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Preface

SIG2D (Special Interest Group on 2D Information Processing;しぐつーでぃー)は，二次元情報処理に強い興味を持つ研究者・技術
者によるグループである．
情報処理技術は二次元の創作活動とその流布に大きく寄与してきた．インターネットと個人ホームページの普及，またその後の

pixiv,ニコニコ動画等の二次元作品投稿サイトの登場により，アマチュアの作家は容易に広く二次元作品を発表できるようになり，
さらに VOCALOID, Miku Miku Dance等の無料/安価な二次元創作ソフトウェアの普及により，二次元クリエイターの敷居は引き下
げられつつある．その結果，今日のインターネット上には大量の二次元コンテンツが溢れており，人間の大いなる生きる糧となっ
ている．
一方で，流通する二次元コンテンツがあまりに膨大になってきたため，新たな可能性や課題が出てきている．その一例として，イ

ンターネット上の全ての二次元コンテンツの中から，自分好みのコンテンツを高い精度と再現率で巡回するにはどうすればよいか，
という問題が挙げられる．自分のお気に入りの絵師様の新作を追いかけるとしても，一般的にはそのような絵師様は数十人～数百
人単位で居るため効率性が課題となる．まだ見知らぬ素晴らしい絵師様を探す作業も並行して行なわなければならない．より一般
的に，今まで知らなかったかわいい画像を探し出すにはどうすればいいだろうか．これら全てを手動で行なうことはとても難しく，
結果として我々は毎日気の赴くままにインターネットを徘徊し，多くの時間を非生産的に過ごすことになっている．

SIG2Dは人間の二次元情報処理に関する諸問題を情報技術により解決し，人類がより幸福に非生産的な時間を過ごせるようにな
ることを目標に結成された．
上記の目的を達成するため，SIG2Dでは年次の研究会を開催し，発表及び意見交換を行なっている．本会議録は，2015年 6月に

熱海で行なわれた第 4回会議の結果をまとめたものである．

— SIG2D Committee
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Appending Kemomimi to Sisters

妹へのケモミミ付加

Curone Kogitsune
Pastillage Research

Esnart, Principality of Pastillage

ABSTRACT
けもみみのいもうと
けもみみのいもうと
けもみみのいもうと
けもみみのいもうと
けもみみのいもうと
けもみみのいもうと
けもみみのいもうと
けもみみのいもうと
けもみみのいもうと
[5][16]

1. INTRODUCTION
妹 [4][3][9] にケモミミを生やすことは重要である．しかし

ながら妹にケモミミを生やすためには，絵画スキルを上げて自
分でケモミミを描く [7][8]か，Clover Day’sのファンディスク
[10] でケモミミを追加するパッチ [12] が実装されることが必
要である．
また，妹に限らず，任意の妹ないし二次元キャラにケモミミ

を生やす需要が考えられる．自分でケモミミを描く場合，N 人
の二次元キャラに対して N 枚のケモミミを描く必要がある．
その上，ケモミミの種類・型状は多種多様であり，どのような

ケモミミを生やしたいかも多様である．DOG DAYS[6]に限っ
ても，少なくともリス耳，犬耳，狐耳，ウサギ耳，猫耳などが
存在し，また同じ犬耳の中でもミルヒオーレ・フィリアンノ・
ビスコッティ，リコッタ・エルマール，エクレール・マルティ
ノッジの三人では耳の型状が大きく異なり，好みが分かれる場
合もあるかもしれない1．色々なケモミミを試してみたい場合
には，M 種類のケモミミがあると NM 通りの組み合わせがあ
り，自分でこれらをすべて描くのは難しい．
本論文では，適当なコラージュでもある程度ケモミミによる

幸福を享受できるという期待のもと，二次元キャラの存在及び
その画像の存在を入力として仮定し，それに対してケモミミを
半自動で付加するシステムを提案する2．本システムは，二次
元キャラの画像が与えられた時に，二次元顔検出を用いて顔を
検出し，あらかじめ用意したケモミミの画像の位置・角度・大
1私はみんな好きです．でもクー様の方がもっと好きです．
2http://mimi.pastillage-research.org/
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personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
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bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
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Figure 3: ケモミミパーツ
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Figure 1: ケモミミ付加Webシステム

Figure 2: ケモミミ変換
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きさ・色を調整して貼り付けることで，ケモミミ画像を生成す
る．これにより，自分で全て描くのに比べて簡単にケモミミを
付加することができる．
ケモミミを追加する場合，二次元キャラの他の部分 (主に近

接する顔，髪など)とケモミミ部分が以下の点について調和し
ている必要があると考えられる:

• 位置
• 角度
• 大きさ
• 色彩
• 画風 (塗り，線の太さやタッチなど)

本システムでは，このうち位置・角度・大きさについては，
顔の位置・角度・大きさに合わせて平行移動・回転・拡大縮小
を行う．色彩については，髪の色に合わせて色変換を行う．画
風については，複数のケモミミパーツを用意することで，どれ
か一つは画風が合致することを期待している．
これらのためのパラメータ (位置，色など) の初期値は Ani-

meFace[14]を用いて，ヒューリスティックな方法で与える．そ
れだけでは十分でない場合が多いため，Webブラウザ上でそれ
らを調整するインターフェースを提供する．
また，本論文では，この際用いる色変換において，ケモミミ

及び髪から 2 色ずつ (明るい部分の色と陰の部分の色) をパラ
メータとして取って色変換を行うアルゴリズムを提案する．ナ
イーブな色変換アルゴリズムでは，色陰効果 [17]による不自然
なケモミミの色が発生し，幸福度の減少を招くことを示す．
上記システムの評価のため，被験者に対して本システムで生

成した画像を示し，それらに対する評価や画像の不自然な点を
主観的に評価させた．これにより，ケモミミパーツに対する選
好や各生成結果に対する評価，画像のどのような不自然さに敏
感であるかが被験者によって大きく異なることを示す．また，
提案する色変換手法により，ケモミミ付加画像に対するスコア
が向上することを示す．
本研究の貢献は以下の通りである．

• 画像をドラッグアンドドロップした後，マウス操作でケ
モミミの位置・色合わせを行うことで自然なケモミミ画
像を効率よく合成できるシステムを実装し，著者の幸福
度を向上させた．

• 上記システムで用いるケモミミ色変換アルゴリズムを提
案し，妹のケモミミの自然さが増加することを示し，著
者の幸福度を向上させた．

2章では，本論文で提案するケモミミ付加システムについて
を述べる．2.2節では，本論文で提案する色変換手法を述べ，ナ
イーブな手法の問題点を示す．3章では評価を行い，4章で関
連研究について述べ，5章で結論する．

2. ケモミミ付加WEBシステム
本システムは，サーバークライアント方式で実装され，Web

ブラウザ上でのユーザーインターフェースを備えたシステムで
あり，以下のコンポーネントを有する．

• 複数のケモミミパーツの画像および合成用パラメータ
• サーバー側プログラム (AnimeFace による付加対象画像
の初期パラメータの推定，及びケモミミパーツのデータ
の提供を行う)

• クライアント (Webブラウザ)側プログラム (ケモミミ付
加の画像処理，及びユーザーインターフェースの提供を
行う)

本論文では，ケモミミを追加する対象である二次元キャラの
画像を「付加対象画像」と呼ぶ．ケモミミパーツ及び付加対象画
像には顔の位置や色などのパラメータを付与するが，パラメー
タの詳細については 2.1節で述べる．
図 1に，本システムでのケモミミ付加の流れを示す．

1. サーバー上には，あらかじめ用意された複数のケモミミ
パーツの画像および付加に必要なパラメータが格納され
ている．図 3 に今回用いたケモミミパーツ画像を示す．
これらは絵描きの方々に依頼して描いていただいた．現
時点ではこれらのパーツは自動生成できないため，手動
で作成している．

2. ユーザーがWebブラウザを通して付加対象画像を入力す
ると，付加対象画像がサーバーに送信され，サーバー上
で AnimeFaceによる顔検出が実行される．サーバーは顔
位置や髪の色など，付加対象画像の初期推定パラメータ
をWebブラウザに送信する (2.3節)．

3. JavaScriptで実装されたケモミミ変換器がWebブラウザ
上で実行される．付加対象画像のパラメータ (2.)とケモミ
ミパーツのパラメータ (1.)を元に，ケモミミパーツの画像
を変換して位置合わせ・色合わせを行う (2.1節，2.2節)．

4. 変換されたケモミミパーツと付加対象画像を重ね合わせ
てケモミミ付加された画像が生成される．

5. この結果画像のケモミミ部分をドラッグすることで，付
加対象画像のパラメータを調整し，位置や色を調整する
ことができる．

なお，現在実装されているケモミミパーツについては，髪の
色と連動する部分 (例: 猫耳等の外側の部分)と連動しない部分
(例: 狐耳の白い耳毛の部分)があることを想定しており，ここで
の色合わせは前者の髪の色と連動する部分のみ色を変更してい
る．髪の色と連動する部分はマスク画像により領域指定を行っ
ているため，例えば耳のすべての領域の色が髪の色と連動する
ようなケモミミもサポートできる．

2.1 ケモミミ変換器と画像のパラメータ化
本システムでは，複数のケモミミパーツを共通の方法で抽象

化して，ケモミミ付加を共通の方法で行い，またケモミミの種
類だけを簡単に変更できるように，図 2に示すようなパラメー
タ化を行う．まず，本システムでは，ケモミミパーツにおいて
想定される顔部分，及び付加対象画像の顔部分を円で近似する．
そして，ケモミミパーツ及び付加対象画像の顔部分について以
下のようなパラメータ化を行う．
各ケモミミパーツについては，以下のパラメータを設定する

(図 2(a))．これらのパラメータは現在ケモミミパーツの作成時
に人手で設定・調整している．

• mimiCenter: 顔部分の中心座標

• mimiR:顔部分の直径

• mimiDeg: 顔部分の傾き (顔の上方向と画像の y軸負方向
との角度)

• mimiColor: ケモミミの (明るい部分の)色

• mimiShadowColor: ケモミミの陰の色

付加対象画像の顔部分については，同様に以下のようなパラ
メータを設定する (図 2(b))．

• center: 顔部分の中心座標

• r: 顔部分の直径
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• deg: 顔部分の傾き

• color: 髪の (明るい部分の)色

• shadowColor: 髪の陰の色

これらのパラメータは，AnimeFaceによって初期値を与える他，
Web ブラウザ上の操作によってユーザーが調整可能となって
いる．
なお，これらのパラメータは「顔部分の中心座標」などを想

定して設定したが，実際にはケモミミを手動でフィッティング
させつつ，多少回転させた時に他のパラメータを変更しなくて
も自然に見えること，などを考慮して，著者が手動で設定した．
そのため，直観的な「顔部分の中心座標」とは一般には一致せ
ず，実装者やユーザーの主観によって左右されるものである．
そのため，2.3節で述べる初期パラメータ推定方法も，ここで著
者が設定したケモミミパーツのパラメータ値に依存している．
ケモミミ変換器においては，変換後のケモミミパーツと付加

対象画像の顔部分の中心座標，直径，傾きが一致するように，
それぞれ平行移動 (center−mimiCenter)，拡大縮小 (r/mimiR
倍)，回転 (deg− mimiDeg 度) している (図 2(c))．パラメータ
化により，ケモミミ変換器はパラメータのみを元にこれらの処
理を行っている．色変換については，ケモミミパーツ画像の各
ピクセルについて独立に，次の 2.2節で述べる色変換法を適用
することで色合わせを行う．

2.2 ケモミミ向け色変換
この節では，ケモミミパーツ (の髪の色と連動する部分)の色

を，mimiColor, mimiShadowColor, color, shadowColorを元
に付加対象画像に合うように変換する方法を述べる．本システ
ムでは，単一の (例えば緑色の)ケモミミパーツを，二次元キャ
ラの髪の色に合わせて色変換を行うことで，ケモミミパーツを
各色に合わせて複数用意することなく，任意の髪の色の二次元
キャラに自然に合成できるようにする．
色変換を行うために，色相の変更などが RGB色空間より直接

適用しやすい HSV色空間 [2]上で操作を行った．HSV色空間
は H(Hue;色相)，S(Saturation;彩度)，V(Value;明度)からなる．
今回は各成分の操作を独立して行えるよう，円柱モデル [2]を
用いた．各成分の範囲は 0 ≤ H < 360, 0 ≤ S ≤ 1.0, 0 ≤ V ≤ 255
とした．
以下では，ケモミミパーツのピクセルの色 inputを受け取っ

て，変換後のピクセルの色を result に格納するものとする．
mimiColorの H成分を mimiColor.Hのように表記する．
図 7に 2つのケモミミパーツ (図 7(a),図 7(b))に対して，そ

れぞれ黄系統 (杏鈴向け)，青系統 (杏璃向け)の変換を各色変換
法を用いて適用した結果を示す (注意: 図 7 はこの冊子の末尾
から 2 ページ目に離れて収録されている)．杏鈴たん杏璃たん
については自明であるためここには掲載しない．各自自分の杏
鈴たん杏璃たんを参照していただきたい．
左右それぞれの列について，色変換に用いた各パラメータ

を表 1に示す．これらのパラメータの色 (R, G, B)は，それぞ
れのケモミミパーツ画像及び杏鈴，杏璃の髪の画像から，ケ
モミミや髪の明るい部分 (陰ではなく，かつハイライトでもな
い，ケモミミや髪の大部分を占める色領域)及び陰の部分から 1
点を選びそのピクセル値を取ることで設定した．なお，color,
shadowColor については妹の情報保護の観点からキリのよい
数字に丸めてある．HSV成分についてはこれらを単に RGBか
ら変換したものである．
ナイーブには，ケモミミと髪の明るい部分の色 (mimiColor

と color)が一致するように色変換する手法が考えられる．し
かしながら，ケモミミと髪の陰の色 (mimiShadowColorと
shadowColor)も合わせることが重要である．陰の色を合わせ
ないと，ケモミミと髪とで陰の色の不一致が発生するだけでな
く，ケモミミ上に不自然な色が生じるためである．

図 7(e), 7(f), 7(g), 7(h)は後述の色変換法 2・色変換法 3(2.2.2
節・2.2.3節)により変換されたケモミミパーツの画像である．
これらの結果では，金色のケモミミの一部が緑に見えたり，紺
色のケモミミの一部が黄色がかって見えたりするため，ケモミ
ミ単体としても不自然な色となっている．
表 1に見られるように，明るい部分と陰部分の色の関係は以

下の通り一定ではない．

• H成分は陰の方が大きいもの (図 7(a)の耳の色)，陰の方
が小さいもの (図 7(b)の耳の色，及び杏鈴の髪の色)，陰
とそうでない部分とでほとんど変わらないもの (杏璃の髪
の色)の全ての場合がある．

• S成分は陰の方が大きいもの (図 7(a)の耳の色，杏鈴と杏
璃の髪の色)と陰の方が小さいもの (図 7(b)の耳の色)と
がある．

• V成分は全ての場合で陰の方が小さい．

このため，明るい部分の色だけをパラメータとして取り，陰
の色を推定して色変換を行うことは難しそうである．このため，
本システムでは，耳及び髪について明るい部分と陰の部分の両
方の色をパラメータとして取る色変換法を提案する (2.2.1節)．
また，2.2.2節及び 2.2.3節では，耳及び髪について単に一色

のみ (=明るい部分の色)をパラメータとして取る色変換法につ
いて述べる．これらの方法では H成分あるいは S成分のマッ
チングが不完全であり，その結果として (実際のピクセルの差，
あるいは人間の視覚特性により)不自然な色として見えること
を示す．
なお，本節は色について取り扱う．印刷の具合，あるいはディ

スプレイ・OSのカラープロファイルの具合によって見え方が
異なることも考えられる．

2.2.1 色変換法 1 (提案手法): 二色フィッティング
図 5に色変換法 1のコードを示す．これは，ケモミミ及び付

加対象画像のそれぞれから，明るい部分と陰部分の色 2色をパ
ラメータとして取り，それを元に色を変換する．
図 4に，ケモミミパーツ上のピクセル値から変換後のピクセ

ルス値への変換グラフを H, S, Vそれぞれについて示す．基本
的には入力ピクセルの明度 input.Vのみを用いる．
明度 (図 4(c))については，

1. 入力の明度 input.V == 0の時: 出力の明度 result.Vは
0 (黒)

2. 入力の明度 == 耳の影の明度 mimiShadowColor.V の時:
出力の明度は髪の陰の明度 shadowColor.V

3. 入力の明度 ==耳の明るい部分の明度 mimiColor.Vの時:
出力の明度は髪の明るい部分の明度 color.V

として，その間を線形補完している．入力の明度が 0に近づく
時に出力の明度も 0に近づけているのは，黒の輪郭線が黒の輪
郭線に色変換されるようにするためである．
彩度 (図 4(b))についても同様であるが，入力の明度 input.V

が耳の影の明度 mimiShadowColor.V以下の場合は入力の彩度
input.Sを使って線形補完している点が異なる (図 4(b)の空白
部分;入力の明度の関数にならないためグラフの線を引いてい
ない)．入力について，明度以外を用いているのはここのみで
ある．
色相 (図 4(a))については，

1. 入力の明度が mimiShadowColor.Vから mimiColor.Vま
での間の場合は，出力の色相が shadowColor.Hから
color.Hまで変化するように線形補完する．
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Table 1: 図 7の色変換パラメータ

図 7 R G B H S V
左列 ケモミミパーツ#4 mimiColor 87 207 145 149 0.58 207

mimiShadowColor 23 140 131 175 0.84 140
左列 金髪 (杏鈴向け) color 255 255 192 60 0.25 255

shadowColor 240 160 128 17 0.47 240
右列 ケモミミパーツ#5 mimiColor 81 184 113 139 0.56 184

mimiShadowColor 107 135 101 109 0.25 135
右列 紺髪 (杏璃向け) color 100 100 150 240 0.33 150

shadowColor 50 50 100 240 0.50 100

2. 入力の明度が mimiShadowColor.V以下あるいは
mimiColor.V 以上の場合には，それぞれ出力の色相を
shadowColor.Hあるいは color.Hとする．

2. のようにするのは，とても明るいあるいはとても暗い明度
領域で変な色相が出ないようにするためである．
また，色相は 360度で循環しているため，

result.H = Math.min(t, 1) *
(color.H - shadowColor.H) +
shadowColor.H;

のように，色相差をそのまま用いて線形補完すると，例えば
オレンジ (色相 30) から赤紫 (色相 330) まで変化させる時に，
「オレンジ (30)→赤 (0)→赤紫 (330)」ではなく「オレンジ (30)
→黄色 (60) →緑 (120) →青 (240) →紫 (300) →赤紫 (330)」と
なってしまい，虹色のケモミミが出現する．これを防ぐために，
hDiffが 180度以内になるようにしている．
この色変換法 1 では，アニメ塗りなどケモミミパーツに陰

がほとんど存在しない場合には 0除算が発生する．そのため，
mimiColor.Vと mimiShadowColor.Vとが等しい場合には FAIL
を返すこととし (図 5 1～4 行目)，他の色変換法を用いること
とする．
この色変換法 1 を用いた変換結果を図 7(c), 図 7(d)に示す．

以下に述べるように，より単純な，陰部分の色をパラメータと
して用いない色変換法では左列金色の耳の縁が緑に見えたり，
右列紺色の耳の一部が黄色っぽく見えたりする問題が発生する．
色変換法 1においてはこのような問題はこの図 7の場合発生し
ていない．このことが，以下の色変換法に比べてケモミミ付加
結果のスコアを向上させることを評価において示す．

2.2.2 色変換法 2: 色相単純シフト
単純な色変換の方法としては，HSV色空間上で Hを固定値

だけ加算する，というものがある．S, Vについては固定比をか
けている．

result.H = input.H + (color.H - mimiColor.H);
result.S = input.S * (color.S / mimiColor.S);
result.V = input.V * (color.V / mimiColor.V);

この方法を用いた変換結果を図 7(e),図 7(f)に示す．
図 7(e)ではケモミミの縁部分の陰が緑色に見える．これは，

図 7(a)のケモミミパーツの明るい部分は緑であるのに対して陰
の部分は青緑で塗られており，陰の部分の方が H(色相)の値が
大きいためである．これをそのまま金髪領域にシフトすると，
明るい部分が黄，陰の部分が黄緑の領域となるため，陰が緑に見
えるのである．これを杏鈴画像に付加すると，杏鈴の髪には緑
色系統の部分が見られないため特に顕著に不自然に感じられる．
一般に，この色変換法 2はケモミミと付加対象画像とで，陰

