
1. はじめに

日本のアニメーション（アニメ）作品は，その絵や動き，

脚本の質の高さから高い評価を受けるようになっており，

近年では海外での人気から，一産業としての積極的な輸出

も推進されている．このような高品質アニメ作品の背景と

して，アニメファンが描いたパロディ漫画やイラストを発

表するコミックマーケットなどの交流の場が昔から存在し，

新規ファンの獲得や，制作者同士の技術交流が活発である

事が挙げられる．ここでは原作者は１次創作者，それ以外

の制作者は２次創作者と呼ばれることが多い．近年のイン

ターネットの普及により，上の交流の場 Web サービスを通

して行われている．そこでは，１次創作者の作品はもとよ

り，アニメファンによるイラスト等のコンテンツも，より

手軽な専用サービスへアップロードされ，それらの作品を

楽しむ人達も増加している．これにより，アニメ作品を中

心とした文化的な交流は国際化が進むと共に，より活発に

なったと言われている．このような専用サービスの代表例

である“ニコニコ動画”，“Youtube” やイラストコミュニケ

ーションサービスの “pixiv”[1] では，利用者の増加に伴っ

て，扱われるコンテンツの種類や量も膨大となり，利用者

が欲しい情報を見つけ出すことが困難となりつつある．特

に，画像や動画，音声などのコンテンツを直接キーワード

によって検索することは容易ではなく，サービス利用者が

人手によりコンテンツに添付したテキスト情報により検索

している状況が見られる．そのため，各コンテンツの内容

を自動的に解析し，分類する事によって利用者の検索を補

助する技術に注目が集まっている．

その技術の中でも，アニメのキャラクター画像を解析し

て画像間の類似度を自動的に計算すれば，上記のコンテン

ツサービスにおけるアニメキャラクター画像の検索システ

ムや分類システムへの応用が可能となると共に，アニメ文

化に対する人文社会科学分野の定量的研究への活用も期待

できるであろう．本文では，１次創作者および２次創作者

により制作されたアニメ作品やその各コマ，漫画とその各

コマあるいはそれらの一部のイラストなどで，人物などの

キャラクターを含む彩色された画像を「キャラクター画像」

と総称する．

従来から，人の実画像（特に顔画像）に対する人物の識

別や分類については多面的で膨大な研究が行われてきた[2]，

[3]．しかし，アニメ画像に対してはこれら従来の実画像の

手法を適用しても有効な結果はあまり期待できないと考え

られ，後述するアニメ画像の特性に合わせた方法を新たに

考案する必要があると思われる．

本報告では，原作者に加えて多くの２次創作者によって

描かれたキャラクター画像を対象として，そのキャラクタ

ーの識別を最終の目的として，類似色セグメント領域のグ

ラフ構造を利用したキャラクターの表現法，およびそのグ

ラフカーネルによるグラフ間の類似度の測定法を提案し，

その特性を示す．

以下，２節では関連研究について，３節ではアニメキャ
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ラクター画像の性質について述べる．本報告のキャラクタ

