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映像コンテンツのシーン分析に基づくプロット作成手法の提案
菅野太介†1

茂木龍太†2

三上浩司†1

近藤邦雄†1

映像コンテンツの展開内容は，作品の人気や知名度を左右する重要な要素である．本論文では，映像コンテンツの展
開内容を企画段階で検討する際に必須の生成物であるプロットに着目し，従来のプロット制作における課題と問題点
を調査した．そして，既存の映像コンテンツの展開内容とシーン情報の分析結果に基づいて，展開内容情報が欠落す
ることのない映像コンテンツ制作用プロットの作成手法を提案し，その有用性を確かめる実証実験をおこなった．

Proposal of Plot Writing Method
based on Analysis of Video Content Scene
DAISUKE KANNO†1 RYUTA MOTEGI†2
KOJI MIKAMI†1 KUNIO KONDO†1
The story line is an important element for video content production. A plot is essential for considering the story of the video
content. We researched the problem of existing plots. Then, we analyzed the story line based on the information of the video
content scene. We propose a method for making a plot including enough information of story line based on the results of the
analysis. We evaluated practicality of the proposed method by experiment.

1. はじめに

ンテンツ完成までの中間生成物のなかでも，開示される機
会も対象も少ない生成物で，その内容を検証することが難

映像コンテンツの制作には，大きな額の予算が必要とな

しい．こういった検証の難しさから，プロットの執筆方法

るので，いきなり制作に取り組むのではなく，その内容が

はほとんどなされておらず，ノウハウ本や経験談で取り上

実制作に着手するにふさわしい内容かどうかの検討がなさ

げられる程度だった[2][3]．

れる．その検討時に用いられる，コンテンツの内容を簡潔
にまとめた文章を「プロット」という[1]．
本研究では，実際に映像化された作品の調査とシーン分

本研究では，既存の映像コンテンツの展開内容を発端展
開結末の 3 幕で記述し，既存の映像コンテンツのシーン情
報と照らしあわせることで，映像コンテンツの展開内容を

析に基づき，映像コンテンツ制作に必要な情報を欠かすこ

把握するために必要な情報を抽出した．この情報に基いて，

となくプロットを制作する手法の提案をおこなう．制作す

映像コンテンツの展開内容に欠落の無いプロットを作成し

る映像コンテンツの展開内容を把握するため，プロットは

た．次に，まったくの新規映像コンテンツのプロットを執

欠かせない中間生成物であるが，その執筆方法は企画書作

筆してもらい，前述のプロットと比較を行い，欠落してい

成者の裁量に委ねられてきた．本研究では，企画書作成者

る情報を抽出した．

の感性や経験に依存することなく，プロットを書けるよう
にする．
企画作成者の感性や経験に依存してプロットを作成す
ると，その作成者が持つ，文章力や構成力によっては，映

検証結果に基づいて映像化のために必要な要素や情報
を記述できるようにしたテンプレートを作成し，それを用
いた新規作品のプロット作成を行い，情報の欠落なくプロ
ットが書けることを確かめた．

像コンテンツ制作のために必要な情報が欠落したプロット

2 章でプロット制作における先行研究とその問題点を挙

が作られてしまう問題がある．このようなプロットが作ら

げ，3 章では実際に制作されたプロットの調査と，既存映

れてしまうのは，企画書を読んだ者がなんとなく理解でき

像コンテンツのシーン分析について述べる．4 章では調査

れば良いとされ，明確なプロットの執筆方法が確立されて

分析結果に基づく，プロット作成手法について提案し，

こなかったためである．実制作が決定しなかったプロット

5 章でその提案手法の実験について述べる．

は破棄されるため，どのような問題を抱えたプロットだっ
たのか，検証されてこなかった．そして，実制作が決定し
たプロットは，どこが評価されて決定されたプロットだっ

2. プロット制作の従来手法と先行研究

たのか，検証されることがない．また，プロットは映像コ

2.1 従来手法
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2.1.1 シナリオの基礎技術
新井一 [2]は，日本のシナリオ執筆フォーマットについ
て，原稿用紙の使い方から解説している．また，映画や TV
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をはじめとする映像コンテンツのシナリオを書く上では演

