追い続けた３7 年 結実した果実を市場へ
平城京跡などから出⼟する⽊簡の解読⽀援 (奈良，1400 年前) �

! ⽊簡 �

! ⼿やひじをつけずに，⾒ないで書いた⽂字の認識�

! ⽊⽚に書かれた荷札など，朝廷との従属関係が分かる�

! 多くは廃棄物，歴史を偽りなく物語る�

「弱みを強みに」

（北海道札幌市中央区北一条西２－１）

! 370,000点．発掘とともに膨⼤に�
! ⽊簡データベース: 49,996点 (���� �014)�

（青森県三戸郡名川町）

（大字下名久井字青柳４番地１）

‧‧‧�

（神奈川県横浜市西区みなとみらい）

多くは破片�

（港区麻布地区総合支所）

（三井アウトレットパーク多摩南大沢）

⽂字����認識�

中央 Bin会⻑，お茶の先⽣，左が⼩川常務�

������������
5年目

3年目

テニュア教員

若手研究支援室�
メンター教員

研究指導資格�
の見直し

公募および選考

振興調整費

定期的再審査・自己研鑽

テニュアトラック教員

支援
中
間
評
価

テニア�
トラック
教員

テ
ニ
ュ
ア
審
査

サ
バ
テ
ィ
カ
ル

再
審
査

手書きをデジタルに

定
年

外部機関への異動

検索には拡張
Aho Corasick
�を���

����

�����

文字認識

現地調査後
に�現�

チュノム

現在のアルフベット⽂字

!
!

プラグイン�

検索による選択の他�
・よく使う組み合わせを �
セット登録する機能�
・前回のオーダーを複�
写する機能を搭載�

（デバイス抽象化
選

択

System�

IdeaPad �P����
IdeaNote �de��to���



AES暗号化方式
 ⼿書き e��a���
 漢字筆記 ��I�
オーダー情報の選択，��������
 フォーム作成�
�������������の����������
 アニメーション作成�

対応Inkファイ
������������������情報�����ー�������������

東京農工大学

IdeaBoard ��ar�e �oard��

�

• 10世紀 〜 20世紀�
• 中国語漢字を起源�

!

オーダーの選択�

検索

Inkライブリ

����

劉成林博⼠と�

• 20世紀 〜 ���
• ローマ字表記を起源�

 プログラミング教育�
���������
 WWW
�ラ���
 ��教育��ン�ン���

"My mother eats vegetarian food at the temple every Sunday"
Quốc Ngữ

Claim 1: （１０の構成要件に分けることができる）
① A human interactive type image display system comprising:
a display means having a display panel on which an image is displayed,
②
said display panel having a predetermined operating region;
③ a marking means for pointing to a point on said display panel; and
④ a controlling means for detecting a marking operation of a user by said marking means
for a point within said operating region in the display panel
⑤
to produce an enable signal and coordinates of points on said display panel pointed to
by said marking means successively from said point within the operating region to
produce a position signal during a marking operation of the user,
⑥
processing said enable signal and position signal to detect a direction and a distance
of movement of said marking operation of the user and
⑦
controlling the image displayed on said display panel in accordance with said detected
direction and distance of the movement of the marking operation to perform a
desired functionality in a human interactive manner,
⑧ wherein said controlling means further includes:
means for performing a scroll functionality, for scrolling an image displayed on said
display panel; and
⑨ means for detecting a velocity of movement of said marking means based on said
coordinates of points on said display panel successively pointed to by said marking
means and
⑩
changing a coefficient of movement in accordance with said velocity to cause a
distance over which the displayed image is scrolled to be in proportion to
the detected velocity.

弱みを強みに
インクデータ取込

アプ��ーション�

教授

中川正樹著
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手書きをデジタルに
手書きをデジタルに
src: wikipedia

Hán (classical Chinese)
中国語漢字を利⽤

Nôm
ベトナム創出

文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞


2種類の字種

この認識技術から次世代の

近隣⼩学校に設置した２倍幅の電⼦ボード�

���ム���

電⼦ボードを操作する⼩國健君�

研究者・技術者を目指している若い人々、研究や技術の成果をもってベンチャーを始めようとして
いる人々、大学で成果を出して産学連携によって実用化を目指している人々、企業において独自路
n ⼀⾒簡単そうに思われがちであるが，多岐の要素技術を利⽤�
n 統計的なパタン認識，確率モデル�
線だけでなく大学を含めてオープンイノベーションを検討している人々、研究開発の壁にぶつかり
⼿書き⽂字データベースの筆記画⾯�
Ø MQDF(modiﬁed quadratic discriminant function), QDF(quadratic
hello world
何をすべきか迷っている人々、成果が地味でうまくアピールできないと落ち込んでいる人々、研究
discriminant function), FLD(the Fisher linear discriminant), HMM(hidden
Markov model), MRF(Markov random ﬁeld)，確率モデル�
成果は出つつあるものの市場につながらず打開策を模索している人々に向けて。
n 機械学習技術�
Over-segmentation

Lattice construction

hello

Best-path search

伸びるポインター�

wo

90

red

world

①



④
⑤

Ø GA(genetic algorithm)，MCE(the minimum classiﬁcation error), SVM,
NN(neural network)，Deep NN�

