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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影補正
のための方法であって、
　前記画像が２値化される、画像２値化のステップと、
　ピクセル・ブロブが、前記２値化された画像の前記少なくとも１つのテキスト部分にお
いて検出される、連結成分分析のステップと、
　前記ピクセル・ブロブの固有ポイントを用いてテキスト・ベースラインを推定するステ
ップ、及び前記テキスト・ベースラインを用いて前記少なくとも１つのテキスト部分の水
平消失ポイントを決定するステップを含む水平消失ポイント決定のステップと、
　垂直消失ポイントが、前記少なくとも１つのテキスト部分の垂直の特徴に基づいて、前
記少なくとも１つのテキスト部分について決定される、垂直消失ポイント決定のステップ
と、
　前記画像における前記透視図法が、前記の水平及び垂直の消失ポイントに基づいて補正
される、投影補正のステップと
を含み、
　テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは、前記固有ポイントを固有ポイント
・グループへとクラスタ化するステップを含み、前記固有ポイント・グループは、以下の
複数の条件、すなわち、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントの間のポイント・ツー・ポイント距
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離が、第１の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの各固有ポイントと、前記固有ポイント・グループの前
記固有ポイントによって形成されるラインとの間のポイント・ツー・ライン距離が、第２
の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントによって形成される前記ラインのオ
フ水平角度が、最大角度よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループが、最小の数の固有ポイントを含んでいる条件と
のうちの少なくとも１つを満たし、前記テキスト・ベースラインは、前記固有ポイント・
グループに基づいて、推定される、方法。
【請求項２】
　各固有ポイントは、前記それぞれのピクセル・ブロブの境界ボックスの底部の中心であ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは、混同させる固有ポイントの除去の
ステップを含み、考慮している前記固有ポイントの近くにおいて、固有ポイントに関する
ラインを外れている混同させる固有ポイントは、検出され、前記混同させる固有ポイント
は、前記テキスト・ベースライン推定のために無視される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記混同させる固有ポイントの除去ステップは、
　前記ピクセル・ブロブの幅と、高さとを決定するステップと、
　前記ピクセル・ブロブの幅と、高さとについての平均値を決定するステップと、
　考慮している前記ピクセル・ブロブの幅と、高さとのうちの少なくとも一方が、前記決
定された平均値から所定の範囲だけ異なるピクセル・ブロブに属する固有ポイントとして
前記混同させる固有ポイントを検出するステップと
を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の距離しきい値と、前記第２の距離しきい値と、前記最大角度と、前記最小の
数の固有ポイントとは、前記画像のコンテンツに基づいて、適応的に設定される、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは、固有ポイント・グループ・マージ
ングのステップをさらに含み、無視された固有ポイントの両側の上の固有ポイント・グル
ープは、より大きな固有ポイント・グループへとマージされる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記水平消失ポイントを決定する前記ステップは、
　前記推定されたテキスト・ベースラインのそれぞれをデカルト座標系におけるラインと
して規定するステップと、
　前記デカルト座標系において規定される前記テキスト・ベースラインのそれぞれを同次
座標系におけるデータ・ポイントへと変換するステップと、
　信頼度レベルを前記データ・ポイントのそれぞれに割り当てるステップであって、前記
信頼度レベルは、前記それぞれのテキスト・ベースラインの少なくとも長さと、前記テキ
スト・ベースラインを推定するために使用される前記固有ポイント・グループと、前記推
定されたテキスト・ベースラインとの近接性とに基づいている、割り当てるステップと、
　所定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するいくつかのデータ・ポイントを優先順
位サンプル・アレイへとグループ分けするステップと、
　前記優先順位サンプル・アレイの中の前記データ・ポイントをいくつかのサンプル・グ
ループへとクラスタ化するステップであって、各サンプル・グループは、少なくとも２つ
のデータ・ポイントを含む、クラスタ化するステップと、
　前記サンプル・グループの中の各データ・ポイントに割り当てられる少なくとも前記信
頼度レベルに基づいて、グループ信頼度値を各サンプル・グループに割り当てるステップ
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と、
　ライン・フィッティングのために前記優先順位サンプル・アレイからデータ・ポイント
のサンプル・グループを反復的に選択するステップであって、前記反復は、前記優先順位
サンプル・アレイにおける、最高の信頼度値を有する第１のサンプル・グループから開始
される、反復的に選択するステップと、
　第１の適合されたラインをもたらす前記第１のサンプル・グループについてライン・フ
ィッティングを実行するステップ、及びさらなる適合されたラインをもたらすそれぞれの
さらなるサンプル・グループについてライン・フィッティングをその後に実行するステッ
プと、
　前記の第１の適合されたラインと、さらなる適合されたラインとに基づいて、前記第１
の適合されたラインからの所定の距離しきい値よりも下に位置づけられるデータ・ポイン
トの組を決定するステップと、
　データ・ポイントの前記決定された組に対応する水平テキスト・ベースラインから少な
くとも第１及び第２の水平消失ポイント候補を推定するステップと、
　それぞれの推定された水平消失ポイント候補に基づいて、投影補正を実行するステップ
と、
　投影補正の後に、前記画像の水平テキスト方向に対する各水平消失ポイント候補の近接
性を比較するステップと、
　投影補正の後に、前記画像の水平テキスト方向に最も近い前記水平消失ポイント候補を
選択するステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記の第１及び第２の水平消失ポイント候補は、最小二乗法と、重み付けされた最小二
乗法と、適応最小二乗法とから成る群から選択される異なる近似方法を使用して推定され
る、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記垂直消失ポイントを決定する前記ステップは、
　それぞれが、前記画像の前記テキスト部分に対するブロブ・フィルタリング・アルゴリ
ズムによって選択される前記ピクセル・ブロブのうちの選択された１つの方向に対応する
、複数の垂直テキスト・ブロブ・ラインを推定するステップと、
　デカルト座標系におけるラインとして、前記推定された垂直テキスト・ブロブ・ライン
のそれぞれを規定するステップと、
　前記デカルト座標系において推定される前記垂直テキスト・ブロブ・ラインのそれぞれ
を同次座標系におけるデータ・ポイントへと変換するステップと、
　信頼度レベルを前記データ・ポイントのそれぞれに割り当てるステップであって、前記
信頼度レベルは、前記それぞれの垂直テキスト・ブロブ・ラインを推定するために使用さ
れる前記ピクセル・ブロブの形状の少なくとも偏心度に基づいている、割り当てるステッ
プと、
　所定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するいくつかのデータ・ポイントを優先順
位サンプル・アレイへとグループ分けするステップと、
　前記優先順位サンプル・アレイの中の前記データ・ポイントをいくつかのサンプル・グ
ループへとクラスタ化するステップであって、各サンプル・グループは、少なくとも２つ
のデータ・ポイントを含む、クラスタ化するステップと、
　前記サンプル・グループの中の各データ・ポイントに割り当てられる前記信頼度レベル
に基づいて、グループ信頼度値を各サンプル・グループに割り当てるステップと、
　ライン・フィッティングのために、前記優先順位サンプル・アレイからデータ・ポイン
トのサンプル・グループを反復的に選択するステップであって、前記反復は、前記優先順
位サンプル・アレイにおける最高のグループ信頼度値を有する第１のサンプル・グループ
から開始される、反復的に選択するステップと、
　第１の適合されたラインをもたらす前記第１のサンプル・グループについてライン・フ
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ィッティングを実行するステップ、及びさらなる適合されたラインをもたらすそれぞれの
さらなるサンプル・グループについてライン・フィッティングをその後に実行するステッ
プと、
　前記の第１の適合されたラインと、さらなる適合されたラインとに基づいて、前記第１
の適合されたラインからの所定の距離しきい値よりも下に位置づけられるデータ・ポイン
トの組を決定するステップと、
　データ・ポイントの前記決定された組に対応する前記垂直テキスト・ブロブ・ラインか
ら少なくとも第１及び第２の垂直消失ポイント候補を推定するステップと、
　それぞれの推定された垂直消失ポイント候補に基づいて、投影補正を実行するステップ
と、
　投影補正の後に、前記画像の垂直テキスト方向に対するそれぞれの推定された垂直消失
ポイント候補の近接性を比較するステップと、
　投影補正の後に、前記画像の前記垂直テキスト方向に最も近い前記垂直消失ポイント候
補を選択するステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記の第１及び第２の垂直消失ポイント候補は、最小二乗法と、重み付けされた最小二
乗法と、適応最小二乗法とから成る群から選択される異なる近似方法を使用して推定され
る、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ブロブ・フィルタリング・アルゴリズムは、以下の複数の条件、すなわち、
　前記ピクセル・ブロブの主要な方向を表す、各ピクセル・ブロブの形状の偏心度が、所
定のしきい値よりも上にある条件と、
　前記画像の境界に対する各ピクセル・ブロブの近接性が、所定の距離しきい値よりも上
にある条件と、
　前記推定された垂直テキスト・ブロブ・ラインの角度が、最大角度しきい値よりも下に
ある条件と、
　ピクセルの数によって規定される各ピクセル・ブロブのエリアが、最大エリアしきい値
よりも下にある条件と
のうちの少なくとも１つに基づいて、ピクセル・ブロブを選択する、請求項９に記載の方
法。
【請求項１２】
　テキストとピクチャとの分離のステップは、前記画像２値化の後、且つ前記連結成分分
析の前に実行され、テキスト情報だけが前記２値化された画像において保持される、請求
項１に記載の方法。
【請求項１３】
　透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影補正
のためのシステムであって、前記システムが、少なくとも１つのプロセッサと、前記少な
くとも１つのプロセッサを用いて実行可能なプログラムを含む関連するストレージとを備
えており、
　実行されるときに、前記画像を２値化する画像２値化のために構成された第１のソフト
ウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記２値化された画像の前記少なくとも１つのテキスト部分におけ
るピクセル・ブロブを検出する連結成分分析のために構成された第２のソフトウェア・コ
ード部分と、
　実行されるときに、前記ピクセル・ブロブの固有ポイントを用いてテキスト・ベースラ
インを推定し、前記テキスト・ベースラインを用いて前記少なくとも１つのテキスト部分
の水平消失ポイントを決定する水平消失ポイント決定のために構成された第３のソフトウ
ェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記少なくとも１つのテキスト部分の垂直の特徴に基づいて、前記
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少なくとも１つのテキスト部分についての垂直消失ポイントを決定する垂直消失ポイント
決定のために構成された第４のソフトウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記の水平及び垂直の消失ポイントに基づいて、前記画像における
前記透視図法を補正する投影補正のために構成された第５のソフトウェア・コード部分と
を含み、
　テキスト・ベースラインを推定することは、前記固有ポイントを固有ポイント・グルー
プへとクラスタ化するステップを含み、前記固有ポイント・グループは、以下の複数の条
件、すなわち、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントの間のポイント・ツー・ポイント距
離が、第１の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの各固有ポイントと、前記固有ポイント・グループの前
記固有ポイントによって形成されるラインとの間のポイント・ツー・ライン距離が、第２
の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントによって形成される前記ラインのオ
フ水平角度が、最大角度よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループが、最小の数の固有ポイントを含んでいる条件と
のうちの少なくとも１つを満たし、前記テキスト・ベースラインは、前記固有ポイント・
グループに基づいて、推定される、システム。
【請求項１４】
　以下のうちの、すなわち、パーソナル・コンピュータ、ポータブル・コンピュータ、ラ
ップトップ・コンピュータ、ネットブック・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、
スマートフォン、デジタル・スチル・カメラ、ビデオ・カメラ、モバイル通信デバイス、
携帯型個人情報端末、スキャナ、多機能デバイスのうちの１つを備えている、請求項１３
に記載のシステム。
【請求項１５】
　透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影補正
のための、コンピュータ・プログラム製品が記憶される、非一時的ストレージ媒体であっ
て、前記コンピュータ・プログラム製品は、
　コンピュータ・デバイスの上で実行可能であり、前記コンピュータ・デバイスの上で実
行されるときに、以下のステップを、すなわち、
　前記画像が２値化される、画像２値化のステップと、
　ピクセル・ブロブが、前記２値化された画像の前記少なくとも１つのテキスト部分にお
いて検出される、連結成分分析のステップと、
　前記ピクセル・ブロブの固有ポイントを用いて、テキスト・ベースラインを推定するス
テップ、及び前記テキスト・ベースラインを用いて前記少なくとも１つのテキスト部分の
水平消失ポイントを決定するステップを含む水平消失ポイント決定のステップと、
　垂直消失ポイントが、前記少なくとも１つのテキスト部分の垂直の特徴に基づいて、前
記少なくとも１つのテキスト部分について決定される、垂直消失ポイント決定のステップ
と、
　前記画像における前記透視図法は、前記の水平及び垂直の消失ポイントに基づいて補正
される、投影補正のステップと
を実行し、
　テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは、前記固有ポイントを固有ポイント
・グループへとクラスタ化するステップを含み、前記固有ポイント・グループは、以下の
複数の条件、すなわち、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントの間のポイント・ツー・ポイント距
離が、第１の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの各固有ポイントと、前記固有ポイント・グループの前
記固有ポイントによって形成されるラインとの間のポイント・ツー・ライン距離が、第２
の距離しきい値よりも下にある条件と、
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－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントによって形成される前記ラインのオ
フ水平角度が、最大角度よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループが、最小の数の固有ポイントを含んでいる条件と
のうちの少なくとも１つを満たし、前記テキスト・ベースラインは、前記固有ポイント・
グループに基づいて、推定されるように構成されたフォーマットにおけるソフトウェア・
コード部分を含んでいる、非一時的ストレージ媒体。
【請求項１６】
　透視図法によってひずみを受ける画像の中の少なくとも１つのテキスト部分の消失ポイ
ント候補を決定するための方法であって、
　前記画像が２値化される、画像２値化のステップと、
　連結成分分析を実行するステップであって、ピクセル・ブロブが、前記２値化された画
像の前記少なくとも１つのテキスト部分において検出され、前記ピクセル・ブロブのそれ
ぞれについて、位置決定ピクセルは、前記ピクセル・ブロブのピクセル・ブロブ・ベース
ラインの上で選択され、前記位置決定ピクセルが、前記２値化された画像における前記ピ
クセル・ブロブの位置を規定している、実行するステップと、
　各テキスト・ラインが、前記位置決定ピクセルに基づいて、前記テキスト部分の水平又
は垂直のテキスト方向の近似を表す、いくつかのテキスト・ラインをデカルト座標系にお
いて推定するステップと、
　前記テキスト・ラインのそれぞれを同次座標系におけるデータ・ポイントへと変換する
ステップと、
　信頼度レベルを前記データ・ポイントのそれぞれに割り当てるステップと、
　所定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するいくつかのデータ・ポイントを優先順
位サンプル・アレイへとグループ分けするステップと、
　前記優先順位サンプル・アレイの中の前記データ・ポイントをいくつかのサンプル・グ
ループへとクラスタ化するステップであって、各サンプル・グループが、少なくとも２つ
のデータ・ポイントを含む、クラスタ化するステップと、
　前記サンプル・グループの中の各データ・ポイントに割り当てられる少なくとも前記信
頼度レベルに基づいて、グループ信頼度値を各サンプル・グループに割り当てるステップ
と、
　前記データ・ポイントのうちで、第１の適合されたラインに関するインライアの組を決
定するためにＲＡＮＳＡＣアルゴリズムを適用するステップであって、前記ＲＡＮＳＡＣ
アルゴリズムが、前記優先順位サンプル・アレイの中の最高のグループ信頼度値を有する
前記サンプル・グループから開始される、適用するステップと、
　インライアの前記組に対応する前記テキスト・ラインから少なくとも１つの消失ポイン
ト候補を推定するステップと
を含む方法。
【請求項１７】
　前記データ・ポイントに割り当てられる前記信頼度レベルは、前記それぞれのテキスト
・ラインの少なくとも長さと、前記それぞれのテキスト・ラインに対する前記位置決定ピ
クセルの近接性とに基づいている、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＲＡＮＳＡＣアルゴリズムは、以下のステップ、すなわち、
　ライン・フィッティングのために、前記優先順位サンプル・アレイからデータ・ポイン
トのサンプル・グループを反復的に選択するステップであって、前記反復は、前記優先順
位サンプル・アレイの中の最高のグループ信頼度値を有する第１のサンプル・グループか
ら開始される、反復的に選択するステップと、
　第１の適合されたラインをもたらす前記第１のサンプル・グループについてのライン・
フィッティングを実行するステップ、及びさらなる適合されたラインをもたらすそれぞれ
のさらなるサンプル・グループについてのライン・フィッティングをその後に実行するス
テップと、
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　前記の第１の適合されたラインと、さらなる適合されたラインとに基づいて、前記第１
の適合されたラインからの所定の距離しきい値よりも下に位置づけられるデータ・ポイン
トの組を決定するステップであって、データ・ポイントの前記組は、インライアの前記組
を形成する、決定するステップと
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の適合されたラインからの前記所定の距離しきい値は、固定されたパラメータ
である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の適合されたラインからの前記所定の距離しきい値は、前記画像のコンテンツ
に基づいて適応させられる適応パラメータである、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　少なくとも第１及び第２の消失ポイント候補は、インライアの前記組に対応する前記テ
キスト・ラインから推定される、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記の第１及び第２の消失ポイント候補は、最小二乗法と、重み付けされた最小二乗法
と、適応最小二乗法とから成る群から選択される異なる近似方法を使用して推定される、
請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記推定された消失ポイント候補から消失ポイントを選択するステップをさらに含み、
前記選択は、
　それぞれの推定された消失ポイント候補に基づいて、前記画像に対する投影補正を実行
するステップと、
　投影補正の後に、前記画像の水平又は垂直のテキスト方向に対する各消失ポイント候補
の近接性を比較するステップと、
　投影補正の後に、前記画像の前記水平又は垂直のテキスト方向に最も近い前記消失ポイ
ント候補を選択するステップと
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　各サンプル・グループの前記グループ信頼度値は、さらに、前記サンプル・グループの
中の前記データ・ポイントに対応するそれぞれの推定された前記テキスト・ラインの間の
距離に基づいている、請求項１６に記載の方法。
【請求項２５】
　前記データ・ポイントのそれぞれの前記信頼度レベルは、さらに、それぞれの各テキス
ト・ラインを推定するために使用される前記ピクセル・ブロブの主要な方向に基づいてお
り、前記主要な方向は、各ピクセル・ブロブの形状の偏心度によって規定される、請求項
１６に記載の方法。
【請求項２６】
　前記優先順位サンプル・アレイの中にグループ分けされるデータ・ポイントの最大数は
、２と２０との間にあり、５と１０との間にあることがより好ましい、請求項１６に記載
の方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの消失ポイント候補のそれぞれは、水平消失ポイント候補であり、
前記位置決定ピクセルは、前記ピクセル・ブロブの固有ポイントである、請求項１６に記
載の方法。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つの消失ポイント候補のそれぞれは、垂直消失ポイント候補であり、
前記推定されたテキスト・ラインは、前記画像の前記少なくとも１つのテキスト部分に対
するブロブ・フィルタリング・アルゴリズムによって選択される、それぞれが、前記ピク
セル・ブロブのうちの選択された１つの前記方向に対応する垂直テキスト・ブロブ・ライ
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ンである、請求項１６に記載の方法。
【請求項２９】
　テキストとピクチャとの分離のステップは、前記画像２値化の後、且つ前記連結成分分
析の前に実行され、テキスト情報だけが前記２値化された画像の中で保持される、請求項
１６に記載の方法。
【請求項３０】
　透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影補正
のための方法であって、
　前記画像が２値化される、画像２値化のステップと、
　連結成分分析を実行するステップであって、ピクセル・ブロブが、前記２値化された画
像の前記少なくとも１つのテキスト部分において検出され、前記ピクセル・ブロブのそれ
ぞれについて、位置決定ピクセルが、前記ピクセル・ブロブのピクセル・ブロブ・ベース
ラインの上で選択され、前記位置決定ピクセルが、前記２値化された画像における前記ピ
クセル・ブロブの位置を規定している、実行するステップと、
　前記ピクセル・ブロブの前記位置決定ピクセルを用いて、テキスト・ベースラインを推
定するステップ、及び前記テキスト・ベースラインを用いて前記少なくとも１つのテキス
ト部分の少なくとも１つの水平消失ポイント候補を決定するステップを含む水平消失ポイ
ント決定のステップと、
　前記画像の前記テキスト部分に対するブロブ・フィルタリング・アルゴリズムによって
選択される、それぞれが、前記ピクセル・ブロブのうちの選択された１つの方向に対応す
る垂直テキスト・ブロブ・ラインを推定するステップ、及び前記垂直テキスト・ブロブ・
ラインを用いて前記少なくとも１つのテキスト部分の少なくとも１つの垂直消失ポイント
候補を決定するステップを含む垂直消失ポイント決定のステップであって、
　前記の水平及び垂直の消失ポイント決定のうちの少なくとも一方が、
　　前記推定されたテキスト・ラインのそれぞれを同次座標系におけるデータ・ポイント
へと変換するステップと、
　　信頼度レベルを前記データ・ポイントのそれぞれに割り当てるステップと、
　　所定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するいくつかのデータ・ポイントを優先
順位サンプル・アレイへとグループ分けするステップと、
　　各サンプル・グループが少なくとも２つのデータ・ポイントを含むいくつかのサンプ
ル・グループへと前記優先順位サンプル・アレイの中の前記データ・ポイントをクラスタ
化するステップと、
　　前記サンプル・グループの中の各データ・ポイントに割り当てられる少なくとも前記
信頼度レベルに基づいて、グループ信頼度値を各サンプル・グループに割り当てるステッ
プと、
　　前記データ・ポイントのうちで、第１の適合されたラインに関するインライアの組を
決定するためにＲＡＮＳＡＣアルゴリズムを適用するステップであって、前記ＲＡＮＳＡ
Ｃアルゴリズムが、前記優先順位サンプル・アレイの中で最高のグループ信頼度値を有す
る前記サンプル・グループから開始される、適用するステップと、
　　インライアの前記組に対応する前記テキスト・ラインから前記少なくとも１つの消失
ポイント候補を推定するステップと
を含む、垂直消失ポイント決定のステップと、
　投影補正のステップであって、前記画像の中の前記透視図法が、前記少なくとも１つの
水平消失ポイント候補のうちから選択される水平消失ポイントと、前記少なくとも１つの
垂直消失ポイント候補のうちから選択される垂直消失ポイントとに基づいて補正される、
投影補正のステップと
を含む方法。
【請求項３１】
　透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影補正
のためのシステムであって、前記システムが、少なくとも１つのプロセッサと、前記少な
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くとも１つのプロセッサを用いて実行可能なプログラムを含む関連するストレージとを備
えており、
　実行されるときに、前記画像を２値化する画像２値化のために構成された第１のソフト
ウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記２値化された画像の前記少なくとも１つのテキスト部分におけ
るピクセル・ブロブを検出し、前記ピクセル・ブロブのそれぞれについて、前記ピクセル
・ブロブのピクセル・ブロブ・ベースラインの上の、前記２値化された画像における前記
ピクセル・ブロブの位置を規定する位置決定ピクセルを選択する連結成分分析のために構
成された第２のソフトウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記ピクセル・ブロブの前記位置決定ピクセルを用いてテキスト・
ベースラインを推定し、前記テキスト・ベースラインを用いて前記少なくとも１つのテキ
スト部分の少なくとも１つの水平消失ポイント候補を決定する水平消失ポイント決定のた
めに構成された第３のソフトウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記画像の前記少なくとも１つのテキスト部分に対するブロブ・フ
ィルタリング・アルゴリズムによって選択される、それぞれが、前記ピクセル・ブロブの
うちの選択された１つの方向に対応する垂直テキスト・ブロブ・ラインを推定し、前記垂
直テキスト・ブロブ・ラインを用いて前記少なくとも１つのテキスト部分の少なくとも１
つの垂直消失ポイント候補を決定する垂直消失ポイント決定のために構成された第４のソ
フトウェア・コード部分であって、
　前記の第３及び第４のソフトウェア・コード部分のうちの少なくとも一方が、
　　前記推定されたテキスト・ラインのそれぞれを同次座標系におけるデータ・ポイント
へと変換するステップと、
　　信頼度レベルを前記データ・ポイントのそれぞれに割り当てるステップと、
　　所定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するいくつかのデータ・ポイントを優先
順位サンプル・アレイへとグループ分けするステップと、
　　各サンプル・グループが少なくとも２つのデータ・ポイントを含むいくつかのサンプ
ル・グループへと前記優先順位サンプル・アレイの中の前記データ・ポイントをクラスタ
化するステップと、
　　前記サンプル・グループの中の各データ・ポイントに割り当てられる少なくとも前記
信頼度レベルに基づいて、グループ信頼度値を各サンプル・グループに割り当てるステッ
プと、
　　前記データ・ポイントのうちで、第１の適合されたラインに関するインライアの組を
決定するためにＲＡＮＳＡＣアルゴリズムを適用するステップであって、前記ＲＡＮＳＡ