をつける時の色相や彩度のずれが逆方向だと不自然になると考
えられる．

2.2.3 色変換法 3: 単一色相化
これに対処するため，例えばケモミミパーツの色相を無視し

て，髪の色に連動する部分は色相をすべて単一の値にすること
が考えられる．S及び V成分については同じである．

result.H = color.H
result.S = input.S * (color.S / mimiColor.S);
result.V = input.V * (color.V / mimiColor.V);

この方法を用いた変換結果を図 7(g),図 7(h)に示す．
これらの図においてはケモミミの外側部分の色相はすべて同

一である．しかし，図 7(g)ではなおもケモミミの縁部分の陰が
緑色に見え，図 7(f)ではケモミミの付け根に近い部分が黄色が
かって見える．本図は変換後のケモミミパーツ部のみ掲載して
いるため分かりにくいかもしれないが，杏鈴たん杏璃たんに付
加するとより明らかに緑色/黄色っぽく見える．
これは，「金髪の髪の陰を，色相が同じで彩度/明度が低い色

で塗ると緑っぽく見える」という現象であり，[17]で色陰現象
として詳しく論じられている．また実際に杏鈴の髪の陰は赤に
近い色相の色で塗られている．
また，図 7(h) と実際の杏璃たんの髪はどちらも，明るい部

分も陰も色相はほぼ同じ青であり，陰の方が明度が低い．しか
し，ケモミミパーツ#5(図 7(b))で陰の部分の彩度が低くなって
いることに対応して，図 7(h)では陰の部分の彩度が明るい部分
よりも低い．一方，杏璃の髪は陰の部分の方の彩度が高い．こ
の差によって，同様の錯覚によって黄色っぽい色が見えている
のかもしれない．

2.3 初期パラメータの推定方法
図 6 に，AnimeFace を用いた付加対象画像の初期パラメー

タの推定方法を示す．AnimeFaceは推定結果として顔及び顔の
パーツの位置を矩形領域として返す．ここでは，顔及び左右の
目の位置及びサイズを用いて，以下のように推定した．
点 Aを右目の中央，点 Bを左目の中央とし，点 Cを ABの

中点とする．また，顔の幅をW とする．ABの垂直二等分線上
の，点 Cから 0.2W 顔上方に離れた所を点 Dとする．そして，
各パラメータを以下のように設定する．

1. mimiCenter: 点 Dの座標

2. mimiR: 1.15W

3. mimiDeg: 点 C→点 Dの方向 (y軸負方向 = 0度，そこか
ら半時計回りに増加)

4. mimiColor: AnimeFaceの返す髪の推定色
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(a) Hの変換グラフ

(b) Sの変換グラフ

(c) Vの変換グラフ

Figure 4: 色変換法 1

if (mimiColor.V == mimiShadowColor.V) {
result = FAIL;
return;

}
var t = (input.V - mimiShadowColor.V) /

(mimiColor.V - mimiShadowColor.V);
if (t >= 0) {

var hDiff = (color.H - shadowColor.H);
if (hDiff >= 180.0) {

hDiff -= 360.0;
} else if (hDiff <= -180.0) {

hDiff += 360.0;
}
result.H = Math.min(t, 1) * hdiff +

shadowColor.H;
result.S = t * (color.S - shadowColor.S) +

shadowColor.S;
result.V = t * (color.V - shadowColor.V) +

shadowColor.V;
} else {

result.H = shadowColor.H;
result.S = (input.S / mimiShadowColor.S) *

shadowColor.S;
result.V = (input.V / mimiShadowColor.V) *

shadowColor.V;
}

Figure 5: 色変換法 1

Figure 6: 付加対象画像の初期パラメータの推定
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注意点としては，回転が大きくない顔の場合左目は画像右側
に見えることと，また，座標系が数学的座標系と y軸方向が逆
であることとがある．また，点 Dの座標は AnimeFaceの返す
顔領域の中央とは一般に一致しない．
現在，mimiShadowColorは自動では推定されない．

mimiShadowColorを用いない色変換法を用いるか，Webブラ
ウザ上の UIから髪の陰の色を指定する必要がある．
このパラメータ推定方法はいくつかのケモミミ画像をフィッ

ティングする過程で手作業で調整した．

3. 評価
3.1 評価方法
3.1.1 評価実験 A
付加対象画像には表 2に挙げた 8キャラ 10枚の画像を用い

た．これら 10枚の画像に対して本システムを用いて図 3に示
す 8種類のケモミミパーツを付加し，筆者が位置・角度・色な
どの付加対象画像パラメータを調整したのち，4名の被験者に
ケモミミ付加結果の画像 (計 80枚)を示し，各画像に対して以
下の問いに答えてもらった．色変換には色変換法 1(提案手法)
を用い，FAILを返した場合には色変換法 2にフォールバック
した．このフォールバックはケモミミパーツ#3 の場合は常に
起きており，他のケモミミパーツでは発生しない．

• スコア: 1(悪い)～5(良い)．

• 不自然で気になる点:「色」「位置・角度・サイズ」「頭・
髪との接続」「画風・塗り」「その他 (自由回答)」(複数回
答可)．

3.1.2 評価実験 B
評価実験 Bでは，色変換手法の評価を行った．
付加対象画像としては杏鈴 (付加対象画像 ID0)と杏璃 (付加

対象画像 ID1)を用いた．ケモミミパーツとしてはケモミミパー
ツ#4, #5(図 3(d), (e))を用いた．これは，2.2節，図 7において色
変換法 2, 3の問題点を示した時に用いたもの (図 7(a), 7(b))と
同じである．各ケモミミパーツ及び各付加対象画像のパラメー
タは表 1に示されている3．
これら 2 枚の付加対象画像と 2 つのケモミミパーツに対し

て，色変換手法 1, 2, 3 をそれぞれ適用してケモミミ付加を行
い，評価実験 Aと同様に筆者が付加対象画像パラメータを調整
したのち，4 名の被験者にケモミミ付加結果の画像 (計 12 枚)
を示し，各画像に対してスコアのみ答えてもらった．
なお，評価実験 Aと Bの被験者は (共通して参加した被験者

もいるが)異なる．

3.2 評価結果と考察
3.2.1 評価実験 A
表 3に，各ケモミミパーツごと，各被験者ごとの平均スコア

(10枚の付加対象画像での平均)を示す．太字で示したものは，
各被験者に対して#1～#8のうちで最高スコアのものである．最
高スコアを達成したケモミミパーツは，#6が最高である被験者
が多いものの，被験者ごとに異なっている．このことから，単
一の最高のケモミミパーツが存在するわけではなく，複数のケ
モミミパーツを用意することに意味があると考えられる．
表 4に各被験者 (+著者)の挙げた不自然で気になる点の件数

を示す．被験者ごとに挙げている項目の分布が大きく異なり，
ケモミミ付加において何を重視しているかが異なっていること
3実際には付加対象画像のパラメータは多少異なるがここでの
議論には影響はない．

Table 3: ケモミミパーツごとの平均スコア

ケモミミパーツ 被験者 1 同 2 同 3 同 4 著者
#1 3.7 4.4 4.7 3.4 3.8
#2 3.4 4.2 3.2 3.6 3.3
#3 3.1 4.1 3.0 3.6 3.5
#4 3.6 3.8 3.7 4.3 3.7
#5 3.7 3.7 3.5 4.0 3.4
#6 4.4 4.9 3.8 3.7 4.0
#7 4.3 4.0 3.4 4.7 3.4
#8 3.5 3.6 2.9 4.2 3.3

Table 4: 各被験者の挙げた不自然で気になる点

被験者 1 同 2 同 3 同 4 著者
色 19 5 5 14 27
位置・角度・サイズ 29 17 16 9 2
頭・髪との接続 33 8 41 20 4
画風・塗り 7 27 34 25 25
その他 4 0 4 8 6

Table 5: 被験者間のスコアの相関係数

被験者 2 被験者 3 被験者 4 著者
被験者 1 0.44 0.60 0.21 0.33
被験者 2 0.38 0.03 0.49
被験者 3 0.04 0.40
被験者 4 0.19

が分かる．特に，示したケモミミ付加結果の画像は著者が位置
合わせ等を行っているため，「位置・角度・サイズ」に関する不
自然さは著者に関しては極めて低く，被験者ではそれに比べて
多かった．これは，人によって最適な位置等のパラメータが異
なることを示唆している．
表 5に各被験者のつけたスコア間の相関係数を示すが，こち

らも被験者間の相関が比較的低いことを示している．

3.2.2 評価実験 B
表 6に，各付加対象画像，ケモミミパーツ，色変換法の組み

合わせごとにスコアの被験者平均を示す．大小関係の欄は，明
るい部分と陰の部分との色相/彩度の大小関係が，ケモミミと
髪とで「○: 一致」「×: 逆方向」「△: 片方は変化なしでもう
片方は変化あり」であることを示す．杏鈴+#4 (1列目)及び杏
璃+#5(4列目)に対応するケモミミは図 7の左列及び右列に示
されている．
杏鈴+#4，杏鈴+#5，及び杏璃+#5の場合，色変換法 1は他の

色変換法に比べてそれぞれ 1.5，2.0，1.0 点平均スコアが向上
している．これは，明るい部分と陰の部分とで，色相の大小関
係が逆 (杏鈴+#4)，彩度の大小関係が逆 (杏鈴+#5，杏璃+#5)で
あるため，2.2節，図 7で示したように，色変換法 2や色変換
法 3では不自然な色相・彩度になるためと考えられる．
杏璃+#4の場合はスコアはほとんど変わらない．これは，彩

度の大小関係が一致しており，色相は色変換法 2の場合ややず
れているが濃い青と濃い青紫の差になるので気にならなかった
ものと思われる．杏鈴+#4ではこの色相の差は明るい黄と明る
い黄緑の差となり顕著である．

4. 関連研究
類似のシステムとしては，二次元顔検出を AnimeFace[14]に

より行い，その位置に初春飾利 [15][18]の髪飾りを合成するこ
とでういはる化するういはらいざー [1]などが存在する．ケモ
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Table 2: 評価に用いた付加対象画像

ID キャラ名 画像出典
0 鷹倉杏鈴 http://www.alcot.biz/product/cld/img/ch/anz_up.png

1 鷹倉杏璃 http://www.alcot.biz/product/cld/img/ch/anr_up.png

2 鷹倉杏鈴 http://www.alcot.biz/product/cld/img/ga/ga_01.jpg

3 鷹倉杏璃 http://www.alcot.biz/product/cld/img/ga/ga_01.jpg

4 音無小鳥 http://www.idolmaster-anime.jp/tv/character/ch_kotori.html

5 アスナ http://www.swordart-online.net/aincrad/character/img/big/02_asuna.png
6 Falsita Fawcett http://www.kogado.com/html/kuroneko/sr/system/img/big/15.jpg

7 沢渡真琴 http://vabunko.prpage.jp/006/image/kanon-hyousi2.jpg

8 橘葉月 http://www.favo-soft.jp/soft/product/WhiteEternity/image/introduction_07.jpg

9 二階堂真紅 http://www.favo-soft.jp/soft/product/world/image/charactor_01.jpg

Table 6: 色変換法ごとのスコア (被験者平均)

付加対象画像 杏鈴 杏鈴 杏璃 杏璃 平均
#4 #5 #4 #5

色相の大小関係 × ○ △ △
彩度の大小関係 ○ × ○ ×
色変換法 1 4.5 4.8 4.5 4.0 4.4
色変換法 2 3.0 2.8 4.5 3.0 3.3
色変換法 3 3.0 2.8 4.8 3.0 3.4

ミミ付加においては，ういはる化に必要な位置合わせなどに比
べて，髪の色に合わせた色変換アルゴリズムが必要であった．
画風については，自動化する上では画風の自動変換も考えら

れる．深層学習による画像合成 [11] が提案され応用が模索さ
れつつある．[13]ではにこまき全合成が試みられている．現段
階では多大なる脳内補完を要するが，結果は有望ではあり，こ
れらをケモミミに応用することも考えられる (が今回は試した
ことはうまくいかなかったようなのでコラージュによる手法を
採用した)．

5. まとめ
本論文では，ケモミミ画像を簡単に生成するためのシステム，

及びその色変換アルゴリズムの提案を行った．提案した色変換
手法により，単純に HSV上で色相をシフトするなどのナイー
ブな色変換手法に比べてスコアが改善することを示した．
また，ケモミミ付加画像に対するスコアや評価軸が人によっ

て異なることも示した．これは，今後本システムを改善する時
にパーソナライゼーションが必要かもしれないことを示唆して
いる．
本システムにより妹にケモミミを付加することで著者の幸福

度が向上した．また，妹のケモミミに対する要求水準は高いた
め，妹のケモミミの小さな違和感を解消するために妹ドリブン
開発が進捗したため締切に間に合った．これらが本研究に際し
て観測された妹の作用である．
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High-precision 2D-3D Classifier Based on Illustration2Vec

Illustration2Vecに基づく高精度な二次元画像判別器の作成
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ABSTRACT
ある画像が二次元のかわいい女の子のものであるかどうか判定
する問題は，我々が満たされた二次元生活を送る上で必然的に
遭遇する重要なタスクである．我々は Illustration2Vecの二次元
画像タグ推定モデルをファインチューニングすることにより，
この問題に対して正答率 99.3%を達成するモデルを作成した．
これにより，効率よくインターネッツから二次元画像を収集し，
もふもふすることが可能となるだろう．

1. INTRODUCTION
人間は生まれながらに二次元のかわいい女の子を求める本能

的欲求を持っており，二次元のかわいい女の子の画像 (以下「二
次元画像」と呼ぶ)なしでは健康で文化的な最低限度の生活を送
ることができない [2]．その為，我々は日夜 Twitterや Tumblr
で絵師様たちをフォローするなどして二次元画像を収集して
いる．
しかし絵師様たちは常に二次元画像を投稿しているわけでは

ない．例えば，絵師様たちはコミケなどの即売会イベントの後
に焼肉屋などで打ち上げを行い，同時多発的に Twitterに飯テロ
画像を投稿する習性があることが知られている [4]．Tumblrに
おいても，普段は二次元画像ばかりを reblogしている reblogger
が突然三次元アイドル画像を reblogすることがある [3]．
このような過酷な現実と戦う我々にとって，大量の画像セッ

トから二次元画像のみを自動的に取り出すことは，満たされた
二次元生活を送る上で必然的に取り掛からねばならない重要な
タスクとなっている．
この問題に立ち向かうため，我々は SIG2D’13において機械

学習を用いた二次元画像の判別アルゴリズムを提案した [10]．
この時の最良の正答率は 94.7%であった．しかしこの精度では
単純計算で約 20枚の画像に対して 1枚程度惨事画像が紛れて
しまうことになり，我々の SAN値を保つためには精度が十分
でないことが問題であった．
一方，近年になり深層学習の研究が活発になるにつれ，二次

元画像に対する研究も行われるようになってきた．その中で
Saito, Matsui [12] らは，Danbooru などの二次元画像収集サイ
トからクロールした多数の画像とアノテーションデータをもと
に，二次元タグの推定を行なう畳み込みニューラルネットワー
クモデル Illustration2Vec を提案した．これは Figure 1 のよう
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な 6 層の畳み込みネットワークで構成されており，224 × 224
の RGB画像を入力として 1,539種類の二次元タグのスコアを
出力するものである．
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Figure 1: Illustration2Vecのネットワーク概要

このような深層畳み込みニューラルネットワークは，低層部
分の畳み込み部では輪郭などのミクロな特徴を抽出し，それを
徐々に組み上げていくことにより高層部分では金髪ロリなどの
マクロな特徴を抽出するよう設計されている．そのため，大量
の二次元画像で学習を行った Illustration2Vecのモデルは，二次
元画像の特徴を抽出するようなパラメータを獲得していると考
えられる．
そこで，このモデルの低層部分のネットワーク及びパラメー

タを保持したまま，高層部分のネットワークをすり替えて二次
元画像判別器として学習を継続することにより，効率よく高精
度な二次元画像判別器が得られると期待できる．このテクニッ
クはファインチューニングと呼ばれ，様々なケースで有効であ
ることが知られている手法である．
本稿では，我々は Illustration2Vecの二次元タグ推定モデルを

ファインチューニングすることで，二次元画像判別モデルの構
築を試みた．

2. FINE-TUNING I2V MODEL
実際に Illustration2Vecのタグ推定モデルをファインチューニ

ングする方法について述べる．

2.1 Dataset
訓練・評価用のデータセットには，SIG2D’13の時と同じく

unyrix-middleデータセットを用いた．これは二次元画像と三次
元画像をそれぞれ 6万枚ずつ含む合計 12万枚の画像からなる
データセットであり，それぞれの画像は以下のように収集した:
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• 二次元画像. Tumblrにおいて有力な二次元画像 reblogger
の一人である unyrix氏 [13]が reblogした画像のセットで
ある．氏が reblogする画像はほとんどが二次元画像であ
り，かつ我々の趣味と合致しているため，これをクロール
して用いた．ただし，氏はしばしば 2.5次元の写真 (キャラ
クターフィギュアやコスプレなど)も reblogすることが知
られているため，多少のノイズが混じっていると推定され
る．なお，このデータを収集したのは 2年前の SIG2D’13
の執筆時であるため，暁改二 [14]などの最近実装された
艦娘，鷹倉杏鈴ちゃん [5]などの私の妹は残念ながらデー
タセットに含まれていないことに注意する必要がある．

• 三次元画像 ImageNet [8]より 2011年秋にリリースされた
画像 URL一覧から flickr.comでホストされている 6万枚
の画像をクロールして用いた．これも 2年前の SIG2D’13
時に収集した古いセットであるが，ここ数年の三次元画
像のトレンドなど知ったことではないので特に気にかけ
る必要はない．

このうち 90%の画像を訓練データセット，残りの 10%の画
像を評価データセットとした．

2.2 Method
まず，ベースとなるデータや設定ファイルを Illustration2Vec

のウェブサイトから入手した．使用したファイルは次の通りで
ある．

• illust2vec_tag.prototxt. Illustration2Vecのネットワー
ク定義ファイルである．二次元画像判別のために加えた
変更点は後述する．

• illust2vec_tag_ver200.caffemodel. Illustration2Vec
の学習済みモデルデータである．ファインチューニング
の実行時に初期パラメータとして用いた．

• image_mean.npy. Illustration2Vecの学習時に用いられた
画像データの各画素の平均値データである．ネットワーク
に画像を入力する際にはこの値をあらかじめ減算する必要
がある．ちなみに，ネットワークの入力サイズは 224×224
なのだが，この平均値データは何故か 256 × 256 のサイ
ズになっているので，あらかじめリサイズして用いた．

学習の実行のためのソフトウェアとしては Caffe [7] を用い
た．Illustration2Vecのデータはすべて Caffeの形式で提供され
ているため，ファインチューニングの実行が容易である [1]こ
とが二番目に大きな理由である．一番大きな理由は，葉月ちゃ
ん [9] と一緒にお昼寝するなどの重要な所用があったために，
私が Caffe以外の深層学習フレームワークをいじる暇が取れて
いないからである．
ファインチューニングの実行のために，Illustration2Vecのネッ

トワークを変更した．ベースは illust2vec_tag.prototxtで
ある．まず，入力データ定義を削除し，我々のデータセットを
指す Dataレイヤーを挿入した．そして 2出力 InnerProduct
レイヤー， SoftmaxWithLossレイヤー，および Accuracyレ
イヤーをネットワークの最後に挿入した．
このようにネットワークの最後に InnerProductレイヤーを

入れるよりは，最後の Convolutionレイヤーの特徴マップ数
を 1 にして Sigmoidレイヤーを残したほうがそれっぽかった
ような気もするが，我々が学習の実行に使っている Caffe向け
の自作ユーティリティがそのようなネットワーク構成に対応し
ていなかったので，今回はこのような構成になっている．
これにより元の Illustration2Vec の 6 層すべてを使ったネッ

トワークによる二次元画像判別ネットワークが構成できたが，
これに加えて，フルネットワークの最初の n = 1,2,3,4,5層の
みを使ったミニネットワークも構成し評価した．これは n番目
の Poolingレイヤーの後から最後の Poolingレイヤーまでを
削除し，残った Poolingレイヤーのうち最後のもののカーネル
サイズを出力サイズが 1×1になるように調整したものである．

ミニネットワークを試した背景には，オリジナルの Illustra-
tion2Vecのモデルデータサイズが 180MBと比較的多いことが
ある．ぶっちゃけ，二次元画像判別問題は二次元タグ推定問題
に比べれば簡単な部類の問題であるが，そんな問題に対して何
百 MB もメモリを消費するようなソリューションはちょっと
オーバーキルであるし，ロリかわいさに欠けると言わざるを得
ないのである．また，画像が二次元か三次元かというのは人間
が見ると画像の一部分だけで十分判別できることが多いことか
ら，比較的ミクロな特徴でも判別できそうな気がなんとなくす
る．そこで今回はミニネットワークについてもファインチュー
ニングを行い，モデルデータサイズと精度のトレードオフがど
のようになるのかを見ることにした．

