
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多値画像を二値化して、第１の二値画像を生成する第１の二値化手段と、
　
　前記第１の二値化手段とは異なる方法で前記多値画像を二値化して、第２の二値画像を
生成 する第２の二値化手段と、
　前記第１の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出する抽出手段と、
　前記第２の二値画像を用いて、抽出された罫線候補領域

が罫線に対応する 判定する判定手段と、
　罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする罫線抽出装置。
【請求項２】
　前記第１の二値化手段は、前記第１の二値画像として、潰れ気味の二値画像を生成し、
前記第２の二値化手段は、前記第２の二値画像として、掠れ気味の二値画像を生成し、前
記判定手段は、該掠れ気味の二値画像と前記多値画像を用いて判定を行うことを特徴とす
る請求項１記載の罫線抽出装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記罫線候補領域の範囲内で、前記掠れ気味の二値画像における黒画
素領域の濃度と白画素領域の濃度の差を求め、該濃度の差がしきい値より小さければ、該
白画素領域の画素を黒画素とみなすことを特徴とする請求項２記載の罫線抽出装置。
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前記第１の二値画像を記憶する記憶手段と、

し、前記記憶手段に格納

内の黒画素の割合が一定値より
大きいとき、該罫線候補領域 と



【請求項４】
　前記判定手段は、前記黒画素領域と白画素領域を囲む領域に対応する、潰れ気味の二値
画像の領域において、黒画素密度を求め、該黒画素密度が一定値以上であれば、前記しき
い値を大きくする方向へ変化させ、該黒画素密度が一定値より小さければ、該しきい値を
小さくする方向へ変化させることを特徴とする請求項３記載の罫線抽出装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記罫線候補領域の範囲内で、前記掠れ気味の二値画像における黒画
素領域と白画素領域を求め、該黒画素領域と白画素領域を囲む領域に対応する、潰れ気味
の二値画像の領域において、黒画素密度を求め、該黒画素密度が一定値以上であれば、該
黒画素領域の濃度と該白画素領域の濃度の差を求め、該濃度の差が一定値より小さければ
、該白画素領域の画素を黒画素とみなすことを特徴とする請求項２記載の罫線抽出装置。
【請求項６】
　罫線に対応すると判定された縦方向の罫線候補領域と横方向の罫線候補領域の距離が一
定値より小さいとき、該縦方向の罫線候補領域と横方向の罫線候補領域の間の領域の二値
画像から、一定値より大きなサイズのパターンを抽出する手段をさらに備え、前記出力手
段は、抽出されたパターンを罫線の角部として出力することを特徴とする請求項１

記載の罫線抽出装置。
【請求項７】
　 から判定対象領域を抽出する抽出手段
と、前記判定対象領域に含まれる罫線の輪郭部分について、罫線に垂直な方向の濃度変化
に基づく評価値を求め、該評価値が一定値以上であれば、該判定対象領域を必要な罫線領
域であると判定し、該評価値が一定値より小さければ、該判定対象領域を不要な罫線領域
であると判定する判定手段と、前記必要な罫線領域の情報を出力する出力手段とを
備えることを特徴とする 罫線抽出装置。
【請求項８】
　 から判定対象領域を抽出する抽出手段
と、前記判定対象領域に含まれる罫線の輪郭部分について、罫線に垂直な方向の濃度変化
と罫線に平行な方向の濃度変化とに基づく評価値を求め、該評価値が一定値以上であれば
、該判定対象領域を必要な罫線領域であると判定し、該評価値が一定値より小さければ、
該判定対象領域を不要な罫線領域であると判定する判定手段と、前記必要な罫線領域の情
報を出力する出力手段とを 備えることを特徴とする 罫線抽出装置。
【請求項９】
　 から複数の判定対象領域を抽出する抽
出手段と、各判定対象領域に含まれる罫線の輪郭部分について、罫線に垂直な方向の濃度
変化に基づく評価値を求め、該評価値の分布に基づいて、前記複数の判定対象領域を２つ
のグループに分割し、該評価値が大きい方のグループに属する判定対象領域を、必要な罫
線領域であると判定し、該評価値が小さい方のグループに属する判定対象領域を、不要な
罫線領域であると判定する判定手段と、前記必要な罫線領域の情報を出力する出力手段と
を 備えることを特徴とする 罫線抽出装置。
【請求項１０】
　 から判定対象領域を抽出する抽出手段と、前記判定対象領域に含まれるパ
ターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向に垂直な方向の濃度変化に基づく評価値を
求め、該評価値が一定値以上であれば、該判定対象領域を必要なパターン領域であると判
定し、該評価値が一定値より小さければ、該判定対象領域を不要なパターン領域であると
判定する判定手段と、前記必要なパターン領域の情報を出力する出力手段とを 備え
ることを特徴とする 抽出装置。
【請求項１１】
　 多値画像の局所的二値化処理を行う第１の

二値化手段と、前記局所的二値化処理により注目画素が白画素と判定されたとき、該
注目画素の近傍領域内で白画素と判定された画素を対象として、再度、局所的二値化処理
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罫線に対応すると判定された複数の罫線候補領域

さらに
請求項１記載の

罫線に対応すると判定された複数の罫線候補領域

さらに 請求項１記載の

罫線に対応すると判定された複数の罫線候補領域

さらに 請求項１記載の

前記多値画像

さらに
請求項１記載の罫線

前記第１または第２の二値化手段は、前記 局
所的



を行う第２の 二値化手段 ことを特徴とする 。
【請求項１２】
　 多値画像の局所的二値化処理を行う第１の

二値化手段と、前記局所的二値化処理により注目画素が白画素と判定されたとき、該
注目画素の近傍領域の形を変更して、再度、局所的二値化処理を行う第２の 二値化
手段 ことを特徴とする 。
【請求項１３】
　 多値画像の局所的二値化処理を行う第１の 二値化
手段と、前記局所的二値化処理により注目画素が白画素と判定されたとき、該注目画素の
近傍領域内の黒画素の平均濃度と白画素の平均濃度を比較して、再度局所的二値化処理を
行うか否かを決定する決定手段と、再度局所的二値化処理を行うと決定されたとき、前記
近傍領域内で白画素と判定された画素を対象として、局所的二値化処理を行う第２の

二値化手段 ことを特徴とする 。
【請求項１４】
　 多値画像 局所的二値化処理において、注目画素の近傍
領域内のパターンの複雑さに基づいて、該注目画素が背景であるか否かを判定する判定手
段と、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記局所的二値化処理を行う 二値化手
段 ことを特徴とする 。
【請求項１５】
　 多値画像の局所的二値化処理を行う 二値化手段と
、前記局所的二値化処理により注目画素が白画素と判定されたとき、該注目画素の近傍領
域内に、該注目画素を含む縦長領域および横長領域のうち少なくとも一方を設定し、設定
された領域内の黒画素の割合が一定値より大きいとき、該注目画素を黒画素と判定する判
定手段 ことを特徴とする 。
【請求項１６】
　コンピュータのためのプログラムを記録した記録媒体であって、該プログラムは、
　多値画像を二値化して、第１の二値画像を生成し、
　
　前記第１の二値画像とは異なる方法で前記多値画像を二値化して、第２の二値画像を生
成し、
　
　前記第１の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出し、
　前記第２の二値画像を用いて、抽出された罫線候補領域

が罫線に対応する 判定し、
　罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する
処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録
媒体。
【請求項１７】
　

【請求項１８】
　

【請求項１９】
　 プログラムは、 から判定対象領域
を抽出し、前記判定対象領域に含まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向
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局所的 とを含む 請求項１記載の罫線抽出装置

前記第１または第２の二値化手段は、前記 局
所的

局所的
とを含む 請求項１記載の罫線抽出装置

前記第２の二値化手段は、前記 局所的

局所
的 とを含む 請求項１記載の罫線抽出装置

前記第２の二値化手段は、前記 の

局所的
とを含む 請求項１記載の罫線抽出装置

前記第２の二値化手段は、前記 局所的

とを含む 請求項１記載の罫線抽出装置

前記第１の二値画像を記憶手段に格納し、

前記第２の二値画像を前記記憶手段に格納し、

内の黒画素の割合が一定値より
大きいとき、該罫線候補領域 と

前記プログラムは、前記第１の二値画像として、潰れ気味の二値画像を生成し、前記第
２の二値画像として、掠れ気味の二値画像を生成し、該掠れ気味の二値画像と前記多値画
像を用いて前記罫線候補領域が前記罫線に対応するか否かを判定する処理を前記コンピュ
ータに実行させることを特徴とする請求項１６記載の記録媒体。

前記プログラムは、前記罫線候補領域の範囲内で、前記掠れ気味の二値画像における黒
画素領域の濃度と白画素領域の濃度の差を求め、該濃度の差がしきい値より小さければ、
該白画素領域の画素を黒画素とみなす処理を前記コンピュータに実行させることを特徴と
する請求項１７記載の記録媒体。

前記 罫線に対応すると判定された複数の罫線候補領域



に垂直な方向の濃度変化に基づく評価値を求め、前記評価値が一定値以上であれば、前記
判定対象領域を必要なパターン領域であると判定し、前記評価値が一定値より小さければ
、前記判定対象領域を不要なパターン領域であると判定し、前記必要なパターン領域の情
報を出力する処理を前記コンピュータに 実行させることを特徴とする

記録媒体。
【請求項２０】
　多値画像を二値化して、第１の二値画像を生成し、
　
　前記第１の二値画像とは異なる方法で前記多値画像を二値化して、第２の二値画像を生
成し、
　
　前記第１の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出し、
　前記第２の二値画像を用いて、抽出された罫線候補領域

が罫線に対応する 判定し、
　罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する
処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項２１】
　