Ｃアルゴリズムは、前記優先順位サンプル・アレイの中で最高のグループ信頼度値を有す
る前記サンプル・グループから開始される、適用するステップと、
　　インライアの前記組に対応する前記テキスト・ラインから前記少なくとも１つの消失
ポイント候補を推定するステップと
を実行するために構成されている、第４のソフトウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記少なくとも１つの水平消失ポイント候補のうちから選択される
水平消失ポイントと、前記少なくとも１つの垂直消失ポイント候補のうちから選択される
垂直消失ポイントとに基づいて、前記画像における前記透視図法を補正する投影補正を実
行するために構成された第５のソフトウェア・コード部分と
を含むシステム。
【請求項３２】
　以下のうちの、すなわち、パーソナル・コンピュータ、ポータブル・コンピュータ、ラ
ップトップ・コンピュータ、ネットブック・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、
スマートフォン、デジタル・スチル・カメラ、ビデオ・カメラ、モバイル通信デバイス、
携帯型個人情報端末、スキャナ、多機能デバイスのうちの１つを備えている、請求項３１
に記載のシステム。
【請求項３３】
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　透視図法によってひずみを受ける画像の中の少なくとも１つのテキスト部分の消失ポイ
ント候補を決定するための、コンピュータ・プログラム製品が記憶される、非一時的スト
レージ媒体であって、
　コンピュータ・デバイスの上で実行可能であり、前記コンピュータ・デバイスの上で実
行されるときに以下のステップを、すなわち、
　前記画像が２値化される、画像２値化のステップと、
　連結成分分析を実行するステップであって、ピクセル・ブロブが、前記２値化された画
像の前記少なくとも１つのテキスト部分において検出され、前記ピクセル・ブロブのそれ
ぞれについて、位置決定ピクセルが、前記ピクセル・ブロブのピクセル・ブロブ・ベース
ラインの上で選択され、前記位置決定ピクセルが、前記２値化された画像における前記ピ
クセル・ブロブの位置を規定している、実行するステップと、
　各テキスト・ラインが、前記位置決定ピクセルに基づいて、前記少なくとも１つのテキ
スト部分の水平又は垂直のテキスト方向の近似を表す、いくつかのテキスト・ラインをデ
カルト座標系において推定するステップと、
　前記テキスト・ラインのそれぞれを同次座標系におけるデータ・ポイントへと変換する
ステップと、
　信頼度レベルを前記データ・ポイントのそれぞれに割り当てるステップと、
　所定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するいくつかのデータ・ポイントを優先順
位サンプル・アレイへとグループ分けするステップと、
　前記優先順位サンプル・アレイの中の前記データ・ポイントをいくつかのサンプル・グ
ループへとクラスタ化するステップであって、各サンプル・グループが、少なくとも２つ
のデータ・ポイントを含む、クラスタ化するステップと、
　前記サンプル・グループの中の各データ・ポイントに割り当てられる少なくとも前記信
頼度レベルに基づいて、グループ信頼度値を各サンプル・グループに割り当てるステップ
と、
　前記データ・ポイントのうちで、第１の適合されたラインに関するインライアの組を決
定するためにＲＡＮＳＡＣアルゴリズムを適用するステップであって、前記ＲＡＮＳＡＣ
アルゴリズムが、前記優先順位サンプル・アレイの中の最高のグループ信頼度値を有する
前記サンプル・グループから開始される、適用するステップと、
　インライアの前記組に対応する前記テキスト・ラインから少なくとも１つの消失ポイン
ト候補を推定するステップと
を実行するように構成されたフォーマットにおけるソフトウェア・コード部分を含んでい
る、非一時的ストレージ媒体。
【請求項３４】
　透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影補正
のための方法であって、
　前記画像が２値化される、画像２値化のステップと、
　連結成分分析のステップであって、ピクセル・ブロブが、前記２値化された画像の前記
少なくとも１つのテキスト部分において検出され、前記ピクセル・ブロブのそれぞれにつ
いて、位置決定ピクセルが、前記ピクセル・ブロブのピクセル・ブロブ・ベースラインの
上で選択され、前記位置決定ピクセルが、前記２値化された画像における前記ピクセル・
ブロブの位置を規定している、連結成分分析のステップと、
　前記ピクセル・ブロブの前記位置決定ピクセルを用いてテキスト・ベースラインを推定
するステップと、前記推定されたテキスト・ベースラインから水平消失ポイント候補を識
別するステップと、前記水平消失ポイント候補を用いて前記少なくとも１つのテキスト部
分の水平消失ポイントを決定するステップとを含む水平消失ポイント決定のステップと、
　垂直消失ポイント決定のステップであって、垂直消失ポイントが、前記少なくとも１つ
のテキスト部分の垂直の特徴に基づいて、前記少なくとも１つのテキスト部分のために決
定される、垂直消失ポイント決定のステップと、
　投影補正のステップであって、前記画像における前記透視図法が、前記の水平及び垂直
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の消失ポイントに基づいて補正される、投影補正のステップと
を含み、
　前記水平消失ポイント決定が、前記位置決定ピクセルのレベルに対する第１の除去ステ
ップと、前記テキスト・ベースラインのレベルに対する第２の除去ステップと、前記水平
消失ポイント候補のレベルに対する第３の除去ステップとを含み、
　テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは、固有ポイントを固有ポイント・グ
ループへとクラスタ化するステップを含み、前記固有ポイント・グループは、以下の複数
の条件、すなわち、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントの間のポイント・ツー・ポイント距
離が、第１の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの各固有ポイントと、前記固有ポイント・グループの前
記固有ポイントによって形成されるラインとの間のポイント・ツー・ライン距離が、第２
の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントによって形成される前記ラインのオ
フ水平角度が、最大角度よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループが、最小の数の固有ポイントを含んでいる条件と
のうちの少なくとも１つを満たし、前記テキスト・ベースラインは、前記固有ポイント・
グループに基づいて、推定される、方法。
【請求項３５】
　前記位置決定ピクセルは、前記ピクセル・ブロブの固有ポイントである、請求項３４に
記載の方法。
【請求項３６】
　前記第１の除去ステップは、考慮している前記固有ポイントの近くの固有ポイントに関
してラインを外れている混同させる固有ポイントを検出するステップを含み、前記混同さ
せる固有ポイントは、前記テキスト・ベースライン推定のために無視される、請求項３５
に記載の方法。
【請求項３７】
　前記混同させる固有ポイントは、以下のステップ、すなわち、
　前記ピクセル・ブロブの幅と、高さとを決定するステップと、
　前記ピクセル・ブロブの幅と、高さとについての平均値を決定するステップと、
　考慮している前記ピクセル・ブロブの幅と、高さとのうちの少なくとも一方が、前記決
定された平均値から所定の範囲だけ異なるピクセル・ブロブに属する固有ポイントとして
前記混同させる固有ポイントを検出するステップと
を用いて検出される、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記第１の距離しきい値と、前記第２の距離しきい値と、前記最大角度と、前記最小の
数の固有ポイントとは、前記画像のコンテンツに基づいて、適応的に設定される、請求項
３４に記載の方法。
【請求項３９】
　テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは、固有ポイント・グループ・マージ
ングのステップをさらに含み、無視されない固有ポイントの両側の上の固有ポイント・グ
ループは、より大きな固有ポイント・グループへとマージされる、請求項３４に記載の方
法。
【請求項４０】
　前記第２の除去ステップは、
　信頼度レベルを前記テキスト・ベースラインに割り当てるステップと、
　前記信頼度レベルに基づいて、テキスト・ベースラインを除去するステップと
を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４１】
　前記信頼度レベルは、前記それぞれのテキスト・ベースラインの少なくとも長さと、前
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記テキスト・ベースラインと、前記推定されたテキスト・ベースラインとを推定するため
に使用される前記固有ポイント・グループの近接性とに基づいて、決定される、請求項４
０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記テキスト・ベースラインを除去するステップは、前記信頼度レベルが考慮に入れら
れるＲＡＮＳＡＣアルゴリズムを用いて実行される、請求項４０に記載の方法。
【請求項４３】
　前記第３の除去ステップは、
　それぞれの識別された水平消失ポイント候補に基づいて、投影補正を実行するステップ
と、
　投影補正の後に、前記画像の水平又テキスト方向に対する各水平消失ポイント候補の近
接性を比較するステップと、
　投影補正の後に、前記画像の水平テキスト方向に最も近い前記水平消失ポイント候補を
選択するステップと
を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４４】
　第１及び第２の水平消失ポイント候補は、前記第２の除去ステップの後に前記テキスト
・ベースラインから推定され、前記の第１及び第２の水平消失ポイント候補の前記推定の
ために、最小二乗法と、重み付けされた最小二乗法と、適応最小二乗法とから成る群から
選択される異なる近似方法が使用される、請求項３４に記載の方法。
【請求項４５】
　テキストとピクチャとの分離のステップは、前記画像２値化の後、且つ前記連結成分分
析の前に実行され、テキスト情報だけが前記２値化された画像において保持される、請求
項３４に記載の方法。
【請求項４６】
　透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影補正
のためのシステムであって、前記システムが、少なくとも１つのプロセッサと、前記少な
くとも１つのプロセッサを用いて実行可能なプログラムを含む関連するストレージとを備
えており、
　実行されるときに、前記画像を２値化する画像２値化のために構成された第１のソフト
ウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記２値化された画像の前記少なくとも１つのテキスト部分におけ
るピクセル・ブロブを検出する連結成分分析であって、前記ピクセル・ブロブのそれぞれ
について、位置決定ピクセルが、前記ピクセル・ブロブのピクセル・ブロブ・ベースライ
ンの上で選択され、前記位置決定ピクセルが、前記２値化された画像における前記ピクセ
ル・ブロブの位置を規定している、連結成分分析のために構成された第２のソフトウェア
・コード部分と、
　実行されるときに、前記ピクセル・ブロブの前記位置決定ピクセルを用いてテキスト・
ベースラインを推定するステップと、前記推定されたテキスト・ベースラインから水平消
失ポイント候補を識別するステップと、前記水平消失ポイント候補を用いて前記少なくと
も１つのテキスト部分の水平消失ポイントを決定するステップとを実行する水平消失ポイ
ント決定のために構成された第３のソフトウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記少なくとも１つのテキスト部分の垂直の特徴に基づいて、前記
少なくとも１つのテキスト部分についての垂直消失ポイントを決定する垂直消失ポイント
決定のために構成された第４のソフトウェア・コード部分と、
　実行されるときに、前記の水平及び垂直の消失ポイントに基づいて、前記画像における
前記透視図法を補正する投影補正のための第５のソフトウェア・コード部分と
を含み、
　前記第３のソフトウェア・コード部分が、実行されるときに、前記位置決定ピクセルの
レベルに対する第１の除去ステップと、テキスト・ベースラインのレベルに対する第２の
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除去ステップと、水平消失ポイント候補のレベルに対する第３の除去ステップとを実行し
、
　テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは、固有ポイントを固有ポイント・グ
ループへとクラスタ化するステップを含み、前記固有ポイント・グループは、以下の複数
の条件、すなわち、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントの間のポイント・ツー・ポイント距
離が、第１の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの各固有ポイントと、前記固有ポイント・グループの前
記固有ポイントによって形成されるラインとの間のポイント・ツー・ライン距離が、第２
の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントによって形成される前記ラインのオ
フ水平角度が、最大角度よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループが、最小の数の固有ポイントを含んでいる条件と
のうちの少なくとも１つを満たし、前記テキスト・ベースラインは、前記固有ポイント・
グループに基づいて、推定される、システム。
【請求項４７】
　以下のうちの、すなわち、パーソナル・コンピュータ、ポータブル・コンピュータ、ラ
ップトップ・コンピュータ、ネットブック・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、
スマートフォン、デジタル・スチル・カメラ、ビデオ・カメラ、モバイル通信デバイス、
携帯型個人情報端末、スキャナ、多機能デバイスのうちの１つを備えている、請求項４６
に記載のシステム。
【請求項４８】
　透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影補正
のための、コンピュータ・プログラム製品が記憶される、非一時的ストレージ媒体であっ
て、前記コンピュータ・プログラム製品は、
　コンピュータ・デバイスの上で実行可能であり、前記コンピュータ・デバイスの上で実
行されるときに、以下のステップを、すなわち、
　前記画像が２値化される、前記画像の２値化のステップと、
　連結成分分析のステップであって、ピクセル・ブロブが、前記２値化された画像の前記
少なくとも１つのテキスト部分において検出され、前記ピクセル・ブロブのそれぞれにつ
いて、位置決定ピクセルが、前記ピクセル・ブロブのピクセル・ブロブ・ベースラインの
上で選択され、前記位置決定ピクセルが、前記２値化された画像における前記ピクセル・
ブロブの位置を規定している、連結成分分析のステップと、
　前記ピクセル・ブロブの前記位置決定ピクセルを用いて、テキスト・ベースラインを推
定するステップ、前記推定されたテキスト・ベースラインから水平消失ポイント候補を識
別するステップ、及び前記水平消失ポイント候補を用いて、前記少なくとも１つのテキス
ト部分の水平消失ポイントを決定するステップを含む水平消失ポイント決定のステップと
、
　垂直消失ポイントが、前記少なくとも１つのテキスト部分の垂直の特徴に基づいて、前
記少なくとも１つのテキスト部分について決定される、垂直消失ポイント決定のステップ
と、
　前記画像における前記透視図法が、前記の水平及び垂直の消失ポイントに基づいて補正
される、投影補正のステップと
を実行するように構成されたフォーマットにおけるソフトウェア・コード部分を含んでお
り、
　前記水平消失ポイント決定が、前記位置決定ピクセルのレベルに対する第１の除去ステ
ップと、テキスト・ベースラインのレベルに対する第２の除去ステップと、水平消失ポイ
ント候補のレベルに対する第３の除去ステップとを含み、
　テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは、固有ポイントを固有ポイント・グ
ループへとクラスタ化するステップを含み、前記固有ポイント・グループは、以下の複数
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の条件、すなわち、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントの間のポイント・ツー・ポイント距
離が、第１の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの各固有ポイントと、前記固有ポイント・グループの前
記固有ポイントによって形成されるラインとの間のポイント・ツー・ライン距離が、第２
の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループの前記固有ポイントによって形成される前記ラインのオ
フ水平角度が、最大角度よりも下にある条件と、
－　前記固有ポイント・グループが、最小の数の固有ポイントを含んでいる条件と
のうちの少なくとも１つを満たし、前記テキスト・ベースラインは、前記固有ポイント・
グループに基づいて、推定される、非一時的ストレージ媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投影ひずみを補正するための方法、システム、デバイス及びコンピュータ・
プログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル・カメラ（以下ではカメラと称される）が、画像を取り込むために使用される
こともある。技術における進化とともに、デジタル・カメラは、ほとんどすべてのタイプ
のデジタル・デバイスにおいて、実装される。そのようなデジタル・デバイスの実例は、
それだけには限定されないが、モバイル通信デバイスと、タブレットと、ラップトップと
、携帯型個人情報端末（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎ
ｔ）とを含む。多数の例においては、カメラがドキュメントの画像を取り込むために使用
され得るので、カメラはドキュメント・スキャナについての代替手段としての役割を果た
すことができる。ドキュメントの画像は、テキスト認識及び／又はテキスト抽出の前に処
理される必要がある可能性がある。ドキュメントの画像の処理は、２つの主要な困難な課
題をすなわち、好ましくない撮像状態に起因した取り込まれた画像の不十分な画像品質と
、取り込まれた画像におけるひずみとを課す。ひずみは、カメラ、及び／又は画像を取り
込みながらドキュメントのプレーンに対するカメラの角度及び位置に起因したものとする
ことができる。後者に起因したひずみは、投影ひずみとして知られている。投影ひずみに
おいては、テキストのシンプトン又はキャラクタは、カメラ・プレーンに近づけば近づく
ほど、より大きく見え、遠くに離れれば離れるほど、サイズが縮小するように見える。画
像の品質を改善するための知られている技法が存在している。しかしながら、画像の品質
を改善することは、ドキュメントの画像が、とりわけ、投影ひずみを受けているときには
、テキストの認識及び／又は抽出において、助けにならない可能性がある。投影ひずみは
、テキストの視覚的解釈を乱すだけでなく、テキスト認識アルゴリズムの精度に影響を及
ぼすこともある。
【０００３】
　投影ひずみを補正するための既存の技法が存在している。投影ひずみの補正を実行する
ための現在知られている技法のうちの１つは、補助データを使用している。補助データは
、方向測定データと、加速度計データと、距離測定データとの組合せを含むことができる
。しかしながら、そのような補助データは、様々なセンサ及び／又は処理能力の欠如に起
因して、すべての電子デバイスにおいて、使用可能でないこともある。いくつかの他の技
法は、投影ひずみの手動補正を考察している。１つのそのような技法は、ユーザがひずみ
の前に、２つの水平ライン・セグメントと、２つの垂直ライン・セグメントとによって形
成される長方形であるように使用した四辺形の４つのコーナーを手動で、識別し、マーク
付けすることを必要としている。別の技法は、ユーザがひずみの前に水平ライン又は垂直
ラインに対応する平行ラインを識別し、マーク付けすることを必要としている。それらの
コーナー又は平行ラインに基づいて、投影ひずみの補正が実行される。しかしながら、投
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影ひずみの手動補正は時間がかかり、非効率的であり、エラーを起こしやすい。
【０００４】
　投影ひずみアルゴリズムの自動補正のための技法もまた、存在している。これらの技法
は、水平消失ポイントと、垂直消失ポイントとを識別することに焦点を当てたものである
。それらの消失ポイントは、そこで画像の中のドキュメントの外形（例えば、水平の外形
又は垂直の外形）が、あるポイントに収束するポイントのことを意味することができる。
それらの技法は、水平消失ポイントと、垂直消失ポイントとを使用して投影ひずみの補正
を実行する。しかしながら、ほとんどの技法は、補正のための複雑な手動パラメータ設定
を必要とする。画像のコンテンツが変化する場合、パラメータは、手動で変更される必要
がある。これは、それらの技法の能力を制限する。さらに、既存の技法は、計算的に費用
がかかり、モバイル通信デバイスなど、小型のデバイスにおいて実施することを難しくし
ている。さらに、ほとんどの技法は、ドキュメント画像がテキストだけを含むという仮定
の上で機能する。テキストと、ピクチャとの組合せを有するドキュメント画像の場合には
、それらの技法は、全く有用な１つ又は複数の結果を生成しない可能性がある。それらの
技法のうちの多くは、ドキュメントの画像の中のテキストが特定のやり方で形成され、且
つ／又は位置づけられるという仮定の上で機能する。そのようにして、画像の中のテキス
トが特定のやり方で形成され、且つ／又は位置づけられるときに、それらの技法は、失敗
する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｍａｒｔｉｎ　Ａ．Ｆｉｓｃｈｅｒ及びＲｏｂｅｒｔ　Ｃ．Ｂｏｌｌｅ
ｓ、「Ｒａｎｄｏｍ　Ｓａｍｐｌｅ　Ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ：　Ａ　Ｐａｒａｄｉｇｍ　ｆ
ｏｒ　Ｍｏｄｅｌ　Ｆｉｔｔｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｔｏ　Ｉｍ
ａｇｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｃａｒｔｏｇｒａｐｈｙ」、
Ｃｏｍｍ．　ｏｆ　ｔｈｅ　ＡＣＭ　２４　（６）：３８１～３９５頁、１９８１年６月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ひずみのある画像の投影補正を実行するための方法、システム、デバイス及び／又はコ
ンピュータ・プログラム製品を提供することが、本発明の目的であり、これは、上記で述
べられた欠点のうちの少なくとも１つを示してはいない。
【０００７】
　この目的は、独立請求項において規定されるように、本発明に従って達成される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書において説明される他の態様と組み合わされることもある、本発明の第１の態
様によれば、透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像
の投影補正のための方法が開示される。本方法は、画像２値化のステップを含んでおり、
ここでは、前記画像が２値化される。その後に、本方法は、連結成分分析を実行するステ
ップを含んでいる。連結成分分析は、前記２値化された画像の前記少なくとも１つのテキ
スト部分において、ピクセル・ブロブを検出するステップを必要とする。その後に、本方
法は、水平消失ポイント決定のステップを含んでいる。水平消失ポイント決定は、前記ピ
クセル・ブロブの固有ポイントを用いて、テキスト・ベースラインを推定するステップと
、前記テキスト・ベースラインを用いて前記少なくとも１つのテキスト部分の水平消失ポ
イントを決定するステップとを含む。本方法は、その垂直の特徴に基づいて、前記少なく
とも１つのテキスト部分についての垂直消失ポイント決定のステップをさらに含んでいる
。前記方法は、前記の水平消失ポイントと、垂直消失ポイントとに基づいて、前記画像に
おける前記透視図法を補正するステップを必要とする投影補正のステップをさらに含んで
いる。
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【０００９】
　第１の態様による実施例においては、テキストとピクチャとの分離のステップは、前記
画像２値化の後、且つ前記連結成分分析の前に実行され、テキスト情報だけが保持される
。
【００１０】
　第１の態様による実施例においては、各固有ポイントは、それぞれのピクセル・ブロブ
の境界ボックスの底部の中心とすることができる。テキスト・ベースラインを推定するス
テップは、混同させる（ｃｏｎｆｕｓｉｎｇ）固有ポイントの除去のステップを含むこと
ができる。考慮している固有ポイントの近くにおいて、固有ポイントに関するラインを外
れている混同させる固有ポイントは、検出される可能性がある。混同させる固有ポイント
は、前記テキスト・ベースライン推定のために無視されることもある。
【００１１】
　第１の態様による実施例においては、混同させる固有ポイントの除去ステップは、ピク
セル・ブロブの幅と、高さとを決定するステップと、ピクセル・ブロブの幅と、高さとに
ついての平均値を決定するステップと、考慮しているピクセル・ブロブの幅と、高さとの
うちの少なくとも一方が、前記算出された平均値から所定の範囲だけ異なるピクセル・ブ
ロブに属する固有ポイントとして前記混同させる固有ポイントを検出するステップとを含
むことができる。
【００１２】
　第１の態様による実施例においては、テキスト・ベースラインを推定する前記ステップ
は、固有ポイントを固有ポイント・グループへとクラスタ化するステップを含むことがで
きる。前記固有ポイント・グループは、以下の複数の条件、すなわち、
－　グループの固有ポイントの間のポイント・ツー・ポイント距離が、第１の距離しきい
値よりも下にある条件と、
－　グループの各固有ポイントと、グループの固有ポイントによって形成されるラインと
の間のポイント・ツー・ライン距離が、第２の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　グループの固有ポイントによって形成されるラインのオフ水平角度が、最大角度より
も下にある条件と、
－　固有ポイント・グループが、最小の数の固有ポイントを含んでいる条件と
のうちの少なくとも１つを満たすことができる。前記テキスト・ベースラインは、前記固
有ポイント・グループに基づいて、推定されることもある。
【００１３】
　第１の態様による実施例においては、前記第１の距離しきい値と、前記第２の距離しき
い値と、前記最大角度と、前記最小の数の固有ポイントとは、画像のコンテンツに基づい
て、適応的に設定されることもある。テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは
、固有ポイント・グループ・マージングのステップをさらに含むことができる。無視され
た固有ポイントの両側の上の固有ポイント・グループは、より大きな固有ポイント・グル
ープへとマージされることもある。
【００１４】
　第１の態様による実施例においては、水平消失ポイントを決定する前記ステップは、前
記推定されたテキスト・ベースラインのそれぞれをデカルト座標系におけるラインとして
規定するステップと、デカルト座標系において規定される前記テキスト・ベースラインの
それぞれを同次座標系におけるデータ・ポイントへと変換するステップと、信頼度レベル
をデータ・ポイントのそれぞれに割り当てるステップとを含むことができる。前記信頼度
レベルは、それぞれのテキスト・ベースラインの少なくとも長さと、テキスト・ベースラ
インを推定するために使用される固有ポイントのグループと、結果として生ずるテキスト
・ベースラインとの近接性とに基づいたものとすることができる。
【００１５】
　第１の態様による実施例においては、水平消失ポイントを決定する前記ステップは、所
定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するいくつかのデータ・ポイントを優先順位サ
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ンプル・アレイへとグループ分けするステップと、優先順位サンプル・アレイの中のデー
タ・ポイントをいくつかのサンプル・グループへとクラスタ化するステップと、サンプル
・グループの中の各データ・ポイントに割り当てられる少なくとも信頼度レベルに基づい
て、グループ信頼度値を各サンプル・グループに割り当てるステップと、ライン・フィッ
ティングのために優先順位サンプル・アレイからデータ・ポイントのサンプル・グループ
を反復的に選択するステップと、をさらに含むことができる。各サンプル・グループは、
２つ以上のデータ・ポイントを含むことができる。前記反復は、優先順位サンプル・アレ
イにおける、最高の信頼度値を有するサンプル・グループから開始することができる。
【００１６】
　第１の態様による実施例においては、水平消失ポイントを決定する前記ステップは、第
１の適合されたラインをもたらす第１のサンプル・グループについてライン・フィッティ
ングを実行するステップと、さらなる適合されたラインをもたらすそれぞれのさらなるサ
ンプル・グループについてライン・フィッティングをその後に実行するステップと、第１
の適合されたラインと、さらなる適合されたラインとに基づいて、第１の適合されたライ
ンからの所定の距離しきい値よりも下に位置づけられるデータ・ポイントの組を決定する
ステップと、データ・ポイントの決定された組に対応する水平テキスト・ベースラインか
ら少なくとも第１及び第２の水平消失ポイント候補を推定するステップと、を含むことが
できる。
【００１７】
　第１の態様による実施例においては、水平消失ポイントを決定する前記ステップは、そ
れぞれの推定された水平消失ポイント候補に基づいて、投影補正を実行するステップと、
投影補正の後に結果として生ずる水平テキスト方向に対する各水平消失ポイント候補の近
接性を比較するステップと、投影補正の後に画像ドキュメントの水平テキスト方向に最も