ーの類似度測定法を４節で提案し，５節でその結果を説明

する．最後の６節で研究のまとめと今後の方針を示す．

2. 関連研究

2.1 アニメキャラクターの画像解析

近年アニメに関する研究はかなり増加しているが，その

多くはアニメ制作の高速化や合理化を目指したツールの開

発に関するものである．これに比べてアニメキャラクター

画像の解析に関するものは相対的に少数であるが，その数

は次第に増えつつある．

河谷らは女性アニメキャラクターの顔部分についてアニ

メらしさの尺度を提案し，特徴量として抽出した[4]．また

特徴量と髪の色，印象語を用いて利用者の趣向に合った女

性キャラクターを検索するシステムを構築した[5]．これら

の研究で主に使われている画像は原作者のアニメ作品にお

ける正面からの顔画像であり，２次創作者によるキャラク

ター画像は対象とされていない．また，板持らは SIFT 特

徴量と Bag of Features を利用して，10 人のイラスト画像作

者による計 2,200 枚の顔領域を含む画像を作者毎に分類す

る研究を行っている[6]．

高山らはアニメキャラクターの輪郭形状や肌の色から顔

領域を検出し[7]，さらに髪の色と量などを加えた特徴ベク

トルからキャラクターの類似度を求めて検索する方法を提

案している[8]．しかし，これらの特徴だけではキャラクタ

ー間の差異はあまり明確にならない場合も多いと思われる．

またこれとは逆に，pixiv 等に蓄積されている２次創作者

のキャラクター画像や場面の違う画像などでは，同一キャ

ラクターに対しても異なるキャラクター間と同程度の差が

生じる可能性もあると考えられる．

インターネット上にはアニメ画像から顔検出を行うソフ

トウェア AnimeFace を公開しているサイトがあり，その応

用として，髪の色に関する類似度に基づいて多数の画像か

ら類似のキャラクターを検索する実験ページが公開されて

いる[9]．

2.2 グラフカーネルを用いる画像解析

画像の中にある多くの領域の属性や接続性を表すにはグ

ラフ構造が適するため，グラフを用いた多様な画像の表現

と解析の手法が研究・開発されてきた．一方，カーネル法

は，多様なデータの形式に対して正定値カーネルさえ定義

できれば，そのデータの非線形性や高次モーメントを取り

入れた効率的な解析法を得るため，様々な分野で応用され

ている．このカーネル法は木構造やグラフ構造で表される

多様な情報にも適用可能であり，それぞれツリーカーネル，

グラフカーネルとして利用されている[10]．

Harchaoui 等は，グラフカーネルを用いた画像のクラス

分類方法を提案した[11]．そこでは画像のセグメント分割

後に，２セグメント間の RGB カラーヒストグラムの 2 距

離と呼ばれる距離を用いて４種類のカーネル関数を定義し

た．この関数はそれぞれ，(1)  2 距離自身によるもの，(2)

