
QRコードを物品の目印として利用する日常支援ロボットの構想と
視野中のQRコードの発見

The Concept of Life Support Robot Using QR Code and Detecting

QR Code in the Visual Field

○ 西野友博 (東大) 小島光晴 (東大)

垣内洋平 (東大) 山崎公俊 (東大)

岡田慧 (東大) 正 稲葉雅幸 (東大)

Tomohiro NISHINO, The University of Tokyo,
tomohiro@jsk.t.u-tokyo.ac.jp
Mitsuharu KOJIMA, Yohei KAKIUCHI, Kimitoshi
YAMAZAKI, Kei OKADA, Masayuki INABA

Robots are expected to support human life, and robots need to deal with objects in order to work
for human.However, it is difficult for robots to understand what the objects are and to tell a object from
another object that has the same texture and shape.We propose to use QR codes as a means robots
get information about objects.The QR code includes the ID of the object, and robots are able to get
information from the database using this ID.In this way, we enable robots to manage objects easily.
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1 序論

ロボットに関する研究は盛んに行われており，ロボッ
トが家庭内において家事などの日常生活支援を行えるよ
うになることが期待される．ロボットが行う日常生活支
援には物品を扱わなければならない支援がある．その支
援としては片付けや頼まれた物を取ってくることなどが
挙げられる．ロボットがこのような支援を行うためには，
物品の収納場所や種類などの情報を取得する必要がある．
これまではロボットが物品に関する情報を得る手段と
しては物体認識 [1]が行われてきたが，同じ種類の物品で
あってもその形状やテクスチャは多様であり全ての物品
を正しく認識することは困難であることや，同じ商品で
あれば形状やテクスチャはほとんど変わらないためこれ
らを区別することは難しいことなどの問題がある．
そこで，物品に物品ごとに固有の，画像処理しやすい目
印を付加し，ロボットが物品に関する情報を得たり，同じ
外見の物品を区別したりする処理を簡単化する．目印と
しては，情報密度が高く大容量であることから，QRコー
ドを用いることとする．QRコードを付加することによ
り，ロボットはあらゆる物品に対して QRコードを読む
という共通の処理により，その物品に関する情報を得る
ことができるようになると考えられる．
２次元コードを物品に付加して物品管理に利用しよう
という研究もあり [2][3]，QRコードのような固有のコー
ドが物品についていることにより物品管理の効率が上が
り，また，流通におけるトレーサビリティにも利用でき
ると考えられる．
ロボットの分野においても QRコードの利用が研究さ
れている．太田らは QRコードを使用した記憶部を含む
記憶機能つきマークを用い，作業移動ロボットのための
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Fig. 1: Robot system using QR code

環境を整備する研究 [4]を行った．コードには，マークが
添付された物体が何であるのかを示す IDや，物体上で
マークが添付されている位置，物体に対して可能な作業
の種類やその方法を格納することにより，作業対象物と
の相対位置決めなどを行い，引き戸開け実験を実現して
いる．
本論文では，QRコードを利用するロボットの構想に

ついて述べ，そして，QRコードを利用するために必要
となる，視野中の QRコード発見の画像処理について述
べる．

2 QRコードを利用するロボットの構想

2.1 コード情報とデータベース

QRコードに物品に関する情報を記述することにより
ロボットは QRコードを読むことで情報を取得できるよ



うになる．しかし，QRコードの容量には限界があるた
め，QRコードには物品固有の IDを記述しておき，この
IDを利用してデータベースから情報を得られるようにす
る．本研究では QRコードに記述した IDだけではなく，
コードの IDを利用して得られるデータベース上の情報も
コード情報として扱う．こうすることにより，コードの
容量の制限を受けずに多くの情報をコードから取得可能
となり，また，複数のロボットがデータベースを介して
情報を共有することが可能となる．
このデータベースは人間の手によって構築することも
できるが，ロボットが視覚的に得た情報を加えることに
よってより多くの情報を利用できるようになると考えら
れる．視覚的に情報を得るのは，図 1 に示すように主に
見守りロボットの役割であると考えている．見守りロボッ
トは人間を常に観察しており，いつどのような物を使っ
たかなどを見て，その情報をデータベースに格納してお
く．ヒューマノイドロボットは物品の QRコードを読ん
で IDを取得し，それを用いてデータベースから見守りロ
ボットが蓄積した情報を含めた，その物品に関する情報
を取得する．そして，その情報を元に生活支援を行う．