2.3 Evaluation
画像 10枚からなるミニバッチを処理することを 1イタレー

ションとして，訓練データセットを 1,000イタレーション処理す
るごとに評価データセットを 1,000イタレーション処理し評価
した．訓練データセットの処理イタレーション数と評価データ
セットに対する正答率のグラフを Figure 2, 3に示す．また，そ
れぞれのミニネットワークにおいて評価データセットに対して
ベストの正答率を出したスナップショットの正答率 (Accuracy)，
適合率 (Precision)，再現率 (Recall)およびモデルデータのサイ
ズは Table 1の通りである．なお，n = 6はフルネットワークの
ことを示す．残念ながら n = 3以下のミニネットワークはあま
りにロリ過ぎたためか 95%の正答率を達成しなかったので結
果から除外している (実は n = 3の時だけ何故か学習が全然進
まなくて正答率が 50%にぺったんしていたが，原因がよく分
からなかったので無かったことにしたかったというのは秘密で
ある)．
この結果より，フルサイズのネットワークで 99.3%の正答率

を出すことが分かった．適合率に至っては 99.7%を達成してい
るので，この判別器が二次元であると判定したものに関しては
高確率で真に二次元であると言える．さらに時間をかけて学習
を行えば適合率が若干上がる可能性はあるが，Figure 2を見る
と若干過学習の傾向が見て取れることと，本原稿の締め切りが
目前に迫っており実験時間が限られていたため，今回は 40,000
イタレーションで学習を打ち切った．
次に，評価データセットに対する判別結果が間違っていた合

計 75枚の画像について，どのように間違っていたのかを実際に
画像を見て確認した．数の内訳は Table 2, 3の通りである．ま
た，実際に誤判別が起こっていた画像の例を Figure 4, 5に示す．
これを見ると，判別器が三次元であると判定しそれが間違い

だとされた画像，合計 61枚のうち，20枚はそもそものラベル
付けが間違っていたことが分かる．これは unyrix 氏がまれに
三次元画像を reblogしていたことによるものであると考えられ
る．また，真っ白な画像やエラー画像なども 5枚含まれていた
が，これらは別に我々が求めている画像ではないため，二次元
画像でないと判別するのは合理的であると言える．

Table 1: 各ミニネットワークの最高正答率とモデルデータサイ
ズ

サイズ
正答率

(Accuracy)
適合率

(Precision)
再現率
(Recall)

モデルデータ
サイズ

n=6 99.3% 99.7% 98.7% 180MB
n=5 99.1% 99.6% 98.6% 35MB
n=4 98.9% 99.3% 98.5% 17MB

3. SUMMARY
Illustration2Vecのモデルをファインチューニングすることに

より，正答率 99.3%,適合率 99.7%の二次元画像判別器を作成
することが出来た．また，最初の 4層を使うことで，正答率の

10



Figure 2: フルネットワークの評価データ・訓練データに対する
正答率推移

Figure 3: 各ミニネットワークの評価データに対する正答率推移

Table 2: 間違って三次元と判定された画像の内訳 (合計 61枚)

35 二次元 (本当に間違っている)
29 普通の絵

6 リアルな絵

20 三次元 (正解ラベルの方が間違っている)
4 漫画を撮影した写真
3 フィギュア
2 コスプレ写真
2 3DCG
1 キャラクターが写り込んだ写真
8 その他の三次元写真

6 どちらともいえない
2 白画像
2 エラー画像
1 低解像度のマーク
1 写真に絵を書き込んだもの

Table 3: 間違って二次元と判定された画像の内訳 (合計 14枚)

14 三次元
5 コスプレ写真
9 その他の三次元写真

減少を 0.4%に抑えつつモデルデータサイズを 1/10以下にする
ことが出来た．
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2D Face Location Detection with R-CNN

R-CNNによる二次元画像顔位置検出

Kotori Otonashi
765 Production

ABSTRACT
前回の SIG2D’14の成果により，我々はクラス分類に関する基
本的なことが行なえるようになった．すなわち，顔データがあ
れば髪色の判定をしたり [12]，絵師を判定したり [10]，真紅で
あるかどうか見分ける [7]ことができるようになった．
深層学習でクラス分類より難しい問題として，画像の「どこ

に」何が描かれているのかを当てるというタスクがある．例え
ば，画像中の顔の位置を求めたり，画像中に [検閲されました]
が写り込んでいる位置を探すようなタスクである．
今回は，特に二次元のアイドル達の顔を題材として，この問

題に取り組んでいく．

1. INTRODUCTION
深層学習において，画像を認識するタスクのうち，画像に何

が描かれているのかだけを当てるタスク（クラス分類）は比較
的簡単なものであるとされている．クラス分類で有名なものに，
CIFAR-10や CIFAR-100のデータセット [9]がある．CIFAR-10
のデータセットは，犬や車などの 10種類のラベルのついた画
像が計 60,000枚あり，画像のクラス分類では代表例として良く
使われているものである．CIFAR-100では，画像は 60,000枚
のままだがラベルが 100個になり，すこし難しいクラス分類の
代表例としてよく使われている．
さらに難しいタスクとして，画像中，何がどこに描かれている

かを推定するタスクがある．例として，画像中にぱんつが写り
込んでしまってないかを判定し，写り込んでいれば後で画像処
理をするためにその場所にしるしをつけるというようなタスク
があったとしよう．一部では，深夜アニメと言えどもぱんつを
放送することはご法度であるが，アニメーターは無理やりぱん
つを描いてきたりするのである．例えばガールズ＆パンツァー
というアニメではぱんつを書いてはならないことになっている
が，水島監督が嘆くように1アニメーターは無理やりぱんつを
描いたりするのだ．このようなタスクでは，ぱんつが画像中の
どこにあるのかわかりにくいため，ぱんつが書かれている場所
をきちんとマークしてあげることが重要である．

1https://twitter.com/tsuki_akari/status/
269499176210010112
https://twitter.com/tsuki_akari/status/
269500686054617088
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さて，765 Productionとしては，画像に含まれるアイドル達の
認識を行ないたいという目標がある．テレビに映っている 765
Productionのアイドルを見つけるたびに，それは動画として残
して置きたいし，例えば，真ちゃんと雪歩ちゃんの両方が写っ
ている画像がたくさんあれば妄想が捗るので，そのような画像
は自動的に検出したい．アイドルの中での一推しの千早ちゃん
の顔はどアップにしたい……ってそんなこと聞いてないって？
くっ．
（正気に戻って）これまでの SIG2D での成果 [12, 10, 7] に

より，画像中にアイドル 1人が含まれている場合には，それが
誰であるかを推定できるようにはなった．しかし，各アイドル
に対して，そのアイドルだけが含まれているようなスナップ写
真を自動的に作りたいとか，社長は口うるさいので見ないよう
にトリミングしたいとか（えっ，そんなことは思ってませんぴ
よ？）という場合，アイドルが写っているかどうかだけでなく，
アイドルの位置まで含めて認識を行なう必要がある．領域を切
り出すのを人間がやるのは可能だが，見たくないものを人間が
切り抜くのでは意味がないので，自動化することを考える．
そこで使える技術が R-CNN (Regions with Convolutional Neu-

ral Network) [6]である．R-CNNとは，画像から物体領域の推
定を行ない，その領域に関して CNNを走らせることで，その領
域に何があるのかを推定する技術である．CNN は深層学習で
よく使われる畳み込みニューラルネットワーク (Convolutional
Neural Network)である．
本記事では，アイドル判別の前段階として，R-CNNを用い

てアイドルの顔位置の検出を行なう．顔位置検出の例として，
THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ 2 のキャラク
ター紹介で用いられている画像を用いる (Figure 1)．

2. 既存研究
キャラクターの顔位置を検出する方法としては，ultraist氏に

よる Perl版 AnimeFace [14]が著名である．氏は OpenCV版の
AnimeFaceも公開 [15]しており，こちらの方が何かに組み込む
場合には容易である．正直なところ，Perlとかもう金輪際触り
たくもないし，OepnCVでできるならばそれが良いので，今後
は Perlのことは忘れて，OpenCV版のみを考える．精度は Perl
版の方が良いような気がするが．

Figure 2 に OpenCV 版 AnimeFace によって顔認識を行なっ
た結果を示す．この例では，残念ながらアイドル達の顔のうち
半数の顔が検出できていない．普段使っている限りにおいては
もう少し精度が良いと思うが，少なくともこの画像は苦手なよ
うである．小鳥としては，かわいい 765 Productionのアイドル
達の認識率がこんなに低いのは全く許せない限りであるので，
改善を試みよう．

3. 領域候補の抽出
2http://www.idolmaster-anime.jp
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Figure 1: THE IDOLM@STER MOVIE輝きの向こう側へ

Figure 2: OpenCV版 AnimeFaceによる顔位置認識

R-CNNでは，まず候補となる領域を抜き出し，それを CNN
で処理する．従って，まず CNNに渡すための候補となる領域
を切り出してくる必要がある．可能な領域を全て試すには膨大
な計算量がかかる．矩形領域のみを考えた場合でも，縦 H 横W

の画像では H(H +1)

2
W (W +1)

2
個の候補が存在する．CNNで

の処理は重いので，なるべく候補となる領域が少ない方が良い．
そこで，CNNでの処理の前段階として，「物体らしい」領域

を抜き出してくる方法が様々考案されている．物体らしい領域
を抜き出して，それのみを考えることによって，CNN の処理
回数を減らせることが期待できる．今回は，物体らしい領域を
切り抜く方法をいくつか紹介し，どれが R-CNNに放り込むた
めに都合が良い方法であるかを考察する．

3.1 Objectness
Objectness [2]とは，B. Alexeらによって提案された手法で，

画像から物体らしい領域を多数提案するものである．
Objectnessでは，4つの指標Multi-scale Saliency (MS), Color

Contrast (CC), Edge Density (ED), Superpixels Straddling (SS)を
用い，これらを組み合わせることで物体らしさを計算する．MS
は画像を複数の小さな解像度のものに変換し，その画像の上で，
Saliencyと呼ばれる特徴がありそうなところが大きくなるよう
な値を求めるものである．複数の解像度で Saliencyを求めるこ
とで，様々なスケールのものに対処することができる．CCは
カラーコントラスト（そのまま）であり，色が異なっていると
ころに物体の特徴があるとみなす．EDは輪郭を抽出したとき
の密度であり，輪郭が多数抽出できればできるほど，物体があ
りそうであるとされる．SS は画素のグループ分けであり，特
徴が似たような画素をどんどん結合していき，画像をいくつか
の領域に分けるものである．

Objectnessをさらに高速化した方法として，BING (Binarized
Normed Gradients for Objectness)[4]という手法が，Ming-Ming
Chengらによって 2014年に提案された．これは，特徴量をバイ
ナリ化することで Objectnessの検出を高速化したものである．

Objectness, BINGともに，領域にアノテーションのついた教
師データをもとに物体らしさの学習を行なう．

BINGは OpenCV (contrib)に実装されており，さらに三次元
モデルで学習済みのモデルも OpenCV (contrib)中に含まれてい
るため，三次元モデルで動かす分には簡単に試してみることが
できる．自ら学習することもできるが，画像に対してどこが物
体であるかなどのアノテーションを付ける必要があり，現状こ
れが大変である．SIG2Dでアノテーションが付いた画像セット
とか作る必要があるのではと思ったが，これは時間がないので
来年の宿題にしておこう．学習済みのモデルでアイドル達の画
像に対して物体領域を検出してみたところ，Figure 3のように
なった．
白黒だと少し画像が見にくいので申し訳ないが，目を中心に

物体領域らしい，という判定がなされていることがわかる．し
かし，顔という単位では物体領域であるとは認識されなかった．
もともと三次元画像で学習させているので，うまくいってない
のかもしれない．再学習させることも考えたが，残念ながらア
ノテーションのついた画像セットがないため，再学習を見送っ
た．やはりまず SIG2Dでアノテーション付き二次元画像デー
タセットを作ることから始めねばならないと思い立った次第で
ある．

3.2 Selective Search
Selective Search [13] とは，Jasper R. R. Uijlings らによって

2013年に発表された手法で，Objectnessと同様に，物体領域の
候補となる領域を提案するものである．

Selective Searchは dlib [1]に実装されており，Pythonから比
較的簡単に試してみることができる．
実際に，アイドル達の画像を使って，Selective Searchを試し
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Figure 3: OpenCVに付属する BINGを走らせた結果

てみよう．dlib の実装では，アイドル達の画像から領域 2761
個が数秒程度で抽出された．すこし時間がかかるのでリアルタ
イムでの処理には向かない．
こうして抽出された領域の中で，顔領域のような場所を Figure

4に抜き出してみた．顔かどうかの判定は人手で行なっている．
この画像からは全てのアイドル達の顔領域が，候補として列挙
できていることがわかる．したがって，Selective Searchは，こ
のままでも顔領域の候補の提案に使えそうだということがわ
かる．

Figure 4: Selective Search結果

3.3 その他の技術
紙面の都合上解説は省くが，他にも，Geodesic Object Propos-

als[8]のような方法も存在する．ただし，画像認識の技術全般に
言えることであるが，MATLABで実装されていることが多く，
ライセンスを持っていないものにとっては追試が困難である．
できれば C++，最低でも Pythonで書いて欲しいものである．

3.4 領域候補抽出技術の選定
基本的に，物体の領域候補を検出後に CNN に投げる以上，

物体の候補を矩形で出すことができれば良い．
Objectnessは学習をさせなければ顔をうまく切り出してくる

ことができなかったが，Selective Search は dlib の実装のまま
でも顔領域を候補に含めることができている．そこで，今回は
Selective Searchをそのまま用いることとする．

4. CNNによる顔学習
矩形候補がでることはわかったので，画像が顔画像であるか

どうかを判定するための CNNを作成し，学習を行なう．

これには，お手軽に Caffe[3]に付属の CIFAR-10を認識する
ための例として提供されているネットワーク (full)を再利用す
ることとした．基本的な学習のさせ方は SIG2D ’14 中の記事
[12, 10]が詳しい．
学習データとしては，インターネット上からかつて適当にク

ロールしてきた画像を用いた．正例とする顔画像を集めるため
に，この画像群から OpenCV版 AnimeFaceを用いて，顔画像
領域を抽出した．ここで，顔と判定された領域を縦横それぞれ
1.2倍に拡大して用いることとした．AnimeFaceで得られる顔
領域は，本当に顔のみであり髪などがあまり含まれていないた
めである．
こうして得られた画像にはまだ間違いがかなり含まれている

ので，人手で顔でないものを取り除いた．このとき，おおよそ
10%の画像を取り除くこととなった．
また，負例として，同じ画像から領域をランダムに切り抜い

たものを用いた．このとき，OpenCV版 AnimeFaceによって顔
領域であると判定された領域を含むような切り抜きは自動的に
棄却した．念のため，人手で顔を含むものをおおよそ数十枚程
度取り除いた．また，OpenCV版 AnimeFaceが顔であると誤判
定した領域に関しては明示的に負例として追加した．
こうして，正例として顔画像 10,000 枚，負例として非顔画

像 100,000枚を得た．この画像は，全て 32×32ピクセルにリ
サイズして用いる．
得られた画像のうちランダムに 90%をトレーニングデータ，

10%をテストデータとして用いて学習させた．最終的にテスト
データで正答率 99.7%となったので，おそらく十分利用可能で
あるとして，このデータを用いることとした．ただし，イテレー
ション数はデフォルトの 60,000から 30,000へと変更してある．
これは早期に収束するため，長いイテレーションが不要である
ためである．イテレーション 20,000までは学習率 0.001，それ
以降 5,000ごとに 0.0001, 0.00001となるように学習率を調整し
てある．

5. 顔位置検出
これで必要な前準備が整ったので，実際に顔位置を検出させ

てみよう．

5.1 アイマス画像による例と後処理
Selective Searchで領域候補を抜き出し，これを Caffeの顔認

識にかけるというところだけを実際にやってみた結果が Figure
5である．

Figure 5: アイドル達の顔位置認識結果（後処理なし）
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確かに顔周辺に多数の四角が描かれていることがわかるが，
これでは利用可能なデータとは言えない．重複する顔領域が多
すぎるし，かなり大きな領域も顔であると判断されてしまって
いる．
そこで，後処理として，顔であると判定された領域を小さい

順に並べ，領域がこれまでに採用されたどの領域とも 30%以上
交わってなければ採用するようにした．顔領域は重なりが存在
することがあるため，多少の交差を許す必要がある．これによ
り，1つの顔からは代表的な領域 1つが採用されるはずである．
こうして得られた結果が Figure 6である．

Figure 6: アイドル達の顔位置認識結果（後処理あり）

そこそこの精度で顔位置の認識ができていることがわかる．
残念ながら千早ちゃんが認識できていない．至極残念である．
もともと Selective Search の結果でも，顔全体ではなく顔中心
部分しか拾えてなかったため，もしかしたら難しかったのかも
しれない．
現状の精度としては，この画像では色々取れているものの，

全体としては顔以外のものを顔と認識してしまうことが多い
ようである．今回作成した CNNは，確かにテストデータでは
99.7%の正答率を誇っていたが，それ以上の間違い方をしてい
るように見受けられるため，もしかしたらテストデータの作り
方が良くなかったのかもしれない．
また，今回用いた CNNの精度では，複数の顔を含むような

例も顔と認識してしまうこともあるようである．これはテスト
データの作り方が，顔を含むものか顔を含まないものかで分け
てしまったので，複数の顔を含むものを負例に入れてなかった
せいである，と考えている．
この画像における問題点としては，とにかくかわいい千早

ちゃんが認識されていないことである（大事なことなので２回
言いました）．このときの千早はメカチハヤか何かであったと
考えられる．美希は顔単体ではなく体まで含めて認識されてし
まっており，美希はナイスバディまで含めて顔なのっ！ と言
われたような気がした．これはつまり美希の顔だけでは顔と認
識されなかったということである．この例に関しては，美希は
ウィンクをしているために認識がうまくいってない可能性が高
く，正例としてこのような画像を多数学習させる必要がある．
春香と雪歩は顔が少し狭い領域で認識されてしまっている．

これは後処理がまずい可能性が高い．より正方形に近い顔領域
があればそちらを採用するということをした方が良かったのか
もしれない．もしくは，顔であると判定した時の CNNのスコ
アを用いて比較してみる必要があるかもしれない．しかし，後
処理のときに，顔らしさを基準にソートしてしまうと，複数人

の顔を含む大きな領域を顔である，という結果を出してしまっ
て，実際にはあまり上手くいかなかった．
また，この実装は処理に時間がかかる．現状，1 枚当たり，

Selective Searchに 2～3秒，そこから CNNを走らせるのに 5～
6秒の時間がかかっており，全体で 10秒程度の時間がかかる．

5.2 ラブライブ画像による例
この実装の別を画像でも試してみよう．ここでは，ラブライ

ブスクールアイドルフェスティバル3で用いられている画像を
用いる．Figure 7 に OpenCV 版 AnimeFace による顔位置認識
を，Figure 8に今回用いた手法による顔位置認識画像を示す．

Figure 7: OpenCV版 AnimeFaceによるラブライブ画像の認識

Figure 8: 我々の方法によるラブライブ画像の認識

Figure 7 では，真姫ちゃん (上側) と凛ちゃん (左側) の顔位
置が取れていない．一方，Figure 8では，その二人の顔位置は
取れているが，残念ながらことりちゃんの顔位置が取れなかっ
た．Selective Searchの段階では領域の推定には成功しているの
で，CNNの段階で顔だと認識できなかったものと思われる．

5.3 うまくいかないシンデレラガールズの例
3https://lovelive.bushimo.jp/
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この顔位置の検出は Selective Search の結果に頼っているた
め，Selective Searchが顔位置を領域の候補として出してくれな
ければ上手くいかない．Selective Searchが実際に上手くいかな
かった例としては，Figure 9のようなものがある．

Figure 9: Selective Searchが失敗するシンデレラガールズの例

Figure 9は，Selective Searchが抜き出した領域のうち，面積が
ある程度の大きさのもの (具体的には 300ピクセル以上 10,000
ピクセル以下のもの)を矩形で示したものである．アイドルの
周りには矩形がたくさん描かれているが，一部の顔を除いて顔
領域を囲むような矩形がないことがわかると思う．顔と服の色
が似ていたりすると，色対比のシグナルが弱かったりするなど
して，顔領域だけを切り抜くのが難しいのかもしれない．我々
が今回用いた方法は，Selective Searchを前処理として用いてい
るため，それが失敗すればどうしようもないとなってしまう例
である．

