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あらまし スキャナ等で取得された書籍の文書画像には，湾曲歪みが生じることがある．本論文では，歪みの生じた

各行に 3点を通る 3次スプライン曲線をフィッティングすることで画像の歪みを表現し，補正を行う．ただし従来法

とは異なり，紙面全体での整合性を考慮しながら補正を行う．このため，数式などの短い行や，図形などを含む文書

画像であっても安定したフィッティングが可能となる．様々な種類の画像に対して実験を行った結果，本手法の有効

性が示された．また，十分に補正できなかった画像に対しては，画像を分割して補正範囲を狭めることで，相対的に

歪みモデルの表現能力の向上を図り，対処した．この有効性については実験により確認できた．
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Abstract This paper proposes a dewarping technique for scanned document images of bounded volumes. This

technique estimates the warp of a document image by fitting cubic splines to each text line and space between text

lines, and then creates a dewarped image by straightening each fitted spline. Differing from conventional techniques,

the proposed technique fits cubic splines to the warped document image while considering their global optimality.

Thus, it is possible to dewarp document images including short text lines, figures, and so on without misfitted

splines. The experimental results on several document images including short text lines, and figures showed the

effectiveness of the proposed technique.
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1. は じ め に

書籍の各ページをスキャナやカメラなどを用いて電子化する

場合，書籍の厚み等により綴目付近で紙面とスキャナ面との間

に隙間が生じることがある．その結果，取得文書画像には歪み

が生じる．その画像を直接人間が読む場合，この歪みはさほど

問題とはならないが，OCRで処理する場合には大きな問題と

なることが多い．特に横書き文書においては，ページの各行が

曲線状に変形すると，OCRは傾き補正処理や行切り出し処理

に失敗し，その認識性能は著しく低下する．これは，一般的に

行が直線的であることが OCRの前提となっているためである．

この問題を解決するために，歪みの生じた文書画像に対して

何らかの画像処理を施すことで歪みを補正する手法が検討され

ている．これら従来法は，次の 3種に大別される．

(i)ステレオ計測や 3次元計測に基づく手法 [1] [2] [3]

(ii)Shape from shadingの原理に基づく手法 [4] [5] [6]

(iii)モデルフィッティングに基づく手法 [7] [8] [9]

上記 (i)の一手法として，川原子ら [1]の手法がある．この手

法は，ディジタルカメラによるステレオ計測により紙面の 3次

元形状を測定し，湾曲部の補正を行っている．上記 (ii)の代表
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的な手法として，和田ら [4] [5] [6] の手法がある．この手法は，

