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1. は じ め に

ファインダと一体化した画像読み取りユニットにおける
2 次元コード取得を題材とした操作性評価

近年，携帯電話機やポータブルゲーム機，さらにはポータブルオーディオプレーヤ等，数
多くのハンドヘルドデバイスがカメラを搭載するようになり，これにともない，画像認識技
術を利用した様々なアプリケーションが，これらのデバイス上で使われるようになった．た
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とえば，現在，ユーザは紙媒体に印刷された 2 次元コードを取得してウェブサイトにアク

伸†3

セスしたり，文字認識技術を使って文章のなかの単語を電子辞書で調べたりすることができ
る．さらには，画像テンプレートマッチング技術を用いて，実世界のオブジェクトに関連し

近年，ハンドヘルドデバイス上で画像認識技術を利用した様々なアプリケーション
が使われるようになり，その操作性を向上させることが重要な課題になりつつある．
本論文では，ハンドヘルドデバイス向けの画像読み取りユニット ClearPlate を提案
する．本ユニットは物理的に透明なファインダであると同時にスキャナとしての機能
を備えており，ファインダから見える範囲がそのまま内蔵カメラの撮影範囲となるよ
うな設計が施されている．2 次元コードの読み取りを題材として評価を行った結果，
電子ディスプレイを用いたカメラ付き携帯電話機以上の高い操作性が得られることと，
このときの操作特性として，ターゲットの幅が小さくなるほど高い操作性が発揮でき
るという特徴が明らかになった．

たオンライン情報にアクセスしたり，イメージモザイキング技術1),2) を使って複数の写真
を合成し，パノラマ写真を作成したりするといったことも可能である．それゆえ，これらア
プリケーションの利用時におけるハンドヘルドデバイスの操作性を向上させることは，重要
な課題になりつつある．
従来，画像認識技術に基づくアプリケーションをハンドヘルドデバイスで利用する場合，
電子ディスプレイに表示されるカメラの撮影画像を頼りにターゲットへのピント合わせや位
置合わせを行うことが一般的であった．しかしながら，このような方法に関しては，次のよ
うなユーザビリティ上の問題が指摘されている．

Evaluating an Image Capture Unit Combined with
a Viewfinder on the 2D Barcode Acquisition Task
Atsuhiko Maeda,†1 Kenji Hara,†2
Minoru Kobayashi†1 and Masanobu Abe†3
As it is becoming more common for various handheld devices to be equipped
with a camera, applications that use image recognition are increasing. Therefore, improving the usability of these devices by enhancing their image capture
characteristics is becoming more important. We present ClearPlate – a new optical unit for image capture. It has a physically transparent viewﬁnder through
which the user can observe the target directly without oﬀset; the framed image
is captured by the built-in camera. We also present a user study that evaluates
ClearPlate performance in the 2D barcode acquisition task. Results show that
ClearPlate signiﬁcantly outperforms the camera-phone-based approach with regard to 2D barcode acquisition, and that selection time decreases as the target
width decreases.
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(1)

視差：ハンドヘルドデバイス上に取り付けられた電子ディスプレイとカメラの中心軸

のずれや，カメラ映像の表示拡大率の影響により，電子ディスプレイに表示されるカメラ
の映像と，直接視できるその周囲との間に視差が生じてしまう．その結果，ターゲットを
適切にとらえるためにカメラの撮影位置を調整しようとしても，デバイスを正しい方向
に動かせなかったり，自分の手やデバイスでターゲットが隠れてしまったりすることがあ
る3) ．

(2)

遅延：電子ディスプレイの更新に遅延がともなう．その結果，電子ディスプレイを通

してターゲットを見ているとき，デバイスを素早く動かしにくい4) ．

(3)

不安定：ハンドヘルドデバイスを空中で持ちながら撮影しなければならないことが多

い．その結果，操作が不安定になり，カメラがブレやすくピントが合わせにくくなる3) ．
†1 日本電信電話株式会社 NTT サイバーソリューション研究所
NTT Cyber Solutions Laboratories, NTT Corporation
†2 NTT コミュニケーションズ株式会社
NTT Communications Corporation
†3 岡山大学
Oakayama University
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影：画像認識が成功するためには，デバイスをターゲットの正面に移動させなければ