6. その他の手法
今回は主に時間の都合，特にアノテーション付きのデータ

がないために実装実験ができなかったが，Fast R-CNN [5] や，
Faster R-CNN [11]と呼ばれる手法が提案されている．
今回用いた手法では，Selective Searchでまずオブジェクト領

域の候補を抽出し， CNNで実際にそれが何であるかを判定す
るというものであった．今回用いた方法では，オブジェクト領
域の候補全てに対して CNNを使っており，速度が高速である
とは言い難い．重なった領域に対しても CNNを個別に走らせ
ているため，無駄な処理がたくさん発生している．
そこで，まず元画像に対して CNNを走らせて，その結果と

領域を用いて，オブジェクトを判定するという手法が考えられ
る．これを実装しているものの 1つが Fast R-CNNである．さ
らに，オブジェクト領域の提案まで CNNを利用して行なうと
いう方法も考えられており，その方法の 1 つが Faster R-CNN
である．Faster R-CNNでは，200ミリ秒程度でオブジェクトの
判定を行なうことができるため，大変高速である．さらに精度
も最高精度を達成しているようである．本当は Faster R-CNN
を用いた実験をやりたかったのだが，アノテーションのついた
データの不足により今回は行なうことができなかった．

7. 結論と課題
今回は R-CNNという，領域情報と CNNを組み合わせて顔

位置の推定を行なうということをやってみた．やってみたとい
うレベルではそこそこ良い精度が出ていると思うが，処理時間
が結構かかったり，そもそもを Selective Search に依存してい
てアーキテクチャ的に美しくないところが課題である．次回以
降，Faster R-CNNのような，領域推定から全てニューラルネッ
トワークで完結する，高速で精度の高い実装を目指したい．
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ABSTRACT
インターネット上で活動する絵師の方々は，しばしば Twitter
をファンとのコミュニケーションのために利用し，Pixiv・ニコ
ニコ静画などの他サービスで公開した絵の告知を行なったり，
独自の絵を公開したりしている．より多くの絵師を把握し，描
く絵の種々の属性を把握することは重要であるが，Twitterでは
APIで取得できるユーザーの人数に限りがあり，例えば全ての
絵師の投稿記録（「タイムライン」）を全てクロールして絵師の
属性を取得することは困難である．我々は Twitterで retweetを
行ったユーザーのリストが APIストリームから得られることを
利用し，絵師の把握と絵師のクラスタリングを行った．

Keywords
clustering, social stream, graph mining

1. INTRODUCTION
Twitter は Twitter, Inc. が運営するマイクロブログサービス

[6]であり，ユーザーは一度に 140文字以内の文字列をサービ
ス内に投稿することが可能である．投稿に付随して画像や URL
などを追加することができるため，インターネット上で活動す
る数多くのイラストレーター・グラフィッカー・絵描き（以下，
「絵師」と呼ぶ）の方々はしばしば自作絵の告知に Twitterを用
いている．絵師の告知する絵を，絵師情報と共に収集すること
は人類に課せられた義務であるので，文化事業として Twitter
に対してもこのような収集システムを構築する必要がある．文
化事業だからしかたないね．また，絵師情報にはジャンルなど
の情報が付随することが好ましい．収集だけでなく閲覧と絵師
へのフィードバックは欠かすべからざる人類の責務であるが，
閲覧する側のユーザーには苦手なジャンルが存在する．当然の
ことながら我々自身が閲覧をしたいので，SAN 値が著しく下
がるような画像は，保存するだけで閲覧しないようにしたいの
である．このことから，絵師を大まかにジャンル分けしておく
ことは，収集後の絵の閲覧をする上で重要である．はーかわい
いぃぃぃぃ．

Twitterからは APIによって投稿された短文の情報を取得す
ることができる．しかしながら，Twitterへの頻繁なアクセスは
サービスの運営上の負荷が高いため，APIの時間ごとのアクセ
ス数に上限が設けられている．したがって，把握できる限りの

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SIG2D ’15 Atami, Japan
Copyright 2015 SIG2D ...¥100.

絵師の Twitterでのタイムラインを順に追跡することは，APIの
制限上困難である．各ユーザーのプロフィールなど，属性情報
が一部書いてある絵師もいるが，全ての絵師がそのようなプロ
フィールを設定しているわけではない．頻繁なアクセスやスク
レーピングをすることなく，大まかな属性を割り付ける方法は
ないだろうか．
この問題を解決し，少ない API アクセスから絵師の分類と

追跡を行うため，我々は Twitterの retweet情報を用いて絵師の
クラスタリングを行った．Twitterには retweetと呼ばれる，自
分のマイクロブログを購読しているユーザー (follower と呼ば
れる)に，他人のマイクロブログの短文の内容を報じる機能が
存在する．この機能は，しばしばユーザーが自分の気に行った
絵を followerに紹介するために使われている．この retweetを
行ったユーザー (retweeter)の IDは Twitter Streaming APIでの
取得が容易である．したがって，同一の retweeterが別の作者の
絵を retweetしていることが確認できれば，この 2者のジャン
ルは近いのではないか，と仮説を立てることができる．本稿で
は，この発想に基づき，Twitter絵師のジャンル分けを試みた．

2. RELATED WORKS
絵師-retweeterのような対応関係から「この retweeterが retweet

するであろう絵」を推薦するタスクは collaborative filtering (協
調フィルタリング)と呼ばれる．協調フィルタリングは特に EC
(電子商取引)分野からの需要が高いため 1990年代より盛んに
研究が行われており，近年でも機械学習学会の併設コンテスト
などが開催されている [5]．この分野のレビューは [16]などを
参照されたい．

Clusteringは統計分析分野で古くから様々な手法が提案され
てきた．たとえば最古から存在する k-means法 [12, 15]は，空
間が等方的である場合は今でも有力な選択の一つである．この
分野の近年のレビューは文献 [18, 8]などを参照されたい．

Twitterを含むユーザー投稿型・即時反映型のサービスはソー
シャルストリームとしばしば呼称される．ソーシャルストリー
ムからの情報抽出は 2010年代から特に盛んとなっている [9]．
関係グラフから情報を取り出す graph miningと合わせて近年精
力的に実施されているが，Twitter社はこのマネタイズにはどう
も苦労しているように見える．いろいろと大丈夫なのだろうか．

3. METHODS
3.1 Twitter API Crawling

Twitterから手動で 5000絵師をフォロー (マイクロブログを
購読すること)し，また様々なタグをつけて開催される自作絵
紹介イベントを拾うために 100個のキーワードを設定して定期
的に検索を行った．このストリームで拾った画像つきの投稿に
対し，retweetを行ったユーザーを記録し，リストを作成した．
絵師の総数は 19881名であった．このうち，総 retweet数が 4
以下の絵師は，今回のクラスタリングのためには不適切である
として除外した．除外人数は 4779名となった．
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3.2 Spectral Clustering
我々は最初に spectral clusteringを試したが，こちらは期待通

りには動作しなかった．Spectral clusteringは，絵師どうしの関
連性がグラフ1として与えられた場合に，グラフカット問題を
近似的に解くことでクラスタを分割する手法である．グラフを
特徴付けるラプラス行列 (Laplacian matrix) と呼ばれる行列を
作成し，行列の固有値問題を解くことで求められる．
絵師グラフを考え，絵師 iと j の間の関連の深さを重みWi j

で表すとする (大きいほど関連が深い)．この関連は対称である
とする．すると，対称な重み行列 W (∈ RN×N) が定義される．
このW に対し，(unnormalized) Laplacian matrix L(∈ RN×N)は

L = D−W. (1)

で定義される．ここで D(∈ RN×N) は対角行列であり，Dii =
∑ j Wi j を満たす．同様に，normalized Laplacian matrix Lnorm は

Lnorm = I −D1/2WD1/2. (2)

として定義される．Laplacian matrix, normalized Laplacian ma-
trix共に，固有値問題を解いて 2番目に低い固有値に対応する
固有ベクトルを見ることで，最も低いコストでグラフを 2分割
する分割（グラフの最小重みカット）問題を近似的に解くこと
ができることが知られている [10]．また，固有値分解を前処理
として，固有ベクトルを k-meansすることでクラスタリングを
行う手法も存在する．[17]
今回，我々は重み行列W として，共有する retweeterの人数：

Wi j = ∑
k

Wi jk (3)

Wi jk =

{
1 (絵師 i, j が retweeter kを共有する場合)
0. (otherwise) (4)

を採用し，unnormalized / normalized双方の Laplacianを対角化
してクラスタとしての分割が可能であるかどうか解析した．し
かしながら，これによって抽出されたクラスタはサイズが 1, 2
などの極めて小さなものが大半を占め，固有値を大きくして行っ
ても小さな「島」が分離されるだけであった (data not shown)．
Spectral clustering は最小グラフカットを近似的に解くもので
あるため，もしこれら小さなクラスタが周囲のクラスタへの接
続を持たない場合は，クラスタが切断されるのは正しい挙動で
あると言える．このことから，接続が疎であり，切断により生
じるグラフのサイズがまちまちとなりうる場合には，spectral
clustering の利用は適切でないと考えられる．同様の内容は文
献 [13]によっても指摘されている．
失敗の共有のため，spectral clustering中に得られた知見をい

くつか記す．

• 19,000次元程度の対角化は，シングルプロセッサ，倍精
度，ATLAS[2]であっても現代の CPUであれば数時間で
終了するので，この程度であれば密行列で実装しても大
丈夫だ，問題ない．

• 逆に，本件では近接した低固有値付近のベクトルを固有
値・固有ベクトル分解により求める必要があっため，疎
行列の固有値・固有ベクトル分解 [7] としては難しい問
題を解くことになる．特に，再直交化を行わない疎行列
固有値分解アルゴリズム (IETL[3]など)を用いる場合は，
収束が著しく遅くなるため，再直交化を行うライブラリ
(ARPACK[1]など)を用いるほうが好ましい．一番良いラ
イブラリを頼む．

1情報科学・離散数学上の用語で，「Aと Bが関係がある」のよ
うな情報を抽象化し，頂点 (A, Bなど)とその接続関係として
表したもの．通常の意味でのグラフとは異なる．

• 同様の理由で，収束条件が厳しくなるので，単精度での
実装には注意を要する．

3.3 Hierarchial Clustering
Spectral clusteringが期待通りに動作しなかった理由は，ジャ

ンル (クラスタ)の構造に階層性があることと無関係でないと思
われる．すなわち，大小サイズにわかれたクラスタが存在し，
その間は綺麗に切断されるわけではなく関連していたりするこ
とである．例えば，睦月型クラスタと暁型クラスタはクラスタ
としては異なるが，相互に交流があるだろう．このため，グラ
フの切断を理論的基盤とする spectral clustering でこれを実現
することは難しいのではないだろうか．そこで，我々は次に，
hierarchial clustering (階層的クラスタリング) を適用すること
で，本問題に対処することを試みた．
階層的クラスタリングの代表的な手法には，ボトムアップに階

層を組み上げる agglomerative(凝集)クラスタリングと，トップ
ダウンに階層を切り分ける divisive (分割的)クラスタリングが
ある [11]．前者の手法として代表的な AGNES(AGglomerative
NESted) アルゴリズムと，後者の方法として代表的な DIANA
(DIvisive ANAlysis)アルゴリズムを用いて，クラスタリングを
行った．実装は R[4]に実装されているものを用いた．
両アルゴリズムには，dissimilarity matrixと呼ばれる，距離行

列に相当する行列 G(∈ RN×N)を指定する必要がある．今回は，
距離行列として，絵師 i →retweeter→絵師→retweeter→ . . . →
絵師 j の遷移の中で，最低で何人の絵師を通る必要があるか
（絵師最短路の長さ）を採用した．一人の retweeterを介して絵
師 i と j がつながる場合，Gi j = 1 となる．この距離行列は，
Warshall-Floydアルゴリズム [14]により容易に計算できる．処
理時間の制約上，全絵師のクラスタリングが困難であったため，
全体のおよそ 1/10にあたる 2000人を抽出してクラスタリング
を試みた．予備実験の結果，DIANAアルゴリズムがより良い
結果を示したこと，AGNESは名前も不吉である2ので，今回は
DIANAアルゴリズムを用いることとした．

DIANAアルゴリズムは最初に全ての絵師をまとめた 1つの
クラスタから開始し，再帰的にクラスタを分割することで構成
される．1回の分割は次のように行われる．

1. 分割しようとするグループ内で最も平均的な距離行列を
持つ絵師をひとつ求める．この絵師を A とする．集合
S = {A}とする．

2. 全てのグループ内の絵師について，d{splinter}
i =

⟨
Gi j

⟩
j<S −⟨

Gi j
⟩

j∈S が最大となる絵師 iを選ぶ．⟨·⟩は平均を表す．

3. d{splinter}
i が正であれば，絵師 iを集合 Sに加え，2. に戻
る．負であれば，分割が完了した．

次に分割するクラスタは，現在残っているクラスタのうちで，
距離行列の値が最大のものを選択する（これをクラスタの直径
と呼ぶ）．

4. RESULTS
今回のクラスタリングでの，全絵師間距離行列 Gi j の最大値

は 4となった．これは，retweetersを介してどの絵師の間を結
ぶのにも，わずか 4人しか必要ないことを示す．絵師-retweet-
絵師をエッジとして構成されるグラフにスモールワールド性が
あることを強く示唆する．

DIANAアルゴリズムでは，クラスタ内での距離行列の最大
値によって，クラスタの分解位置を決定する．この直径が 3で
あるところで分解を止めた場合に求められた系統樹を図 1に示
す．特に直径 4で分離された 3つのクラスタ (要素数が極端に
2ガラッ
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小さい 1つを除く)は，女性アイコン率が高いものと男性アイ
コン率が高いもので明確に区別される．最左のクラスタ (クラ
スタ (A))は女性アイコン率が高く，描かれたモチーフから主に
男性向けに人気の高い絵を描く絵師ではないかと推測できる．
逆に，他の 2クラスタ (B,E)ではクラスタの男性アイコン率が
高く，モチーフから女性向けに人気の高い絵を描く絵師が多い
のではないかと推測される．

(A) (B)

(E) (1)

(2) (3) (4)

(5) (6) (7)

Figure 2: 人数が 50人以上のクラスタの Twitterアイコン抜粋
(ランダムサンプリング)．括弧内の文字ないし数字は図 1のも
のに対応する．

5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS
本研究では Twitterから取得した絵師リストの，retweet情報

を用いたクラスタリングを行った．なんとなく男性向け・女性
向けが見えるようなクラスタ構造が明らかになったが，それ以
下のクラスタ構造は適切に抽出されたとは言いがたく，今後の
課題であると言える．
絵師のクローリング方法も改良の余地がある．特に，女性向

けクラスタの一部では，アカウントをプライベート扱い (投稿
者の許可がないと，投稿を読むことができない)とする文化が
ある．このため，多くの女性向けアカウントは捕捉範囲から漏
れている可能性が高い．データ収集用の Botに「成人済み」な
どのキーワードをのっけても，たぶん許してもらえないだろう
から，一体どうしたらいいんだ，と悩みどころである．
本研究では絵師間距離行列 Gi j を，retweeterを通って到達す

るのに必要な絵師の数として定義した．しかしながら，この値
は広範にわたって非常に低い値を取るため，絵師のクラスタリ
ングに適切な指標であるかは議論の余地があると思われる．特
に，bot 等による機械的 retweet を受けると，ほとんどの絵師
が距離 1でつながってしまうため，クラスタリングには不適で
あった可能性もある．距離行列 Gi j の構築方法はより多様に検

討されるべきであり，様々な距離行列を用いてのテストを行う
べきであろう．
今回の解析では，処理時間の問題があり全絵師を用いたクラ

スタリングを行うことが出来なかった．現在のクラスタリング
は全体の 1/10 程度のサンプリングで行なっているが，R 言語
デフォルトの実装を用いているとこれ以上の拡大が難しく，計
算は現実的でない．今後，適切なクラスタリングアルゴリズム
の探索と合わせ，大規模でも高速にクラスタリングが動作する
ようなアルゴリズムの再実装が必要となると考えられる．
クラスタリングからは若干外れるが，ユーザーの favs/RTな

どから，推薦できる絵を提唱する (協調フィルタリング)サービ
スも，人類の幸福度を増すために重要であると考えられる．こ
うした方向への発展も，好みの絵師を見つけ人類に幸福をもた
らすために必要であることから，より一層の発展が望まれる．
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Figure 1: DIANAアルゴリズムから導出された系統樹．「かんむり」型の形状は，その位置でクラスタが分割されたことを表す．縦
軸の値はクラスタの分割を行った時の，クラスタの直径 (クラスタ内距離の最大値)を表す．数字は対応するクラスタに属する人数
を表す．例えば，直径が 4（2000人全体のクラスタ分割）によって，1313人，538人，45人，2人，102人のクラスタがそれぞれ生
じ (A-E)，クラスタ (A)は更に小さなクラスタ ((1)-(5)を含む)に分割されている．直径 3以下で 50人未満のクラスタは人数を記載
していない．括弧内の文字ないし数字は，図 2に示すアイコンと対応している．
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Automating an Online Flash Game

とある艦船収集ゲームの
オートメーション
自動実行
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ABSTRACT
本稿では,艦船収集を目的とする,とあるオンライン Flashゲー
ムをケーススタディとして,その自動化システムについての枠
組みを考察・提案する.

Categories and Subject Descriptors
A.1 [General Literature]: Introductory and Survey; D.1.7 [Pro-
gramming Techniques]: Visual Programming; D.2.10 [Software
Engineering]: Design

General Terms
Survey
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1. 免責事項
本稿における記述は純粋に研究目的です. 読者が本稿の記述

を参考に何らかの行為に至り,その結果としていかなる損害や
トラブルが生じたとしても,それらに関して著者は一切の責任
を負いかねます.

2. 「本ゲーム」の概要
本稿ではオンライン Flashゲームの自動化について,その枠組

みを考察・提案する. ここでのオンラインゲームとはコンピュー
タネットワークへの接続を前提とするものである. また Flash
ゲームとは,アドビシステムズが開発する動画やゲームなどを
扱うための規格である Adobe Flashに基づいて作成され, Adobe
Flash Playerなどの再生ソフトを介してプレイするものである.
本稿における自動化の考察は,主にこの 2点を前提とするもの
であり,この 2点のいずれかの前提を満たさない場合,本稿での
考察や提案に関する結論は大きく異なってくることに注意され
たい.
本稿では, 艦船収集を目的とする, とあるオンライン Flash

ゲーム (以下,「本ゲーム」)の自動化をケーススタディとする.
本ゲームは, 200万人とも 300万人ともいわれる登録者数をほ
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こる人気ゲームの 1つである. そのキャラクタや世界観などを
題材としたアニメ化,コミック化,ライトノベル化,グッズ化な
どの多角的な商業活動,いわゆるメディアミックスも極めて盛
んに展開されている. また, 同人誌などの同人活動による 2 次
創作も非常に活発である.
以下の 2小節では,本ゲームの自動化を考察するにあたり説

明が必要となる本ゲームの概要を,ゲームをプレイするプレイ
ヤの視点から見た側面の概要と,オンライン Flashゲームとして
どのように実装されているかの側面の概要とに分けて説明する.

