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あらまし 手書きは，人類のコミュニケーション手段として古来から広く利用されている．そして現代，タブレット

やアノトペンといった技術進歩により，計算機への入力手段としても手書きは普遍的なものとなった．しかし，日常

的な「紙の上の手書き」は，依然「紙の上の手書き」のままであり，それ以上の価値を持つに至っていない．これに

対し，筆者らによるユニバーサルパターンプロジェクトでは，「情報埋め込みペン」を開発した．これは，情報埋め込

み技術により，手書きに新たな価値を付与しようという試みである．このペンでは，ペン先のインクジェットにより，

筆記時にリアルタイムに筆記者情報や筆記日時などの任意情報を埋め込むことができる．埋め込んだ情報は画像処理

により復元できる．すなわち，紙の上の手書きに，計算機可読な様々な情報を埋め込むことができる．実験により，

���の筆記に ��ビット程度の情報を誤りなく埋め込めることを確認している．

キーワード 手書き，情報埋め込みペン，インタフェース，筆順復元
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ペンによる手書きは，古来から現在に至るまで，様々なイン

タフェースやメディアの出現にも関わらず，人間の知的活動の

一つとして老若男女を問わず日常的に用いられて来た．これだ

けコンピュータや携帯デバイスが普及し，文字入力がキーボー

ドを介して入力される機会が多くなっても，依然として手書き

は用いられている．何時如何なる時でも，紙とペンさえあれば，

そこに情報を極めて自由に（絵や図形を含めながら）記録でき

るという手軽さは，魅力的である．タッチパッドがすっかり身
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近になった昨今，むしろデバイス側が手書きを積極的に受け入

れるようになっている感すらある ���．

とはいえ，「紙の上の手書き」は依然「紙の上の手書き」のま

まであり，それ以上の価値を持つに至っていない．実際，「紙の

上の手書き」は，コンピュータが司るサイバー空間においてほ

とんど無価値である．紙の上の手書きを認識する技術（手書き

���）は橋渡しになるのかも知れないが，数多くの研究があり

ながら，残念ながら十分実用的なレベルにあるとは言い難い．

さらに，もし手書き ���が実現したとしても，それはそこに

筆記された文字列がそのまま電子化される以上の機能はない．

「紙の上の手書き」の本質的な価値向上という観点からは，少

し視野が狭いようにも思える．

人間による手書きが，コンピュータにとって単なる文字列以

上のものになりえないだろうか？ 例えば，手帳に手書きされ

たスケジュールをコンピュータが見ると，そのスケジュールを

送ってきた電子メールのメッセージ �	をそこに見出すことは

できないだろうか？メモ書きされた付箋紙，誰がいつ書いたの

かが，正確に管理できないだろうか？手書きの中に暗号化され

た個人情報があったとしたら，サイン認証をより強化できない

だろうか？ このように，手書きが，「紙とペン」で生成・蓄積

されるという手軽かつ強力な特質を保ったまま，電子的に管理

されたり，人間と機械もしくは人間とサイバー空間を結ぶユニ

バーサルインターフェースとして活用されれば，意義深いであ

ろう．

上述の目標のために，著者らの研究グループでは，「情報埋め

込みペン」と呼ぶ新しいデバイスを提案し，プロトタイプを実

装，評価してきた �
�～���．これは特殊な手書きを生成可能な

ペンである．具体的には，ユーザーが通常通り筆記を行う際，

その手書きの中にリアルタイムに計算機可読な情報を埋め込む

機能を有するペンである．従って，書き終わった物理的な紙の

上の手書きに，計算機可読な何かしらの情報（例えばメッセー

ジ �	）が与えられていることになる．

情報埋め込みペンによる手書きは，物理的な紙の上から計算

機に何らかの情報を提供するという点で，バーコードや透か

し技術と少し似ている．これら技術は，������（注�）や ����

����（注�）のようなペン型の読み取りインタフェースと組み合

わせて利用され，既にポピュラーなものとなっている．一方で，

これら技術と情報埋め込みペンには大きな違いがある．すなわ

ち，前者は計算機によって予め作っておく必要があるのに対し，

後者では人間が自ら任意の時点で任意の場所にパターンを生成

できる．

現在のプロトタイプにおいては，情報埋め込みの方式として，

ペン先付近に装着された超小型インクジェットからの微小イン

クドット塗布による方法を採用している．準備段階では様々な

アイディアがあったが，市販のデバイスの組み合わせで実現可

能なハードウエアということで，この形態が採用された．詳細

は後述するが，この塗布のパターンをモールス信号のように制
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図 � 情報埋め込みペンのプロトタイプ．上から ������� � と 	
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図 	 情報埋め込みペンによって生成された手書きパターン