スキャナにより撮影された書籍表面画像の陰影情報から，書籍

の 3次元形状を推定し，画像中の陰影や歪みを補正するという

ものである．具体的には，光の強度減衰や光源の移動，書籍表

面の反射特性などを考慮した光学モデルを構成し，非線形二乗

法によって書籍表面の形状を推定している．しかしこれら (i)，

(ii)の手法は，特別な装置や書籍の配置に制約を必要とするた

め，容易に補正処理を行えないという問題がある．さらに，和

田らの手法では照明条件や書籍の反射特性などの事前知識が必

要である．

上記 (iii)の手法は，曲線を文字行にフィッティングすること

で各文字行の歪みを表現する手法である．上記 (i)，(ii)とは違

い，このタイプの手法は書籍の配置の制約や事前知識を必要

としないため，最も広く容易に適用できるという利点がある．

Zhangら [7]は，歪みを含む画像を鮮明な領域と陰領域とに分

け，鮮明な領域の各行を直線で，陰領域の各行を 2次関数でモ

デル化して補正を行っている．Wuら [8]は，歪みを含む画像上

で文字行をトラッキングすることで，行の歪みを表現するメッ

シュを作成して補正を行っている．

これらのモデルフィッティングに基づく従来法は，局所的な

評価に基づいてモデル化が行われている．そのため，数式やタ

イトルのような短い文字行や，図形などを含む文書画像では

誤ったフィッティングが行われる可能性がある．実際にWuら

は後処理として，ある基準に基づき適切にトラッキングしてい

ない行を除外している．しかし，除外される行が多いと全体の

歪みを適切に表現できないという問題が残る．

本研究では，各行の湾曲および傾きに応じて曲線をフィッティ

ングすることで各行の歪みを推定し，その結果を用いて各行の

湾曲歪みおよび傾きを補正する手法を提案する．ただし，従来

法とは異なり各行独立ではなく紙面全体での整合性を考慮する．

すなわち，局所的な評価に基づいてフィッティングを行うので

はなく，大局的な評価に基づいてフィッティングを行う．これ

により，例えば曲線が安定してフィッティングできないような

短い行や図形などを含む文書画像であっても，全体としては安

定した歪み補正が可能となる．また，より安定したフィッティ

ングを行うために文字行間にある空白行にも曲線フィッティン

グを行う．本手法では行の湾曲歪みが 3次スプライン曲線でモ

デル化できることが唯一の仮定であり，特殊な装置や書籍の配

置の制約，事前知識を必要としない．

以下，第 2章では歪みモデルを定義し，湾曲歪み補正問題を

最適化問題として定義する．次に，この最適化問題を解くため

の動的計画法 (DP)に基づくアルゴリズムについて述べる．第

3章では歪みを含む文書画像の補正実験を行い，その結果を考

察する．第 4章では今後の課題を含め結論を述べる．

2. 大局的最適化に基づく湾曲歪み補正法

2. 1 歪みモデル

原画像のサイズを横W 画素，縦H 画素とする．本手法では，

各行の湾曲に応じて H 本の曲線からなる歪みモデルをフィッ

ティングすることで各行の歪みを推定し，その結果を用いて各
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P=(αi, 1)
Q=(i, βi )

R=(γi, W )

図 1 3 つの制御点を通る第 i 行目のスプライン曲線

i (αi-1, 1)

(i-1,βi-1)
(γi-1, W)

図 2 i − 1 行目の制御点に対する i 行目の制御点の候補

(●：i − 1 行目の制御点，〇：i 行目の制御点の候補)

/* DP recursion */

1: for i := 1 to H do begin

2: for all possible θi = (αi, βi, γi) do begin

3: g(θi|i) := {f(θi|i) + ωλ(θi, θi−1)}
+ min

θ′∈Prev(θi)
g(θ′|i − 1)

4: b(θi|i) := arg min
θ′∈Prev(θi)

g(θ′|i − 1)

5: end

6: end

/* Back-tracking */

7: θo
H := arg minθH

g(θH |H)

8: for i := H − 1 down to 1 do

9: θo
i := b(θo

i+1|i + 1)

図 3 DP アルゴリズム ({θo
i | i = 1, . . . , H} は最適解を導出するパ

ラメータの組)

行の湾曲歪みおよび傾きを補正する．この歪みモデルは，H 本

の 3 次スプライン曲線 (以下，スプライン曲線) の集合で定義

され，原画像を 2値化したものにフィッティングされる．

図 1に示すように第 i行目のスプライン曲線は両端および中

央付近の 3点 (以下，制御点と呼ぶ)を通るスプライン曲線で表

現される．これら 3つの制御点は左端制御点 P = (αi, 1)が上下

動，中央制御点Q = (i, βi)が左右動，右端制御点 R = (γi, W )

が上下動することを許される．これら 3 つのパラメータの組

θi = (αi，βi，γi) により第 i 行目のスプライン曲線は一意に決

まる．

本手法では，隣接行のスプライン曲線が極端に変化せず，か
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i

図 4 補正画像の生成 (点線：フィッティングされたスプライン曲線，

実線：補正後のスプライン曲線)

つ交差しないようにするために，以下の制約条件 (図 2) を設

ける．
⎧⎪⎨
⎪⎩

0 <= αi − αi−1 <= 2

−1 <= βi − βi−1 <= 1

0 <= γi − γi−1 <= 2

(1)

