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(57)【要約】
【課題】ラベル依存の文字列認識技術に比べて、文字列
認識の精度を向上させることができる文字列認識装置を
提供する。
【解決手段】文字列認識装置の予測器は、認識対象の文
字列である入力パターン内の部分パターンの系列に対し
て算出した単文字確信度と、再帰的ニューラルネットワ
ークで算出した注視情報から、注視単文字確信度を算出
し、認識結果であるラベル間でパラメータを共有し、前
記予測器は、前記注視単文字確信度を特徴量のひとつと
して利用する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認識対象の文字列である入力パターン内の部分パターンの系列に対して算出した単文字
確信度と、
　再帰的ニューラルネットワークで算出した注視情報から、
　注視単文字確信度を算出し、
　認識結果であるラベル間でパラメータを共有した予測器
　を有しており、
　前記予測器は、前記注視単文字確信度を特徴量のひとつとして利用する、
　文字列認識装置。
【請求項２】
　前記注視単文字確信度に非文字用の値を追加し、
　前記予測器が利用する特徴量に非文字であるか否かを示す非文字用情報を追加し、
　前記特徴量のうち非文字用の注視確信度を引用するものは非文字であることを示す非文
字用情報とする、
　請求項１に記載の文字列認識装置。
【請求項３】
　前記入力パターンの部分パターンに対して算出した単文字特徴量の系列を、前記再帰的
ニューラルネットワークの符号化部の入力とする、
　請求項１又は請求項２に記載の文字列認識装置。
【請求項４】
　前記単文字特徴量から、前記注視単文字確信度を算出する単文字認識器
　をさらに有する請求項３に記載の文字列認識装置。
【請求項５】
　前記単文字認識器が畳み込みニューラルネットワークである、
　請求項４に記載の文字列認識装置。
【請求項６】
　認識結果を確認するための表示を行う表示手段
　をさらに有し、
　前記表示手段は、前記注視情報と、前記注視単文字確信度を、それぞれ表示する、
　請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項５のいずれか１項に記載の文字列認
識装置。
【請求項７】
　前記入力パターンの部分パターンとして、文字列が記載された入力画像の部分画像を対
象とする、
　請求項１に記載の文字列認識装置。
【請求項８】
　前記入力パターンの部分パターンとして、手書き入力パターンの部分パターンを対象と
する、
　請求項１に記載の文字列認識装置。
【請求項９】
　コンピュータを、
　認識対象の文字列である入力パターン内の部分パターンの系列に対して算出した単文字
確信度と、
　再帰的ニューラルネットワークで算出した注視情報から、
　注視単文字確信度を算出し、
　認識結果であるラベル間でパラメータを共有した予測器
　として機能させ、
　前記予測器は、前記注視単文字確信度を特徴量のひとつとして利用する、
　文字列認識プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字列認識装置及び文字列認識プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ニューラルネットワークを用いた文字認識装置に、リカレント型ニュ
ーラルネットワークを採用して、装置規模の縮小、認識速度の高速化、認識率の向上を行
うことを目的とし、文字入力手段、ニューラルネットワーク、認識結果出力手段よりなる
文字認識装置で、ニューラルネットワークを構成する各々のノードが内部にフィードバッ
クを持つリカレント型ニューラルネットワークであることが開示されている。
　非特許文献１～６には、機械学習の技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０６－０４４４０９号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】関野雅則, 木村俊一, and 越裕. "視覚情報処理モデルに基づいて改良
した畳込みニューラルネットワーク文字認識." 人工知能学会, JSAI (2013).
【非特許文献２】Sutskever, Ilya, Oriol Vinyals, and Quoc V. Le. "Sequence to seq
uence learning with neural networks." Advances in neural information processing 
systems. 2014.
【非特許文献３】Donahue, Jeff, et al. "DeCAF: A deep convolutional activation fe
ature for generic visual recognition." International conference on machine learn
ing. 2014.
【非特許文献４】Cho, Kyunghyun, et al. "Learning phrase representations using RN
N encoder-decoder for statistical machine translation." arXiv preprint arXiv:140
6.1078 (2014).
【非特許文献５】Bahdanau, Dzmitry, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. "Neural mac
hine translation by jointly learning to align and translate." arXiv preprint arX
iv:1409.0473 (2014).
【非特許文献６】Chan, William, et al. "Listen, attend and spell: A neural networ
k for large vocabulary conversational speech recognition." Acoustics, Speech and
 Signal Processing (ICASSP), 2016 IEEE International Conference on. IEEE, 2016.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的な文字列認識は、入力画像と出力ラベル系列（いわゆる文字コード列）のペアの
セットである学習データからパラメータを算出する。ゆえに、文字列認識の精度は、出力
ラベル系列に含まれるラベルの頻度に大きく依存する。具体的には、低頻度であるラベル
ほど良好なパラメータが学習されず、認識精度が低くなる。同様に、学習データにないラ
ベルは出力しない。特に、日本語のように文字種の多い言語では、ラベルの数が膨大であ
