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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラーベースのイメージコードの剰余余白から所定数のピクセルを標本抽出するステッ
プと、
　前記標本抽出したピクセルの平均輝度値を求めるステップと、
　前記カラーベースのイメージコードを構成する各セルのカラーチャンネル別平均値を、
前記平均輝度値を利用して補正するステップと、
　前記補正された各セルのカラーチャンネル別平均値を色調抽出の可能なカラーモデルに
変換し、前記色調抽出の可能なカラーモデルの輝度と色調値とに基づいて前記各セルの色
を判別するステップと、
を含むことを特徴とするカラーベースのイメージコードの色判別方法。
【請求項２】
　前記色を判別するステップは、
　前記カラーチャンネル別平均値を、色調抽出の可能なＨＳＶ、ＨＳＩ、ＣＭＹＫ、ＲＧ
Ｂ、ＹＩＱ及びＣＩＥカラーモデルのうち何れか一つのカラーモデルに変換するステップ
を含むことを特徴とする請求項１に記載のカラーベースのイメージコードの色判別方法。
【請求項３】
　前記平均輝度値を求めるステップは、
　前記標本抽出されたピクセルの各カラーチャンネル別平均値を求めるステップと、
　前記カラーチャンネル別平均値の和を前記カラーチャンネルの数で割って前記平均輝度
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値を求めるステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載のカラーベースのイメージコードの色判別方法。
【請求項４】
　前記補正するステップは、
　前記カラーベースのイメージコードを構成する各セルで所定数のピクセルを標本抽出す
るステップと、
　前記標本抽出したピクセルに対するカラーチャンネル別平均値を求めるステップと、
　前記カラーチャンネル別平均値を前記平均輝度値を利用して補正するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載のカラーベースのイメージコードの色判別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラーベースのイメージコードの復号方法に係り、さらに詳細には、復号過
程のうちイメージコードの各セルの色を判別する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この１０年間白黒パターンのバーコードを利用した増強現実（Augmented Reality）、
混合現実（Mixed Reality）分野の研究及び、モバイルコマースのような商用サービスに
ついての研究がなされてきた。昨今には、モバイルコンピュータのためのカラーコードの
ようなカラーベースのイメージコードが提案された。しかし、カラーのセルで構成される
カラーベースのイメージコードは、多様な照明、印刷媒体、汎用カメラ装置によってカラ
ーセルの色相変移が発生するので、白黒マーカより認識が難しい。
【０００３】
　最近の研究は、物理的な個体にタグ媒体を内蔵し、これをリーダ器で認識することによ
って、仮想世界にあるデータやサービスをユーザに提供するユーザインターフェースに集
中されている。有形のユーザインターフェースで使われるタグ媒体は、ＲＦＩＤ（Radio 
Frequency Identification）のような無線タグとバーコードのようなイメージコードとに
大別される。特に、イメージコードやマーカの画像を認識してサービスを提供するインタ
ーフェースを”ＰＵＩ（Paper User Interface）”という。このようなインターフェース
技法は、増強現実、混合現実分野の研究と携帯電話を利用したＰＩＭＳ（Personal Infor
mation Management Service）、広告サービス、モバイルコマースなどの商用サービスと
に利用されている。
【０００４】
　イメージコードとマーカとは、その形態によって一次元（１Ｄ）バーコードと二次元（
２Ｄ）コードとに分けうる。１Ｄバーコードは、白黒の棒（バー）のパターン情報を利用
して、識別番号、チェックサムディジット、そしてガイドバーを表現する。２Ｄコードは
、１Ｄバーコードより保存可能なデータ量が多いので、保護情報を利用したエラー訂正能
力を有している。図１は、このようないくつかの２Ｄコードを示す。
【０００５】
　一般的に、モバイルコンピュータ環境で使われる端末機は、低容量メモリ、低性能プロ
セッサ、そして汎用の内蔵カメラで構成されるので、従来の端末機を利用したイメージ認
識には、次のような制約が従う。
【０００６】
　第一に、ＰＵＩは、日常生活の多様な照明下で使用可能でなければならない。第二に、
認識アルゴリズムが簡単で速くなければならない。第三に、イメージは、低性能のカメラ
でも認識されねばならない。このような条件を考慮した２Ｄコードとしては、サイバーコ
ードとセルの数を制限したＱＲ（Quick Response）コード（登録商標）、及びカラーコー
ドがある。ここで、バーコードとサイバーコード、及びＱＲコード（登録商標）は、白黒
セルやパターンで構成されたコードであり、カラーコードは、カラーベースのイメージコ
ードである。
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【０００７】
　白黒は、カラーに比べて、一般的に認識が容易であるので、ほとんどのコードは、白黒
を使用する。しかし、カラー媒体が大衆化するにつれて、既存の白黒コードよりメディア
に対し親和的でありデータ保存容量の大きいカラーベースのイメージコードが注目されて
いる。
【０００８】
　カラーコードでは、カラーを利用して識別文字が符号化され、二重パリティ法を利用す
るエラー検証と方向探知機能とを提供する。カラーコードの復号アルゴリズムは、非常に
簡単であり、データ表現がセルの長さパターンでない同じサイズの色相セルで構成される
ので、相対的にぼやけ現象に強い特性を有している。しかし、多様な照明とそれぞれ異な
るカメラの特性、及び印刷媒体の特性による色相変移は、モバイルコンピュータ環境下で
カラーコードのようなカラーベースのイメージコードの認識を困難にする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、カメラ及び印刷媒体の特性による色相変移が
発生しても、カラーベースのイメージコードの各セルの色を正確かつ容易に把握しうる色
判別方法を提供することである。
【００１０】
　本発明が解決しようとする他の技術的課題は、カラーベースのイメージコードの色判別
方法をコンピュータで実行させるためのプログラムを記録したコンピュータで読み取り可
能な記録媒体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の課題を達成するための本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法
の一実施形態は、カラーベースのイメージコードを構成する各セルから所定数のピクセル
を標本抽出するステップと、前記標本抽出したピクセルのそれぞれに対して、各ピクセル
を構成するカラーチャンネルのうち最も大きい値を有するカラーチャンネルの色を前記各
ピクセルの色と把握するステップと、前記各セルから標本抽出されたピクセルの色のうち
、最も頻度数の高い色を前記セルの色と判別するステップと、を含む。
【００１２】
　上述の課題を達成するための本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法
の一実施形態は、カラーベースのイメージコードの剰余余白から所定数のピクセルを標本
抽出するステップと、前記標本抽出したピクセルの平均輝度値を求めるステップと、前記
カラーベースのイメージコードを構成する各セルのカラーチャンネル別平均値を前記平均
輝度値を利用して補正するステップと、前記補正された各セルのカラーチャンネル別平均
値を色調抽出可能なカラーモデルに変換し、前記色調抽出可能なカラーモデルの輝度と色
調値とに基づいて前記各セルの色を判別するステップと、を含む。
【００１３】
　上述の課題を達成するための本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法