御することで，多様な情報の埋め込みを実現している．

埋め込んだ情報は，それを含む手書き全体をスキャナやカメ

ラで画像化し，その後各種処理を施すことで復元される．簡単

に言えば，その画像処理により，インクドット列を埋め込んだ

順に読み取れれば，情報を復元できる．この処理の最も難しい

部分は，既に書き終わった手書きに対し，それがどのような順

序で書かれたものかを推定する点にある．これは筆順復元と呼

ばれる逆問題であり，本来容易な問題ではない．ただし，稀な

筆順を除外すれば，一般的にはグラフ理論に基づく方法 ��� で

かなり復元できる．さらに埋め込んだ情報も併用することで，

その精度をさらに向上することもできる．

以下本論文では，
�，��� ��において，それぞれ提案する情報

埋め込みペンのハードウエア構成，埋め込む情報の符号化，お

よび画像処理による復号法について述べる．��では，現状での

埋め込み・復元の精度について述べる．また，��では想定され

る応用について述べる．最後に �� では，情報埋め込みペンに

関連して著者らが取り組んできた，「ユニバーサルパターンプロ

ジェクト」について紹介する．

�� 情報埋め込みペンのハードウエア構成

情報埋め込みペンを図 �に示す．同図には 
つのバージョン

を示しているが，本質的には同じ構造を持っている．情報埋め

込みペンはその先端部から役割の異なる 
種類のインクを塗布

する．一つは通常のボールペンから塗布される黒インクである．

他の一つは情報埋め込みのために用いられるインク �以下，情

報インク�である．情報インクは，ペン先に装着されたインク
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ジェットノズル（注�）から間欠的に噴射される．情報インクとして

は，現状では黄色インクを用いているが，何色でも構わない．

不可視インクでもよい．

このハード構成で塗布される情報インクは黒インクに沿った

微小インクドット列となる．図 
� � および �!�は，実際の出

力例である．インクジェットの塗布周波数をある程度まで上げ

る（注�）ことで，ドット状ではなく，直線状のパターンとすること

もできる．同図 � �の左端冒頭の情報インクは，
"回分を高速

塗布することで生成されたものである．同図には他にも，�回

塗布による短めの線分および �回塗布からなるドットも示され

ている．このように，塗布パターンはかなり自由に設計できる．

埋め込んだ情報を抽出するためには，埋め込まれた順序通り

に情報インクを読み取る必要がある．しかし，図 
 �!�の交差

部や上部のように，情報インクが黒インク上に重なってしまい，

情報インクの読み取りが困難になる場合がある．また交差部の

ように，情報インクの順序が曖昧になる部分もある．��で述べ

る処理の多くは，こうした困難性の解消のためのものである．

�� 情報の埋め込み

�� � 符号化の基本フォーマット

図 
でも既に示したように，埋め込む情報は，情報インク列

すなわち 
"，�� �回連続塗布による �種類のドットの系列とし

て表される．以下ではそれぞれのドットを 
"パルスライン，�

パルスライン，�パルスラインと呼ぶ．大まかに言えば，埋め

込む情報は "#�値表現され，ビット "を �パルスライン，ビッ

ト �を �パルスラインとして紙面に塗布される．ビット間には

小さな間隔をあける．
"パルスラインは一定長のビット列の区

切りとして塗布される．

より詳細に言うと，情報インクによる符号化は，ビット，ブ

ロック，およびフレームという単位から成る．ビットは最小単位

であり，上述の通り単一の�パルスラインもしくは �パルスライ

ンである．そして，幾つかのビット（図 
 � � では �つ）が �つ

のブロックを成す．ブロック間には，ビット間よりも少し広い間

隔を取る．さらに，幾つかのブロック（図 
 � � では �つ）がフ

レームを成す．フレーム間には 
"パルスラインが挿入され，こ

れがフレーム境界を表現する．以上より，図 
 � �は，�フレーム

分の情報インクであり，"��"��"�"��"�"��"�"�""""���""