るため、既存の文字列データはラベルの偏りが大きく、極めて低頻度であるラベルも多い
。
　ラベル依存の文字列認識技術に比べて、本発明は、文字列認識の精度を向上させること
ができる文字列認識装置及び文字列認識プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
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　請求項１の発明は、認識対象の文字列である入力パターン内の部分パターンの系列に対
して算出した単文字確信度と、再帰的ニューラルネットワークで算出した注視情報から、
注視単文字確信度を算出し、認識結果であるラベル間でパラメータを共有した予測器を有
しており、前記予測器は、前記注視単文字確信度を特徴量のひとつとして利用する、文字
列認識装置である。
【０００７】
　請求項２の発明は、前記注視単文字確信度に非文字用の値を追加し、前記予測器が利用
する特徴量に非文字であるか否かを示す非文字用情報を追加し、前記特徴量のうち非文字
用の注視確信度を引用するものは非文字であることを示す非文字用情報とする、請求項１
に記載の文字列認識装置である。
【０００８】
　請求項３の発明は、前記入力パターンの部分パターンに対して算出した単文字特徴量の
系列を、前記再帰的ニューラルネットワークの符号化部の入力とする、請求項１又は請求
項２に記載の文字列認識装置である。
【０００９】
　請求項４の発明は、前記単文字特徴量から、前記注視単文字確信度を算出する単文字認
識器をさらに有する請求項３に記載の文字列認識装置である。
【００１０】
　請求項５の発明は、前記単文字認識器が畳み込みニューラルネットワークである、請求
項４に記載の文字列認識装置である。
【００１１】
　請求項６の発明は、認識結果を確認するための表示を行う表示手段をさらに有し、前記
表示手段は、前記注視情報と、前記注視単文字確信度を、それぞれ表示する、請求項１、
請求項２、請求項３、請求項４、請求項５のいずれか１項に記載の文字列認識装置である
。
【００１２】
　請求項７の発明は、前記入力パターンの部分パターンとして、文字列が記載された入力
画像の部分画像を対象とする、請求項１に記載の文字列認識装置である。
【００１３】
　請求項８の発明は、前記入力パターンの部分パターンとして、手書き入力パターンの部
分パターンを対象とする、請求項１に記載の文字列認識装置である。
【００１４】
　請求項９の発明は、コンピュータを、認識対象の文字列である入力パターン内の部分パ
ターンの系列に対して算出した単文字確信度と、再帰的ニューラルネットワークで算出し
た注視情報から、注視単文字確信度を算出し、認識結果であるラベル間でパラメータを共
有した予測器として機能させ、前記予測器は、前記注視単文字確信度を特徴量のひとつと
して利用する、文字列認識プログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１の文字列認識装置によれば、ラベル依存の文字列認識技術に比べて、文字列認
識の精度を向上させることができる。
【００１６】
　請求項２の文字列認識装置によれば、認識対象の最初と最後を制御することができる。
【００１７】
　請求項３の文字列認識装置によれば、単文字特徴量の系列を、再帰的ニューラルネット
ワークの符号化部の入力としない場合に比べて、文字列認識の精度を向上させることがで
きる。
【００１８】
　請求項４の文字列認識装置によれば、単文字特徴量を用いて、注視単文字確信度を算出
することができる。
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【００１９】
　請求項５の文字列認識装置によれば、畳み込みニューラルネットワークを用いて、単文
字認識器とすることができる。
【００２０】
　請求項６の文字列認識装置によれば、注視情報と、注視単文字確信度を、ユーザーは知
ることができる。
【００２１】
　請求項７の文字列認識装置によれば、文字列が記載された入力画像を対象として文字列
認識ができる。
【００２２】
　請求項８の文字列認識装置によれば、手書き入力パターンを対象として文字列認識がで
きる。
【００２３】
　請求項９の文字列認識プログラムによれば、ラベル依存の文字列認識技術に比べて、文
字列認識の精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】ニューラルネットワークを用いた文字認識の例を示す説明図である。
【図３】文字列認識の概要を示す説明図である。
【図４】単文字の認識の概要を示す説明図である。
【図５】再帰的ニューラルネットワーク（Ｓｅｑ２Ｓｅｑ）を用いた文字列認識の例を示
す説明図である。
【図６】符号化モジュール内の再帰的な処理の最小単位における処理例を示す説明図であ
る。
【図７】注視技術を利用した文字列認識の概要を示す説明図である。
【図８】注視情報の例を示す説明図である。
【図９】本実施の形態の中心的な構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図１０】単文字確信度の例を示す説明図である。
【図１１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図１２】窓処理モジュール内の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図１３】文字列認識処理の結果を表示した例を示す説明図である。
【図１４】文字列認識処理の結果を表示した例を示す説明図である。
【図１５】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　まず、本実施の形態を説明する前に、その前提又は本実施の形態を利用する文字列認識
装置について、図２～図８の例を用いて説明する。なお、この説明は、本実施の形態の理
解を容易にすることを目的とするものである。
　モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プログラ
ム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュールはコ
ンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成におけ
るモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能させる
ためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるためのプ
ログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コンピュ
ータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明をも兼
ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等の文言
を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、記憶装
置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するという意味である。また、モ
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ジュールは機能に一対一に対応していてもよいが、実装においては、１モジュールを１プ
ログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、逆に１
モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピュータ
によって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１モジュ
ールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジュール
が含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接続（デ
ータの授受、指示、データ間の参照関係、ログイン等）の場合にも用いる。「予め定めら
れた」とは、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処
理が始まる前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象
としている処理の前であれば、そのときの状況・状態にしたがって、又はそれまでの状況
・状態にしたがって定まることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場
合は、それぞれ異なった値であってもよいし、２以上の値（もちろんのことながら、全て
の値も含む）が同じであってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という記載は、
「Ａであるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用いる。ただ
し、Ａであるか否かの判断が不要である場合を除く。また、「Ａ、Ｂ、Ｃ」等のように事
物を列挙した場合は、断りがない限り例示列挙であり、その１つのみを選んでいる場合（
例えば、Ａのみ）を含む。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスクドライブ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）、外部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００２６】
　図２は、ニューラルネットワークを用いた文字認識の例を示す説明図である。
　文字入力手段、ニューラルネットワーク、認識結果出力手段よりなる文字認識装置で、
ニューラルネットワークを構成する各々のノードが内部にフィードバックを持つリカレン
ト型ニューラルネットワークである（特許文献１参照）。
　例えば、ニューラルネットワークを用いたオンンライン文字認識装置において、ａ）認
識対象文字の時系列データを生成する文字入力手段を備え、ｂ）前記ニューラルネットワ
ークは、内部状態値を記憶する記憶手段、記憶されている内部状態値と外部入力値により
内部状態値を更新する更新手段、及び内部状態値から外部出力値を生成する生成手段を持
つ神経細胞様素子から構成され、ｃ）前記時系列データを前記ニューラルネットワークの
入力として用いている。
【００２７】
　図３は、文字列認識の概要を示す説明図である。文字列認識とは、文字列パターン（文
字画像認識では文字列画像、又は、オンライン文字認識では文字列ストローク）を入力と
して、その読みであるラベルの系列（いわゆる文字コード列である。以下、ラベル列とも
いう）を出力する処理である。なお簡単のため、以下の説明では入力を文字列画像とする
。なお、文字列画像内のひとつの文字を以下、単文字、とする。図３（ａ）の例に示すよ
うに、文字認識モジュール３００は、画像（文字列）３１０を受け付け、ラベル列３２０
を出力する。例えば、図３（ｂ）に示すように「富士　零太郎」という画像（文字列）３
１２を受け付け、図３（ｃ）に示すように「富，士，零，太，郎」（なお、「，」は単な
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る区切り符号）という文字コード列であるラベル列３２２を出力する。
　図４は、単文字の認識の概要を示す説明図である。図４（ａ）の例に示すように、単文
字認識モジュール４００は、画像（単文字）４１０を受け付け、ラベル４２０を出力する
。例えば、図４（ｂ）に示すように「富」という画像（単文字）４１２を受け付け、図４
（ｃ）に示すように「富」という文字コードであるラベル４２２を出力する。
　文字列認識は、図４に概要を示すような単文字の認識と異なり、入力に不特定多数の単
文字が含まれるため、出力すべき文字数が曖昧（特定できない）である。特に、日本語の
ように単文字が偏や旁からなる言語は単文字どうしの境界が曖昧であるため認識すべき単
文字の領域の特定が困難である。ゆえに、精度の高い単文字認識器があるだけでは精度の
高い文字列認識の実現は困難といえる。
【００２８】
　そこで、再帰的ニューラルネットワーク（以下、例示としてＳｅｑ２Ｓｅｑを用いて説
明する）による文字列認識がその解決手段としてあげられる。図５にその概要を示す。な
お以下では、「～特徴量」と称するものはいずれも数値ベクトル（以下の説明では、固定
長の数値ベクトルであるが、可変長の数値ベクトルであってもよい）である。
　まず、Ｅｍｂ＿ｅ５１０が入力である文字列画像である画像（文字列）３１２の部分画
像５０８から入力特徴量５１２を算出する。いわゆる特徴量抽出処理を行う。ここで、部
分画像５０８は、画像（文字列）３１２内において、固定サイズの領域を文字列方向へ逐
次移動して得られる部分領域を切り出した画像である。
　次に、符号化モジュール５１５が入力特徴量５１２から入力系列特徴量５２２を算出す
る。符号化モジュール５１５はＣｅｌｌ＿ｅ５２０を単位とする再帰的な処理である。す
なわち、図５におけるＣｅｌｌ＿ｅ５２０（Ｃｅｌｌ＿ｅ５２０ａ等）は全て共通のモジ
ュールであり、個々のＣｅｌｌ＿ｅ５２０は対応する入力特徴量５１２と直前の自身の出
力（入力系列特徴量５２２）を入力として、続く入力系列特徴量５２２を算出する。この
様子を図６に示す。図６は、符号化モジュール５１５内の再帰的な処理の最小単位におけ
る処理例を示す説明図である。Ｃｅｌｌ＿ｅ５２０は、入力特徴量５１２、（直前の）入
力系列特徴量５２２－１を受け付け、入力系列特徴量５２２－２を出力する。この入力系
