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白黒 2 階調の補助線を用いた幾何歪みに頑健な 2 次元コード
とその復号方式に関する研究
鞍津輪 一希1,a)

上鶴 晃平1

久冨 あすか1

川崎 洋2
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概要：生産，物流，販売等の分野において広く用いられている 2 次元コードは，平面や一様な曲面状に印
刷されることを想定しており，不均一で局所的な歪みが生じると一般的なデコーダでは復号が困難となる．
本研究では，複雑な幾何歪みに対する頑健性を高めるために，あらかじめ格子状の補助線を付与した 2 次
元コードを提案する．本 2 次元コードに付与する補助線は，照明条件等への頑健性や印刷等の利便性を高
めるために白黒 2 値画像により構成するものとし，また，幾何歪みへの頑健性を高めるために，互いに類
似しないパターンを持つことが望ましい．上記の条件を持つ補助線パターンを設計するために，本研究で
は確率モデル遺伝的アルゴリズムを用いて，4 種類の補助線パターンを設計する．また，本研究では，上記
の補助線入り 2 次元コードの復号方式を提案する．複数の補助線を安定的に識別するために全層畳み込み
ネットワークを用いて補助線の検出および識別を行い，個々の補助線 ID を識別する問題をマルコフ確率
場として定式化して信頼度伝搬法により ID を付与する．これにより，自己遮蔽が生じるほど複雑な幾何
歪みが生じた場合であっても，上記の 2 次元コードの復号を行ことが可能となる．
キーワード：2 次元コード，幾何歪み補正，全層畳み込みネットワーク，マルコフ確率場，確率モデル遺伝
的アルゴリズム
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1. はじめに

Hiroshi Kawasaki2

度等によって生じる線形的な歪みに対しては，一般的なデ
コーダの射影変換等の単純な歪み補正を用いることで復号

2 次元コードは，1 次元のバーコードに比べ，多くの情報

が可能である．しかし 2 次元コードはレシート紙や航空券

を格納できることから生産，物流，販売等の分野において

などの歪みが生じやすい媒体に印刷されることも多く，扱

広く普及している．近年では，電子決済，航空券，チケッ

いに不慣れな利用者は，2 次元コードが印刷されたレシー

トなど，より身近なところで利用されている．2 次元コー

トや航空券を歪みの生じやすいポケット等に入れたり，読

ドは平面な媒体に印刷されることを想定しており，撮影角

み取る際に指が当たるなどして歪みが生じたまま読み込み
を行う場合がある．そのような状況で，印刷媒体の歪みが
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2 次元コード上に跨っている場合復号が困難となる．
本研究では，2 次元コードに格子状の白黒 2 階調かつ複
数パターンの補助線を付与することで，複雑に歪んだ場合
であっても復号が可能な 2 次元コードと，その復号方式を
提案する．本研究で提案する 2 次元コードは，水平垂直方
向にそれぞれ 2 種類，合計 4 種類の補助線を 2 次元コード
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図 1 QR コードにおけるサンプリンググリッドの例
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先行研究で提案された補助線入り 2 次元コード