の他の実施形態は、カラーベースのイメージコードを構成する前記各セルの輝度値及び彩
度値のうち少なくとも一つを求め、前記求めた輝度値及び彩度値のうち少なくとも一つに
基づいて前記セルを無彩色及び有彩色グループに分類するステップと、前記有彩色グルー
プに属するセルの色を、色調抽出可能なカラーモデルの色調を利用して判別するステップ
と、を含む。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、カメラや印刷媒体などの特性によってカラーベースのイメージコード
の色相、濃淡、形状が歪曲されても、元来の色相や濃淡に変換可能であり、雑映を補正し
うるので、正確なコード認識が可能である。また、剰余余白やコード内の色、濃淡情報を
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利用するので、低性能コンピュータ環境でも速くて容易な色認識が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来のカラーベースのイメージコードのうち２Ｄコードの一例を示す図である。
【図２Ａ】本発明で使われるカラーベースのイメージコードのうちカラーコードの一例を
示す図である。
【図２Ｂ】本発明で使われるカラーベースのイメージコードのうちカラーコードの一例を
示す図である。
【図３】カラーコードの符号化方法を概略的に示すフローチャートである。
【図４】カラーコードの復号方法を概略的に示すフローチャートである。
【図５】本発明によるカラーベースのイメージコードの復号方法を示す図である。
【図６】本発明によるカラーベースのイメージコードの復号方法のうち前処理ステップの
一実施形態を示すフローチャートである。
【図７】本発明によるカラーベースのイメージコードの復号方法のうちカラー判別ステッ
プの一実施形態を示す図である。
【図８】本発明によるカラー判別ステップのうちサンプリングステップの一例を示す図で
ある。
【図９】本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法のうちＭＣＣを利用す
る方法の一実施形態を示す図である。
【図１０】本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法のうちＷＢＣＣを利
用する方法の一実施形態を示す図である。
【図１１】本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法のうちＳＬＡＣＣを
利用する方法の一実施形態を示す図である。
【図１２】本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法のうちＫＭＡＣＣを
利用する方法の一実施形態を示す図である。
【図１３】本発明によるカラーベースのイメージコードの復号方法のうちコード認識ステ
ップの一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付された図面を参照して、本発明によるカラーベースのイメージコードの色判
別方法について詳細に説明する。
【００１７】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本発明で使われるカラーベースのイメージコードのうちカラーコ
ードの一例を示す図面である。
【００１８】
　一般的に、増強現実で使われるＡＲＴｏｏｌＫｉｔマーカ、プラナーマーカは、動的な
モバイルコンピュータ環境でコード構造が単純であり、復号のための演算量が少ない一方
、保存情報量は、非常に少ない。商用の２Ｄコードは、保存情報量は多い一方、コードを
認識するためには、高性能カメラが要求されて演算量が多いので、動的な環境に適してい
ない。
【００１９】
　図２Ａ及び図２Ｂを参照すれば、カラーコードは、カラーセルからなる２Ｄマトリック
ス型コードであり、モバイルコンピュータ用の場合に、カラーコードの１個セルは、２ビ
ットを表現するので、このために４つの色で情報が符号化される。カラーコードは、オン
ライン連結されたデータベースの内容のみ修正すれば、サービス変更が可能である。また
、一般２Ｄコードと異なり、カラーコードは、専用スキャナーではない携帯電話やＰＤＡ
に内蔵された汎用カメラを通じて認識可能であるので、携帯用コンピュータ環境に非常に
適している。カラーコードは、コードの構造が非常に単純で演算量が少なく、かつカラー
を使用するので、相対的に情報量が多くて増強現実サービスとオンライン用コードサービ
スとに両方とも適している。
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【００２０】
　カラーコードは、データビットセル、パリティビットセル、及びコードアライメントセ
ルで形成されている。カラーコードのデータビットセルには、識別番号を表現するビット
ストリームが配置される。データビットセルに対して、行及び列に沿ってパリティ演算を
行い、これを通じて導出されたパリティビットがカラーコードの右側下段に配置される。
コードの右側下段には、コードアライメントセルが配置されるが、行及び列パリティの逆
を取ることによって、他の行及び列のパリティ方式と区別でき、復号時には、コードセル
を整列（アライメント）する基準として利用しうる。
【００２１】
　図２Ａで、データビットセルは、Ｄ１１，Ｄ２２，．．．，Ｄ４４であり、パリティビ
ットセルは、Ｐ１５，Ｐ２５，．．．，、Ｐ４５，Ｐ５１，Ｐ５２，．．．，Ｐ５４であ
る。そして、ＰＡは、コードアライメントセルである。カラーコードでは、白色を使用し
ていないため、コード領域を探すための境界線が不要であるが、周辺の雑映と区分するた
めの１個セルほどの厚さの白色の剰余余白がコード周囲に存在することが望ましい。カラ
ーコードは、行及び列の数、そして、パリティ方式の数によって表現可能なパターン数が
変わる。
【００２２】
　図３は、カラーコードの符号化方法を概略的に示すフローチャートである。
【００２３】
　図３を参照すれば、エンコーダは、識別番号を入力されると（Ｓ３００）、識別番号を
データビットストリームに変換し、これをマトリックス状に配置する（Ｓ３１０）。エン
コーダは、エラー訂正のために、各行及び列に対してパリティビットを演算して追加し、
パリティビットを利用してコードアライメントビットを生成して追加する（Ｓ３２０）。
エンコーダは、パリティビットを含むコードビットストリームが完成されると、各ビット
ストリームを対応するカラーに変換し（Ｓ３３０）、カラーからなるカラーセルを生成し
て整列（アライメント）する（Ｓ３４０）。
【００２４】
　図４は、カラーコードの復号方法を概略的に示すフローチャートである。
【００２５】
　図４を参照すれば、デコーダは、カラーベースのイメージコードが含まれたオリジナル
イメージをカメラから入力されると（Ｓ４００）、デコーダは、オリジナルイメージから
コードイメージ領域を抽出してカラーセルを読み取った後（Ｓ４１０）、これを対応する
ビットストリームに変える（Ｓ４２０）。デコーダは、パリティ演算を行ってエラーを感
知して訂正する（Ｓ４３０）。そして、デコーダは、コードアライメントビットを得て、
コードアライメントビットの位置を通じてデータビットストリームをアライメントして識
別番号を抽出する（Ｓ４４０）。また、データビットストリームとパリティ演算の種類と
を組合わせることによって、追加的なカラーコードのパターンが得られる。
【００２６】
　図５は、本発明によるカラーベースのイメージコードの復号方法を示す図面である。
【００２７】
　図５を参照すれば、カラーベースのイメージコードの復号方法は、イメージ獲得ステッ
プ（Ｓ５００）、前処理ステップ（Ｓ５０５）、カラー判別ステップ（Ｓ５２５）、エラ
ー感知ステップ（Ｓ５４５）及びコード認識ステップ（Ｓ５５５）に大別される。デコー
ダには、前処理ステップで使用する前処理技法の種類を設定するＰＩＤ（Pre-processing
 method ID：前処理ＩＤ）と、カラーセル判別ステップで使用するカラー判別技法の種類
を設定するＣＩＤ（Color cell classification method ID：カラーセル判別法ＩＤ）と
いうパラメータとを含み、これらのパラメータによる技法を順次に適用して復号を行う。