この制約条件により，各行独立にフィッティングを行うのでは

なく，歪みモデル全体として，すなわち，H 本のスプライン曲

線全体として最適なフィッティングを行うことになる．このた

め，数式やタイトルなどの短い文字行や，図形などを含むよう

な文書画像であっても安定したフィッティングが可能となる．な

お本手法では，H 本のスプライン曲線をフィッティングするの

で，非常に密にフィッティングを行うことになる．従って，空

白行にもフィッティングを行うことになるが，以下に述べるよ

うに本手法ではこのことが非常に重要な役割を担う．

2. 2 歪みモデルの最適フィッティング問題の定式化

本手法では，各行にスプライン曲線をフィッティングする際，

空白行に対するフィッティングを重要視する．これは，空白行

が文字行と比べて安定した歪みを表現するためである．すなわ

ち，文字行には単語間の空白や，数式やタイトルなどの短い行

が存在することがあるが，空白行は連続的で長いため，空白行

にフィッティングを行った方が安定したフィッティングを行うこ

とができるためである．

歪みモデルのフィッティングを評価する問題は，制約条件 (1)

の下で，次の評価関数 J の最小化問題として定式化できる．

J =

H∑
i=1

{f(θi|i) + ωλ(θi, θi−1)} (2)

ここで，ω は非負の重み定数である．

関数 f は歪みモデルと実際の文書画像の歪みの違いを表現す

る関数であり，本手法では，以下のような非常に簡単な式で表

現される．

f(θi|i) =

{
0 (if total(i) = 0)

1 (otherwise)
(3)

ここで total(i)は第 i行目のスプライン曲線上の黒画素数を表

す．すなわち，スプライン曲線が空白行にあるならば関数 f は

0，逆にスプライン曲線が文字行を通れば関数 f は 1を返す．

この関数 f による評価だけでは，次の二つの問題が生じる．

第一の問題は，曖昧性である．例えば関数 f 単独では，スプ

ライン曲線が不等間隔にフィッティングされた場合も等間隔に

フィッティングされた場合も，評価関数 J の値が同一になって

しまう．一般的な文書画像の歪みを想定すれば，スプライン曲

線は等間隔にフィッティングされる方が適したフィッティング

といえるので，こうした曖昧性を解消し，なるべくスプライン

曲線が等間隔にフィッティングされるような配慮が必要となる．

第二の問題は，関数 f 単独では，文字行を避けるようにスプ

ライン曲線がフィッティングされるということである．これに

より，文字行の歪みが適切に表現できないということが問題と

なる．

以上の問題を解決すべく (2)では正則化関数 λを導入してい

る．関数 λは具体的には以下の式で表現される．

λ(θi, θi−1) = |αi−αi−1−1|+|βi−βi−1|+|γi−γi−1−1|(4)

関数 λにより，スプライン曲線が不等間隔にフィッティングさ

れる場合は，評価関数 J の値が大きくなる．このため，等間隔

にスプライン曲線がフィッティングされ易くなる．

以上の評価は，文書画像に陰影を含まないことを仮定してい

る．陰影への対処については将来的な課題となるが，例えば次

のような解決法が考えられる．第一の解決法としては，前処理

としてある領域ごとに 2値化の閾値を決定する局所 2値化法の

利用が挙げられる．また他の解決法として，評価関数の改良が

挙げられる．例えば，綴目付近に生じる縦方向に連続的な陰影

については，評価しようとしている黒画素からある閾値よりも

長く上下に黒画素が延びている場合，その黒画素は評価の対象

に入れないようにするといった対処が考えられる．

2. 3 DPアルゴリズム

前節で定式化した最小化問題において，関数 f は各 iで独立

に定義され，また制約条件 (1)と正則化関数 λは隣接行間，す

なわち i，i − 1行間において定義されるので，この最小化問題

は，iを段とする多段決定過程により表現される．従って，この

問題を動的計画法 (DP)で解くことができる．図 3に，本手法

におけるDPアルゴリズムを示す．Prev(θi)は θi = (αi, βi, γi)

