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画像共有 API を利用した
絵コンテの自動生成システムに関する検討
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概要：映像作品を制作する場合，撮影前に絵コンテという下書きを制作することが多い．絵コンテは撮影
される場面を絵で示すため完成作品の構想が伝わり易いが，イラストの作画に作業時間の多くを費やすと
いう課題がある．そこで画像共有サイト Flickr の API を用いて絵コンテの自動生成を行うシステムを提案
する．小説や台本などのテキストを入力し，画像共有 API を用いてテキストに関連する画像を取得・配置
することで絵コンテの自動生成を行う．“みにくいアヒルの子” と “三匹の仔ブタ” の英文の一部を入力と
した実験を行った結果，手作業に比べ大幅に作業時間が短縮され，偶然性を利用した新しいアイディアの
提供ができる絵コンテが生成された．提案システムの評価をするために映像制作の経験がある 11 名，ない
3 名に対して評価実験を行い，自動生成された絵コンテから新しいアイディアが生まれると回答した被験者
が 93 ％であった．実験結果に基いて，本システムを実装するための問題点をまとめ，今後の課題を示す．

A Study on a Storyboard Generation System
with an Image Hosting API
Takumi Hara1

Takahiro Suzuki1

Hiroaki Sawano1

Takeshi Tsuchiya2

Keiichi Koyanagi3

構図，カットの長さなどを言葉やイラストで表す．文字だ

1. はじめに

けの脚本では読み手の解釈の仕方で作品の印象が変わる

本稿では，画像共有サイト Flickr [1] の API (Application

が，絵コンテはイラストで示されるため完成作品の構想が

Programming Interface) を用いて絵コンテの自動生成を行

伝わりやすいと考えられる．一方で，イラストの作画に絵

うシステムを提案する．映像作品を制作する場合，映像を

コンテ制作の作業時間の多くを費やすことが多いという課

撮影する前に役者やスタッフ間で映像作品の情報の共有を

題を持つ．実際に著者らの一人が手書きで “みにくいアヒ

するために絵コンテという下書きを制作することが多い．

ルの子” の 4 シーン目まで書いたところ，制作時間におよ

絵コンテとは，図 1 のような，映画，アニメ，テレビドラ

そ 30 分かかった．そこで本研究ではイラストを作画する

マ，CM, ミュージックビデオなどの映像作品の制作前に

時間を短縮させるために台本などのテキスト入力に基づく

用いられる絵と言葉で表記した資料である．絵コンテは，

絵コンテの自動生成を提案する．また，絵コンテ生成をコ

1 カットに撮影する場面（シーン），カメラや人物の動き，

ンピュータに委ねてしまうことにより，偶然性を利用した
新しいアイディアの提供が期待される．ここで本研究では
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絵コンテを，小説や台本のテキスト，テキストに関連した
画像またはイラストで構成されている表と定義する．
関連研究として，絵コンテの制作支援コンテンツである

Hierographs[2] が大和田らによって公開されている．登場
する人物，セリフのテキスト，シナリオで伝えきれない部
分のイラストを入力とし，それぞれ入力されたコンテンツ
を自動的に配置した絵コンテを提示することで，絵コンテ
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1. テキスト入力
2. テキストの構文解析
3. 検索単語抽出
4. 候補画像の検索・取得
5. 絵コンテの生成

図 1

6. 絵コンテの表示・保存

絵コンテの例 (“みにくいアヒルの子”)

図 2

処理の流れ

制作の初心者への支援という点で有用である．このシステ
ムでは，イラストの作画作業はユーザの手で行うためイラ

Once upon a time, there was an old residence

ストの作画に費やす作業量は軽減できないという課題があ

surrounded by moats. In the bush at the moats,

る．また入力したテキストを画像として可視化する観点に

a female duck was sit on eggs in the nest.
Later on, when the eggs broke, pretty yellow baby

基づいて，俳句から季語を抽出し，データベースから情景

ducks came out of them. However the biggest egg

に対応する画像を生成するシステム [3] が湊らによって提

out of all of them did not break.