ならないことが多く，水平な面に置かれたターゲットを撮影する際，撮影面にデバイスの
影が落ちやすい．その結果，認識率が低下してしまうことがある5) ．

2. 従 来 技 術
以下では，前述したユーザビリティ上の個々の問題に関連付けて，従来技術について説

本論文では，これらの問題をすべて解決するために，ハンドヘルドデバイス向けの画像読

明する．まず，電子ディスプレイと直接視との間に生じる視差の問題の解決に応用可能な技

み取りユニット ClearPlate（図 1 参照）を提案する．ClearPlate は，文字どおり，透明な

術として，Halo 6) や Wedge 7) という手法が提案されている．これは，ディスプレイ上に

板のように見える画像読み取りユニットである．本ユニットは物理的に透明なファインダで

ターゲットが表示されていないときに，ターゲットの方向とそこまでの距離をディスプレイ

あると同時に，スキャナとしての機能を備えている．すなわち，撮影したい印刷物等に本ユ

上に直感的に表示する手法である．これにより，ディスプレイだけを確認しながらデバイス

ニットを重ねて置いたとき，そのファインダから見える範囲がそのまま内蔵イメージセンサ

をターゲットの方向に正しく動かすことができる．ただし，これらの手法を利用するために

（カメラ）の撮影範囲となるような設計が，全反射を利用した光学系を利用して施されてい

は，ターゲットがカメラに写る以前に，その位置をハンドヘルドデバイス側で把握できなけ

る．したがって，前述した視差やディスプレイ遅延等による問題が生じず，読み取りたい印

ればならない．しかし，多くの場合，デバイス側でターゲットの位置をあらかじめ知ること

刷物等に本ユニットを重ねるという簡単な操作だけで，ターゲットを正確に読み取ることが

はできない．一方，業務用 2 次元コードリーダでは，電子ディスプレイは使用せず，レーザ
照準を使って 2 次元コードを撮影する（図 2 参照）．レーザ照準は 2 次元コードの印刷面に

可能になる．
以下，本論文では，まず，本研究に関連する従来技術について整理する．次に，従来技術

投影されるため，その印刷面だけに視線を向けながらカメラの向きや位置を合わせればよ

の問題を解決する提案方式 ClearPlate の構成と利点，利用範囲等について詳しく解説し，

く，視差の問題とともにディスプレイの表示遅延による問題も解消される．しかしながら，

最後に 2 次元コードの読み取りを題材とした評価実験を行い，電子ディスプレイを用いた

ハンドヘルドデバイスを空中で持ちながら撮影することによる不安定さの問題は解消され

ユーザインタフェース以上の操作性が発揮できる点と，2 次元コード読み取り時の操作特性

ず，カメラのブレや傾きに注意してデバイスを操作しなければならない．

として，小さいターゲットほど読み取りを容易にする特性を備えていることを示す．

デバイスを空中で操作することの不安定さによって生じる問題を解決する手法には，画像
認識アルゴリズムの前処理として様々なものが考案されている．たとえば，2 次元コードデ
コーダのための処理として，カメラブレによる画像を補正するアルゴリズム8) や，ターゲッ
トに対するカメラの傾き度合いを自動検出して画像補正するアルゴリズム9),10) が考案され
ている．また，画像テンプレートマッチング技術には，あるターゲットに対するカメラから
の距離が変わってしまっても，同一の特徴量を抽出してマッチング可能な，いわゆるスケー
ル不変なアルゴリズムが提案されている11),12) ．しかし，これらのソフトウェアによる方法
だけで，不安定さの解消を十分に行うことは難しい．一方，卓上設置型の 2 次元コードリー

図 1 ClearPlate による印刷情報の読み取り
Fig. 1 Capturing printed information by ClearPlate.
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図 2 業務機のレーザ照準
Fig. 2 Laser sighting in a business-oriented 2D reader.
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ダ13),14) のように，カメラからターゲットまでの距離を固定して撮影できる補助具をハンド
ヘルドデバイスに装着し，不安定さを解消する方法も考えられるが，デバイスの厚みが増
し，持ち運びやすさを損なってしまう可能性がある．
デバイスがターゲットに落としてしまう影を除去するアルゴリズムについても，様々な手
法が提案されている15)–17) ．しかし，画像の暗い部分が影によるのか実際の色を反映したも
のなのかをつねに正しく判定することは困難である．以上のように，従来技術だけで，先に
あげた問題に十分対処することは困難といえる．
図 3 通常のアクリル板における光線経路（側面図）
Fig. 3 Optical paths in a normal plate.

3. 提案方式：ClearPlate
著者らが提案する ClearPlate は，文字どおり，透明な板のように見える画像読み取りユ
ニットである（図 1 参照）．本ユニットは物理的に透明なファインダであると同時に，スキャ
ナとしての機能を備えている．すなわち，撮影したい印刷物等に本ユニットを重ねて置いた
とき，この透明な板を通して上方から見える範囲がそのまま内蔵イメージセンサ（カメラ）
の撮影範囲となるような設計が施されている．したがって，本ユニットには以下のような利
点がある．

(1)

物理的に透明なファインダにより撮影範囲を確認できるため，ディスプレイとその周

辺との視差，ディスプレイ表示遅延，およびデバイスの影による問題が生じない．

(2)

撮影したい印刷物等に重ねて置いて使用するものであるため，安定した状態で撮影可

能である．

(3)

図 4 ClearPlate における光線経路（側面図）
Fig. 4 Optical paths in ClearPlate.