2.1 本ゲームのプレイ概要
本ゲームの大きな流れは以下のとおりである. プレイヤは,擬

人化された艦船たちを用いてマップへと出撃,これを攻略する.
攻略の中で新たに入手した艦船たちを加えながら,艦船たちは
戦闘を通して経験値を獲得することでレベルアップする. レベ
ルアップして成長した艦船たちを用いてさらなるマップを攻略
する. このような流れの中で艦船たちを収集していく. また,艦
船たちをミッションに送り出すことで「資源」と総称される各
ゲームパラメタを増加させ,それらは艦船たちの出撃,出撃後の
補給,修理などの各コストとして消費される. 資源は,新たな艦
船を建造したり,艦船たちに装着する装備を開発するなどの行
動においても消費される. さらに,イベントと呼ばれる期間限定
のマップの開放が数ヵ月毎に行われ,その攻略によって通常の
マップでは入手できない艦船や装備,アイテムの入手が期待さ
れる.
本ゲームの大きな特徴の一つとして,ゲームの様々な状況に

おいてランダムな決定が行われることが挙げられる. 様々な状
況とは,具体的には,戦闘においてどの艦船がどの艦船を攻撃す
るか,マップにおいてどの進行ルートを選択するか,マップの攻
略や建造によってどの艦船が入手されるか,新しい装備の開発
においてどのような装備が得られるか, などである. これらの
状況において,プレイヤの何らかの意思決定を介在させる余地
がほとんどなかったり,どの結果が起こり得るかという確率分
布をある程度調整できるに過ぎなかったりする場面が多々発生
する.
本ゲームのプレイにおいて,プレイヤには比較的短い時間周

期で単純作業を繰り返すことが要求される傾向がある. これは
以下の理由による. 本ゲーム中で様々な行動をとるにあたり,
資源は欠かすことのできないパラメタである. 艦船たちをミッ
ションに送り出したり,ゲーム中で一定の状況を満足すること
でクエストと呼ばれるものを達成することにより,資源のパラ
メタは増加させることができる. ミッションやクエストを継続
的に繰り返し行うことで資源をさらに増加させることができる.
また,資源のうちいくつかの種類は一定量まではわずかながら
自然に増加する. 一方で,自然には回復しない種類の資源が存在
する. さらにイベントにおいては, 自然増加量では到底賄いき
れない規模の資源を,あるいは自然に増加しない種類の資源を
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大量に,短期間に消費する傾向があり,これら資源の備蓄はある
に越したことはない. ミッションは比較的短い時間周期で繰り
返すものほど単位時間当たりの資源の増加量が大きい傾向にあ
る. また,クエストの多くも,出撃を繰り返すなどの比較的短い
時間周期での単純作業を繰り返すことで達成される. 結果とし
て,プレイヤは比較的短い時間周期で単純作業を繰り返すこと
となるのである.
また,本ゲーム中の様々な状況においてランダムな要素が介

入することが,プレイヤに同じ作業を繰り返し行わせる傾向に
拍車をかける. 例えば,マップのボスに勝利することで新たな艦
船が入手できるという状況がしばしば発生する. しかしながら,
これはマップのボスとの戦闘に必ず到達し,その戦闘に必ず勝
利し,その結果として新たな艦船が必ず入手できるということ
を意味するとは限らない. マップのボスに到達するか否かの進
行ルートの選択,到達するまでに撤退せざるをえないダメージ
を受けるかどうか,到達後に勝利できるかどうか,勝利したのち
に新たな艦船が入手できるかどうか,これら各々の状況に対し
てプレイヤの意思や目的と無関係なランダムな選択が介入しう
る. すわなち, 本ゲームにおいてプレイヤが設定する目的の達
成—例えば新たな艦船の入手—が確率的な事象となることが頻
発する. このような状況において,プレイヤがその目的を達しよ
うと行動するとき,それは確率的試行とみなせることとなり,目
的の事象がサンプリングできるまでその行動を繰り返すことが
強いられるのである.
なお, 本ゲームには回復不能な失敗が存在する. 本ゲームに

おける「回復不能な失敗」とは,各プレイヤが任意に指定する
艦船,装備,アイテム,特に入手数,入手手段に制限のある種類の
それらを何らかの原因で喪失することを指すものとする. 何を
もって回復不能な失敗とするかは各プレイヤによって異なりう
る. 自動化を前提とする場合,入手数,入手手段に特段の制限が
ない艦船,装備,アイテムは再取得に要する労力が相対的に小さ
いとみなせるため,これらの喪失は回復不能な失敗とはみなさ
ないプレイヤもいるかもしれない. 一方で,プレイヤによっては
これらの対象に固有の愛着を持つ,特に擬人化された艦船に対
して同型の艦船の別個体の再取得が容易であったとしても,元
の個体を喪失することに強い抵抗感を抱くことがあるため,こ
のようなプレイヤにおいてはそのような対象の喪失も回復不能
な失敗となる.

2.2 本ゲームの実装概要
本ゲームはサーバ・クライアント型のオンラインゲームであ

る. クライアントはウェブページ上に埋め込まれた 1つの Flash
オブジェクトである.
本ゲームの通常のプレイにおいては,ユーザがクライアント

上に配置された GUIオブジェクトに対して何らかの操作を行
うことによって,クライアントの画面状態の変化や画面遷移が
生じたり,クライアントがサーバに対して特定の要求を送出し,
その要求に応じてサーバはユーザデータやゲームパラメタを変
化させ,その結果をクライアントへの返答として送出し,それに
従ってクライアントは画面状態や保持しているパラメタを変化
させる. クライアントがサーバに対して送出する要求は,その要
求の内容に応じた特定の URLに対して HTTP通信を行うこと
によって達成される. この要求ごとの URLおよび通信内容の所
定の様式を本ゲームの APIと呼ぶことにする. また, この所定
の様式に従ってクライアントがサーバに要求を送出し,サーバ
がその要求に対して返答を行う一連の動作を APIの実行と呼ぶ
ことにする.
本ゲームにおいては,サーバにユーザデータ,ゲームパラメタ

のすべてが保存されており,クライアントにはそこから計算さ
れる副次的なデータやキャッシュしか存在していない. これは,
APIを実行しない限り,クライアント上のデータをいくら改竄
してもゲーム上のパラメタを本質的に改変することは不可能で
あることを意味する. 一方で,このことは,サーバとクライアン

トとの間の通信路上の通信内容を傍受することにより,少なく
とも原理的にはクライアントが保持しているゲーム状態,パラ
メタを完全に再現できることを意味する.
本ゲームのクライアントから送出されるリクエストとサーバ

から送出されるレスポンスに各々載せられているデータは,特
に難読化などされていないフォームや JSONといった形態で表
現されている. 従って,これらの通信内容を傍受し,その内容を
解析して目的とするゲーム状態・パラメタを復元するコストは,
その作業を計算機に実行させる限りにおいてほとんどの場合か
なり低い.

3. 自動化の動機付け
本節では,本ゲームの自動化を行う動機付けについて説明す

る. 前節で述べたように,本ゲームの特徴として比較的短い時間
周期で単純作業の繰り返しを要求されることがある. 自動化の
最も大きな動機付けは,人手を介することなくこの繰り返しを
確実に実施することである. しかしながら,自動化を動機付ける
にあたって他にも大きな要因がある. 本ゲームの自動化を動機
付ける要因は以下に挙げる作業を人手で行うにはコストが高い
ことにある.

• ゲーム状態・パラメタを参照しながらの目的に沿った適
切な意思決定と操作の実施

• 単純かつ繰り返しとなる作業の継続的かつ確実な実施

• 選択,操作と対応する結果の記録と蓄積

ユーザが何らかの目的を設定した時,それに適した方法をゲー
ム状態・パラメタを参照しつつ計画,決定し,その準備と実際の
行動のための操作を行う,以上すべてを人手で確実に実施する
のは非常に煩雑で,コストが高く,誤りを生じやすい. 例えば以
下のような場合である. ミッションに送り出すのに必要となる
艦船の種類やレベル,総数,旗艦のレベル,全艦船のレベルの総
和,などといったものはミッションごとに異なる. この条件を満
たしつつ,レベルの低い艦船を優先的に送り出すという基準で
ミッションに送り出す艦船を選定する準備作業を考えてみる.
本ゲームのユーザインタフェイスは,条件を満たした艦船のみ
を表示したり,指定したパラメタでソートして表示するといっ
た機能があまり備わっておらず,ミッションに必要な艦船を,レ
ベルの低い順に,かつ上記のような複雑な条件を充足しつつ選
び出すという作業を人手で行うのは非常に煩雑である. 条件に
よって艦船をフィルタ・ソートして表示する機能を備えた補助
ツールも存在する (e.g. 提督業も忙しい [12])が,その表示を人
手で参照しつつ艦船の選定を行う作業も依然として煩雑でコス
トが高く,誤りを生じやすい. このような作業は,計算機がゲー
ム状態・パラメタを参照しつつ,コードとして記述された作業
を実施することで低コストで確実に実施されることが極めて望
ましい.
本ゲームがプレイヤに単純かつ繰り返しとなる作業を継続的

に実施することを強いる傾向にあるのは前節で述べたとおりで
ある. ミッションに艦船を繰り返し送り出す作業に限っていえ
ば,作業間の時間はクライアントを一切操作することなく放置
すれば良いだけであり,その間にゲーム以外の作業を行える. し
かしながら,短い時間周期 (最も短いもので数十分毎)での繰り
返し作業のために,間断なくタスクスイッチを要求され,そのコ
ストは決して低く見積もるべきではない. また,マップへの出撃
においては,数十秒ごとにクリックを要求されることとなり,さ
らには,画面上に表示される情報を少し見落としただけで回復
不能な失敗に至る可能性が少なからず存在する. 結果として,出
撃においては本ゲームのプレイに相当程度集中することが要求
される. 従って,出撃を繰り返す作業に至っては,その間にプレ
イヤに課される精神的な負荷は相当高い. 他方で,ユーザがいっ
たん目的とそのための手段としてとれる大まかな選択肢を決定
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したのちは,これらの操作に対してプレイヤによる高度な知的
判断がほとんど不要となる. これは本ゲームにランダムな要素
が多く,プレイヤによる介入の余地が小さいことが原因である.
このような作業もやはり計算機によって低コストで確実に実施
されることが極めて望ましい.
ユーザがゲーム中の何らかの目的を設定したのち,その達成

のためにどのような選択肢をとり,どのような操作を行い,その
結果がどうであったかを記録し蓄積する作業は重要である. 本
ゲームの多くの状況下でランダムな要素が介入する結果,この
記録の蓄積は大きな意義を持つ. 記録の蓄積から統計的な処理
を施すことにより,これらのランダムな要素の確率分布を推定
することなどに応用できる. 究極的には, 本ゲームにおいてあ
る目的を設定しそれを達成するための選択肢の中から適当なも
のを決定する行為に対して,例えば multi-armed bandit problem
[16] として定式化して意思決定したり, Mnih ら [19] にみられ
るような深層強化学習などを適用するにあたり,選択,操作とそ
の結果との組を蓄積したものをそれらの手法の基礎的なデータ
として利用することも視野に入ることとなる. このような記録
を多数のユーザのプレイデータから蓄積するサービスも存在す
る [13]が,各々のプレイヤが設定する目的に適切なデータが,適
切な粒度や形式で蓄積されているとは限らない.

4. 既存研究
本節では,本ゲームの自動化やその他の関連する議論の既存

研究についていくつか触れておく.
lyrical logical [17]は画像認識による GUI自動化ツールであ

る Sikuliを用いて本ゲームの自動化を試みている. しかしなが
ら,彼が試みた自動化の範囲は艦船たちを周期的にミッション
に送り出すことに終始しており,艦船たちをマップの攻略に送
り出すことなどは,回復不能な失敗を生じる恐れがあるとして避
けている. また,艦船たちをマップの攻略に送り出すことなどを
行う際には,ゲーム状態・パラメタを正確に把握する必要がある
ことを指摘している. 彼は OCR (Optical Character Recognition,
光学文字認識)エンジンである Tesseract [8]を用いて,画面上に
表示された数値などからそれらを抽出している. しかしながら,
本ゲームの状態・パラメタを画面上から OCRを用いて読み取
るのは精度の面で問題がある. 特に本ゲームにおいては, 艦船
名, 装備名など, 重要なパラメタの多くが日本語文字列であり,
それらを OCRで認識,抽出することが精度や速度の面で困難を
伴うことは著者自身も追試している.

masarakki [18]は主に本ゲームの APIの設計について批判的
に論じている. この結論の 1 つとして, 本ゲームのサーバはク
ライアントからの API要求に対する検査が甘く,不正な APIの
実行に対して脆弱である点が挙げられている. この結論は本稿
で提案するシステムの設計において少なからず影響した. その
詳細については以下で述べる.
そのほか, UWSC [9] に基づく自動化スクリプトなどがイン

ターネット上で出回っている.

5. 本稿のゴール
本稿のゴールは本ゲームの自動化であるが,その範囲は本ゲー

ムの操作を通して達成可能な何らかの目的すべてである. すな
わち,艦船たちをミッションへ周期的に送り出すことはもちろ
ん,回復不能な失敗を伴う恐れのない安全なレベリングはさる
ことながら,回復不能な失敗を伴う恐れのあるマップへの出撃
なども含める. 無論,回復不能な失敗を絶対に起こすことなくこ
れらを遂行することが必須条件である.
また,この自動化の枠組みを,ユーザが複数設定する多様な目

的それぞれとなるべく独立した,モジュール化され,再利用可能
な形態で構築することも目標である. 究極的には, ユーザが目
的を達成するための必要最小限のスクリプト1 を記述すること
1ここでいう「スクリプト」は,プログラミングの文脈でいうと

で,本ゲームで可能なすべての操作を自動化することが理想で
ある. この目標は,例えばイベントマップの攻略のような,短期
間だけ試行することが可能な目的を自動化するにあたって,期
間内に必要最小限の労力で自動化を完成させることなどを念頭
に置いたものである.
上記に述べたゴールを達成するにあたり,本稿で提案する自

動化システムの規模,複雑さは相当程度に達することが容易に
想像される. すなわち,ある程度のシステムプログラミングにお
いて考慮が必要な様々な課題を解決する必要が生じる. 以下で
は,このゴールを踏まえた上で,本ゲームを自動化するにあたっ
てどのような設計の選択肢がありうるかを考察する. その考察
と並行して,本稿で提案するシステムの設計において,それら選
択肢の中から何をどのような理由に基づいて選んだのかについ
て説明する.

6. 非正規クライアント方式と正規クライアン
ト方式

本ゲームの自動操作をするにあたって,大まかに 2つの設計
方針が考えられる. 本稿では各々を「非正規クライアント方式」
ならびに「正規クライアント方式」と仮称する.
「非正規クライアント方式」とは,本ゲームの自動操作を行

うにあたって,通常のゲームクライアント (以下,この文脈では
「正規クライアント」と呼ぶ)の GUIオブジェクトに対する操作
を一切介さず, APIの実行に必要な通信の内容の生成,送信と受
信,解析をプログラムで直接行う手法のことを指すものとする.
他方,正規クライアントの GUIオブジェクトを何らかの方法

で操作することで本ゲームの自動操作を行う方式を「正規クラ
イアント方式」と呼ぶことにする.
本稿で提案する自動化システムでは正規クライアント方式を

採用した. その理由は以下に述べるとおりである.
非正規クライアント方式には,誤りを生じやすく,正規クライ

アントを通じてプレイしていないことを検出されやすい欠点が
ある. 非正規クライアント方式においては,正規クライアントを
操作することによって生じるサーバー・クライアント間の通信
の内容,順序,タイミング,速度などを忠実に再現する必要があ
る. さもなければ,ただちにサーバに対して不正な APIを実行す
ることになり,ゲームが継続できない. これは,ネットワーク接
続の不調として扱われることになるか,場合によってはサーバ
に過大な負荷を与えたり,正規クライアント以外の方法を通じ
てプレイしていることを検出される可能性が高い. より悪い事
態として, masarakki [18]が指摘するように, APIの実行に冪等
性がないために,たとえば戦闘の APIを複数回実行することに
よって回復不能な失敗を生じるなどの可能性すら否定できない.
また,非正規クライアント方式を採用することは,正規クライ

アントという極めて優秀なデータ可視化ツールの利用を放棄す
ることを意味する. 本ゲームには多種多様な状態・パラメタが
存在し,それら状態・パラメタが,本ゲームのプレイにおいてど
のような直感的,視覚的意味付けに対応しているのかを人手で
把握するのは非常にコストが高い. 従って,データ可視化ツール
としての正規クライアントの利用を放棄するということは,こ
のコストを甘受するか,もしくはなんらかの代替手段を自ら実
装することを意味する.
この視点から見て,本稿で提案するシステムで非正規クライ

アント方式を採用することは賢明な判断ではないであろう. 本
稿のゴールから,システムの規模,複雑さが一定程度以上になる
ことが容易に想像されることは前節で述べたとおりである. そ
して,一定規模以上の安定した自動操作システムを構築する上
で,これら状態・パラメタの本ゲームのプレイにおける直感的,

ころのスクリプト言語の「スクリプト」ではなく,何らかの形
式で記述された手順書,いわゆる人工知能分野でいうところの
「スクリプト」の意味合いで用いている. もちろん,その実装が
プログラミングの文脈でいうところのスクリプト言語で実装さ
れうることは当然に含意される.
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視覚的意味付けを把握する作業はデバッグ他の開発サイクルに
おいて頻繁に発生するものと考えられる. 本稿で提案するシス
テムで仮に非正規クライアント方式を採用した場合,この可視
化コストはとても看過できるものではなく,非正規クライアン
ト方式を選択することは賢明ではないと判断されるのである.

7. 本ゲームの自動化に必要な要素
前節で述べたように,本稿で提案するシステムは正規クライ

アント方式を採用することとなる. この方式を採用するにあた
り, 正規クライアント上の GUI オブジェクトの操作ならびに
ゲーム状態・パラメタの抽出という, 2つの大きな課題を解決す
る必要が生じる. 以下の 2 小節では, 各々の課題解決としてど
のような選択肢がありうるのかを概説する.

7.1 GUIオブジェクトの操作
GUIオブジェクトの操作には, GUIテストツールを始めとす

る, GUIオブジェクトに対する一連の操作によるワークフロー
を自動化するツールを用いることができる.
上記のようなツールの選択肢をいくつか考察しておく. それ

らは以下のようなカテゴリに大きく分類できるであろう.

• マウスの移動やクリックなどを画面上の座標とともに指
示するもの (以下,「単純方式」. 例えば xdotool [11]など)

• ユーザによるマウスやクリックの位置・タイミングなど
を記録し, それを再生する, いわゆるリプレイツール (以
下,「リプレイ方式」)

• 対象の GUIフレームワーク・モデルに対する侵入的な知
識を前提として, GUIオブジェクトをプログラム上のオブ
ジェクトとして直接操作する方式 (以下,「侵入的操作方
式」. Microsoft Windowsに対する AutoIt [2], OS Xに対す
る Automator,ウェブアプリケーションに対する Selenium
[6]など)

• 画面上の GUIオブジェクトを視覚的に認識,すなわち対
象の GUIオブジェクトの画像パタンに対する画像認識を
行ってその位置・範囲を同定し,その GUIオブジェクト—
実際にはそのオブジェクトに対応する位置・範囲—に対
するマウス・キーボード操作をシミュレートするもの (以
下,「画像認識方式」. SikuliX [21, 7]など)

上に挙げた各選択肢の得失について簡潔に説明する. 単純方
式やリプレイ方式は単純なワークフローの自動化に最適である
一方で,操作対象の状況・状態が複雑に変化する場合にはそれ
単独では対応しきれない. また,単純方式やリプレイ方式では頑
健な GUI操作を行うことができない. このことについては 9.4
節で詳しく述べる. 侵入的操作方式は,各 GUIオブジェクトに
対する確実な操作が可能であり, GUIオブジェクト中のテキス
トリソースを取り出せるなど情報の抽出も可能である,という 2
点において極めて優れている. 他方,対象の GUIフレームワー
ク・モデルに対する侵入的な知識を前提としており,対象の GUI
フレームワークに対応するツールが存在しない場合があり,ま
たポータビリティに欠ける. 画像認識方式は, 対象となる GUI
フレームワークに対する侵入的な知識を必要とせずポータビリ
ティが高い. 他方, GUI オブジェクト中のテキストリソースを
取り出すなどの情報の抽出がそれ自身では不可能である.

7.2 情報の抽出
本稿のゴールを達成するにあたって,ゲーム状態・パラメタ

を正確に把握することは必須の要素である. ゲーム状態・パラ
メタを正確に把握するにあたって,以下のようないくつかの方
式がありうる.

• 画面上に表示される情報を OCR エンジンなどを用いて
視覚的に抽出する (以下,「OCR方式」)

• 前小節における侵入的操作方式の GUIオブジェクト操作
フレームワークを採用できる場合に,そのフレームワーク
を用いて適当な対象の GUIオブジェクトから抽出の対象
となる情報に対応するテキストリソースを取り出す (以
下,「侵入的抽出方式」)

• サーバ・クライアント間の通信路上の通信内容を傍受す
ることで,クライアントが保持しているゲーム状態・パラ
メタを復元する (以下,「中間者方式」)

OCR方式は人間が画面上で認識できる文字情報ならば原理
的にはすべて抽出可能である. 一方で,その抽出精度は OCRエ
ンジンの精度に依存する. また, 画面上に陽に表示されない情
報を抽出することは不可能である. 侵入的抽出方式によって抽
出可能な情報は OCR方式に匹敵し,またその精度,信頼度はほ
ぼ完璧である. 他方,この方式はあくまで対象の GUIフレーム
ワークに対応した侵入的操作方式のツールがあることが大前提
となる. 中間者方式における中間者 (Man-in-the-Middle, MITM)
とは,いわゆる中間者攻撃における中間者の意味である. ここで
の中間者の目的は,攻撃ではなく,クライアントが保持するゲー
ム状態・パラメタの完全な復元である. 2.2節で述べた本ゲーム
の実装の特徴により,本ゲームのサーバ・クライアント間の通
信路上の通信内容を傍受することにより,このようなゲーム状
態・パラメタの完全な復元は原理的に可能である.

