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星新一のショートショートにおけるオチの構造分析
豊澤

修平・村井

源(公立はこだて未来大学 システム情報科学部）

本論文では星新一のショートショートにおけるオチに至る物語構造の分析をするために，古典的なプロット分
析を利用しオチパターンの抽出を行った．物語の自動生成において意味の通る作品を作ることが困難であるが，
オチに至る物語構造を分析することにより，より自然な物語の自動生成を実現できる能性がある．星新一の代表
的なジャンルである SF から「宇宙」と「薬」，特徴的なテーマとして「悪魔・魔人」に作品を限定しオチのパ
ターン化と必要条件，前提条件の抽出を行った．結果として各テーマにおける特徴的なパターンの抽出を行うこ
とができた．テーマのパターン化及び必要条件と前提条件の記述の統一化と抽象化の結果を用いることで，今後
より星新一らしい自然な物語の自動生成が可能になると考えられる．

Narrative Structure Analysis of Punchlines within the Flash Fictions of Shinichi
Hoshi
Shuuhei Toyosawa/ Hajime Murai(Faculty of Systems Information Science, Future University Hakodate)

This paper aims to extract patterns of narrative structure leading to punchlines within the flash fictions of
Shinichi Hoshi, based on classical plot analysis method. Although it is difficult to automatically generate
meaningful stories, there is a feasibility to generate automatically more natural stories by analyzing narrative
structure leading to punchlines. This paper focuses on the categories of "space" and "medicine" stories from
science fiction genre, which is a representative genre of Shinichi. Moreover, category of "demon, devil" stories
was selected as a characteristic theme of him. For those categories, patterning of punchlines and extraction of
necessary conditions / preconditions have done. As a result, it was possible to extract characteristic patterns in
each theme. By utilizing the result of unification and abstraction of the patterns of the theme and conditions /
precondition, it would be possible to generate automatically a more natural story like Shinichi Hoshi.

１．まえがき
近年，人工知能分野では物語の自動生成が一つ
の課題となっており，例えば松原仁ら[1]が星新一
賞の一次選考を通過したことなどが注目を浴び
た．
また，文学作品を計量的に分析することで今ま
で主観的なものが多い評論に対して、客観的に分
析することが行われている．例えば、工藤彰ら[2]
は村上春樹の作品について統計的分析をもとに
作風の変化を把握することに成功した．
また，文章の自動生成のついては松山諒平ら[3]
によるテーマに基づいた短編の自動生成や，豊澤
修平ら[4]による推理小説プロットを自動生成し
映像化する統合的インタラクティブシステムの
開発と評価などが挙げられる．
これらの自動生成を行う上では良質なプロッ
トやオチのデータを用意する必要があるが，星新
一の多くの作品では短い物語の中に逆転のオチ
を付けることで現代まで読者を惹きつけており，
良質で分析容易な作品群と言える．また，一人の
作家が 1000 を超える作品を書き上げているため
物語のプロットやオチの抽出を計量的に行いや
すいという点からも科学的な分析に適している
と考えられる．新一のショートショートに関して
は計量的な物語構造の分析[5]，落語の類型である

4 分類による分類分析[6]，星新一の物語のパター
ン性の抽出[7]がすでになされている．
しかし，各ジャンルにおける固有の詳細な物語
パターンの抽出とオチに至るメカニズムは現在
のところ分析がされていない．しかし，物語の精
度良い自動生成を実現するためにはより詳細で
膨大な物語パターンの分析・収集は不可欠である．
本研究では古典的なプロット分析[8]を用い，シ
ョートショートにおけるシンプルな物語のオチ
の構造のパターン化，及び必要条件と前提条件の
発見を目的とする．
基本的な物語のミクロパターンを収集し，それ
らの種類や物語要素の交換可能条件などを特定
することで，より自然な物語の自動生成が可能に
なると期待される．また，これらのオチのパター
ンを結合することまで可能になればショートシ
ョートのような短編だけではなく，長編のような
物語の自動生成も視野に入ると考えられる．