【００２８】
　イメージ獲得ステップ（Ｓ５００）は、物理的または電子的に表現されたイメージを獲
得するステップである。イメージは、ペーパー、金属、プラスチックのような物理的媒体
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に印刷されるか、または携帯電話のＬＣＤ、モニター、ＴＶ、ビームプロジェクトなどの
ディスプレイ装置を通じて表示されうる。また、イメージは、電子的な形態、例えば、ビ
ットストリームや電子ファイル状に提供されうる。
【００２９】
　イメージ獲得ステップ（Ｓ５００）は、物理的媒体に表現されたイメージを読み取るた
めに、カメラホン、スキャナー、デジタルカメラ、ＰＣカメラ、ＦＡＸのような画像入力
装置を利用して、ビットストリームや電子ファイル状に表現されたイメージは、ネットワ
ークや保存装置を通じて獲得する。
【００３０】
　ここで、イメージ獲得ステップ（Ｓ５００）の出力信号をオリジナルイメージと称し、
このオリジナルイメージは、コンピュータで処理できるイメージファイル状に構成される
。このオリジナルイメージは、コード情報を含むコードイメージと共に雑映や背景を含む
。また、オリジナルイメージ内のコードイメージの色相及び形態は、通常、照明、イメー
ジの表現された媒体、イメージを読み取るリーダ器によって歪曲される。
【００３１】
　イメージ獲得ステップ（Ｓ５００）でイメージを入力されると、前処理ステップ（Ｓ５
０５）で入力されたイメージに対する前処理過程を行う。前処理ステップでコードイメー
ジ抽出に失敗すれば（Ｓ５１０）、ＰＩＤを増加させ（Ｓ５１５）、再び前処理を行う（
Ｓ５０５）。もし、ＭＡＸＰＩＤ個の前処理技法が何れもが行われたならば（Ｓ５２０）
、イメージが不良であると判断してイメージを再入力する（Ｓ５００）。カラーセル判別
ステップ（Ｓ５２５）でカラーセルの判別が難しいか（Ｓ５３０）、または判別されても
エラー感知ステップ（Ｓ５４５）でエラーが発行すれば（Ｓ５５０）、ＣＩＤを増加させ
（Ｓ５３５）、これに対応するカラーセル判別アルゴリズムを行う（Ｓ５２５）。もし、
ＭＡＸＣＩＤ個のカラー判別技法を何れも行っても失敗すれば（Ｓ５４０）、再び前処理
ステップ（Ｓ５０５）を行う。エラー感知ステップ（Ｓ５４５）で、デコーダはパリティ
演算を行い、カラーコードのビットストリームからエラーを感知する。もし、エラーがな
ければ、識別番号を出力し、そうでなければ（Ｓ５５０）、再びカラー判別ステップ（Ｓ
５２５）を行う。
【００３２】
　図６は、本発明によるカラーベースのイメージコードの復号方法のうち前処理ステップ
の一実施形態を示すフローチャートである。
【００３３】
　前処理ステップ（図５のＳ５０５）は、入力されたイメージからコードイメージを抽出
し、コードの特徴点を抽出した後、各カラーセルの中心点を探し出すためのものである。
前処理は、カラー画像からグレースケールイメージを生成した後、これを利用して行う。
具体的に、前処理ステップは、二値化ステップ（Ｓ６００）、ノイズ除去ステップ（Ｓ６
１０）、限界四角形探索ステップ（Ｓ６２０）、頂点検出ステップ（Ｓ６３０）、頂点選
択ステップ（Ｓ６４０）、カラーセル中心点検索ステップ（Ｓ６５０）を含む。
【００３４】
　（１）二値化ステップ（Ｓ６００）
　二値化は、背景やコード周辺の事物からコードイメージを分離し、コードイメージの特
徴点を感知する演算の複雑度を減らすために使われる。二値化ステップでは、オリジナル
イメージの各ピクセルの輝度情報を利用して各ピクセルを白黒に変換する。各ピクセルの
輝度値が臨界値より明るければ、白色、そうでなければ黒色に変換する。通常的に、画像
において、二値化は、白黒に表示されるが、これ以外の色に二値化されうる。
【００３５】
　（２）ノイズ除去ステップ（Ｓ６１０）
　ノイズ除去ステップでは、二値化されたオリジナルイメージ内の各物体の境界線を検出
し、検出された境界線によってオリジナルイメージをコードイメージの領域とそうでない
領域とに分ける。このとき、二つの領域を分ける基準は、境界線の長さ（周りの長さ）、
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物体の形態がある。
【００３６】
　（３）限界四角形探索（Ｓ６２０）
　入力画像からコードイメージを抽出するために、コードの中心点を予測した後、これを
基準にコードイメージの限界四角形を探索する。このために、全体イメージをｎ個のブロ
ックに分けた後、各ブロックに位置したピクセルの数が最も多いブロックを探す。
【００３７】
　（４）頂点検出ステップ（Ｓ６３０）
　コードイメージの特徴点は、コードイメージの特性を反映するピクセルを意味する。こ
のようなものとしては、カラーコードの四角の頂点、ＱＲコードのファインダパターンの
４つの頂点とアライメントパターン、タイミングパターンがある。もし、コードイメージ
が円形、または不定形であれば、特徴点は、外郭線の集合のように線分で表現されること
もある。このような特徴点は、整合技法、幾何学的距離演算など、既存特徴点の抽出方法
を利用すれば、抽出されたコードイメージから容易に探すことができ、各コードの認識技
法を参照すれば、さらに容易である。
【００３８】
　（５）カラーセルの中心点検索ステップ（Ｓ６４０）
　カラーコードは、カラーセルから構成されるので、各カラーセルの中心点でカラーピク
セルを抽出して色判別を行う。
【００３９】
　図７は、本発明によるカラーベースのイメージコードの復号方法のうち、カラー判別ス
テップの一実施形態を示す図面である。
【００４０】
　図７を参照すれば、カラー判別ステップ（図５のＳ５２５）は、前処理ステップ（図６
参照）を通じてカラーベースのイメージコードの各セルの中心位置をさがせば、その中心
位置を中心にセルのカラーピクセルを標本抽出するサンプリングステップ（Ｓ１１００）
及び各セルのカラーを判別するカラーセル判別ステップ（Ｓ１１１０）を含む。
【００４１】
　図８は、サンプリングステップ（Ｓ１１００）の一例を示す図面である。図８を参照す
れば、各セルから標本抽出される標本ピクセルの数は、入力されたコードイメージのサイ
ズによって異なる。
【００４２】
　カラーセルの判別のための方法として、（ａ）最大チャンネルベース・クラスタリング
（Max Channel based clustering：ＭＣＣ）（図９）、（ｂ）ホワイトバランスベース・
カラークラスタリング（White Balance based color clustering：ＷＢＣＣ）（図１０）
、（ｃ）シングルリンケージアルゴリズムベース・カラー判別（Single-linkage algorit
hm based color classification：ＳＬＡＣＣ）（図１１）、（ｄ）Ｋ平均アルゴリズム
ベース・カラー判別（K-means algorithm based color classification：ＫＭＡＣＣ）（
図１２）がある。これらを利用すれば、非常に多くの種類の色を判別しうるが、ここでは
、説明のために黒色、赤色、青色、緑色の４つの色を判別すると限定した。
【００４３】
　（ａ）最大チャンネルベース・クラスタリング（ＭＣＣ）
　図９は、本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法のうち、ＭＣＣを利
用する方法の一実施形態を示す図面である。図９を参照すれば、まず、図８で説明したよ
うに、各セルから所定数のピクセルをサンプリングし（Ｓ１３００）、サンプリングされ
たピクセルに対してＭＣＣ技法を適用する。ＭＣＣ技法は、具体的に次の通りである。
【００４４】
　カラーピクセルやカラーセルは、赤色、緑色、青色のカラーチャンネルを有しており、
各カラーチャンネルは、０ないし２５５のうち一つの値を有する。ＭＣＣ技法は、セルで
サンプリングしたピクセルのカラーチャンネルのうち、最も大きい値を有するカラーチャ
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ンネルの色相を該当ピクセルやセルの色相グループと推定する。これと共に、黒色を判別
するために、前処理ステップのうち二値化ステップで使用した臨界値ＴＰＩＤを利用する
。各セル当りサンプリングしたピクセル数をｎ、第ｉピクセルをｐｉ＝（ｒｉ，ｇｉ，ｂ