近い水平消失ポイント候補を選択するステップとを含むことができる。
【００１８】
　第１の態様による実施例においては、垂直消失ポイントを決定する前記ステップは、そ
れぞれが、画像のテキスト部分に対するブロブ・フィルタリング・アルゴリズムによって
選択される前記ピクセル・ブロブのうちの選択された１つの方向に対応する、複数の垂直
テキスト・ラインを推定するステップと、デカルト座標系におけるラインとして、前記推
定された垂直テキスト・ラインのそれぞれを規定するステップと、デカルト座標系におい
て推定される前記垂直テキスト・ラインのそれぞれを同次座標系におけるデータ・ポイン
トへと変換するステップと、信頼度レベルをデータ・ポイントのそれぞれに割り当てるス
テップとを含むことができる。前記信頼度レベルは、それぞれの垂直テキスト・ラインを
推定するために使用されるピクセル・ブロブの形状の少なくとも偏心度に基づいたものと
することができる。
【００１９】
　第１の態様による実施例においては、垂直消失ポイントを決定する前記ステップは、所
定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するいくつかのデータ・ポイントを優先順位サ
ンプル・アレイへとグループ分けするステップと、優先順位サンプル・アレイの中のデー
タ・ポイントをいくつかのサンプル・グループへとクラスタ化するステップとを含むこと
ができる。各サンプル・グループは、少なくとも２つのデータ・ポイントを含むことがで
きる。垂直消失ポイントを決定する前記ステップは、サンプル・グループの中の各データ
・ポイントに割り当てられる信頼度レベルに基づいてグループ信頼度値を各サンプル・グ
ループに割り当てるステップと、ライン・フィッティングのために、優先順位サンプル・
アレイからデータ・ポイントのサンプル・グループを反復的に選択するステップとを含む
。前記反復は、優先順位サンプル・アレイにおける最高のグループ信頼度値を有するサン
プル・グループから開始することができる。
【００２０】
　第１の態様による実施例においては、垂直消失ポイントを決定する前記ステップは、第
１の適合されたラインをもたらす第１のサンプル・グループについてライン・フィッティ
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ングを実行するステップと、さらなる適合されたラインをもたらすそれぞれのさらなるサ
ンプル・グループについてライン・フィッティングをその後に実行するステップと、第１
の適合されたラインと、さらなる適合されたラインとに基づいて、第１の適合されたライ
ンからの所定の距離しきい値よりも下に位置づけられるデータ・ポイントの組を決定する
ステップと、データ・ポイントの決定された組に対応する垂直テキスト・ラインから少な
くとも第１及び第２の垂直消失ポイント候補を推定するステップと、を含むことができる
。
【００２１】
　第１の態様による実施例においては、垂直消失ポイントを決定する前記ステップは、そ
れぞれの推定された垂直消失ポイント候補に基づいて、投影補正を実行するステップと、
投影補正の後に結果として生ずる垂直テキスト方向に対するそれぞれの推定された垂直消
失ポイント候補の近接性を比較するステップと、画像ドキュメントの垂直テキスト方向に
最も近い垂直消失ポイント候補を選択するステップとを含むことができる。
【００２２】
　第１の態様による実施例においては、前記ブロブ・フィルタリング・アルゴリズムは、
以下の複数の条件、すなわち、どのようにしてそれが引き延ばされているかを表す、考慮
されたピクセル・ブロブの形状の偏心度（値は、０と１との間にあり、０と、１とは、両
極端であり、すなわち、その偏心度が０であるブロブは、実際には円形オブジェクトであ
るが、その偏心度が１であるブロブは、ライン・セグメントである）が、所定のしきい値
よりも上にある条件と、画像の境界に対する各ピクセル・ブロブの近接性が、所定の距離
しきい値よりも上にある条件と、垂直方向に対する結果として生ずる垂直ラインの角度が
、最大角度しきい値よりも下にある条件と、ピクセルの数によって規定される各ピクセル
・ブロブのエリアが、最大エリアしきい値よりも下にあるが、最小エリアしきい値よりも
上にある条件とのうちの１つ又は複数に基づいて、ピクセル・ブロブを選択することがで
きる。
【００２３】
　第１の態様による実施例においては、前記第１及び第２の消失ポイント候補は、最小二
乗法と、重み付けされた最小二乗法と、適応最小二乗法とから成る群から選択される異な
る近似方法を使用して推定されることもある。
【００２４】
　本明細書において説明される他の態様と組み合わされ得る、本発明の第１の代替的な態
様においては、透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画
像の投影補正のための方法が開示される。本方法は、前記画像が２値化される、画像２値
化のステップと、連結成分分析のステップとを含む。連結成分分析は、前記２値化された
画像の前記少なくとも１つのテキスト部分において、ピクセル・ブロブを検出する。前記
ピクセル・ブロブのそれぞれでは、位置決定ピクセルが、ピクセル・ブロブのピクセル・
ブロブ・ベースラインの上で選択されることもある。前記位置決定ピクセルは、２値化さ
れた画像におけるピクセル・ブロブの位置を規定することができる。本方法は、水平消失
ポイント決定のステップをさらに含んでいる。水平消失ポイント決定は、前記位置決定ピ
クセルを用いてテキスト・ベースラインを推定するステップと、前記テキスト・ベースラ
インを用いて前記少なくとも１つのテキスト部分の水平消失ポイントを決定するステップ
とを含む。本方法は、垂直消失ポイント決定をさらに含んでいる。垂直消失ポイントは、
その垂直の特徴に基づいて、前記少なくとも１つのテキスト部分について決定される。本
方法は、投影補正のステップをさらに含んでおり、そこでは、前記画像の中の前記透視図
法ひずみは、前記の水平消失ポイントと、垂直消失ポイントとに基づいて補正される。
【００２５】
　第１の代替的な態様による実施例においては、テキストとピクチャとの分離のステップ
が、前記画像２値化の後、且つ前記連結成分分析の前に実行され、テキスト情報だけが保
持される。
【００２６】
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　第１の代替的な態様の実施例においては、説明されるような前記位置決定ピクセルは、
ピクセル・ブロブの境界ボックスの底部の中心とすることができる。前記位置決定ピクセ
ルは、代替的な実施例において、ピクセル・ブロブの境界ボックスの底部コーナー（すな
わち、底部の左コーナー又は右コーナー）、或いはピクセル・ブロブ又はその上の境界ボ
ックスの位置を決定する別のピクセルとすることができる。
【００２７】
　第１の態様、又は第１の代替的な態様の実施例においては、上記で説明された方法又は
ステップを実行するように構成された１つ又は複数のプロセッサと、互換性のあるソフト
ウェア・コード部分とを含むシステム又はデバイスが提供されることもある。
【００２８】
　第１の態様、又は第１の代替的な態様の実施例においては、その上に、コンピュータ・
デバイスの上で実行可能なフォーマットにおけるソフトウェア・コード部分を含み、前記
コンピュータ・デバイスの上で実行されるときに、上記で説明された方法又はステップを
実行するように構成されたコンピュータ・プログラム製品が記憶される非一時的ストレー
ジ媒体が、提供されることもある。前記コンピュータ・デバイスは、以下のデバイスのう
ちの、すなわち、パーソナル・コンピュータ、ポータブル・コンピュータ、ラップトップ
・コンピュータ、ネットブック・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、スマートフ
ォン、デジタル・スチル・カメラ、ビデオ・カメラ、モバイル通信デバイス、携帯型個人
情報端末、スキャナ、多機能デバイス、又は任意の他のコンピュータのようなデバイスの
うちのどれかとすることもできる。
【００２９】
　本明細書において説明される他の態様と組み合わされ得る、本発明による第２の態様に
おいては、透視図法によってひずみを受ける画像ドキュメントにおいて、テキスト部分の
消失ポイント候補を決定するための方法が説明される。本方法は、前記画像が２値化され
る、画像２値化のステップを含んでいる。その後に、本方法は、連結成分分析を実行する
ステップを含んでおり、そこでは、ピクセル・ブロブは、前記２値化された画像の前記少
なくとも１つのテキスト部分において、検出される。位置決定ピクセルは、ピクセル・ブ
ロブのピクセル・ブロブ・ベースラインの上で前記ピクセル・ブロブのそれぞれについて
選択され、前記位置決定ピクセルは、２値化された画像におけるピクセル・ブロブの位置
を規定している。本方法はまた、デカルト座標系において、位置決定ピクセルに基づいて
、各テキスト・ラインが、前記テキスト部分の水平テキスト方向又は垂直テキスト方向の
近似を表す、いくつかのテキスト・ラインを推定するステップを含んでいる。本方法はま
た、前記テキスト・ラインのそれぞれを同次座標系におけるデータ・ポイントに変換する
ステップを含んでいる。本方法は、信頼度レベルをデータ・ポイントのそれぞれに割り当
てるステップをさらに含んでいる。本方法は、所定のしきい値よりも上の信頼度レベルを
有するいくつかのデータ・ポイントを優先順位サンプル・アレイにグループ分けするステ
ップを含んでいる。本方法は、優先順位サンプル・アレイの中のデータ・ポイントをいく
つかのサンプル・グループへとクラスタ化するステップを含んでいる。各サンプル・グル
ープは、２つ以上のデータ・ポイントを含んでいる。本方法は、サンプル・グループの中
の各データ・ポイントに割り当てられる少なくとも信頼度レベルに基づいて、グループ信
頼度値を各サンプル・グループに割り当てるステップをさらに含んでいる。さらに、本方
法は、第１の適合されたラインに関して、前記データ・ポイントのうちで、インライアの
組を決定するために、ランダム・サンプル・コンセンサス（ＲＡＮＳＡＣ）アルゴリズム
を適用するステップを含んでいる。ＲＡＮＳＡＣアルゴリズムは、優先順位サンプル・ア
レイの中に最高のグループ信頼度値を有するサンプル・グループから開始される。本方法
は、インライアの前記組に対応するテキスト・ラインから少なくとも１つの消失ポイント
候補を推定するステップをさらに含んでいる。
【００３０】
　第２の態様による実施例においては、テキストとピクチャとの分離のステップが、前記
画像２値化の後、且つ前記連結成分分析の前に実行され、テキスト情報だけが保持される
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。
【００３１】
　第２の態様による実施例においては、前記データ・ポイントに割り当てられる信頼度レ
ベルは、それぞれのテキスト・ラインの少なくとも長さと、それぞれのテキスト・ライン
に対する位置決定ピクセルの近接性とに基づいたものとすることができる。
【００３２】
　第２の態様による実施例においては、ＲＡＮＳＡＣアルゴリズムは、以下のステップを
含むことができる。第１に、ライン・フィッティングのために優先順位サンプル・アレイ
からデータ・ポイントのサンプル・グループを反復的に選択するステップである。反復は
、優先順位サンプル・アレイの中で最高のグループ信頼度値を有するサンプル・グループ
から開始される。次に、第１の適合されたラインをもたらす第１のサンプル・グループに
ついてライン・フィッティングを実行するステップと、さらなる適合されたラインをもた
らすそれぞれのさらなるサンプル・グループについてライン・フィッティングをその後に
実行するステップとである。次に、第１の適合されたラインと、さらなる適合されたライ
ンとに基づいて、第１の適合されたラインからの所定の距離しきい値よりも下に位置づけ
られるデータ・ポイントの組を決定するステップであり、データ・ポイントの前記組は、
インライアの前記組を形成している。
【００３３】
　第２の態様による実施例においては、第１の適合されたラインからの所定の距離しきい
値は、固定されたパラメータとすることができる。第１の適合されたラインからの所定の
距離しきい値は、代わりに、画像ドキュメントのコンテンツに基づいて、適応可能とする
ことができる。
【００３４】
　第２の態様による実施例においては、少なくとも第１及び第２の消失ポイント候補が、
インライアの前記組に対応するテキスト・ラインから推定されることもある。第１及び第
２の消失ポイント候補は、最小二乗法と、重み付けされた最小二乗法と、適応最小二乗法
とから成る群から選択される異なる近似方法を使用して推定されることもある。本方法は
、次いで、推定された消失ポイント候補から消失ポイントを選択するステップをさらに含
むことができる。選択は、それぞれの推定された消失ポイント候補に基づいて、画像ドキ
ュメントに対する投影補正を実行するステップと、投影補正の後に結果として生ずる水平
テキスト方向又は垂直テキスト方向に対する各消失ポイント候補の近接性を比較するステ
ップと、投影補正の後に画像ドキュメントの水平テキスト方向又は垂直テキスト方向に最
も近い消失ポイント候補を選択するステップとを含むことができる。
【００３５】
　第２の態様による実施例においては、各サンプル・グループのグループ信頼度値は、さ
らに、サンプル・グループの中のデータ・ポイントに対応するそれぞれの推定されたテキ
スト・ラインの間の距離に基づいたものとすることができる。データ・ポイントのそれぞ
れの信頼度レベルは、それぞれの各テキスト・ラインを推定するために使用されるピクセ
ル・ブロブの主要な方向に基づいたものとすることができる。主要な方向は、各ピクセル
・ブロブの形状の偏心度によって規定されることもある。優先順位サンプル・アレイへと
グループ分けされるデータ・ポイントの最大数は、２と２０との間にあることもあり、５
と１０との間にあることがより好ましいこともある。
【００３６】
　第２の態様による実施例においては、推定されたテキスト・ラインは、画像のテキスト
部分に対するブロブ・フィルタリング・アルゴリズムによって選択される、前記ピクセル
・ブロブの選択された１つの方向にそれぞれ対応する垂直テキスト・ブロブ・ラインとす
ることができる。
【００３７】
　第２の態様の実施例においては、上記で説明された方法又はステップを実行するように
構成された１つ又は複数のプロセッサと、互換性のあるソフトウェア・コード部分とを含
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むシステム又はデバイスが提供されることもある。
【００３８】
　第２の態様の実施例においては、その上に、コンピュータ・デバイスの上で実行可能な
フォーマットにおけるソフトウェア・コード部分を含み、前記コンピュータ・デバイスの
上で実行されるときに、上記で説明された方法又はステップを実行するように構成された
コンピュータ・プログラム製品が記憶される非一時的ストレージ媒体が、提供されること
もある。前記コンピュータ・デバイスは、以下のデバイスのうちの、すなわち、パーソナ
ル・コンピュータ、ポータブル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、ネットブ
ック・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、スマートフォン、デジタル・スチル・
カメラ、ビデオ・カメラ、モバイル通信デバイス、携帯型個人情報端末、スキャナ、多機
能デバイス、又は任意の他のコンピュータのようなデバイスのうちのどれかとすることも
できる。
【００３９】
　本明細書において説明される他の態様と組み合わされ得る、本発明の第３の態様におい
ては、透視図法によってひずみを受ける少なくとも１つのテキスト部分を含む画像の投影
補正のための方法が開示される。本方法は、前記画像が２値化される、画像２値化のステ
ップを含んでいる。その後に、本方法は、連結成分分析を実行するステップを含んでいる
。連結成分分析は、前記２値化された画像の前記少なくとも１つのテキスト部分について
ピクセル・ブロブを検出するステップを必要とする。位置決定ピクセルが、ピクセル・ブ
ロブのピクセル・ブロブ・ベースラインの上で前記ピクセル・ブロブのそれぞれについて
、選択される。前記位置決定ピクセルは、２値化された画像におけるピクセル・ブロブの
位置を規定する。本方法は、水平消失ポイント決定のステップを含んでいる。水平消失ポ
イント決定は、前記ピクセル・ブロブの位置決定ピクセルを用いてテキスト・ベースライ
ンを推定するステップと、前記推定されたテキスト・ベースラインから水平消失ポイント
候補を識別するステップと、前記水平消失ポイント候補を用いて前記少なくとも１つのテ
キスト部分の水平消失ポイントを決定するステップとを含む。本方法はまた、その垂直の
特徴に基づいて、前記少なくとも１つのテキスト部分についての垂直消失ポイント決定の
ステップを含んでいる。本方法は、投影補正のステップをさらに含んでいる。投影補正は
、前記の水平消失ポイントと、垂直消失ポイントとに基づいて、前記画像における前記透
視図法を補正するステップを必要とする。水平消失ポイント決定は、固有ポイントのレベ
ルに対する第１の除去ステップと、テキスト・ベースラインのレベルに対する第２の除去
ステップと、水平消失ポイント候補のレベルに対する第３の除去ステップとを含むことが
できる。
【００４０】
　第３の態様による実施例においては、テキストとピクチャとの分離のステップは、前記
画像２値化の後、且つ前記連結成分分析の前に実行され、テキスト情報だけが保持される
。
【００４１】
　第３の態様による実施例においては、第１の除去ステップは、考慮している固有ポイン
トの近くにおける固有ポイントに関してラインから外れている混同させる固有ポイントを
検出するステップを含んでいる。前記混同させる固有ポイントは、前記テキスト・ベース
ライン推定のために無視されることもある。
【００４２】
　第３の態様による実施例においては、前記混同させる固有ポイントの除去ステップは、
ピクセル・ブロブの幅と、高さとを決定するステップと、ピクセル・ブロブの幅と、高さ
とについての平均値を決定するステップと、考慮しているピクセル・ブロブの幅と、高さ
とのうちの少なくとも一方が、前記算出された平均値から所定の範囲だけ異なるピクセル
・ブロブに属する固有ポイントとして、前記混同させる固有ポイントを検出するステップ
とを含むことができる。
【００４３】
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　第３の態様による実施例においては、テキスト・ベースラインを推定する前記ステップ
は、固有ポイントを固有ポイント・グループへとクラスタ化するステップを含んでいる。
前記固有ポイント・グループは、以下の複数の条件、すなわち、
－　グループの固有ポイントの間のポイント・ツー・ポイント距離が、第１の距離しきい
値よりも下にある条件と、
－　グループの各固有ポイントと、グループの固有ポイントによって形成されるラインと
の間のポイント・ツー・ライン距離が、第２の距離しきい値よりも下にある条件と、
－　グループの固有ポイントによって形成されるラインのオフ水平角度が、最大角度より
も下にある条件と、
－　固有ポイント・グループが、最小の数の固有ポイントを含んでいる条件と
のうちの少なくとも１つを満たすことができる。前記テキスト・ベースラインは、次いで
、前記固有ポイント・グループに基づいて、推定されることもある。
【００４４】
　第３の態様による実施例においては、前記第１の距離しきい値と、前記第２の距離しき
い値と、前記最大角度と、前記最小の数の固有ポイントとは、画像のコンテンツに基づい
て、適応的に設定されることもある。テキスト・ベースラインを推定する前記ステップは
、固有ポイント・グループ・マージングのステップをさらに含むことができ、このステッ
プにおいては、無視された固有ポイントの両側の上の固有ポイント・グループは、より大
きな固有ポイント・グループへとマージされる。
【００４５】
　第３の態様による実施例においては、第２の除去ステップは、前記テキスト・ベースラ
インに信頼度レベルを割り当てるステップと、前記信頼度レベルに基づいて、テキスト・
ベースラインを除去するステップとを含む。信頼度レベルは、それぞれのテキスト・ベー
スラインの少なくとも長さと、テキスト・ベースラインを推定するために使用される固有
ポイントのグループと結果として生ずるテキスト・ベースラインとの近接性とに基づいて
、決定されることもある。テキスト・ベースラインの除去は、ＲＡＮＳＡＣアルゴリズム
を用いて実行されることもあり、このＲＡＮＳＡＣアルゴリズムにおいては、前記信頼度
レベルが考慮に入れられる。
【００４６】
　第３の態様による実施例においては、第３の除去ステップは、それぞれの識別された水
平消失ポイント候補に基づいて、投影補正を実行するステップと、投影補正の後に結果と
して生ずる水平テキスト方向に対する各水平消失ポイント候補の近接性を比較するステッ
プと、投影補正の後に画像ドキュメントの水平テキスト方向に最も近い水平消失ポイント
候補を選択するステップとを含む。
【００４７】
　第３の態様による実施例においては、第１及び第２の水平消失ポイント候補が、前記第
２の除去ステップの後に、前記テキスト・ベースラインから推定されることもある。前記
第１及び第２の水平消失ポイント候補の前記推定のために、最小二乗法と、重み付けされ
た最小二乗法と、適応最小二乗法とから成る群から選択される異なる近似方法が使用され
ることもある。
【００４８】
　第３の態様の実施例においては、上記で説明された方法又はステップを実行するように
構成された１つ又は複数のプロセッサと、互換性のあるソフトウェア・コード部分とを含
むシステム又はデバイスが提供されることもある。
【００４９】
　第３の態様の実施例においては、その上に、コンピュータ・デバイスの上で実行可能な
フォーマットにおけるソフトウェア・コード部分を含み、前記コンピュータ・デバイスの
上で実行されるときに、上記で説明された方法又はステップを実行するように構成された
コンピュータ・プログラム製品が記憶される非一時的ストレージ媒体が、提供されること
もある。前記コンピュータ・デバイスは、以下のデバイスのうちの、すなわち、パーソナ
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ル・コンピュータ、ポータブル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、ネットブ
ック・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、スマートフォン、デジタル・スチル・
カメラ、ビデオ・カメラ、モバイル通信デバイス、携帯型個人情報端末、スキャナ、多機
能デバイス、又は任意の他のコンピュータのようなデバイスのうちのどれかとすることも
できる。
【００５０】
　本発明は、さらに、以下の説明と、添付の図面とを用いて明らかにされるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本開示の一実施例による、ひずみを受けた画像の投影補正が説明されるためのプ
ロセス・フローを示す図である。
【図２】本開示の一実施例による、水平消失ポイントを識別するためのプロセス・フロー
を示す図である。
【図３Ａ】本開示の一実施例による、固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムを示す、テ
キストにおいて一緒に図３と称されることもある、図である。
【図３Ｂ】本開示の一実施例による、固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムを示す、テ
キストにおいて一緒に図３と称されることもある、図である。
【図４】本開示の一実施例による、位置決定ピクセルを使用して垂直消失ポイントを識別
するためのプロセス・フローを示す図である。
【図５】本開示の一実施例による、テキスト・ストロークの特徴を使用して垂直消失ポイ
ントを識別するためのプロセス・フローを示す図である。
【図６Ａ】本開示の一実施例による、テキストと一緒にピクチャを有する実例の２値化さ
れた画像を示す図である。
【図６Ｂ】本開示の一実施例による、テキストからピクチャをフィルタにかけて除いた後
の、結果として生ずる画像を示す図である。
【図７】本開示の一実施例による、実例のピクセル・ブロブを示す図である。
【図８】本開示の一実施例による、ユーザが画像のコーナーを調整するためのプレゼンテ
ーション・グリッドを示す図である。
【図９Ａ】本開示の一実施例による、取り込まれた画像を示す図である。
【図９Ｂ】本開示の一実施例による、改善された画像を投影補正の結果として示す図であ
る。
【図１０Ａ】本開示の一実施例による、テキストについての固有ポイントが識別される実
例の画像を示す図である。
【図１０Ｂ】本開示の一実施例による、分類されすぎた固有ポイント・グループを有する
実例の画像を示す図である。
【図１０Ｃ】本開示の一実施例による、統合された固有ポイント・グループを有する実例
の画像を示す図である。
【図１１】本開示の一実施例による、ベースラインが推定されるテキストの実例の部分を
示す図である。
【図１２】本開示の一実施例による、マージン特徴ポイントが、マージンにおいて識別さ
れる実例の画像を示す図である。
【図１３】本開示の一実施例による、同じマージンに沿って２つの推定された垂直ライン
を有する実例の画像を示す図である。
【図１４】本開示の一実施例による、推定された垂直ラインのマージングを示す実例の画
像を示す図である。
【図１５】本開示の一実施例による、キャラクタのテキスト・ストロークの特徴を示す実
例の画像を示す図である。
【図１６】本開示の一実施例による、テキスト・ストロークの特徴識別の後の選択的に抽
出されたブロブを示す実例の画像を示す図である。
【図１７】本開示の一実施例による、選択されたピクセル・ブロブについての推定された
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垂直テキスト・ブロブ・ラインを示す実例の画像を示す図である。
【図１８】本開示の一実施例による、垂直消失ポイントについて選択される垂直テキスト
・ブロブ・ラインを示す実例の画像を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　本発明は、特定の実施例に関して、ある種の図面を参照して説明されることになるが、
本発明は、それだけに限定されるものではないが、特許請求の範囲によってのみ限定され
るものである。説明される図面は、概略的なものにすぎず、非限定的である。図面におい
ては、それらの要素のうちのいくつかの大きさは、誇張されており、例証の目的のために
、縮尺して描かれてはいない可能性がある。寸法と、相対的な寸法とは、本発明を実施す
る実際の縮小には必ずしも対応しているものとは限らない。
【００５３】
　さらに、本説明における、特許請求の範囲における第１の、第２の、第３のなどの用語
は、類似した要素の間で区別するために使用されるが、必ずしも逐次的順序又は時系列順
序を説明するためのものとは限らない。用語は、適切な状況の下で交換可能であり、本発
明の実施例は、本明細書において説明され、又は例証される以外の他のシーケンスにおい
ても動作することができる。
【００５４】
　さらに、本説明における、特許請求の範囲における上部、下部、上の、下のなどの用語
は、説明の目的のために使用されるが、必ずしも相対的な位置を説明するためのものとは
限らない。そのようにして使用されるそれらの用語は、適切な状況の下で交換可能であり
、本明細書において説明される本発明の実施例は、本明細書において説明され、又は例証
される以外の他の方向付けにおいても動作することができる。
【００５５】
　特許請求の範囲において使用される用語「備えている／含んでいる」は、その後にリス
トアップされる手段だけに限定されるように解釈されるべきではなく、それは、他の要素
又はステップを排除することはない。その用語は、言及されるように、述べられた特徴、
整数、ステップ、又はコンポーネントの存在を指定するように解釈される必要があるが、
１つ又は複数の他の特徴、整数、ステップ、若しくはコンポーネント、又はそれらのグル
ープの存在又は追加を除外するものではない。したがって、表現「手段Ａと、Ｂとを備え
ているデバイス」の範囲は、コンポーネントＡと、Ｂとだけから成るデバイスだけに限定
されるべきではない。その表現は、本発明に関して、デバイスの単に関連のあるコンポー
ネントがＡとＢとであることを意味している。
【００５６】
　図１を参照すると、ひずみを受けた画像の投影補正のためのプロセス・フロー１００が
説明されている。画像は、投影補正のために受信されることもある。画像は、オプション
として検査して、画像の品質を決定することができる。画像を検査することは、ノイズの
存在、照明状態、キャラクタの明瞭性、分解能などをチェックすることを含むことができ
る。画像の品質が、所定のしきい値よりも上にある場合、画像は、ステップ１０２におい
て処理されることもある。画像の品質が、所定のしきい値よりも下にある場合、画像が前
処理されて、画像の品質を改善することができる。前処理することは、画像の分解能を回
復させ、改善するために、色相を修正すること、輝度アンバランスを補正すること、鮮明
さの調整、ノイズを除去すること、モーション・ブラーを除去すること／補正すること、
カメラ誤焦点を補償することなどを含み、必要とする可能性がある。１つの実例の実装形
態においては、前処理することは、自動的に実行されることもある。別の実例の実装形態
においては、ツールボックス・オプションがユーザに提供されて、画像についての前処理
のタイプを選択することができる。一実施例においては、前処理することは、それだけに
は限定されないが、ガウス・フィルタリング及びメジアン・フィルタリング、ウィーナー
・フィルタリング、バイラテラル・フィルタリング、ウィーナー・デコンボリューション
、全変動デコンボリューション、コントラスト制限適応ヒストグラム等化など、様々な画
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像フィルタリング方法を含む、知られている技法を使用して実施されることもある。
【００５７】
　ステップ１０２において、画像２値化が実行される。画像２値化は、受信された画像の
ピクセル値を論理一（１）又は論理ゼロ（０）のいずれかに変換することを含むことがで
きる。これらの値は、単一ビットによって、又は例えば、８－ビット符号なし整数のよう
な複数ビットによって表されることもある。受信された画像のピクセルは、グレースケー
ル・ピクセル、カラー・ピクセル、又は任意の他の形式で表されたピクセルとすることが
できる。値は、対応する黒色のカラー又は白色のカラーによって表されることもある。一
実施例においては、２値化は、グローバル・アプローチ、領域ベースのアプローチ、ロー
カル・アプローチ、ハイブリッド・アプローチ、又はその任意の変形形態へと広範に分類
され得る、知られている技法のうちのどれかを使用して実行されることもある。１つの実
例の実装形態においては、画像２値化は、サウボラ２値化（Ｓａｕｖｏｌａ　ｂｉｎａｒ
ｉｚａｔｉｏｎ）を使用して実行される。この技法においては、２値化は、小さな画像パ
ッチに基づいて実行される。ローカル画像パッチの統計データを分析するとすぐに、２値
化しきい値は、次の式、すなわち、
【数１】