により符号化されているため，これを復号することで QR
コードに埋め込まれた情報を取得できる．以上のように，

Error values

QR コードは位置検出パターンを利用することでアフィン
図 2

QR コードにおけるサンプリングの失敗の例

変換で表現される歪みに対して頑健であり，また，アライ
メントパターンを参照することで射影変換に対しても頑健

に付与する．これにより，局所的な情報，すなわち，連続

となる．しかし，図 2 に示すように，QR コード上に非線

する 3 本の補助線パターンのみから 2 次元コード全体にお

形な歪みが存在する場合，実際のモジュールの位置とサン

ける位置を知ることができ，モジュール位置の同定を行え

プリング点に差異が生じ，モジュールの明暗を正しく取得

るため，1 種類の補助線のみを用いる場合と比較して遮蔽

できず，復号が困難になる．

に対する頑健性が向上する．これらの補助線パターンは，
ブラックボックス最適化手法の一つである確率モデル遺

2.2 複雑な歪みに関する復号方式

伝的アルゴリズム（Probabilistic Model-Building Genetic

2.2.1 カラー補助線を利用する方式

Algorithm: PMBGA）[1], [2] を用いて設計する．

先行研究 [4], [5] では，着色された格子状の補助線を付与

また，本研究で提案する復号法式は，補助線を安定的

した二次元コード（図 3(a)）が提案され，複雑な歪みや自

に検出および識別するため，画像認識に広く使われる機

己遮蔽領域がある場合でも復号が可能であることが確認さ

械学習のモデルである全層畳み込みネットワーク（Fully

れている．上記の着色された補助線は水平，垂直方向の補

Convolutional Network：FCN）[3] を用いて行う．また，

助線の線それぞれがデブルーイン系列 [8], [9] に基づいた色

検出した補助線の ID の識別は，マルコフ確率場として定

パターンで構成されている．例えば，水平方向の補助線は

式化し，信頼度伝搬法により解くことで行う．これにより，

青（B）とシアン（C）から構成され，C-B-B-B-C-B-C-C

自己遮蔽を生じさせるような激しい幾何歪みを含む 2 次元

の周期的なパターンを持つ．これにより，連続する 3 本の

コードであっても復号を行うことができる．

局所的なのみから 3 本の補助線の ID を取得することがで

以下，2 章では研究分野の概要について述べ，3 章では，

きる．補助線 ID を知ることで，補助線の周囲にある 2 次

提案する補助線入 2 次元コードとその設計方法，および，

元コードのモジュールが，2 次元コード内のどの位置に存

提案する復号法式について説明する．4 章では評価実験を

在するモジュールであるかを知ることができ，局所的にモ

行い，提案する方式の有効性について検証する．

ジュールの位置推定を行うことが可能となっている．しか

2. 研究分野の概要
2.1 2 次元コードの一般的な復号方式

し，カラー画像を用いるため照明環境の影響を受けやすく，
事前に色校正を行う必要がある．

2.2.2 単色補助線を利用する方式

本節では，2 次元コードの代表例として QR コードに着

中村らは，上記の着色された補助線を用いる方式の問題

目し，その復号手順について概説する．一般的な QR コー

点を解決するために，図 3(b) に示すような，単色の補助

ドの復号方式は，まず，QR コードの四隅のうち 3 箇所に

線を用いる 2 次元コードを提案している [6], [7]．上記の 2

配置されている位置検出パターンのそれぞれ中心 3 点を検

次元コードは，単色印刷で印刷を行えるものの，着色され

出し，図 1 に示すように，これらの点を結んだ直線に平行

た補助線を用いる方式と比較して，デブルーイン系列によ

な格子パターン（サンプリングググリッド）を求める．次

る局所的な補助線の情報が利用できないために自己遮蔽に

に，サンプリンググリッドの各交点をサンプリング点とし，

対して脆弱となってしまう．また，単色で印刷できるもの

各サンプリング点の座標の明暗を取得することで QR コー

の，中間階調を滑らかに表現する必要があるため，感熱印

ドの符号情報を取得する．符号情報はリードソロモン符号

刷のような白黒 2 階調の印刷で利用することが難しい．
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3. 提案手法
3.1 基本アイデア
本研究で提案する歪みに頑健な 2 次元コードとその復号

Ϯḟඖ䝁䞊䝗

方式は，以下の基本アイデアに基づいている．

1.

白黒 2 色のみからなる 4 種類の補助線を付与．

⿵ຓ⥺タィ

2 次元コードが歪んだ際にもモジュール位置を同定で
きるように，白黒 2 色で構成された補助線を，2 次元
コードに付与する．特に本研究では，先行研究 [6], [7]
で用いた補助線とは異なり，水平垂直各方向に 2 種類
ずつ，合計 4 種類の補助線を利用する．これにより，
着色された補助線を用いる方式 [5] と同様に，デブルー

ṍ䜣䛰
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イン系列 [8], [9] に従って異なる補助線を配置するこ
とで，局所的な情報のみから補助線 ID を識別するこ

ŚƚƚƉƐ͙͗ͬͬ

とができるため，2 次元コードが激しく歪み，自己遮
行うことが可能となる．

2.

互いに類似しないパターンを持つ補助線を組合わせ最
適化により設計．

ྕ䛥䜜䛯ሗ

䠇

蔽が生じた場合であっても，モジュール位置の同定を
Ꮫ⩦῭䜏᳨ฟჾ
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図 4 提案する方式の全体像

上記の 1. を実現するために，2 次元コードの限られ

モジュールの位置の同定，すなわち，当該モジュール

た領域内で，互いに類似せず，かつ，2 次元コードモ

の 2 次元コード内における位置を得ることができる．

ジュールとも類似しない 4 種類の補助線のパターン
を設計する必要がある．このため，本研究では，4 種

3.