グラフ内の各 walk 毎の 2 距離の畳込みカーネル，(3)グラ

フの部分グラフとして取り出した木構造における各 Tree-

walk 毎の 2距離の畳込みカーネルを総和したもの，(4) 前

者に各セグメントの面積の加重係数を組み込んだものであ

る．更に，上記４種が統合された (5) 混合カーネルも検討

されており，以上の５つの順番（昇順）で良好な識別率が

得られている．上記(4)のカーネルの大まかな意味を述べれ

ば，２枚の画像の同じ隣接関係を示す部分をそれぞれ局所

的にくまなく調べて， 2距離とセグメントの面積に応じた

カーネル値の積和の総和を求めていることになる．

本報告では，次節に述べるアニメキャラクターに特有な

画像の特徴を考慮しながら，様々な作者のキャラクター画

像における，画像サイズやキャラクターの姿勢，色味の違

いなどの多様な状況に対しても良好なキャラクター間の類

似度を得ることを目的として，加重 Tree-walk 型のツリー

カーネル関数を提案する．

3. アニメキャラクター画像の特徴と識別

人間の実画像処理に基づく人物の識別において，顔画像

は重要な情報を与えるため，従来から集中的に研究された．

他方，歩き方や動作の癖などを利用した方法も研究されて

いるが，主要な手法とはなりにくいだろう．

現在，アニメのキャラクターの多数は人間のキャラクタ

ーが占めている．人間のキャラクターを実画像と同様に識

別・分類できるようになる事は本分野の大きな課題である

と言えよう．しかし，アニメのキャラクターの類似度や識

別の問題に対して，人間の顔画像と同様の手法を用いても，

その有効性は低いと思われる．なぜなら，一人の作者が描

き分け可能（つまり見る側が識別可能）な顔のパターン数

は比較的少数であり，同一作者が作ったキャラクターには

ほとんど同じ顔に見える画像がしばしば現れるためである．

一方，２次創作者が描いたアニメのキャラクター画像を原

作者の描いた画像と比べると，たとえ同一キャラクターで

あっても顔の描き方が大きく異なる事が多い．これは顔の

描画の方向性が制作者の画風や癖によるものが大きく，キ

ャラクター画像において顔の特徴のみを用いたキャラクタ

ーの識別は難しいと考えられる．

多くの制作者はキャラクターを描き分けるために，奇抜

な髪の色や髪型，服装などの特徴を用いる事が多い．これ

により，制作者の癖を伴って描かれた顔の画像であっても

視聴者や読者のキャラクターの識別を助けている．よって

これらの特徴を大きく変えて描かれるとキャラクターの識

別が困難になるため，同じキャラクターであれば服や髪型

をなるべく変えずに描かれることは多い．

また，作品中の雰囲気によって，同一キャラクターであ

っても頭身が変わって身長が低くなり，顔も子供のような

丸顔へ入れ替わるような表現がなされる作品は多数存在す

る．そのような変化においても，制作者は髪型や服装の保

持によって，キャラクターの同一性を誤りなく読者側へ伝

えることを可能としている．

一方，アニメ作品を見る側のキャラクター認識において

も，平均的に服装や髪形の手掛りのほうが顔そのものの手

掛りより優位になっていると思われる．従って，例えば同

性，同世代，類似体型の複数の人物が場面ごとに服を着替

え，髪を束ねたり解いたりすれば，見る側のキャラクター

の識別に混乱をきたす可能性が高くなるだろう．

以上のアニメキャラクター画像の特徴に加えて，日本の

アニメ画像の全般的な特徴として，境界線の積極的な描画，

滑らかな色調の変化を伴わない陰影の表現，などが広く知

られている．

アニメキャラクターの類似度の計測およびキャラクター

の識別においては，以上のキャラクター画像の特性を考慮

に入れた手法の設計が必要である．

4. アニメキャラクターの類似度測定法の提案

ここでは，Harchaoui 等の Tree-walk カーネルを，アニメ

キャラクター画像に適するように変形した類似度計測法を

提案する．以下，4.1 項ではキャラクターの存在する領域



を切り出した画像から類似色の領域をセグメント

全体のグラフを構成する方法を説明し，4.2

ラフから Tree-walks と畳込みカーネルを計算

いて説明する．

4.1 類似色セグメントへの分割とグラフの

グラフカーネルを用いて２つのキャラクター

似度を測定する場合，まずキャラクター画像

へと変換する必要がある．ここでは Felzenszwalb

画像セグメント分割[12]を用いてこの変換

割手法は，初期のグラフとして，画像中の

し，各頂点から 8 近傍の隣接画素に対応する

持つ無向平面グラフを用いる．各辺には両端

なった 2 つの画素の色の距離を辺の重みとして

このグラフに対してグラフカットを適用して

ト分割を実行する．グラフカットにより，

小さい頂点２つが１つの頂点へと統合され

されたしきい値を超えるまでグラフの統合

一頂点に統合された画素の集合がセグメントとなる

ラクター画像に対しセグメント分割を適用

に示す．

統合後の無向平面グラフを G とすると

個の各セグメント集合は頂点集合 VG = {v

し，各セグメント間の隣接は辺集合 EG と

各頂点 vi のセグメント内の平均色と面積（

の頂点のラベル ℓとして計算し，全頂点

を LG とする．文献[11]では自然画像を対象

に RGB カラーヒストグラムをラベルとして

前述のキャラクター画像の特性から，本報告

ト内の L*a* b* 色表現における平均色を用

空間は RGB 色空間と比べて，より人間の

の表現法であるといわれるので，人の描くキャラクター

像の表現に適すると思われる．

グラフ G との比較対象のグラフ H にも

辺集合 EH，及びラベル集合 LH を求めておく

4.2 グラフからの Tree-walk カーネルの計算

２つのラベル付き無向平面グラフ G，H

点 vVG，uVH 間の基底カーネル k(v, u)