を使用して決定され、式中で、ｍと、ｓとは、それぞれ、ローカルな平均偏差と、標準偏
差とであり、Ｒは、標準偏差の最大値であり、ｋは、しきい値の値を制御するパラメータ
である。パラメータｋは、ドキュメント画像に応じて選択されることもある。一実施例に
おいては、ｋは、手動で設定されることもある。別の実施例においては、パラメータｋは
、ドキュメント画像のテキスト特性に応じて自動的に設定されることもある。
【００５８】
　ステップ１０４においては、２値化された画像（以下、画像と称される）が任意のピク
チャを含むかどうかが決定される。画像が任意のピクチャを含んでいない場合、プロセス
はステップ１０８へと進む。画像が１つ又は複数のピクチャを含む場合、１つ又は複数の
ピクチャは、ステップ１０６において、テキストから分離される。ページ分析方法、テキ
スト・ロケーション方法、及び／又はマシン学習方法など、知られている技法のうちの任
意の技法が、テキストから１つ又は複数のピクチャを分離するために使用されることもあ
る。ページ分析方法に基づいた技法は、スキャンされたドキュメントから生成され、又は
スキャンされたドキュメント画像に実質的に類似して見える画像のために使用されること
もある。テキスト・ロケーション方法に基づいた技法は、バックグラウンドの中にピクチ
ャを有するなど、複雑なバックグラウンドを有する画像のために使用されることもある。
マシン学習方法に基づいた技法は、任意のタイプの画像のために使用されることもある。
マシン学習方法に基づいた技法は、学習のためのトレーニング・サンプルを必要とする可
能性がある。テキストから１つ又は複数のピクチャを分離するための実例の実装形態にお
いては、ドキュメント画像のバックグラウンドが抽出される。バックグラウンドを使用し
て、ドキュメント画像は、正規化されて、一様でないイラストレーションの影響を補償す
る。その後に、非テキスト・オブジェクトが、ヒューリスティック・フィルタリングを使
用して２値画像から取り除かれ、このヒューリスティック・フィルタリングにおいては、
ヒューリスティック規則は、面積、相対的サイズ、画像フレームに対する近接性、密度、
平均コントラスト、エッジ・コントラストなどに基づいている。図６Ａは、テキストと一
緒にピクチャを含む実例の２値化された画像を示すものである。図６Ｂは、ピクチャを除
去された後の、結果として生ずる画像を示すものである。
【００５９】
　ステップ１０８において、連結成分分析が、テキスト情報だけを有する２値化された画
像に対して実行される。連結成分分析は、２値画像の中の連結ピクセル成分を識別するこ
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と、及びラベル付けすることを必要とする可能性がある。ピクセル・ブロブが、連結成分
分析中に識別されることもある。ピクセル・ブロブは、カラーなどいくつかの特性が、所
定の範囲内で一定であり、又は変化する連結成分の組を有する領域とすることができる。
例えば、単語「Ｈｅｌｌｏ」は、連結成分の５つの異なる組を有しており、すなわち、そ
の単語の各キャラクタは、連結成分、又はピクセル・ブロブである。位置決定ピクセルが
、ピクセル・ブロブのそれぞれについて識別される。位置決定ピクセルは、２値画像にお
けるピクセル・ブロブの位置を規定する。一実施例においては、位置決定ピクセルは、固
有ポイントとすることができる。固有ポイントは、ピクセル・ブロブの内部のピクセル・
ブロブ・ベースラインの中心におけるピクセルとすることができる。別の実施例において
は、位置決定ピクセルは、ピクセル・ブロブの内部のピクセル・ブロブ・ベースラインの
左端又は右端におけるピクセルとすることができる。ピクセル・ブロブ、又はピクセル・
ブロブの上に描かれた境界ボックスの中の異なるロケーションにおいて位置決定ピクセル
を有する他の実施例が、本開示の範囲内において企図される。図７Ａは、実例のピクセル
・ブロブ７０２を示すものである。境界ボックス７０４は、連結成分又はピクセル・ブロ
ブ７０２の周囲に形成される。図７Ａにおいて、識別される連結成分は、キャラクタ「Ａ
」７０２である。境界ボックス７０４は、固有ポイント７０６を有しており、この固有ポ
イント７０６は、境界ボックス７０４の底部の中心として規定されることもある。固有ポ
イント７０６は、本明細書において使用される位置決定ピクセルのうちの１つとすること
ができる。他の位置決定ピクセルもまた、投影補正において使用されることもある。例え
ば、位置決定ピクセル７０８と、７１０とは、左下端の位置決定ピクセルと、左上端の位
置決定ピクセルとを表す。位置決定ピクセルを使用して、２値化された画像の中で１つ又
は複数の水平テキスト・ライン及び／又は垂直テキスト・ラインを推定することができる
。各テキスト・ラインは、関連するテキスト部分の水平又は垂直のテキスト方向の近似を
表す。
【００６０】
　ステップ１１０において、水平消失ポイントが決定される。一実施例においては、水平
消失ポイントは、位置決定ピクセルを使用して決定されるテキスト・ベースラインを使用
して決定されることもある。水平消失ポイントを決定するための様々な実施例は、図２に
関連して説明される。
【００６１】
　ステップ１１２において、垂直消失ポイントが決定される。一実施例においては、垂直
消失ポイントは、位置決定ピクセルを使用して識別されるマージン・ラインを使用して決
定される。別の実施例においては、垂直消失ポイントは、連結成分の垂直ストロークの特
徴を使用して決定されることもある。さらに別の実施例においては、垂直消失ポイントは
、マージン・ラインと、垂直ストロークの特徴とを使用して識別される。垂直消失ポイン
トを決定するための様々な実施例が、図３及び４に関連して説明される。
【００６２】
　ステップ１１４において、水平消失ポイントと、垂直消失ポイントとを使用して、画像
の投影補正が実行される。投影補正は、投影変換モデルの８つの知られていないパラメー
タの推定に基づいて、実行される。例示の投影変換モデルが、以下に提供される。
【００６３】
【数２】