２．分析対象
分析に用いる星新一作品には，新潮社の星新
一全集[9]収録を用いる．1000 編以上存在する作
品であるが大きく三部に分けられる[5]．第一期
は多くの読者が想定する星新一らしい逆転オチ
の作品群であるが，第二期は多重オチの込み入
った構造になっており，第三期は民話を志向し
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た別方向の物語となっている．
星新一の作品において特徴的なジャンルとし
て SF が挙げられる．星の SF 作品は「宇宙」や
「薬」
，「ロボット」
，「自動装置・発明・コンピ
ュータ」の 4 種類のテーマに大別できる．ま
た，SF ジャンルとは別に代表的なテーマとして
「悪魔・魔人」も存在する．加えて計量的な物
語構造の分析[3]において自動分類された作品中
で最も話数が多い「強盗・泥棒・詐欺・囚人」
も挙げられるであろう．
本研究ではこれらの特徴的なジャンルの中で
SF 作品の中から最多の「宇宙」
，星新一自身が
製薬会社の社長をしていた経歴を持つので
「薬」
，星新一の個性的なテーマとして言及され
ることの多い「悪魔・魔人」に対象を限定し
た。ただし，
「宇宙」，
「悪魔・魔人」は第 3 期ま
でとし，「薬」のみ第 2 期までとした．各テーマ
の抽出はテーマの自動分類の結果を手動で修
正・拡張したものを利用した．以上の条件の元
で分類された作品（表 1）が本研究の分析対象
である．
表1

悪魔[1.1]
その湖は、北の国にあった。広さはそれほどで
もないが、たいへん深かった。しかし、いまは冬
で、厚く氷がはっていた。

--

エス氏は休日を楽しむため、ここへやってき
た。そして、湖の氷に小さな丸い穴をあけた。そ
こから糸をたらして、魚を釣ろうというのだっ
た。だが、なかなか魚がかからない。
「面白くないな。なんでもいいから、ひっかかっ
てくれ」
こうつぶやいて、どんどん釣糸をおろしている
と、なにか手ごたえがあった。

--

「しかし、魚では、ないようだ。なんだろう」
引っぱりあげてみると、古いツボのようなもの
が、針にひっかかっていた。
「こんなものでは、しようがないな。捨てるのも
しゃくだが、古道具屋へ持っていっても、そう高
くは買ってくれないだろう。ひとつ、なかを調べ
てみるとするか」

--

[1.1]星新一: 「星新一ショートショート 1001」
新潮社, 1998, 「悪魔」

対象テーマ

テーマ
宇宙

図1

作品数
133

薬

55

悪魔・魔人

20

実際の物語を通読．

初めに実際に物語を通読し，どのようなオチに
なっているかを把握する．加えて大まかに区切る
箇所に印を付ける（図 1）
．

３．手法
主要 3 テーマにおいて各作品をプロット分析
の手法を用いて作品からプロットを抜き出し
た．その後，一度プロットを類義語でグループ
化し抽象化を行った．その上で物語のオチにつ
ながる要素を選定した．この際に現れるオチの
構造に着目し，類似する作品が 3 作品以上ある
ものを物語パターンとして抽出した．また，明
確なパターンとして現れないが部分的に類似す
る箇所が複数存在する場合もパターンとして抽
出を行った．具体的には以下のような手順で分
析を行った．
1．実際の物語を通読（図 1）
2．展開ごとに分類と修正（図 2）
3．プロットデータを並べる（図 3）
4．プロットの類似点の抽出（図 4）
5．類似するもので分類（図 5）
6．パターン抽出（図 6）

・展開ごとに区切る
男釣り>壺手に入れる>調べる>悪魔登場>
願望叶える>金貨要求>金貨獲得>氷破損>
金貨沈む>金貨失う
・表記統一と抽象化
獲得>召喚>物増加>支え破損>喪失
図2

展開ごとに分類

実際の物語の内容の要素への分解を行う．この
時点では主体が行った行動や様子を物語の流れ
にそって区切る．加えて，実際に要素で区切られ
たプロットデータをいくつかまとめた上で類義
語のグループ化を行い，各要素を抽象化する．図
2 においては「男釣り」と「壺を手に入れる」と
いう要素は召喚方法を獲得することにつながっ
ているため，端的に「獲得」という形に抽象化す
る．そして抽象化した要素を他のプロットデータ
にも当てはめ表記の統一を行う（図 2）
．
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悪魔物語(10 話分)

