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傾きのある 1 次元コードを高速にデコードするリーダの構築
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はじめに
1 次元コードや 2 次元コードは，商品コードなどの

ID から有効期限などのデータにまで利用され，現在は
URL にも利用されている．近年ではスマートフォンの
普及により，誰でも手軽にカメラからの読み取りが可
能となった．しかし，水平方向と垂直方向の両方に情
報を持つ 2 次元コードと違い，1 次元コードは横方向
にしか情報を持っていない．そのため，読み取り機器
によっては，1 次元コードが傾いている場合にデコー
図 1 デコードの走査線

ドができないことがある．

1 次元コードの認識率向上のために，画像から 1 次
元コードを検索して位置と方向を特定する手法や [1]，
機械学習により画像に対する 1 次元コードの角度を識
別したり [2]，アフィン変換を用いて画像全体を回転さ
せることにより，画像内に含まれる 1 次元コードの傾
きを修正する手法 [3] が検討されている．
本論文では，画像の一部の取り出しによる，傾きが
ある場合にも対応可能な 1 次元コードのデコード手法
を提案する．本手法では，入力画像の一部を取り出すこ
とでデコード処理に適した画像を新たに生成し，それ
らに対してデコード処理を行うことによって，傾きの
ある 1 次元コードの読み取りを可能にする．また，バー
コード読み込み処理の一部を並列に行うことで，処理
の高速化を図る．
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像の生成方法を示す．図のマス目の１つは画像の 1 ピ
クセルであり，start は取り出しを開始するピクセルの
座標 (x, y)，pixels は 1 列から取り出すピクセルの数
を決める値である．これらの値により画像から取り出
すピクセルを定め，それを元にデコード用画像を生成
する．このとき，pixels の値と，縦横のどちらにいく
つ取り出すかを変更することで，様々な角度での走査
が可能となる．例えば start の座標が (0, 2)，横方向の

pixels が 1 である場合，(0, 2)，(1, 3)，(2, 4)，(3, 5)，
(4，6)，(5, 7)…のようにピクセルが取り出され，元画
像に対して 45 度の傾きを持つ 1 列の画像が生成され
る．通常，画像の回転には実数値の演算が必要になる
が，本手法では整数値のみを用いてデコード用画像の
生成が可能である．

提案手法

また，隣接する start の間のピクセル数により走査線

傾きのある 1 次元コードは，図 1 の赤線で示した走
査線のように，多数の方向にデコード処理を行うこと
で読み取りが可能となる．そこで提案手法では，赤線
に沿うように画像の一部を取り出したものをデコード
用画像とし，それら全てにデコード処理を行うことに

の間隔と個数を柔軟に決定することが可能であり，処
理の効率化を図れる. このデコード用画像の生成処理
とデコード処理を並列に行うことにより，処理時間を
短縮できる．
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より傾きに対応する．
図 2 にピクセルの取り出しを利用したデコード用画
An angle-robust and high speed reader for 1D-barcodes
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デコード処理
提案手法によるデコード処理を図 3 に示す．マスタ

とワーカはスレッドであり，マスタは画像の読み込み，
ワーカはデコード用画像の生成とデコードを行う．
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マスタ，ワーカ間のデータの受け渡しには TaskList，
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図2

図3

ピクセル取り出しによるデコード用画像の生成

ResultList の 2 つのリストを用いる．TaskList にはデ
コード用画像の生成に必要な以下の情報を持つ Task を
格納する．

デコード処理

し，それらの画像にデコード処理を行うことで，傾き
のある 1 次元コードを読み取る．このとき，画像の取
り出しとデコード処理を並列に処理することが可能で
ある．

• image：提案手法の対象となる画像
• start：画像の取り出しを開始するピクセルの座標
• pixels：1 列から取り出すピクセル数
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し，Result を生成する．その後，Result を ResultList
へと格納する．マスタは ResultList から Result を取り
出し，imageID ごとにそれぞれ別のリストへと振り分
けて格納する．
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おわりに
本論文では，傾きのある 1 次元コードの並列デコー

ド手法について提案した．本手法では，画像のピクセ
ルを指定した方向に取り出し，デコード用画像を生成
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