において制約条件 (1)を満たす θi−1 = (αi−1, βi−1, γi−1)の集

合である．図 3中の Step 3を i = 1から i = H まで繰り返す

ことによって，評価関数 J の最小値が minθH g(θH | H)とし

て得られる．また，図 3 中の Step 4でバックポインタを保持

することで最適フィッティングとなる歪みモデルのパラメータ

の組 {θo
i = (αo

i , β
o
i , γo

i ) |i = 1, . . . , H} を得ることができる．
2. 4 補正画像の生成

2. 2 節で定式化される最小化問題を解いた結果，フィッティ

ングされるスプライン曲線を，図 4のように各行直線にするこ

とで補正画像を生成できる．すなわち，第 i行のスプライン曲

線上の画素を，y 座標が iとなる位置に移動することで補正画

像を生成できる．
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(a)

(c)

(b)

(d)

図 5 原 画 像

3. 文書画像の補正実験

この章では，実際に行った文書画像の補正実験および結果に

ついて述べる．なお，定数 ωは幾つかの事前実験により 1に定

めた．

図 5，図 6，図 7 はそれぞれスキャナを用いて取得した文書

画像 (以下，原画像と呼ぶ)，最適フィッティングされた歪みモ

デル，補正画像である．図 5の原画像にはそれぞれ次のような

特徴がある．(a)は図形を含む文書画像，(b)は段組みおよび図

形を含む文書画像，(c)はどの文字行も端から端まである文書

画像，(d)はタイトルや数式など短い文字行を含む文書画像で

ある．

3. 1 実 験 結 果

実際に図 5(a)と図 7(a)，図 5(b)と図 7(b)をそれぞれ比べ

ると湾曲歪みが若干残っているが，全体としては適切に補正さ

れていることが分かる．図 5(a) の場合，挿入されている図形

の上下にある文字行間の空白行には，関数 f の効果によりその

湾曲や傾きに応じてスプライン曲線が適切にフィッティングさ

れるのに対し，図形の存在する行では，関数 f の値が同一に

なるスプライン曲線が多数存在するため，関数 f 単独では適

切にフィッティングされるとは限らない．しかし正則化関数 λ

の効果により，結果的には図形の存在する行についても適切な

フィッティングが行われたもの考えられる．すなわち，図形の

存在する行では関数 λの効果により，図形の存在しない行にお

けるフィッティングが伝播し，等間隔でかつ実際に生じている

歪みに応じたフィッティングが行われたと考えられる．局所的

な基準に基づいてフィッティングを行う従来法 (例えば [8]) で

補正を行う場合，図形や段組みが挿入されているためトラッキ

ングが適切に行われないことが予想されるが，本手法では大局

的な評価に基づいてフィッティングを行うため，適切なフィッ

ティングを行うことができたと考えられる．また従来法とは異

なり，空白行のフィッティングを重要視していることも安定し

たフィッティングを行うことができた要因の一つといえる．

図 5(c)と図 7(c)，図 5(d)と図 7(d)をそれぞれ比較すると，

補正はされているものの依然湾曲歪みが残っており，十分に補

正ができたとはいえない．このような結果が得られた最も大き

な原因としては，歪みモデルの表現能力の限界が挙げられる．

実際に，図 5(c)の一番上の文字行に最も適切にフィットするよ

うに左端制御点および右端制御点を固定し，中央制御点のみを

手動で移動させ，求めたスプライン曲線の例を図 8に示す．こ

の結果から，制御点をどのように動かしたとしても，3点を通

る 3次スプライン曲線では実際の文書画像の歪みを完全には表

現できないことがわかる．

この問題を解決する方法としては次の二つが考えられる．第

一の方法は，湾曲部分に制御点を増やす，あるいは画像を分割

して補正する範囲を狭くすることによって，3次スプライン曲

線の表現能力を向上することである．次節では，その検討結果

について述べる．第二の方法は，文献 [9] [10]にあるような 3次

555



(a)

(c)

(b)

(d)

