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研究背景1 2

「⼣⾷後に家族で1つのりんごを分け合って⾷べた」のフレーズから想像されるのは．．．

⽇本だと．．．

https://minna-no-
kurashi.jp/article/detail/517

家族団らんの様⼦が
想像される

海外だと．．．

貧しい家族の様⼦が
想像される



研究背景2 3

You

⽇常スープ©進藤ウニ

アンバランス・トーキョー©内⽥美奈⼦ やまとの⽻根©咲⾹⾥



研究背景3 4

⼿作業で
抽出

うちの猫ʻず⽇記©がぁさん うちの猫ʻず⽇記©がぁさん

データ化 ⼿作業で
抽出

⼿作業だと時間がかかってしまう コミックが使⽤されにくい



提案⼿法と従来的なタスクの⽐較 5

提案システム 従来的なタスク



提案⼿法の概要 6

1.Manga109	Annotationsからデータを取得
2.取得データの処理
3.⼊⼒データの処理
4.⼊⼒データと台詞の部分⼀致判定
5.コマ画像の抽出



1.Manga109 Annotationsからデータ取得 7

ラブひなⓒ⾚松健

⾒開きページの画像情報台詞情報（位置・内容）
コマ情報（位置）

（0,0） X軸

Y

軸



2.1取得データの処理（台詞の位置情報） 8

台詞の位置情報から台詞の位置座標を取得

台詞の左上の座標
（xmin,	ymin）

台詞の左下の座標
（xmin,	ymax）

台詞の右上の座標
（xmax,	ymin）

台詞の右下の座標
（xmax,	ymax）

ラブひなⓒ⾚松健



2.2取得データの処理（コマの位置情報） 9

コマの位置情報からコマの位置座標を取得
コマの左上の座標
（xmin,	ymin）

コマの左下の座標
（xmin,	ymax）

コマの右上の座標
（xmax,	ymin）

コマの右下の座標
（xmax,	ymax）

ラブひなⓒ⾚松健



2.3取得データの処理（台詞・コマの領域判定）10

コマの枠内に台詞の枠が完全に含まれる コマ内に台詞が存在すると判定

ラブひなⓒ⾚松健



2.4取得データの処理（台詞の内容） 11

台詞の⼀例：すなわち⼥⼦寮なのよっ

単語単位に分割 形態素解析器：MeCab
辞書：NEologd

すなわち / ⼥⼦寮 / な / の / よっ

接続詞 名詞 助動詞 名詞 動詞



3.⼊⼒データの処理 12

ユーザが⼊⼒した教材に使⽤したい単語・⾔い回し

単語単位に分割 形態素解析器：MeCab
辞書：NEologd

⼊⼒例：せっかく

せっかく

副詞



4.1⼊⼒データと台詞の部分⼀致判定 13

⼊⼒データ：2単語

台詞：6単語

ご / 主⼈

ご / 主⼈ / さま / も / おおよろこび / ！

⼀致

うちの猫ʻず⽇記©がぁさん

教材に使⽤したい
単語・⾔い回しが

台詞に含まれていると
判定できる



ラブひなⓒ⾚松健

5.コマ画像の抽出 1414

抽出

コマの位置座標をもとに
⾒開きページの画像からコマ画像を抽出

ラブひなⓒ⾚松健



実験 15

10作品のコミックを対象に⼊⼒データの検索を実施した

検索の⼊⼒データには14種類の副詞・接続詞を使⽤した

活⽤が存在せず検索が容易だと考えたため

コミック⼀覧
・ベルモンド Le	VisiteuR
・エヴリデイおさかなちゃん
・はるかリフレイン
・じじばばファイト！
・ラブひな

・⽇常スープ
・OLランチ
・うちの猫’ず⽇記
・アンバランス・トーキョー
・やまとの⽻根

⼊⼒データ⼀覧

・いまにも
・おそらく
・すでに

・せっかく
・ますます
・まんがいち

副詞
・それとも
・だけど
・つまり
・ところが

・そのうえ
・ところで
・それと
・なぜなら

接続詞



実験結果1（⼊⼒データが含まれるコマの抽出） 16

タイトル 1巻分のコマ数 検索件数
ベルモンド Le	VisiteuR 921 14
エヴリデイおさかなちゃん 912 14
アンバランス・トーキョー 957 12
うちの猫’ず⽇記 985 10
じじばばファイト！ 862 6
OLランチ 833 5
はるかリフレイン 839 4
⽇常スープ 845 4
やまとの⽻根 1029 3
ラブひな 1077 1

10作品に対する検索結果

10作品のコマ数の
合計9260コマ

73コマを
抽出することができた

抽出



実験結果2（会話が⾏われているコマの抽出） 17

タイトル 検索件数 会話が⾏われ
ているコマ数

ベルモンド Le	VisiteuR 14 1
エヴリデイおさかなちゃん 14 2
アンバランス・トーキョー 12 6
うちの猫’ず⽇記 10 0
じじばばファイト！ 6 4
OLランチ 5 2
はるかリフレイン 4 3
⽇常スープ 4 2
やまとの⽻根 3 0
ラブひな 1 0

コマ中で会話が⾏われているコマの検索結果本研究における会話とは．．．

・コマ中に複数の
キャラクターが存在

・複数のキャラクターが
発⾔を⾏う

73コマ中20コマ抽出



実験結果3 18

「ところで」

アンバランス・トーキョー©内⽥美奈⼦
アンバランス・トーキョー©内⽥美奈⼦

OLランチ©さんりようこ

⽇常スープ©進藤ウニ ⽇常スープ©進藤ウニ



0.jpg

実験結果4 19

「つまり」

はるかリフレイン©伊藤伸平

はるかリフレイン©伊藤伸平

OLランチ©さんりようこ
ベルモンド Le	VisiteuR	©⽯岡ショウエイ

アンバランス・トーキョー©内⽥美奈⼦



実験結果5 20

「すでに」

エヴリデイおさかなちゃん©国樹由⾹
じじばばファイト！©⻄川伸司 じじばばファイト！©⻄川伸司

じじばばファイト！©⻄川伸司 はるかリフレイン©伊藤伸平

「せっかく」



考察 21

1コマでコンテキストを把握することが不可能なコマは
前後のコマを同時に複数提⽰する必要がある

・コミックからコマの⾃動抽出をすることができた

・⾃動抽出したコマでコンテキストを把握可能なコマは僅かであった

コミックを教材に使⽤可能なことが⽰唆された

うちの猫’ず⽇記©がぁさん うちの猫’ず⽇記©がぁさん

うちの猫’ず⽇記©がぁさん うちの猫’ず⽇記©がぁさん



まとめと今後の展望 22

・コミックからコマの⾃動抽出を可能にした

まとめ

今後の展望

・正規表現の利⽤
「全く〜ない」のような複雑な表現を検索可能にするため

コミックを教材として使⽤可能なことが⽰唆された
作業効率の向上を図ることができた