の �ブロック合計 
�ビットを表していることがわかる．

�� � 誤り訂正符号の導入

情報インクの抽出は様々な困難性に直面する．黒インクとの

重なりや交差部の曖昧性は，既に論じた通りである．さらに筆

記体の $�% のアセンダ部のように，二重に筆記される部分は，

往復二回分の情報インクが重畳塗布されてしまう．筆記速度の

影響で，ビット間隔が変わることもある．さらには画像処理時

のノイズ等の影響もある．以上により，ドットが過剰に抽出さ

（注�）：現在のプロトタイプでは，マイクロジェット社 ���������
�����
����

による � ノズルインクジェットヘッド ������� を改造したものを用いている．

現状では，このインクジェットノズルを駆動するためのパルス発生デバイスとイ

ンクが自然滴下しないための負圧発生デバイスが必要となっている．

（注�）：現在のプロトタイプでは，最高 ���� まで上げられる．

れたり，消失したり，さらには複数のドットが結合してしまっ

たりする．

このため，埋め込みたい情報を直接ビット列表現するのでは

なく，誤り訂正符号を用いて冗長表現した上で，埋め込む必要

がある．ただし，単純に誤り訂正符号化するだけでは不十分で

ある．これは，ビット "が �に，ビット �が "になるという同

期性を保った通常の通信路における誤りよりは，それらビット

が過剰抽出・消失されるような誤りのほうが頻繁に起こるため

である．例えば &ビット埋め込んだはずが，�ビットしか得ら

れず，それもどの位置で �ビット消失したかも不明ということ

がありうる．さらには，二重筆記部のようにバースト誤りが発

生することもある．このように，誤り訂正の対象としては，か

なり過酷なものとなる．

このため現在は，データ �	付きの「��進 ����'(�)�*�符

号化」と「繰り返し符号化」を組み合わせている．すなわち，

データを ��進 ����'(�)�*� 符号により誤り訂正符号化（す

なわち � ビットを単位＝ブロックとした誤り訂正符号化）し，

それを何度も繰り返しながら，情報インクとして手書きに埋め

込んでいく．このとき，各ブロック（�ビット）についてその

前にそのブロックの �	�順番� を示した別のブロックを挿入す

る．すなわち，データとその順番をペアとして埋め込む．この

�	により，����'(�)�*�符号を順番に並べなおすことができ

る．そして，データ部に余剰・消失ビットによってデータ部ブ

ロックに誤りが発生しても，本来の誤り訂正の効果により復元

できる．さらに，データは，繰り返し埋め込まれているために，

余剰・消失ビットを含むデータブロックがあれば，それと同じ

�	 を持つ他のデータブロックと置き換えればよい．

�� 埋め込んだ情報の復元

埋め込んだ情報の復元は，原理的には簡単で，手書きを撮影

した画像を準備し，そこから情報インクを検出し，埋め込まれ

た順に読み取った上で，誤り訂正復号すればよい．以下ではま

ず，情報インク検出のための画像処理について述べ，次に埋め

込まれた順序の推定について述べる．この順序推定ためには，

黒インク（ストローク）の筆記運動が復元でき（筆順復元），か

つ，情報インクが黒インクのどこで塗布されたものであるかを

推定できる必要がある．

�� � 画 像 処 理

画像処理は，図 � に示すように幾つかのステップからなる．

同図 � �を例にすれば，色に関するしきい値処理により黒イン

ク部分を抽出した後（同図 �!�），モルフォロジ処理によりノイ

ズ部を除去する（同図 �+�）．同様の処理を情報インクについて

も行う．情報インクは黒インク上に塗布される場合もあるので，

それらについては別のしきい値を用いて例外処理を行う．黒イ

ンクについては，さらに細線化を行う．同図 ���はその結果で

ある．その後黒インクについては，余計な微小線分を除去する

（同図 ���）．

こうして黒インクの中心線としてのストロークと，情報イン

クが検出された後，後述の筆順復元に向けて，ストロークと情

報インクを対応付けておく．基本的な方法としては，情報イン

� � �
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図 � 画像処理による埋め込み情報インク列の抽出 ���� ���．例は図 	
�

