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はじめに111

近年，電子書籍が大きな関心を集めている。このなか
で当社は蓄積された画像処理技術を活かして，特に画像
が重要な要素となる電子コミック向けの画像処理技術を
開発し，これら技術を搭載したソフトウェアを中心に電
子書籍の制作や閲覧を効果的に行なうための商品やサー
ビスを提供する事業を実施している。

電子コミック向けの画像処理技術には，Fig. 1に示す
とおり自動コマ検出技術「GT-Scan」1）など「画像解析
技術」と電子書籍に用いられる画像を高品質に変換する

「画像変換技術」からなる「要素技術」とそれらを活用
した「応用技術」がある。

本報告では，2.で「要素技術」を紹介し，3.でそれら
を活用した「応用技術」を紹介するとともに，4.でまと
めと今後の課題などについて解説する。

電子コミック向け要素技術の開発211

電子コミック向けの画像処理要素技術は，Fig. 2で示
すように「画像解析技術」と「画像変換技術」に大別さ
れる。当社ではこれまでに，「画像解析技術」の一つで
ある自動コマ検出技術GT-Scanを開発し1），当社製品

「GT-EpubAuthor for Fixed Layout」2）に搭載し，さま
ざまな場面で電子書籍制作・配信に活用いただいてきた。
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Fig. 1   Image processing technologies used for e-comics.
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Fig. 2   Component technologies for e-comics.
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本報告では，「画像変換技術」に関して2.1でモアレ抑
制画像リサイズ技術「GT-Smartone」および2.2で高品
質画像圧縮技術「GT-ComicEncoder」について紹介し， 

「画像解析技術」に関して2.3で自動吹き出し検出技術
「GT-Balloon」を紹介する。

1モアレ抑制画像リサイズ技術GT-Smartone2111
の開発

コミックを制作する際には，濃淡を表現するためにしば
しばスクリーントーンなどの網点（Half Tone）が用いら
れる。電子コミックが制作から閲覧される工程のなかで，
デジタイズの工程あるいはオーサリング工程や閲覧時の表
示の工程などでリサイズなどの画像処理が行なわれるが，
その際に網点の画像処理に関して「モアレ」と呼ばれる画
質劣化が発生することが問題となっていた（Fig. 3）。
「モアレ」を抑制する技術は，印刷向けを中心にさま

ざまな技術が知られているが3），電子コミック向けにお
いては，

● 入力されるオリジナル画像解像度と中間保存される解
像度，閲覧時に使用される解像度のバリエーションが
きわめて多い。

● デジタイズの過程で，「カラー /モノクロ」「二値/
多階調」など異なる性質を持つ画像フォーマットを
経る可能性がある。

● 一般的に，閲覧時に用いられる端末では汎用的なリ
サイズ処理が採用されるため，モアレ発生が避けら
れない。

● 一般的に，「モアレ抑制」と「シャープネス確保」は，
シャープネスが期待されるエッジを大量に含むコ
ミックでは両立が困難。

といった多くの課題があり，これらを満たす電子コミッ
クに適したモアレ抑制ソリューションが存在しなかった。

特に電子コミック制作工程のリサイズ処理におけるモ
アレの発生が最も重要な問題であるため，われわれは，
これまで長年にわたって蓄積してきた画像処理技術を活
用し，電子コミック向けモアレ抑制リサイズ技術を開発
することとした。電子コミック向けモアレ抑制リサイズ
技術には，

● 入出力や処理過程のバリエーションに対してロバス
ト性を持つこと。

● 将来的に閲覧端末に搭載することを想定して，極力
演算量を抑えること。

● ｢モアレ抑制」と「シャープネス確保」のトレード
オフに対して最適バランスを確保すること。

が期待される。そこでわれわれは，①電子コミックにお
ける網点の統計的性質を徹底的に分析するとともに，②
閲覧に用いられる端末の性質を検討し，③演算量抑制と
モアレ抑制/シャープネス特性の特徴を持つ，電子コ
ミックに適したリサイズ技術GT-Smartoneを新規に設
計・開発することに成功した。

Fig. 4にGT-Smartoneによるリサイズ結果と電子書籍
制作の工程で最も一般的に使われているフォトレタッチ

(a) Original image (b) Resulting image with moiré

Fig. 3   Sample of moiré.