列特徴量５２２－２を、Ｃｅｌｌ＿ｅ５２０自身が（直前の）入力系列特徴量５２２－１
として受け付け、次の入力系列特徴量５２２－２を出力する。この処理を画像（文字列）
３１２内の最後の部分画像５０８まで続けることになる。
　このように過去の情報を利用することで他の部分画像５０８の情報を加味したより高精
度な認識が可能となる。なお、再帰的な処理におけるＣｅｌｌ＿ｅ５２０への初期の入力
は入力系列特徴量と同じサイズを持つゼロ等で初期化された数値ベクトルである。なお、
Ｃｅｌｌ＿ｅ５２０（また、後述のＣｅｌｌ＿ｄ５６０）としては、Ｌｏｎｇ　Ｓｈｏｒ
ｔ　Ｔｅｒｍ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＬＳＴＭ）（非特許文献２参照）やＧａｔｅｄ　Ｒｅｃｕ
ｒｒｅｎｔ　Ｕｎｉｔ（ＧＲＵ）（非特許文献４参照）等が提案されている。
　続いて、符号化モジュール５１５（Ｃｅｌｌ＿ｅ５２０）が最後に算出した入力系列特
徴量５２２から復号モジュール５５０が出力系列特徴量５６２を算出する。復号モジュー
ル５５０も符号化モジュール５１５と同様の再帰的な処理を行い、図５の例におけるＣｅ
ｌｌ＿ｄ５６０（Ｃｅｌｌ＿ｄ５６０ａ等）は全て共通のモジュールである。Ｃｅｌｌ＿
ｄ５６０は、対応する出力特徴量５５７と出力系列特徴量５６２から、次の出力系列特徴
量５６２を出力する。そして、Ｐｒｅｄ５６５が、対応する出力系列特徴量５６２から出
力ラベル５６７を出力する。なお、図５におけるＰｒｅｄ５６５（Ｐｒｅｄ５６５ａ等）
は全て共通のモジュールである。また、出力特徴量５５７は、Ｅｍｂ＿ｄ５５５が直前の
出力ラベル５６７から算出する。なお、図５におけるＥｍｂ＿ｄ５５５（Ｅｍｂ＿ｄ５５
５ａ等）は全て共通のモジュールである。出力系列５９０の先頭には直前の出力ラベル５
６７がないため、始端用のラベル＜ｂｏｓ＞（ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｓｔｒｉｎｇ
ｓ）を設定する。また、復号モジュール５５０の再帰的な処理は、終端用のラベル＜ｅｏ
ｓ＞（ｅｎｄ　ｏｆ　Ｓｔｒｉｎｇｓ）の出力があったときに停止する。
【００２９】
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　Ｓｅｑ２Ｓｅｑは、全ての構成要素がニューラルネットワークである。これにより、誤
差逆伝播法によるＳｅｑ２Ｓｅｑ全体のパラメータ学習を実現している（ただし、Ｅｍｂ
＿ｅ５１０は必ずしもニューラルネットワークである必要はなく、その場合、Ｅｍｂ＿ｅ
５１０のパラメータは学習の対象とならない）。すなわち、Ｓｅｑ２Ｓｅｑによる文字列
認識は、入力画像と出力であるラベル列のペアのセットを学習データとして、すべての構
成要素について自動的に最適なパラメータを算出することが可能である。これにより、出
力すべき文字数が未知である問題と、単文字どうしの境界が曖昧である問題を解決し、精
度の高い文字列認識を実現している。
【００３０】
　Ｓｅｑ２Ｓｅｑによる文字列認識の精度をさらに高める技術として注視技術（非特許文
献５参照）がある。図５の例に示すようなＳｅｑ２Ｓｅｑは、画像（文字列）３１２のサ
イズや出力系列５９０の系列長が大きい場合に、復号モジュール５５０へ渡す入力特徴量
５１２に十分な情報を埋め込みきれない場合がある。これに対して注視技術は、あるラベ
ルを算出するために注視すべき入力系列特徴量を選択的に切り出し、これを復号部の出力
特徴量とすることでこの問題を解決する。注視技術利用の概要を図７の例に示す。
　まず、図５の例と同様に、符号化モジュール５１５（Ｃｅｌｌ＿ｅ５２０）は入力系列
特徴量５２２を算出する。次に、復号モジュール５５０では、Ａｌｉｇｎ７１０が全ての
入力系列特徴量５２２と、直前の出力系列特徴量５６２から、続く出力ラベル５６７を算
出するために注視すべき領域を表す注視情報７１２を算出する。注視情報７１２の例を図
８に示す。横軸８１０として画像（文字列）３１２におけるｉ番目の入力系列特徴量５２
２を示し、縦軸８２０として注視情報強度を示している。そして、注視情報８３０のグラ
フは、ｊ番目の出力系列ラベルのための注視情報７１２である。つまり、注視情報８３０
は、ｊ番目の出力系列ラベルの算出のためにｉ番目の入力列特徴量をどの程度利用するか
、に相当する量を要素とするベクトルである。
　次に、Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ７２０が、注視情報７１２と入力系列特徴量５２２の線型結
合として注視系列特徴量７２２を算出する。Ｃｅｌｌ＿ｄ５６０ｂは、直前の出力系列特
徴量５６２と、直前の出力ラベル５６７から算出された出力特徴量５５７と注視系列特徴
量７２２を連結した特徴量から、続く出力系列特徴量５６２を算出する。Ａｌｉｇｎ７１
０とＡｔｔｅｎｔｉｏｎ７２０は図５の例と同様にニューラルネットワークであるため、
注視技術利用の場合も、図５と同様にＳｅｑ２Ｓｅｑのパラメータ学習が可能である。
　なお、再帰的ニューラルネットワークを利用し、特に注視処理を行う先行技術として特
許文献１があげられるが、これはＳｅｑ２Ｓｅｑの構成でなく、予測器の学習を行わない
。また、学習のために文字どうしの境界の情報が必要となる。
【００３１】
　図５、図７の例に示すようなＳｅｑ２Ｓｅｑによる文字列認識は、入力画像と出力ラベ
ル系列のペアのセットである学習データからパラメータを算出する。ゆえに、文字列認識
の精度が、出力ラベル系列に含まれるラベルの頻度に大きく依存する。具体的には、低頻
度であるラベルほど良好なパラメータが学習されず、認識精度が低くなる。同様に、学習
データにないラベルは出力しない。特に、日本語のように文字種の多い言語では、ラベル
の数が膨大であるため、既存の文字列データはラベルの偏りが大きく、極めて低頻度であ
るラベルも多い。
【００３２】
　そこで、本実施の形態は、以下の処理を行う。
（１）部分画像に対して、画像が出力候補のラベルである可能性の高さを表す数値ベクト
ル（以下、単文字確信度ともいう）を算出する。
（２）注視情報を利用して、入力特徴量方向について、単文字確信度を切り出す値（以下
、注視単文字確信度ともいう）を算出する。
（３）注視単文字確信度とラベル間でパラメータを共有した予測器により、ラベルを算出
する。
【００３３】
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　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図９の例は、本実施の形態の中心的な構成例についての概念的なモジュール構成図であ
る。なお、Ａｌｉｇｎ９１０は、図７に例示のＡｌｉｇｎ７１０に相当し、Ａｔｔｅｎｔ
ｉｏｎ９２０ａ、Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ´９２０ｂは、図７に例示のＡｔｔｅｎｔｉｏｎ７