アクリル等の透明樹脂を射出成形してできる部品からだけで実現可能であるため，安
これに対し，ClearPlate では，上方からも側面のカメラからも，鮮明な，同じ範囲の像

価に製造可能である．

3.1 原

を得ることができる．図 4 に ClearPlate の側面図を示すが，アクリル内部に斜めのわずか

理

前述したように，ClearPlate はアクリル等で実現され，ターゲットを読み取るためのカ

な空気の隙間を設けている点が特徴であり，この境界では光線の入射角により屈折や全反射

メラはデバイスの内部，アクリルの側面に設置される．しかし，通常のアクリルでは印刷物

といった現象が発生する．そして，このような構成をとると，ある方向からの光線は，これ

等に重ねたとき，図 3 の側面図に見られるように，アクリルの上方，すなわちユーザの視

ら 2 層のアクリルを通過して印刷面に到達した後，アクリルの上方へは戻らず，カメラがあ

点から印刷物を観察することはできても（ユーザの視界は光線 (1) によって得られる），カ

る側面に導かれる．図 4 の光線 (2) は，その一例である．具体的に追うと，光線 (2) はアク

メラが設置される側面からは観察することはできない（カメラの光学像は光線 (2) によって

リル上面 AD への入射時に屈折した後，アクリル底面 BC で再び屈折して出射し（実際に

得られる）．この理由は，アクリルと印刷物とのわずかな隙間にある空気よりもアクリルの

は BD を通過する際，光線が平行にわずかにずれる），印刷面に到達する．その後，印刷面

屈折率が高いうえ，光線 (2) がアクリル内から印刷面に向かうとき，その境界の法線に対す

で反射して再度アクリル底面 BC に入射し，屈折して面 BD まで進む．ここで光線の入射

る角度が臨界角以上となるため，アクリル内部表面で全反射（光が 2 つの媒質の境界ですべ

角が臨界角以上となるため（アクリルの屈折率が 1.49，空気が 1 であるため，BD の法線

て反射する現象）し，印刷面を経由せずカメラに到達してしまうからである．

に対して 42.2 度以上），光線は全反射し，再び面 BC に向かう．面 BC に再到達後も臨界
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角以上での入射となるため，再び上方に全反射し，最後は面 CD から出射してカメラに到
達する．
図 4 に記した  DBC の角度は ClearPlate を実現する際の一例であり，同様の現象が発
生する範囲で，アクリルの角度，さらには厚みや長さの変更が可能である．本ユニットはカ
メラの視野角錐体（視点を頂点，投影面を底面とする角錐体）を全反射を使って折り畳むも
のであるため，印刷面に対するカメラの撮影範囲は第 1 にその画角，第 2 に印刷面に対する
視野角錐体の傾きに依存し，後者は  DBC の角度によって変えることができる．理論上は

DBC の角度を小さくすることにより，本ユニットの厚みをいくらでも薄くすることは可


能であるが，現実的にはカメラの被写界深度と画素数により実現可能な厚みは制限される．

図 5 一眼レフカメラ（左）およびハーフミラー（右）における光線経路
Fig. 5 Optical paths in a single-lens reﬂex camera (left) and a half mirror (right).

BCD として図示したブロックは，その使い方から TIR（Total Internal Reﬂection：内
部全反射）プリズムの一種に分類できる．TIR プリズムは，内部で光線を 1 回全反射させ
る，より厚みのあるタイプ（ DBC が 45 度程度）が DLP プロジェクタの光学系で用いら
れている．これに対し ClearPlate で用いるプリズムは，BD・BC 間で複数回内部全反射
させ，デバイス形状に合わせて扁平化する工夫が施されている．
なお，上部のブロック ABD は光学的効果をねらったものではなく，下部の保護（面 BD
を指で触れると全反射しなくなる）とデバイス形状との整合性のために必要になると考えた
ものである．このような部品が組み合わされても，ユーザが視認する角度，たとえば (1) に
影響を与えることはないが，面 AD に対して，より低い角度からは視認できなくなる．図 4
の光線 (3) は， DBC が 20 度のときに上方から視認できなくなる角度を表している．こ
うなる理由は，光線 (3) が面 BD に入射する際，臨界角を超えるために全反射してしまい，
印刷面に到達しなくなるからである．したがって，本ユニットをデザインする際には，視認

図 6 ターゲットが (A) から (C) に離れるに従い，視差が広がる様子．
Fig. 6 As the target surface moves away from (A) to (C), the parallax between what the user sees
and what the camera captures increases.