3.本獲得>召喚>対象人間>本売却
7.出現>契約>願望成就>対象悪魔
8.出現>発見>契約>力贈与>対象機械>代償
無効

[3.1]獲得>召喚>物増加>支え破損>喪失
[3.2]危害>逃亡>対象変更>死亡
[3.3]本獲得>召喚>対象変更>死亡>本売却
[3.4]契約>力贈与>契約>力贈与>契約者対決
>契約矛盾>脅迫
[3.5]獲得>召喚>願望成就>願望初期化
[3.6]召喚>願望成就>願望無効
[3.7]出現>契約>願望成就>対象悪魔
[3.8]出現>発見>契約>力贈与>機械>代償無効
[3.9]獲得>召喚>契約>対象悪魔
[3.10]契約>願望成就>代償

1.獲得>召喚>物増加>支え破損>喪失
5.獲得>召喚>願望成就>願望初期化
6.召喚>願望成就>成就無効
10.出現>契約>願望成就>代償が願望
・類似点が少ない
2.召喚>捕縛>危害>逃亡>対象変更>死亡
・パターンの組み合わせによる物語
4.出現>契約>力贈与>契約>力贈与>契約者
対決>契約矛盾>脅迫

[3.1-3.10]星新一: 「星新一ショートショート
1001」, 新潮社, 1998
悪魔, 鏡, よごれている本, 契約者, 敬服すべ
き一生, 魔法の大金, 華やかな三つの願い, と
りひき, 悪魔の椅子, 条件
図3

プロットデータを並べる

プロットのデータを並べ，再度類義語のグルー
プ化の確認と抽象化の確認を行う．また同ジャン
ル内での比較と抽象化に必要な情報が欠落して
いることが考えられるものは再度その作品を読
み直し誤りや抜け漏らしが無いかの確認も随時
行う（図 3）
．

類似による分類

類似する部分が多いものをグループ化し，その
数が 3 つ以上になるものを今回はパターンとし
て分類する（図 5）．
オチに至る構造をプロットデータから 1 つパ
ターンとして再度まとめる．ただし 1 つにまとま
らない場合は複数のパターンとして構造化を行
う（図 6）．
さらに，物語パターン抽出に加えてオチに関
する初期状態と必要条件，前提条件を抽出し

共通部分の判定・随時加筆修正

た．初期状態とはオチがはじまる際の環境や動

1.獲得>召喚>物増加>支え破損>喪失
2.危害>逃亡>対象変更>死亡
3.本獲得>召喚>対象人間>本売却
4.契約>力贈与>契約>力贈与>契約者対決
>契約矛盾>脅迫
5.獲得>召喚>願望成就>願望初期化
6.召喚>願望成就>成就無効
7.出現>契約>願望成就>対象悪魔
8.出現>発見>契約>力贈与>機械>代償無効
9.獲得>召喚>契約>対象悪魔
10.契約>願望成就>代償が願望
図4

図5

作などの物語上で与えられている状態を記述し
たものである．また，本論文における必要条件
とは，オチを成立させているテキスト中に明示
的に記述されない暗黙的な常識的知識である．
加えて本論文では前提条件はオチを成立させて
いる動作の主体が行わなければならない行為
や，作中における世界の常識である．
必要条件と前提条件を特定することによっ
て，それらの条件を満たす別の要素とオチを交
換可能となる条件を明示化することを目的とし
ている．このようなオチの必要条件を特定して

プロットの類似点の抽出

データとして記述しておくことによって，本研

抽象化を行ったプロットデータにおいて類似
する部分を抽出する．物語における効果によって
類似することを分ける．

究の成果に合わせて一般的なオチのデータを別
に準備することで異なるオチの物語の生成が可
能になると考えられる．
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図6

オチの構造化（悪魔・魔人パターン）

４．結果
テーマが「宇宙」の 124 作品のうち 100 作品を
以下の 6 種類のパターンに分類することができ
た．
• 遭遇，59 個（図 7）
• 贈り物，17 個（図 8）
• 沈黙・遭難，8 個（図 9）
• 間抜けオチ，7 個（図 10）
• 惑星，7 個（図 11）
• カニバリズム，4 個（図 12）
ただし個数は 1 つの作品に対して複数のパタ
ーンが存在する場合が含まれるため，実際の作
品数よりお多くなる．
遭遇パターン（図 7）は人間と宇宙人が遭遇す
ることでオチが発生するパターンである．テーマ
が「宇宙」の中で最も多くの作品があることがわ
かった．遭遇パターンでは人間視点と宇宙人視点
に分類することが可能である．人間視点では宇宙
人と遭遇するタイミングでオチが変化する．可変
事項の前に遭遇する場合では非視覚的事実が発
覚し，後の場合では視覚的なものがオチにつなが
る．宇宙人視点であった場合では人間以外（例え
ば貧乏神や幽霊などと）遭遇することでオチが変
化する．どちらの場合でも宇宙人の常識や認知的
なずれがオチとなることが多い．必要条件と前提
条件はまた修正と抽象化を行っている段階のた
め，遭遇パターンのみ一部の例を載せる（表 2）．
贈り物パターン（図 8）では贈与物の内容でオ
チが変化する．贈与物が兵器などの悪いものであ
った場合はおおくが与えられたものが起動する
のがオチとなる．また贈与物がテクノロジーなど
の良いものであったとしても，何らかの理由で獲
得できなくなる，破壊するなどしてしまう．まれ
に贈与物が良いものであるときには獲得するこ
ともある．
遭難沈黙パターン（図 9）は大まかには遭難者