2.2 QRコードを利用するロボットによる支援

ロボットによる QRコードを利用した支援は，次の２
種類が考えられる，
１つ目は，人間がロボットに物品の QRコードを提示
し，ロボットがそのコードを読むことによって行う支援
である．この種類の支援としては，物品の名前や賞味期
限，特徴などを音声で伝えてくれるような，ロボットに
よる物品情報の伝達支援が挙げられる．また，QRコー
ドにロボットへの命令を記述しておき，ロボットに QR
コードを見せることによって，命令を実行させる支援も
可能である．
２つ目は，ロボットが物品の QRコードを自ら探して
読むことによって行う支援である．この種類の支援とし
ては，片付け支援や頼まれた物品を持ってくる支援など
が挙げられる．片付け支援では図 2に示すように，ロボッ
トは物品をつかんでコードを探し，読む．そして収納場
所情報をデータベースから取得し，収納場所へ運ぶ．
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Fig. 2: Putting away objects by reading QRcode
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Fig. 3: Process of detecting QRcode

3 ロボットによる
視野中のQRコード発見処理

QRコードを読むためには，まず，QRコードを視野中
から見つける必要がある．ロボットは視野中から見つけ
たQRコードを注視することによって読み取りを行う．発
見するときの手がかりとなる QRコードの特徴としては
コーナー部分の切り出しシンボルが考えられるが，視野
中のコードが小さいときには切り出しシンボルがはっき
りと見えない．小さなコードを見つけるためには，大ま
かな特徴を利用する必要がある．
一般的に QRコードは白と黒のモジュールが縦横に並

んで構成されている．そして，エンコード過程において
マスク処理がなされるが，そのマスクは８種類用意され
ており，白と黒のモジュールの数が偏らないように，そ
して隣接モジュールがなるべく同色にならないようにマ
スクが選択される．そのため，ラプラスフィルタによる
２方向でのエッジ検出を行うことにより，QRコードの
領域を抽出できると考えられる．

QRコード領域抽出処理の手順を図 3 に示す．
QRコード領域抽出の具体的な処理は次のようになる．

1. 入力画像をグレイスケールに変換
ラプラスフィルタをかける前処理として，入力画像
をグレイスケールに変換する．
入力画像を図 4 に，グレイスケールに変換した画像
を図 5 に示す．

2. ラプラスフィルタをかける
ここでは次のようなラプラスフィルタを用いる 0 1 0

1 −4 1
0 1 0


QRコードは白と黒のモジュールが並んでいるため，
その白と黒の境界部分がラプラスフィルタに反応す
る．ラプラスフィルタをかけた画像を図 6 に示す．
QRコード領域全体が反応していることが分かる．

3. 3 × 3のガウシアンフィルタをかけ，平滑化
ここで出力された画像を image-smoothとする．ラ
プラスフィルタによりモジュールの境界が反応する
が，モジュールの内部は反応しない．そこで，平滑
化を行うことによって，QRコード全体を１つの領
域になるようにし，領域抽出を行いやすくする．平
滑化した画像 image-smoothを図 7 に示す．

4. image-smoothを２値化



Fig. 4: Input image Fig. 5: Gray scaling

Fig. 6: Laplace filtering Fig. 7: Smoothing

Fig. 8: Binarize Fig. 9: Region extraction

Fig. 10: Ellipse fitting Fig. 11: QRcode region

ここで出力された画像を image-binとする．２値化
した画像 image-binを図 8 に示す．QRコード領域
全体が白く描画されていることが分かる．

5. 領域抽出
image-binの画像中にある複数の領域をそれぞれ抽
出する．各領域の輪郭を全て抽出し，輪郭を構成す
る線分の端点を保存しておく．領域抽出結果を図 9
に示す．QRコード領域が正方形に近い形で領域抽
出されている．