(a) Result with GT-Smartone

(b) Result with popular tool

(a) Result with GT-Smartone

(b) Result with popular tool

Fig. 4   Effectiveness of GT-Smartone.
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ソフトウェアによるリサイズ結果の比較を示す。Fig. 4
より，GT-Smartoneでは滑らかに処理され，モアレが
抑制されていることがわかる。

われわれは，当社製品電子コミック画像変換システム
「GT-Quality」4）への当技術搭載を計画しているととも
に，スマートフォン・タブレット・電子書籍専用端末へ
の当技術展開も検討している。

1高品質画像圧縮技術GT-ComicEncoderの2121
開発

電子コミックの多くは，ネット回線を通じて提供され，
端末のストレージに蓄積される。この際，可能な限り少
ない容量で高画質を確保することが必要となる。電子コ
ミックは，画像データの集合体として提供されることが
多く，そのほとんどのケースでJPEG形式5）で圧縮され
ている。ところがJPEG圧縮技術は「写真」の圧縮を主
要として想定されているため，写真とはデータの傾向が
違うコミック画像の圧縮では圧縮効率が十分ではなかっ
た。

われわれは，非常に多数の「コミックをスキャンした
画像」の統計的あるいは視覚的な性質を分析し，それに
基づきコミック画像に最適化され，かつ汎用的なJPEG
を扱えるビューアで解凍可能なJPEGデータを生成可能
なエンコーダGT-ComicEncoderを開発した。

Fig. 5に，GT-ComicEncoderと一般的なフォトレタッ
チソフトウェアで作成した画像ファイルのファイル容量
と画質（平均二乗誤差）の比較を示す。Fig. 5からわか
るように，一般的なフォトレタッチソフトウェアと比較
して，GT-ComicEncoderは同等の画質においてファイ
ル容量を5 ～ 15%程度削減できることがわかる。
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Fig. 5   Effectiveness of GT-ComicEncoder.

われわれは，当社製品の電子コミック画像変換システ
ムGT-Qualityに当技術を搭載しており，多くの利用者
様よりご好評をいただいている。

自動吹き出し検出技術GT-Balloonの開発2121
われわれは，電子コミック制作における手作業でのコ

マ情報割付作業の工数を劇的に削減するために自動コマ
検出技術GT-Scanを開発し1），活用してきた。

GT-Scanを多くの場面で活用いただくにあたり，
● ｢コマ」だけでなく，ページやコマ内に記述された

さまざまなオブジェクトを画像解析により抽出し
てほしい。

● 特に「吹き出し」は翻訳や文字情報の抽出，画像領域
と性質の異なる文字領域に異なるパラメータで処理を
行なうなど，活用度が大きく最優先で抽出したい。

といった多くの声を頂戴した。
そこでわれわれは，画像解析による自動吹き出し検出

技術GT-Balloonを開発することとした。
多様なコミック画像をサンプルに，吹き出しの形状や

内容などの特徴を分類し，吹き出しの領域を自動検出す
るロジックを試作し，多くのサンプルデータによりロ
ジックやパラメータの最適化を施すことで，GT-Balloon
を完成させた。

Fig. 6に，GT-Balloonの処理結果を示す。Fig. 6より，
画像解析により良好に吹き出し領域を自動検出できてい
ることがわかる。

：Areas：Areas detected by GT-Balloon

Fig. 6   Result of processing by GT-Balloon.