8. 提案システム
本稿における提案システムでは, GUIオブジェクトの操作フ

レームワークとして画像認識方式を,情報抽出のフレームワー
クとして中間者方式を各々採用し,この 2つを組み合わせたシ
ステムを構築する.

GUIオブジェクトの操作フレームワークとして画像認識方式
を採用したが,実際には侵入的操作方式を採用するほうが極めて
望ましいと考えられる. 本ゲームのクライアントはウェブペー
ジに埋め込まれた 1 つの Flashオブジェクトであり, 侵入的操
作方式を採用する場合, Flash に対応したツールが必要となる.
Flashに対応した侵入的操作方式のツールとして flash-selenium
プロジェクト [3] なるものがあるようであるが, 当該プロジェ
クトのツールを調査,選定するための時間が不足しており,本稿
で提案するシステムでは採用できなかった. また, 単純方式や
リプレイ方式では頑健な GUI操作が行えないために採用しな
かった. これについては 9.4節で詳しく説明する.
情報抽出のフレームワークとして中間者方式を採用した理由

は以下のとおりである. 前述のとおり,侵入的操作方式を採用で
きなかったため,必然的に侵入的抽出方式を採用することは不
可能である. また 4節で述べたとおり,本ゲームの状態・パラメ
タを OCR方式で抽出するのも精度,速度の面で困難を伴う. 以
上から,中間者方式を採用するに至った.
本稿において提案する本ゲームの自動操作システムの概要を

Figure 1に示す.
これらのシステムはすべてVMware Workstation Playerによっ

て構築した仮想マシン上に構成した. この理由は以下のとおり
である. GUIオブジェクトの操作フレームワークとして画像認
識方式を採用する都合上,システムの稼働中は操作対象である
クライアントを表示したウェブブラウザのウィンドウを最前面
に表示する必要があり,また,マウスの操作権限を完全に操作フ
レームワークに移譲しなければならない. これにより,システム
の稼働中は他の一切の GUI操作が事実上不可能となる. このた
め, 本システムを稼働させるための環境一式を OSレベルから
新たに用意するのが最も簡易であるからである.
本システムを稼働させる OSとして Ubuntu 14.04.3 LTSを採

用した. なお,実際の動作確認にまでは至っていないが,後述す
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Figure 1: 本稿で提案する自動化システム

るツール群はすべて Microsoft Windows上でも動作する2ため,
同システムをMicrosoft Windows上で稼働させることも可能で
あると思われる.

GUIオブジェクトの操作フレームワーク実装として SikuliX
を採用した3 . SikuliXは画像認識方式としては先駆的なツール
で,実績のあるものである. また, Python (実際の実装は Jython),
Rubyおよび JavaScriptという,システムプログラミングに必要
な機能を十分に有するプログラミング言語向けに対する APIが
用意されており, 5節で述べたようなゴールを達成するにあたっ
て直面する課題に対して,これらの言語は十分に対処できる. な
お,本システムにおいては, Python (Jython)を, SikuliXの APIを
実行し, GUI操作を組み合わせてワークフローを記述するプロ
グラミング言語として採用した.
ゲーム状態・パラメタを抽出するための中間者方式のツール

として mitmproxy [5] を採用した. mitmproxy はウェブデバッ
ギングプロキシであり, HTTP 通信をリクエスト・レスポンス
単位でキャプチャ,インターセプト,リプレイしたりするなどの
機能を持つツールである. 本稿のシステムにおいては, 本ツー
ルの mitmdumpというサブツールの inline scriptsと呼ばれる機
能を利用した. inline scriptsは, HTTP通信のリクエストの送信
時やレスポンスの受信時に, Pythonの関数としてユーザが任意
に実装できるフックを実行できる機能である. この機能を用い
て,本ゲームのクライアントが送出した APIリクエストに対す
るサーバのレスポンスの受信時にフックを起動する. そして,リ
クエストとレスポンスの内容を解析し,必要な形式に整形した
のちデータベースに格納する. このフックは,リクエストとレス
ポンス本体の内容には一切変更を加えず,それらに対しては完
全に透過的な動作に終始する.
画像認識方式の SikuliX単独ではゲーム状態・パラメタを抽

出できないため, SikuliX から API の実行時の通信内容が格納
されたデータベースにアクセスし4 ,そこからゲーム状態・パラ
メタを完全に復元する. この mitmproxyと SikuliXとの協調動
作によって, 7節で述べた, GUIオブジェクトの操作とゲーム状
態・パラメタの抽出という,本ゲームの自動化における 2つの
2recordMyDesktopを除く
3なお, VMware Workstation Player によって構築した仮想マシ
ン上で SikuliXを動作させる際には,「3Dグラフィックスのア
クセラレーション」オプションを無効にすることで SikuliXの
画像認識動作が格段に軽快になる.
4本システムではデータベースとして SQLite を採用したが,
SikuliX の Python の実装は Jython であり, 本稿執筆時点で
Jythonから SQLiteに対する Pythonの標準的なモジュールであ
る sqlite3モジュールをインポートできなかった. このため,ワー
クアラウンドとして SQLiteのコマンドラインインタフェイス
を Jythonから操作して, その結果を適当に解析して SQLiteに
アクセスする実装としている. 本来なら JDBCを介してアクセ
スするなどすべきところであろう.

課題を解決した. なお,ゲーム状態・パラメタの抽出の具体的な
実装として mitmproxyを使用するアイデアは妖精さん [14]に
よる.
本ゲームのクライアントを動作させるウェブブラウザには

Flashを動作させることができる Google Chromeを採用した. ま
た,本ゲームのサーバに直接接続させず, mitmproxyを経由して
通信させるために, Google Chromeに Proxy SwitchySharp拡張
を追加してmitmproxyをプロキシとして通信するよう設定した.
以上の構成により,本ゲームのサーバとクライアントとの間

の関係において,本システムは完全に透過的なものとなる. これ
は次の 2つを意味する. すなわち,クライアント側から送られて
きた APIの実行の挙動や内容をサーバ側から観測したときに,
それは正規クライアントの GUIオブジェクトを操作した結果
のものと一切区別がつかない. また,サーバ側から返された API
の実行の結果のレスポンスの挙動や内容をクライアント側から
観測したときに,それは正規クライアントの GUIオブジェクト
を操作した結果送られたリクエストに対して正規のサーバが返
すレスポンスと一切区別がつかない.
最後に, Figure 1中のスクリーンキャストと書かれた部分は,

システムが稼働している間,クライアントの画面を終始スクリー
ンキャストしていることを表している. スクリーンキャストと
は,コンピュータの画面出力を動画ファイルとして記録したり
動画ストリームとして配信することである. 本システムの稼働
時間は数時間から数日にわたり,稼働ログの記録は必須のもの
である. 本システムの稼働内容として記録すべき最も重要な要
素の 1つが GUIをどのように操作しているかである. これはテ
キストの形態で記録することも可能ではあるが,実際のマウス
の動きやクリック動作,クライアントの画面状態の変化や画面
遷移を動画として記録するのが最もわかりやすいのは言うまで
もない. 従って,システム稼働中はクライアントの画面を動画と
して終始記録している.
スクリーンキャスティングソフトウェアとしては recordMy-

Desktop [1]あるいは VLC media player [10] (以下,「VLC」)を
用いた. 上で述べたとおり, 本システムが稼働している環境は
Ubuntuであり,この環境で動作するスクリーンキャスティング
ソフトウェアとして主なものには, 上記の 2 つをはじめ, 他に
Kazam [4]などがある. しかしながら Kazamは SikuliXと同時
使用できなかったために本システムでは採用できなかった. 具
体的には, Kazam によるスクリーンキャスト実行中は SikuliX
の画像認識が失敗する現象が起きたことがその理由である. 本
システムで採用した recordMyDesktopと VLCの 2つにはそれ
ぞれ得失がある. recordMyDesktopは,マウスカーソルを実際に
画面に表示されている状態そのままで録画できる点で,マウス
カーソルの動きや状態を記録する本システムにおけるスクリー
ンキャストの目的に適している一方,録画のコーデックが特殊
であり,単位時間当たりのファイルサイズが比較的大きくなる5

欠点を伴う. 他方, VLCは H.264などの普及度が高く高圧縮な
コーデックをはじめとする,多様なコーデックを選択できる一
方,あらかじめ設定した固定されたマウスカーソル画像しか表
示できず,マウスカーソルの挙動による不具合が生じた際の解
析に多少の不便を伴う.
スクリーンキャストを十分な時間稼働させた場合でも,その

記録は妥当なファイルサイズに収まる. 本ゲームのクライアン
トの表示領域 (800ドット×480ドット)を録画するにあたって
必要なビットレートは, recordMyDesktopで 1Mbps強, VLCで
H.264を選択して 400Kbps強である6 . この数値は,今日の十分

5recordMyDesktop のデフォルトの動作は非圧縮状態で録画し
たものを録画終了後にエンコードするものである. これは長時
間の録画が基本となる本システムで採用するにはファイルサイ
ズが大きくなりすぎる. このため, on-the-flyでエンコードを行
うオプション付きで使用している.
6画面変化がどの程度か,つまり例えば記録中にどれだけ出撃し
たかなどによってこれらの数値は変動する. 記載した数値は 15
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なスペックを持つ PC上に構築できる仮想マシンのディスクサ
イズ (数十 GB 以上) からみれば, 十分な時間, システムの稼働
状況を記録し続けられることを意味する.
本システムを稼働させることによる負荷は手元の環境でおお

よそ以下のとおりである. Intel Core i7, 物理コア数 4, 論理ス
レッド数 8,メモリ 16GBの PC上で, Microsoft Windows 10を
ホスト OSとする VMware Workstation Playerを使用し,メモリ
2GBを割り当てた仮想マシン上で VLCによる H.264エンコー
ドのスクリーンキャストとともに本システムを稼働させたとき,
CPU占有率はホスト OS上の観測で常時 50%強で推移する程
度である. これは,ホスト OS上で動画を視聴したり,本システム
のためのものとは別に稼働している仮想マシン上で本稿をまっ
たくストレスなく執筆できる程度の負荷であった.

9. 本ゲームの自動化における工夫および知見
以下の各小節では,本ゲームを自動化するシステムを稼働さ

せるにあたって実施したいくつかの工夫と,実際に稼働させた
結果得られたいくつかの知見について述べる.

9.1 回復不能な失敗の防止
2.1節で説明したとおり,本ゲームには回復不能な失敗が生じ

うる. 一方で, 5節で述べたとおり,自動操作中にこの回復不能
な失敗が生じないことは絶対条件である. 以下では,本システム
の設計や運用においてどのように回復不能な失敗を防止してい
るかについて述べる.
回復不能な失敗は艦船,装備あるいはアイテムを喪失するこ

とで生じうる. このような喪失が生じる状況のいくつかは,それ
を生じうる操作そのものを自動化において避けることが可能で
あり,また別のいくつかはそれを生じうる操作が自動化におい
て不可避である. 本ゲームにおいて艦船が喪失する状況は,プレ
イヤが艦船を自主的に解体した場合,他の艦船の強化の素材と
して使用した場合,および戦闘によって艦船が轟沈した場合で
ある. 装備が喪失する状況は,プレイヤが装備を自主的に廃棄し
た場合,その装備を付けていた艦船が喪失した場合,およびいく
つかの特殊な装備が一定の条件下で自動的に消費される場合で
ある. アイテムが喪失する状況は,プレイヤがアイテムを自主的
に使用した場合である.
アイテムを使用すること,特殊な装備を一定の条件下で自動

的に消費すること,これら 2つは本ゲームにおいてユーザが設
定する何らかの目的を達成する際の行動において不可避である
ことは今のところないため,これらは自動操作中には一切行わ
ない.
艦船を自主的に解体したり,艦船を他の艦船の強化の素材と

して使用したり,装備を自主的に廃棄したりすることは,特にク
エストや出撃も含めて自動化した場合に不可避である. これは
以下に述べる理由による. 本ゲームにおいて保持可能な艦船の
総数,装備の総数には各々上限がある. 一方で,クエストを達成
しようとしたり出撃を行うと新しい艦船とそれに伴う装備が入
手される. 保持可能な艦船,装備の残り総数が一定数以下となっ
た場合,クエストの達成が不可能になったり,出撃においてより
価値の高い艦船を新たに入手することが不可能になったり,イ
ベントにおいてマップへの出撃そのものが不可能になったりす
る. 見方を変えれば, 保持可能な艦船, 装備の残り総数は, クエ
ストの達成や出撃に必要な資源パラメタの一種とみなすことが
できるのである. この資源パラメタを「回復」させるために,艦
船を自主的に解体したり,艦船を他の艦船の強化の素材として
使用したり,装備を自主的に廃棄することを,自動操作において
行う必要がある.
このような艦船や装備の喪失を伴う操作に,誤って回復不能

な失敗が含まれてしまう恐れがあるため,本システムの運用に

分に 1回程度の出撃を繰り返した際のものである. どちらも音
声は記録していない.

おいては,本ゲームに備わっているロックと呼ばれる機能でこ
れを防止している. ロックとは,個々の艦船,装備に対するフラ
グであり,ロックの対象となった艦船,装備は GUI操作によっ
て喪失する恐れがなくなる. 本システムによる自動操作の実運
用においては,このロック状態を一切変更せず,人手でのみロッ
ク状態を変更することを前提とすることで,本システムによる
自動操作中に,ロックした艦船,装備に関する回復不能な失敗が
GUI操作によって引き起こされないようにすることとした. こ
のような運用方針を採用していても,自動化システム実行中に
獲得した艦船や装備がロックされないまま誤って喪失される可
能性は依然として残る. しかしながら,もともと自動化システム
実行中に獲得した艦船や装備であれば,たとえ誤って喪失した
としても,自動化システムを実行していれば再度入手できる可
能性があるわけであり,致命的な喪失となるケースはほとんど
ない. また,イベントの攻略などを自動操作し,それによって極
めて貴重な艦船や装備が新たに入手できるような場合には,そ
れらが入手でき次第,本システムによる自動操作を即座に停止
するとともに,メールの送信などによって運用者に通知される
ような運用とした.
これまで本システムによる自動操作により, 300 隻弱の艦船

が自主的に解体され, 5000隻弱の艦船が他の艦船の強化の素材
として使用され, 5000個強の装備が自主的に廃棄されてきたが,
これらの操作において意図せず喪失した艦船,装備はクリック
位置の誤作動による艦船 1隻であり,この 1隻の喪失は回復不
能な失敗ではまったくなかった. また,このクリック位置の誤作
動はすぐに修正された.
最後に,艦船を喪失しうるもう 1つの状況として戦闘による

轟沈がある. 轟沈の条件は明示されていないものの,耐久パラメ
タが一定以下の艦船が新たな戦闘に突入した場合にのみ起こり
うるということがほぼ確実視されている. この, 戦闘による轟
沈を避けるために以下のような防止策を講じた. 戦闘による轟
沈を避けるには艦船の耐久パラメタを確実に追跡する必要があ
る. 艦船の耐久パラメタは戦闘によって減少するが,この耐久パ
ラメタの減少を引き起こす戦闘の APIの通信内容から戦闘終了
時の各艦船の耐久パラメタを計算するのは,通信内容の形式が
複雑なため誤りを生じやすい. そのため,スクリーンキャストに
よる動画記録から戦闘部分のみを大量に切り出し,対応するロ
グや計算された耐久パラメタが動画記録と一致するかを人手で
チェックすることにより,戦闘終了時の各艦船の耐久パラメタ
を計算するコードに誤りがないかを確認した. また,最悪,戦闘
による耐久パラメタの減少の追跡が誤っていたとしても,妥当
な条件下では,戦闘後に別の APIが実行されることに伴って艦
船の耐久パラメタがやり取りされ,それをさらにチェックする
ことで戦闘による轟沈を防止する別の機会が存在する7 . その
タイミングで 2回目のチェックを行うことにより轟沈の防止を
多重化した.
これまでの本システムによる自動操作により, 8000回弱の戦

闘に遭遇し,轟沈による艦船の喪失は一切なかった. なお,この
すべての戦闘において 2重チェックの 1回目のチェックが誤っ
ていたケースは皆無であり, 2 回目のチェックによる轟沈の防
止機構が発動する機会はなかった.

9.2 イベント処理
本ゲームの自動操作に基づいてより高次のワークフローを構

築するにあたって,本ゲームのプレイを何らかの形式でモデル

7戦闘後,進撃を選択したのちに艦船の耐久パラメタの更新を含
めた APIの実行が行われる. 4隻以上で出撃している場合,次の
戦闘の開始前に陣形をプレイヤが選択するタイミングが生じる
ため,そこで 2回目の耐久パラメタのチェックを行うことが可
能である. また,1隻のみで出撃している場合も,轟沈の可能性が
ないことが確実視されている. 結局, 2または 3隻で出撃した場
合だけ 2重チェックの機会がないことになるが,現状, 2または
3隻で出撃する必要が生じることはほぼない.
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化する必要がある. 本稿で提案するシステム上に著者が実際に
構築したワークフローの記述は,本ゲームのプレイが高度なイ
ベント処理であり,そのようなイベント処理に対する既存の手
法,パタンを応用するべきであるという観点に基づくものであ
る. 本小節ではこれに関して簡潔に説明する.
例えば,複数の艦隊を,各々別のミッションに繰り返し送り出

し続けることを考えてみる. 送り出した艦隊のうち,次にどの艦
隊がいつ帰投してくるかは,各々のミッションに対して定めら
れた時間から相当程度の精度で予見できる. このため,ある艦隊
をミッションに送り出し,ある艦隊が帰投し,その艦隊の補給を
行い,再度ミッションに送り出す,というイベントの繰り返しの
列は時系列上に決定的かつ順次的に整列されているように思わ
れる.
しかし現実的にはそうではない. 複数の艦隊を,各々別のミッ

ションに送り出し続けるという単純なワークフローだけに限っ
てみても,マウスの移動,個々の画面状態の変化や画面遷移, API
の実行にかかる微かな時間の違い,あるいはサーバ側とクライ
アント側のクロックのずれなどによって,イベント列が時系列
上に決定的かつ順次的に整列されているというモデルとはずれ
が生じていき,長時間の稼働においてそのずれは蓄積されてい
く. また,ここでたった 1つ別の作業,たとえばある艦隊中の艦
船を時折入れ替えるなどといった操作を上記の単純なワークフ
ローに追加しただけで,イベント列が時系列上で決定的かつ順次
的に整列できるとするようなモデルは完全に破綻する. このよ
うなモデルはワークフローに対するあらゆる変更に対してまっ
たく頑健でないのである. 上記のワークフローにさらに出撃な
どの作業も加えれば,もはや本ゲームにおいて次に何のイベン
トが生起するかを決定的かつ順次的なものとしてモデル化する
ことは理屈に合わない.
著者は,本ゲームの自動操作に基づく高次のワークフローの

構築においては,高度なイベント処理の枠組みに基づいてモデ
ル化することが望ましいと考える. これは,次に生起するイベン
トの種類やタイミングが完全に非決定的であるという前提に立
つものである. そして,高度なイベント処理に対処するために確
立されている既存の各手法,パタンでもって解決を図るべきで
あると考える. 具体的には,たとえば以下のような手法が考えら
れる.

• 艦隊ごとにスレッドを割り当て,艦隊がミッションから帰
投するなど,艦隊への操作が必要となるまでスレッドをブ
ロックする

• ハリウッド原則,制御の逆転を前提として,イベントが生
起した際に,リアクタパタン,プロアクタパタン [20]的に
各イベントを処理する適切なワークフローを起動する

これらはネットワークプログラミングや GUIプログラミング
において極めて普遍的にみられる手法であり,これらの手法を
本ゲームの自動操作上のワークフロー構築においても採用すべ
きであると著者は考える.
本稿で提案するシステム上に著者が実際に構築したワークフ

ローは,イベントループからイベントの生起に応じて適切なワー
クフローが呼び出される,制御が逆転された形式を採用した. こ
のような形式であれば,通常,イベントループに制御を返す際に
次の処理をコールバックによって指定する方式となるところで
ある. しかし,著者が構築したワークフローの記述においては,
実装言語が Pythonであることを活かして,コールバックをほと
んど使用せず, ワークフローを順次的に記述しつつ, yield式で
イベントループに制御を戻すジェネレータとすることで,高度
なイベント処理と,順次的なワークフローの記述による可読性
の維持とを両立させる方式を採用した.
これにより,「補給画面に遷移→補給→メイン画面に遷移

→編成画面に遷移→艦隊を編成→メイン画面に遷移→換装
画面に遷移→装備を換装→メイン画面に遷移→出撃画面に

遷移...」のような順次的なワークフローの記述でありながら,メ
イン画面に遷移する際に yield式を発行することで,ミッション
からの帰投イベントがあればそちらの処理を優先して割り込ま
せつつ,それが終了すればワークフロー中で割り込み直前まで
行っていた作業の次から再開する,などといった極めて自然な
挙動を自動操作上で実現できた.

