて，クエリ画像と比較し目的クラス（くずし字文字）が上位何番目出現す
るかで判定した．  
 
 
４．研究成果 
結果は MRR 平均（高い方がよい）で(1)の手法が 0.658, (2)が 0.20，(3)が 0.227 とな
った．ちなみに(1)は，目的クラスからランダムに選択した画像をクエリにした，20 回
の試行の平均である．また，今回の実験では，現代漢字からくずし字の擬似生成（(3)
の手法）はあまり効果がないことが判明した．何れにせよ，この結果は辞書マッピング
(現代漢字からくずし字へのマッピング)に効果があることを示しており，本件の仮説に一定
の正当性を与えるものとなった．以下に参考まで，図 1に CycleGan によって擬似生成されたく
ずし字の例を載せる． 
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