GT-Balloonは，翻訳や文字情報抽出，画質向上など
さまざまな用途で応用することが可能だが，3.では自動
翻訳への応用について紹介する。
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電子コミック向け応用技術の開発211
～自動翻訳システムGT-Translate ～

開発の背景2111
前章で紹介した電子コミック向け要素技術を，それぞ

れ単体で使用するだけでなく，有機的に組み合わせるこ
とで新たな価値を生む「応用技術」へ発展させることを
考えたい。

その一例として，世界中で読まれている日本のコミッ
クを各国語に翻訳する作業を自動化することを目標に，
吹き出し検出技術GT-Balloonを中心に，電子コミック
を自動翻訳するシステムの実現を検討した。

1電子コミック自動翻訳システム2121
GT-Translate

GT-Balloonなどの要素技術やほかの既存技術を組み
合わせ，電子コミックをリアルタイムで自動的に翻訳す
るシステムGT-Translateを開発した。

●ユーザ操作フロー
　システムは以下のような操作によって動作する。
　（1） 電子コミック表示：  

スマートフォンのコミックビューア上で，電子
コミックを表示する。

　（2） 翻訳指示：  
リストから翻訳したい言語を選択して，翻訳を
実行する。

　（3） 翻訳結果表示：  
コミックの吹き出し位置に，翻訳された他国語
のテキストが重ねて表示される。

●システム構成
　 GT-Translateは，ユーザが操作して翻訳指示を行

ない，翻訳結果を表示する「GT-Translateクライ
アント」と，実際の翻訳処理を行なう「GT-Translate
サーバ」の二つの要素によって構成される，クライ
アント－サーバ型のシステムである（Fig. 7）。

●内部処理フロー
　 システム内部では，以下のような処理を行なっている。
　（1） 翻訳指示：  

まずはGT-Translateクライアントのビューア
がユーザ操作を受け付け，言語を指定してGT-
Translateサーバに対して翻訳指示を行なう。

　（2） 解析用画像生成：  
GT-Translateサーバは，翻訳対象のコミック
画像を受け取り，解析用画像に変換する。ここ
では画像変換の要素技術を組み合わせて使用
し，解析精度を落とさず高速に処理できる最適
な大きさにリサイズしている。

　（3） 吹き出し検出：  
続いて，解析用画像に対しGT-Balloonで吹き
出し検出を行なう。この時，吹き出し位置と同
時に，吹き出し内の文字領域の矩位置を検出し
ている。

　（4） 吹き出しテキスト抽出：  
検出した吹き出し領域の画像から，OCRを用
いて吹き出し内に配置される文字列（吹き出し
テキスト）を抽出する。

　（5） 吹き出しテキスト翻訳：  
吹き出しテキストを，指定された他言語に翻訳
する。翻訳には既存の翻訳ウェブサービスを使
用し，通信により翻訳結果を受領している。

　（6） 翻訳吹き出し画像生成：  
翻訳結果の他言語テキストを，吹き出し領域に
重ねて表示するための画像（翻訳吹き出し画像）
を，吹き出し一つごとに生成する。この時，吹
き出し領域の幅を考慮し，テキストの折り返し
位置や文字サイズを適切に調節している。

　（7） 翻訳ページ画像合成：  
ページ内のすべての翻訳吹き出し画像を合成
し，もとのコミックのページ画像にそのまま重
ねて表示できる翻訳ページ画像として生成す
る。GT-Translateサーバは，（2）から（8）まで
の処理を終えると，翻訳結果をGT-Translate
クライアントに送信する。

　（8） 翻訳ページ画像オーバレイ表示：  
GT-Translateクライアントは，受け取った翻訳
結果（翻訳ページ画像）をもとのコミックのペー
ジ画像の上に重ねて表示する。すると，吹き出
し位置に翻訳テキストが上書きで表示される。
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Fig. 7   GT-Translate system configuration diagram.
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以上のような処理を通じて，GT-Translateは電子コ
ミックのリアルタイム自動翻訳を実現した（Fig. 8）。

成果と課題2121
GT-Translateによって「モバイル端末で電子コミッ

クを閲覧しながら，吹き出し内の文字列を指定した言語
に自動翻訳する」という衝撃的なユーザ体験をひとまず
は実現することができた。あらかじめ用意した翻訳テキ
ストを用いず，これをすべて画像処理技術により達成し
たという点において，一定の成果を上げたといってよい
と考える。