9.3 クリック位置のランダム化
本ゲームのクライアントは,いくつかの APIリクエストの送

信において,直前のクリック位置に対応する情報をともに送信
している. これは GUIの自動操作を検出する目的であると推測
される. このことへの対処も含めて,本システムでは,あらゆる
クリック動作において,クリック対象の領域内のいずれかの座
標をランダムにクリックすることとした. 現在は, クリック対
象の領域の外周に 2σ 範囲の楕円が内接する二次元正規分布で
もって座標をサンプリングし,サンプリングの結果が領域外の
座標となった場合は領域内の座標をサンプリングできるまで棄
却し続ける (結果としてクリック対象の領域内を定義域とする
切断正規分布となる) 単純な方式でランダム化した. 理想的に
は,人間の実際のクリック座標のサンプルを大量に採集してク
リック位置のモデル化を行いたいところである.

9.4 頑健な GUI操作
本稿で提案する自動操作システムを長時間稼働させている中

で,まれに, SikuliX上で確かにクリック動作を発行しているに
も関わらず, Flashの GUIオブジェクトにクリックが認識され
ない現象が発生した.
原因の 1 つは, クリックの際に, クリックの対象とする GUI

オブジェクトのさらに前面に別のオブジェクトが発生すること
で,対象の GUIオブジェクトへクリック動作が伝達しないこと
であった. 特に,本ゲームのクライアントにおいては,ダメージ
を受けた艦船のアイコンから発生する煙のアニメーションが,
クリック対象の GUIオブジェクトの上に重なり,クリックが阻
害される状況が比較的多発する. また原因は不明であるが,リス
ト上をマウスカーソルが移動しながら目的の行へ到達した直後
にクリック動作を発行したときに,それが認識されないといっ
た現象もまれに発生した.
これらの現象に対して,クリック動作を対象の GUIオブジェ

クトに確実に伝達するために, 以下のような対策を講じた. ク
リック動作が対象の GUIオブジェクトに伝達されたときに期
待される画面状態の変化や画面遷移を SikuliXの画像認識で検
出することで,クリック動作が対象の GUIオブジェクトに伝達
されたことを検知し,それが検知されなかった場合はクリック
動作を再度試みるという動作とした.
結局のところ,人間の認知と UIのデザインとの関係を考える

とき, GUIオブジェクトに対する人間の操作が意図どおり伝達
されていることは画面上の何らかの視覚的なフィードバックに
よって認知されるのであり, SikuliXにおいても,この GUIオブ
ジェクトに対する操作とその視覚的フィードバックの確認とい
う, GUI操作に対する人間の認知のあり方を模倣すれば,人間に
よるものと同等程度に頑健な GUIオブジェクト操作が可能に
なるということに他ならない.
また,このような頑健な GUI操作を行うためには,上で述べ

たように画像認識能力が必要となる. 本システムでは,クライア
ントが保持するあらゆる状態・パラメタを GUI オブジェクト
の操作の際に参照できるため,一見すると座標を直接指示する
方式の GUIオブジェクト操作 (7.1節でいう単純方式)でも可能
なように思われる. しかしながら,実際には,上記のような頑健
な GUI操作が必要であり,そのためには画像認識能力を備える
画像認識方式が必要となるのである.
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10. 問題点
本稿で提案するシステムを構築,開発,運用,保守するにあたっ

て大きな問題となったのが,開発サイクルの方法論を暗中模索
したり,開発サイクルの実行を試行錯誤することとなった点で
ある. これは,本稿で提案するシステム特有の事情が関連して,
ソフトウェア構成管理 [15]において基本となる各手法,方法論
の適用に大きな困難が生じたことが原因である.
まず,本稿で提案するシステムにおいて各 GUIオブジェクト

の自動操作は基本的なコンポーネントであるが,これに対する
単体テストの方法論を確立できなかった. GUIオブジェクトの
自動操作コンポーネントに対するテストとは,つまり画面上で
のマウスの動きや GUIオブジェクトの操作による画面状態の
変化,画面遷移を確認することであり,そのような手法,ツール
として適切なものを選定することができなかった. このため,こ
の部分に関してはテストを行うコードがテスト対象のコードと
分離した単体テストをあきらめ,各 GUIオブジェクトの自動操
作を行う実装コードに大量の assertを配置して, 画面状態の変
化や画面遷移を 9.4節で説明したのと同じあり方で厳重に検査
したり, APIの実行が伴う GUI操作を行うコードの直後に期待
される情報がデータベース上に記録されているかを厳重に検査
したりするなどして,実装が正しいことをチェックする方法を
採用した.
また,刻一刻と変化する本ゲームの状態が本システムの実行

環境の状態として含まれるため,テスト環境やテスト状況を準
備したり複製したりすることが高コストであったり不可能だっ
たりする難しさもある. 特に本ゲームの場合, 2.1節で説明した
ように様々な状況でランダムな要素が介入するため,テスト状
況の再現が困難を極める場合がある. 特定の状況でバグが生じ
たとしても,そのバグが再現する状況が次にいつ再び起きるの
かが確率的であったりするのである.
本システムおよびそれに基づいて構築されたワークフロー他

のコード量は単純に行数ですでに 2万行に達しており,ソフト
ウェア構成管理の徹底した適用が避けられない規模に達してい
る. 従って,早急に上記のような困難を少なからず緩和する方法
論を確立することは急務である.

11. 結論
本稿では,とある艦船収集ゲームをケーススタディとして,オ

ンライン Flashゲームの自動操作システムの考察と提案を行っ
た. そして, 実際に画像認識に基づく GUI 操作ツール SikuliX
とウェブデバッギングプロクシツールmitmproxyとを組み合わ
せて,正規のゲームクライアント上の GUIオブジェクトの操作
を通した自動操作システムを構築した. さらに,その上に高度な
イベント処理に対する手法を応用したワークフローを記述した.
一方で,ゲームプレイの自動化システムというドメインは特殊
であり,設計・開発ノウハウが表に出てくることが少なく,その
共有活動が極めて不活発なこともあって,一定規模以上のシス
テムにおいて開発サイクルの確立,ソフトウェア構成管理の適
用に大きな困難が伴うことが分かった.
今後は,自動操作システムをさらに長期間運用することで,さ

らなる知見を獲得しつつ,どのような開発サイクルが適してい
るのかを模索していきたい.
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Implementing C89 Compiler

C89コンパイラの実装

Asuna
Log House, 22F

ABSTRACT
本稿では，個人の余暇における言語処理系の実装の可能性を模
索し，その記録として，言語処理系の基本的な構造，およびその
実装方針をまとめる．言語としては，処理系を作るにあたって
簡易であり，またコミックマーケット 89 [11]の開催にちなん
で，C89を選択した．対象とするアーキテクチャは x86 (32-bit)
とする．

Categories and Subject Descriptors
D.3.4 [Software]: Programming Languages—Processors

0. DISCLAIMER
本稿は SIG2Dに採録されているにも関わらず，一切 2Dとは

関係ない．本稿は「 C89といえばコンパイラだよね」という著
者の何気ない一言がきっかけで決まったネタ企画である．

1. INTRODUCTION
近年言語処理系の需要が高まっている．LLVMに代表される

近代的なコンパイラフレームワークが登場し，誰もが気軽に言
語処理系を作成できる時代になった．また Rust, Go に代表さ
れるような新しい言語も登場し，C++11, C++14, Java 8, PHP 7,
ECMAScript 7のように既存の言語も次々と進化を遂げ，今後
もこのトレンドは継続するものと思われる．また，特に研究や
開発に際して，特定の用途における処理の記述を簡易化し，ま
たそのミス，エラー等を容易に発見する手段の一つとして DSL
(Domain Specific Language)を自作する，という場合も少なくな
い．これらのような最新の技術をいち早く学習するためには，
また効率的に設計，実装するためには，言語処理系の動作，実装
の理解は欠かせない．特にここ数年で言語処理系に関する日本
語の書籍も数多く登場し，また古典良書の新版が出版され [14,
24, 29, 27, 23]，個人での言語処理系の学習，作成も徐々に容易
になってきている．
これらの背景を元に，本稿では簡易なコンパイラを個人で自

作し，その基本的な構造や実装方針をまとめる．
実装したコンパイラでは，大きく以下の 4フェーズを採用す

ることとした．

• 字句解析

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SIG2D ’15 Atami, Japan
Copyright 2015 SIG2D ...¥100.

• 構文解析
• 意味解析
• アセンブリ生成

一般に Cコンパイラと言った場合には，プリプロセッサ，ア
センブラ，リンカを含めて意味する場合が多いが，今回は時間と
紙面の都合上，コンパイル部分にのみ焦点を当てることとした．
以下，各セクションでそれぞれの詳細を解説する．各フェー

ズについてはそれぞれ対応する章を参照されたい．はじめに，
2章では，本稿で用いたプログラミング言語環境，及びデバッ
グのための簡易ツールの作成方法を紹介する．3章では字句解
析について，4章では構文解析について，5章では意味解析に
ついて，6章では x86に関するアセンブリのごく簡単な概要及
びアセンブリ生成方法について，それぞれ解説する．7章では，
本稿の焦点から外れるプリプロセッサ，アセンブラ，リンカに
ついて，簡単に触れる．8章では，テスト方法について解説し，
9章でまとめと今後の課題を示す．

2. 準備
本稿では実装及びテストを Ubuntu 14.04 の上で行うことと

した．
また，言語処理系を実装するにあたって用いるプログラミ

ング言語は OCaml[6]を選択した．言語処理系を作成するにあ
たっては，他の言語，例えば C言語等よりも簡潔に記述できる
場合が多く，個人で今回の実装を行うにあたり，時間の節約に
大変活躍した．また，OCaml自体が言語処理系を設計する場合
を考慮しており，字句解析，構文解析に便利な標準的なツール
を言語とともに提供している．
一方で，標準ライブラリが他の言語と比べると若干小さい傾

向にある．この言語を使う場合は，他の著名なライブラリ [8]
等を用いることが多いが，今回は特に複雑なコードは必要ない
ため，以下の簡易自作ツールのみを用いた．

2.1 Pretty Printing
本稿ではデバッグを簡易に行うため，小さな pretty printing

用のツールを用いることとした．このツールはあくまで実装中
の簡単な確認やデバッグのためのみに使用し，本来のコンパイ
ラ部分とは直接関係ない．一方で，後述の通り，コンパイラの
実装は主に木構造をとるデータを変換していくこととなり，こ
の可視化は実装の効率化という点で大きな影響があった．1

OCamlには標準で便利な pretty printingツールは同梱されて
いないため，本稿ではごく簡易なものを自作することとした．
他の方法としては，既存のツール等を用いる方法もある [3]．
作成したツールは，compiler-libsを使い [@@pprint]という

注釈をもつ型の定義から自動的に対応する pretty printing関数
1実際，開発初期はこのようなツールは用いず手ですべて書い
ていたが，開発が進むにつれ，定義する型が多様にまた複雑に
なり，開発時間の多くをこのデバッグ用の関数に費やすことと
なってしまっていた．
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を生成する OCaml用プリプロセッサ，及び実行時ライブラリ
である．compiler-libsはこのようなプリプロセッサを簡易に作
るための OCamlに同梱されているライブラリであり，OCaml
の構文木にアクセスでき，また編集できる．本稿の焦点から外
れるので詳細は記載しないが，解説 [1]等を参照されたい．

2.2 スタックトレース
デバッグをする上で最も有用な情報の一つがエラー時のス

タックトレースである．OCamlでは -gをつけてコンパイルし
たものを，OCAMLRUNPARAM=b という環境変数を設定して実行
することで，例外終了時にスタックトレースを得られる．

3. 字句解析
コンパイラの入力はソースコードであるテキストファイルで

ある．コンパイラは最初の処理として，ソースコードをトーク
ンと呼ばれる単位の列に分解する．例えば，

int main() {
return 0;

}

を入力とするならば INT, ID(main), LPAREN, RPAREN, LBRACE,
RETURN, INTEGER(0), SEMICOLON, RBRACEといった列に変換さ
れる．ここで予約語 (int, return)等は個別のトークンになっ
ているのに対し，数字 (0)や識別子 (main)はそれぞれ INTEGER,
ID といったカテゴリに分類され，その属性として個別のデー
タを持っていることに留意されたい．
このトークンは次段構文解析の入力として使用される．
トークンの種類は C言語の仕様に準拠する．C言語の文法は

「プログラミング言語 C」[17, 18]等に詳細がある．
C言語の場合，各トークンは基本的に正規表現で定義できる．

自作の場合は，正規表現の列からオートマトンを計算し，実装
すればよい．本稿では，簡易化のために OCamllex[7]を使用す
ることとした．OCamllexは OCamlに同梱されているツールで
ある．Lex[19]の OCaml版であり文法も使用方法も非常に似て
いる．詳細はマニュアルを参照されたい．字句解析器はトーク
ンを出力するが，そのトークンの定義は後述の構文解析器の中
で定義される．このためコンパイル時の依存関係に留意する必
要がある．
特に予約語についてであるが，オートマトンの状態が大きく

なってしまうことを避けるため，「予め固定の予約語の表を作成
しておき，正規表現としては識別子と同じものとして，トークン
を組み立てる際にその表をチェックする」という手段がしばし
ば取られる．作成した字句解析器もこの手法を採用している．
更に，後述する通り，C言語では typedefされた名前は識別

子とは区別されたトークンを返す必要がある．この詳細は 4.1
節 (構文解析)に譲るが，ここでは現在までで有効な typedefさ
れた名前の一覧は知っているものとする．予約語ではなかった
場合，typedefされた名前であるかどうかをチェックし，その分
岐も行う．以上を合わせると以下の様な実装となる．

let keyword_table =
let table = Hashtbl.create 80 in
let _ = List.iter

(fun (key, value) ->
Hashtbl.add table key value)

Parser.([
"auto", AUTO;
"break", BREAK;
"case", CASE;

:
"while", WHILE;

])
in table

}
:
rule token = parse

:
| identifier {

let value = Lexing.lexeme lexbuf in
try

Hashtbl.find keyword_table value
with Not_found ->

if TypedefSet.mem value then
Parser.TYPEDEF_NAME value

else
Parser.IDENTIFIER value

}

正規表現のみでは難しくなる処理として以下の 2つの処理が
挙げられる．

3.1 文字列
文字列はひとつのトークンとして読み出されなければならな

い．しかし，文字列の中身の解析方法は他の C言語文法と大幅
に異なる．今回は，文字列が現れた場合に，別の字句解析ルー
ルにスイッチすることとした．

rule token = parse
:

| '"' { read_string (Buffer.create 80) lexbuf }
:

and read_string buf = parse
| '"' {

Parser.STRING_LITERAL (Buffer.contents buf)
}

| [^ '"' '\\']+ {
Buffer.add_string buf (Lexing.lexeme lexbuf);
read_string buf lexbuf

}
:

read_stringの中では再び (tokenとは別の)正規表現を用い
ることができ，エスケープ文字等の処理はここで行う．

3.2 ソースコードの位置
本稿では C言語のプリプロセッサ部は実装対象外とし，cpp

を用いることとした (詳細は後述 7章)．このため，cppが出力
する

# 27 "<stdio.h>"

のような形式の行を読める必要がある．
今回の実装においては，正確ではないが #が (文字，文字列

を除いて) C言語の文法中には現れない文字であることを利用
し，#を発見した場合別のルールを適用することで対応してい
る．この手法には，行の途中に #が突然あらわれた場合に (つ
まり文法エラーの場合に)対処できないことがあるが，簡単の
ため今回このケースは無視することとした．
この形式の行を見つけた場合には，lexbufという字句解析中

のデータを保持している値に現在のソースコード位置として，
与えられた位置を登録する．

and preprocess_line tokens = parse
newline {

match List.rev tokens with
| line::file::_ ->

Lexing.new_line lexbuf;
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lexbuf.Lexing.lex_curr_p <- {
lexbuf.Lexing.lex_curr_p with
Lexing.pos_fname =

String.sub
file 1 (String.length file - 2);

Lexing.pos_lnum = int_of_string line
};
token lexbuf

| _ -> failwith "Tokenization error."
}

:

ここで tokensはこの行に現れる単語の一覧である．

4. 構文解析
字句解析によってトークンの列に分割されたプログラムは，

このフェーズで抽象構文木 (Abstract Syntax Tree, AST)と呼ば
れる木構造に組み上げられる．どういう木構造を設計するかは
実装者次第であるが，本稿では C言語の文法をそのまま反映さ
せることとした．
構文解析時に同時に他の処理 (糖衣構文の解析等) を行うこ

とも可能であるが，処理を簡潔にするため，本稿では単純なも
のに専念し，他の処理は後段に譲ることとする．ただし，例外
として typedef (4.1節)の処理だけはここで行わなければなら
ない．
構文解析の手法自体は様々なものが知られている．有名なも

のとしては，例えば再帰的下降構文解析や，上向き構文解析等
がある．詳細は書籍 [12, 13, 25]や解説記事等を参照されたい．
字句解析器同様，本稿では専用のツールmenhir[4]を用いる23．

このツールは上向き構文解析手法の一種である LR(1)をサポー
トし，C言語の文法はこの手法で構文解析可能である．

LR(1)は字句解析で得られたトークン列を入力とし，下から
上へ，つまり文法規則の終端記号から開始記号へと向かって構
文木を組み立てていく手法である．実際の解析の際には，木の
親ノードを作成するか更にもう 1トークン読み込むか，を決定
する必要があるが，この手法では 1トークン先読みすることで
処理の分岐を決定する4．
以下に構文解析のコードの一部を記載する．

%token AUTO
%token BREAK
%token CASE

:
%token<string> IDENTIFIER
%token<string> TYPEDEF_NAME

:

%start<Syntax.t> program
%%

constant:
INTEGER_CONSTANT

{ Syntax.Const.CInt $1 }
| CHARACTER_CONSTANT

2こういったツールをパーサジェネレータと呼ぶ．
3menhirは OCaml同梱のパーサジェネレータ OCamlyaccを拡
張したツールである．ツールとしては C 言語用のパーサジェ
ネレータ yacc [16]と同様である．前述の Lex同様 C言語版の
Yaccの解説は入門書 [26]等を参考にされたい．C言語を解析
するための lex/yaccのソースコードも記載されている．
4LR(1) の (1) とは先読みが 1 トークンであることを示してい
る．また menhirは，この論理を反映するようなオートマトン
を出力する．

{ Syntax.Const.CChar $1 }
:

;
:

program:
translation_unit EOF { $1 }

;

このように，文法に対応する型を持つモジュール Syntaxを
定義し，構文木を組み立てていくだけである．

4.1 typedef

構文解析のフェーズで唯一行う特殊な処理として，typedef
がある．C 言語の文法では typedef が字句解析の動作に影響
し，前述した通り識別子とは別の種類のトークンを返す必要
がある．これを実現するため，字句解析器からも参照可能な
typedef用の表を用意しておき，typedef int x;の様な宣言
が見つかった場合には，その場で xをテーブルに登録する．
typedefは変数宣言と同様にスコープを持つため，加えて以

下の 2つの処理を行うこととする．

• {を読んだ直後に typedefの表を覚えておく
• }を読んだ直後に覚えていた対応する typedefの表に書
き戻す．

この {と}の処理は，実際には compound statementという文
法ルールに差し込むこととした．5

C言語の文法中で typedefに対応する文法は以下である．

declaration:
declaration_specifiers init_declaration_list?
SEMICOLON

この中で typedef の表を更新すると，多くの場合はうまくい
くが，一部失敗するケースが存在する．以下のコードを考えて
みる．

typedef int x;
x foo;

二行目の xは字句解析器によって「typedefされた名前である」
と返されなければならない．しかし，今回使用しているツール
は LR(1)であり，typedef int x;の処理が実行されている時
には，実際にはすでにもう 1トークン字句解析器によって，先
読みがされている．すなわち，xはすでに (typedefの表の登
録が起きる前に)解析されており，その場合は単なる識別子と
して返ってしまう．
この問題を避けるため，本稿では，文法を 2つに分けること

で対処した．

declaration:
declaration_first SEMICOLON

declaration_first:
declaration_specifiers init_declaration_list?