【請求項２２】
　

【請求項２３】
　 から判定対象領域を抽出し、前記判定
対象領域に含まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向に垂直な方向の濃度
変化に基づく評価値を求め、前記評価値が一定値以上であれば、前記判定対象領域を必要
なパターン領域であると判定し、前記評価値が一定値より小さければ、前記判定対象領域
を不要なパターン領域であると判定し、前記必要なパターン領域の情報を出力する処理を

コンピュータに 実行させる プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、濃淡画像（ gray scale image）やカラー画像等の多値画像から罫線を抽出する
罫線抽出装置と、多値画像から任意のパターンを抽出するパターン抽出装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、スキャナ等の入力機器の普及に伴って、コンピュータにより文書画像を取り扱う機
会が増加しており、ＯＣＲ（ Optical Character Reader）の需要が増加している。ＯＣＲ
は、ソフトウェアまたは文字認識装置として、ユーザに提供される。
【０００３】
入力機器により入力された画像が濃淡画像である場合、文字認識装置において、適当な方
法で画像を二値化する必要がある。特に、ＯＨＲ（ Over Head Reader）のような非接触型
画像入力装置を用いた場合、スキャナと比較して、濃淡むら、影、歪み等の画像の劣化が
見られることが多い。このため、適切な二値化を行うことが重要となる。
【０００４】
従来使用されている二値化方法としては、画像全体を同一しきい値で二値化する大局的二
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さらに 請求項１６記
載の

前記第１の二値画像を記憶手段に格納し、

前記第２の二値画像を前記記憶手段に格納し、

内の黒画素の割合が一定値より
大きいとき、該罫線候補領域 と

前記第１の二値画像として、潰れ気味の二値画像を生成し、前記第２の二値画像として
、掠れ気味の二値画像を生成し、該掠れ気味の二値画像と前記多値画像を用いて前記罫線
候補領域が前記罫線に対応するか否かを判定する処理を前記コンピュータに実行させるこ
とを特徴とする請求項２０記載のプログラム。

前記罫線候補領域の範囲内で、前記掠れ気味の二値画像における黒画素領域の濃度と白
画素領域の濃度の差を求め、該濃度の差がしきい値より小さければ、該白画素領域の画素
を黒画素とみなす処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とする請求項２１記載
のプログラム。

罫線に対応すると判定された複数の罫線候補領域

前記 さらに ことを特徴とする請求項２０記載の



値化と、画像の局所的な領域に注目して二値化を行う局所的二値化とがある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、帳票のように、罫線を含む文書の濃淡画像から罫線を抽出する場合、上述
した従来の二値化方法には、以下のような問題がある。
【０００６】
大局的二値化においては、画像に影があったりして、画像の濃度（ gray level）が部分的
に変動する場合には、二値化結果が掠れたり、潰れたりして、正確に罫線を抽出すること
ができない。
【０００７】
また、局所的二値化においては、影の影響はかなり削減されるが、注目画素周辺の近傍領
域を対象として二値化処理を行うため、薄い罫線の近くに濃い文字が存在する場合等は、
罫線部分が背景であると誤認されてしまう可能性がある。さらに、濃淡むら等を原因とす
るノイズが二値化されて黒パターンになってしまい、罫線抽出処理に悪影響を与えてしま
う。
【０００８】
また、いずれの二値化方法においても、罫線と背景の濃度差がほとんどない場合には、二
値化結果が掠れたり、潰れたりして、正確に二値化が行われないことが多い。
【０００９】
このように、従来の大局的二値化および局所的二値化では、掠れや潰れのない良好な二値
画像を常に得られるという訳ではない。したがって、得られた二値画像を用いて罫線抽出
処理を行うと、掠れまたは潰れのために、罫線が正確に抽出できないという問題がある。
【００１０】
また、帳票等では、紙の裏側に書かれた罫線、文字、図形等のパターンや、冊子の場合、
次のページに書かれたパターンが、紙を通して薄く見えることがある。このような場合、
入力された画像にも、裏から透けて見えるパターンが写ってしまい、入力画像から特定の
パターンを抽出する際に、不要な裏写りのパターンを抽出してしまうという問題もある。
【００１１】
本発明の第１の課題は、濃淡画像に影があったり、罫線と背景の濃度差が少ないような場
合であっても、正確に罫線を抽出することができる罫線抽出装置を提供することである。
【００１２】
また、本発明の第２の課題は、濃淡画像等の多値画像から、罫線を含む任意のパターンを
抽出する際に、必要なパターンを正確に抽出することができるパターン抽出装置を提供す
ることである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
図１は、本発明の第１の局面における罫線抽出装置の原理図である。図１の罫線抽出装置
は、二値化手段１１、１２、抽出手段１３、判定手段１４、および出力手段１５を備える
。
【００１４】
二値化手段１１は、多値画像１６を二値化して、第１の二値画像１７を生成し、二値化手
段１２は、二値化手段１１とは異なる方法で多値画像を二値化して、第２の二値画像１８
を生成する。抽出手段１３は、二値画像１７を用いて罫線候補領域を抽出し、判定手段１
４は、二値画像１８を用いて、抽出された罫線候補領域が罫線に対応するか否かを判定す
る。そして、出力手段１５は、罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力す
る。
【００１５】
二値化手段１１は、入力された多値画像１６から、罫線候補領域をもれなく抽出可能な二
値画像１７を生成し、二値化手段１２は、多値画像１６から、罫線候補領域を正確に検証
可能な二値画像１８を生成する。二値画像１７としては、例えば、膨張したパターンを含
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む潰れ気味の二値画像が生成され、二値画像１８としては、例えば、パターンの薄い部分
が省略された掠れ気味の二値画像が生成される。
【００１６】
抽出手段１３は、潰れ気味の二値画像１７から罫線の候補となる領域を抽出し、判定手段
１４は、掠れ気味の二値画像１８を用いて、その候補領域が実際の罫線に対応するか否か
を判定する。そして、出力手段１５は、罫線に対応する領域のみを抽出結果として出力す
る。
【００１７】
このように、多値画像を２種類の異なる方法で二値化することで、得られた２種類の二値
画像をそれぞれ目的に合わせて使用することが可能となる。そして、一方の二値画像を用
いて罫線候補領域を抽出し、もう一方の二値画像を用いて罫線候補領域を検証することで
、罫線をより正確に抽出することができる。
【００１８】
　例えば、図１の二値化手段１１、１２、抽出手段１３、および判定手段１４は、後述す
る図 のＣＰＵ（中央処理装置） およびメモリ の組み合わせに対応し、図
１の出力手段１５は、図 の出力装置 に対応する。
【００１９】
　また、本発明の第２の局面において、パターン抽出装置は、抽出手段、判定手段、およ
び出力手段を備える。例えば、抽出手段および判定手段は、図 のＣＰＵ および
メモリ の組み合わせに対応し、出力手段は、図 の出力装置 に対応する。
【００２０】
抽出手段は、多値画像から判定対象領域を抽出する。判定手段は、その判定対象領域に含
まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向に垂直な方向の濃度変化に基づく
評価値を求め、その評価値が一定値以上であれば、判定対象領域を必要なパターン領域で
あると判定し、評価値が一定値より小さければ、判定対象領域を不要なパターン領域であ
ると判定する。そして、出力手段は、必要なパターン領域の情報を出力する。
【００２１】
抽出手段は、多値画像から、必要なパターンを含むか否かを判定するための判定対象領域
を抽出する。判定手段は、その領域に含まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接
線方向に垂直な方向の濃度変化に基づき、評価値を計算する。そして、評価値が一定値以
上であれば、判定対象領域を必要なパターンを含む領域であると判定し、評価値が一定値
より小さければ、判定対象領域を不要なパターンを含む領域であると判定する。そして、
出力手段は、必要なパターン領域のみを抽出結果として出力する。
【００２２】
通常、裏写りのパターンは、表側のパターンと比較して、輪郭がぼやけ、にじんだような
形状になっているという特徴がある。裏写りのパターンの輪郭がぼやけるということは、
パターンの輪郭から内側へ向けての濃度変化が少なく、また、逆に輪郭が鮮明であるとい
うことは、その濃度変化が大きいことであるといえる。
【００２３】
　そこで、輪郭線の接線方向に垂直な方向の濃度変化に対応する評価値を用いることで、
抽出されたパターンが紙の表側に書かれたもの（必要なパターン）であるか、裏写り（不
要なパターン）であるかを判定することができる。このような判定を行うことで、抽出さ
れたパターン領域から、不要な裏写りパターンのパターン領域を除外して、表側のパター
ンのパターン領域のみを、必要なパターン領域として出力することができる。
　

10

20

30

40

50

(6) JP 3904840 B2 2007.4.11

２８ １０１ １０２
２８ １０４

２８ １０１
１０２ ２８ １０４

本発明の別の罫線抽出装置は、二値化手段１１、１２、抽出手段１３、判定手段１４、
出力手段１５、および記憶手段を備える。二値化手段１１は、多値画像を二値化して、第
１の二値画像１７を生成し、記憶手段は、その二値画像１７を記憶する。二値化手段１２
は、二値化手段１１とは異なる方法で多値画像を二値化して、第２の二値画像１８を生成
し、記憶手段に格納する。抽出手段１３は、二値画像１７を用いて罫線候補領域を抽出し
、判定手段１４は、二値画像１８を用いて、抽出された罫線候補領域内の黒画素の割合が