【００６４】
　一実施例においては、水平投影変換行列と、垂直投影変換行列とが、投影変換モデルの
パラメータを推定するために構築される。水平投影変換行列と、垂直投影変換行列とは、
以下で提供される式を使用して構築される。
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【００６５】
【数３】

であり、式中で、（ｖｘ，ｖｙ）は、消失ポイントであり、（ｗ，ｈ）は、ドキュメント
画像の幅と、高さとであり、ｔｘ＝ｗ／２であり、ｔｙ＝ｈ／２であり、

【数４】

である。投影行列を使用して、画像の投影補正が実行される。
【００６６】
　別の実施例においては、垂直消失ポイントと、水平消失ポイントとを使用して、元のひ
ずみを受けた画像のコーナー（ｘｉ，ｙｊ）（４＜＝ｉ＜＝１）と、ひずみを受けていな
い、又は登録されたドキュメント画像の中のそれらの対応するロケーション（Ｘｉ，Ｙｊ

）（４＜＝ｉ＜＝１）とを識別することができる。対応するコーナーの４つの対に基づい
て、投影変換モデルが推定される可能性がある。投影変換モデルは、式、

【数５】

を使用して推定されることもある。
【００６７】
　８つのパラメータは、投影的に補正された画像の中の４つのコーナーを識別することに
続いて、（４）を使用することにより、取得される可能性がある。投影変換モデルを構築
することに続いて、投影補正の一般的な傾向が、図８に示されるように、ユーザの再検討
のために生成され、表示される。ユーザは、一般的な傾向を受け入れるべきオプション、
又は４つのコーナーを調整すべきツールを提供されることもある。例えば、図８に示され
るように、グラフィカル・ユーザ・インターフェース要素８０４が、ユーザがコーナーを
調整するための可能性とともに、提供されることもある。ユーザ入力当たりのコーナーに
おける変化に応じて、投影変換モデルが修正されることもあり、対応する投影補正が実行
されることもある。変化のない受け入れに応じて、投影補正は、実行されることもある。
結果として生ずる画像は、図８の要素８０６に示されるように、提示されることもある。
当業者なら、適切な追加のオプションもまたユーザに対して提供される可能性もあること
を理解するであろう。投影補正の結果の実例が図９Ａ及び９Ｂに例証される。図９Ａは、
取り込まれた画像を示すものである。図９Ｂは、投影補正の後の画像を示すものである。
【００６８】
　図２は、一実施例による、水平消失ポイントを識別するための実例の方法２００を考察
するものである。ステップ２０２において、固有ポイントが識別されることもある。固有
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ポイントは、画像の連結成分分析を通して、識別されることもある。固有ポイントは、す
べてのピクセル・ブロブについて規定される。ステップ２０４において、固有ポイントは
、クラスタ化され、グループ分けされる。一実施例においては、固有ポイントは、クラス
タ化されることに先立って処理されることもある。固有ポイント処理は、混同させる固有
ポイントを除去することを含むことができる。混同させる固有ポイントは、テキスト・ベ
ースラインよりも上にあるか、又は下にある固有ポイントとすることができる。混同させ
る固有ポイントは、主として、キャラクタの３つの組からなるものとすることができ、す
なわち、第１の組は、２つのブロブからなることもあるキャラクタを含んでおり、そこで
は、より小さなブロブは、「ｊ」、「ｉ」など、テキスト・ベースラインよりも上にあり
、第２の組は、「ｐ」、「ｑ」、「ｇ」など、印刷されるときに、テキスト・ベースライ
ンよりも下に伸びるキャラクタを含んでおり、第３の組は、コンマ（，）、ハイフン（－
）などのキャラクタを含んでいる。第１及び第３の組のキャラクタに関連する混同させる
固有ポイントは、ピクセル・ブロブのサイズに基づいて、識別されることもある。第１の
組及び第３の組のキャラクタに関連するピクセル・ブロブのサイズは、他のキャラクタと
比べて、水平方向、又は垂直方向のいずれかにおいて、かなり小さいものとすることがで
きる。したがって、混同させる固有ポイントは、すべてのピクセル・ブロブの平均値と、
ピクセル・ブロブのサイズを比較することにより、識別されることもある。実例の一実装
形態においては、すべてのピクセル・ブロブの幅と、高さとが計算される。さらに、ピク
セル・ブロブの幅（ｍｗ）と、高さ（ｍｈ）とについての平均値が計算される。その幅及
び／又は高さが所定の範囲だけ前記算出された平均値から逸脱するピクセル・ブロブに属
する固有ポイントが、混同させる固有ポイントとしてマーク付けされる。実例の一例にお
いては、［０．３，５］＊ｍｗの範囲を超える幅、及び／又は［０．３，５］＊ｍｈの範
囲を超える高さを有する固有ポイントは、混同させる固有ポイントとして識別される。そ
のような混同させる固有ポイントは、さらなる処理から切り捨てられることもある。
【００６９】
　残りの固有ポイントが、各固有ポイント・グループが、同じテキスト・ラインからの固
有ポイントを含むように、異なる固有ポイント・グループへと分類され、クラスタ化され
る。実例の固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムが図３に説明される。固有ポイント・
クラスタ化アルゴリズムは、同じグループの固有ポイントが、一般的に、以下の複数の条
件、すなわち、（１）これらの固有ポイントが互いに近くにある条件と、（２）これらの
固有ポイントが、実質的に直線を形成する条件と、（３）構築されたラインの方向が、水
平方向に近い条件とのうちの１つ又は複数を満たすという仮定に基づいたものである。一
実施例においては、これらの条件は、以下の複数の条件、すなわち、グループのこの固有
ポイントと他の固有ポイントとの間のポイント・ツー・ポイント距離が、第１の距離しき
い値Ｔｄよりも下にある条件と、グループのこの固有ポイントと、複数の固有ポイントに
よって形成されるラインとの間のポイント・ツー・ライン距離が、第２の距離しきい値Ｔ