3.2 提案手法の全体像

類の補助線を構成する白黒 2 色によるパターンを，組

本研究で提案する方式の全体像を図 4 に示す．提案する

合わせ最適化問題として定式化し，確率モデル遺伝的

方式は，補助線設計手法（3.4 節）
，補助線検出器学習手法

アルゴリズム（Probabilistic Model Building Genetic

（3.5 節）
，および，2 次元コード復号手法（3.6 節）の 3 種類

Algorithm: PMBGA）[1], [2] を用いることで，上記 4

の手法から構成され，事前に 2 次元コードに付与する補助

種類の補助線の設計を行う．通常の遺伝的アルゴリズ

線の設計，および，補助線の検出器の設計・学習を行う学

ムよりも探索性能に優れる PMBGA を利用すること

習段階と，実際に歪んだ 2 次元コードの復号を行う運用段

により，より識別されやすい補助線の設計を試みる．

階からなる．2 次元コード復元手法は，設計・学習段階で

全層畳み込みネットワーク（Fully Convolutional

学習された補助線検出器を用いて補助線の検出を行い，検

Networks: FCN）[3] を用いた補助線検出．白黒 2

出された補助線の ID の認識とモジュール位置の同定を行

値の補助線を利用する先行研究 [6], [7] では，補助線を

い，歪みのない 2 次元コードを復元した後に復号を行う．

安定的に検出する技術の実現点に課題を残していた．
このため，本研究では，画像の領域分割で高い性能を
示す FCN を用いて補助線の検出を行う．学習に必要

4.

3.3 補助線入り 2 次元コード
本研究で用いる補助線入り 2 次元コードを図 5 に示す．

な訓練データは，コンピュータグラフィクス（CG）に

本研究では白黒 2 階調のパターンからなる補助線を付加

より大量に生成することが可能である．FCN を利用

した二次元コードを提案する．補助線は水平，垂直方向に

することで，高精度，高解像度で，かつ，安定的に補

それぞれ 2 モジュール間隔で配置する．ただし，一辺のモ

助線領域を検出することが可能となる．

ジュール数が奇数となる場合は，水平，垂直方向にそれぞ

マルコフ確率場（Markov Random Field: MRF）

れ 1 個所ずつ，1 モジュール間隔で補助線が配置される個

を用いた補助線 ID 認識と，それによるモジュール位

所が存在する．本研究で提案する 2 次元コードの補助線は，

置同定．本研究では，水平垂直各方向で 2 種類の補助

水平，垂直方向でそれぞれ 2 種類ずつの補助線を利用す

線を用いるため，カラー補助線を用いる先行研究 [5] と

る．各方向における補助線の配置は，先行研究 [4], [5] と同

同様に，補助線の ID を認識する問題を MRF として定

様に，隣接する平行な補助線 8 本を 1 周期とするデブルー

式化する．これを信頼度伝搬法（Belief propagation:

イン系列に基づいて付与する．これにより，自己遮蔽等が

BP）[10], [11] により解くことで補助線に ID を付与す

生じた場合であっても，補助線 3 本のパターンの組合わせ

る．補助線 ID が付与されることで，補助線の周囲の

のみから補助線の ID を推定することが可能となる．また，
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図 7

補助線を設計する PMBGA における個体表現

3.4.2 目的関数
本方式における目的関数は以下の式で定義される．
図 5

本手法で用いる補助線入り 2 次元コード

F (x) = αf1 (x) + (1 − α)f2 (x)

(1)

f1 (·) は補助線同士の距離（非類似性）に関する関数であ
ึᮇಶయ⏕ᡂ

り f2 (·) は補助線と 2 次元コードのモジュール領域との距

͘͘͘

離に関する関数である．α は上記 2 つの要素のバランスを

ホ౯

とるパラメータである．本問題は最大化問題である．
ୖಶయ⩌䜢㑅ᢥ
Ϭ͘ϵϮ
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補助線同士の距離 f1 (·) は，以下の式で定義する．

͘͘͘
0.8 0.2 0.1 1

Ϭ͘ϱϵ
...

... 0.6 0 0.5

f1 (x) =
ಶయ䜢䝃䞁䝥䝸䞁䜾
EŽ

N∑
4
4−1 ∑
trans
∑
1
SAD (tk (li ), tk′ (lj ))(2)
4 C2 × Ntrans i=1 j=i+1
k=1
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ここで，li は 4 本の補助線パターンのうちの i 番目の補助
線パターンを指し，tk (·) は回転，拡大縮小，平行移動の組
合わせからなる画像変換である．SAD(·) は画像間差の絶
対値の和を返す関数，Ntrans は変換を行う回数である．上