可能な角度の範囲でユーザに使われるよう考慮して設計する必要がある．とはいえ，印刷面
が上から視認できる角度の範囲は， DBC の角度を小さくすることにより広げることが可

どちらかへと導く構造になっている．図 5（右）に示すように，ハーフミラーを使う場合は

能である．

像が不鮮明になるものの，やはり同一方向からの光線を利用する点は同様である．これらの

3.2 利 用 範 囲

光学系ではターゲットからファインダやセンサまでの光線経路が途中まで同一であるため，

ClearPlate が効果を発揮するターゲットは，デバイスを密着させられる距離にある平面

ターゲットまでの距離に関係なく，ファインダとセンサで同一の像を得ることができる．

上のものに限られる．すなわち，立体物や離れた距離にある平面上のターゲットを撮影する

一方，ClearPlate では，一眼レフより薄く小型で，ハーフミラーより鮮明な画像が得ら

には不向きである．この理由を一眼レフやハーフミラーを利用した光学系と比較して説明

れるよう，ファインダとカメラがそれぞれ異なる方向から届く光線でターゲットをとらえる

する．

仕組みとなっている．そのため，ターゲットが ClearPlate から離れるに従い，ファインダ

図 5（左）に示すように，一眼レフカメラでは，ターゲットからレンズに入射する同一方
向からの光線を，カメラ内部の反射ミラーの動作によりセンサ（フィルム）かファインダの
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とカメラとの間に視差が生じるようになる（図 6 参照）．これが，密着させられる距離にあ
る平面上のターゲットに対してのみ提案方式が有効な理由である．
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図 8 想定されるデバイスの構成例：セパレート型ディスプレイ（左）および透過型ディスプレイとの組合せ（右）
Fig. 8 Envisioned device examples with a separate display (left) and an overlaid see-through
display (right).

図7

QR コード上に置かれた ClearPlate（左），このときの内部カメラによるイメージ（右上），デバイス全体の
外観（右下）
Fig. 7 ClearPlate put on a QR code (left), the internal camera image at this time (upper right),
and the externals (lower right).