【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
本実施形態においては、濃淡画像から２種類の異なる処理により得られた２種類の二値画
像と、元の濃淡画像とを、各処理の目的に応じて使い分けながら、罫線を抽出する。これ
らの二値画像としては、掠れ気味の二値画像と、潰れ気味でノイズのある二値画像とを用
いる。
【００２５】
最初に、潰れ気味の二値画像を用いて罫線候補の位置を検出する。このような潰れ気味の
二値画像を用いることで、掠れの影響を考慮せずに、罫線候補の領域を抽出することが可
能となる。次に、掠れ気味の二値画像および濃淡画像を用いて、罫線候補として抽出され
た領域が罫線であるか否かを判定する。このとき、二値化結果が黒となった領域の濃度と
、二値化結果が白となった領域の濃度を比較して、濃度差が小さい領域を統合していくこ
とで、罫線部分を抽出する。
【００２６】
このように、濃淡画像から罫線を抽出する処理において、濃淡画像から掠れ気味の二値画
像と潰れ気味の二値画像を作成することで、異なる二値画像をそれぞれ目的に合わせて使
用することが可能となり、罫線部分が正確に抽出される。
【００２７】
処理の対象は、濃淡情報を持つ濃淡画像であり、スキャナ等の接触型入力装置により入力
された画像と、ＯＨＲ等の非接触型入力装置により入力された画像の両方を含む。また、
画像に影があるか否かは問わず、罫線濃度が薄い場合であっても、処理の対象とする。抽
出の対象となる罫線は、主として、実線で構成される罫線を想定しており、点線は必ずし
も想定していない。
【００２８】
図２は、本実施形態の罫線抽出装置による処理のフローチャートである。罫線抽出装置は
、まず、濃淡画像を入力し（ステップＳ１）、潰れ気味の二値画像を生成して（ステップ
Ｓ２）、その二値画像を処理対象とする（ステップＳ３）。そして、全線分候補抽出処理
を行い、横方向および縦方向に黒画素密度の高い領域を、罫線候補領域として抽出する（
ステップＳ４）。
【００２９】
次に、濃淡画像から掠れ気味の二値画像を生成し（ステップＳ５）、その二値画像を処理
対象とする（ステップＳ６）。そして、線分検証処理を行い、ステップＳ４で抽出された
罫線候補領域が罫線であるか否かを判定する（ステップＳ７）。そして、線分統合処理を
行い（ステップＳ８）、端線分抽出処理を行い（ステップＳ９）、丸角抽出処理を行って
（ステップＳ１０）、処理を終了する。
【００３０】
次に、図３から図１３までを参照しながら、図２の各処理について具体的に説明する。
図２の処理では、入力された濃淡画像から文字、罫線等のストローク画素（パターン）を
抽出する際に、掠れのない潰れ気味の二値画像と、潰れはないが多少掠れのある二値画像
の２種類の二値画像が作成される。
【００３１】
一般に、影・濃淡むらに対して安定した二値画像を得るためには、一定しきい値による二
値化では不充分なため、 Niblack の局所的二値化が用いられる。 Niblack の局所的二値化
とは、各画素の閾値Ｔ＝Ｅ＋Ｋσ（Ｅ：対象画素の近傍領域の画素濃度の平均、σ：対象
画素の近傍領域の画素濃度の標準偏差、Ｋ：所定の定数）として、画素毎に二値化を実行
する方法である。画素の近傍領域としては、対象画素を中心とするＮ×Ｎ（Ｎは定数）の
矩形領域が用いられる。
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一定値より大きいとき、その罫線候補領域が罫線に対応すると判定する。そして、出力手
段１５は、罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する。



