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常識知識を利用してあらすじを自動展開する物語生成システム
八幡望†1

角薫†1

概要：仮想世界における環境の設定を行うだけで物語のあらすじを自動生成する物語生成システムを開発した．近
年では人工知能を用いて物語や記事を自動生成する試みがあるが，確立した手法はない．本システムは，ConceptNet
から登場人物や環境の常識知識を抽出し，それらを組み合わせることで物語を生成していく仕組みである．また生成
している最中に「もし〜ならば」というあらすじの変更を可能とする「What-If」の機能を付け加えることで，ユーザ
の介入を可能としている．生成された物語が自然な流れであるかについて調査するために本システムで作られた物語
を評価する実験を行う予定である．展望としては，本システムが作家などの文章を生成する人のアイデア創出ツール
としての利用を考えている．
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Story Generation System that Develops Synopsis Automatically
Using Commonsense Knowledge
NOZOMU YAHATA†1

KAORU SUMI†1

Abstract: This research describes a story generation system which automatically generates synopsis by setting and
environments in the virtual world. In recent years, there are attempts to generate stories and articles using artificial intelligence
automatically, but there is no established method. This system extracts commonsense knowledge of characters and environment
from ConceptNet and generates a story by combining them. This system adds the function of "What-If" that allows a user to change
the synopsis "if then" if it is being generated. So that the user can intervene in the system. We will conduct an experiment to
evaluate the story made in this system to investigate whether the generated story is a natural flow. As a prospect, this system will
be used as an idea creation tool for people who generate sentences such as a writer.
Keywords: What-If, Commonsense knowledge, Story generation

1. 序論

は」といった複数の質問から成り立っており，完成したア
ニメーションにはタイトルやストーリー説明などをつけて

近年では人工知能を用いて物語や記事を自動生成する試

公開することができる．海外では Façade[5]というシステ

みがある．2016 年には Heliograf[1]と呼ばれるリオ五輪の

ムがある．ユーザがインタラクティブに介入することによ

記事を自動生成する人工知能が発表された．また，公立は

り，物語を進行することのできるデジタルストーリーテリ

こだて未来大学では気まぐれ人工知能プロジェクト[2]と

ングシステムである．目的として，リアルタイムの 3D ア

いう星新一のショートショート全編を分析し，エッセイな

ニメーションの体験を作成しようとする試みがある．また

どに書かれたアイデア発想法を参考に，人工知能に面白い

Scheherazade[6][7]はクラウドソーシングと人工知能を使

ショートショートを創作させるプロジェクトが発足してい

用してテキストベースのインタラクティブな物語体験を自

る．またデジタルストーリテリングシステムも関連してい

動的に構築するシステムである．もしも題材に関するモデ

る．デジタルストーリテリングシステムとはノンリニアで

ルがなければクラウドソーシングを利用して瞬時にモデル

異なった順序で物語が展開され，ユーザが能動的に物語を

を取得，物語への反映を行っている．物語の生成方法を複

体験出来るシステムのことである[3]．デジタルストーリー

数備え持つ What-If Machine[8]は，様々な条件を設定する

テリングシステムを用いた研究をいくつか紹介する．

ことで「もし〜ならばどうなる」といった問いかけやきっ

Anime de Blog[4]はユーザがある一定の質問にテキスト入

かけを自動生成している．そこでは物語の可能性を測り，

力で答えることで，答えに沿った既存のアニメーション素

最も期待のあるアイデアを選ぶことで物語を英語の文章で

材を検索し，好きなもの同士を組み合わせて GIF アニメー

生成している．

ションを製作することができるシステムである．質問内容

物語生成に関する研究は様々行われているが，確立した

としては，「誰が」，「場所は」，「何をする」，「道具

手法はない．そこで本稿では ConceptNet[9]から環境の常識
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2.1 手法

