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漫画をシナリオに変換する手法の一検討
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本研究では，漫画を分析し，得られたメタ情報からシナリオを作成した．このシナリオを時間軸に沿って

任意の場所で区切ると，オリジナルの物語を保持しつつ，自由なコマ割りで漫画を再生成できることが確認できた．
この結果は本手法のシナリオがメタ情報から本質的な特徴を保持できていると言える．したがって，シナリオレベル
での複数作品の合成が，漫画の自律生成にどのように有効なのかを検討し，その結果を報告する．
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Abstract In this research, we analyzed Manga(comic) and plotted scenario from meta information obtained.
Then, by dividing this scenario at an arbitrary point along the time line, the program regenerated a new comic
preserved the original story with free frame division. This result indicates that the scenario plotted with this method
can hold essential features from meta information. Therefore, we examine how synthesis of multiple works at the
scenario level is eﬀective for comic autonomous generation, and report the result.
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れたメタ情報を時系列に並べ直したシナリオに変換し，シナリ
オから新たな漫画を自動的に生成した．
（図 1）目的は人工知能
による漫画の自律生成のために，漫画の文脈情報を分析するた
めである．
いまやコンピュータは芸術分野の様々なところで道具として
利用されている．しかし，人間のように自律して行動するコン
ピュータつまり人工知能が芸術作品を作るようことは未だ少な
い．[1] 芸術の創作は人間だけの特権とも言える．しかしそれは
盲目的な謎だろうか？人間の創作行為の本質は，未知ではある
が知的探求の対象になりえる．このため本研究では既存の漫画
を分析することによって，新しい漫画を生成するための手法を
検討した．
なぜなら漫画は総合的表現であるにもかかわらず，記号分析
図1

シナリオ変換ツール（© 新居さとし, Manga109）

が行いやすいからである．漫画は図像と文字によって物語を表
現する方法の１つである．紙面をコマと呼ばれる枠線で分割し，
その中に絵（登場人物や背景）
・フキダシ（セリフ）
・オノマト

1. は じ め に
本研究では，漫画の構成要素をメタ情報として抽出し，得ら

ペ・漫符などの要素を配置する．これらの要素が記号として扱
われて洗練された物語の表現ができあがるが，暗黙知による読
み方のルールがあって特徴情報を把握しやすい．[2] とりわけ４
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コマ漫画は構成要素が比較的単純である．
人間は，外界から様々な情報を素材として取り入れて，自分

フキダシ（セリフ）

オノマトペ

漫符

なりに消化しオリジナルの作品を作る．その過程は機構として
未知な部分が多い．この理解のために，人間のように外界を学
習をする人工知能をモデル化することに注意した．学習型モデ
ルの人工知能を用いて，コンピュータと人間を対比させると，
人間の創作行為をコンピュータで置き換えられる部分と置き換
えられない部分が明確になる．この違いを考察することは，人
間の創作行為の本質を知ることにつながるのである．
とはいえ漫画を自律生成する人工知能の実現はまだ萌芽段階
である．まずは人工知能が人間のように外界を学習をするため

絵（登場人物）

絵（背景など）

図 2 ４コマ漫画の要素（© さんりようこ, Manga109）

に，既存の漫画を情報として扱えるようにする必要がある．本
研究ではその一つの手法を検討した．

2. 提 案 手 法

コマ (frame)

識別番号 (id)

OL̲Lunch̲012̲l̲02

333, 240

大きさ (width,height)

登場人物 (character)

漫画の構成要素をメタ情報として抽出し，メタ情報から顔の
表情とセリフを時系列に並べた．本研究ではこれをシナリオと
呼ぶ．
４コマ漫画は４つのコマで構成され，１つのコマは登場人物・
背景・セリフ・オノマトペ・漫符の要素で構成される．（図 2）

識別番号 (id)

OL̲Lunch̲
012̲l̲02̲c̲2

顔 (face)

名前 (name)

man̲a

範囲 (x1,y1,x2,y2)

年齢 (age)

50

表情 (emo)

性別 (sex)

male

向き (dir)

0.02, 0.07, 0.33, 0.54

sadness

right

興味深い点はコマの形は同じなのにコマをバラバラに分解され
ても読者は元に戻せることだ．そこで，読者はコマの中に描か

各要素認識率 (accurancy)

dir=0.542469 emo=2.0 face=3.0

れた登場人物・背景・セリフ・オノマトペ・漫符のうちの何を
手がかりにしているかを確認したところ，登場人物や背景から
同じ話にまとめた後，展開パターンやセリフで順番を決めてい
ることがわかった．また，オノマトペや漫符は復元の手がかり
にはほとんど使っていなかった．[3]