a をそれぞれ全体と色差および面積差に関

メタとして，次式を用いた．

をセグメント分割して

4.2 項ではそのグ

計算する方法につ

とグラフの生成

つのキャラクター画像間の類

画像をグラフ表現

Felzenszwalb らによる

変換を行う．この分

の全画素を頂点と

する頂点への辺を

両端の頂点の元と

みとして与えた後，

して画像セグメン

，辺の重みの値が

され，領域毎に保持

統合が行われる．同

がセグメントとなる．キャ

適用した結果を図１

とすると，分割結果の N

v1,v2,…,vN }と対応

と対応する．また，

（画素数）を，そ

全頂点のラベルの集合

対象としているため

カラーヒストグラムをラベルとして用いているが，

本報告ではセグメン

用いる．L*a* b* 色

の感覚に近い色彩

くキャラクター画

にも，頂点集合 VH，

めておく．

計算

H の対象となる頂

, u) には， と c,

関する調整用パラ

k(v, u) =  e{－ c d(v,u)2}

ここで，s (v) は v に対応するセグメントの

d(v,u)2 は v と u の L*a* b*平均色

与えられたグラフ G のいずれかの

て，各子孫の頂点が VG に含まれ

点がグラフ G 上においても隣接

α分木をα-ary tree-walk と定義

分木と呼ばれる）．グラフ G，

一つの部分木内に同じ頂点が複数回現

えば，viと vjがグラフ G 上で隣接

その子が vj，孫が vi となることもあり

の例を示す．

２つのラベル付き無向平面グラフ

sVH を根とする，深さ p のすべての

ୋܶ
ǡఈ
ሺ�ሻǡ���ܶୌ

ǡఈ
(s)とするとき，t

は次式で定義される．

Kp, (G, H) =  
rVG ITG

p,

sVH JTH
p,

但し，積演算は ୋܶ
ǡఈ

(r), ୌܶ

同形の部分木の対応する頂点対

い部分木についてはゼロ値を返

p に関しては計算効率を高めるために

与えられている[11]．

5. 実験結果

３キャラクター各５枚，計

Walk カーネルによるキャラクター

を行った．１キャラクターに関

を集め，原作及び２次創作両方

中のキャラクターのポーズや構図

うに選んだ．また各画像のサイズは

積になるようにサイズ調整を行

ー間の類似度を測定するために

る．この際には処理前に係数σ

し，分割の大きさのパラメタ

により得られたグラフのうち，

れぞれ１枚を図 3 に示す．３キャラクター

ターは平均色が緑と黒の系統色

ている色の組み合わせが似ている

ターは主に赤系統の色で構成され

ある．

Fig.2 グラフから取り出した

e{－ a |s (v)－s(u)| }

するセグメントの面積（画素数），

平均色の２乗距離である．

のいずれかの頂点を根（root）とし

まれ，かつ親子関係にある頂

隣接しているような有向な部分

定義する（以後，簡単のため部

，H は無向グラフであるため，

複数回現れることもある．例

隣接している場合，親が vi，

なることもあり得る．図２に部分木

グラフ G，H の頂点 rVG，

のすべての部分α分木の集合を

tree-walk カーネル ݇ǡఈ(G, H)

 k(v,u).
p,(r) vI
p,(s) uJ

ୌܶ
ǡఈ

(s)のそれぞれに含まれる

頂点対に対して計算し，同形でな

返すものとする．また，深さ

めるために，再帰的計算手法が

計 15 枚の画像に対して Tree-

カーネルによるキャラクター画像の類似度比較実験

関しては全て同じ服装の画像

次創作両方の絵を含んでいる．各画像

構図，頭身はまばらになるよ

のサイズは 365×365 と同等の面

行った．まず，各キャラクタ

するために各画像をセグメント分割す

σ=0.1 のガウスぼかしを適用

きさのパラメタ k=150 に設定した．この分割

，各キャラクターについてそ

キャラクター中の２キャラク

系統色である領域が多く，使われ

ている．一方，後の１キャラク

され大きく色が異なるもので

したα-ary tree-walk の例 [11].
a)入力キャラクター画像 b)セグメント分割結果画像

Fig.1 キャラクター画像のセグメント
「初音ミク」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社

© Crypton Future Media, Inc.

分割結果画像(領域数=59)

のセグメント分割
株式会社の著作物です。 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5.1 パラメタ cに関する測定