ていく仕組みを考えた．生成している最中に「もし〜なら

本システムは常識知識を組み合わせであらすじを自動展

ば」というあらすじの変更を可能とする「What-If」の機能

開している．常識知識とは，例えば「school」という言葉に

を付け加えることで，ユーザの介入を可能としている．こ

関して「test」や「class」，「a student」，「college」といった

れは「If then」で生成された文章の「If」の部分を「What if」

「school」に関する情報のことである．これらの常識知識は

に置き換えることで様々なバリエーションの文章が生成で

ConceptNet から抽出を行っている．ConceptNet とは自由に

きるのではないかと考えた．最終的に，小説家などの書き

利用できる常識的な知識ベースであり，自然言語処理ツー

手に対する発想支援ツールとして期待できるのではないか

ルキットでもある[9]．図 2 は実際に ConceptNet を利用し

と考える．

た例を示している．例えば，
「school」という言葉からは「test」

2. 常識知識を利用してあらすじを自動展開す
る物語生成システム

や「class」，
「a student」，
「college」といった常識知識が抽出
されたとする．そこからまた「a student」に関する常識知識
も抽出している．図 1 の例では「a student」，
「 study」，
「science」，

ユーザがバーチャル世界における物語の環境設定を行

「biology」を順に抽出することで，
「Students studied science

うだけで，あらすじを自動生成する物語生成システムを構

biology at school.」という文章を生成する．しかし，常識知

築する．また「What-If」の仕組みも取り入れるために，あ

識は 1 つではないため他のバリエーションの文章も生成す

らすじを生成している途中でユーザの介入を可能とする．

ることが可能である．「children」，「play」，「jumping rope」，

はじめ生成したあらすじとは異なるあらすじを生成するこ

「fun」であれば，「Children played with jumping rope happily

とも可能である．生成される文章の流れとしては，初めに

at school.」といった先ほどとは違う文章が生成される．こ

あらすじの目的が設定されている．例えば「デートをする」

の抽出は一度ローカルのホストを Python でつなぐことで

や，「友達と仲良くなる」といった明確なゴールを設定し

瞬時に取得できる仕組みとなっている．抽出された常識知

ておく．その目的に向かうまでの過程をユーザが設定，変

識は 1 つのリストに管理される．しかし，ある常識知識が

更することが可能となる．図 1 は実際に「デートをする」

抽出されても関係のない常識知識や欲しい常識知識が得ら

という目的を設定した場合に具体的にどのようにあらすじ

れないことがある．そこで常識知識の抽出を２段階行って

が進むのかを表している．初めに左半分のように家，公園，

いる．

海と選択するとデートに成功するといったあらすじが生成

図 3 はあらすじが生成される仕組みを図式化したもので

されるが，ここで家ではなく遊園地だったならば，公園で

ある．生成されるあらすじはある構文を設定しておくこと

はなくバーであったらといったユーザの介入で生成される

で抽出された常識知識やユーザが打ち込んだワードがその

あらすじが異なるようになっている．初めの例ではデート

構文に適応されることであらすじが生成される仕組みであ

に成功していたが，今の例ではデートに成功するのかわか

る．構文を設定する上で自動生成させた時にあまり意味の

らなくなるのも自動生成の面白さの一つだと考えている．

通らない文にならないように簡略的な構文に設定している．
主に構文に挿入するのは動詞，名詞である．図 3 では X，
Y，Z それぞれに抽出された常識知識を当てはめていく．初
めにユーザが「park」というワードを打ち込むことで「a dog」
や「a lake」というワードなどを抽出する．また「a dog」に
も常識知識が存在し，例では「play frisbee」や「go for a walk」
などが抽出されている．これらの常識知識を構文に当ては
めることで，「The man plays frisbee at a park.」という文章が
生成される．今は緑色の矢印の例で説明したが，赤い色の
矢印も同様の処理を行っている．