【００３２】
しかし、この方法をそのまま適用すると、背景および太い線の内部において、画素近傍の
すべての画素が一様な濃度であるため、ごま塩状ノイズが発生してしまう。そこで、本実
施形態では、このごま塩状ノイズを除去するために、先願の「画像処理装置及び画像処理
方法」（特願平１１－３３５４９５）に記載された背景判別による二値化処理を、基本と
なる二値化処理として用いることにする。
【００３３】
この方法では、画素近傍毎に得られる情報を元に対象画素が背景であるか否かを判別する
背景判別処理を、 Niblack の局所的二値化と組み合わせて用いる。例えば、対象画素の局
所しきい値Ｔにより白と判定された画素を白画素とし、そのしきい値Ｔにより黒と判定さ
れた画素を黒画素として、平均濃度差Δｇを次式により定義する。
【００３４】
Δｇ＝近傍領域内の白画素の平均濃度－近傍領域内の黒画素の平均濃度
このとき、Δｇが所定のしきい値Δｇ min より小さければ、対象画素は背景と判定され、
背景と判定されなかった画素について、 Niblack の局所的二値化が行われる。このような
背景判別処理を用いることで、影あり画像に対しても掠れやノイズのかなり少ない良好な
二値化結果を得ることができる。
【００３５】
図２のステップＳ２では、罫線抽出装置は、濃淡画像に対して背景判別による二値化処理
を行い、注目画素が白画素と判定された場合、その画素を対象として、再度、背景判別に
よる二値化処理を行う。２回目の背景判別による二値化処理においては、注目画素を中心
とする近傍領域（局所領域）内で、黒画素と判断された画素は処理対象から除く。
【００３６】
例えば、図３に示すように、罫線上の注目画素２１（×印の画素）の近傍領域２２（点線
で囲まれた矩形領域）内に、異なる濃度の黒領域２３、２４がある場合、１回の二値化処
理だけでは、黒領域２４内の画素２１が白画素と判断される可能性がある。しかし、黒領
域２３を除外して２回目の二値化処理を行うことで、画素２１を正確に黒画素と判断する
ことが可能となる。
【００３７】
ただし、黒領域２４が黒領域２３と比較してごく薄い場合であっても、画素２１は黒画素
と判断される。このように、ステップＳ２の二値化処理では、本来黒画素と判断したくな
い部分に関しても黒画素とみなされるため、ストロークの膨張やノイズの増加が起こる。
したがって、得られる二値画像は、潰れ気味ではあるが掠れはほとんどない画像となる。
【００３８】
このように、１回目の局所的二値化を行った結果、注目画素が白画素と判断された場合、
その注目画素の近傍領域内で白画素と判断された画素のみを対象として、再度、局所的二
値化が行われる。これにより、薄い罫線の近くに濃い文字パターンが存在しているような
場合であっても、罫線部分を白画素と誤認することが防止できる。
【００３９】
ここでは、２回目の二値化処理において、１回目の二値化処理で黒画素と判断された画素
を除外するものとしたが、その代わりに、近傍領域の形を変更することも可能である。例
えば、２回目の処理における近傍領域として、注目画素を含む縦長、横長、斜め方向等の
複数の領域を用いて判定を行う。そして、それらの領域による複数の判定結果のうち、ど
れか１つでも注目画素が黒画素と判定されたものがあれば、注目画素は黒画素であると判
断する。
【００４０】
このように、近傍領域の形を変更して、再度、局所的二値化を行うことで、薄い罫線の近
くに濃い文字パターンが存在しているような場合であっても、罫線部分を白画素と誤認す
ることが防止できる。
【００４１】
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また、図２のステップＳ５では、罫線抽出装置は、濃淡画像に対して背景判別による二値
化処理を行い、注目画素が白画素と判定されたとき、その注目画素の近傍領域内の黒画素
の平均濃度と白画素の平均濃度を比較して、再度二値化処理を行うか否かを決定する。そ
して、２つの平均濃度が所定の条件を満たせば、２回目の背景判別による二値化処理を行
う。この条件としては、例えば、以下のようなものが用いられる。
（１）近傍領域内の平均濃度比が一定値以上
（２）近傍領域内の平均濃度差が一定値以上
（３）近傍領域内の平均濃度比および平均濃度差が一定値以上
ここで、平均濃度比および平均濃度差は、例えば、次式により定義される。
【００４２】
平均濃度比＝白画素の平均濃度／黒画素の平均濃度
平均濃度差＝白画素の平均濃度－黒画素の平均濃度
そして、このような条件が満たされる場合にのみ、２回目の二値化処理が行われる。この
場合も、ステップＳ２の処理と同様に、注目画素を中心とする近傍領域内で黒画素と判断
された画素を処理対象から除くか、または、近傍領域の形を変更して、２回目の二値化処
理を行うものとする。
【００４３】
注目画素が白画素と判断され、かつ、近傍領域内の平均濃度比または平均濃度差の値が大
きいということは、注目画素以外の部分に濃い黒画素が存在する可能性があることを表し
ている。そこで、注目画素を正確に二値化するために、注目画素以外の部分の濃い黒画素
を除外して、再度、判定を行う。しかし、平均濃度比または平均濃度差の値が小さい場合
には、２回目の二値化処理が行われないため、掠れが残ることになる。
【００４４】
また、先願の背景判別処理では、平均濃度差を用いて判別を行っていたが、ここでは、新
たにパターンの複雑さを表す輪郭率という判断基準を設ける。輪郭率は、注目画素を中心
とする近傍領域中の黒画素の分布（パターン）の複雑さを示す値であり、輪郭数／黒画素
数で表される。ここで、輪郭数は、近傍領域内の黒画素に接する白画素の数であり、黒画
素数は、近傍領域内の黒画素の数である。そして、この輪郭率の値が一定値以上となった
場合には、注目画素は背景であるものとみなして、その二値化結果を白とする。
【００４５】
このように、輪郭率を判断基準として用いて、それが一定値以上である場合に注目画素を
背景と判断することで、背景中のノイズを取り除き、良好な二値画像を得ることができる
。
【００４６】
上述したように、ここでは、１回目の局所的二値化を行った結果、注目画素が白画素と判
断された場合、その注目画素の近傍領域内で白画素と判断された画素のみを対象として再
度局所的二値化を行うか否かを、近傍領域内の平均濃度比と平均濃度差のうち少なくとも
一方の値に従って決定する。
【００４７】
これにより、薄い罫線の近くに濃い文字パターンが存在しているような場合であっても、
罫線部分を白画素と誤認することが防止され、かつ、二値化結果のパターンが膨張するこ
とも防止される。こうして得られた二値画像は、多少の掠れを含むが、それ以外の罫線／
文字ストロークは良好に二値化されている画像である。
【００４８】
さらに、近傍領域毎に得られる情報から、注目画素が縦または横直線の一部である可能性
が高い場合には、その注目画素の二値化結果を黒とすることも考えられる。
【００４９】
この場合、まず、近傍領域を対象に算出された二値化しきい値を用いて、近傍領域内の各
画素が白または黒のどちらになるかを判断する。次に、その結果に対して、注目画素を中
心とする一定幅（例えば、１ドット幅）の縦長領域および横長領域を設定する。そして、
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縦長領域または横長領域内に黒画素が一定割合以上含まれている場合は、注目画素は縦直
線または横直線の一部である可能性が高いと判断して、その二値化結果を黒とする。
【００５０】
このように、白画素と判断された注目画素を含む縦長パターンまたは横長パターンが存在
した場合に、その注目画素を黒画素とみなすことで、多少の掠れのある縦横方向成分であ
っても、それを正確に二値化することができる。
【００５１】
次に、図２のステップＳ４では、罫線抽出装置は、ステップＳ２で作成された潰れ気味の
二値画像を用いて、全線分候補抽出処理を行い、罫線候補領域を抽出する。ここでは、先
願の「画像抽出方式」（特開平６－３０９４９８）に記載された線分抽出処理を用いて、
二値画像から直線の候補領域を抽出する。
【００５２】
この線分抽出処理では、二値画像に対して隣接投影値を算出し、直線候補領域を矩形近似
により検出する。隣接投影とは、ある行または列の黒画素の投影値に、その周囲の行また
は列の投影値を足し合わせた結果を、その行または列の投影値とする投影法である。この
投影法によれば、ある行または列の周囲の黒画素の分布を大局的にとらえることが可能で
ある。二値画像の縦横両方向について、同様の処理が行われる。
【００５３】
罫線候補領域の検出結果は、１つ以上の線分候補の集合で表される。例えば、図４の検出
結果では、１つの罫線候補領域が、短い線分候補領域３１、３２、および３３の集合とし
て表されている。このように、罫線候補を線分の集合として表現することで、多少画像に
傾きがある場合でも、罫線候補を抽出することが可能となる。抽出された候補領域の位置
は、横方向の座標値（Ｘ座標値）と縦方向の座標値（Ｙ座標値）として記憶され、次の線
分検証処理の対象領域として用いられる。
【００５４】