図 6 最適フィッティングされた歪みモデル (見易さのために 15 行毎に表示している．)

(a)

(c)

(b)

(d)

図 7 補 正 画 像
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図 8 中央制御点を手動で移動させた例

スプライン曲線ではない，より精度の高い歪みモデルを構築す

ることである．いずれも，実際の文字行の歪みをより適切に表

現できるような歪みモデルを構築することで，この問題を解決

しようとする方法である．

3. 2 歪みモデルの表現能力を向上させて行った補正実験お

よびその結果

ここでは 3次スプライン曲線の表現能力を向上させることを

目的として，画像を分割し，補正する範囲を狭めた場合の実験

結果について述べる．具体的には，先の手法で十分に補正でき

なかった文書画像を，図 9のように 2本の垂直線によって幅が

1：1：2の 3つの部分画像に分割する．ただし，それぞれ左右

に数十画素の重複部を設ける．そして，それぞれの画像におい

て，3 点を通るスプライン曲線をフィッティングする．重複部

を設けるのは，補正画像を生成する際に，画像の接合部分を滑

らかにするためである．この場合，3つの部分画像でフィッティ

ングされたそれぞれのスプライン曲線から各画素における行の

歪みを求める．ただし画像が重なり合っている箇所は，各画素

におけるスプライン曲線の歪みの平均をその画素における歪み

とする．

先の手法で十分に補正できなかった文書画像 (図 5(c)，(d))

に対し，以上の手法を適用した結果が図 10である．図 10の左

側の画像は，分割後の 3つの画像から最適にフィッティングさ

れた歪みモデルを，15行おきに表示したものである．図 10の

右側の画像は，それぞれの補正後の画像である．図 7(c)，(d)

と比べても湾曲歪みがほとんどなくなっていることがわかる．

この結果から，画像を分割して補正する範囲を狭くすることに

よる，3次スプライン曲線の表現能力を向上させることの有効

性が示された．

4. む す び

本論文では，大局的最適化に基づく文書画像の湾曲歪み補正

法について提案した．本手法は従来法とは異なり，各行独立で

はなく隣接行間に制約を設け，紙面全体の整合性を考慮しなが

1 1 2

divisions

partially overlapped regions

図 9 画像を 3 分割する様子

ら歪み補正を行う．このため，数式やタイトルなどの短い行や，

図形などを含む文書画像でも適切な補正を行うことが可能であ

る．本手法では，各行の湾曲歪みが 3次スプライン曲線でモデ

ル化できることが唯一の仮定であり，特殊な装置や書籍の配置

の制約，事前知識を必要としない．

実際に歪みの生じた文書画像を用いた実験により，本手法の

有効性が示された．数式やタイトルなどの短い行や，図形を含

む画像を補正する場合，局所的な評価に基づいてフィッティン

グを行う従来法では，適切に補正できないと予測される．一方，

本手法では，部分的にこうした不規則性が存在しても (i)制約

条件，(ii)正則化，ならびに (iii)文字行よりも安定した湾曲抽

出が可能な空白行に注目した評価，を用いながら，大局的最適

化を行うために安定したフィッティングが可能となる．適切に

補正できなかった画像もあったが，その原因としては歪みモデ

ルによる表現能力の限界が挙げられる．この問題の解決法とし

ては歪みモデルの表現能力の向上が挙げられる．具体的には，

制御点の数を増やす，あるいは画像を分割して補正する範囲を
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図 10 歪みモデルの表現能力の向上結果 (左：最適フィッティングされた歪みモデル，右：補正

画像)

狭めることによる，3次スプライン曲線の表現能力の向上が挙

げられる．実際に実験から，画像を分割し補正する範囲を狭め

ることによって，3次スプライン曲線の表現能力を向上させる

ことの有効性が示された．

今後の課題としては，補正処理の高速化ならびにより精度の

高い歪みモデルの構築が挙げられる．また，陰影を含む画像に

対しても局所 2値化法や評価関数の改良を行うなどの対処をし，

実験を行っていくことも今後の課題としたい．
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