図 6 補助線設計の処理手順

記の f1 (·) は 4 本の補助線に画像変換を施し，様々な条件
での非類似性を算出する．なお，SAD(·) を計算する際は，

補助線の交点には，高周波の斜め成分のパターンを付与し
ている．なお，本 2 次元コードは，ベースとなる一般的な

2 次元コードと互換性を持つ．
3.4 確率モデル遺伝的アルゴリズムを用いた補助線の設計

2 本の補助線領域の共通部分でのみ計算を行う．
補助線と 2 次元コードのモジュール領域との距離 f2 (·)
は，以下の式で定義する．

f2 (x) =

本研究では，2 次元コードに付与する白黒 2 階調の補助

4 N∑
trans
∑
1
SAD (tn (lm ), tn′ (Qm ))(3)
4 × Ntrans m=1 n=1

線のパターンを，確率モデル遺伝的アルゴリズム PMBGAs

ここで，ランダムに選択された Qm は 2 次元コードのモ

を用いて設計する．PMBGA は，解候補を直接探索するか

ジュール領域である．f2 (·) において SAD(·) を計算する際

わりに，良好な解候補の分布を表現する確率分布を最適化

は，補助線の領域内でのみ計算を行う．

する遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm：GA）であ
る．PMBGA は選択圧が高く高速に準最適な解に収束する

3.5 全層畳み込みネットワークによる補助線検出器の学習

ことから，本問題に好適である．

3.5.1 全層畳み込みネットワーク

3.4.1 個体表現

全層畳み込みネットワーク（FCN) は，畳み込みニュー

本研究では，白黒 2 階調の補助線を，4 × 10 画素のパター

ラルネットワーク（Convolutional Neural Network）にお

ンの繰り返しにより表現する．また，水平，垂直各方向に

ける全結合層を除外したアーキテクチャを持ち，任意の画

2 種類ずつの補助線を利用するため上記 4 × 10 画素のパ

像サイズを対象として意味論的領域分割（Semantic seg-

ターンを合計 4 種類生成する（図 7）
．このため，PMBGA

mentation）を行うことができる [3]．スキップ結合により

の染色体長は 160 となり，各遺伝子に対して個別に確率

正確で詳細な領域分割が行えるほか，パッチベースの手法

p(xi |θi ) を設けることとする．上記の確率に従ってサンプ

と比較してより効率的に学習や推論が行える点にも特徴が

リングを行い，0 および 1 のバイナリ列を取得し，それぞ

ある．

れを白および黒の画素として 2 次元状に配置を行うことで
補助線を表現する．
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助線 ID より，当該モジュールが 2 次元コード内のど
の位置に存在するモジュールであるかを判別すること
ができる．また，各モジュールの明暗を輝度値から判
定する．以上より，歪みのない 2 次元コードを復元す
ることができ，2 次元コードに埋め込まれた情報の復
号も可能となる．

3.6.2 信頼度伝搬法による補助線 ID の推定
提案する復号手法では，モジュールの領域取得に必要な
(a) 2 次元コード画像

(b) 教師信号画像

図 8 訓練用画像の例

補助線 ID の認識を，MRF としてモデル化し，BP により
解く．その詳細を以下に示す．
補助線の縦線と横線の交点をノードとし，2 つのノード

の全結合層を畳み込み層に変更し，スキップ結合を付加す

を結ぶ補助線をエッジとする．p，q をノード番号，ノー

ることで，上位と下位の特徴マップを結合する形をとる．

ド p における縦線 ID と横線 ID のペアをラベル lp とする．

提案手法では，4 種類の補助線領域の検出および識別に

FCN を用いる．パッチベースの通常の CNN と比較してよ

MRF において一般に，エネルギー関数 E(x) は以下のよ
うに表される．

り大域的な情報を利用することができるため，2 次元コー
ドが激しく歪んだ際の補助線の検出にも有用であると考

E(x) =

dp (lp ) +

p∈N

える．

3.5.2 シミュレーションによる学習データの作成

∑

∑

Vpq (lp , lq )

(4)

{p,q}∈E

N はノードの集合，E はエッジの集合である．ラベル lp は

FCN は教師有り学習を行うため，教師信号付きの訓練

縦線 ID と横線 ID のペア (lp,h , lp,v ) である．ラベルの総数

データが必要となる．本研究では，CG を用いて，以下の

L はノード総数 |N | に等しい．ノード p は座標 (xp , yp ) お

手順で訓練データを作成する．まず，折り紙シミュレータ

よび p を形成する縦線，横線の線種ラベル情報を観測デー

を用いて紙特有のしわや歪みを含む 3 次元データを生成す

タとして持つ．データコスト dp (lp ) は，観測データと割り

る．次に，作成した 3 次元形状に補助線入 2 次元コードの

当てラベルの矛盾により定義し，不連続コスト Vpq (lp , lq )