一方で，肝心の吹き出しテキストの翻訳精度は，現状
では読むに耐えるレベルに達したとはいい難く，以下の
ような技術課題が浮き彫りになった。

● 吹き出しテキストは口語による「セリフ」が中心的
であり，そもそも機械翻訳に向いていない。

● また，個々の吹き出しテキストは絵と合わせて読む
のが前提のため前後の文脈が省略されている場合が
多く，こちらも翻訳精度が上がらない要因になって
いる。

このように，現状のGT-Translateは「コミックのリ
アルタイム自動翻訳」という用途に向けては翻訳精度の
課題が大きく，実用レベルに到達するにはまだ時間を要
すると思われる。

一方で，「吹き出し内の文字領域の検出」「検出した文
字領域の白塗り」「吹き出し内文字領域への翻訳テキス
トの再配置」など「翻訳精度」に関連しない処理工程に
ついては，十分に実用化可能なレベルに到達できた。

そのため，当面は目的を「電子コミック翻訳版の簡易制
作」にシフトし，翻訳支援ツールと位置づけて知見を積ん
でいくことで，将来的な「コミックのリアルタイム自動翻
訳」の実現に向けて着実に技術を向上させていきたい。

まとめ411

電子コミックの制作・配信・閲覧における画像に関す
る課題を解決するために，コマや吹き出しといった画像
の構成要素の座標を自動検出する「画像解析技術」と，
品質と容量の最適なバランスを保った画像を生成するた
めの「画像変換技術」という二つの「要素技術」を開発
してきた。

そして，これら要素技術を，電子書籍編集ツールや電
子コミック画像変換システムといったソフトウェア製品
に搭載し，市場の評価を得てきた。

また，こうした要素技術の組み合わせから新しい価値
を生み出す「応用技術」として，電子コミック自動翻訳
システムを開発し，ワールドワイドな電子コミックの拡
大を見据えた技術課題の発掘を行なった。

今後は，「画像解析技術」「画像変換技術」という二つ
の要素技術にさらに磨きをかけるとともに，これらの有
機的な組み合わせによって新しい価値を創造する応用技
術の開発にも引き続き取り組み，電子コミックの快適な
制作・配信・閲覧を実現するソリューションとして市場
に投入していきたいと考えている。

Fig. 8   Result of processing by GT-Translate.

After: Translated into Hindi 

Before: In Japanese
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また，これらの技術を，電子コミックのみならず画像
を用いた固定レイアウトの電子書籍全体に広く応用展開
することで，電子書籍のさらなる普及・発展に寄与し，「紙
を真の意味でデジタル活用する」という観点でさまざま
な技術貢献をしていきたい。

参考文献

 1)  野中俊一郎ほか. コミックスキャン画像からの自動
コマ検出を可能とする画像処理技術「GT-Scan」の
開発. 富士フイルム研究報告. No.57, 46-49 (2012).

 2)  富士フイルムニュースリリース. 2012-12-17.  
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_0726.html

 3)  井上義章. 新しいデジタルスクリーニング技術の画
像品質. 印刷学会誌. 38 (6), 30-34 (2001).

 4)  富士フイルムニュースリリース. 2012-4-2.  
http://fujifilm.jp/information/articlead_0154.html

 5)  ISO/IEC 10918-1:1994. Information Technology  
- Digital compression and coding of continuous - 
tone still images: Requirement and guidelines.

※ ｢プリンスは恋を歌う」
　©HARUMO SANAZAKI 2009/  
　OHZORA PUBLISHING Co. （Fig. 3, Fig. 4, Fig. 6, Fig. 8）

（本報告中にある “GT-Balloon”，“GT-Quality”，“GT-Scan”
は富士フイルム（株）の登録商標です。“GT-EpubAuthor”
は富士フイルム（株）により商標登録出願中です。）