ｉ）Ｔ、最大チャンネル値をｍａｘｉ＝ｍａｘ（ｒｉ，ｇｉ，ｂｉ）、中間チャンネル値
をｍｉｄｉ＝ｍｉｄ（ｒｉ，ｇｉ，ｂｉ）、各色相を判別する臨界値をＴとすれば、色相
判別関数ｆＭＣＣは、次の通りである。
【００４５】
【数１】

【００４６】
　ＭＣＣ技法では、１セルでサンプリングされたピクセルのそれぞれに対する色相（すな
わち、Ｒ、Ｇ、Ｂのうち何れか一つの色相）を判別した後（Ｓ１３１０）、頻度数が最も
多い色相を該当セルの色相と見なす（Ｓ１３２０）。ＭＣＣは、ＴＭＣＣｊ＝｛Ｔｊ，Ｔ

Ｋ１ｉ，ＴＫ２ｉ，ＴＲ，ＴＧ，ＴＢ｝、ｊ＝ＰＩＤ値を設定することによって色相を判
別しうるので、イメージの特性を知っている場合に有利である。
【００４７】
　一方、照明や印刷媒体のような要素の特性を知らない場合に性能が低下する。したがっ
て、デコーダの性能向上のために、一つのＰＩＤに数個のＴ値集合を設定し、これにより
、色判別を行う。一例として、ＴＫ２が数個の要素を有する集合である場合に、ｊ番目の
ＰＩＤを有するｋ番目のＴ値集合は、次の通りである。
【００４８】

【数２】

【００４９】
　ＭＣＣは、非常に簡単なアルゴリズムであるので、演算速度が速い。
【００５０】
　（ｂ）ホワイトバランスベース・カラークラスタリング（ＷＢＣＣ）
　図１０は、本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法のうち、ＷＢＣＣ
を利用する方法の一実施形態を示す図面である。具体的な方法は、次の通りである。
【００５１】
　ＷＢＣＣ技法は、コードイメージ周辺の剰余余白を利用してセルの色相を判別するアル
ゴリズムである。コードイメージの周辺には、１セルサイズ以上の剰余余白が存在する。
剰余余白は、白色であって、照明及び印刷媒体の色相変移を反映する。ＷＢＣＣ技法は、
ホワイトパッチステップとカラー判別ステップとを含む。
【００５２】
　　（１）ホワイトパッチステップ
　剰余余白の色相は、白色であるので、これを利用すれば、照明やカメラの特性を推定し
うる。ＷＢＣＣ技法は、セルのカラーチャンネルの値を調節する。ＷＢＣＣ技法は、色相
補正アルゴリズムのうち一つであるグレーワールド推定技法（ＧＷＡ：Gray World Assum
ption）と類似しているが、オリジナルイメージ全体の平均輝度の代わりに、剰余余白の
ピクセルの輝度値を使用するという点で異なる。
【００５３】



(9) JP 5145435 B2 2013.2.20

10

20

30

40

　カラーベースのイメージコードを構成するｎ個のセルのうち、ｉ番目のセルの色相情報
を

とする。このとき、Ｐｉは、該当セルで色々なピクセルをサンプリングした後、ピクセル
の有するｒｅｄ、ｇｒｅｅｎ、ｂｌｕｅチャンネル別の平均を求めることによって得られ
る。同様に、剰余余白からｍ個のピクセルを抽出したとき（Ｓ１４００）、抽出されたｊ
番目のピクセルをＰｗｊ＝（ｒｗｊ，ｇｗｊ，ｂｗｊ）Ｔ、ｊ＝１，２，．．．，ｍとす
れば、これらのピクセルのチャンネル別平均値と輝度値とを次の式のように求めうる（Ｓ
１４１０）。
【００５４】
【数３】