ｉよりも下にある条件と、グループの複数の固有ポイントによって形成されるラインのオ
フ水平角度が、最大角度Ｔａよりも下にある条件とのうちの少なくとも１つが満たされる
場合に、固有ポイントが特定の固有ポイント・グループに割り当てられるように、固有ポ
イント・クラスタ化アルゴリズムにおけるそれぞれの制約条件に変換される。さらに、固
有ポイント・クラスタ化アルゴリズムをより堅牢にするために、追加の制約条件が、固有
ポイント・グループが少なくとも最小数の固有ポイントＴｍを含むように、追加されるこ
ともある。
【００７０】
　一実施例においては、固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムの制約条件、すなわち、
ポイント・ツー・ポイント距離しきい値Ｔｄと、ポイント・ツー・ライン距離しきい値Ｔ

ｉと、最大角度オフ水平方向しきい値Ｔａと、固有ポイント・グループの中の固有ポイン
トの最小数Ｔｍとは、画像の分析、例えば、カメラ・ドキュメント画像の分析に基づいて
、適応的に設定されることもある。代替的な一実施例においては、パラメータは、手動で
設定されることもある。水平方向に関するＴａは、約２０度にオフセットされることもあ
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り、Ｔｍは、テキストの中に少なくとも２つの単語、又は３つの単語を有することを仮定
して、約１０とすることができる。他の値がＴａとＴｍとについて選択され得ることを理
解すべきである。Ｔｄと、Ｔｉとの値は、ドキュメント画像の中のテキストのコンテンツ
に依存する可能性がある。例えば、キャラクタ・サイズが大きいＴｄである場合、そのと
きにはＴｉは、より高く保持されることもあり、逆もまた同様である。一実施例において
は、Ｔｄ及びＴｉは、以下のように適応的に算出されることもある。単語の中の隣接する
キャラクタの間のすべての最短距離に基づいたメジアン距離Ｄｃが算出される。Ｔｉは、
Ｄｃに設定されることもあり、Ｔｄは、３＊Ｄｃに設定されることもある。これらの値は
、水平方向における隣接するパラグラフに属する単語が同じ固有ポイント・グループの中
にあるように考えられないようにしながら、Ｔｄが、同じパラグラフの中で隣接する文字
と単語とを検索するために十分大きいように選択される。Ｔｄを同じパラグラフの中の隣
接する文字と単語とを検索するために十分に大きく設定することは、パラグラフと、水平
の隣接するパラグラフとの間のパラグラフ・マージン・ラインの識別を可能にするであろ
う。いくつかの実例の例においては、単一ラインの中の複数の単語の間のスペースは、複
数の固有ポイント・グループへのラインの中の固有ポイントの過剰な分類を引き起こす可
能性がある。過剰な分類は、複数の単語の間に大きなギャップ引き起こす固有ポイント除
去プロシージャ中に取り除かれていることもある、いくつかの小さな、又は大きな連結成
分に起因している可能性がある。
【００７１】
　ステップ２０６において、過剰分類された固有ポイント・グループは、対応するグルー
プへとマージすることにより統合される。例示の固有ポイント・マージング・アルゴリズ
ムが、以下のように説明されることもある。各固有ポイント・グループ｛Ｃｉ｝（ｎ＞＝
ｉ＞＝１）では、左端固有ポイントｌｉと右端固有ポイントｒｉと（ｎ＞＝ｉ＞＝１）が
、それぞれ、識別されることもある。固有ポイント・グループのうちの最も右の固有ポイ
ントに対応することができるピクセル・ブロブが識別される。最も右の固有ポイントの右
の隣接するピクセル・ブロブが、切り捨てられたピクセル・ブロブ（例えば、混同させる
固有ポイントに対応するピクセル・ブロブ）のうちから検索される。右の隣接するブロブ
を識別することに応じて、右の隣接するブロブは、新しい右のエンド・ポイントｒｉとし
て設定されることもある。以前のステップにおいて説明されるような新しい右のエンド・
ポイントのさらなる右の隣接するピクセル・ブロブを検索するステップは、さらなる右の
隣接するブロブが見出されなくなるまで、反復されることもある。右の隣接するブロブが
ないことに応じて、ｒ＿ｎｅｗｉのようなブロブの固有ポイント座標が記録される。右の
エンド・ポイントの新しいアレイｒ＿ｎｅｗｉ（ｎ＞＝ｉ＞＝１）を用いて、検索インデ
ックスｋが、ゼロ（０）に初期化される。検索インデックスは、１だけ増加され、すなわ
ち、ｋ＝ｋ＋１であり、ｌｋとｒ＿ｎｅｗｉ（ｎ＞＝ｉ＞＝１）との間の距離が算出され
ることもある。ポイントｌｋと、ｒ＿ｎｅｗｉ（｛Ｃｋ｝及び｛Ｃｉ｝）との対に対応す
る固有ポイント・グループは、それらが、以下の条件、すなわち、固有ポイント・グルー
プの間の距離が、所定の距離の内部にある（実例の一実装形態において、距離が０．５＊

（Ｔｄ）未満とすることができる）条件と、固有ポイント・グループに対応するラインが
、互いに近くにある（例えば、ライン距離が（Ｔｉ）未満である）条件とのうちの少なく
とも一方を満たす場合に、マージされることもある。固有ポイント・グループがマージさ
れる場合には、固有ポイント・グループの数は、１だけ低減されることもあり、すなわち
、ｎ＝ｎ－１である。チェックを実行して、検索インデックスがポイント・グループの数
に等しい（ｋ＝＝ｎ）かどうかを決定することができる。検索インデックスが等しくない
場合、そのときには検索インデックスは、増大され、それらが上述された規定された条件
を満たす場合に、以前の、距離を算出するステップ、固有ポイント・グループ・マージン
グのステップが実行される。図１０Ａは、固有ポイント分類の前の実例の画像を示すもの
である。図１０Ａは、テキスト・ベースラインにおけるピクセル・ブロブについての固有
ポイントを示すものである。図１０Ｂは、固有ポイントのグループへの分類の後の実例の
画像を示すものである。図は、テキスト・ラインのそれぞれの中にグループを有する画像
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を示すものである。例えば、第１のテキスト・ラインは、固有ポイント・グループ１００
２を示している。画像の中に示される第２のテキスト・ラインは、過剰分類された固有ポ
イント・グループ１００４及び１００６を示している。過剰分類されたグループ１００４
及び１００６（２つのグループ）は、図１０Ｂのテキストの第２のラインの中に見られる
こともある（対応する固有ポイント・グループについての正方形シンボルと円形シンボル
とによって示される）。図１０Ｃは、統合された固有ポイント・グループを有する実例の
画像を示すものである。図１０Ｂの中で示されるような、第２のラインの過剰分類された
グループ１００４及び１００６は、１つの固有ポイント・グループ１００８（プラス・マ
ークによって示される）へと統合される。
【００７２】
　ステップ２０８において、テキスト・ベースラインは、クラスタ化ステップ及びマージ
ング・ステップの後にもたらされるグループ分けされた固有ポイントを使用して推定され
る。一実施例においては、テキスト・ベースラインは、適応的な重み付けされたライン推
定に基づいた方法（以下で、先験的ライン推定と称される）を使用して推定される。先験
的ライン推定は、ライン推定において必要とされる各固有ポイントに重み付けファクタを
割り当てることができる。ｎ個の固有ポイント、すなわち、ｐ１、ｐ２、．．．ｐｎがラ
イン推定ａｘ＋ｂｙ＋ｃ＝０（又はｙ＝ｋｘ＋ｔ）のために使用される場合のシナリオを
考慮する。固有ポイントのそれぞれには、重み付けファクタｗ１、ｗ２、．．．ｗｎが割
り当てられることもある。この場合には、ライン推定は、
【数６】

によって規定される最小化問題の同等形態と考えられることもある。
【００７３】
　式［５］の中の二乗和の最小値は、勾配をゼロに設定することにより、見出されること
もある。モデルが二（２）つのパラメータを含むので、二（２）つの勾配方程式が存在し
ている。上記の式の最小化は、以下の実例の擬似コード、すなわち、

を使用して実行されることもある。各固有ポイントに対する重み付けファクタは、重み付
け関数、すなわち、
　　ｗｉ＝ｅｘｐ（－ｄｉｓｉ）……［６］
を使用して割り当てられることもあり、式中で、ｄｉｓｉは、固有ポイントと期待された
テキスト・ベースラインとの間の距離として規定される。したがって、固有ポイントが期
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待されたテキスト・ベースラインにより近い場合に、固有ポイントには、より高い重み付
けファクタが割り当てられることもあり、逆もまた同様である。反復的プロシージャを使
用して、期待されたテキスト・ベースラインのより近くに近づくことができる。実例の一
実装形態においては、反復は、所定の数のラウンド（例えば、約１０～７０ラウンド）に
わたって、又は２つの逐次的ライン角度の間の差が小さなしきい値（例えば、約０．０１
度）よりも下になるまで実行されることもある。
【００７４】
　推定されたラインは、さらに、固有ポイント・グループにおいてアウトライアを除去す
ることにより、洗練されることもある。アウトライアは、例えば、ガウス・モデルを使用
することにより、識別されることもある。ガウス・モデルによれば、ほとんどの固有ポイ
ント（例えば、約９９．７％）は、３つの標準偏差の内部に位置している可能性がある。
それゆえに、固有ポイントが３つの標準偏差を超えて位置している場合、固有ポイントは
、アウトライアとして考えられることもある。ポイント・グループの中の残りの固有ポイ
ントは、次いで、従来の最小二乗法を用いてライン推定のために使用されることもある。
前記先験的ライン推定は、すべての固有ポイント・グループのために実行されることもあ
る。図１１は、ベースラインが推定される対象のテキストの実例の部分を示すものである
。固有ポイント・グループは、ラインによって接続されるように示されることが分かる可
能性がある。実例のラインは、１１０２の内部で、強調表示される。
【００７５】
　ステップ２１０において、水平消失ポイントは、推定されたテキスト・ベースラインを
使用して識別されることもある。同次座標理論によれば、デカルト座標系における各水平
ラインは、一様な空間の中のデータ・ポイントとして見なされることもあり、これらのデ
ータ・ポイントを通過するラインは、消失ポイントに対応している。それゆえに、水平消
失ポイント識別は、同次座標系におけるライン・フィッティング問題として見なされる可
能性がある。
【００７６】
　推定されたテキスト・ベースラインは、注意深く推定されるが、いくつかのテキスト・
ベースラインは、消失ポイント推定の観点からすれば、アウトライアに寄与することがで
きる。そのようなアウトライア・データ・ポイントは、除去されて、水平消失ポイントの
推定を改善することができる。アウトライアは、不正確なライン推定と、非テキスト成分
（例えば、テキストとピクチャとの分離が失敗する場合における）と、ひずみなどとに起
因して、取得されることもある。この問題を克服するために、一実施例に従って、Ｍａｒ
ｔｉｎ　Ａ．Ｆｉｓｃｈｅｒ及びＲｏｂｅｒｔ　Ｃ．Ｂｏｌｌｅｓ、「Ｒａｎｄｏｍ　Ｓ
ａｍｐｌｅ　Ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ：　Ａ　Ｐａｒａｄｉｇｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｄｅｌ　Ｆｉ
ｔｔｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｔｏ　Ｉｍａｇｅ　Ａｎａｌｙｓｉ
ｓ　ａｎｄ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｃａｒｔｏｇｒａｐｈｙ」、Ｃｏｍｍ．　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　ＡＣＭ　２４　（６）：３８１～３９５頁、１９８１年６月において説明されるよう
な従来のランダム・サンプル・コンセンサス（ＲＡＮＳＡＣ：Ｒａｎｄｏｍ　Ｓａｍｐｌ
ｅ　Ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ）アルゴリズムに基づいた方法が、水平消失ポイント識別のため
に使用される。ＲＡＮＳＡＣ－ベースのアルゴリズムは、モデル・パラメータを推定する
ときに、アウトライアを除去する際に、その堅牢性に起因して選択される。提案されたＲ
ＡＮＳＡＣ－ベースのアルゴリズムは、初期のデータ・ポイントが、モデル・パラメータ
推定のために選択され、その信頼度レベルが、一緒に取られ得るやり方で、従来のＲＡＮ
ＳＡＣアルゴリズムとは、異なる。従来のＲＡＮＳＡＣアルゴリズムにおける初期データ
・ポイントのランダムな選択とは違って、提案されたＲＡＮＳＡＣ－ベースのアルゴリズ
ムは、最大の信頼度を有する初期サンプルを選択する。
【００７７】
　提案されたＲＡＮＳＡＣ－ベースのアルゴリズムの実例の一実装形態が、次に、以下で
説明される。
【００７８】
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　一実施例においては、推定されたテキスト・ベースラインのそれぞれが、デカルト座標
系において、規定されることもある。デカルト座標系において規定されるテキスト・ベー
スラインのそれぞれは、同次座標系においてデータ・ポイントに変換されることもある。
【００７９】
　データ・ポイントのそれぞれについての信頼度レベルが、割り当てられることもある。
データ・ポイントについての信頼度レベルは、結果として生ずるテキスト・ベースライン
に対するテキスト・ベースラインを推定するために使用される固有ポイントの近接性と、
それぞれのテキスト・ベースラインの長さとに基づいて決定されることもある。各水平テ
キスト・ベースラインについての信頼度レベルは、
【数７】

として規定されることもあり、式中で、ｓｍａｘと、ｓｍｉｎとは、すべてのｎ個のライ
ン・セグメントの最大標準偏差と、最小標準偏差とを表しており、ｌｍａｘは、すべての
ｎ本のラインのうちの最長のライン・セグメントを表している。それゆえに、より長い水
平テキスト・ベースラインには、より高い信頼度レベルが割り当てられる。これは、水平
テキスト・ベースラインが長くなれば長くなるほど、水平テキスト・ベースラインの推定
はよりよくなるという仮定に基づいている。同様に、標準偏差（対応する推定されたテキ
スト・ベースラインに対する固有ポイントの近接性を示す）が低くなれば低くなるほど、
テキスト・ベースライン推定はよりよくなる。その結果として、そのようなテキスト・ベ
ースラインには、より高い信頼度レベルが割り当てられる。所定のしきい値よりも上の信
頼度レベルを有する、サンプル・ポイントの中のデータ・ポイントは、優先順位サンプル
・アレイへとグループ分けされることもある。優先順位サンプル・アレイの中のデータ・
ポイントは、いくつかのサンプル・グループへとクラスタ化されることもある。一実施例
においては、各サンプル・グループは、２つ以上のデータ・ポイントを含むことができる
。ライン推定では、精度はまた、ラインを推定するために使用されるデータ・ポイントの
距離によって決定されることもある。２つのデータ・ポイントが互いに遠く離れている場
合、そのときにはライン推定が正確になることになる、より高い信頼度が存在している。
それゆえに、第２の信頼度レベル・インジケータが、サンプル・グループの中のポイント
対に割り当てられることもあり、すなわち、

【数８】

であり、式中で、Ｄｉｓｊ，ｋは、垂直方向におけるラインｊとラインｋとの間の距離で
あり、Ｄｉｓｍａｘは、ラインのｍ＊（ｍ－１）対のうちの最大の距離である。ｍ（ｍ＜
＜ｎ）本のラインの選択が、最良の信頼度レベルを有する第１のｍ本のラインを選択する
優先順位サンプル・グループを定式化するために考慮されることもある。各サンプル・グ
ループには、サンプル・グループの中の各データ・ポイントに割り当てられる、少なくと
も信頼度レベルに基づいて、グループ信頼度値が割り当てられることもある。
【００８０】
　ステップＡにおいて、データ・ポイントのサンプル・グループは、ライン・フィッティ
ングのために、優先順位サンプル・アレイから反復的に選択されることもある。反復は、
優先順位サンプル・アレイの中の最高の信頼度値を有するサンプル・グループから開始さ
れることもある。（反復回数が、ある種のしきい値を超過する場合、そのときにはそれは
停止される可能性があり、アルゴリズムは、ステップＦへと移行する）。ステップＢにお
いては、ライン・フィッティングは、第１の適合されたラインを結果としてもたらす第１



(33) JP 6542230 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

のサンプル・グループのために実行されることもあり、さらなる適合されたラインを結果
としてもたらすそれぞれのさらなるサンプル・グループのためにライン・フィッティング
をその後に実行している。
【００８１】
　ステップＣにおいて、第１の適合されたラインからの所定の距離しきい値よりも下に位
置づけられるデータ・ポイントの組が、第１の適合されたラインと、さらなる適合された
ラインとに基づいて、決定されることもある。これらのデータ・ポイントは、インライア
と称される。第１の適合されたラインからの所定の距離しきい値は、固定されたパラメー
タとすることができ、又はドキュメント画像のコンテンツに基づいて、適応的に設定され
ることもある。ステップＤにおいて、第１の適合されたラインからの所定の距離しきい値
よりも下に位置づけられるデータ・ポイントのカウントが算出される。決定される最大の
インライア数が記録される。ステップＥにおいては、チェックが実行されて、最大インラ
イア数がデータ・ポイントの数に等しいかどうかを決定することができる。最大インライ
ア数がデータ・ポイントの数に等しくない場合、反復回数が再計算され、ステップＡが再
び開始されることもある。最大インライア数がデータ・ポイントの数に等しい場合、ステ
ップＦが開始されることもある。
【００８２】
　ステップＦにおいて、最大インライアを使用して消失ポイントを推定することができる
。一実施例においては、第１及び第２の水平消失ポイント候補が、最小二乗法、重み付け
された最小二乗法、及び／又は適応最小二乗法とから成る群から選択される異なる近似方
法を使用して推定されることもある。他の近似方法の使用もまた、本明細書において企図
される。ステップＧにおいては、投影補正の後の、画像ドキュメントの水平テキスト方向
に最も近い水平消失ポイント候補が選択されることもある。水平テキスト方向の近さは、
【数９】