Tree-walk カーネルのパラメタにはα,p,

れらのパラメタの類似度への影響を測定するため

ーネルの L*a*b*色差に関する調整用パラメタである

変化させて類似度を測定した．

事前の測定によって，各基底カーネル上

分散 σ2は約 400 となる事がわかった．

分母 2σ2 の逆数であるので， c の初期値

0.00125 を選んだ． c の値が増加するとガウス

狭くし，より短い L*a*b*距離でのみ高い類似度

ようになる．よって c を増加させると同じ

似度は低下するが，類似度の尺度が変わっているためであ

り，平均類似度が高くなるパラメタが良いという

い．各キャラクターごとの画像群を作成し

から 0.005 まで変化させて各画像間の類似度

ラフを図４に示す．縦軸は平均類似度であり

した画像群の組み合わせを示す．用意した

各５枚分の画像群はそれぞれ，「ルパン三世

音ミク」は B，「式波・アスカ・ラングレー

している．A:B の平均類似度とは，A のキャラクター

群と B のキャラクター画像群の総当たりによって

類似度の平均値である．A:A, A:C なども同様

図４の結果から， c の変化は類似度をほぼ

トさせるのみであり，グラフカーネル全体

に影響を及ぼさない事がわかった．特に各

の平均類似度について，これらは別キャラクター

平均類似度であるにも関わらず，A:A や C:C

クター画像間の平均類似度と同程度の値を

5.2 パラメタ aに関する測定

基底カーネルの面積差に関する調整用パラメタである

を変化させて類似度を測定した．実験の方法

であり，結果のグラフを図５に示す． a の

も B:B は大きく変化しないため，面積の扱

ル内で大きくなるほど B:B の相対的な類似度

いる．一方，A:A は他よりも a の変化に対

く， a=1.9e-5 では A:B の方が上回っている

5.3 αと p に関する測定

グラフカーネル全体の出力値に大きく関

いて，5.1, 5.2 と同様に類似度の測定を行

は類似度にほぼ影響を与えない事がわかったため

に設定し，5.2 より a は大きすぎない値のほうが

a)「ルパン三世(緑ジャケット)」

Fig.3 グラフによるキャラクターの

 c, a がある．こ

するため，基底カ

パラメタである c を

上の L*a*b*距離の

 c はガウス関数の

初期値には 1/800 =

とガウス分布の幅を

類似度が得られる

じ画像の組でも類

わっているためであ

いという訳ではな

し， c を 0.00125

類似度を測定したグ

であり，横軸は比較

した３キャラクター

三世」は A，「初

・アスカ・ラングレー」は C と表記

のキャラクター画像

たりによって得られた

同様である．

をほぼ一定値でシフ

全体の分離性能向上

各 cにおける A:B

キャラクター画像間の

C:C の同一キャラ

を出している．

パラメタである a

方法は 5.1 と同様

の値を増加させて

扱いが基底カーネ

類似度は高くなって

対する変動が大き

いる．

関わるαと p につ

行った．5.1 より c

がわかったため 0.00125

のほうが良いため

b)「初音ミク」 c)「式波

グラフによるキャラクターの表現例．「」内はキャラクター名．
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に 0.000001 とした．結果を図 6 に示す．深さ p =1 ではあ

まり大きな変化が見られないが，p = 2 では計算回数が増え

るために平均類似度は低下したものの，A : B を除いた同

一キャラクター画像間と異なるキャラクター画像間の類似

度の差が大きく現れるようになっている．

5.4 計算時間

αや p の増加は計算回数の極端な増加を招く．5.3 の実

験においてα= 2 , p = 2 における類似度計算を行った際に

は， 2.5Ghz Core i5 搭載 メモリ 4GB の Mac mini による

実行で１時間を超える計算時間がかかった．１つの画像対

に対して 30 秒以上かかる場合も多いため，実用の際には

マルチコア処理への対応が必要だろう．

6. おわりに

本報告では，アニメキャラクター画像の特徴に適合する

ようなグラフカーネルに基づく画像の類似度を測定する方

法を提案したが，現在の結果は良好な類似度を示していな

い．ここでは，その原因について考察すると共に，今後の

課題を述べる．

まず，対象画像をグラフ化するためのセグメント分割法

においては，Fig.2 で示されるように，まだ改良の余地が

残っていると思われる．

次に，現在のグラフの頂点における属性は L*a*b*平均色

とセグメントの面積だけであるので，異なるキャラクター

であっても，類似の色が同程度の面積で配置されている画

像間においては，高い類似度が得られている．また逆に，

全体の色調が異なる画像間においても，低い類似度が得ら

れているわけではない．これらの点については，基底カー

ネルの設計を見直すべきであると考えられる．具体的には，

グラフ頂点の属性にセグメントの位置や慨形の情報などを

追加してグラフの表現力を高めることが必要である．また，

すべての頂点とそれらの辺に対して tree-walk を構成してい

るが，頂点と辺の重要度をそれぞれセグメントの面積や隣

接境界エッジの長さなどで評価して，重要なものを優先的

に使用することにすれば，類似度の改善と計算量の減少を

同時に図ることが可能になる．

今後は，上記の改良を進めると共に，カーネルサポート

ベクターマシンなどの識別器を用いたキャラクター画像の

識別法への展開を進める予定である．
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