に合わせて決め，ブロック BCD の角度を，20 度，45 度，115 度とした．このセッティン
グで，45 mm × 28 mm の範囲が撮影可能であった．

3.4 想定されるデバイス構成
著者らが試作したプロトタイプは ClearPlate のみからなるハンドヘルドデバイスで，画

3.3 プロトタイプ

像認識の結果は，接続された PC のディスプレイに出力される．このような構成の場合，た

ClearPlate 搭載デバイスの最初のプロトタイプを，PC の USB 周辺機器として試作した．

とえば名刺や手書きメモ等を手元でスキャンし，PC に取り込むデバイスとして有用と考え

図 7（右下）の写真に写っている白い装置がプロトタイプ全体の外観で，一般的な TV リモ

られる．ファインダより大きなターゲットに対しては，イメージモザイキング技術を併用

コンと同等のサイズである（185 × 45 × 22 mm）．この白い筐体の内部に，
（株）アサヒ電子

し，デバイスをスライド操作することにより読み取れるようにすることが考えられる．

研究所製 USB 出力カメラモジュール ACB-U04vII（CMOS センササイズ：1/6.2 インチ，

図 8（左）は，ClearPlate にセパレート型の電子ディスプレイを組み合わせて構成され

画素数：30 万画素，レンズ水平画角：52 度）を設置した．さらに，このカメラモジュール

る電子辞書デバイスのイメージである．このようなデバイスでは，一般的な大きさの文字

にシャッタ信号用ボタンをつなぎ，筺体上部に固定した．

で印刷された文章の 1 行分をカバーできる程度の大きさのユニットを備えれば十分である．

プロトタイプの底面は 2 mm 厚で透明となっており，アクリルブロックは，この底面上に

一方，図 8（右）のイメージのように，ClearPlate の上に透過型の電子ディスプレイを重ね

セットした．アクリルブロック間の空気の隙間はどんなに薄くても機能するため，本プロト

るといった構成も考えられる．透過型の電子ディスプレイとしては，有機 EL ディスプレイ

タイプでは，上下のアクリルブロックがお互いに接触するようにして，カメラの死角とな

によるものが開発されている18) ．このような構成であれば，実世界のターゲットにデジタ

る領域のみを接着して固定している．アクリルブロック表面の研磨は通常のレベルであり，

ル情報を重ねて表示する Augmented reality システムの操作性を向上させることができる

実際，市販のアクリルブロックをカットした後，サンドペーパとコンパウンドを使い，手で

と考えられる．

数十分研磨した程度である．図 7（左）の写真は上方からの外観で，ClearPlate の下には

11 mm 角の QR コードが見えている．図 7（右上）の写真は，このときの筺体内のカメラ

4. 評 価 実 験

によるものである．このように，上方からも内側のカメラからも，鮮明な，同一範囲の像を

4.1 実験の目的

得ることができている．なお，アクリルブロックの角度は利用したカメラモジュールの仕様

本章では，第 1 の目的として，提案方式がターゲットの読み取りをどの程度容易にできる
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かを評価する．具体的には，携帯電話機による，電子ディスプレイとカメラを組み合わせた
構成と比較し，どの程度操作性が向上するを明らかにする．なお，ターゲットには 2 次元
コードの一種である QR コード19) を用いる．
第 2 の目的は，ターゲットまでの距離やその大きさが変化したときに，提案方式の操作性
がどのように変わるかを明らかにすることである．これにより，本提案方式でより撮影しや
すいターゲットを前もってデザインする際の指針をたてることができる．

4.2 実 験 計 画
被験者は 18 人（女性 10 人，男性 8 人），年齢は 24 歳から 34 歳であり，2 人が左利きで，
残りは右利きであった．なお，すべての被験者が携帯電話機で QR コードの読み取りを行っ

図 9 ClearPlate（左）と携帯電話機（右）を使ったターゲット読み取りタスク
Fig. 9 Cyclical target acquisition task with ClearPlate (left) and camera phone (right).