によって測定されることもあり、式中で、ｎは、ドキュメント画像の中の水平ラインの数
であり、αｉは、投影補正が実行された後の水平方向に関するｉ番目のライン角度の角度
として規定され（１８０°≧αｉ≧０°）、ｐは、ｍ個の候補消失ポイントから選択され
るｐ番目の候補水平消失ポイントのインデックスである。
【００８３】
　従来のＲＡＮＳＡＣアルゴリズムは、初期ライン推定のために、ランダムに選択された
ポイントを使用する。その結果として、従来のＲＡＮＳＡＣアルゴリズムが実行されるた
びごとに、異なる結果が存在している可能性がある。さらに、従来のＲＡＮＳＡＣアルゴ
リズムの結果を判断することは、難しい可能性がある。提案されたＲＡＮＳＡＣ－ベース
のアルゴリズムは、ポイントについての何らかの先験的知識を組み込むことにより、この
問題に対処している。提案されたＲＡＮＳＡＣ－ベースのアルゴリズムにおいては、よい
信頼度レベルを有するポイントが最初に選択されて、インライアを推定する。その結果と
して、提案されたＲＡＮＳＡＣ－ベースのアルゴリズムは、より整合した結果を提供する
。
【００８４】
　本開示は、水平消失ポイント決定のために固有ポイントを使用することを説明している
が、ピクセル・ブロブの他の位置決定ピクセルもまた、水平消失ポイント決定のために使
用され得ることを理解すべきである。
【００８５】
　図３は、一実施例による、実例の固有ポイント・クラスタ化アルゴリズム３００を説明
するものである。ステップ３０２において、固有ポイントの組「Ｉ」が識別されることも
ある。ステップ３０４において、固有ポイントをカウントして、その数が固有ポイント・
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グループを生成するために十分であるかどうかを決定することができる。その数が十分よ
りも上（少なくともしきい値数（ＴＭ）よりも上）にある場合、固有ポイントの組「Ｉ」
が処理されることもある。しきい値数は、固有ポイント・グループの生成のための制約条
件として設定されることもある。固有ポイントの数がしきい値よりも少ない場合、そのと
きにはステップ３２４が実行されることもある。実例の一実装形態においては、固有ポイ
ントのしきい値数は、１０とすることができ、単一ラインの中に、少なくとも２つの、又
は３つの単語の存在を示唆している。しきい値は、固有ポイント・グループに対して関連
のない固有ポイントを割り当てる可能性を防止するように設定されることもある。
【００８６】
　ステップ３０６においては、固有ポイント（例えば、ｐ０）が、固有ポイントの組Ｉか
らランダムに選択される。固有ポイントｐ０は、候補ライン・グループ「Ｃ」の中の第１
の固有ポイントとして入力されることもある。一実施例においては、候補ライン・グルー
プＣは、双方向待ち行列とすることができる。さらに、固有ポイントｐ０が、固有ポイン
トの組Ｉから取り除かれる。ｐ０の一方の側からの固有ポイントは、候補ライン・グルー
プＣへと入力される。
【００８７】
　ステップ３０８において、候補固有ポイント・グループＣからの新しく加わった固有ポ
イントｐｉは、双方向待ち行列（例えば、非負方向ｉ＞＝０の待ち行列）の一方の側から
選択される。固有ポイントｐｉに最も近い固有ポイントの組Ｉからの固有ポイントｐ＊が
識別される。
【００８８】
　ステップ３１０において、固有ポイントｐｉとｐ＊との間の距離が計算される。距離が
しきい値距離（Ｔｄ）よりも下にある場合、ステップ３１２が実行される。距離がしきい
値距離（Ｔｄ）よりも上にある場合、ステップ３１４が実行される。しきい値距離は、グ
ループの内部にある固有ポイントの間の最大距離のことを意味することができる。実例の
一実装形態においては、グループの固有ポイントの間のしきい値距離は、隣接する固有ポ
イントの最も近い組のメジアン距離の３倍とすることができる第１の距離しきい値よりも
下にある。
【００８９】
　ステップ３１２において、選択された固有ポイントｐ＊がポイント・ツー・ライン距離
しきい値（Ｔｉ）と、水平方向に対する近接性しきい値（Ｔａ）とによって課される制約
条件を満たすかどうかが決定される。ポイント・ツー・ライン距離しきい値（Ｔｉ）は、
固有ポイントが固有ポイント・グループのために選択されるようにするために、テキスト
・ベースラインからポイントの最大距離しきい値を規定することができる。ポイント・ツ
ー・ライン距離しきい値（Ｔｉ）を使用して、直線を形成する際に寄与する固有ポイント
を選択する。水平方向に対する近接性しきい値（Ｔａ）は、固有ポイントが固有ポイント
・グループのために選択されるようにするための水平方向に関するラインからの固有ポイ
ントの最大角度を規定することができる。水平方向に対する近接性しきい値（Ｔａ）を使
用して、水平方向に近いラインの方向の形成に寄与する固有ポイントを選択する。実例の
一実装形態においては、Ｔａは、二十（２０）度とすることができる。選択された固有ポ
イントｐ＊が制約条件を満たすことを決定することに応じて、固有ポイントｐ＊は、双方
向待ち行列（非負方向における）と、その間の時間におけるｉ＝ｉ＋１とにおけるｐｉ＋

１ポイントとして、候補ライン・グループＣのために選択されることもある。選択された
固有ポイントｐ＊が制約条件を満たさないことを決定することに応じて、固有ポイントｐ
＊は、特別なライン・グループ「Ｌ」の中に配置されることもある。
【００９０】
　３０８から３１２のプロセス・ステップは、一方の側（双方向待ち行列の非負方向）か
らのすべての固有ポイントが評価されるまで実行される。固有ポイントの一方の側の評価
の完了に応じて、ｐ０の他方の側からの残りの固有ポイントが考慮される（双方向待ち行
列の非正方向）。ｐ０の他方の側からの残りの固有ポイントが、候補ライン・グループＣ
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へと入力される。
【００９１】
　ステップ３１４において、候補ライン・グループＣからの固有ポイントｐｊ（双方向待
ち行列の非正方向、ｊ＜＝０）が、別の側から選択される。固有ポイント・グループＣの
中の他方の側からの固有ポイントｐｊに最も近い固有ポイントの組Ｉからの固有ポイント
ｐ＊が識別される。ステップ３１６において、固有ポイントｐｊとｐとの間の距離が計算
される。距離がＴｄよりも下にある場合、ステップ６１８が実行される。距離がＴｄより
も上にある場合、ステップ３２０が実行される。
【００９２】
　ステップ３１８において、固有ポイントｐｊをチェックして、選択された固有ポイント
ｐ＊がＴｉとＴａとに関して制約条件を満たすかどうかを決定する。固有ポイントｐｊが
制約条件を満たすことを決定することに応じて、固有ポイントｐ＊は、双方向待ち行列（
非正方向における）と、その間の時間におけるｊ＝ｊ－１とにおけるｐｊ－１ポイントと
して、候補ライン・グループＣについて選択されることもある。固有ポイントが制約条件
を満たさないことを決定することに応じて、固有ポイントｐｊは、特別のライン・グルー
プ「Ｌ」の中に配置されることもある。
【００９３】
　３１６から３１８へのプロセス・ステップは、他方の側からのすべての固有ポイントが
評価されるまで、実行される。
【００９４】
　ステップ３２０において、候補ライン・グループＣの中の固有ポイントがカウントされ
て、数がしきい値数Ｔｍよりも上にあるかどうかを決定することができる。数がＴｍより
も上にある場合、ステップ３２２が実行される。数がＴｍよりも下にある場合、プロセス
がステップ３０４にマッピングされて、処理のための任意の他の固有ポイントが存在して
いるかどうかを決定する。ステップ３２２において、候補ライン・グループＣには、イン
デックス番号が割り当てられ、その結果、候補ライン・グループＣは、インデックス番号
によってインデックスされるラインについての固有ポイント・アレイになる。
【００９５】
　ステップ３２４において、特別なライン・グループＬの中の各固有ポイントについて、
固有ポイントがライン・グループのうちのどれかについてのＴｍと、Ｔｉと、Ｔａとの制
約条件の内部にあるかどうかがチェックされる。固有ポイントが制約条件Ｔｍと、Ｔｉと
、Ｔａとの内部にあることを決定することに応じて、固有ポイントは、対応するライン・
グループへとマージされる。
【００９６】
　プロセスは、ドキュメント画像の中のすべてのラインが処理されるまで、あらゆるテキ
スト・ベースラインについて反復される。
【００９７】
　本明細書において説明されるような固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムの１つの利
点は、それが、クラスタ化するための初期ポイントに関係なく、整合したクラスタ化結果
を与えることである。双方向待ち行列の使用は、一方向における１つのエンド・ポイント
ではなくて、ラインの上の２つのエンド・ポイントの使用を可能にし、それによってポイ
ント・グループを形成するシーディング・ポイントに対するアルゴリズムの信頼を低減さ
せている。固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムは、アルゴリズムが、各固有ポイント
がポイント・グループのうちの１つに属する必要があることを必要としていないという意
味で、柔軟性がある。グループのうちのどれにも含まれないいくつかの固有ポイントは、
切り捨てられ、又は無視される。これは、従来のクラスタ化アルゴリズムよりも提案され
た固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムについてのより簡単な、より高速な収束をもた
らす。それにもかかわらず、固有ポイントを異なるライン・グループへとクラスタ化する
ための従来の、又は任意の他のクラスタ化アルゴリズムの使用もまた、本明細書において
企図される。
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【００９８】
　図４は、一実施例による、マージン特徴ポイントを使用して垂直消失ポイントを識別す
るための実例のプロセス・フロー４００を説明するものである。ステップ４０２において
、マージン特徴ポイントが識別されることもある。マージン特徴ポイントは、一実施例に
よる、位置決定ピクセルとすることができる。マージン特徴ポイントは、以下で説明され
るように識別されることもある。一実施例においては、マージン特徴ポイントは、左マー
ジンについては、ピクセル・ブロブの左下エンド・ピクセルとすることができ、マージン
特徴ポイントは、右マージンについては、ピクセル・ブロブの右下エンド・ピクセルとす
ることができる。左下エンド・ポイントは、固有ポイント・グループ（例えば、水平ライ
ン推定中に識別される）の中の左固有ポイントに関連するブロブを見出すことにより、識
別されることもある。固有ポイント・マージング・ステップの後、且つ水平ライン形成の
ための固有ポイント・グループの使用に先立って決定される固有ポイント・グループは、
マージン・ポイント決定のために使用されることもある。固有ポイントが左又は右の固有
ポイントにマージした後である理由は、マージング・ブロブに対応している可能性がある
。固有ポイントは、ライン形成の直前に取り除かれていない可能性もある。左固有ポイン
トは、グループの中の固有ポイントのｘ－座標を比較した後に、見出されることもある。
左固有ポイントの対応するブロブが見出されることもある。ブロブの左下エンド・ポイン
トは、左マージン特徴ポイントとして使用されることもある。左下エンド・ポイントと同
様に、右下エンド・ポイントは、固有ポイント・グループの中の右固有ポイントに関連す
るブロブを見出すことにより識別されることもある。固有ポイント・グループの右端の上
のブロブを識別した後に、識別された右端のブロブの近くに隣接するブロブが存在してい
るかどうかが決定されることもある。次いで、ブロブ検索が、固有ポイント・マージング
・プロシージャにおいて隣接するブロブ検索アルゴリズムの中で使用されるプロセスに類
似したプロセスを使用して実行される。次いで、見出されたブロブに対応する右下のエン
ド・ポイントを使用して、右マージン・ライン推定のための特徴ポイントを形成する。代
替的な実施例においては、マージン特徴ポイントの他の変形形態が、使用されることもあ
る。図１２は、マージン特徴ポイントがマージンにおいて識別される実例の画像を示すも
のである。マージン特徴ポイントは、１２０２の内部に示されるようにマージンにおいて
ドットによってマーク付けされることが分かる可能性がある。パラグラフ・マージンは、
投影ひずみが起こらない場合には、通常、垂直であり、平行している。
【００９９】
　ステップ４０４において、マージン・ポイントの特徴が、異なるマージン・グループへ
とクラスタ化される。画像の中のドキュメントのマージン・ラインに沿ったマージン特徴
ポイントは、マージンを推定するために使用されることもある。一実施例においては、マ
ージン特徴ポイントは、対応するマージンの中のピクセル・ブロブの近接性に基づいて、
クラスタ化されることもある。実例の一実施例においては、図３に関連して説明される固
有ポイント・クラスタ化アルゴリズムに類似したクラスタ化アルゴリズムが、マージン特
徴ポイントをクラスタ化するために使用されることもある。代替的な一実施例においては
、異なるポイント・クラスタ化アルゴリズムが、以下に説明されるようになど、使用され
ることもある。
　ステップ１：マージン・ポイント特徴距離しきい値ＴＥｎｄｔｈを設定し、識別される
（ステップ４０２における）すべての左マージン・ポイントが、｛Ｐｉ｝として示され、
　ステップ２：｛Ｐｉ｝からのランダムに選択された１つのポイントを用いて左マージン
・ポイント・グループ｛Ｃ１｝を初期化し、このポイントを｛Ｐｉ｝から取り除き、グル
ープ＿インデックス＝１を設定し、
　ステップ３：｛Ｐｉ｝の中の各ポイントについて、このポイントと｛Ｃｉ｝の中のポイ
ントとの間の最小距離を算出する（グループ＿インデックス≧ｉ≧１）。距離が、ＴＥｎ
ｄｔｈよりも低い場合、そのときには、このポイントは、最小距離に到達するポイント・
グループに割り当てられ、そうでなければ、グループ・インデックスは、１だけ増大する
ことになり、すなわち、グループ＿インデックス＝グループ＿インデックス＋１であり、
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このポイントは、最新の左マージン・ポイント・グループ：｛Ｃグループ＿インデックス
｝に割り当てられるであろう。
【０１００】
　ＴＥｎｄｔｈは、６＊（Ｔｄ）に等しくなるように設定され（（Ｔｄ）は、図２に関連
して以上で考察されるような固有ポイントの間のメジアン距離である）、この値は、それ
が、同じマージン・ラインの中にあることが期待される隣接するマージン・ポイントの特
徴を検索するために十分満足できるようにして、選択されることもある。左エンド・ポイ
ント・クラスタ化方法は、左エンド・ポイント・クラスタ化アルゴリズムがすべてのマー
ジン・ポイントを使用することができるので、水平ライン推定のための固有ポイント・ク
ラスタ化方法とは異なる可能性があるが、固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムにおい
ては、いくつかの固有ポイントが、クラスタ化プロセス中に除去されることもある。
【０１０１】
　代替的な実施例においては、他のクラスタ化アルゴリズムもまた、使用されることもあ
る。マージンにおいて識別されるクラスタ化された位置決定ピクセルは、異なるマージン
・ポイント・グループへと処理されることもある。例えば、ドキュメント画像の中に、２
つの列が存在している場合、両方の列の左マージンと右マージンとについての位置決定ピ
クセルが識別され、それに応じてグループ分けされる。ステップ４０６においては、過剰
分類されたマージン・ラインが、対応するマージン・ラインと統合されることもある。例
えば、同じマージンに沿った２本以上のラインが、単一のマージンへと統合されることも
ある。
【０１０２】
　ステップ４０８において、垂直ライン推定が、マージン・ポイント・グループを使用し
て実行されることもある。固有ポイント・クラスタ化アルゴリズムと同様に、必ずしもあ
らゆるマージン・ポイント・グループが、垂直ライン推定のために使用されることもある
とは限らない。グループのためのマージン特徴ピクセルは、マージン・ライン推定に適し
ている以下の複数の条件、すなわち、マージン・ラインＰｔｈの中の最小ポイント数（例
えば、Ｐｔｈのためのしきい値は、３つの固有ポイントとすることができる）と、マージ
ン・ラインの上のポイントの最小パーセンテージＰｌ（例えば、約５０％）と、垂直方向
に関するラインの最大角度αｖ（例えば、最大角度は、約２０°とすることができる）と
、最小非境界ポイント信頼度レベルＰｂ（例えば、最小非境界ポイントは、約５０％とす
ることができる）とのうちの、１つ又は複数を満たす必要がある可能性がある。
【０１０３】
　マージン・ポイントの特徴（これは、Ｐｔｈに寄与する）は、ピクセル決定ポイントと
マージン・ラインとの間の距離がしきい値（Ｔｌ）の内部にある場合に、マージン・ライ
ンの内部にあるように見なされることもあり、このしきい値（Ｔｌ）は、実例の一実装形
態においては、メジアン固有ポイント距離（Ｔｄ）に等しい。マージン・ラインＰｌの上
のポイントのパーセンテージは、クラスタ化された固有ポイント・グループの中のマージ
ン・ラインの内部の固有ポイントの数とマージン・ポイントの特徴の数との間の比率とし
て規定されることもある。いくつかの実施例においては、範囲を外れているピクセル決定
ポイントが存在していることもある。例えば、ドキュメント・コンテンツが部分的に取り
込まれるときに、画像の境界は半分取り込まれるコンテンツを有することができる。境界
におけるそのようなブロブに関連するピクセル決定ポイントが、境界ポイントとして規定
されることもある。境界ポイントは、マージン・ライン推定において使用されないことも
あり、非境界ポイントのパーセンテージは、クラスタ化されたマージン・ポイント特徴グ
ループの中の非境界ポイントの数と、マージン・ポイントの特徴の数との間の比率として
規定される可能性がある。最小非境界ポイント信頼度レベルＰｂは、マージン・ラインの
上のポイントのパーセンテージと、非境界ポイントのパーセンテージとの乗算として規定
されることもある。
【０１０４】
　一実施例においては、垂直ライン推定は、垂直オフセット最小二乗法を使用して実行さ
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なラインが、ｙ＝ｋｘ＋ｔとして表されることを仮定する。垂直オフセット最小二乗法を
用いると、最適ライン係数は、次のオブジェクト最小化関数、すなわち、
【数１０】