6. 抽出した領域の中から，QRコード領域であるもの
を判断
QRコード領域の判定は以下のように行う．
領域の面積を S とし，画像の幅を wとする．
抽出した領域の輪郭を構成する点の集合に対して二
乗誤差が最小になる楕円を求めて，楕円フィッティン
グを行う．この楕円の径を a,bとし．どちらが長径
でどちらが短径かは考慮しない．楕円フィッティン
グ結果を図 10 に示す．画像の赤色で囲まれている領
域が，楕円フィッティング結果の領域である．
この領域内のエッジ密度を edge densityとし，次の
ように求める．a, bのうち小さいほうを lとし，一辺
が

√
2lの正方形領域を考える．この正方形領域は中

心が楕円領域の中心と一致し，各辺は画像に対して

水平・垂直になるようにとる．この正方形領域の面
積に対して，同じ領域における image-binのラプラ
スフィルタに反応した領域（image-bin画像中での白
色領域）の面積 binSの割合を edge densityとする．
つまり，edge density = binS

2l2 となる．
これらの変数を用いて，複数ある領域のうち次の条
件を満たす領域をQRコード領域候補であるとする．

area ratio <
S

ab
(1)

min a < a (2)

min b < b (3)

ab ratio min <
a

b
< ab ratio max (4)

min edge density < edge density (5)

式 (1)では，領域の面積と楕円フィッティングしたと
きの面積比を考慮している．これは，L字型の候補
領域などを除くために必要な条件である．実験では，
area ratio = 0.7とした．
式 (2)，式 (3)により，楕円の長径，短径の範囲を限定
する．これにより，背景部分における誤認識を削減す
ることができる．実験ではmin a = w/20,min b =
w/20とした．
式 (4)により，楕円の長径と短径の比の範囲を限定
する．QRコードは正方形であるため，長径と短径
の比は 1に近くなることを考慮している．実験では，
ab ratio min = 0.7, ab ratio max = 1/0.7とした．
式 (5)により，エッジ密度が高いことを条件としてい
る．コード全体がラプラスフィルタに反応することを
利用している．実験では，min edge density = 0.9
とした．
これらの条件により得られたQRコード領域候補の
うち，面積の最も大きい候補領域をQRコード領域
であると判断する．
QRコード領域抽出結果を図 11 に示す．画像の赤色
で囲まれている領域がQRコード領域と認識された
領域である．QRコード領域を正しく認識できてい
ることが分かる．

3.1 QRコード発見処理の評価実験
QRコードからカメラまでの距離を変えたとき，また，

複数を見せたときに QRコードを正確に発見できるか実
験した．用いた QRコードは 33×33モジュールであり，
一辺の長さは 26[mm]である．したがって，モジュール
の一辺の長さは 0.79[mm]である．また，QRコードの周
りには 3.5[mm]幅のマージンを設けた．

3.1.1 距離を変えた場合の認識率

距離を変えたときに QRコードを見つけられるか調べ
た．QRコードを物品に貼り付け，カメラから 100[mm]，
150[mm]，200[mm]，250[mm]，300[mm]の距離だけ離れ
た位置で 100枚の画像を撮り，正しく QRコードを見つ
けられた画像の数を求めた．図 12 ,図 13 ,図 14 ,図 15 ,
図 16 に各距離ごとの画像例を示す．表 1 に各距離ごとの
QRコード認識率を示す．距離が近いときは認識率が高い
が，距離が離れて画像中のコードが小さくなると，認識
率は下がった．原因としては，QRコードの周りのマージ