こうすると declaration_firstの処理が実行されている時に
は先読みトークンは必ずセミコロンであるため，上記の様な問
題を回避することができる．
5このように，スコープに関する処理は，以降も度々登場する．
この実装方法はいろいろ考えられるが，本稿では Hashtbl の
listを参照で持つこととした．検索する場合は，listの先頭
の Hashtbl から順に走査する．値を登録するときには，先頭
の Hashtbl に登録する．表を覚えておくには，先頭に新しい
Hashtblを作成し追加する．逆に元に戻すには，先頭の Hashtbl
を削除すればよい．
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5. 意味解析
構文木が組み上げられたあと，アセンブリの生成を簡易にす

るため，いくつかの前処理を行う．特に，どの変数が同一であ
るか，等の解析を行うため，意味解析と呼ばれるが，本稿では
他の処理も行う．

5.1 構造体，共用体の定義
構造体や共用体は他の型と異なり，ファイル中に定義が現れ

る．これらを容易に参照するため，いくつかの処理を行う．以
下，特に断らない限り，構造体と言った場合は，共用体も含む
ものとする．

5.1.1 無名構造体の命名
各定義は名前で参照できるほうがコンパイラ実装上は便利で

ある．このため，無名構造体に，他とかぶらない名前をつける．
命名方法は種々あるが，本稿では以下の様な関数を用いること
とした．

let create_tag =
let counter = ref 0 in
(fun () ->

let result = Printf.sprintf "#%d" (!counter) in
let _ = incr counter in
result)

これは，呼び出すたびに #0, #1, . . .といった形の名前を返す関
数である．ここで #はソースコード中では有効な識別子中で使
える文字では無いことに留意されたい．このようなカウンタを
用い他と被らない名前を生成する手法は，以降何度も登場する．
構文木を操作し，無名の構造体が登場するたびに，この関数

を呼び出し名前付きの構造体に変換しておく．

5.1.2 同名構造体の処理
構造体の名前にもスコープが有効である．例えば以下のコー

ドを考える．

struct t { /* (1) */
int x;

};

int main() {
struct t { /* (2) */

int y;
};
struct t s; /* (3) */

}

ここで，(3)の struct tは (2)で定義されていものであり，(1)
のものではない．このように，同じ名前でも異なる構造体の実
態を指すことがある．
同名の識別子が使えることは，プログラムを書く (あるいは

読む)立場からは大変有用であるが，処理をするコンパイラの
視点からではいささか不便であり，処理が煩雑になりがちであ
る．そこで予め構文木を走査し，すべての名前を他と被らない
ようにすることとする．前述の create_tag関数と同様のもの
を用い，それぞれの識別子を被らないような名前とする．この
際，元の名前を残しておくとデバッグの時に便利である．

struct t@1 {
int x;

};

int main() {
struct t@2 {

int y;

};
struct t@2 s;

}

ここで，変数 sの方は t@2であり新規の名前 t@3とはならな
いこと，また，@は (プログラマは)識別子としては使用不可で
ある文字であることに留意したい．
この処理を適用後，構造体の定義は新しい名前から定義への

マップの形で分離し，変数の型宣言等は，名前だけ持つことで
定義への参照を残しておくこととする．

5.2 糖衣構文
糖衣構文 (Syntax Sugar)とは，文法中のある (一般にはより冗

長な)規則と同一の意味を持つよう定義された別の規則で，主
に記述性を簡潔にするため，もしくは読みやすくするため等の
目的で導入される．
他の多くの言語が持っているように，C言語もいくつかの糖

衣構文が存在する．本稿では主だったものとして，以下に 2つ
処理を挙げる．

5.2.1 関数定義
近年の C言語で関数の定義は以下のようなものである．

void f(int x) {
}

しかし，古い C言語では以下の通りであった．

void f(x) int x; {
}

この 2 つは C89 上は基本的に同一の意味であるため，ここで
一つにまとめておくこととした．実際には，関数の型情報は別
途分離し，

• static関数か否か
• 関数名
• 関数型情報 (引数，返り値型を含む)
• 関数の本体

という形で保持する．
特に型情報は次節の型付けの準備ともなっている．

5.2.2 配列アクセス
C 言語での配列アクセス式 array[index] は次式 *(array

+ index)と等価である．ここでは，後者に書き換え統一して
おく．

5.3 型付け
ここですべての部分式に型 (int, float, struct t,等)を付

与する．厳密な型理論に対する議論は専門の書籍 [20, 21]等及
び論文等に譲り，本稿では議論はせず処理の概要だけまとめる．
例えば，a + bという式があった場合，この計算結果がどの

型であるかはこれだけでは決まらない．a, b ともに int であ
れば結果も intであるし，少なくとも一方が doubleであれば
double である．また何かのポインタかもしれない．加えて a
や bは一般にはより複雑な構文木を形成している．コンパイラ
はそれぞれの場合について別のアセンブリを出力しなければな
らないが，これは各部分式の型がわかっていると容易に判断が
つく (より具体的には後述 6.2.4節を参照)．
具体的な手法としては，以下のとおりである．まず，現在有

効な変数からその型へのマップを持っていることとする．この
場合，例えば変数 a が int だと知っていれば，a という部分
式の型は intである．また部分式 e1と e2の型がそれぞれ int
だとわかっていれば，e1 + e2の型は intである．このように
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下から順番に型を決定することですべての部分式に型を付与す
ることが可能となる．6この手法を実装すると例えば以下のよ
うになった．

let typing struct_defs program =
let rec aux_expr_t local_var_table =

NormalizedSyntax.Expr.(function
:

| EAdd (e1, e2) ->
let e1 = aux_expr_t local_var_table e1 in
let e2 = aux_expr_t local_var_table e2 in
let t1 = TypedSyntax.Expr.typ_of e1 in
let t2 = TypedSyntax.Expr.typ_of e2 in
let typ =

let primitive =
match t1.CType.primitive,

t2.CType.primitive with
| CType.Int, CType.Int -> CType.Int
| CType.Pointer t, CType.Int ->

CType.Pointer t
| CType.Int, CType.Pointer t ->

CType.Pointer t
:

| _ -> failwith "Unsupported type pair"
in
{CType.primitive = primitive;
CType.is_const = true;
CType.is_volatile = false;

}
in
TypedSyntax.Expr.EAdd (e1, e2, typ)
:

この例では整数とポインタを扱っている．整数同士の加算の
結果は整数である．またポインタと整数，整数とポインタの加
算結果はポインタである．

6. アセンブリ生成
前処理が終わるといよいよ実際にアセンブリの出力である．

本稿では，ターゲットアーキテクチャに x86を選んだ．理由は
主に以下の 2つである．

• 手元の実験環境が x86-64である．
• 32-bit x86の呼び出し規約 (後述)は，64-bitのものに比べ
て単純である．

6.1 アセンブリ言語
コンパイラの最終処理として，アセンブリ言語で記述された

ファイルを出力する．これを後述 (7.2 節参照) のアセンブラ，
及びリンカに通し，実行ファイルを出力することとなる．
今日，アセンブリ言語と呼ばれるものは複数存在する．特に有

名なものに，Gnu AS (GAS) [10]と Microsoft Macro Assembler
(MASM) [5]という 2種類がよく挙げられる7．本稿では実装環
境及び他のツールとの兼ね合いで，GASを選択した．

6.2 式のコンパイル
6.2.1 関数呼び出し
まずはじめに関数呼び出しから述べる．
アセンブリの世界では呼び出し規約と呼ばれる関数を呼ぶ

ルールが複数存在する．これは，ターゲットアーキテクチャや
6あくまで C89の範囲で，である．他の言語で型付けアルゴリ
ズムにおいては，一般にこの手法では不十分である
7本質的な違いはないが，使用できるツールや文法が異なる．

言語，他のライブラリの関係等で採用するものを決めることが
多い．また，理論的には勝手にルールを作り出すことも可能で
ある．
本稿では cdeclを採用する．cdeclは標準的な Cのコンパイ

ラ等で使用されている規約であり，後述のリンカで標準ライブ
ラリで使用されている規約である8．以下に本稿で重要となる
いくつかの特徴を挙げる．

• 引数は，逆順に (後ろから前の順に) スタックへと積ま
れる．

• 返り値は EAX レジスタに格納される．浮動小数の場合
は ST(0)である．

• 特に EAX, ECX, EDXは関数内で保存復帰せずに使って
良い9．

この規約をベースとして，本稿ではアセンブリを以下の方針
で生成することとした．

• (部分)式をコンパイルする際は，評価された最終的な値
が EAXレジスタに格納されることとする．

• 構造体の場合は EAXに先頭のアドレスを格納する．
• レジスタは EAX, ECXおよび EDXのみを使用する．ま
た，これらのレジスタの生存区間は十分短く，特に関数
呼び出し時に退避する必要はない．

さて，実際に関数を呼び出しのコンパイルは以下のとおりで
ある．

• 引数を逆順に評価し，値をスタックへ pushする．
• 関数を callする．

例えば以下のコードを考える．

/* int a, b, c; */
c = f(a, b);

これは以下の通りコンパイルされる．

/* b(第 2 引数) のコンパイル結果 */
pushl %eax
/* a(第 1 引数) のコンパイル結果 */
pushl %eax
call f
addl 8 %esp /* 引数で使ったスタックを開放する */
/* EAX レジスタを変数 Cに保存する */

6.2.2 定数のロード
C言語で最も単純な式は定数である．定数は基本的には即値

を単に movl命令で EAXレジスタへコピーするだけでよい．

movl $10 %eax

唯一の例外は文字列定数である．文字列定数はまず前処理と
して，ファイル内の文字列定数をすべて収集し，出力ファイル
の先頭にラベル付きで出力しておく．

.LC0:

.string "... string contents ..."

ここでも，ラベル名はファイル内で被らないように生成する．
文字列定数は実行されると，その先頭のアドレスを返すため以
下の通りコンパイルされる．

movl $.LC0 %eax

8詳細は x86の Application Binary Interface [9]等を参照された
い
9caller-save Registerという．
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6.2.3 変数のロード
定数についで単純な式は変数である．変数の宣言，定義は後

述する (6.3.1参照)．ここでは定義時に変数のアドレスが EBP
レジスタに格納されている値からの相対でわかっているものと
する．10この時，変数のロードは，例えばオフセットが−4 11の
int変数であったとすると，メモリの間接参照を用いて，以下
の通りコンパイルされる．

movl -4(%ebp) %eax

6.2.4 二項式のコンパイル
C言語では多様な二項演算子が定義されているが，基本的に

は以下の方針でコンパイル可能である12．ここでは整数加算 e1
+ e2を例とする．

/* e1 のコンパイル結果 */
pushl %eax
/* e2 のコンパイル結果 */
popl %ecx
addl %ecx %eax

ここで，一度 EAX レジスタを直接 ECX レジスタにコピーせ
ず，一度スタックに積んでいるのは，e2の評価中に ECXが使
われる可能性があるからである．
他の演算子は対応する命令13を addl の代わりに用いれば

よい．

6.2.5 メンバのロード
構造体のメンバへのアクセス演算子 . 及び ->演算子は，第

1項に構造体の値 (もしくはポインタ)，第 2項にメンバの名前
をとる．第 1項に付与されている型情報から構造体の定義を取
得することで，メンバの構造体先頭からのオフセットが計算で
きる．第 1項の構造体の先頭アドレスは EAXレジスタに格納
されているので，例えば，メンバのオフセットが 8の int変数
であった場合は以下の通りコンパイルされる．

movl 8(%eax) %eax

特に共用体の場合は，単に EAXレジスタが指すアドレスか
らデータを読めば良い．

movl (%eax) %eax

6.2.6 ポインタ
ポインタは，参照外し，アドレスの取得，ポインタに関する

加減算の 3つの操作をコンパイルする必要がある．
参照外し*ptr のコンパイルは単純に以下の通りである．

/* ptr のコンパイル結果 */
movl (%eax) %eax

アドレスの取得は，ほぼ変数や構造体メンバのロードと同様
である．前述のとおりロードにはアドレスの計算をおこなった．
このアドレスを，movlの代わりに leal命令を用いることでレ
ジスタに格納する．以下は 6.2.3節，6.2.5節の変数及びメンバ
のロードに対応するアドレス取得の例である．

leal -4(%ebp) %eax
leal 8(%eax) %eax

10大域変数の場合はラベルがわかっているものとする．
11スタックはアドレスの減少する方向へ延びていくことに留意
されたい．

12||や &&は短絡評価と呼ばれる例外処理を行う必要がある．
13例えば減算には subl，乗算には imull，除算および剰余には
idivl等である．また特に除算の際には cltd命令で予め符号
拡張しておく必要があることに留意されたい．

ポインタの加減算は整数と異なり注意が必要である．ポイン
タの加算は基本的に “ポインタ +整数”もしくは “整数 +ポイ
ンタ”である．いずれの場合も，ポインタが指す型のサイズを
整数に乗ずる必要がある．例えば，sizeof(T) = 8, T* ptr;，
int i;であったとすると，以下の通りコンパイルされる．

/* i のコンパイル結果 */
pushl %eax
/* ptr のコンパイル結果 */
popl %ecx
leal (%eax, 8, %ecx) %eax

ここで，各型のサイズは必ず定数であることに留意されたい．
減算は “ポインタ -整数”もしくは “ポインタ -ポインタ”で

定義される．前者は上述同様型のサイズを乗ずる必要がある．
一方後者は，差分結果を型のサイズで割らなければならない．

6.3 文のコンパイル
6.3.1 変数宣言のコンパイル

C89では変数宣言はかならずブロックの先頭である必要があ
る．宣言された変数はスタック上にメモリが確保される．変数
の宣言時に型も指定されているため，型から確保しなければな
らないメモリのサイズを計算し確保する14．ここで，メモリの
アラインメントを考慮して，適宜余分なメモリを確保しなけれ
ばならないことに留意したい．またこの時に (ブロックがネス
トすることを十分考慮にいれた上で)，EBPレジスタからのオ
フセットを記録しておき，これを上述した変数のロード等で用
いる．
また，ブロックから抜ける場合 (関数の終端を含む)は，対応

するブロックの先頭で確保した量のメモリを開放しておく15必
要がある．

6.3.2 条件分岐のコンパイル
ここでは if文のみを取り上げる．他の分岐も同様である．
if (cond) then_body else else_bodyという文を考える．言

わずもがなこれは cond を実行した結果が true (, 0)であれば
then_bodyを，そうでなければ else_bodyを実行するアセンブリ
を出力しなければならない．以下の通りにコンパイルされる．

/* cond をコンパイルした結果 */
test %eax %eax
jz .L2
.L1:

/* then_body をコンパイルした結果 */
jmp .L3

.L2:
/* else_body をコンパイルした結果 */

.L3:

ここで，.L1, .L2, .L3は出力アセンブリ中で被ることのないラ
ベルである (特に断らない限り以下同様である)．
特に else部の存在しない if文の場合は else_body周りのア

センブリを削除し，以下のとおりとなる．

/* cond をコンパイルした結果 */
test %eax %eax
jz .L2
.L1:

/* then_body をコンパイルした結果 */
.L2:

14実際には ESPレジスタの値を減じる．
15実際には ESPレジスタの値に加算する．
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6.3.3 ループのコンパイル
C言語でのループは for文，while文，do-while文と大きく 3

種類存在する．前項同様，ここでは for文を扱うこととする．
for (init; cond; iter) bodyを考える．これは，最初に init

を実行する．cond を実行した結果が trueであれば bodyを実
行する．その後 iter を実行し，再び cond を実行してループを
継続するかを決定する．これをコンパイルすると以下の通りと
なる．

/* init をコンパイルした結果 */
jmp .L1
.L2:
/* body をコンパイルした結果 */
.L3:
/* iter をコンパイルした結果 */
.L1:
/* cond をコンパイルした結果 */
test %eax %eax
jnz .L2
.L4:

body 中で break, continue が呼ばれた時はそれぞれ，.L4,
.L3へと jmpする．

6.4 関数及び大域変数の定義
関数定義，および大域変数定義等は，単に GASの文法にし

たがってアセンブリを出力するだけであるので，ここでは簡単
な説明のみに留める．詳細は仕様を参照されたい．
関数の定義は以下の通りコンパイルされる．

.globl <name>

.text

.type <name>, @function
<name>:
<関数本体>
.size <name>, .-<name>

それぞれの行の意味は以下のとおりである．

• .globl <name> この名前 (の関数) が他のオブジェクト
ファイルからも見える．

• .textここから下は命令が並ぶ．
• .type <name>, @function この名前のついたラベルの
データは関数である．

• .size <name>, .-<name>この名前のついたデータサイ
ズを計算する．

また大域変数の定義は以下の通りである．

.globl <name>

.data

.align <alignment>

.type <name>, @object

.size <name>, <datasize>
<name>:
<初期化データ>

同様にこの行の意味は以下のとおりである．

• .globl <name> この名前 (の変数) が他のオブジェクト
ファイルからも見える．

• .dataここから下はデータが並ぶ．
• .alignデータの境界を指定する．複数バイトに渡るデー
タ型はその境界が特定のルールに従っている必要がある
ものがある．例えば int (4 bytes)は変数の境界が 4の倍
数である．

• .type <name>, @objectこの名前のついたラベルは，オ
ブジェクトである．

• .size <name>, <datasize>この変数のサイズを宣言す
る．

7. プリプロセッサ，アセンブラ及びリンカ
1章で述べたとおり，本稿ではプリプロセッサ，アセンブラ

及びリンカは議論の対象としないこととした．しかし，テスト
等のためにはこれらの機能が必要となる．そこで，今回は簡単
のため cpp及び gccをそれぞれ，プリプロセッサ，アセンブラ
かつリンカ，として利用することとした．

7.1 プリプロセッサ
プリプロセッサの行う処理はいくつもあるが，その中で今回

は以下の点に着目する．

• マクロの展開
• コメントの削除
• includeディレクティブの処理

前者 2つは cppにまかせてしまえば良い．一方 includeの処理
は，デフォルトでは/usr/include/等を検索してしまい，まだ
サポートされていない言語機能や GCCの拡張が入ったコード
を出力してしまう．そこで，今回は include というディレク
トリを作り，そこに必要最小限のヘッダファイルを置くことで
対処することとした16．このディレクトリを使うために，以下
のコマンドラインを用いた．

cpp -isystem ${compiler}/include -nostdinc \
${inputfile} > ${outputfile}

7.2 アセンブラおよびリンカ
本稿のターゲットアーキテクチャは x86である．以下のオプ

ションで，作成したアセンブリファイルから実行ファイルを作
成できる．

gcc -m32 -o ${outputfile} ${compiled-asm-file}

8. テスト
C言語のテストセットはいくつか存在する17．本稿では，手

軽に走らせるテストとして testgen2 [28]を用いた．このツール
は指定したコンパイラに対して，独自のテストを走らせどれだ
け基準を満たしているかを測定する．
残念ながら時間の都合上未実装の部分が多く，スコアは高く

ないが，コンパイル可能であったコードは実行も正しく行われ
ることが確認された．
コンフィグとしては以下のものを用いた．

{
compiler => 'c89',
simulator => undef,
c_flags => [ '' ],
ld_flags => [ '' ],
options => [ '' ],
testdir => 'testsuite',

size => {
char => 8,
short => 16,
int => 32,

16ほとんどは特定の名前のついた空のファイルを置くだけであ
る．

17例えば GCCは独自のテストを持っている [2]．

37



long => 32,
pointer => 32,

},

timeout => 10,
color => 1,

};

9. まとめと今後の課題
本稿では，C89を実験的に実装し，その設計を解説した．実

装においては，パーサジェネレータを除き，ライブラリやフレー
ムワークを用いずすべてゼロから実装することにより，手作り
の温かみが感じられる言語処理系となっている．これによって，
言語処理系の基本的な流れを追い，個人でも簡易に作成できる
ことを示した．
一方，まだ十分な実装とは言えない部分も多々あり，テスト

も不十分である．今後，未実装の機能の拡充，および今回対象
外としたプリプロセッサ，アセンブラ，リンカ，および標準ラ
イブラリの実装が期待される．また，C99へと向けて，さらな
る機能の拡充が求められる．
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(a)ケモミミパーツ#4 (b)ケモミミパーツ#5

(c)ケモミミパーツ#4 +色変換法 1 (黄) (d)ケモミミパーツ#5 +色変換法 1 (青)

(e)ケモミミパーツ#4 +色変換法 2 (黄) (f)ケモミミパーツ#5 +色変換法 2 (青)

(g)ケモミミパーツ#4 +色変換法 3 (黄) (h)ケモミミパーツ#5 +色変換法 3 (青)

Figure 7: ケモミミ色変換 (本図は「妹へのケモミミ付加」の図である)
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