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概要：	 本研究では，マンガ画像からその作家を判定する手法として Deep Learningの分野で画像認識技術とし
て注目されている Convolutional Neural Network（以下，CNN）を用いた手法を提案した．マンガ作家判別と
いうタスクにおける CNN の効果性を検証するために CNN による判別結果と従来手法である SIFT・HOG とい
った画像特徴量を用いた場合の判別結果との比較を行った．実験の結果，CNNは従来手法と比較してマンガ作家
判別という側面において効果的な手法であることが示された．また，CNNがマンガ作家を判別するためにどのよ
うな画像特徴量を自己組織的に形成したのか（CNN の分類特性），またどのような画像について誤判定しやすか

ったのか（マンガ画像の性質と予測精度の関係）などを分析していくことで，本研究で提案した手法の課題や将

来的な応用可能性について議論した． 
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１．はじめに	 

	 昨今，マンガやイラストを対象とした画像認識

研究に注目が集まっている．その例としてマンガ

画像におけるキャラクター判別やイラスト画像

における作家判別といった内容の研究が挙げら

れるが，これら従来研究においては画像認識の手

段として SIFT・HOG といった特定の画像特徴量を

選択する必要があり，（1）その効果は選択した画

像特徴量に強く依存してしまうという問題があ

った(注 1，2)．他にも従来手法においては（2）

データセットを用意する際にキャラクターの顔

画像もしくは全身画像をあらかじめ切り出す必

要があったことや（3）判別対象の作家数が最大

で 10 作家しかなく，扱える作家数に限界があっ

たという問題が挙げられる．	 

	 一方，Deep	 Learning の分野においては CNN を

用いた画像認識技術が注目されている．CNN は機

械学習により特徴量自体を自己組織化するよう

にデザインされているため（1）の問題であった

画像判別の手段として特定の画像特徴量を選択

する必要がない．また，膨大なデータ数・クラス

数の画像分類問題に効果を挙げていることが先

行研究において示されている(注 3)．	 

	 そこで，本研究では従来手法以上に効果的であ

ると考えられる CNN を用いてマンガ作家判別実

験に取り組みその効果を検証することとした．	 	 

２．Convolutional	 Neural	 Network について	 

	 CNN は脳における視覚処理の階層的処理をモ

デル化したニューラルネットワークの一種であ

る．階層的処理とは入力画像に対してフィルタを

用いた畳み込み処理を行う「畳み込み層」と畳み

込み処理の結果得られた出力における小領域ご

との最大値や平均値を抽出する「プーリング層」

が交互に設置されることで構成される．	 

	 

３．実験内容	 	 

	 

	 まず，CNN に学習させるデータを用意するため

に複数ジャンル，計 50 作品の電子マンガデータ

を電子書籍サイトより購入した．各ページを均等

に分割（図１は 6分割した場合）し，さらに各画
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図１	 実験概要	 
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像に対して反転や回転といった加工を加え，デー

タセットを 100,000 枚にまで増やした．結果，各

クラス 2,000 枚の画像データから構成される 50

クラスのマンガ画像データを用意した．なお，従

来手法ではデータセットを用意する際に(2)の課

題にあったように人の手によってキャラクター

の顔部分を切り出してくるといった工夫が必要

であったが，本実験においてはすべて自動的な処

理によってデータセットを用意している．	 

	 今回の実験においては(3)で述べた作家数より

多く，最大 50 クラスの画像データを対象として，

大きく分けて 2種類の実験を行った．まず，扱う

作家数と認識率の関係性を確認するために「作家

数別マンガ作家判別実験」を行うと同時に従来手

法との認識率比較を行った．ここでいう従来手法

との比較では，SIFT・HOG といった特定の画像特

徴量と SVM を組み合わせた手法のことであり，今

回用意したデータセットに対して従来手法を適

用した際の認識結果を比較対象としている．また，

データセットを作成する際のマンガページの分

割数を変化させることで認識率がいかに変化す

るか，最適な分割数を検討するために「分割数別

マンガ作家判別実験」を行った．なお，分割数別

の判別実験では扱うクラス数を同じマンガ作品

10 クラスに固定した状態で比較実験を行ってい

る．	 

	 

４．実験結果	 	 

	 ①の実験の結果，以下のような認識結果が得ら

れた．クラス数が少ないほど認識率は向上すると

いうこと，作家判別という課題に対して CNN は従

来手法より優れているということが確認できる．	 
	 

	 
クラス数別認識率（%）	 

40 30 20 10 

     CNN 68.8 72.7 74.9 80.7 
SIFT+SVM 12.1 14.7 20.5 34.3 
HOG+SVM 16.1 18.2 22.5 39.8 
	 
	 	 

	 次に分割数別マンガ作家判別実験の認識結果

を以下に示す．	 
	 

分割数	 2分割 6分割 12分割 
認識率（%）	 81.8 80.0 74.2 
	 

	 

	 12 分割の場合，他と比較して認識率が低くなっ

た．細かく分割しすぎることは絵柄の認識を難し

くしてしまう一因になると考えられる．	 

	 

５．考察	 

	 CNN がマンガ画像判別を行うためにどのよう

な画像特徴量を構成していったのかを確認する

ためにネットワークの中間層において形成され

た特徴量ベクトルをPCAによって3次元空間で表

現した．従来手法である HOG によって構成された

特徴量の3次元空間の表現と比較するとCNNは各

作家の画像の特徴をうまく整理出来ていること

が分かった．一方，混同行列を作成し予測を混同

しやすい作家を調べたところ同じ少女マンガで

あるマンガ作品同士が混同されやすい傾向にあ

り，CNN がその特徴空間においてマンガをジャン

ルに基づいてもしくは絵柄に基づいて分類して

いる可能性が考えられる．	 

	 また，誤判定されやすいマンガ画像としては効

果線・効果音，背景など作家によって差別化が難

しい表現が含まれる画像が多いことがわかった．	 

	 

６．結論（まとめ）	 

	 実験の結果，CNN は最大 50 作家の判別タスク

に対して一定の効果を示し，従来手法以上の認識

率を得られることが確認された．また，判別実験

を行う際にデータセットの作成が比較的簡易で

あることや判別手段として特定の画像特徴量を

選択する必要がないという点においても CNN は

有用であることが示された．	 

	 今後はデータセットの準備方法やネットワー

クの構成をさらに吟味していくことで CNN の認

識率を向上させ，さらには本手法の具体的な応用

方法について検討していくことが課題となる．	 
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