ここでは、処理対象とする二値画像が掠れのない潰れ気味の画像であるため、罫線候補領
域の抽出は、黒画素密度の非常に高い部分に限定して行うことができる。画像に掠れがあ
る場合には、罫線候補領域が抽出されない可能性があるが、潰れ気味の画像を用いれば、
部分的に罫線と接近した文字や、文字と文字が接触した部分等が余分に候補として抽出さ
れる可能性はあっても、罫線部分が候補として抽出されない可能性はほとんどなくなる。
【００５５】
このように、掠れのない潰れ気味の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出することで、掠
れの影響を受けずに、罫線候補の位置を確実に検出することが可能となる。
【００５６】
次に、図２のステップＳ７では、罫線抽出装置は、線分検証処理を行い、ステップＳ４の
全線分候補抽出処理において抽出された線分候補が、罫線の一部であるか、またはそれ以
外の文字ストローク等であるかを判断する。この処理では、ステップＳ５で作成された掠
れ気味の二値画像と元の濃淡画像、および、線分候補領域の座標情報が用いられる。
【００５７】
まず、各線分候補領域毎に、掠れ気味の二値画像に含まれる黒画素の濃度と白画素の濃度
を比較し、それらの差が小さければ、白画素の部分を黒画素とみなす線分内補完を行う。
そして、線分内補完の結果、黒画素率が一定値以上となった候補領域は、罫線を構成する
部分であるとみなす線分決定を行う。黒画素率とは、候補領域内の画素数に対する黒画素
数の割合を表す。
【００５８】
このように、あらかじめ罫線候補として抽出された領域が罫線であるか否かを、掠れ気味
の二値画像および濃淡画像を用いて決定することで、罫線の掠れを解消し、罫線部分と文
字部分を分離して、罫線部分のみを抽出することが可能となる。
【００５９】
図５は、このような線分検証処理のフローチャートである。罫線抽出装置は、まず、掠れ
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気味の二値画像において各線分候補に対応する領域を参照し、その領域内で黒画素である
領域（黒画素領域）の濃淡画像における濃度を調査する（ステップＳ１１）。また、同じ
線分候補領域内で、白画素である領域（白画素領域）の濃淡画像における濃度を調査する
（ステップＳ１２）。そして、黒画素領域の平均濃度と白画素領域の平均濃度の差が、し
きい値（一定値）以下であるか否かを判定する（ステップＳ１３）。
【００６０】
平均濃度差が一定値を越えれば、その線分候補領域は線分ではないと判断し（ステップＳ
１７）、処理を終了する。また、平均濃度差が一定値以下であれば、白画素領域を黒画素
領域とみなして、線分候補領域の黒画素率が一定値以上であるか否かを判定する（ステッ
プＳ１５）。黒画素率としては、例えば、線分候補領域の長さに対する黒画素領域の長さ
の割合が用いられる。
【００６１】
そして、黒画素率が一定値以上であれば、その線分候補領域は線分であると判断し（ステ
ップＳ１６）、黒画素率が一定値未満であれば、その線分候補領域は線分ではないと判断
して（ステップＳ１７）、処理を終了する。
【００６２】
例えば、図６のような濃淡画像から、図７のような掠れ気味の二値画像が得られ、横方向
の罫線を構成する固定長の線分候補領域として、領域４１、４２、４３、および４４が抽
出された場合を考える。
【００６３】
図７において、領域ｂ１、ｂ２、およびｂ３は、線分候補領域４１内の黒画素領域を表し
、領域ｗ１およびｗ２は、線分候補領域４１内の白画素領域を表す。また、領域ｂ４、ｂ
５、およびｂ６は、線分候補領域４３内の黒画素領域を表し、領域ｗ３およびｗ４は、線
分候補領域４３内の白画素領域を表す。
【００６４】
黒画素領域ｂ１、ｂ２、およびｂ３の範囲は、図８に示すように、黒画素が分布している
領域に限られ、白画素領域ｗ１およびｗ２の範囲は、２つの黒画素領域の間にある同じ幅
の領域に限られる。他の黒画素領域および白画素領域についても同様である。
【００６５】
まず、線分候補領域４１が罫線であるかどうかを判断するために、図６の濃淡画像におい
て、領域ｂ１、ｂ２、ｂ３、ｗ１、およびｗ２のそれぞれに対応する位置の画素の濃度を
調査し、各領域を構成する画素の平均濃度を求める。領域ｗ１およびｗ２の場合は、もと
もと罫線を構成する部分であるため、領域ｂ１、ｂ２、およびｂ３の濃度と近い濃度にな
り、領域ｗ１およびｗ２の画素は黒画素に変更される。したがって、領域４１の長さに対
する黒画素領域の長さの割合が１００％となり、領域４１は線分であると判断される。
【００６６】
また、領域４４における黒画素領域は文字の一部であり、白画素領域は背景である。この
ため、黒画素領域と白画素領域の平均濃度差は大きくなり、白画素領域の画素は白画素の
ままとなる。したがって、領域４４の長さに対する黒画素領域の長さの割合は一定値未満
となり、領域４４は線分ではないと判断される。領域４２に関しては、白画素領域が存在
しないため、線分であると判断される。
【００６７】
また、領域４３に関しては、黒画素領域ｂ５およびｂ６は文字の一部であり、白画素領域
ｗ３およびｗ４は背景である。このため、領域４４の場合と同様に、黒画素領域と白画素
領域の平均濃度差は大きくなる。したがって、領域４３の長さに対する黒画素領域の長さ
の割合は一定値未満となり、領域４３は線分ではないと判断される。
【００６８】
しかし、この領域４３内には、部分的に罫線が含まれているため、実際の罫線領域は、領
域４１および４２と、領域４３の一部分とからなる。そこで、罫線領域を正確に抽出する
ために、後述する端線分抽出処理が行われる。また、縦方向の罫線についても、横方向と
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同様の線分検証処理が行われる。
【００６９】
このように、線分候補領域内において、黒画素領域の濃度と白画素領域の濃度の差が小さ
い場合に、白画素領域の画素を黒画素とみなすことで、罫線の掠れを解消し、かつ、罫線
部分と文字部分を分離することが可能となる。また、黒画素率が一定値以上の線分候補領
域を線分であると判断することで、黒画素密度の高い罫線領域を抽出することが可能とな
る。
【００７０】
次に、図２のステップＳ８では、罫線抽出装置は、線分統合処理を行い、線分であると判
断された複数の線分候補領域を統合して、直線領域を生成する。また、図２のステップＳ
９では、統合後の各直線領域の両端部に関して端線分抽出処理を行い、罫線端をより正確
に検出する。
【００７１】
端線分抽出処理では、線分検証処理と同様に、ステップＳ５で作成された掠れ気味の二値
画像と元の濃淡画像が用いられ、さらに、統合された線分候補領域の座標情報が用いられ
る。まず、直線領域の各端部を対象に、黒画素領域と白画素領域の濃度を比較し、それら
の差が小さければ、白画素を黒画素とみなして線分内補完を行う。そして、黒画素の割合
が一定値以上になった領域を、罫線の端線分として直線領域に加える。
【００７２】
図９は、このような線分統合処理および端線分抽出処理のフローチャートである。ここで
は、右端の端線分を抽出する処理を記載しているが、左端についても同様の処理が行われ
るものとする。
【００７３】
罫線抽出装置は、まず、線分であると判断された線分候補領域を対象として、互いに接触
または重複している領域同士を統合し（ステップＳ２１）、統合結果を直線とみなす（ス
テップＳ２２）。例えば、図７の場合は、領域４１および４２が統合され、１つの直線と
みなされる。
【００７４】
次に、各直線領域の右端から外側に向かって、直線と同じ幅で一定長さを持つ矩形領域を
設定し、これを処理範囲とする（ステップＳ２３）。そして、その処理範囲の左端を処理
開始点とする（ステップＳ２４）。以後、処理は左から右に向かって行われる。
【００７５】
次に、掠れ気味の二値画像から、処理開始点の右側において最も左に存在する黒画素領域
を検出し（ステップＳ２５）、その黒画素領域の右隣に位置する白画素領域を検出する（
ステップＳ２６）。そして、黒画素領域と白画素領域の濃淡画像における濃度を調査し、
黒画素領域の平均濃度と白画素領域の平均濃度の差が、しきい値（一定値）以下であるか
否かを判定する（ステップＳ２７）。
【００７６】
平均濃度差が一定値以下であれば、白画素領域を黒画素領域とみなして、処理開始点から
白画素領域の右端までを罫線の一部であると判断する（ステップＳ２８）。そして、白画
素領域の右端を新たな処理開始点として（ステップＳ２９）、ステップＳ２５以降の処理
を繰り返す。
【００７７】
ステップＳ２７において、平均濃度差が一定値を越えれば、次に、処理範囲の左端から白
画素領域の右端までの長さに対する黒画素領域の長さの割合が、一定値以上であるか否か
を判定する（ステップＳ３０）。そして、その割合が一定値以上であれば、ステップＳ２
８以降の処理を行う。
【００７８】
黒画素領域の長さの割合が一定値未満であれば、処理範囲の左端から黒画素領域の右端ま
でを罫線の一部であると判断する（ステップＳ３１）。そして、処理範囲の左端から黒画