視点と救出者視点の 2 つに分けることができる．
また，遭難者視点においてオチの一部として惑星
に不時着できずに死亡のオチになるものが入る．
間抜けオチパターン（図 10）は古典落語におけ
るオチの一つであり，深刻そうな出来事が起きた
ら深刻ではないことで終わるのがオチとなるパ
ターンである．このパターンにおいては深刻そう
な出来事という曖昧な要素が引き金である．
惑星パターン（図 11）では惑星自体がオチにつ
ながっているものである．また，亜種パターンと
して都市自体がオチにつながるものも部分的に
類似する作品としてパターンとして入れてある．
カニバリズムパターン（図 12）では初期状態に
は具体的に決まった状態が存在せず，オチにおい
ては人間を肉として認識または捕食の暗示で終
わる．宇宙物語では宇宙人は人間とは識が異なる
ため人肉食をタブーとしない存在として書かれ
ている．
テーマ「悪魔」の 20 作品のうち 1 作品以外が
一通りのパターン（図 6）として分類可能であっ
た．悪魔・魔人パターンは一般的には悪魔との契
約と願望成就，代償として命を払うことが一定の
パターンになっている．また魔人は代償がなく願
望成就で物語のオチにつながる．
テーマ「薬」の 55 作品のうち 38 作品を以下の
2 種類に分類できた．
• 薬効果明確パターン，30 個（図 13）
• 薬効果不明パターン，12 個（図 14）
ただし個数は 1 つの作品に対して複数のパタ
ーンが存在する場合が含まれるため，実際の作品
数よりお多くなる．
薬効果明確パターン（図 13）は多くが薬を使用
した結果によりオチが発生する．多くは薬の効果
が発揮されることで別の事実が発覚し，それがオ
チにつながる．または期待していた薬の効果とは
別の新たな効果が発揮されることでオチにつな
がる場合に分けられる．加えて薬を誤用される場
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合ではそれが原因で混乱が拡大されるオチにつ
ながる．
薬効果不明パターン（図 14）は薬の効果が不
明で効果が発揮されることでオチにつながるパ
ターンである．効果が明確なパターンと異なり
初期条件として強盗が挙げられるのが特徴的で
ある．薬の効果がわからない状態にすることで
効果の発覚と効果による状態の悪化がオチにつ
ながっている．

表 2 必要条件と前提条件

必要条件

前提条件

他者の混乱を楽しむ
宇宙から来訪したもの
は宇宙人
来訪したら用事がある
服は体の一部ではない
人間以外は服を着ない
宇宙人は構造が異なる
人は服を着ている

来訪者は無言
用事ではなくからかい
宇宙人は服を着ない
口付けに抵抗を示す宇
宙人
救助対象が何者か不明
宇宙人は善意の贈与
動物と会話できる装置

図 7 遭遇パターン

図 8 贈与パターン
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図 9 遭難・沈黙

図 10 間抜けオチパターン

図 11 惑星パターン

図 12 カニバリズムパターン
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図 13 薬効果明確パターン