に対応している。
【０１０５】
　垂直オフセット最小二乗法に基づいて、以下で説明されるようなほとんど垂直なライン
推定のための反復的な堅牢な方法が、一実施例に従って、使用されることもある。
【０１０６】
　ステップ１において、ラインが、垂直オフセット・ライン推定方法を使用して初期化さ
れる。ステップ２において、サンプル・ポイントからの距離が算出される。ステップ３に
おいて、ライン関数が、重み付けられた垂直オフセット方法に基づいて再計算される。ス
テップ４において、逐次的な推定されたラインの間の角度差が算出されることもある。角
度差が所定のしきい値よりも下にあり、又は反復カウントが最大の許容可能反復を超過す
る場合、本方法は、ステップ５へと進む。角度差が所定のしきい値よりも上にあり、又は
反復カウントが最大許容可能な反復の内部にある場合、次の反復が、ステップ２へと進む
ことにより、実行される。ステップ５において、ライン関数は、算出される。所定のしき
い値と、最大許容可能な反復回数とは、一実施例による、水平ライン推定方法におけるそ
れぞれのパラメータと同じ値である。代わりに、水平ライン推定のために使用される値と
は異なる値が、垂直ライン推定のための所定のしきい値と、最大許容可能反復とのために
使用される。重み付けられた垂直オフセット方法は、以下の実例の擬似コード、すなわち
、
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を使用して実施される可能性がある。
【０１０７】
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　別の実施例においては、垂直ライン推定は、ｘ－ｙ交換可能な重み付けされた最小二乗
法を使用して実行されることもある。ｘ－ｙ交換可能な重み付けされた最小二乗法におい
ては、ｘとｙとの座標は、垂直ラインの推定の前に交換される可能性があり、その結果、
垂直オフセットは、垂直ライン推定中に制約を受けるであろう。
【０１０８】
　ひとたび、垂直ラインが推定された後に、垂直ラインが、マージされることもある。例
えば、ライン・スペースに沿った複数の折れたマージン・ラインがマージされて、単一の
マージンを形成することができる。垂直ラインは、以下のステップを使用してマージされ
る可能性がある。ステップ１において、各マージン・ラインについて、ｘ－座標が算出さ
れることもあり、垂直座標（ｙ－座標）が固定されることを保持している。ステップ２に
おいて、ｘ－座標の距離は、マージン・ラインのために算出されることもある。ｘ－座標
の距離がしきい値Ｔｖｔｈよりも下にある場合、マージン・ラインは、マージされること
もある。Ｔｖｔｈは、２＊（Ｔｄ）であるように、選択されることもあり、ここで、Ｔｄ

は、マージン特徴ポイントの間のメジアン距離とすることができる。複数の垂直ラインが
存在するときの例では、最も近い垂直ラインが、それらが垂直消失ポイント識別のために
使用される前に、マージされることもある。図１３は、同じマージンに沿った２本の推定
された垂直ライン１３０２Ａ及び１３０２Ｂを示す実例の画像を示している。図１４は、
図１３の単一マージン１４０２への推定された垂直ラインのマージングを示す実例の画像
を示すものである。
【０１０９】
　ステップ４１０において、推定された垂直ラインを使用して、垂直消失ポイントは、識
別されることもある。決定された垂直ラインは、以下で説明されるように、修正されたＲ
ＡＮＳＡＣアルゴリズムを使用して処理されることもあり、この修正されたＲＡＮＳＡＣ
アルゴリズムは、水平消失ポイント識別のために使用される方法と非常に類似している。
マージング・ステップからもたらされる推定された垂直マージン・ラインは、デカルト座
標系において規定されることもある。さらに、前記推定された垂直マージン・ラインのそ
れぞれは、デカルト座標系から同次座標系におけるデータ・ポイントへと変換される。デ
ータ・ポイントのそれぞれに対する信頼度レベルは、それが、水平消失ポイント識別を用
いて行われたので、結果として生ずるマージン・ライン、並びにそれぞれのマージン・ラ
インの長さを推定するために使用されるマージン・ポイントの近接性に基づいて割り当て
られることもある。所定のしきい値よりも上の信頼度レベルを有するデータ・ポイントの
うちのデータ・ポイントの組が、優先順位サンプル・アレイへとグループ分けされる。さ
らに、優先順位サンプル・アレイの中のデータ・ポイントは、いくつかのサンプル・グル
ープへとクラスタ化される。一実施例においては、サンプル・グループのそれぞれは、２
つ以上のデータ・ポイントを含んでいる。さらに、グループ信頼度値は、サンプル・グル
ープの中の各データ・ポイントに割り当てられる信頼度レベルに基づいて、各サンプル・
グループに割り当てられることもある。データ・ポイントのサンプル・グループは、ライ
ン・フィッティングのために、優先順位サンプル・アレイから反復して選択されることも
ある。一実施例においては、反復は、優先順位サンプル・アレイの中で最高の信頼度値を
有するサンプル・グループから開始されることもある。第１のサンプル・グループについ
てのライン・フィッティングが実行されることもあり、第１の適合されたラインをもたら
している。それぞれのさらなるサンプル・グループについてのライン・フィッティングが
、その後に実行されることもあり、さらなる適合されたラインをもたらしている。第１の
適合されたラインからの所定の距離しきい値よりも下に位置づけられるデータ・ポイント
の組が、第１の適合されたラインと、さらなる適合されたラインとに基づいて、決定され
ることもある。第１及び第２の垂直消失ポイント候補は、データ・ポイントの決定された
組に対応する垂直ラインから推定されることもある。一実施例においては、第１及び第２
の水平消失ポイント候補は、最小二乗法、重み付けされた最小二乗法、及び／又は適応最
小二乗法など、異なる近似方法を使用して推定されることもある。他の近似方法もまた、
使用されることもある。各垂直消失ポイント候補の近接性は、投影補正の後に、結果とし
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て生ずる垂直テキスト方向と比較されることもある。投影補正の後の画像ドキュメントの
垂直テキスト方向に最も近い垂直消失ポイント候補が、選択されることもある。
【０１１０】
　検出されたマージン・ラインの数が比較的小さい（例えば、５よりも小さい）場合、重
み付けされた垂直消失ポイント識別方法を使用して、直接に消失ポイントを算出すること
も可能である。この方法を用いて、前記推定された垂直マージン・ラインのそれぞれは、
デカルト座標系から同次座標系におけるデータ・ポイントへと変換される。データ・ポイ
ントのそれぞれに対する信頼度レベルは、上記で述べられるように割り当てられることも
ある。その後に、重み付けされた最小二乗法を使用して垂直消失ポイントに対応するライ
ンに適合させることができる。
【０１１１】
　図５は、一実施例による、連結成分分析を使用して垂直消失ポイントを識別するための
実例のプロセス５００を説明するものである。プロセス５００は、垂直マージン・ライン
がマージンのないことに起因して、使用可能でないこともある場合に、採用されることも
ある。垂直消失ポイントは、ピクセル・ブロブのテキスト・ストロークの特徴を使用して
識別されることもあり、このピクセル・ブロブのテキスト・ストロークの特徴は、テキス
ト・キャラクタの構成ユニットである。ステップ５０２において、ピクセル・ブロブのテ
キスト・ストロークの特徴が識別されることもある。図１５は、キャラクタのテキスト・
ストロークの特徴の識別情報を示す実例の画像を示すものである。円１５０２によって識
別されるテキストの一部分が、図の右側に示されている。複数の文字「ｄａｎｓ　ｌａ」
のうちの垂直テキスト・ストロークの特徴１５０４が、識別され、示されている。
【０１１２】
　ステップ５０４において、ピクセル・ブロブの組は、１つ又は複数の規定された判断基
準に準拠したテキスト・ストロークの特徴を用いて識別されることもある。一実施例にお
いては、ピクセル・ブロブは、ピクセル・ブロブが、複数の判断基準、すなわち、ピクセ
ル・ブロブの偏心度０．９７と、マージンに対して近くないことと、７０°と１１０°と
の間のテキスト・ストロークの角度と、［０．３，５］＊エリアｍの内部のピクセル・ブ
ロブのエリアとのうちの１つ又は複数を満たす場合に、選択されることもある。偏心度を
使用して、ピクセル・ブロブが円形形状にどれだけ近いかを示すことができる。円形形状
の偏心度がゼロであるので、偏心度値が小さくなれば小さくなるほど、ピクセル・ブロブ
は、より円形になる。ピクセル・ブロブの偏心度が０．９７よりも大きい場合には、ピク
セル・ブロブはライン・セグメントのように見え、それゆえに垂直ひずみを示すことがで
きるひずみを受けたブロブとすることができる。一実施例においては、ピクセル・ブロブ
の偏心度は、ピクセル・ブロブの周囲の取り巻く楕円を識別することにより見出されるこ
ともあり、次いで次の式、すなわち、
【数１１】

に従って、それを算出することができ、式中で、ａと、ｂとは、楕円の長軸と、短軸とを
表している。中国語やロシア語などの言語では、エッジ検出や数学的形態学フィルタリン
グなど、オプションの前処理プロシージャを使用して、ピクセル・ブロブの偏心度の特徴
を強化することができる。０．９７を有するピクセル・ブロブは、適切なフィルタを使用
してフィルタをかけられることもある。画像の境界に対するピクセル・ブロブの近さは、
推定のために使用されないこともある。一実施例においては、近接性フィルタリングを使
用して、画像境界との交差を有するピクセル・ブロブを除去することができる。同様にし
て、一実施例においては、角度フィルタリングが実行されて、７０度と、１１０度との内
部にないテキスト・ストロークを有するピクセル・ブロブにフィルタをかけることができ
る。［０．３，５］＊エリアｍの範囲の中にエリアを有するピクセル・ブロブが選択され
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ることもある。そのような範囲の内部のブロブを識別するために、堅牢な方法を使用して
、上記で述べられた判断基準のフィルタリングの後に選択されるピクセル・ブロブのメジ
アン・エリアを推定することができる。そのエリア値が［０．３，５］＊エリアｍの範囲
の中にあるピクセル・ブロブは、垂直消失ポイント推定のために使用される。図１６は、
テキスト・ストロークの特徴の識別の後に、選択的に抽出されたブロブを示す実例の画像
を示すものである。
【０１１３】
　選択されたピクセル・ブロブは、垂直テキスト・ブロブ・ラインを推定するために使用
される。垂直ラインは、ステップ５０６において推定される。垂直ラインは、ピクセル・
ブロブの方向に対応することができるライン関数を使用して推定される。図１７は、選択
されたピクセル・ブロブについての推定された垂直テキスト・ブロブ・ラインを示す実例
の画像を示すものである。
【０１１４】
　ステップ５０８において、垂直ラインを使用して、垂直消失ポイントは、決定されるこ
ともある。一実施例においては、垂直消失ポイントは、以前に説明されるような修正され
たＲＡＮＳＡＣアルゴリズムを使用して決定されることもある。図１８は、修正されたＲ
ＡＮＳＡＣアルゴリズムの適用の結果として選択される垂直テキスト・ブロブ・ラインを
示す実例の画像を示すものである。簡潔にするために、垂直ラインの上の修正されたＲＡ
ＮＳＡＣの適用を要約する簡単な説明が以下で提供される。前記推定された垂直テキスト
・ブロブ・ラインのそれぞれが、デカルト座標系におけるラインとして規定される。推定
される前記垂直テキスト・ブロブ・ラインのうちのさらなるそれぞれは、デカルト座標系
において、同次座標系におけるデータ・ポイントに対して変換される。データ・ポイント
のそれぞれに対する信頼度レベルが割り当てられることもある。信頼度レベルは、それぞ
れの垂直テキスト・ブロブ・ラインを推定するために使用されるピクセル・ブロブの形状
の少なくとも偏心度に基づいたものとすることができる。さらに、修正されたＲＡＮＳＡ
Ｃ方法は、垂直消失ポイントを決定するために、上記図面に関連して上記で説明されるよ
うに適用される。
【０１１５】
　投影補正アルゴリズムは、本明細書において説明される機能を実施するために、コンピ
ューティング・デバイスの上にロードされるときに、マシンを生成するコンピュータに関
連した命令の組として実施されることもある。これらのコンピュータ・プログラム命令は
、コンピュータ又は他のプログラマブル・データ処理装置が、説明されるやり方で機能す
ることを指示することができる非一時的コンピュータ読取り可能メモリに記憶される可能
性もある。投影補正アルゴリズムはまた、コンピュータ・ベースのシステムにおいて、又
はコンピュータ・ベースのシステムに関連して、実施され得るハードウェア、又はハード
ウェアとソフトウェアとの組合せとして実施されることもある。当業者なら、コンピュー
タ・ベースのシステムが、サーバ／コンピュータに関連するオペレーティング・システム
と、様々なサポート・ソフトウェアとを含むことを理解することができる。本明細書にお
いて説明されるような投影補正アルゴリズムは、組織及び／又は組織に関連するサード・
パーティ・ベンダーによって展開されることもある。
【０１１６】
　投影補正アルゴリズムは、画像処理アプリケーションやＯＣＲアプリケーションなど、
他のアプリケーションと統合され得る、ユーザ・デバイスの上に存在するスタンドアロン
・アプリケーション、又はモジュラー・アプリケーション（例えば、プラグイン）とする
ことができる。例えば、スタンドアロン・アプリケーションは、パーソナル・コンピュー
タ、ポータブル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、ネットブック・コンピュ
ータ、タブレット・コンピュータ、スマートフォン、デジタル・スチル・カメラ、ビデオ
・カメラ、モバイル通信デバイス、携帯型個人情報端末、スキャナ、多機能デバイス、又
はドキュメント画像を取得すること、及び本明細書において説明されるオペレーションを
実行するためのプロセッサを有することができる任意のデバイスなど、ユーザ・デバイス
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の上に存在することができる。別の企図された実装形態においては、投影補正アルゴリズ
ムの一部分は、ユーザ・デバイス（例えば、ユーザのカメラ）によって実行されることも
あり、投影補正アルゴリズムの他の部分は、ユーザ・デバイスに結合された処理デバイス
（例えば、ユーザのパーソナル・コンピュータ）によって実行されることもある。この場
合には、処理デバイスは、よりコンピュータ的に高くつくタスクを実行することができる
。投影補正アルゴリズムはまた、ネットワークを通してユーザ・デバイスからアクセス可
能なサーバ（例えば、ＯＣＲサーバ）の上に存在するサーバ・ベースのアプリケーション
として実施されることもある。投影補正アルゴリズムはまた、複数のネットワーク化され
たデバイスを通して実施されるモジュールを有するネットワーク・ベースのアプリケーシ
ョンとして、実施されることもある。
【０１１７】
　要約すると、本開示は、透視図法によりひずみを受けた画像、例えば、カメラ・ベース
のドキュメント画像の投影補正のための方法の様々な実施例を提供しており、これらの方
法は、以下の技術的寄与のうちの少なくとも１つを有している。
－　水平消失ポイントを推定するための固有ポイントの使用。一般に、これらのベースラ
インが、ほとんど、テキスト部分の中の複数の逐次的なキャラクタのために位置合わせさ
れているので、位置決定ピクセルとして境界ボックスのベースラインの上のピクセルのう
ちの１つを使用することが好ましい。これらのうちでは、それらの固有ポイントは、それ
らが、標準の連結成分分析の副産物であり、それゆえに、追加の処理ステップが、各ピク
セル・ブロブについてこれらを取得するために必要とされないので、好ましい。
－　固有ポイント選択プロシージャが、テキスト・ライン推定のために使用され得る固有
ポイントを選択するために提案される。混同させる固有ポイントを除去し、クラスタ化す
ること、又はマージすることにより残りの固有ポイントをグループ分けする実施例が開示
されている。さらに、固有ポイントのクラスタ化することの結果は、既に推定されたベー
スラインである。
－　テキスト部分のベースラインの左エンド・ポイントと、右エンド・ポイントとが、マ
ージン・ライン推定のためのマージン特徴ポイントとして使用される。左及び右のエンド
・ポイント・クラスタ化アルゴリズムが、マージン・ラインを推定するために提案される
。
－　消去ポイント推定においてインライアを識別するために、優先順位－ＲＡＮＳＡＣと
称され得る従来のＲＡＮＳＡＣアルゴリズムの適応が提案され、そこでは、従来のアルゴ
リズムは、先験的知識、例えば、信頼度値又は信頼度レベルを考慮に入れることにより改
善される。
－　消失ポイント選択プログラムが、異なるやり方で決定され得るいくつかの候補消失ポ
イントのうちから選択するために採用される。
－　重み付けされたライン推定が、信頼度レベルを使用して、水平消失ポイント推定のた
めに提案され、適応的重み付けされたライン推定が、垂直消失ポイント推定のために提案
される。
－　垂直オフセット最小二乗法と、ｘ－ｙ交換可能な重み付けされた最小二乗法とが、垂
直マージン・ラインを算出するために提案される。
－　ブロブ分析に基づいた垂直消失ポイント推定が、特に、ピクセル・ブロブの垂直スト
ロークの特徴を考慮することにより提案される。
－　ページ分析が処理チェーンの中に組み込まれ、テキスト情報だけが投影補正のために
使用される。ステップが、投影補正を実行する前にピクチャを除去し、又は分離するため
に取られる実施例が提案される。
－　投影補正問題を解決する完全な処理チェーンが提案され、そこではユーザ介入のため
の必要性が、回避される可能性がある。
－　異なるレベルについての、すなわち、固有ポイント、ベースラインと、消失ポイント
候補とについての除去ステップを含む投影補正方法が、投影補正の結果をまとめて改善す
るために提案される。
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