た経験があった．
実験計画としては，2 × 4 × 5 の被験者内計画を用いた．要因と水準は以下のとおりである．

ンが押下されるまでの時間を計測し，このとき VGA 静止画像が PC 内に保存されるように

• 読み取り方式（RT ）：携帯電話機，ClearPlate

した．比較する携帯電話機 N705i と QR コードデコーダの性能条件を同一にするため，保

• ターゲットまでの距離（D）：150，200，250，300 mm

存された静止画像を後から PC 画面に表示させ，固定した N705i の QR コードデコーダで

• ターゲット幅（W ）：10，12.5，15，17.5，20 mm

読み取り，そのときデコードにかかった時間を加算して N705i と比較できるようにした．

従属変数はターゲットの読み取りにかかるまでの操作時間，エラー率，5 段階尺度による

4.4 タ ス ク
実験は，ISO9241-9 記載の多方向タッピング試験20) を応用して実施した．具体的には，

主観評価 13 項目である．

4.3 実 験 装 置

453 mm × 345 mm の用紙に，番号が付けられた QR コードを円環状に等間隔に 9 つ印刷

ClearPlate の比較対象として，QR コードデコーダを備えた携帯電話機である NEC 製

し，番号順に QR コードを読み取るとき，次の目標への移動距離が円の直径とほぼ等しく

N705i を使用した（著者らが所持していた HTC 製 HT-03A，Apple 製 iPhone 3G，同機

なるようにして，一定距離離れたところにある QR コードの読み取り作業を繰り返し測定

種を予備実験で比較し，最も性能が良かったため使用した）．同機種のカメラはヒンジ付近

できるようにした（図 9 参照）．1 枚の用紙に印刷する QR コードの幅は同一とし，独立変

に搭載されていおり，QR コードデコーダは，起動時，ディスプレイの 37 × 36 mm の領域

数 W と D の組合せ数となる 20 枚分を作成した．被験者らは，携帯電話機を最初に使うグ

にカメラの撮影画像を 5 FPS で表示した．また，デバイスが固定されているとき，ターゲッ

ループと，ClearPlate を最初に使うグループに，無作為に分けられた．そして，それぞれ

トの面に対して 30 度の角度からでも実験で用いた QR コードを読み取ることができる画像

の読み取り方式で，各用紙の QR コードをその番号順に読み取る（9 つの読み取りを 2 ラウ

補正機能を備えていた．さらに，同機種のデコーダは，シャッタボタンを押したときだけ撮

ンド繰り返す）ことを求められた．D × W 20 通りの読み取り順序は，被験者ごとに無作

影画像からデコードを試みるタイプではなく，撮影動画像に対してフレームごとに自動的に

為化を行った．用紙は机の上に置かれ，被験者らは椅子に座って読み取りを行った．なお，

デコードを試みるタイプであった．読み取りにかかる時間については，携帯電話機上で動作

試行本番前に各読み取り方式で，無作為に選ばれた 3 枚（D × W の 3 条件）を使って練

する計測用ソフトウェアを JAVA 言語で作成し，タスクの開始から QR コードの読み取り

習を行った．携帯電話機および ClearPlate はどのように持ってもよいこととした．ただし，

までを 1 ミリ秒単位で計測できるようにした．

個々の QR コードの読み取りごとに，開始の合図を受けるまで，直前に選択した QR コー

ClearPlate のプロトタイプは前述したとおりである．ファインダのサイズは 45 × 28 mm

ド上に機器を手で持ったまま接地させておくよう指示した．開始と成功の合図は計測用ソフ

で，その平均寸法は 36.5 mm となり，比較対象と等しくなるよう調整されている．時間計

トウェアによる効果音で知らせるようにした．1 人の被験者が実験を完了するまでの時間は

測用ソフトウェアは，C#を用いて作成した．計測開始を知らせた後，シャッタ信号用ボタ

およそ 2 時間半から 3 時間であった．18 人の被験者が 2 通りの読み取り方式を用い，4 × 5
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図 10

読み取り方式，距離，幅ごとの操作時間．多重比較の結果，20 水準すべてにおいて ClearPlate が有意に速
かった p < 0.00001）
Fig. 10 Movement time for Reader type, distance and width. Multiple comparison test showed that
for each of the 20 conditions, ClearPlate was signiﬁcantly faster, all at the p < 0.00001 level.

通りのターゲット条件のもとでそれぞれ 18（9 × 2）回の読み取りを行った結果，全試行回
数は 18 × 2 × 4 × 5 × 9 × 2 の 12,960 回であった．

4.5 結

果

図 11 主観評価の結果．13 項目中 10 項目で ClearPlate が有意に優れていた
Fig. 11 Subjective judgments. ClearPlate was signiﬁcantly better than the camera phone in 10 of
13 items.

図 10 に，両読み取り方式（RT ）におけるターゲット距離（D）
，ターゲット幅（W ）ごとの
操作時間を示す．反復測定分散分析を行ったところ，有意な主効果が，RT （F1,17 = 97.306，

ラーとして集計した．その結果，どちらの方式のエラー率も低く，方式ごとの総合エラー率

p < 0.001），D（F3,51 = 26.611，p < 0.001），W（F4,68 = 5.744，p = 0.001），RT ×W の

は，携帯電話機では番号順のエラー率が 0.22%であった．一方，ClearPlate では番号順の

交互作用（F4,68 = 31.282，p < 0.001）および RT × D × W の交互作用（F12,204 = 2.013，

エラーは 0 で，読み取りスイッチを押したときにターゲットがファインダから外れていたこ

p < 0.05）で確認された．さらに Shaﬀer の方法で多重比較を行ったところ，D×W の 20 水準

とにより読み取りできないエラーが 0.21%であった．ただし，いずれの要因においても有意

．
すべてにおいて，ClearPlate は携帯電話機より有意に速いことが確認された（p < 0.00001）

な主効果は確認されなかった．

本実験では，両方式で番号順に読み取りを行われなかったケースと，ClearPlate におい

次に，ISO9241-9 記載の評価項目を用いて両読み取り方式に対する被験者らの主観評価

て取り込んだ静止画が携帯電話機の QR コードリーダでデコードできなかったケースをエ

を求めた結果を図 11 に示す．項目ごとに Wilcoxon の順位和検定を実施したところ，質
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問 13 項目中 10 項目で有意差が確認され，すべて ClearPlate のほうが優れるという評価で

の遠い距離にある QR コードを読み取るとき（つまりファインダを低い角度から覗くとき）

あった．

反射して見えにくくなることがある」と述べていた．この理由は 3.1 節で述べたとおりであ

4.6 考

る．実験に用いた ClearPlate では，図 4 でいう  DBC を 20 度としていたが，実使用で

察

4.6.1 電子ディスプレイとカメラの組合せに対する優位性
本実験の結果，エラー率に関しては，ClearPlate と携帯電話機で有意な差は確認されなかっ

も同じ問題が頻繁に発生するようなら，より低い角度で設計しなおすべきであろう．

4.6.2 2 次元コード読み取り時の操作特性

たものの，操作時間に関しては，ターゲット幅と距離のすべての条件において，ClearPlate

次に，2 次元コードの読み取り時における ClearPlate の操作特性の分析を行う．一般的

が有意に速いことが確かめられた．なお，実験装置の制約により，携帯電話機では自動認識

には，ターゲット選択動作は Fitts の法則21),22) に従うことが報告されている．Fitts の基

機能が使われたが，ClearPlate ではシャッタボタンを使用せざるをえなかった．そのため，

本モデルでは，ターゲット幅が W ，ターゲットまでの距離が D であるとき，ターゲットを

ClearPlate ではボタン押下までにかかる時間の分，操作時間が増加していた可能性がある．

選択するまでの操作時間 M T は，次式で表される．

それにもかからわず，図 10 に見られるように，特にターゲット幅が比較的小さい条件では，
約 40%もパフォーマンスが向上している．一方，主観評価においても，13 項目中 10 項目