ンが狭く，ラプラスフィルタやスムージングを行った結
果，QRコードとその周囲の領域が接触してしまうこと
が考えられる．しかし，どの距離でも誤認識は 0であっ
た．これは，背景部分に誤認識しやすい物が無かったか
らだと考えられる．正方形に近く，明暗が細かく分かれ
ている物があると，誤認識する可能性がある．

Table 1: Distance and recognition rate
distance[mm] recognition rate[%]

100 99

150 78

200 42

250 38

300 22

3.1.2 複数のQRコードを同時に見せたときの認識

QRコードを付加した物品を 4つ同時に見せ，正しく
認識できるかを実験した，QRコードのカメラからの距離
は 150[mm]とした．図 17 に実験で用いた画像例を示す．
そして，実験結果についてF値を求めた．F値とは，適
合率と再現率の調和平均である．正しく認識できた QR
コードの数を R，QRコードであると判断した領域の数
を N，画像中の QRコードの数を C とすると，適合率
precisionと再現率 recallはそれぞれ次のように表せる．

precision =
R

N
(6)

Fig. 12: 100mm Fig. 13: 150mm

Fig. 14: 200mm Fig. 15: 250mm

Fig. 16: 300mm Fig. 17: Four QR codes

recall =
R

C
(7)

よって．F値 F − measureは次のように表せる．

F − measure =
2 · precision · recall

precision + recall
=

R
N+C

2

(8)

F値が高いほど性能が良いことを表し，最大値は 1と
なる．
複数回実験を行い，R,N,C をそれぞれ合計し，F −

measureを求めることとする．
実験は 149回行い，1回あたり 4つの QRコードを見

せた．よって，C = 4 × 149 = 596となる．
正しく認識した数は412，誤認識の数は 0であった．よっ

て，R = 412，N = 412 + 0 = 412となる．
したがって，F − measure = 0.82となった．

4 結論
本論文では，まず，QRコードを利用して物品に関す

る情報を得る日常支援ロボットシステムの構想を述べた．
QRコードを物品に付加することにより，それを読むこ
とでロボットは物品に関する情報を得ることができ，ま
た，外見が類似した物品の区別もできるようになる．次
に，QRコードを読むためには視野中から QRコードを
発見しなければならないが，そのための画像処理として
ラプラスフィルタを用いた手法を示した．そして，この手
法を用いて，カメラからの距離を変えたときの QRコー
ド発見率や複数見せたときの F値を求めた．ある程度カ
メラから近く，大きく写っているときは認識率が高いが，
小さいときには認識率が下がった．この問題点について
は，離れた物を見るときにはズームをしたり，手に持っ
てカメラに近づけたりすることで解決できると考えられ
る．この手法によりロボットは物品に付加されたQRコー
ドを発見することができるため，そのQRコードを読み，
物品に関する情報を取得することができるようになると
考えられる．
今後は，ロボットが人間の行動認識を行い，物品と結

びつけて記憶しておくシステムやそのためのデータベー
ス構築を行う予定である．

文献
[1] 柳井 啓司: “一般物体認識の現状と今後”, 情報処理学会論
文誌. CVIM, vol.48, No.16, pp.1-24, 2007.

[2] 森山 雅弘, 河崎 陽一, 松香 直行, 古野 勝志, 五味田 裕: “
注射薬混合調製監査支援システムの構築 II : 2次元コード
を用いた注射薬混合調製監査システム” 医療薬学, vol.33,
No.8, pp.666-673, 2007.

[3] 酒井 順哉, 小林 寛伊, 新井 晴代, 池田 卓也, 藤井 昭, 大久
保 憲: “2 次元データコードを用いた物品管理の利用に関
する研究” 医科器械学, vol.62, pp.21-22, 1992.

[4] 太田 順, 山本 正和, 池田 和生, 相山 康道, 新井 民夫: “
記憶機能付き画像マークによる作業移動ロボットのための
環境整備” 日本ロボット学会誌, vol.17, No.5, pp.670-676,
1999.