図 1 生成される文章の流れ(具体例)
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2.2 適用
ここでは具体的なシステムの一連の流れを説明していく．
初めにユーザには生成したいと場所(Location)を打ち込ん
でもらう．入力言語は英語のみとなっている．日本語では
ConceptNet 上の常識知識の量が少なく，文章を生成させる
には乏しいと判断したためである．入力制限は特にないが，
常識知識の有無で上手くあらすじを生成できないこともあ
る．その入力してもらったワードに関する常識知識を
ConceptNet で抽出する．抽出された常識知識はユーザ側で
常に把握することができる．次に，抽出された常識知識の
中からランダムで一つ抜粋する．これは同じあらすじを生
図 2 ConceptNet の利用例

成させないようにするためである．その抜粋したワードに
関して再び ConceptNet で抽出を行う．以上の抽出された常
識知識をもとにあらすじの文章を生成させる．あらすじの
長さとしてはおおよそ 3〜4 文の長さとなっている．図 4 は
実際のシステム画面である．緑色の文章はマニュアルで表
示させている文章で，赤色の文章はコンピュータに生成さ
せている文章である．初めにユーザに場所に関するワード，
今では「park」を打ち込んでいる．次に[ ]で囲まれている
部分は「park」に関する常識知識を表示している．20 件ほ
ど表示可能としている．次の「a dog」という文章は先ほど
の「park」に関する常識知識からランダムで取得している
ものである．また次の[ ]では「a dog」に関する常識知識
を表示している．最後の赤色の文章は以上の過程で抽出さ
れた常識知識を構文に当てはめて生成された文章である．
常識知識をそのまま抽出，適用しているため文法などは考
慮していない．あらすじが生成された後，ユーザがシステ

図 3 あらすじ生成の図式化

ムに介入することができる．１回目に打ち込んだワード(こ
こでは場所に関するワードなど)とは異なるワードを打ち
込んでもらうことを可能とする．例えば，初めは「park」と

次に「What-If」の機能について説明する．本機能は If then

いうワードをユーザに打ち込んでもらったが，「house」と

で定義された物語が構築されている時，If の部分を変更

いうワードを打ち込んでもらった場合，あらすじはどのよ

(What if)することで物語の展開を複数備え持つ機能のこと

うに変化するのかを体験してもらうことができる．あらす

である．例えば「The man play basketball at a park.」という

じが生成される度にテキストファイルで出力することがで

文が生成されたとする．ここでユーザに「park」ではなく，

きるため，ユーザは逐一生成されたあらすじを確認するこ

「house」と入力すると，
「house」では先ほどの文章は生成

とができる．

されず，
「 house」という言葉でまた常識知識を抽出し直し，
全く異なる文章を生成する仕組みである．こういった適宜
ユーザの介入によって生成される文章が異なってくる．本
システムでは場所(Location)や生成された文章に登場する
物(Object)を設定変更することが可能となっている．
最後に生成されたあらすじの貯蓄について説明する．ユ
ーザごとに生成されたあらすじを随時記録する仕組みを取
る．理由として，本システムは何度もあらすじを生成して
もらうため逐一ログを保存する必要がある．また生成され
たあらすじだけではなく，その時に抽出された常識知識も

図 4 システム画面図

記録しておく．これはテキストファイルとして保存可能と
する．
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3. 結言
本システムは 仮想世界における登場人物や環境の設定を行う
だけで物語のあらすじを自動生成する物語生成システムの開発を
行った．ConceptNet を利用することにより幅広くあらすじを自動
展開することが可能となった．

展望として，本システムを開発するにあたって困難な点
が挙げられる．1 つ目に，本システムは文章の自動生成ま
では可能となっているが，生成されたあらすじの面白さに
ついては考慮されていない．物語には起承転結があり，コ
ンピュータにどの部分にオチを付与させるがとても困難な
作業である．2 つ目に，最終的に生成されたあらすじにア
ニメーションをつける予定である．アニメーションの付与
に関しては Unity というゲームエンジンを利用しようと考
えている．生成されたあらすじの主語，動詞などをコンピ
ュータに判別させ，そのあらすじに沿ったアニメーション
を付与することが可能である．
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