イノベーションが生まれる

②

n 経路探索⽅法�
一人の小さな一歩も継続すれば世界を変えられる
③

Ø DP-matching，Beam search, Viterbi search�

確率モデル，GA，MCE, Beam search�メニュー 筆記枠 消去スイッチ スクロールバー
オンライン������⽂字�認識�



採集⽂字�

ビッグデータ処理、
「学」「産」連携、オープンイノベーション、大学発ベンチャーといっ
たマスコミをにぎわしている世界を、４０年も先行して着実に一歩ずつ進めてきた、そ
����� 幾何的な特徴値評価 � ����⽂字認識� ⽂����
MCE�
QDF�
SVM，���
確率モデル�
の果実がここに結実している。
凄さを改めて実感した。
March, 2005

u ⽂字認識は⾔語依存．しかし，⼿書き�の�のに��はない�

(1)

英語，中国語，数式，ダイアグラム，...�

u ⼿書きによる思考の表現⼒，思考の継続性，思考との親和
性（��性）�����か�������
u 表�の�⼒⼿���る�

オンライン⽂字認識 � オ�ライン⽂字認識�
MQDF, FLD�
MRF,� HMM,CRF�
⼤分類，������
GA，MCE���識�的なモデル�

Creative HI,
HI friendly to children and elder people,
HI for peoples who use large character sets.

⼿書き�����ースの��性�

(2)

 

要素技術�

(4)



日本電産 ( 株 ) 専務執行役員 ( 中央モーター基礎技術研究所長） 福永 泰
  

(3)

Character-segmentation candidates



⾳声認識も良いが，�⾳���いも���������

u ⼿書きの��と⽂��
u 個性と感情の表現．��の情����の��性�
u スケーラブル（⼤きさに依存しない）
PDA，タブレット，対話型電⼦⽩板，…�
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⽂字切出しの改善と認識

本の概要
第一章 研究

トホーム化とアプリケーション、手書データベー

第五章

大学発ベンチャーアイラボ株式会社を設立

研究者としてスタート、手書インターフェイスの可 ス、行方向・文字方向自由認識、電子カルテ、教

産学共同事業、手書文字認識技術の商品化、手書

能性、ムーアの法則、手書文字認識の要件、認識エ 育分野で、ベンチャー企業設立の意義、手書デー

文字認識の今後、新技術への対応、

ンジンの開発、女性の手書文字認識パターンの収集、 タベース、重ね認識、数式認識、英語認識、キネ

第６章

ヒューマンインタフェースの要件、試練の時、アプ クト認識、ベトナムチュノムの読解、奈良時代木

研究予算の獲得競争、先駆的なことはお金がない

リケーション、呂新悟に学ぶ

簡の解読、ディープラーニング

ところから、新しい道を切り開くには、イノベー

第二章

第四章

ションを起こす力とは

管理運営から学んだもの

手書認識からの挑戦

産学官連携、インパクトファクターとサイテーショ オンライン手書文字認識の最新動向、オンライン

将来を担う若者（研究者）へ

●東京農工大学の概要

ン、天邪鬼、常識を疑う逆転の発想

認識とオフライン認識、記述式解答の採点支援・ 学長ビジョン、インキュベータ

第三章

自動採点に向けて、緩い採点と厳しい採点、採点

社会につながる市場への挑戦

手書認識技術を核にして、認識技術、マルチプラッ 照会機能、採点支援・自動採点に向けての戦略

農工大学の研究力、大学ランキング世界トッ
プ１００等々

ご購入は

電話 & FAX

042-388-7258

アイラボ株式会社

E-mail: horiguchi@ilabo.biz

http://ilabo.biz
〒 184-8588

東京都小金井市 2-24-16

各方面から書評を頂いております
日本電産 ( 株 ) 専務執行役員
（中央モーター基礎技術研究所長） 福永 泰
東京農工大学 学長 松永 是
( 株 ) 富士通研究所 シニアリサーチャー 田中 宏
三重大学大学院工学研究科 助教 大山 航
キャノンＩＴソリューションズ ( 株 )
R&D センター技術調査部部長 今給黎 道明
( 株 ) 富士通研究所 元主席研究員 石垣 一司
( 独 ) 大学入試センター 教授 石岡 恒憲
岡山県立大学 副学長・教授 渡辺 富夫
静岡大学 名誉教授 阿部 圭一
中央大学 教授 飯尾 淳
長崎県立大学 教授 山口 文彦
九州大学 教授 内田 誠一
奈良文化財研究所

平城宮跡発掘調査部史料調査室室長 渡辺 晃宏
大阪府立大学 教授 黄瀬 浩一
アイサンテクノロジー ( 株 ) 代表取締役社長 柳澤 哲二
ポトス ( 株 ) 代表取締役社長 木村 龍英
富士ソフト ( 株 )
みらいスクール事業部 次長 中駄 康博

東芝ソリューション ( 株 ) プラットフォームソリューション事業
部主幹 黒沢 由明
北陸先端科学技術大学院大学 名誉教授 國藤 進
熊本高等専門学校 教授 清田 公保
獨協大学 教授（情報学研究所元所長） 立田 ルミ
A.T. カーニー マネージャ（東京農工大学特任教授） 杉野 幹人
大阪市立大学 教授 松浦 敏雄
青山学院大学 准教授 村田 和義
桜美林大学 講師 耒代 誠仁

崇城大学 教授 木村 義政
( 株 ) 日立製作所 研究開発グループ
システムイノベーションセンタ長 池田 尚司
和歌山大学 教授 吉野 孝
拓殖大学 准教授 早川 栄一
( 株 ) 増進会出版社 代表取締役社長 藤井 孝昭
ＮＥＣ ( 株 ) データサイエンス研究所 主任研究員 西脇 大輔
奈良先端科学技術大学院大学 教授 加藤 博一
大阪大学サイバーメディアセンター 教授 竹村 治雄

ベンチャーシリーズ 中村修二、早川正士