の交差部

クに最も近い位置をストローク上に見つけ，そこを対応点とす

る．しかし，この方法では，交差点付近等で対応付けが不安定

になる．このため，各情報インクについて求めた対応付けをベ

クトルとして見て，その最も平均的な方向を見つける．そして，

各情報インクからその平均方向での最近傍点を見つけ直し，こ

れを最終的な対応点とする．図 ��,�はその結果である．

�� � 筆 順 復 元

以上の処理により，ストロークと情報インクの対応付けがで

きたので，あとはストロークの筆記順序が復元できれば，情報

インクの順序が復元でき，従って，埋め込んだ情報が復元でき

る．筆順復元には，グラフ理論に基づく加藤らの手法 ��� を用

いている．この手法では，手書きパターン �黒インクによるパ

ターン�を細線化して，グラフ表現する．基本的には，このグラ

フ上の一筆書き経路 �オイラー路�を見つければよい．なお同手

法が，一画で書かれた手書きパターン（要するに一筆書き）を

対象としていることもあり，現状では実験を含め．一画パター

ンを対象としている．

加藤らの手法 ���の基本ルールは，グラフの端点から出発し，

十字状の交差箇所では直進する，というシンプルなものである．

ストロークに二度書き部がなければ，このルールでも筆順復元

が可能である．しかし実際には $�%のアセンダ部のように二度

書きは存在する．そこで，同手法では，筆順復元の前に，二度

書きと判定される部分についてはグラフのエッジを二重化して

おき，その上で先のルールを適用する．二度書きの判定は，当

該エッジの両端点のノードの次数の偶奇性を見ればよい．

�� � 復 号 処 理

筆順復元により再び系列化された情報インクドットに基づ

き，最終的な復号処理を行う．第一は，ドットサイズに基づき，

����
" パルスラインのいずれであるかを決定する．そして 
"