２０に相当し、Ｃｅｌｌ＿ｄ９６０は、図７に例示のＣｅｌｌ＿ｄ５６０に相当し、Ｐｒ
ｅｄ´９６５は、図７に例示のＰｒｅｄ５６５に相当する。
　図９は、復号モジュール（図１の例に示す復号モジュール１６０）の再帰的な処理につ
いてひとつのラベル分の処理を取り出したものである。なお、各記号の意味は以下の表１
の通りである。
【表１】

　本実施の形態は、単文字認識器の出力する単文字確信度を利用する。単文字確信度とは
、図１０に例に示す単文字確信度１０００のように、入力の画像（部分画像である単文字
画像）がそのラベルである可能性の高さを表す数値ベクトルである。具体的には、ラベル
１０１０と確信度１０２０のペアであり、例えば、図１０では、ラベル「士（さむらい）
」の確信度は「０．５０」であり、ラベル「土（つち）」の確信度は「０．２０」であり
、ラベル「±（プラスマイナス）」の確信度は「０．１７」であり、ラベル「十」の確信
度は「０．０２」であり、ラベル「巌」の確信度は「０．００」であることを示している
。
【００３４】
　まず、入力特徴量を算出した部分画像について前述の単文字確信度を算出する。そして
、Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ´９２０ｂで、注視情報を利用し、注視系列特徴量と同様に、注視
単文字確信度を算出する。最後に、Ｐｒｅｄ´９６５にて、直前のラベル、出力系列特徴
量、及び、注視単文字確信度から、続くラベルを出力する。なお、直前のラベルは、学習
済みのラベルの条件付き確率Ｐ（ｙｊ｜ｙｊ－１）等があれば利用すればよく、必須では
ない。図５、図７におけるＰｒｅｄ５６５がラベルごとに異なるパラメータを持つのに対
し、本実施の形態におけるＰｒｅｄ´９６５は、ラベル間でひとつのパラメータを共有す
るラベル非依存の予測である。ラベル間でひとつのパラメータを共有する場合、単一の特
徴量からは単一の評価値のみしか得られず、認識が実現できない。ゆえに、本実施の形態
のＰｒｅｄ´９６５では、ラベルごとの特徴量を入力し、ラベルごとの評価値を算出し、
うち最大（評価値が正解らしさを示す場合は最大である。又は、評価値が誤答（エラー）
らしさを示す場合は最小）のものを認識結果のラベルとして出力する。具体的には、ラベ
ルごとの注視単文字確信度からラベルごとに異なる特徴量を作成する。
【００３５】
　単文字識別器を利用し、ラベル間でパラメータを共有することで、本実施の形態は、例
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えばＳｅｑ２Ｓｅｑによる文字列認識の精度が学習データのラベルの頻度に依存する問題
を解決する。同時に、注視単文字確信度を算出することで、例えばＳｅｑ２Ｓｅｑによる
文字列認識の長所である、出力すべき文字数と単文字どうしの境界が曖昧である問題を解
決したパラメータ学習機能を維持する。
【００３６】
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　本実施の形態である文字列認識装置１００は、文字列の認識機能を有しており、図１の
例に示すように、符号化モジュール１１０、系列認識パラメータ記憶モジュール１２０、
注視情報算出モジュール１３０、注視処理（１）モジュール１４０、注視処理（２）モジ
ュール１５０、復号モジュール１６０、ラベル非依存予測モジュール１７０を有している
。全体は、前述したように、Ｓｅｑ２Ｓｅｑ等の再帰的ニューラルネットワークによって
構成されている。
【００３７】
　符号化モジュール１１０は、系列認識パラメータ記憶モジュール１２０、注視情報算出
モジュール１３０、注視処理（１）モジュール１４０と接続されている。符号化モジュー
ル１１０は、単文字特徴量１０８を受け付け、注視情報算出モジュール１３０に入力系列
特徴量１１２を渡す。符号化モジュール１１０は、入力パターンの部分パターンに対して
算出した単文字特徴量の系列である単文字特徴量１０８を入力する。
　系列認識パラメータ記憶モジュール１２０は、符号化モジュール１１０、復号モジュー
ル１６０、ラベル非依存予測モジュール１７０と接続されている。
　注視情報算出モジュール１３０は、符号化モジュール１１０、注視処理（１）モジュー
ル１４０、注視処理（２）モジュール１５０、復号モジュール１６０と接続されている。
注視情報算出モジュール１３０は、符号化モジュール１１０より入力系列特徴量１１２を
受け取り、注視処理（１）モジュール１４０、注視処理（２）モジュール１５０に注視情
報１３２を渡す。
　注視処理（１）モジュール１４０は、符号化モジュール１１０、注視情報算出モジュー
ル１３０、復号モジュール１６０と接続されている。注視処理（１）モジュール１４０は
、注視情報算出モジュール１３０より注視情報１３２を受け取り、復号モジュール１６０
に注視系列特徴量１４２を渡す。
【００３８】
　注視処理（２）モジュール１５０は、注視情報算出モジュール１３０、ラベル非依存予
測モジュール１７０と接続されている。注視処理（２）モジュール１５０は、単文字確信
度１４８を受け付け、注視情報算出モジュール１３０より注視情報１３２を受け取り、ラ
ベル非依存予測モジュール１７０に注視単文字確信度１５２を渡す。注視処理（２）モジ
ュール１５０は、認識対象の文字列である入力パターン内の部分パターンの系列に対して
算出した単文字確信度１４８と、再帰的ニューラルネットワークである注視情報算出モジ
ュール１３０で算出した注視情報１３２から、注視単文字確信度１５２を算出する。なお
、「部分パターン」は、１文字とその文字の境界を含むもの（文字画像認識の場合は画像
、オンライン文字認識の場合はベクトル列）である。
　なお、注視単文字確信度１５２に非文字用の値を追加し、ラベル非依存予測モジュール
１７０が利用する特徴量に非文字であるか否かを示す非文字用情報を追加し、その特徴量
のうち非文字用の注視確信度を引用するものは非文字であることを示す非文字用情報とす
る。なお、非文字用情報として、前述の始端用のラベル＜ｂｏｓ＞、終端用のラベル＜ｅ
ｏｓ＞がある。
　また、注視処理（２）モジュール１５０は、単文字特徴量から、前記注視単文字確信度
を算出する
【００３９】
　復号モジュール１６０は、系列認識パラメータ記憶モジュール１２０、注視情報算出モ
ジュール１３０、注視処理（１）モジュール１４０、ラベル非依存予測モジュール１７０
と接続されている。復号モジュール１６０は、注視処理（１）モジュール１４０より注視
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２を渡す。
　ラベル非依存予測モジュール１７０は、系列認識パラメータ記憶モジュール１２０、注
視処理（２）モジュール１５０、復号モジュール１６０と接続されている。ラベル非依存
予測モジュール１７０は、注視処理（２）モジュール１５０より注視単文字確信度１５２
を、復号モジュール１６０より出力系列特徴量１６２を受け取り、出力系列１７２を出力