【００５５】
　同様に、ｉ番目のセルから抽出されたピクセルのチャンネル別平均値ベクトルを

とすれば、色相補正のための比率値と、それを利用して補正した色相ベクトルＰｃｉとは
、次の式のように求めうる（Ｓ１４２０）。
【００５６】

【数４】

【００５７】
　　（２）カラー判別ステップ（Ｓ１４３０）
　ＷＢＣＣ技法は、ホワイトパッチステップ以後に色調情報を抽出しうるカラーモデルを
利用する。このようなカラーモデルとしては、ＨＳＶ、ＨＳＩ、ＹＩＱ、ＣＩＥ、ＣＭＹ
Ｋがある。このうち、ＨＳＶ（Ｈｕｅ，Ｓａｔｕｒａｔｉｏｎ，Ｖａｌｕｅ）を利用して
色判別を行う場合には、次の通りである。色相補正されたセルのＰｃｉは、ＲＧＢ（ｒｅ
ｄ，ｇｒｅｅｎ，ｂｌｕｅ）カラーモデルであるが、これを対応するＨＳＶ（Ｈｕｅ，Ｓ
ａｔｕｒａｔｉｏｎ，Ｖａｌｕｅ）カラーモデルＰｃｈｉ（ｈｃｉ，Ｓｃｉ，Ｖｃｉ）に
変換する。ＨＳＶで照度（ｈｕｅ）値ｈｃｉは、角度の範囲（０≦ｈｃｉ＜３６０）で表
現され、ｒｅｄ＝０、ｇｒｅｅｎ＝１２０、ｂｌｕｅ＝２４０であるので、各色相は、こ
れに近い程度によって判別しうる。また、黒色である場合、ＲＧＢチャンネル値の差が少
なく、白色と輝度差が大きいと仮定しうる。したがって、ｉ番目のセルの色判別関数は、
次の通りである。
【００５８】
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【数５】

【００５９】
　ＷＢＣＣは、白色の剰余余白が存在する場合に、良好な性能を期待しうる。しかし、コ
ードイメージ領域がぼやけるようになって剰余余白が損傷される場合、コードが印刷され
た媒体が白色でないか、または色が塗られた場合には、白色のピクセル情報が損傷される
ので、性能が低下する。
【００６０】
　ＷＢＣＣでは、色判別ステップのためにＨＳＶカラーモデルを例としたが、前記ＭＡＣ
技法や下記のＫＭＡＣＣ、ＳＬＡＣＣなどを色相補正後に適用しうる。したがって、ＷＢ
ＣＣは、色相補正技法が最も大きい特徴であり、色判別は、他の技法と組合わせうる。
【００６１】
　　（ｃ）シングルリンケージアルゴリズムベース・カラー判別（ＳＬＡＣＣ）
　カラーの色判別のために、階層的クラスタリング技法を使用しうる。この技法は、一つ
のクラスターを順次に細部クラスタに分ける接近方式を有している。本発明では、階層的
クラスタリング技法の例として、この技法のうち代表的なシングルリンケージアルゴリズ
ムを使用した例を示す。
【００６２】
　図１１は、本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法のうち、ＳＬＡＣ
Ｃを利用する方法の一実施形態を示す図面である。
【００６３】
　カラーベースのイメージコードの色判別は、各セルの色相情報によって所定の色相クラ
スタにマージする過程である。各セルを、それらの色相情報を利用して任意のカラー空間
にマッピングすれば、セルの密集度によってクラスタが形成される。このとき、一色相ク
ラスター内の隣接セルは、相対的に近い距離を有し、異なるクラスタに属する隣接セルは
、相対的に遠い距離を有する。このような色判別基準となる距離は、ＲＧＢカラー空間で
は、ｒ、ｇ、ｂチャンネル値、ＨＳＶカラー空間では、ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ（輝度）、
ｓａｔｕｒａｔｉｏｎ、ｈｕｅ値によって求められる。しかし、これらカラーモデルを適
用する場合、３次元空間上に位置したイメージコードの要素の色相座標間距離を求めて、
そのうち、距離が最小であるクラスタをマージせねばならない。
【００６４】
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　これは、１次元や２次元上のクラスタリング演算より複雑で色々なカラークラスタで判
別せねばならないので、実現に困難さがある。これを解決するために、本発明では、輝度
情報によるクラスタリングとｈｕｅ情報によるクラスタリングとを行う。したがって、各
ステップごとに１次元空間上でクラスタリングを行う。
【００６５】
　ＳＬＡＣＣは、カラー判別のために階層的クラスタリング技法であるＳＬＡ（Single-L
inkage Algorithm）を利用したものである。ＳＬＡは、ミニマム法（minimum method）ま
たはニアレストネイバー法（nearest neighbor method）とも知られているが、二つのグ
ループ間の距離を求める時に、一グループに属する元素と他のグループに属する元素との
間の距離のうち、最も短い距離であるものを採択する方法である。
【００６６】
　ＳＬＡＣＣで、ＣｉとＣｊとをクラスタとし、ｘ、ｙをサンプルとすれば、クラスタ間
の距離は、次の通りである。
【００６７】

【数６】

【００６８】
　無彩色セルの輝度が有彩色セルの輝度より暗く、赤色、青色、緑色のような有彩色セル
は、それぞれ色相の色調が異なる。また、同じ色相グループに属するピクセルは、異なる
グループに属するピクセル間の距離より近接している。
【００６９】
　ＳＬＡＣＣは、二つのステップからなる。第一に、セルを輝度によってアライメントし
た後、隣接したアライメント輝度値の間の距離が最も遠いものを求めることによって、無
彩色及び有彩色グループに区分する。第二に、有彩色グループに区分されたセルの色調を
利用することによって、第一のステップと類似してｒｅｄ、ｇｒｅｅｎ、ｂｌｕｅにセル
を区分する。具体的な各ステップは、次の通りである。
【００７０】
　　ステップ１：ＳＬＡを利用して無彩色及び有彩色グループに分類（Ｓ１５００）
　ｎ個のカラーベースのイメージコードのセルのうち、ｉ番目セルの色相情報を

とし、ｉ番目のセルＰｉの照度値を

と仮定する。そして、求めようとするクラスタの数をｍとする。一般的に、輝度値によっ
てｍ個のクラスタリングを行う過程は、次の通りである。
【００７１】
　まず、全てのセルの照度値を昇順でアライメントして、Ｏ＝｛ｏμ１，ｏμ２，・・・
，ｏμｊ，ｏμｊ＋１，・・・，ｏμＣ｝，ｏμｊ≦ｏμｊ＋１を求める。そして、Ｏμ

ｉをそれぞれクラスタＣｉに設定する。最も近いクラスタＣａ及びＣｂを求め、ＣａとＣ

ｂとをマージする。この過程を反復する。もし、ｍが３であり、白色が存在し、灰色が存
在しなければ、Ｃ１は黒色、Ｃ３は白色、そして、Ｃ２は有彩色となる。また、白色と灰
色とが存在しなければ、ｍ＝２であり、Ｃ１は黒色、Ｃ２は非黒色となる。
【００７２】
　もし、黒色クラスタをＣＫとし、そうでないクラスタをＣＮＫとすれば、それら間の距
離は、次の式のようである。
【００７３】
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【数７】