10

20

30

40

50

(12) JP 3904840 B2 2007.4.11



素領域の右端までを含む矩形領域を、端線分として設定し、処理を終了する。罫線領域は
、直線領域と左右の端線分領域を統合することで生成される。
【００７９】
図７の領域４１および４２が１つの直線に統合された場合、まず、その右側の黒画素領域
ｂ４は、領域４２の黒領域と連結しているため、罫線の一部とみなされる。次に、黒画素
領域ｂ４の左端を処理開始点として、黒画素領域ｂ４と白画素領域ｗ３に対応する濃淡画
像の濃度が調べられ、平均濃度が比較される。ところが、黒画素領域ｂ４は罫線の一部で
あり、白画素領域ｗ３は背景であるため、平均濃度差は一定値を越えてしまう。
【００８０】
そこで、白画素領域ｗ３は白画素のまま残され、次に、黒画素領域ｂ４の左端から白画素
領域ｗ３の右端までの長さに対する領域ｂ４の長さの割合が計算される。そして、その割
合が一定値未満と判定され、領域ｂ４の左端から右端までが端線分として抽出される。
【００８１】
もし、領域ｂ４と領域ｗ３の平均濃度差が一定値以下、あるいは、領域ｂ４の長さの割合
が一定値以上であれば、領域ｂ４の左端から領域ｗ３の右端までが罫線の一部と判断され
る。次に、領域ｗ３の右端を処理開始点として、さらに処理が続行される。そして、同様
の処理を繰り返すことで罫線端が検出され、領域ｂ４の左端から新たに検出された罫線端
までの領域が、端線分として抽出される。
【００８２】
以上の処理において、画像に多少の傾きがあった場合にも対応できるように、領域ｂ４、
ｂ５、およびｂ６の位置は、領域４２のＹ座標値に対して上下に多少ずれていても、許容
するようにする。また、縦方向の線分候補領域についても、横方向と同様の処理が行われ
る。
【００８３】
ところで、図２の罫線抽出処理では、あらかじめ濃淡画像全体に対して掠れ気味の二値画
像を作成している。しかし、潰れ気味の二値画像を用いて検出された罫線候補領域に限定
して、掠れ気味の二値画像を作成しても、同様の処理結果が得られる。このように、罫線
候補領域に対応する濃淡画像内の領域を対象として二値化処理を行い、掠れ気味の二値画
像を部分的に作成することで、二値化処理に要する時間を短縮することができる。
【００８４】
端線分が抽出されると、罫線抽出装置は、次に、罫線であると判断された各領域の情報か
ら罫線画像を作成する。具体的には、各罫線領域内の黒画素と、線分検証および端線分抽
出における線分内補完により黒画素とみなされた画素とを抽出し、それらの画素を改めて
黒画素とした新たな二値画像を作成する。これにより、濃淡画像から罫線部分のみを選択
的に二値化した罫線画像を得ることができる。二値画像のみを対象とした従来の罫線抽出
処理を行う場合は、この罫線画像を用いればよい。
【００８５】
しかし、罫線画像は、直線部分のみを選択した画像であるため、直線部分以外は白画素と
なっている。このため、一般に使用されている帳票等によく出現する角の丸いパターン（
丸角部）に関して処理を行うと、得られた罫線画像は、丸角部に関しては空白となり、丸
角部により接続されているはずの縦横の罫線が分離した状態になってしまう。そこで、図
２のステップＳ１０において、罫線抽出装置は、丸角部を抽出し、罫線構造をより正確に
復元する。
【００８６】
例えば、図１０のような丸角のある表の濃淡画像からは、図１１のような罫線画像が生成
される。図１１の領域５１は、図１０の表の左上の丸角部に対応し、図１２に示すように
、横罫線部分と判断された領域５２と縦罫線部分と判断された領域５３の間にある。した
がって、このままでは、罫線部分とはみなされない。
【００８７】
そこで、縦方向と横方向の両方において、罫線領域５２と５３の端点間の距離を計算し、
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それらの値が一定値以下である場合には、領域５２と５３に挟まれた領域５１内に丸角部
が存在する可能性が高いものとみなす。そして、領域５１に関して、上述した掠れ気味の
二値画像を部分的に作成し、一定サイズ以上のパターンが得られれば、それを丸角パター
ンとして抽出する。
【００８８】
抽出されたパターンを罫線画像に付加することで、図１３に示すように、丸角部を含む罫
線画像を作成することができる。ここでは、丸角パターンを抽出する処理について説明し
たが、同様の処理により任意の形状の角部のパターンを抽出することができる。
【００８９】
このように、縦方向の罫線領域と横方向の罫線領域の距離が一定値以下である場合に、縦
横罫線間の領域に対応する濃淡画像の領域を検出し、その領域内の二値化処理を行うこと
で、角部の二値化パターンを得ることができる。また、得られた二値化パターンのサイズ
が一定値以上である場合にのみ、それを角部のパターンとして抽出することで、罫線画像
からノイズを除外することができる。
【００９０】
ところで、図２のステップＳ９の端線分抽出処理では、罫線の確定時において、罫線候補
およびそれを延長した領域における濃度変化だけに基づいて、罫線であるか否かを確定し
ている。これにより、図７に示したような直線が存在する場合に、直線部分と文字部分と
を分離することが可能となる。
【００９１】
しかし、図１４に示すような塗り潰しセルを含む画像の場合、罫線領域の長さが正確でな
くなり、罫線の誤抽出が起こる可能性がある。図１４の濃淡画像においては、セル６１が
塗り潰されており、この画像から、図１５のような潰れ気味の二値画像と、図１６のよう
な掠れ気味の二値画像と、図１７のような線分候補領域が得られたとする。このとき、図
１６の二値画像では、セル６１の内部は白画素領域となっているため、この中に罫線は存
在しない。
【００９２】
それにもかかわらず、罫線部分とセル６１内の濃度差が小さければ、線分候補領域６２お
よび６３の左端部に対して端線分抽出処理を行うと、セル６１の内部が黒画素領域とみな
されてしまい、必要以上に端線分が延長される。
【００９３】
そこで、必要以上の線分の延長を防ぐために、濃度変化だけではなく、ノイズを含むがす
べてのパターンが二値化されている潰れ気味の二値画像の情報を利用する。
【００９４】
図１５の潰れ気味の二値画像では、罫線部分とセル６１の周囲で、黒画素密度が高くなっ
ている。潰れ気味の二値画像は局所的二値化により作成されるため、セル６１の内部は濃
度の濃い背景部分と同様に扱われ、白い部分よりノイズが多くなる傾向にある。しかし、
基本的には背景部分と同じ特徴を持つ。
【００９５】
そこで、潰れ気味の二値画像において、黒画素密度が比較的高い領域を、罫線が存在する
可能性のある領域として扱う。この場合、罫線候補として抽出された領域の周辺部が罫線
であるか否かを判定する処理において、潰れ気味の二値画像の黒画素密度が一定値以上で
あるような領域のみを判定対象とする。塗り潰しセルの内部が判定対象から除外されるよ
うに、黒画素密度のしきい値を設定することで、罫線をセルの内部まで伸ばしてしまうこ
とが防止される。
【００９６】
このような端線分抽出処理を行う場合、図９のフローチャートは、図１８および図１９に
示すように変更される。図１８のステップＳ４１～Ｓ４６の処理は、図９のステップＳ２
１～Ｓ２６の処理と同様であり、図１９のステップＳ４９～Ｓ５３の処理は、図９のステ
ップＳ２７～Ｓ３１の処理と同様である。
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【００９７】
図１８のステップＳ４６において、黒画素領域の右隣の白画素領域が検出されると、次に
、罫線抽出装置は、検出された黒画素領域と白画素領域を囲む領域に対して、潰れ気味の
二値画像の対応する領域を参照し、その領域の黒画素密度を調査する（図１９のステップ
Ｓ４７）。そして、得られた黒画素密度が一定値以上か否かを判定する（ステップＳ４８
）。
【００９８】
黒画素密度が一定値以上であれば、白画素領域が罫線である可能性があるので、それらの
黒画素領域と白画素領域を対象に、ステップＳ４９以降の処理を行う。また、黒画素密度
が一定値より小さければ、白画素領域を罫線以外の領域とみなし、ステップＳ５３の処理
を行う。
【００９９】
このように、図１９の処理では、潰れ気味の二値画像の黒画素密度が一定値より小さい領
域を、ステップＳ４９の判定対象から除外しているが、このような領域についてステップ
Ｓ４９の判定を行うこともできる。この場合、黒画素密度が一定値以上の領域を処理する
ときには、許容する濃度差のしきい値を緩める（大きくする）方向へ変化させ、黒画素密
度が一定値より小さい領域を処理するときには、そのしきい値を厳しくする（小さくする
）方向へ変化させる。これにより、図１９の処理と同様に、罫線の伸ばしすぎを防ぐこと
が可能となる。
【０１００】
さらに、図５の線分検証処理において、同様に、潰れ気味の二値画像の黒画素密度を調査
し、その値に基づいてステップＳ１３のしきい値を変化させてもよい。これにより、罫線
の伸ばしすぎの可能性がさらに低下する。
【０１０１】
ところで、帳票等では、紙の裏側に書かれた罫線や、冊子の場合、次のページに書かれた
罫線が、紙を通して薄く見えることがある。このような場合、入力された画像にも、裏か
ら透けて見える罫線が写ってしまう。このような罫線を裏写り罫線と呼ぶことにする。
【０１０２】
図２０は、表側に印刷された罫線と裏写り罫線の例を示している。表側罫線のパターンは
、紙７１の表側に印刷された罫線７２により反射された光により生成されるが、裏写り罫
線のパターンは、裏側に印刷された罫線７３により反射された光が紙７１を通過する際に
、紙７１の繊維によって拡散反射されることにより、生成される。このため、裏写り罫線
のパターンは、表側罫線のパターンと比較して、輪郭がぼやけ、にじんだような形状にな
っていて、罫線の直線性が薄れているという特徴がある。
【０１０３】
一方、図２の罫線抽出処理によれば、抽出精度が向上するため、入力画像に含まれる濃い
罫線だけでなく、薄い罫線も抽出することが可能である。このため、紙に書かれた情報を
濃淡画像として入力した場合、裏面や次のページに書かれた罫線が透けて見えていると、
裏写り罫線を抽出してしまう可能性がある。そこで、濃い罫線と薄い罫線の両方を抽出し
た後、抽出された罫線が表側に書かれたものであるか、裏写りであるかを判定する必要が
ある。
【０１０４】
この判定には、上述した裏写り罫線の特徴を利用することができる。具体的には、抽出さ
れた罫線領域の輪郭部における濃度変化の情報を用い、濃度の変化量が大きい場合は表側
罫線であると判断し、変化量が小さい場合は裏写りであると判断する。表側罫線と裏写り
罫線が同じ程度の濃度をもつ場合でも、輪郭部の濃度変化には違いが生じるため、判定が
可能となる。
【０１０５】
裏写り罫線の輪郭がぼやけるということは、罫線のパターンの輪郭からパターンの内側へ
向けての濃度変化が少なく、また、逆に輪郭が鮮明であるということは、輪郭からパター
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ンの内側へ向けての濃度変化が大きいことであるといえる。
【０１０６】
そこで、罫線の輪郭線に垂直な方向（罫線に垂直な方向）の濃度変化を考えると、裏写り
罫線は濃度変化が少なく、表側罫線は濃度変化が大きいといえる。また、裏写り罫線はに
じんだような形状になっているため、罫線の輪郭線に沿った方向（罫線に平行な方向）の
濃度変化は、裏写り罫線の方が表側罫線より変化量が大きいと考えられる。
【０１０７】
また、表側罫線の輪郭が鮮明であるということは、罫線の濃度に無関係であると考えられ
、裏写り罫線の輪郭がぼやけるということも、濃度に無関係であると考えれる。したがっ
て、輪郭の鮮明さに基づく判定方法によれば、表側罫線の濃度が薄い場合や、裏写り罫線
の濃度が濃い場合でも、正しく判定することが可能になる。
【０１０８】
ここでは、端線分抽出処理により抽出された罫線領域を、改めて罫線候補領域に指定し、
その領域に含まれるパターンの輪郭部分に関して、（罫線に垂直な方向の濃度変化／罫線
に平行な方向の濃度変化）を評価値として用いて、輪郭部分の濃度変化を評価する。この
評価値は、表側罫線の場合、より値が大きくなり、逆に裏写り罫線の場合、より値が小さ
くなる傾向にある。
【０１０９】
図２１は、罫線候補の直線パターンの輪郭部分を示しており、図２２は、図２１の領域８
１の拡大図である。輪郭からパターンの内側へ向かって、画素の濃度が段階的に濃くなっ
ていく様子が分かる。図２２において、画素８２に対して２つの方向が定義されており、
垂直方向ａは、罫線に垂直な方向に対応し、水平方向ｂは、罫線に平行な方向に対応する
。
【０１１０】
このように、罫線に垂直な方向の濃度変化と罫線に平行な方向の濃度変化を利用して、罫
線候補のパターンが表側罫線であるか、裏写り罫線であるかを判定することで、必要な画
像情報のみを取り出すことが可能となる。
【０１１１】
図２３は、このような裏写り判定を行う罫線抽出処理のフローチャートである。図２３の
ステップＳ６１～Ｓ６９の処理は、図２のステップＳ１～Ｓ９の処理と同様であり、図２
３のステップＳ７２の処理は、図２のステップＳ１０の処理と同様である。
【０１１２】
図２３のステップＳ６９において罫線領域が確定すると、罫線抽出装置は、その領域を改
めて罫線候補領域とし、縦横の罫線候補領域の交点で、罫線候補領域を分割して、裏写り
判定の対象となる領域を生成する（ステップＳ７０）。
【０１１３】
ここでは、判定対象領域の単位を、罫線の交点を基準として設定する。罫線の種類は、セ
ルを構成する辺の途中で変わることはないので、セルの辺を単位として、線種の判断を行
うこととする。具体的には、ある一本の罫線に注目し、その罫線に垂直に交差する別の罫
線が存在する場合に、２つの罫線の交点を線種の変わる候補点とみなし、２つの交点には
さまれた領域を判定対象領域とする。
【０１１４】
例えば、図２４に示すような罫線候補領域（矩形）が抽出された場合、罫線候補領域９１
は分割されず、罫線候補領域９２は、交点９４で２つの領域に分割される。そして、交点
９３と交点９４にはさまれた領域９５が、判定対象領域となる。他の罫線候補領域につい
ても、同様の分割が行われる。
【０１１５】
次に、罫線抽出装置は、それぞれの判定対象領域に対して、裏写り判定を行う（ステップ
Ｓ７１）。その結果、裏写り罫線と判定された領域は、罫線ではないものとみなし、罫線
候補から除外する。そして、表側罫線と判定された領域のみを罫線領域として残し、ステ