パルスラインおよびドット間の広い間隔部を用いて，それぞれ

フレーム単位およびブロック単位への分割に用いる．こうして

得られた各ブロックに規定数以上のドットが見つかれば，平均

ドット間距離を用いて，過剰検出されているドットを選出し除

外する．規定数以下のドットであれば，そのブロックを捨てる．

こうして得られたドット列は，正しいドット数ではあるが，

依然として "#� の間違い（すなわち �，�パルスラインの読み

表 � 情報復元成功サンプル数（直線状手書き，�� サンプル中）

���� � �	 �� �� �� �� �	 ��

���� 
� ��� �� �� �� �� 	� �� � �

���� 
�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

表 	 情報復元成功サンプル数（様々な手書き，�	 サンプル中）

���� �	 �� �� �� �� �	 ��

��� �	 �� ! � � 	 �

"#$ �	 �	 �� �� � � �

"%�&��$ �	 ! � � � � �

"'��(��$ �	 �	 �	 �	 �� � �

間違い�を内包する可能性がある．このため，既に �� 
で述べ

たように，����'(�)�*�符号の原理により，誤り訂正復号を

行う．また同節で既に述べたように，各ブロックには �	を付

与しているため，上述の処理により捨てられたブロックについ

ても，どのブロックを捨てたかがわかる場合がある．この場合

は，同じ �	を持つブロックを再利用して，復号する．

�� 埋め込み・復元実験 ���

情報埋め込みペン（プロトタイプ -��.�� �）を用いて，実

際に情報埋め込み・復元実験を行った．情報インクは黄色であ

り，その他，ブロック長，フレーム長，パルスライン長などの

諸元は，既に本文中で述べた通りである．紙は一般的なコピー

用紙である．筆記速度は，過度に高速・低速にはならないよう

にした．情報復元のための画像の取得には，市販のスキャナを

用いた（注�）．

表 � は，長さ � +* および �"+* の直線状の手書き各 �" サ

ンプルについて，埋め込んだ情報を完全に復元できたサンプル

数をまとめたものである．ここで，埋め込んだ情報長を �ビッ

トから �" ビットまで変化させている．情報インク間隔は一定

であるため，埋め込んだ情報長が長ければ長いほど，埋め込み

の繰り返し回数は少なくなり，従って復元時の誤り訂正能力は

低下する．直線であるため，筆順復元の誤りはない．

同表より，�+*の短い手書きであっても �
 ビットの情報を

誤りなく埋め込み，復元できることがわかる．すなわち，�+*

の手書きで 
�� � �� �"� の異なる �	付けが可能である．ち

なみに，��アドレス ���/��は �
ビット，0��アドレスは �&

ビット，�言語の ���� �型 ��1�"年 �月 �日 "時からの経過

秒数�は �
 ビット，日本の人口は約 ��� � �"�，世界人口は約

��1� �"� である．

表 
は，直線でないパターン ��種類，各 �
サンプル�につ

いての埋め込み復元結果である．各パターンの例を同表下に示

す．最初の二つは ��� +*，残りは ��� +*程度の大きさの手

書きである．同表から，�
ビット程度は問題なく埋め込めるこ

とがわかる．2��3 以外は交差を含むため，筆順復元の精度も

影響する．従って，この結果は，正しい筆順復元結果が得られ

（注 ）：デジタルカメラで画像取得しても，同程度の復元精度が得られることが，

別の実験で確認されている．

� � �



図 � 利用例 �：署名への筆記者・筆記時刻埋め込み

図 � 利用例 	：手書きとサイバー空間とのリンク

図 � 利用例 �：手書き )* タグ

図 � クラス情報を埋め込んだ文字フォント ���� ���

図 � 検出容易な文字フォント ��	�

lens

図 ! 紙紋を使ったカメラ付きペン ����．左：構造．中央：撮影された

紙紋．右：ビデオモザイキングの結果

ていることの証左にもなっている．

	� 情報埋め込みペンの利用先

手書きパターンに様々なデータが埋め込めるようになると，

手書きパターンを電子的に管理したり，マンマシンインタフェー

スとして様々な場面に活用できるようになる．図 �は，情報埋

め込みペンにより手書きパターンを電子的に管理する例である．

例えば，本ペンが埋め込みデータとして，常に個人 �	 を出力

するようにしておけば，あるサインの筆記者を筆記パターンで

はなく �	により確実に同定できる．

図 �は，手書きパターンとサイバー空間のリンクに関する使

用例である．メモ帳の「会議」という手書き文字列に，その会

議の詳細を述べた電子メールの �	を埋め込んでおけば，ユー

ザはその手書き文字列をインタフェースとして，サイバー空間

内に存在する電子メールにアクセスすることが可能となる．

図 �は，物品の梱包表面や付随する紙タグに手書きする例で

ある．このように，「手書きはどこにでもできる」という特性を

活かすことで，紙だけに限定されることなく，様々な物理的実

体に対しても情報を埋め込むことができる．これもタブレット

やアノトペンといったペンデバイスとは異なった機能である．


� 関連する試み � ユニバーサルパターンの実
現へ向けて

本稿の著者のうち 4�5�+3� 博士を除く � 人は，
""� 年 � 月

から，「ユニバーサルパターンプロジェクト」なる大学間共同

研究を実施している．このプロジェクトは，既に成熟したよう