【００７４】
　このとき、ｄ（ｏμｊ，ｏμｊ＋１）は、整列された隣接セルｏμｊとｏμｊ＋１との
間の距離である。
【００７５】
　　ステップ２：ＳＬＡを利用して有彩色セルをｒｅｄ、ｇｒｅｅｎ及びｂｌｕｅグルー
プに分類（Ｓ１５１０）
　ＣＮＫに属するセルは、色調（ｈｕｅ）によって判別される。これらセルは、各セルの
ｈｕｅ値を使用して整列した後、ＳＬＡを利用して赤色、緑色または青色に判別される。
もし、ＣＲが赤色グループ、ＣＧが緑色グループ、そして、ＣＢが青色グループであれば
、下記のように定義される。
【００７６】

【数８】

【００７７】
　この場合、色調は、０°から３６０°までの角度として配列され、純粋な赤色は、０°
でありかつ３６０°であり、緑色は１２０°、青色は２４０°である。したがって、赤色
は６０°より小さいか、または３００°より大きい範囲に位置するといえる。また、緑色
は、６０°より大きく、１８０°より小さい範囲であり、青色は、１８０°より大きく、
３００°よりは小さい範囲にあるため、数８のように表現可能である。
【００７８】
　もし、色判別が８種類（ｒｅｄ、ｇｒｅｅｎ、ｂｌｕｅ、ｙｅｌｌｏｗ、ｃｙａｎ、ｍ
ａｇｅｎｔａ、ｂｌａｃｋ、ｗｈｉｔｅ）である場合ならば、これらは、有彩色及び無彩
色の判別基準を調節することによって区別可能である。すなわち、ステップ１では、ＳＬ
ＡによってＣ１（ｂｌａｃｋ）及びＣ３（ｗｈｉｔｅ）グループを求め、Ｃ２は、有彩色
グループと判断する。そして、ステップ２では、有彩色グループＣ２に対して、ＳＬＡを
利用して色調値を基準にクラスタを分割した後、各クラスタ別に色相範囲によってセルの
色相値を判断する。
【００７９】
　例えば、前記８つの色判別の場合、有彩色グループが６個であるので、色調値の範囲を
６個に分割する。すなわち、ｒｅｄの場合には、３０°より小さいか、または３３０°よ
り大きくなり、ｙｅｌｌｏｗの場合には、３０°と９０°との間の範囲に位置する。同様
に、ｇｒｅｅｎは、９０°と１５０°との間に位置する。
【００８０】
　しかし、このような色相範囲は、理想的な範囲値であって、画像の状態によって色相歪
曲が発生する場合に、頻繁にその範囲が変わりうる。このような範囲値は、あらかじめ実
験を通じて得るか、または色相補正ステップを通じてセルの色相を補正した後に、理想的
な範囲値を適用することが望ましい。ＳＬＡＣＣは、ＭＣＣやＷＢＣＣとは異なり、黒い
色の判別時にしきい値を使用しないという長所がある。ＳＬＡＣＣは、階層的なクラスタ
リング技法のうち最も簡単なものであって多く使われるので、一例として提示したが、基
本的に他の階層的クラスタリング技法を使用しても類似した結果が得られる。
【００８１】
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　　（ｄ）Ｋ平均アルゴリズムベース・カラー判別（ＫＭＡＣＣ）
　カラーの色判別のために、階層的クラスタリングだけでなく、分割クラスタリング法を
使用しうる。この技法は、複数のクラスタを相互に順次結ぶことによってクラスタの数を
減らす接近方式を有している。本発明では、分割クラスタリング技法の例として、この技
法のうち代表的なＫ平均アルゴリズムを使用した例を示す。
【００８２】
　図１２は、本発明によるカラーベースのイメージコードの色判別方法のうちＫＭＡＣＣ
を利用する方法の一実施形態を示す図面である。
【００８３】
　入力されたイメージのカラーは、ＨＳＶモデルによって色調、輝度、そして、彩度で構
成される。ＫＭＡＣＣは、ＳＬＡＣＣのように、二つのステップからなるが、無彩色及び
有彩色セルの区分に輝度と彩度とを利用して、有彩色セルの判別に色調を適用するが、Ｋ
平均アルゴリズムを使用するという点で異なる。Ｋ平均アルゴリズムは、公知のクラスタ
リング技法のうち一つであり、ｋ個のクラスタが存在する時に、各クラスタの平均ベクト
ル（mean vector）μ１，μ２，・・・，μｋを探す。ＫＭＡＣＣのために変形（alterna
tive）Ｋ平均アルゴリズムを適用する。もし、セルの数をＣ、セルのピクセル情報をＰ＝
｛Ｐ１，Ｐ２，．．．，ＰＣ｝とするとき、そのプロシージャは、表１の通りである。
【００８４】
【表１】

【００８５】
　　ステップ１：セルを無彩色及び有彩色グループに分類（Ｓ１６００）
　ステップ１は、３個のサブステップを有する。第一には、無彩色判別のために先に輝度
によるクラスタリングを行い、第二に、彩度による判別を行う。そして、二回の結果から
何れも無彩色クラスタと判別されたもののみを無彩色グループに決定する。これは、多様
な照明下でも黒い色が相対的に輝度値と彩度値とが少ないと仮定できるためである。
【００８６】
　全てのセルの照度値を昇順でアライメントして得た結果を、ＯＭ＝｛ｏμ１，ｏμ２，
・・・，ｏμｊ，ｏμｊ＋１，・・・，ｏμＣ｝，彩度値を昇順で得た結果をＯＳ＝｛ｏ

ｓ１，ｏｓ２，・・・，ｏｓｃ，ｏｓｃ＋１，・・・，ｏｓＣ｝と仮定しよう。Ｋ平均ア
ルゴリズムを行う時に、初期値としては、最小値と最大値とを適用し、実行結果によって
平均値が変換する。したがって、次のようなプロシージャを通じて無彩色クラスタを求め
る。
【００８７】
　　　ステップ１－１：輝度値によって無彩色クラスタＡ１Ｋ及び有彩色クラスタＡ１Ｎ

Ｋを分類（Ｃ、ＯＭ、ｋ＝２、μ１＝ｏμ１，μ２＝ｏμＣ）
　　　ステップ１－２：彩度値によって無彩色クラスタＡ２Ｋ及び有彩色クラスタＡ２Ｎ
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　　　ステップ１－３：前記二つのステップで求めた無彩色クラスタのうち共通される部
分のみを最終黒色クラスタＡＫ（Ａ１Ｋ∩Ａ２Ｋ）に分類し、残りのものを非黒色クラス
タＡＮＫ（Ａ１Ｋ∩Ａ２Ｋ）Ｃに分類
　　ステップ２：無彩色セルをｒｅｄ、ｇｒｅｅｎ及びｂｌｕｅグループに分類（Ｓ１６
１０）
　Ｋ平均アルゴリズムをＡＮＫに属するセルのｈｕｅ値に適用することによって各セルを
赤色、緑色、青色に判別する。ＯｋｉをＡＮＫのｉ番目のセルの色調値とし、セルの個数
をＣ’とし、Ｒｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅクラスタの平均推定値をそれぞれμＲ，μＧ