案されている．テキストを画像として可視化する技術は，

図 3

読み手の想像力に依存する俳句に対して，エンターテイン
メントのアプローチにより初心者への楽しみ方を提供する

入力テキストの一部

4. 画像と著者情報の取得

ことが可能である．そこで本論文ではエンターテインメン

画像共有 API を利用して検索キーワードで検索を行

トのアプローチを考慮した絵コンテの自動生成システムを

い，画像・著作者の名前及び Flickr の ID の著者情報

提案する．提案システムでは小説や台本などのテキストを

を取得する．検索キーワードによって画像が取得でき

入力し，画像共有 API を用いて，テキストに関連する画像
を Web から取得・配置することで絵コンテの自動生成を行

ない場合は，一つ前のテキストと同じ内容を利用する．
5. 絵コンテの生成

う．取得した画像を絵コンテのイラストに置き換えて，テ

入力されたテキスト，取得した画像，著者情報のテキス

キストの単語に対応した，絵コンテの自動生成を目指す．

トを絵コンテのテンプレートに配置する．取得した画
像は，そのままでは画像サイズにばらつきがあるため，

2. システム概要

絵コンテの画像枠に収まるようサイズ変更を行う．サ

提案システムでは，画像共有サイト Flickr の API を用

イズ変更した画像の縦横のアスペクト比を基にアフィ

いて画像の検索・取得を行う．本稿では，画像共有サイト

ン変換を施し，絵コンテテンプレートに配置する．ま

Flickr の API を，画像共有 API と定義する．画像共有 API

た，入力されたテキストの一文を一秒間に読むことの

から取得した画像には，クリエイティブ・コモンズ・ライ

できる文字数 n で割ることで 1 カット毎の秒数を自動

センス

*1

と呼ばれる，著作物に著者情報を載せれば使用す

ることができるライセンスシステムが付属している．その

で算出し提示する．
6. 絵コンテの表示・保存
入力されたテキスト，取得した画像，著者情報のテキ

ため，提案システムでは著者情報も絵コンテに提示する．

ストが配置された絵コンテを表示・保存する．
ここで，上記は図中の番号と一致している．

提案システムの処理の流れを以下に示す (図 2)．

1. テキストの入力
ユーザが小説や台本などのテキストを入力する．

3. 実験と考察

2. 入力されたテキストの構文解析

提案システムの評価を行うために実験を行う．実験には

入力されたテキストを本稿では品詞毎に分ける．

アンデルセン童話の “みにくいアヒルの子” とイギリスの

3. 検索キーワードの抽出

*1

分けられた品詞から，前置詞の直後の名詞，形容詞が

おとぎ話である “三匹の仔ブタ” の英文の一部を入力とす

修飾する名詞のみを抽出する．ここで抽出した単語を

る．また構文解析には構文解析器 Stanford Parser[5]，絵コ

検索キーワードとする．

ンテ画像生成処理には画像処理ライブラリ OpenCV を利

Creative Commons JAPAN
http://creativecommons.jp/licenses/

用した．実験には PC に Mac OS X Ver. 10.9.2, プロセッ
サに 2.3 GHz Intel Core i7, メモリに 8 GB を利用した．
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図 4