に誤解されてしまっている文字認識や文書画像処理研究に危機

感を持つことに端を発した．このため，同研究分野の一般的な

問題設定や方法論とは敢えて異なる視点から，同分野の範囲拡

大を狙ってきた．本稿で取り上げた情報埋め込みペンについて

も，同プロジェクトの一環として案出され，プロトタイプ作成

に至ったものである．

同プロジェクトでは，情報埋め込みペン以外にも，人間と機

械の融和を目指した文字フォントならびにその基本技術として

の不変量埋め込みと文字認識・文書画像処理への応用について，

様々な検討を重ねて来た．以下ではそれらのうち，特に当研究

会と関連があるものについて概観する．

�� � クラス情報を埋め込んだ文字フォントデザイン

ユニバーサルパターンプロジェクトの主眼の一つは，人間可

読かつ計算機可読のパターンの生成である．例えば一般的な

文字は人間可読であるが，計算機可読ではない．一方で，6�

コードのような 
次元コードは計算機可読ではあるが人間可読

ではない．人間にも計算機にも可読なパターンができれば，人

間と計算機間のインタラクションの高信頼なメディアとして利

用できる．

そこで，印刷するフォントにあらかじめその文字がなんであ

るかという情報を埋め込む試みを行った ���� �&�．図 �はその 


例である．左側のものは背景の濃淡値を平行線状に変化させて

おり，その平行線の幅により計算される複比により，クラス情

報を埋め込んでいる．平行線のパターンをクラスごとに変える

ことで，計算される複比も変わる．すなわちクラスと複比の値

の対応表を持っておけば，計算機側としては複比を求めるだけ

でクラスがわかる．右側は影つきフォントである．こちらも，

文字線部の面積と影部の面積の比（面積比）をクラスごとに変

えておけばよい．

� � �



ここで複比や面積比という変形不変量を埋め込んでいる点は

重要である．これは例えばカメラ等で文字を撮影することで

射影変換ひずみが生じたとしても，複比ならば問題なく正し

いクラス情報を抽出できるためである．面積比は射影不変で

はないがアフィン不変ではある．この幾何変形耐性が，古典的

な計算機可読フォントである0��� フォントや，7���8 社の

	 � �)9�2� および岡本'宮崎による文字への情報埋め込みに関

する先駆例 �1� に対する優位性である．

なお，どのクラスにどの不変量の値を埋め込むかについても

一考の余地がある ��"�� ����．すなわち，元々埋め込み情報を使

わなくてもまず誤認識することがないようなペアについては，

同じ値の不変量を埋め込んでもよい．逆に誤認識が頻繁に生じ

るようなクラス対には異なる値である必要がある．このように，

不変量を埋め込む場合は，元々のクラス間の混合行列を求めた

上での議論が必要になる．

�� � 検出容易な文字パターン生成

明示的な情報埋め込みではないが，文字フォントに特殊な

機能を持たせる他の試みとして，検出容易な文字パターン生

成 ��
�がある．これは，環境中においてその周囲と異なった性

質を文字に持たせることで，その文字を目立たせ，計算機が見

つけやすくする試みである．

検出容易な文字の定義としては，図 &左側にあるように，何

らかの特徴空間において，文字分布の中にありながら，非文字

分布からは一番通いものとした．特徴空間として色を考えれば，

おそらくショッキングピンクの色を持った文字が一番ふさわし

そうだが，我々の興味は検出容易な文字の「形状」であったの

で，文字形状を表す特徴空間（具体的には文字認識でよく使わ

れる方向特徴）において同実験を行った．

図 &右側が，約 �""種類のフォントの中で，各クラスにおい

て最も検出容易なものとして選出されたものである．上述の定

義において，人間にとっての可読性が考慮されていないため，

奇妙なフォントが選ばれているが，よく見ると共通した傾向が

あることがわかる．すなわち，円弧を多く含んでいると言う傾

向である．これは，環境中の非文字の部分に（他の形状に比べ

て）円弧が少ないことに起因すると考えられる．現状では文字

の選出であり，生成ではないが，生成するとすれば，円弧に多

い文字としたほうが計算機にとって検出容易であると言える．

�� � 紙面の情報を使ったカメラ付きペン

紙面の微細構造（紙紋）や紙面に印刷された文字を，あらか

じめ紙面に埋め込まれたパターンのように考えて利用する研究

も行っている ����� ����．具体的には，ペン先に超小型ビデオカ

メラを装着したもの（カメラ付きペン）を準備する．そして，

ビデオから入ってくる紙紋や文字の動きを手掛かりに，ペンが

どう動いたか，すなわちどのような手書きが紙面になされたか

を推定する．原理としては光学式マウスと同じであるが，マウ

スのように光学的に閉じた環境では無いため，様々な外乱に対

する頑健性が必要となる．

図 1は紙紋のみを用いた場合の実施例である ����．同図右に

あるように，ペンの動き（移動だけでなく傾きや回転も含む）

がわかれば，それから手書きを復元することもできる．

�� ま と め

著者らによるユニバーサルパターンプロジェクトでは，紙と

ペンで生成される通常の手書きに，リアルタイムに多様な情報

を埋め込むペンデバイスを提案している．プロトタイプを作成

し，現状では �+*程度の手書きに �
ビット程度の情報を誤り

なく埋め込み・復元できることを確認している．同プロジェク

トに係る他の試みについても幾つか紹介した．
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