，μＢとしよう。Ｋ平均アルゴリズムに適用するクラスタの平均値の初期値は理想的な値
にせねばならないので、行うＫ平均アルゴリズムは、Ｋ－ｍｅａｎｓ（Ｃ’，ＡＮＫ，ｋ
＝３，μＲ＝０，μＧ＝１２０，μＢ＝２４０）Ｐ’ｈｉ∈ＡＮＫ，ｉ＝１，２，・・・
，Ｃ’である。この結果を利用した色判別関数は、次の通りである。
【００８８】

【数９】

【００８９】
　この例では、有彩色の判別時にグループ数（ｋ）を３としたため、各セルは、それぞれ
３個のグループに結ばれ、表１のプロシージャによって各グループの中心値を求められる
。各グループの中心値は、該当グループの色調を意味するので、ＨＳＶカラーモデルを使
用する場合に、グループの中心値が０°に最も近いグループがｒｅｄグループであり、１
２０°に最も近いグループがｇｒｅｅｎ、残りのものはｂｌｕｅグループと推定しうる。
【００９０】
　上述のＳＬＡＣＣ法と同様に、ＫＭＡＣＣも有彩色グループと無彩色グループとでそれ
ぞれ副グループ数をいくつに設定するかによって、色判別種類の数を増加させうる。例え
ば、無彩色判別ステップで、Ｋ平均アルゴリズムを適用する時に、ｋ＝３に設定する場合
、黒色、白色、有彩色グループに判別可能である。これは、三グループのうち、中心値（
輝度値）が最も高いものは白色、最も低いものは黒色、残りのものは有彩色グループと推
定可能であるためである。
【００９１】
　有彩色の場合にも、ｋ＝６に設定すれば、ＳＬＡＣＣと同様に、ｒｅｄ、ｇｒｅｅｎ、
ｂｌｕｅ、ｃｙａｎ、ｙｅｌｌｏｗ、ｍａｇｅｎｔａグループに分割しうるが、６個のグ
ループの中心値（色調値）がそれぞれ０°、１２０°、２４０°、６０°、１８０°、３
００°に近い場合、該当色相グループに判別できるためである。
【００９２】
　有彩色と無彩色とを分ける場合に、輝度値を利用することもあるが、彩度値を利用する
か、またはこの２つに加重値を置いて共に利用することもある。彩度とは、色相がいかほ
ど鮮明であるかを意味するものであって、無彩色に近いほど値が小さくなり、鮮明なほど
値が大きくなる。このような輝度と彩度とは、適用するカラーモデルによって変わる。本
発明では、２つの色相モデルの例を提示したが、ＲＧＢカラーモデルとＹＵＶ（ＹＩＱの
一種）カラーモデルとである。これは、このモデルが一般的にカメラや内蔵型装置で提供
するカラーモデルであるためである。ｉ番目のセルの輝度と彩度とは、次の通りである。
【００９３】
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【００９４】
　輝度と彩度とを共に利用すれば、輝度によって無彩色を判別した後、再び彩度によって
無彩色を判別し、二つともに該当する場合のセルのみを無彩色グループに判別しうる。も
ちろん、それぞれに加重値を置いて計算することもある。
【００９５】
　　（ｅ）カラーチャンネルスケーリング
　前述した色判別アルゴリズムは、入力されたイメージの色相を理想的な照明下で得ると
予想される色相に補正するために使われる。また、色判別アルゴリズムは、モバイルコン
ピュータ環境で昼光（daylight）、白熱灯（light bulbs）、ハロゲン灯（halogen light
ing）または蛍光灯（florescent lighting）のような多様な照明下で得られるカラーの判
別に有用である。
【００９６】
　色相補正のために、色判別以前にＷＢＣＣは、ホワイトパッチ技法を使用し、ＳＬＡＣ
ＣとＫＭＡＣＣとは、カラーチャンネルスケーリング技法を使用する。ＳＬＡＣＣ及びＫ
ＭＡＣＣは、ＷＢＣＣ方法と異なり、剰余余白ピクセルの色相情報を利用しないので、ホ
ワイトパッチを行わない。もちろん、これらにもホワイトパッチ技法を適用することもあ
る。
【００９７】
　ＳＬＡを適用し易い理想的な場合は、照明、カメラ、及び印刷媒体による色相変移が発
生しても、クラスタ間の距離がクラスタ内の元素間の距離より大きい場合である。しかし
、カメラから入力されたｒｅｄ、ｇｒｅｅｎ、ｂｌｕｅのチャンネル値が色相の変移によ
って影響を受ける場合に、輝度及びｈｕｅ情報もそのような変移によって影響を受ける。
したがって、色相の変移が有意なレベル以上である場合に、これを補正するアルゴリズム
が必要であり、このようなアルゴリズムとしてカラーチャンネルスケーリングがある。
【００９８】
　カラーコードのセルの数をＣとし、ｉを各セルのインデックス、ｊをカラーチャンネル
のインデックスとし、ｊが１である場合にはＲｅｄチャンネル、ｊが２である場合にはＧ
ｒｅｅｎチャンネル、ｊが３である場合にはＢｌｕｅチャンネルとしよう。そのとき、ｌ

ｉｊは、各セルのカラーチャンネル情報を意味する。すなわち、ｌｉ１は、ｉ番目のカラ
ーセルのＲｅｄチャンネル値を意味する。したがって、各カラーチャンネルの最大値およ
び最小値は、ｍａｘｊ、ｍｉｎｊとなり、最大および最小カラーチャンネル値は、ｍａｘ

Ｉｎｔ、ｍｉｎＩｎｔであり、各カラーチャンネルの最大値のうち最も小さい値は、ｍｉ
ｎ　ｍａｘＩｎｔとなる。これを求める式は、次の通りである。もし、ｉ番目のセルのチ
ャンネル値を、

とすれば、チャンネル別最大値とチャンネル別最小値、そして最大チャンネル値及び最小
値は、次の通りである。
【００９９】
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【数１１】

【０１００】
　ここで、カラーチャンネルスケーリングを適用する条件のための定数をＳＴ（Scaling 
Threshold value）とすれば、各チャンネル別にスケーリングした結果、すなわち、カラ
ー補正結果は、次の通りである。
【０１０１】
【数１２】