する。ラベル非依存予測モジュール１７０は、認識結果であるラベル間でパラメータを共
有して、出力系列１７２を出力する。その際、ラベル非依存予測モジュール１７０は、注
視単文字確信度１５２を特徴量のひとつとして利用する。
【００４０】
　単文字特徴量１０８は、図５、図７の例に示した入力特徴量５１２であり、予め算出さ
れているものとする。また、同様に単文字確信度１４８も予め算出されているものとする
。ニューラルネットワークの学習を行うときなど、単文字特徴量１０８と単文字確信度１
４８が固定である場合があり、これらの特徴量があらかじめ算出されていることは自然な
状況である。
【００４１】
　まず、符号化モジュール１１０が入力系列特徴量１１２を数１のように算出する。
【数１】

　なお、ベクトルｈｉはｉ番目の入力系列特徴量１１２、ベクトルｇｉはｉ番目の単文字
特徴量１０８である。ＣｅｌｌｅはＬＳＴＭやＧＲＵ等でよく、系列認識パラメータに含
まれる学習すべきパラメータを持つ。
　また、符号化モジュール１１０は、図５の例に示す一方向型のものの他にも、双方向型
であるＢｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ＲＮＮ（非特許文献５参照）や、積層型であるＰｙ
ｒａｍｉｄａｌ　ＲＮＮ（非特許文献６参照）であってもよい。このように、過去の情報
を利用することで他の部分画像の情報を加味したより高精度な認識が可能となる。
【００４２】
　次に、注視情報算出モジュール１３０が、注視情報１３２を数２のように算出する。
【数２】

　本処理は、図９の例に示すＡｌｉｇｎ９１０に対応する。なお、ベクトルＶＥ、Ｗｈ、
Ｗｓは、学習すべきパラメータであり系列認識パラメータに含まれる。ａｉｊは、注視情
報であるベクトルａｊのｉ番目の要素である。ベクトルｓｊはｊ番目の出力系列特徴量で
ある。ニューラルネットで構成することにより、注視情報の抽出そのものも学習可能であ
るため、対象に適した注視処理が実現される。
【００４３】
　次に、注視処理（１）モジュール１４０が、注視系列特徴量１４２を数３のように算出
する。
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【数３】

　本処理は、図９の例に示すＡｔｔｅｎｔｉｏｎ９２０ａに対応する。
　また同様に、注視処理（２）モジュール１５０が、出力系列特徴量１６２を数４のよう
に算出する。

【数４】

　本処理は図９の例に示すＡｔｔｅｎｔｉｏｎ´９２０ｂに対応する。
【００４４】
　次に、復号モジュール１６０が、出力系列特徴量１６２を数５のように算出する。

【数５】

　ＣｅｌｌｄはＬＳＴＭやＧＲＵなどでよく、系列認識パラメータに含まれる学習すべき
パラメータを持つ。
【００４５】
　最後に、ラベル非依存予測モジュール１７０が、ラベルを算出することで、出力系列１
７２が得られる。本処理は、図９の例に示すＰｒｅｄ´９６５に対応する。具体的には、
数６のようにラベルを算出する。

【数６】

　なお、ベクトルＶｅ、Ｗｆ、ｂは学習すべきパラメータであり系列認識パラメータに含
まれる。前記の通り、これらパラメータはラベル間で同一のものを共有している。ｋはラ
ベルを表し、ｃ’

ｊｋはｊ番目の注視単文字確信度１５２のラベルｋの値である。σは入
力ベクトルの各要素にシグモイド関数を適用した結果のベクトルを返す関数である。ｃ’

’
ｊｋは非文字用の値を追加した単文字確信度である、これは必ずしもゼロである必要は

なく、行列演算のためのパディングである。ｃｏｎｃａｔはベクトルを連結する関数であ
る。
【００４６】
　図１１の例を用いて、図１の例に示した文字列認識装置１００に、窓処理モジュール１
１１０、統計情報記憶モジュール１１８０を付加した構成例を説明する。
　文字列認識装置１１００は、窓処理モジュール１１１０、符号化モジュール１１０、系
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列認識パラメータ記憶モジュール１２０、注視情報算出モジュール１３０、注視処理（１
）モジュール１４０、注視処理（２）モジュール１５０、復号モジュール１６０、ラベル
非依存予測モジュール１７０、統計情報記憶モジュール１１８０を有している。
　文字列認識装置１１００は、学習済みの単文字認識器（窓処理モジュール１１１０）と
統計情報（統計情報記憶モジュール１１８０）を利用する例を示している。
【００４７】
　窓処理モジュール１１１０は、符号化モジュール１１０、注視処理（２）モジュール１
５０と接続されている。窓処理モジュール１１１０は、入力画像１１０８を受けつけ、符
号化モジュール１１０に単文字特徴量１０８を、注視処理（２）モジュール１５０に単文
字確信度１４８を渡す。
　符号化モジュール１１０は、窓処理モジュール１１１０、系列認識パラメータ記憶モジ
ュール１２０、注視情報算出モジュール１３０、注視処理（１）モジュール１４０と接続
されている。符号化モジュール１１０は、窓処理モジュール１１１０より単文字特徴量１
０８を受け取り、注視情報算出モジュール１３０に入力系列特徴量１１２を渡す。
　系列認識パラメータ記憶モジュール１２０は、符号化モジュール１１０、復号モジュー
ル１６０、ラベル非依存予測モジュール１７０と接続されている。
　注視情報算出モジュール１３０は、符号化モジュール１１０、注視処理（１）モジュー
ル１４０、注視処理（２）モジュール１５０、復号モジュール１６０と接続されている。
注視情報算出モジュール１３０は、符号化モジュール１１０より入力系列特徴量１１２を
受け取り、注視処理（１）モジュール１４０、注視処理（２）モジュール１５０に注視情
報１３２を渡す。
　注視処理（１）モジュール１４０は、符号化モジュール１１０、注視情報算出モジュー
ル１３０、復号モジュール１６０と接続されている。注視処理（１）モジュール１４０は
、注視情報算出モジュール１３０より注視情報１３２を受け取り、復号モジュール１６０
に注視系列特徴量１４２を渡す。
　注視処理（２）モジュール１５０は、窓処理モジュール１１１０、注視情報算出モジュ
ール１３０、ラベル非依存予測モジュール１７０と接続されている。注視処理（２）モジ
ュール１５０は、窓処理モジュール１１１０より単文字確信度１４８、注視情報算出モジ
ュール１３０より注視情報１３２を受け取り、ラベル非依存予測モジュール１７０に注視
単文字確信度１５２を渡す。
　復号モジュール１６０は、系列認識パラメータ記憶モジュール１２０、注視情報算出モ
ジュール１３０、注視処理（１）モジュール１４０、ラベル非依存予測モジュール１７０
と接続されている。復号モジュール１６０は、注視処理（１）モジュール１４０より注視
系列特徴量１４２を受け取り、ラベル非依存予測モジュール１７０に出力系列特徴量１６
２を渡す。復号モジュール１６０は、
　ラベル非依存予測モジュール１７０は、系列認識パラメータ記憶モジュール１２０、注