画像をテクスチャとして貼り付けることで歪んだ 2 次元

は，隣接するノード間の矛盾により定義する [5]．

コードを生成する．このようにして作成された歪んだ 2 次
元コードを仮想的に撮影することで，図 8(a) に示すような
訓練用の 2 次元コード画像を取得する．

4. 評価実験
提案する 2 次元コードおよび復号方式の有効性を検証
するため，実撮影環境での実験を行った．提案する 2 次元

3.6 歪んだ 2 次元コードの復号

コードを紙に印刷し，複雑な歪みを与えた場合に復号が可

3.6.1 処理手順

能であるかを検証する．レシート等に印刷されることを想

提案する復号方式の処理手順を以下に示す．

Step 1: 2 次元コードの検出

定し，一辺のサイズが 40mm となるよう印刷を行った．
復号を試みた 2 次元コード Er1 ，Er2 ，Er3 とその復号の過

Center Surround Extremas（CenSurE）特徴検出器 [12]

程を図 9 に示す．提案方式を用いて復号を試みたところ，

を用いて撮影画像内から 2 次元コードを検出する．

Er1 および Er2 は復号を行えた．Er1 および Er2 は直線に近い

CenSurE 検出器は大小の星形範囲の符号をそれぞれ符

形状の自己遮蔽領域を含み，その周囲で読取りに失敗した

号を変えて重ね合せたフィルタを利用して特徴点を検

モジュールがみられるが，自己遮蔽領域付近まで補助線を

出する検出器である．

正しく認識しているため，少数のエラーモジュールは QR

Step 2: 補助線の検出
3.5 節で述べた手法により構築した補助線検出器を用
いて補助線の検出を行う．

Step 3: 補助線 ID の推定
信頼度伝搬法を用いることで，補助線の ID の推定を
行う． 詳細を 3.6.2 節に示す．

Step 4: 各モジュールの領域および明暗の取得，復号

コードのエラー訂正機能により補われて復号に成功して
いる．

5. おわりに
複雑な幾何歪みに対して頑健な 2 次元コードを実現す
るために，2 次元コードに付与する白黒 2 階調の補助線を

PMBGA により設計する方式を提案した．また，FCN に

検出された補助線とその交点をもとに 2 次元コードの

より補助線を検出し，BP により補助線 ID を付与すること

復元を行う．補助線に囲まれた領域を分割することで

で，自己遮蔽領域を含む場合であっても復号を行える方式

モジュールの領域を取得する．モジュールの周囲の補

を提案した．実際に紙に印刷された 2 次元コードが歪んだ
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図 9

提案手法で実撮影画像の復号を行った例．

場合にも，自己遮蔽領域が小さい場合は，復号を行えるこ
とを確認した．
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Kohei Kamizuru, Kazuya Nakamura, Hiroshi Kawasaki,
and Satoshi Ono. A belief-propagation-based decoding
method for two-dimensional barcodes with monochrome
auxiliary lines robust against non-uniform geometric distortion, 2017.
Harold Fredricksen and Irving Kessler. Lexicographic
compositions and debruijn sequences. Journal of Combinatorial Theory, Series A, Vol. 22, No. 1, pp. 17 – 30,
1977.
Li Zhang, Brian Curless, and Steven M. Seitz. Rapid
shape acquisition using color structured light and multipass dynamic programming. In In The 1st IEEE International Symposium on 3D Data Processing, Visualization, and Transmission, pp. 24–36, 2002.
Brendan J Frey and David JC MacKay. A revolution: Belief propagation in graphs with cycles. Advances
in neural information processing systems, pp. 479–485,
1998.
Yair Weiss and William T Freeman. On the optimality
of solutions of the max-product belief-propagation algorithm in arbitrary graphs. Information Theory, IEEE
Transactions on, Vol. 47, No. 2, pp. 736–744, 2001.
Motilal Agrawal, Kurt Konolige, and MortenRufus Blas.
Censure: Center surround extremas for realtime feature
detection and matching. In David Forsyth, Philip Torr,
and Andrew Zisserman, editors, Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV), Vol. 5305 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 102–115. Springer
Berlin Heidelberg, 2008.

補助線設計段階，および，FCN の学習段階で，より激し
い歪みを再現した CG シミュレーションを行うことで，提
案する復号方式の頑健性を高めることは今後の重要な課題
である．
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