【０１０２】
　すなわち、全てのカラーチャンネルの範囲を最小カラーチャンネル値と最大カラーチャ
ンネル値との範囲に均等拡張させうる。色相変移の補正のためのカラーチャンネルスケー
リングは、ＳＬＡＣＣ及びＫＭＡＣＣを適用する以前に行わねばならない。
【０１０３】
　コードの有彩色と無彩色とは、多様なクラスタリング技法を適用して色相を判別しうる
が、本発明では、ＳＬＡＣＣ及びＫ平均の例を挙げたが、類似した方式でかかる技法を適
用しうる。例えば、分割クラスタリング技法として、Ｋ平均の代わりに、ファジーｃ平均
（fuzzy c-means）、ＱＴクラスタリングのアルゴリズムを適用してもよく、階層クラス
タリング技法としてシングルリンケージの代わりに、Ｗａｒｄ’ｓ法または平均リンケー
ジ（average linkage）または完全リンケージ（complete linkage）のアルゴリズムを適
用してもよい。それ以外にも、エルボ推定（Elbow criterion）法またはスペクトルクラ
スタリング（spectral clustering）法、人工知能技法やベイジアン（Bayesian）法も使
用しうる。
【０１０４】
　図１３は、本発明によるカラーベースのイメージコードの復号方法のうち、コード認識
ステップの一実施形態を示す図面である。
【０１０５】
　図１３を参照すれば、各カラーセルの色判別が完了し、かつエラーが訂正されれば、コ
ード構成要素イメージ（セル）を抽出する（Ｓ１９００）。コードイメージは、その特性
によるコード構成要素イメージで形成されている。カラーコードは、カラーセルで構成さ
れており、混合コードは、情報を表す特定の形状、パターン、色相、濃淡で表現される。
ＱＲコードは、ファインダパターン、アライメントパターン、バージョンパターン、エラ
ー訂正レベルパターン、データコードワード領域、エラー訂正コードワード領域で形成さ
れる。
【０１０６】
　コード構成要素イメージは、必ずしも該当コード構成要素全部である必要はなく、該当
コード構成要素の特徴を表す一部の情報に変換して抽出することもある。例えば、２Ｄ白
黒コードであるＱＲの場合には、各ファインダパターンの中心点、アライメントパターン
の中心点、タイミングパターンの中心点、データコードワード領域内の各セルの中心点位
置のみでも十分である。同様に、カラーコードの場合には、各セルの中心点位置情報のみ
を抽出していても十分であり、混合コードの場合には、パターンと色相、濃淡の組合わせ
でなるが、この場合には、パターンと色相、濃淡によるセルの中心点や各領域を代表しう
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るピクセルの位置情報でも可能である。したがって、混合コードの場合のように、色相、
濃淡情報が必要な場合には、オリジナルイメージを参照せねばならない。
【０１０７】
　次いで、コード構成要素イメージ（セル）情報を抽出する（Ｓ１９１０）
　該当コード構成要素イメージ抽出ステップから得た位置情報に基づいて、該当構成イメ
ージ要素の形状、パターン、色相、濃淡をオリジナルイメージから得る。したがって、カ
ラーコードや２Ｄイメージコードの場合には、該当セルの中心点を基準に所定の広さだけ
の領域を抽出して、該当領域の色相情報及び濃淡などの情報が得られ、バーコード、ＰＤ
Ｆ－４１７のようにパターン情報を利用せねばならない場合には、該当コードイメージの
ピクセル情報を一定間隔ごとに得る。これは、全てのピクセルであってもよく、所定のス
キャンライン上のピクセルの長さ情報であってもよい。また、コードイメージを構成する
最小長さパターンよりさらに小さいか、または同じ間隔でコードイメージ上のピクセルを
サンプリングして得られる。
【０１０８】
　コード構成要素イメージから情報を抽出すれば、抽出した情報を変換する（Ｓ１９２０
）。抽出したコード構成要素イメージ情報を、これに対応する文字、数字、記号で所定の
値に変換する。バーコードや２Ｄコードである場合には、パターン長さ情報の配列や各セ
ルの白黒情報、カラーコードである場合には、各セルの色相種類、ロゴである場合には、
外郭線形態情報が該当する。
【０１０９】
　最後に、コードを認識する（Ｓ１９３０）。コード認識ステップは、各コードの種類に
よる特徴によって復号が可能である。これは、ＱＲコード、バーコード、カラーコード、
混合コード（韓国特許出願番号０５－２５２４０参照）、マキシコード、データマトリッ
クス、インターコードなど各コードの復号方法を利用する。
【０１１０】
　本発明は、（１）イメージ表現メディア情報入力ステップ、（２）照明の種類を選択す
る照明情報入力ステップ、及び（３）照明出力ステップをさらに含みうる。
【０１１１】
　（１）イメージ表現メディア情報入力ステップ
　コード入力時にコードが表現されたメディア（媒体）の種類を選択して入力するステッ
プである。媒体がＣＲＴ、ＬＣＤ、デジタルＴＶなど電子媒体である場合と新聞、雑誌、
プラスチックなど印刷媒体である場合とに、それぞれ異なる色相変移が発生しうるので、
これを補正しうる契機を提供する。この場合には、コードイメージの色相及び濃淡補正ス
テップに該当媒体を補正しうる補正用係数を利用して補正するステップをさらに適用する
。
【０１１２】
　（２）照明の種類を選択する照明情報入力ステップ
　コード入力時にコードが認識される照明の種類を選択して入力するステップである。照
明がＣＷＦ（Cool White Flouresence）である場合には、別途の補正が不要であるが、ハ
ロゲンやＩＮＣ－Ａなどの照明では、赤色が強調される効果がある。したがって、かかる
情報を追加的に入力して補正することが望ましい。この場合には、コードイメージの色相
及び濃淡補正ステップに該当照明特性を補正しうる補正用係数を利用して補正するステッ
プを追加的に適用する。
【０１１３】
　（３）照明出力ステップ
　リーダ器に内蔵された照明をオン／オフにでき、光をコードイメージとして出力する照
明出力ステップが含まれうる。特に、暗い環境やリーダ器にコードイメージが覆われる場
合に有用である。
【０１１４】
　本発明はまた、コンピュータで読み取り可能な記録媒体にコンピュータで読み取り可能
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なコードとして具現可能である。コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュー
タシステムによって読み取れるデータが保存される全ての種類の記録装置を含む。コンピ
ュータで読み取り可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テ
ープ、フロッピー（登録商標）ディスク、光データ保存装置があり、また、キャリアウェ
ーブ（例えば、インターネットを通じた伝送）状に具現されるものも含む。また、コンピ
ュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワークに連結されたコンピュータシステムに
分散されて分散方式でコンピュータ可読コードが保存されかつ実行されうる。
【０１１５】
　以上、本発明についてその望ましい実施形態を中心に説明した。当業者は、本発明が本
発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で変形された形態で具現されうることが理解でき
るであろう。したがって、開示された実施形態は、限定的な観点でなく、説明的な観点で
考慮されねばならない。本発明の範囲は、前述した説明でなく、特許請求の範囲に示され
ており、それと同等な範囲内にある全ての変形は、本発明に含まれるものと解釈されねば
ならない。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　本発明は、カラーベースのイメージコード関連の技術分野に適用可能である。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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