視処理（２）モジュール１５０、復号モジュール１６０、統計情報記憶モジュール１１８
０と接続されている。ラベル非依存予測モジュール１７０は、注視処理（２）モジュール
１５０より注視単文字確信度１５２を、復号モジュール１６０より出力系列特徴量１６２
を受け取り、出力系列１７２を出力する。
　統計情報記憶モジュール１１８０は、ラベル非依存予測モジュール１７０と接続されて
いる。
【００４８】
　単文字認識器（窓処理モジュール１１１０）は、単文字認識を行うために内部で入力画
像１１０８の特徴量を作成している場合がある。すなわち、図１２の例に示すように、入
力画像１１０８に対して単文字特徴量１０８を算出し、さらに単文字確信度１４８を行う
（なお、単文字確信度算出はニューラルネットワークやサポートベクトルマシンなどであ
ることが一般的である）。
　単文字認識器（窓処理モジュール１１１０）は、特徴量抽出モジュール１２１０、単文
字確信度算出モジュール１２２０を有している。特徴量抽出モジュール１２１０は、単文
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字確信度算出モジュール１２２０と接続されている。特徴量抽出モジュール１２１０は、
入力画像１１０８を受け付け、単文字特徴量１０８を出力する。
　単文字確信度算出モジュール１２２０は、特徴量抽出モジュール１２１０と接続されて
いる。特徴量抽出モジュール１２１０は、単文字確信度１４８を出力する。単文字確信度
算出モジュール１２２０は、単文字特徴量１０８から、単文字確信度１４８を算出する。
単文字確信度算出モジュール１２２０を畳み込みニューラルネットワークで構成してもよ
い。
【００４９】
　文字列認識装置１１００では、窓処理モジュール１１１０から得られた単文字特徴量１
０８、単文字確信度１４８を利用する。
　以下、文字列認識装置１１００について、図１の例に示す文字列認識装置１００と異な
る部分を中心に説明する。
　まず、窓処理モジュール１１１０が学習済みの単文字認識器により単文字特徴量１０８
と単文字確信度１４８を算出する。具体的には、入力画像１１０８について固定サイズの
領域を文字列方向へ逐次移動して得られる部分画像列に対して単文字特徴量１０８と単文
字確信度１４８を算出する。もし、単文字認識器が畳み込みニューラルネットワーク（非
特許文献１、非特許文献３参照）である場合、予め部分画像列を作成するのではなく、画
像全体に対する畳み込み処理から得られる特徴量画像を部分領域に分ける処理順が計算速
度と容量の観点から効率がよい。
　また、ラベル非依存予測モジュール１７０は、直前のラベルを利用する。さらに、非文
字用フラグ（「非文字であるか否かを示す非文字用情報」の一例）を利用する。なお、非
文字とは＜ｂｏｓ＞や＜ｅｏｓ＞を指す。非文字フラグを利用することで非文字か否かの
識別が容易となる。この場合は、数７を用いて特徴量を算出する。
【数７】

　ｚｋは、非文字用フラグである。Ｐ（ｋ｜ｋ’）はラベルｋ’で条件付けられたラベル
ｋの生起確率、Ｐ（ｋ）はラベルｋの生起確率に相当する関数であり、統計情報に含まれ
る学習済みの値である。
　文字列認識装置１１００は、単文字認識器を含むため、予め単文字特徴量１０８を算出
しておく必要がない。また、非文字フラグと統計情報記憶モジュール１１８０内の統計情
報を利用するため、より精度の高い文字列認識を実現する。
【００５０】
　データエントリー業務等では、文字列認識装置１００又は文字列認識装置１１００によ
って出力された出力系列１７２を、操作者によって確認することが行われる。そのために
、表示モジュールは、出力系列１７２を表示する。その場合、表示モジュールが、入力画
像１１０８と対応させて出力系列１７２を表示すると、認識対象の文字列と認識結果であ
る出力系列１７２を比較することができるので、出力系列１７２の誤りを発見（又は、誤
りがないことを確認）しやすい。
　そして、表示モジュールは、出力系列１７２だけでなく、注視情報１３２と、注視単文
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字確信度１５２を、それぞれ出力系列１７２内の各文字に対応させて表示するようにして
もよい。例えば、図１３、図１４の例に示す表示を行う。
　つまり、注視単文字確信度１５２を利用し、文字認識結果（出力系列１７２）を分析す
る上で有用な可視化の例を説明する。データエントリー業務等では、文字列認識結果を分
析し、必要に応じて誤りの検出・訂正を人間が行う作業がある。このとき、図１３、図１
４の例に示すように、入力画像と出力系列に加え、注視情報、注視単文字確信度があるこ
とで、より効率的な分析が可能となる。さらに、出力確信度を含めて表示するようにして
もよい。なお、出力確信度とは、数６のｅｊｋ、又は、それを正規化した値である。
【００５１】
　図１３の例では、上から順に、ラベルごとに区別して、（ａ）注視情報、（ｂ）入力画
像、（ｃ）出力系列、（ｄ）注視単文字確信度、（ｅ）出力確信度を表示している。ここ
での注視情報は、図８の例に示したようにグラフ表現にしている。また、ラベル毎に色を
異ならせるように表示して、対応がわかりやすいようにしている。例えば、左端の注視情
報のグラフ、出力系列の「富」を同じ赤色で表示している。このほか、左端の注視単文字
確信度、左端の出力確信度も同じ赤色で表示してもよい。
　注視情報により、作業者があるラベルが入力画像のどの位置に相当するかを判別するこ
とを可能にする。注視単文字確信度は単文字としての認識の確信度であるのに対して、出
力確信度は前後関係を加味した認識の確信度である。この違いを利用して作業者は認識結
果を多角的に分析することが可能となる。
　また、図１４の例では、上から順に、ラベルごとに区別して、（ａ）入力画像上での注
視情報、（ｂ）出力系列、（ｃ）注視単文字確信度、（ｄ）出力確信度を表示している。
ここでの注視情報は、入力画像上において濃淡で表示している。また、作業者が選択した
部分のみ強調されて表示するようにしてもよい。図１４の例では、マウスカーソル１４１
０のある位置の「士」について、出力系列の枠を実線（他の出力系列は点線の枠）にし、
注視情報を入力画像内の濃淡で表示し（該当部分画像を白で表示し）、注視単文字確信度
と出力確信度を太字にしている。
【００５２】
　なお、本実施の形態としてのプログラムが実行されるコンピュータのハードウェア構成
は、図１５に例示するように、一般的なコンピュータであり、具体的にはパーソナルコン
ピュータ、サーバーとなり得るコンピュータ等である。つまり、具体例として、処理部（
演算部）としてＣＰＵ１５０１を用い、記憶装置としてＲＡＭ１５０２、ＲＯＭ１５０３
、ＨＤＤ１５０４を用いている。ＨＤＤ１５０４として、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄ
ｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、フラッシュ・メモリであるＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄ
ｒｉｖｅ）等を用いてもよい。符号化モジュール１１０、注視情報算出モジュール１３０
、注視処理（１）モジュール１４０、注視処理（２）モジュール１５０、復号モジュール
１６０、ラベル非依存予測モジュール１７０、窓処理モジュール１１１０等のプログラム
を実行するＣＰＵ１５０１と、そのプログラムやデータを記憶するＲＡＭ１５０２と、本
コンピュータを起動するためのプログラム等が格納されているＲＯＭ１５０３と、系列認
識パラメータ記憶モジュール１２０、統計情報記憶モジュール１１８０等としての機能を
有する補助記憶装置であるＨＤＤ１５０４と、キーボード、マウス、タッチスクリーン、
マイク、カメラ（視線検知カメラ等を含む）等に対する利用者の操作（動作、音声、視線
等を含む）に基づいてデータを受け付ける受付装置１５０６と、ＣＲＴ、液晶ディスプレ
イ、スピーカー等の出力装置１５０５と、ネットワークインタフェースカード等の通信ネ
ットワークと接続するための通信回線インタフェース１５０７、そして、それらをつない
でデータのやりとりをするためのバス１５０８により構成されている。これらのコンピュ
ータが複数台互いにネットワークによって接続されていてもよい。
【００５３】
　前述の実施の形態のうち、コンピュータ・プログラムによるものについては、本ハード
ウェア構成のシステムにソフトウェアであるコンピュータ・プログラムを読み込ませ、ソ
フトウェアとハードウェア資源とが協働して、前述の実施の形態が実現される。
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　なお、図１５に示すハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであり、本実施の形
態は、図１５に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュールを実行可能
な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（例えば特定用途
向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）や再構成可能な集積回路（ｆｉｅｌｄ－ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ：ＦＰＧＡ）等）で構成してもよく、一部のモジュールは外
部のシステム内にあり通信回線で接続している形態でもよく、さらに図１５に示すシステ
ムが複数互いに通信回線によって接続されていて互いに協調動作するようにしてもよい。
また、特に、パーソナルコンピュータの他、ロボット、複写機、ファックス、スキャナ、
プリンタ、複合機（スキャナ、プリンタ、複写機、ファックス等のいずれか２つ以上の機
能を有している画像処理装置）などに組み込まれていてもよい。
【００５４】
　前述の実施の形態においては、文字列画像を認識対象とした例を示したが、オンライン
文字認識における文字列ストロークを対象としてもよい。つまり、入力パターンの部分パ
ターンとして、文字列が記載された入力画像の部分画像を対象としてもよいし、入力パタ
ーンの部分パターンとして、手書き入力パターンの部分パターンを対象としてもよい。
【００５５】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通等のために用いられる、プログラムが記録されたコ
ンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリーカー
ド等が含まれる。
　そして、前記のプログラムの全体又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通
等させてもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワー
ク（ＷＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線
ネットワーク、又は無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用
いて伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分若しくは全部であってもよく、
又は別個のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に
分割して記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化等、復元可能であればどのような態
様で記録されていてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１００…文字列認識装置
　１０８…単文字特徴量
　１１０…符号化モジュール
　１１２…入力系列特徴量
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　１２０…系列認識パラメータ記憶モジュール
　１３０…注視情報算出モジュール
　１３２…注視情報
　１４０…注視処理（１）モジュール
　１４２…注視系列特徴量
　１４８…単文字確信度
　１５０…注視処理（２）モジュール
　１５２…注視単文字確信度
　１６０…復号モジュール
　１６２…出力系列特徴量
　１７０…ラベル非依存予測モジュール
　１７２…出力系列
　３００…文字認識モジュール
　４００…単文字認識モジュール
　５０８…部分画像
　５１０…Ｅｍｂ＿ｅ
　５１２…入力特徴量
　５１５…符号化モジュール
　５２０…Ｃｅｌｌ＿ｅ
　５２２…入力系列特徴量
　５２２－１…（直前の）入力系列特徴量
　５２２－２…入力系列特徴量
　５５０…復号モジュール
　５５５…Ｅｍｂ＿ｄ
　５５７…出力特徴量
　５６０…Ｃｅｌｌ＿ｄ
　５６２…出力系列特徴量
　５６５…Ｐｒｅｄ
　５６７…出力ラベル
　５９０…出力系列
　７１０…Ａｌｉｇｎ
　７１２…注視情報
　７２０…Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ
　７２２…注視系列特徴量
　９１０…Ａｌｉｇｎ
　９２０…Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ
　９６０…Ｃｅｌｌ＿ｄ
　９６５…Ｐｒｅｄ´
　１０００…単文字確信度
　１０１０…ラベル
　１０２０…確信度
　１１００…文字列認識装置
　１１０８…入力画像
　１１１０…窓処理モジュール
　１１７２…出力系列
　１１８０…統計情報記憶モジュール
　１２１０…特徴量抽出モジュール
　１２２０…単文字確信度算出モジュール
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