10

20

30

40

50

(16) JP 3904840 B2 2007.4.11



ップＳ７２の処理を行う。ステップＳ７１において、裏写り判定は以下の手順で行われる
。
（１）判定対象領域の輪郭部分の画素毎に、罫線に水平な方向および罫線に垂直な方向の
濃度変化を算出する。
【０１１６】
ここでは、ある画素を注目画素として、罫線に平行な方向に、注目画素と隣接する画素、
または数ドット離れた画素を、対象画素として選択する。そして、注目画素と対象画素の
濃度の差を計算し、得られた値を、注目画素における、罫線に平行な方向の濃度変化量と
する。同様に、罫線に垂直な方向に、注目画素と隣接する画素、または数ドット離れた画
素を、対象画素として選択し、注目画素と対象画素の濃度の差を、注目画素における、罫
線に垂直な方向の濃度変化量とする。
【０１１７】
例えば、図２４の判定対象領域９５の場合、図２５に示すように、網掛け領域を輪郭部分
として、この領域に含まれる画素について濃度変化量を算出する。輪郭部分の一部の領域
９６を拡大すると、図２６のようになる。図２６は、３ドット×８ドットの領域を表して
おり、画素９７が注目画素を表している。ここで、画素９８、９９が対象画素として選択
されると、画素９７と画素９８の濃度差が、画素９７における、罫線に平行な方向の濃度
変化量となり、画素９７と画素９９の濃度差が、画素９７における、罫線に垂直な方向の
濃度変化量となる。
（２）画素毎に、（罫線に垂直な方向の濃度変化／罫線に水平な方向の濃度変化）の値を
算出する。
（３）判定対象領域の輪郭部分のすべての画素について、算出された画素毎の値の平均値
を求め、その値を判定対象領域の評価値とする。
（４）一定値以上の評価値を持つ判定対象領域を表側罫線の領域であると判定し、一定値
未満の評価値を持つ判定対象領域を裏写り罫線の領域であると判定する。そして、裏写り
罫線の領域を罫線領域から除外し、表側罫線の領域を罫線領域として出力する。
【０１１８】
このように、濃淡画像から抽出された判定対象領域毎に、その輪郭部分に対して、罫線に
垂直な方向の濃度変化と、罫線に平行な方向の濃度変化を算出し、（罫線に垂直な方向の
濃度変化／罫線に平行な方向の濃度変化）の値に基づいて裏写り判定を行うことで、罫線
情報を正確に抽出することが可能となる。
【０１１９】
上述した手順では、罫線に垂直な方向の濃度変化と、罫線に水平な方向の濃度変化の両方
に基づいて評価値を算出しているが、その代わりに、罫線に垂直な方向の濃度変化をその
まま評価値として用いても、有効な裏写り判定を行うことが可能である。この場合、輪郭
部分の少なくとも一部の画素について、評価値が一定値以上であれば、判定対象領域を表
側罫線の領域であると判定し、それ以外の判定対象領域を裏写り罫線の領域であると判定
する。
【０１２０】
また、あらかじめ決められた一定のしきい値を用いて判定を行う代わりに、すべての判定
対象領域の評価値の分布を表すヒストグラム等を生成し、それらの判定対象領域を２つの
グループに分割可能な評価値のしきい値を、その都度求めて、得られたしきい値に基づい
て判定を行ってもよい。
【０１２１】
この場合、例えば、大津のしきい値選定法（大津，「判別および最小２乗基準に基づく自
動しきい値選定法（ An Automatic Threshold Selection Method Based on Discriminant 
and Least Squares Criteria）」，電子通信学会論文誌 '80/4 Vol.J63-D No.4, pp.349-3
56, 1980. ）を適用することにより、評価値の分布を２つに分割することができる。この
方法では、クラス間分散または分散比率（＝クラス内分散／クラス間分散）に基づいて最
適なしきい値が求められ、与えられた分布が２つのグループに分割される。
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【０１２２】
そして、罫線抽出装置は、評価値が大きい方のグループに属する判定対象領域を、表側罫
線の領域であると判定し、評価値が小さい方のグループに属する判定対象領域を、裏写り
罫線の領域であると判定する。
【０１２３】
また、図２３の罫線抽出処理では、図２の処理と同様の手順で、濃淡画像からの罫線領域
を抽出した後に、裏写り判定を行っているが、ステップＳ７１の裏写り判定は、他の如何
なる方法で抽出された罫線領域に対しても、適用することができる。
【０１２４】
以上説明した罫線抽出処理は、帳票の認識だけでなく、図面認識における直線認識や画像
中の罫線と図形の認識のように、広い意味での直線抽出処理に適用することができる。
【０１２５】
さらに、罫線抽出処理で用いた裏写り判定を、罫線以外の任意のパターンを抽出する処理
に対して、適用することも可能である。この判定を適用することで、抽出結果から不要な
裏写りのパターンが除外され、必要なパターンのみを抽出することができる。
【０１２６】
この場合、パターン抽出装置は、まず、パターン領域の候補となるパターン候補領域を濃
淡画像から抽出する。次に、抽出されたパターン候補領域に含まれるパターンの輪郭線の
接線方向の濃度変化と、接線方向に垂直な方向の濃度変化を求める。
【０１２７】
例えば、パターン候補領域の輪郭部分が図２７のような形状をしている場合、垂直方向ａ
は、パターンの輪郭線の接線方向に垂直な方向に対応し、水平方向ｂは、パターンの輪郭
線の接線方向に対応する。濃度変化の算出方法については、罫線の場合と同様である。
【０１２８】
次に、（接線方向に垂直な方向の濃度変化／接線方向の濃度変化）の値、または接線方向
に垂直な方向の濃度変化を、評価値として用いて、パターン候補領域が紙の表側のパター
ンであるか、裏写りのパターンであるかを判定する。そして、裏写りのパターンの領域を
除外し、表側のパターンの領域を抽出結果として出力する。
【０１２９】
以上説明した実施形態では、多値画像の一例として濃淡画像を用いているが、本実施形態
の罫線抽出処理やパターン抽出処理は、濃淡画像やカラー画像を含む任意の多値画像に対
して適用可能である。
【０１３０】
また、本実施形態の罫線抽出装置およびパターン抽出装置は、例えば、図２８に示すよう
な情報処理装置（コンピュータ）を用いて構成される。図２８の情報処理装置は、ＣＰＵ
（中央処理装置）１０１、メモリ１０２、入力装置１０３、出力装置１０４、外部記憶装
置１０５、媒体駆動装置１０６、ネットワーク接続装置１０７、および画像入力装置１０
８を備え、それらはバス１０９により互いに接続されている。
【０１３１】
メモリ１０２は、例えば、ＲＯＭ（ read only memory）、ＲＡＭ（ random access memory
）等を含み、処理に用いられるプログラムとデータを格納する。ＣＰＵ１０１は、メモリ
１０２を利用してプログラムを実行することにより、必要な処理を行う。
【０１３２】
入力装置１０３は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル等であ
り、ユーザからの指示や情報の入力に用いられる。出力装置１０４は、例えば、ディスプ
レイ、プリンタ、スピーカ等であり、ユーザへの問い合わせや処理結果の出力に用いられ
る。
【０１３３】
外部記憶装置１０５は、例えば、磁気ディスク装置、光ディスク装置、光磁気ディスク（
magneto-opticaldisk）装置、テープ装置等である。情報処理装置は、この外部記憶装置
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１０５に、上述のプログラムとデータを保存しておき、必要に応じて、それらをメモリ１
０２にロードして使用する。
【０１３４】
媒体駆動装置１０６は、可搬記録媒体１１０を駆動し、その記録内容にアクセスする。可
搬記録媒体１１０としては、メモリカード、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（ compac
t disk read only memory ）、光ディスク、光磁気ディスク等、任意のコンピュータ読み
取り可能な記録媒体が用いられる。ユーザは、この可搬記録媒体１１０に上述のプログラ
ムとデータを格納しておき、必要に応じて、それらをメモリ１０２にロードして使用する
。
【０１３５】
ネットワーク接続装置１０７は、ＬＡＮ（ local area network）等の任意の通信ネットワ
ークに接続され、通信に伴うデータ変換を行う。また、情報処理装置は、上述のプログラ
ムとデータをネットワーク接続装置１０７を介して他の装置から受け取り、必要に応じて
、それらをメモリ１０２にロードして使用する。
【０１３６】
画像入力装置１０８は、例えば、スキャナ、ＯＨＲ等であり、処理対象の多値画像を入力
する。
図２９は、図２８の情報処理装置にプログラムとデータを供給することのできるコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体を示している。可搬記録媒体１１０やサーバ１１１のデータ
ベース１１２に保存されたプログラムとデータは、メモリ１０２にロードされる。このと
き、サーバ１１１は、プログラムとデータを搬送する搬送信号を生成し、ネットワーク上
の任意の伝送媒体を介して、情報処理装置に送信する。そして、ＣＰＵ１０１は、ロード
されたデータを用いてプログラムを実行し、必要な処理を行う。
【０１３７】
（付記１）　多値画像を二値化して、第１の二値画像を生成する第１の二値化手段と、
前記第１の二値化手段とは異なる方法で前記多値画像を二値化して、第２の二値画像を生
成する第２の二値化手段と、
前記第１の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出する抽出手段と、
前記第２の二値画像を用いて、抽出された罫線候補領域が罫線に対応するか否かを判定す
る判定手段と、
罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする罫線抽出装置。
（付記２）　前記第１の二値化手段は、前記第１の二値画像として、潰れ気味の二値画像
を生成し、前記第２の二値化手段は、前記第２の二値画像として、掠れ気味の二値画像を
生成し、前記判定手段は、該掠れ気味の二値画像と前記多値画像を用いて判定を行うこと
を特徴とする付記１記載の罫線抽出装置。
（付記３）　前記判定手段は、前記罫線候補領域の範囲内で、前記掠れ気味の二値画像に
おける黒画素領域の濃度と白画素領域の濃度の差を求め、該濃度の差がしきい値より小さ
ければ、該白画素領域の画素を黒画素とみなすことを特徴とする付記２記載の罫線抽出装
置。
（付記４）　前記判定手段は、前記罫線候補領域内の黒画素の割合が一定値より大きいと
き、該罫線候補領域が罫線に対応すると判定することを特徴とする付記３記載の罫線抽出
装置。
（付記５）　前記判定手段は、前記黒画素領域と白画素領域を囲む領域に対応する、潰れ
気味の二値画像の領域において、黒画素密度を求め、該黒画素密度が一定値以上であれば
、前記しきい値を大きくする方向へ変化させ、該黒画素密度が一定値より小さければ、該
しきい値を小さくする方向へ変化させることを特徴とする付記３記載の罫線抽出装置。
（付記６）　前記判定手段は、前記罫線候補領域の範囲内で、前記掠れ気味の二値画像に
おける黒画素領域と白画素領域を求め、該黒画素領域と白画素領域を囲む領域に対応する
、潰れ気味の二値画像の領域において、黒画素密度を求め、該黒画素密度が一定値以上で