図 5

提案システムによって自動生成した “みにくいアヒルの子” の絵コンテ

図 6

2 文目の取得画像

4 文目の取得画像

事前研究により，入力テキストの一文を 1 秒 n=5 文字を

れるため，提案システムでは仔ブタの画像が必要である．

読むと定義し，1 シーン毎の秒数を算出した．“みにくいア

実験結果では，“wolf”, “pig”, “pig”, “pig”, “pig” という

ヒルの子” の入力テキストの一部，提案システムにより生

検索キーワードが抽出されたため，仔ブタのマスコットの

成された絵コンテを図 3, 4 に示す．絵コンテの自動生成に

画像が取得され，予想される内容とほぼ同様な結果が得ら

かかった時間は 9.26 秒で，手描きの絵コンテに比べておよ

れた．一方，失敗例として 2 文目の “ 仔ブタは答えて言い

そ 180 倍で生成された．“みにくいアヒルの子” の評価実

ました，
「いやだ，いやだよ，入れてやらないよ，ぼくのあ

験の結果，4 文の入力テキストから 4 枚の画像が取得され

ご，あご，あごひげにかけて中にいれてやるもんか」”(和

た．その中から例として，2 文目にある “堀の巣の中で，ア

訳) というテキストでは，仔ブタが回答するシーンである

ヒルがタマゴを温めている．”(和訳) というテキストでは，

ため，提案システムでは仔ブタの画像が必要である．実験

アヒルが巣の中にいる画像を連想されるため，提案システ

結果では，“pig”, “hair”, “chin” という検索キーワードが

ムではアヒルが巣の中にいる画像が必要である．実験結果

抽出されたにも関わらず，仔ブタの画像を取得できなかっ

では，“moats”, “duck”, “nest” という検索キーワードが抽

た．“pig” の他にも “hair”, “chin” の一文の中の重要でな

出されたため，図 5 の生まれたてのアヒルが巣の中にいる

い単語が抽出されたためであると考えられる．“みにくい

画像が取得され，予想される内容とほぼ同様の結果が得ら

アヒルの子” と “三匹の仔ブタ” を利用した実験の結果か

れた．一方，失敗例として 4 文目にある “巣の中の一番大

ら，著者らが予想できないような画像の提示が確認された．

きな卵だけがなかなか生まれません．”(和訳) というテキ

本来ならコンテキストと対応した画像の提示が望ましい

ストでは，大きな卵の画像が必要であるが抽出された検索

が，偶然性を利用することで，意外性のある画像を提示す

キーワードが “egg” のみであるため，取得された画像は，

ることによる，新しいアイディアの提供が期待される．さ

図 6 のような卵を使ったお好み焼きの画像が取得された．

らにコンテキストと関連していない画像が連続して取得・

また，別の入力テキストに “三匹の仔ブタ” を利用した結

配置されるという結果が確認された．このような結果では

果を図 7 に示す．その中から例として，1 文目にある “ あ

作品自体の構想と実験結果が大きく異るため，生成された

る日，大きな悪いオオカミが，最初の仔ブタの扉を叩いて

絵コンテを直接使用することが難しいと考えられる．関連

言いました．「仔ブタくん仔ブタくん，俺を中に入れてお

しない画像を取得する原因として，名詞のみを検索キー

くれ」”(和訳) というテキストでは，仔ブタの画像を連想さ

ワードの対象として，形容詞などの修飾語を利用してい
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テキスト

図 7 提案システムによって自動生成された “三匹の仔ブタ” の絵コンテ

ないことが挙げられる．そのため，修飾語を利用した検索

表 1

キーワードの抽出が，今後の課題として挙げられる．
映像制作の経験がある 11 名，経験がない 3 名に対して

評価実験の結果 (有効回答数: 14 人)

質問内容

はい

いいえ

提案システムを利用したいか

86 ％

14 ％

57 ％

43 ％

93 ％

7％

提案システムの評価実験を行った．評価実験の結果を表 1

提案システムの絵コンテで

に示す．評価内容は提案システムを利用したいか，情報共

情報共有可能か

有として利用可能か，自動生成された絵コンテから新しい

自動生成された絵コンテから

アイディアが生まれるか，である．提案システムを利用し

新たなアイディアが生まれるか

たいと回答した被験者が 86 ％であった．提案システムを

ら検索キーワードを抽出し，画像共有 API を用いて画像の

利用することで，絵コンテ制作の手助けになると考えられ

検索・取得を行い，絵コンテの自動生成結果が確認された．

る．また，スタッフや役者間で情報共有として利用可能と

評価実験を行った結果，提案システムで自動生成された絵

回答した被験者が 57 ％，利用不可能と回答した被験者が

コンテから，“新たらしいアイディアが生まれるか” とい

43 ％だった．これらは，入力したテキストに対して関連性

う質問に対して，“はい” という回答が 93 ％得られた．し

の不明確な画像が提示されるため，情報共有を目的とした

かし，入力テキストに対して関連性が不明確な画像が提示

絵コンテの利用は困難であると考えられる．一方で，提案

される場合があるため，情報を正しく共有することは困難

システムで自動生成された絵コンテから新しいアイディア

であると考えられる．そのため，入力テキストの前後の情

が生まれると回答した被験者が 93 ％であった．意外性の

報に基づいて検索キーワードを抽出・利用し，関連性のあ

ある画像が提示されるため，新しいアイディアの手助けに

る画像を取得することが今後の課題として挙げられる．ま

なると考えられる．評価実験の結果から提案システムの有

た，検索キーワードを利用して画像を複数枚取得し，ユー

効性が示唆されたと考えられる．情報共有に関しては評価

ザに取得画像を選定させるシステムの実装を行う．

実験の結果からまだ不十分なため，情報共有が可能な絵コ
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