図 14 薬効果不明パターン

５．考察
すべてのパターンについて変更可能な箇所が
存在し，変更可能箇所への要素を代入可能である
と考えられる．また，各要素の組み合わせによっ
て固定のオチやパターンの分岐が生じることが
示された．
「遭遇」パターンについては地球上の生物と宇
宙人が遭遇することでオチが発生することが明
らかとなった．遭遇で得られる相手に対する未知
の情報と人間（宇宙人）の常識や認識の差がオチ
の構成要因であるギャップにつながっている．ま
た，「贈り物」パターンにおいては贈与された物
の内容に関係なく，人間側の無知や努力を皮肉る
作者の世界観に合致するものだけが選択肢に現
れていることが明らかになった．
テーマが「宇宙」の作品にしては多くの作品が 6
種類のパターンとして分類可能であることが分
かった．また，今回分類できなかった作品にはオ
マージュや舞台設定として「宇宙」が入っている
もの，6 種類のパターンのいずれかに部分的に類
似するがパターンとして明確ではなかった作品
であった．今回分類できていない作品に関しては
自身の含まれるジャンルの基本的なパターンと
は異なるが，他のジャンルのパターンには類似し

た構造を持っている．従ってこの舞台設定は「宇
宙」であるが物語のパターンとして必ずしも「宇
宙」ではない作品に関しては他のテーマとの類似
する部分を考慮し，変更可能な部分を特定するこ
とで他のテーマまたはジャンルに変化させるこ
とができるかを考える必要がある．
その他の 3 種類に関しては類似するプロット
数が 3 個以上ではあるが作品数が少なく，パター
ンとして抽象化をすることが困難であった．
「悪魔・魔人」は悪魔の場合と魔人の場合が考
えられるが，この 2 つの違いは代償があるかない
かの違いしかないことが示された．ただしこれら
のジャンルにおいては基本的なパターンが種々
の形で変形される形で用いられている．例えば，
人間視点だけではなく悪魔視点，召喚されるのが
悪魔や魔人ではなく人間，代償が無効化されるな
ど単純な願望成就の物語構造を崩している．分析
結果として，基本パターンを構成するほぼすべて
の要素に対して星自身が自分の作品の構造を崩
して新たな作品を創作していることがわかった．
「薬」に関しては薬を利用することが決まって
いることが多いため，パターンが単純化しやすい．
従って，薬が手段として使われており直接的に関
わってこない作品が薬ジャンルの基本パターン
との類似性が低く，逆に他のテーマとの類似性が
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多いと考えられる．また，第 2 期からはオチのパ
ターンがシンプルではなく複雑になっているこ
と[5]がすでに明らかになっているが，プロットデ
ータに直した際に類似するものが少ない要素を
入子構造にするものや，少ない要素で繰り返すパ
ターンが数作品見られる．

６．終わりに
今回テーマを「宇宙」，「薬」，「悪魔・魔人」
に限定し分析を行った．
「宇宙」は 124 作品中 100
作品の物語のオチの構造を 6 種類にパターン化
可能であった．また「悪魔・魔人」については 19
作品を一つのパターンとしてまとめることが可
能であった．「薬」は 55 作品中 38 作品のパター
ン化が可能であった．またパターン化できたオチ
は人間側の無知や努力を皮肉る作者の世界観[10]
に合致しているもが多く見られた．
本論文では物語の抽象化およびオチのパター
ン化などを単独分析者で行っており客観性が保
証されていない．従って，統計学的な手法にのっ
とり第三者によるパターン化の一致度の検討を
していきたいと考えている．
また今回分析する対象のテーマを 3 つに限定
した．しかし，物語の自動生成には汎用的なパタ
ーンが必要であるため，今回分析を行った以外の
ジャンル分析も行う必要がある．従って，最も作
品数が多い「強盗・泥棒・詐欺・囚人」と SF 作
品でまだ取り掛かれていない「ロボット」などの
分析も行う必要があると考える．
これらのテーマの作品分析とパターン化およ
び必要条件と前提条件の抽出ができれば，より星
新一らしい物語のプロットの自動生成が可能に
なると考えられる．

[5]豊澤修平,工藤はるか,石田晃大遠,藤史央里,川
瀬稜人,菊池亮太,工藤健太郎,栗原将風,櫻井健太
郎,佐藤好高,玉置秀基,根本裕基,原科充快,久野露
羽,平田郁織,村井源,椿本弥生,角薫,松原 仁”推理
小説プロットを自動生成し映像化する統合的イ
ンタラクティブシステムの開発と評価”研究報告
人文科学とコンピュータ,Vol.13,pp1-5,2018-01-20．
[8]ウラジーミル・プロップ（北岡誠司,福田 美智
代訳 ）:「昔話の形態学 」,水声社,1987.
[9]星新一：
「星新一ショートショート 1001」,新潮
社,1998.
[10]最相葉月:「星新一 一〇〇一話を作った人」,
新潮社, 2007.
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