M T = a + b log2



D
+1
W



「操作に必要とされ
で有意差が確認され，すべて ClearPlate が優位であった．具体的には，

ここで，a および b は経験的に求められる定数であり，対数項は困難さ指標と呼ばれる．上

る心理的努力」や「正確的なポインティング」，
「総合的な使いやすさ」等で大きな差が見ら

式からは，ターゲットが大きくなるか，ターゲットまでの距離が短くなると，素早く選択で

れた．以上のことから，紙面に印刷された 2 次元コードの読み取り時における ClearPlate

きるようになることが読み取れる．さらに，携帯電話機による電子ディスプレイを用いた 2

の操作性は，電子ディスプレイとカメラの組合せによる方式より優れていると結論付けるこ

次元コードの選択では，次式によるほうがより正確にモデル化できることが Rohs らにより

とができる．

報告されている3) ．

それでは，なぜ携帯電話機以上の操作性が得られたのであろうか．1 章で述べたように，
電子ディスプレイの利用時におけるユーザビリティ上の問題点として，1) 視差，2) ディス

M T = a + b log2





D
+ 1 + c log2
S



S/2
+1
W



プレイ遅延，3) 不安定性，4) 影の影響が指摘されている．個々の影響がどの程度かについ

上式において，S は電子ディスプレイ（の表示エリア）の幅（縦横の平均）を表しており，

ては，それぞれの要因のみを制御することが困難であるため切り分けは難しいが，主観評価

ターゲットを直接確認しながら，それをディスプレイに表示させるまでの第 1 フェーズの動

項目 13 番目「総合的にこのデバイスは」で，全被験者が ClearPlate のほうに良い評定を

作（第 2 項）と，その後のディスプレイを覗きながらの第 2 フェーズの動作（第 3 項）を分

下しており，その理由を自由記述形式で被験者らに求めていたため，この結果から，それぞ

けてモデル化している．Fitts，Rohs らの式の 3 次元グラフをそれぞれ図 12（左）と（中）

れの要因について指摘している個所を抽出し，集計した．その結果，視差がないことをあげ

に示すが，いずれも W が増加するにつれ，Rohs の式のほうが曲面が緩やかではあるもの

た者が 18 人中 14 人で最も多く，デバイス操作時の安定性を評価した者が 9 人，ディスプ

の，M T が減少する（選択が容易になる）ことに留意されたい．

レイの表示遅延がないことを指摘したものが 5 人であった．実際，読み取り順序に関する

実際，図 10 のグラフを見ると，携帯電話機では，D が 150 mm，W が 20 mm の水準で

エラーは携帯電話機でのみ発生したが，この理由は視差の影響だと考えられる．なお，影

操作時間（M T ）が急に増加しているものの，ここを除けば，W が増加するにつれ M T が

が発生しないことに言及した者はいなかったが，この理由としては，実験環境には約 1,000

減少する大まかな傾向が観察できる．前述の水準では大きな QR コードが互いに隣接する

ルクスの十分均一な蛍光灯による照明が点灯しており，使用した QR コードデコーダが斜

状況であったため，携帯電話機では視差の影響が強く出て，例外的に読み取りが困難になっ

めからでも読み取りできる機能を備えていたため，携帯電話機を使っても影が落ちにくかっ

たものと考えられる．
一方，ClearPlate では逆に，W が大きくなるにつれ，操作時間（M T ）も大きくなる傾

たということが考えられる．
ただし，ClearPlate のプロトタイプには問題点もあり，18 人中 13 人の被験者が「前方
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図 12 Fitts の法則の基本モデル（左），Rohs らによる携帯電話のモデル（中），提案方式に関するモデル（右）
Fig. 12 The basic Fitts’ law model (left), Rohs et al.’s model for camera phones (middle), and the model for ClearPlate (right).