フキダシ (balloon)

識別番号 (id)

OL̲Lunch̲012̲l̲02̲b̲1

セリフ (dialog)

えっ

バラバラに分解されたコマから漫画を元に戻せるということ
は，コマとコマに何らかの物語のつながり，つまり文脈がある
ということである．その文脈を文章を書くように破綻なく操作
できるならば，得られたメタ情報の組み合わせによって新しい

範囲 (coord:x1,y1,x2,y2)

0.29, 0.0, 0.46, 0.3

発話者
発話者
(who)
発話者
(who)
(who)

隣接ペア (pair)

man̲a

次のセリフの識別番号 (next)
OL̲Lunch̲012̲l̲03̲b̲1

(none)

物語をつくれるかもしれない．そこで筆者は実際に描かれてい
る要素同士の関連度を元にコマの入れ替えを試みた．[4] その結
果２個コマまでは破綻なく漫画を生成できることを確認した．
ただし，組み合わせはかなり限られるため，多数のコマのつな
がりには向かないことも判明した．柔軟な生成のためには，情

図3

メタ情報の構造図（値は図 2 より）

報を目に見える表層ではなくもう一つ上の概念で扱えるように
工夫する必要があると考えた．つまり，漫画になる前のシナリ
オに戻すことである．以下にその手法を説明する．

2. 1 メタ情報の抽出
学術用漫画画像データセット Manga109 [5] から４コマ漫画
の作品「あくはむ（© 新居さとし）
」
，
「高校の人達（© 葛原兄）
」
，
「OL ランチ（© さんりようこ）」を選び，各コマに対して登場
人物の顔とフキダシの情報を抽出した．
顔の位置・大きさ・向き・表情の特徴情報は，SVM による
顔検出 [6] と４層畳み込みニューラルネットワークによる顔認

シの指定も行った．
以上の処理により XML 形式の特徴情報を作成した．この情
報をメタ情報と呼ぶ．
（図 3）

2. 2 シナリオの表示
シナリオは抽出されたメタ情報から順序情報のあるフキダシ
に沿って登場人物を並べて作成される．（図 4）フキダシのセ
リフは読まれる順に登場人物の脇に表示するが，登場人物の表
情が変わっていない場合は，表情なしで線のみを表示すること
よって連続しているように可視化した．

識 [7] を用いた．その際，各登場人物の辞書を作り名前・年齢・

登場人物の表情は８種類にした．
（図 5）眉３種・目５種・口

性別の情報を付加した．ただし，誤検出率が高かったので，最

７種の組み合わせ 105 パターンの顔画像を分析した結果，無表

終的には手作業で修正した．フキダシは専用のツールを作り目

情・笑（強 ↔ 弱）
・驚（強 ↔ 弱）
・悲（強 ↔ 弱）
・怒（強 ↔ 弱）

視にて選択した．その際，フキダシの発話者と次に続くフキダ

の５種類に分類できた．これは P. Ekman の表情モデル [8] に
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jouou
校内でおもちゃで遊ん
でるとママにぶたれる
しさ

いいねー
あたしも好きだよ

koucho

jouou

図4

シナリオ上のフキダシ

図 6 オリジナルの４コマ漫画（© 葛原兄, Manga109）
kyouto

normal

smile

anger

surprised

koucho
漫才やりたいんで
すか?

ああ最近ひまでな

crying

sadness
図5

blush

sleep

jouou
校内でおもちゃで
遊んでるとママに
ぶたれるしさ

シナリオ上の表情

いいねー
あたしも好きだよ

近いが，漫画記号の特性から，悲（強 ↔ 弱）は「泣」と「悲」

koucho

jouou

コンビ結成

に分類され，実際のデータセットへの適用によってさらに漫符
を伴う「恥」と状態を表す「寝」が必要であった．

3. 結

あほかおまえ!

果

なに言っとんのや

変換されたシナリオは，物語の内容を保持しつつ，さまざま

図 7 図 6 を変換したシナリオ

な加工ができることが確認できた．
図 6 のオリジナルの漫画を変換したシナリオが図 7 である．

kyouto
漫才やりたいんで
すか?