10

20

30

40

50

(19) JP 3904840 B2 2007.4.11



あれば、該黒画素領域の濃度と該白画素領域の濃度の差を求め、該濃度の差が一定値より
小さければ、該白画素領域の画素を黒画素とみなすことを特徴とする付記２記載の罫線抽
出装置。
（付記７）　前記第２の二値化手段は、前記罫線候補領域の位置に対応する前記多値画像
内の領域を二値化して、前記第２の二値画像を部分的に生成することを特徴とする付記１
記載の罫線抽出装置。
（付記８）　罫線に対応すると判定された縦方向の罫線候補領域と横方向の罫線候補領域
の距離が一定値より小さいとき、該縦方向の罫線候補領域と横方向の罫線候補領域の間の
領域の二値画像から、一定値より大きなサイズのパターンを抽出する手段をさらに備え、
前記出力手段は、抽出されたパターンを罫線の角部として出力することを特徴とする付記
１記載の罫線抽出装置。
（付記９）　多値画像から判定対象領域を抽出する抽出手段と、
前記判定対象領域に含まれる罫線の輪郭部分について、罫線に垂直な方向の濃度変化に基
づく評価値を求め、該評価値が一定値以上であれば、該判定対象領域を必要な罫線領域で
あると判定し、該評価値が一定値より小さければ、該判定対象領域を不要な罫線領域であ
ると判定する判定手段と、
前記必要な罫線領域の情報を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする罫線抽出装置。
（付記１０）　多値画像から判定対象領域を抽出する抽出手段と、
前記判定対象領域に含まれる罫線の輪郭部分について、罫線に垂直な方向の濃度変化と罫
線に平行な方向の濃度変化とに基づく評価値を求め、該評価値が一定値以上であれば、該
判定対象領域を必要な罫線領域であると判定し、該評価値が一定値より小さければ、該判
定対象領域を不要な罫線領域であると判定する判定手段と、
前記必要な罫線領域の情報を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする罫線抽出装置。
（付記１１）　多値画像から複数の判定対象領域を抽出する抽出手段と、
各判定対象領域に含まれる罫線の輪郭部分について、罫線に垂直な方向の濃度変化に基づ
く評価値を求め、該評価値の分布に基づいて、前記複数の判定対象領域を２つのグループ
に分割し、該評価値が大きい方のグループに属する判定対象領域を、必要な罫線領域であ
ると判定し、該評価値が小さい方のグループに属する判定対象領域を、不要な罫線領域で
あると判定する判定手段と、
前記必要な罫線領域の情報を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする罫線抽出装置。
（付記１２）　多値画像から判定対象領域を抽出する抽出手段と、
前記判定対象領域に含まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向に垂直な方
向の濃度変化に基づく評価値を求め、該評価値が一定値以上であれば、該判定対象領域を
必要なパターン領域であると判定し、該評価値が一定値より小さければ、該判定対象領域
を不要なパターン領域であると判定する判定手段と、
前記必要なパターン領域の情報を出力する出力手段と
を備えることを特徴とするパターン抽出装置。
（付記１３）　多値画像の局所的二値化処理を行う第１の二値化手段と、
前記局所的二値化処理により注目画素が白画素と判定されたとき、該注目画素の近傍領域
内で白画素と判定された画素を対象として、再度、局所的二値化処理を行う第２の二値化
手段と、
前記第２の二値化手段による処理結果を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
（付記１４）　多値画像の局所的二値化処理を行う第１の二値化手段と、
前記局所的二値化処理により注目画素が白画素と判定されたとき、該注目画素の近傍領域
の形を変更して、再度、局所的二値化処理を行う第２の二値化手段と、
前記第２の二値化手段による処理結果を出力する出力手段と
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を備えることを特徴とする画像処理装置。
（付記１５）　多値画像の局所的二値化処理を行う第１の二値化手段と、
前記局所的二値化処理により注目画素が白画素と判定されたとき、該注目画素の近傍領域
内の黒画素の平均濃度と白画素の平均濃度を比較して、再度局所的二値化処理を行うか否
かを決定する決定手段と、
再度局所的二値化処理を行うと決定されたとき、前記近傍領域内で白画素と判定された画
素を対象として、局所的二値化処理を行う第２の二値化手段と、
前記第２の二値化手段による処理結果を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
（付記１６）　多値画像を局所的二値化処理において、注目画素の近傍領域内のパターン
の複雑さに基づいて、該注目画素が背景であるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に基づいて、前記局所的二値化処理を行う二値化手段と、
前記二値化手段による処理結果を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
（付記１７）　多値画像の局所的二値化処理を行う二値化手段と、
前記局所的二値化処理により注目画素が白画素と判定されたとき、該注目画素の近傍領域
内に、該注目画素を含む縦長領域および横長領域のうち少なくとも一方を設定し、設定さ
れた領域内の黒画素の割合が一定値より大きいとき、該注目画素を黒画素と判定する判定
手段と、
処理結果を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
（付記１８）　コンピュータのためのプログラムを記録した記録媒体であって、該プログ
ラムは、
多値画像を二値化して、第１の二値画像を生成し、
前記第１の二値画像とは異なる方法で前記多値画像を二値化して、第２の二値画像を生成
し、
前記第１の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出し、
前記第２の二値画像を用いて、抽出された罫線候補領域が罫線に対応するか否かを判定し
、
罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する
処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録
媒体。
（付記１９）　コンピュータのためのプログラムを記録した記録媒体であって、該プログ
ラムは、
多値画像から判定対象領域を抽出し、
前記判定対象領域に含まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向に垂直な方
向の濃度変化に基づく評価値を求め、
前記評価値が一定値以上であれば、前記判定対象領域を必要なパターン領域であると判定
し、
前記評価値が一定値より小さければ、前記判定対象領域を不要なパターン領域であると判
定し、
前記必要なパターン領域の情報を出力する
処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録
媒体。
（付記２０）　多値画像を二値化して、第１の二値画像を生成し、
前記第１の二値画像とは異なる方法で前記多値画像を二値化して、第２の二値画像を生成
し、
前記第１の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出し、
前記第２の二値画像を用いて、抽出された罫線候補領域が罫線に対応するか否かを判定し
、
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罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する
処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
（付記２１）　多値画像から判定対象領域を抽出し、
前記判定対象領域に含まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向に垂直な方
向の濃度変化に基づく評価値を求め、
前記評価値が一定値以上であれば、前記判定対象領域を必要なパターン領域であると判定
し、
前記評価値が一定値より小さければ、前記判定対象領域を不要なパターン領域であると判
定し、
前記必要なパターン領域の情報を出力する
処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
（付記２２）　コンピュータのためのプログラムを搬送する搬送信号であって、該プログ
ラムは、
多値画像を二値化して、第１の二値画像を生成し、
前記第１の二値画像とは異なる方法で前記多値画像を二値化して、第２の二値画像を生成
し、
前記第１の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出し、
前記第２の二値画像を用いて、抽出された罫線候補領域が罫線に対応するか否かを判定し
、
罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する
処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とする搬送信号。
（付記２３）　コンピュータのためのプログラムを搬送する搬送信号であって、該プログ
ラムは、
多値画像から判定対象領域を抽出し、
前記判定対象領域に含まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向に垂直な方
向の濃度変化に基づく評価値を求め、
前記評価値が一定値以上であれば、前記判定対象領域を必要なパターン領域であると判定
し、
前記評価値が一定値より小さければ、前記判定対象領域を不要なパターン領域であると判
定し、
前記必要なパターン領域の情報を出力する
処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とする搬送信号。
（付記２４）　多値画像を二値化して、第１の二値画像を生成し、
前記第１の二値画像とは異なる方法で前記多値画像を二値化して、第２の二値画像を生成
し、
前記第１の二値画像を用いて罫線候補領域を抽出し、
前記第２の二値画像を用いて、抽出された罫線候補領域が罫線に対応するか否かを判定し
、
罫線に対応すると判定された罫線候補領域の情報を出力する
ことを特徴とする罫線抽出方法。
（付記２５）　多値画像から判定対象領域を抽出し、
前記判定対象領域に含まれるパターンの輪郭部分について、輪郭線の接線方向に垂直な方
向の濃度変化に基づく評価値を求め、
前記評価値が一定値以上であれば、前記判定対象領域を必要なパターン領域であると判定
し、
前記評価値が一定値より小さければ、前記判定対象領域を不要なパターン領域であると判
定し、
前記必要なパターン領域の情報を出力する
ことを特徴とするパターン抽出方法。
【０１３８】
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【発明の効果】
本発明によれば、多値画像から生成された２種類の異なる二値画像を目的に合わせて使用
することで、多値画像に影があったり、罫線と背景の濃度差が少ないような場合であって
も、正確に罫線を抽出することができる。したがって、スキャナにより入力された画像だ
けでなく、非接触型入力装置から取り込んだ画像からも、罫線を抽出することが可能とな
る。
【０１３９】
また、多値画像から抽出されたパターン候補領域に裏写り判定を適用することで、不要な
裏写りのパターンを除外して、必要なパターンのみを抽出することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の罫線抽出装置の原理図である。
【図２】第１の罫線抽出処理のフローチャートである。
【図３】２種類の黒領域を示す図である。
【図４】第１の線分候補を示す図である。
【図５】線分検証処理のフローチャートである。
【図６】濃淡画像を示す図である。
【図７】二値画像と線分候補を示す図である。
【図８】黒画素領域と白画素領域を示す図である。
【図９】第１の線分統合処理および端線分抽出処理のフローチャートである。
【図１０】丸角部を含む濃淡画像を示す図である。
【図１１】第１の罫線画像を示す図である。
【図１２】丸角部を示す図である。
【図１３】第２の罫線画像を示す図である。
【図１４】塗り潰しセルを含む濃淡画像を示す図である。
【図１５】潰れ気味の二値画像を示す図である。
【図１６】掠れ気味の二値画像を示す図である。
【図１７】第２の線分候補を示す図である。
【図１８】第２の線分統合処理および端線分抽出処理のフローチャート（その１）である
。
【図１９】第２の線分統合処理および端線分抽出処理のフローチャート（その２）である
。
【図２０】表側罫線と裏写り罫線を示す図である。
【図２１】罫線の輪郭部分を示す図である。
【図２２】輪郭部分の垂直方向と水平方向を示す図である。
【図２３】第２の罫線抽出処理のフローチャートである。
【図２４】罫線候補領域を示す図である。
【図２５】判定対象領域を示す図である。
【図２６】注目画素と対象画素を示す図である。
【図２７】パターン候補の輪郭部分を示す図である。
【図２８】情報処理装置の構成図である。
【図２９】記録媒体を示す図である。
【符号の説明】
１１、１２　二値化手段
１３　抽出手段
１４　判定手段
１５　出力手段
１６　濃淡画像
１７、１８　二値画像
２１、８２、９７、９８、９９　画素
２２　近傍領域
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２３、２４　黒領域
３１、３２、３３、４１、４２、４３、４４、６２、６３　線分候補領域
５１、８１、９５、９６　領域
５２、５３　罫線領域
６１　セル
７１　紙
７２、７３　罫線
９１、９２　罫線候補領域
９３、９４　交点
１０１　ＣＰＵ
１０２　メモリ
１０３　入力装置
１０４　出力装置
１０５　外部記憶装置
１０６　媒体駆動装置
１０７　ネットワーク接続装置
１０８　画像入力装置
１０９　バス
１１０　可搬記録媒体
１１１　サーバ
１１２　データベース
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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