スケールユーザインタフェースにおける選択動作の研究において，視界の外にあるターゲッ
トを View 内に完全に表示させるときの動作を Guiard らが View pointing と名づけ，次式
でモデル化している23) ．

M T = a + b log2



D
+1
S−W



ここで，S は View の幅である（実際のところ Guiard らは S − W を |S − W | としている
が，ここでは S > W のときのみを参照する）．これは，Kabbash らが提案したエリアカー
ソル24) （グラフィカルユーザインタフェースにおける面積を持ったカーソル）で，幅を持
つターゲットを完全に覆うような動作をしたときの操作特性をモデル化したものでもある．

ClearPlate によって 2 次元コードを読み取る動作も，S をファインダの幅とすると上式に
よってモデル化できると考えられる．上式の 3 次元グラフを図 12（右）に示す．上式のと
おり，困難さ指標を log2 (D/(S − W ) + 1) と定義し，ClearPlate における操作時間を困難
さ指標の関数としてプロットした結果を図 13 に示す．回帰分析の結果は r2 値が 0.9151 で

図 13 困難さ指標ごとの操作時間
Fig. 13 Movement time for index of diﬃculty.

あり，よく合致しているといえる．このとき S の値は，ファインダの横 45 mm と縦 28 mm

話機で小さいターゲットを読み取る際にはジッタの影響が特に問題になると述べている3) ．

の平均をとって 36.5 mm としている．実際，実験終了後の被験者から自由形式で感想を述

このことは，小さなターゲットの場合ほど，デバイスを安定させるか，画像認識可能な距離

べてもらったが，18 人全員が「小さいほうが位置合わせしやすい」と自発的に発言してい

までターゲットに近づけなければならないことを意味する．一方，ClearPlate では，ター

た．したがって，この結果から「ClearPlate で読み取る 2 次元コードは（カメラが認識で

ゲットの大きさに関係なく，デバイスを密着させ安定した状態で読み取る．そのため，ター

きる範囲で）できるだけ小さく印刷したほうが良い」という 1 つのデザイン指針を導くこ

ゲットの大きさが変わっても，画像認識におけるジッタの影響はほとんど変わらないうえ，

とができる．このことは，紙媒体では印刷情報の面積に比例して掲載コストが増えるため，

そもそも影響も小さいと考えられる．その結果，幅を持つターゲットをエリアカーソルで完

コスト面からも有利である．

全に覆うときの特性だけが顕在化し，小さいターゲットほど読み取りやすいという結果に

それでは，携帯電話機では大きいターゲット，ClearPlate では小さいターゲットほど読み

なったと考えられる．一見 ClearPlate によるほうがデバイスを移動させる距離が長く，読

取りやすくなる理由は何か．携帯電話機による選択動作の特性を調べた Rohs らは，携帯電

み取りに時間がかかるようにも思える．しかし，実際の結果が異なることから，両者の移動
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速度やデバイス移動時の軌道がそもそも異なっていること等が考えられるが，これらの詳細
な分析は今後の課題である．

5. ま と め
本論文では，ハンドヘルドデバイス向けの画像読み取りユニットとして ClearPlate を提
案し，その操作性を 2 次元コードの読み取りを題材として評価した．その結果，電子ディス
プレイを利用する携帯電話機以上の性能が発揮できることと，小さいターゲットほど読み取
りやすいという操作特性を明らかにした．ただし，従来方式では，カメラからターゲットま
での距離を調整することで様々な大きさのターゲットを読み取ることができるのに対し，提
案方式では，3.2 節で述べたようにファインダをターゲットに密着させなければ視差が生じ
るため，手が届かない距離にあるターゲットの撮影は困難になる．また，密着させられると
しても，ファインダの大きさ以上のターゲットを読み取ることもそのままでは不可能である．
とはいえ，雑誌やリーフレット等に印刷された 2 次元コード等手が届く範囲にあるター
ゲットを読み取る機会は多く，これらの大きさはたいてい 1〜2 cm 角であるから，本論文
に記載したプロトタイプ程度の大きさでも多くの場面で有用であろう．また，3.4 節で述べ
たように，たとえファインダのサイズを超えるターゲットであっても，イメージモザイキン
グ技術を併用し，ClearPlate をスライド操作する等して読み取りを可能にするといった方
策も考えられる．
なお，本実験では，2 次元コードの読み取りのみを題材としたが，提案方式が解決しよう
とした問題は画像認識技術全般に関連するものであるため，活字や写真にターゲットが置き
換わったとしても，同等の優位性を発揮することが期待できる．今後は，2 次元コードに留
まらず，活字の読み取りや画像テンプレートマッチングに利用する際の効果についても評価
し，報告する予定である．たとえば，画像テンプレートマッチングに ClearPlate を利用す
る際には，ターゲットまでの距離と傾き（tilt angle）が一定になることを活かし，性能を
維持したままマッチング処理を簡略化し，高速化できると考えている．
謝辞 本研究を進めるうえで有益なご意見をいただいた近藤重邦氏，高田英明氏に感謝
する．
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