図 8 は図 7 を圧縮したシナリオである．表情が同じままフキ
ダシが連続している場合，セリフをひとまとめ（圧縮）にでき
る．逆に１つの吹き出しの中のセリフを分節ごとに分ける（展

koucho
ああ最近ひまでな
校内でおもちゃで
遊んでるとママに
ぶたれるしさ

jouou

開）こともできる．これは，４コマ漫画を１コマ漫画や４コマ
より多くのコマ漫画にリメイクできることを意味する．

None

いいねー
あたしも好きだよ
koucho

jouou

None
コンビ結成

図 9 は図 8 を分割線で２コマに分けて，人力で登場人物を入
れ替えてみた例である．登場人物の表情を同じにしていれば，
あほかおまえ!
なに言っとんのや

別の登場人物に入れ替えできることがわかる．これはある作家
が描いた漫画を別の作家の絵柄でリメイクできることを意味

図 8 図 7 を圧縮したシナリオ

する．
以上から，ある漫画を原作とした新たな漫画はこのシナリオ
を使えば柔軟に生成できることが確認できた．

4. 考

察

シナリオの圧縮や展開そしてコマ割りを任意に変更しても，

ただし，セリフのない絵だけの漫画の場合は，本手法ではほ
ぼ意味をなさない．シナリオが顔の表情変化のみになるからで
ある．本手法はセリフと表情のみを時系列にならべても物語が
保持されることは示せたが，絵による演出を削除してしまって
いる．しかし，そういった演出能力こそが漫画家の専門性と言

物語が変更されないことから，本手法によるシナリオはオリジ

える．[9] ということはもしかすると，演出が漫画の創造性の本

ナルの物語の本質的な特徴を保持していると言える．とくに意

質かもしれない．

図せず分割しても，多様な漫画がコマの入れ替え手法より生成
可能なことから本手法が人工知能による漫画の創作に有効であ
ると考える．

5. 展

望

漫画の創造性を分析するためには今後はさらにメタ情報を加
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さらに，シナリオそのものを組み合わせることによってオリ
ジナルの物語がつくれるかもしれない．そのためにはどういう
部分で組み合わせが可能なのかなどを検討する必要がある．こ
の試みについては，本手法をストーリー漫画へ適用することと
併せて今後の展望としたい．

6. 関 連 研 究
6. 1 きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ
松原らはショートショート作家の星新一の作品を基にして人
工知能によって新作の小説をつくることを目指した．[10] ショー
トショートとは 400 字詰め原稿用紙 20 枚程度の短編小説であ
る．本研究の成果はプロジェクトメンバーの佐藤によって 2016
年に新作を発表した．この新作は星新一賞という文学賞の一次
審査を通過した．[11]

6. 2 全自動４コマ
柳井は Web アプリとして４コマ漫画を自動生成するシステ
ムを制作した．[12] ブラウザ上でユーザーがキーワードを入力
するとその言葉に関連する情報をネットから抽出しセリフにあ
てはめて物語を作る．このためセリフは多様性を持つが，絵は
図 9 図 8 から生成された２コマ漫画（© ふくやまけいこ, 葛原兄,

Manga109）

数点に限られているためできあがった漫画は同じ結果にみえる．

6. 3 絵の時系列的状態遷移を用いた 2 コマ漫画の自動生成
上野らは２コマ漫画を生成するシステムを制作している．[13]

コマ (frame)

このシステムでは，ユーザーが１コマ目にさまざまなオブジェ

識別番号 (id)

大きさ (width,height)

クトを配置すると，その情報に基づいて２コマ目を自動的に生
成する．この時，ユーザーが扱えるオブジェクトはあらかじめ

登場人物 (character)

識別番号 (id)

顔 (face)

体 (body)

名前 (name)

範囲 (x1,y1,x2,y2)

範囲 (x1,y1,x2,y2)

年齢 (age)

表情 (emo)

姿勢 (pose)

性別 (sex)

向き (dir)

向き (dir)

決められている．
文

各要素認識率 (accurancy)

フキダシ (balloon)

識別番号 (id)

セリフ (dialog)

範囲 (coord:x1,y1,x2,y2)

次のセリフの識別番号 (next)

発話者
発話者
(who)
発話者
(who)
(who)

種類 (kind)

隣接ペア (pair)

図 10

追加予定のメタ情報

えて分析を進める必要がある．具体的に必要な情報は登場人物
の動作（立つ・座る・走るなど），フキダシの種類（通常・叫
び・思案など）そして場面説明と考えている．（図 10）
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