CNN によるタグ予測技術を用いたマンガ推薦システムの提案
Manga Recommendation System via Tag Prediction CNN
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概要：本研究では，Convolutional Neural Network（以下，CNN）を用いて，画像情報とタグ情報の両方を考慮して推薦でき
るマンガ推薦システムを提案する．現在利用されているマンガ推薦システムは，画像情報かタグ情報のどちらか一方を用
いて推薦を行っている．しかし画像情報のみによる推薦では絵柄に表れにくい要素を考慮できない．またタグ情報のみに
よる推薦では絵柄の好みを考慮できない．こうした課題に対し本研究では CNN による画像特徴量の獲得とマンガに付与す
べきタグの予測に取り組む．具体的にはマンガの出版年代・対象読者・ジャンルを示したタグの予測を CNN に行わせるよ
うに学習を行う．そして CNN が獲得した画像特徴量と CNN が予測するタグ情報を用いて入力マンガの特徴量ベクトルを
構成する．この特徴量ベクトルの線形距離によってマンガ同士の近さを定量化することで推薦を行う．マンガ 112 冊を対象
にした実験の結果，ユーザが好むマンガに画像情報とタグ情報の両方が類似したマンガを推薦できることが示された．ま
た，CNN 内部にタグ情報を示す構造が埋め込まれたことが確認された．
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１．はじめに
画像情報とタグ情報のどちらか一方のみを用い

タグの予測，②マンガ画像を入力とした類似マンガ
画像の検索，③マンガ画像を入力とした類似マンガ

た既存のマンガ推薦システムはユーザの嗜好を十

の推薦の 3 つである．マンガ画像を入力とすることで，

分には反映できない．例えばマンガボックス[1]の

タイトルが曖昧な場合でも推薦を実行できる．つま

ように画像情報のみを用いた推薦では，絵柄は好

り「昔の絵柄で描かれた SF 風少女マンガ」のような，

ましいが，ジャンルが好ましくないマンガが推薦

タイトルでは表現しきれない要求を入力できる．ま

されてしまう場合がある．さらに既存のマンガ推

た，未学習のマンガに対するタグ予測を可能とする

薦システムでは，推薦を実行するためにユーザが

ことで，web 上にタグ情報がないマンガでも推薦候補

好むマンガのタイトルを入力したり[2]，推薦候補

にでき，多様なマンガを推薦できる．

のマンガに付与するタグ情報を web 上から集めた
り[3]する必要がある．つまりタイトルが曖昧な場

３．実験設定

合に推薦が実行できない，タイトルでは表しきれ

データセットとして Manga109 データセット[4]と

ない嗜好を反映できない，web 上に情報がないマ

「ブラックジャックによろしく」[5]を用いて，112 冊

ンガを推薦候補にできない，といった課題が生じ

分のマンガ画像と 22 種類のタグ情報を収集した．タ

る．

グには「1980’s」といった出版年代を表すものや

以上の課題を解決するために，本研究では深層

「 girl’s-comic 」 の よ う に 対 象 読 者 を 表 す も の ，

学習モデルの一種である CNN を用いて，画像特徴

「battle」のようにジャンルを表すものが含まれる．

量の獲得とマンガに付与すべきタグの予測を行う

CNN 学習時には 110 冊分，テスト時には未学習の 2 冊

ことでマンガの画像情報とタグ情報を両方考慮で

分を使用した．本実験では，テスト時に用いるマン

きる推薦システムを実装する．

ガを変えて，計 10 回学習を行った．学習済みの CNN
を用いて，未学習マンガに対するタグ予測，類似マ

２．アプローチ
本研究では深層学習モデルの一種である CNN
を用いて，マンガに付与すべきタグを予測する
学習を行う．そして学習過程で CNN 内部に獲
得された画像特徴量と CNN が出力したタグ情
報の類似度に基づいて推薦するシステムを実装
し，課題を解決する．本システムの機能は，①
マンガ画像を入力としたマンガに付与すべき

ンガ画像検索，類似マンガの推薦を実行した．

４．タグ予測の実行
学習済み CNN へ未学習のマンガを入力し，タグ
の予測を行った．図 1 はタグの予測結果を示してい
る．横軸はタグの名称，縦軸は CNN による各タグ
に対する確信度を示している．図 1 では 3 種類のタ
グ（1980’s，boy’s‐comic，humor）に対する出力
が高く，未学習マンガに付与すべき正解タグを予

測できた．また未学習マンガ全 20 冊中 14 冊のタ

図 2 より類似した絵柄で描かれた画像が出力できた

グを予測でき，これら 14 冊に対する平均タグ予測

ことが確認される．各画像に対する正解タグを参照

精度は約 78％であった．

すると，類似画像 3 枚全てに入力画像に対する正解
タグである「1980 年代」，「少女マンガ」，「恋
愛」のいずれかが含まれている．以上より，絵柄と
タグ情報が共に類似した画像を出力できたことが分
かる．また，図 3 では，推薦結果の上位 3 位におい
て，入力マンガと同じ作者によるマンガが推薦され
たことが確認できる．さらに，上位 3 位のマンガは
入力マンガと同じタグ情報を持っており，画像情報
とタグ情報の両方を考慮した推薦が行えた．

６．中間層に対する主成分分析
タグ予測学習済み CNN の中間層に対して主成分
図 1 未学習マンガへのタグ予測結果

５．類似マンガ画像検索・マンガ推薦の実行
本研究で提案するマンガ推薦システムでは学習過

分析を行い，画像特徴量がどのように構造化された
か視覚化した．その結果 CNN のネットワーク内部
にマンガのタグ情報を示す構造を埋め込まれたこと

程で CNN 内部に獲得された画像特徴量と CNN が出

が確認された．例えばマンガの出版年代における新

力するタグ情報を組み合わせた 1 次元ベクトルを入

旧や対象読者における性別と年齢を示す構造が確認

力マンガ画像の特徴量として扱う．そして入力マン

された．画像情報とタグ情報を考慮できる推薦結果

ガ画像のベクトルと検索対象画像のベクトルについ

は，CNN 内部の構造が寄与していると考えられる．

ての類似度を線形距離によって算出し，入力マンガ
画像に類似した画像を出力した．そして，類似画像

７．結論・今後の展望

を多く含むマンガ作品を推薦結果上位として出力し

本研究では，CNN を用いてマンガに付与すべき

た．類似マンガ画像検索結果とマンガ推薦結果の例

タグを予測する学習を行った．そして画像情報とタ

を，図 2，図 3 それぞれに示す．

グ情報を両方考慮できるマンガ推薦システムを実装
した．結果，絵柄とタグ情報の両方においてユーザ
が好むマンガに類似したマンガを推薦でき，従来手
法における課題を解決できた．また CNN 内部にマ
ンガのタグ情報を示す構造を埋め込まれたことが確
認された．
今後はセリフやストーリー展開といったマンガの
ストーリー要素により深く関われる手法を提案した
い．具体的には Recurrent Neural Network などの時系
列情報を学習できるモデルを使用してマンガを扱う

図 2 類似マンガ画像検索結果

ことが必要だと考えられる．
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