あくまでプロット作成者が自身の考えをまとめるための支

劇や戯曲同様に「起・承・転・結」の 4 幕で内容を記述す

援にとどまっている．

る技術が必要であるとして，各幕を計 8 項目の「箱」に区

先行研究では，従来手法であいまいだったプロットの形

切って内容を記述する「箱書き」手法を紹介している．

式と具体的な制作工程を明確にして，プロットが作成でき

2.1.2 ハリウッド脚本術

ることが確認された．しかし，先行研究の手法で作成され

ニール・D・ヒックス [3]は，古来の劇作から現代の映画

たプロットの内容は検証されていない．

に至るまで，ストーリーの構成は「始まり・中盤・結末」

そこで，従来手法と先行研究を用いて書かれたプロット

の３幕で構成されていると指摘した．そして，各幕の内容

の調査を行い，映像コンテンツの展開内容を把握する上で

を質問テンプレートに回答してまとめていく「ワークショ

必要となる情報について分析が必要である．

ップ形式の脚本制作方法」を提示している．
2.2

先行研究

菅野ら [4][5][6]は，シナリオを完成させるまで，段階的

3. プロットの調査と分析
3.1 プロットの調査目的

に情報を増やしていく文章を「プロット」と定義した．ま

プロットには，企画段階でこれから制作する映像コンテ

た，各段階で作成されるプロットに文字数を設定し，シナ

ンツの展開内容を把握できるように情報を記述することが

リオと同様の幕構成を設けた．そして，プロットの制作段

求められる．そこで，従来手法で書かれたプロットを調査

階をメイン工程，プロット制作に付随する各種設定情報の

し，展開内容を把握するために必要な情報を抽出する．

作成段階をサブ工程として，全情報をソフトウェア上で管

3.2 調査内容

理編集してシナリオを完成させるソフトウェアを開発した．

3.2.1 調査対象

さらに菅野らこのシステムを用いて，プロットが制作でき
ることを実証している．次の図１に「シナリオ作成支援シ
ステム」でのシナリオ制作工程を示す．

シナリオ黄金則の「段階的シナリオ制作手法」に基づい
て作成されたプロットを調査対象とする．
各プロット同士を比較し，共通点を挙げる．
3.2.2 調査結果
従来手法で作成されたプロットに次の２点の情報欠落
を確認した．
①行動情報に対して主体情報が不明確
②結末情報が不明確
次の図 2 と図 3 に従来手法で書かれたプロットと情報欠
落の具体例を示す．

図1

シナリオ作成支援システムでのシナリオ制作工程

2.3 従来手法と先行研究の課題
従来の映像コンテンツ制作において，プロットが用いら
れるのは制作初期の企画段階である．プロットは企画書の
一部として記載され，その書き方や内容は作品や企画書作
成者の裁量に任されている．明確な記述フォーマットは存
在しない．
このため従来手法において，シナリオ記述形式は解説さ
れているが，プロットの記述形式には言及されておらず，
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図2

行動情報に対して主体情報が不明確なプロットの例
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②3 幕構成 4 項目で記述した内容の根拠となるシーンを
選択，抽出する
これらの抽出情報に基づき，次の２項目の情報を検証す
る．
①行動情報に対する，主体情報の有無
②結末情報の有無
3.3.3 分析結果
8 名の分析協力者から分析結果を得た．次に分析項目と
して挙げた 2 項目について述べる．
(1) 行動情報に対する，主体情報の有無
図 4 は分析対象とした映像コンテンツの展開内容をま
とめたものである．図 5 は，図 4 に記述した展開内容の根
拠となるシーンを選択抽出したものである．図 6 は映像コ
ンテンツ内の登場人物が，シーンに登場した回数をまとめ
たものである．

図3

結末情報が不明確なプロットの例

「主体情報」と「結末情報」という２点の情報が欠落し
たプロットからは，映像コンテンツの展開内容が把握しに
くい．
3.2.3 調査結果の考察
従来手法で作られたプロットには，調査結果で挙げた２
つの点について情報が欠落しているため，欠落した情報を
埋める必要がある．そこで，既に完成した映像コンテンツ
をもとに，情報欠落の無いプロット作成の指標が必要であ

怪盗・ルパン三世は、国営カジノから奪った金がゴート札と呼ば
れる偽札であることを知る。かつてゴート札の陰謀に触れ命の危
機に瀕したルパンは、リベンジのため、ゴート札の出処であるカリ
発端
オストロ公国へ向かった。その道中、何者かに襲われる少女に
遭遇。その少女は、若き日のルパンの命を救った恩人・クラリス
であった。
クラリスは最後の大公家の姫であり、公国の独裁を狙うカリオス
展開
トロ伯爵に結婚を強いられている。それを知ったルパンは、クラリ
（発端側） スを助け出そうと動き出す。城下の水路からの侵入を試みたル
パンは、トラブルに見舞われながらもカリオストロ城へ侵入した。
カリオストロ城へ侵入したルパンはクラリスの元へたどり着くが、
伯爵の手によって地下へ落とされてしまう。地下から脱出しゴート
展開
札の地下工房を見つけたルパンは、クラリスと共に城から脱出し
（結末側） ようとするが失敗、瀕死の重傷を負わされる。なんとか一命を取り
留めたルパンは、クラリスを奪還するため、城で行われる結婚式
へ乗り込んだ。
伯爵の意表をつきクラリスを奪還したルパンは、時計塔で伯爵と
対決。伯爵はルパンとクラリスを湖へ落とすが、ふたりは生還。時
結末
計塔に残った伯爵は針に潰され死亡した。見事にクラリスを自由
の身としたルパンは、クラリスに別れをつげ、カリオストロ公国を
去るのであった。

図4

る．

映像コンテンツの展開内容

3.3 既存映像コンテンツの作品の分析
3.3.1 分析目的
調査結果から，プロットに映像コンテンツの展開内容を
記述する上で２つの問題点が挙げられた．そこでこれらの
問題点を解決する指標を導き出すことを目的として，既存
作品の分析を行う．
3.3.2 分析方法
分析対象となる映像コンテンツをシナリオフォーマッ
トの柱情報に基づいてシーン分割し，次の手順で分析を行
った．
①対象となる映像コンテンツを視聴し，その展開内容を，
発端・展開（発端側）・展開（結末側）・結末の 3 幕構成
4 項目でまとめる
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展開
展開
発端 （発端側） （結末側） 結末
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

開始時間
0:00:00
0:01:04
0:02:15
0:04:04
0:04:32
0:06:26
0:09:06
0:10:11
0:11:45
0:11:59
0:12:55
0:13:39
0:15:04
0:15:43
0:17:14
0:17:51
0:18:26
0:19:33
0:19:46
0:21:20
0:23:21

図5

時間

場所

0:01:04 カジノ
0:01:11 道路
0:01:49 カリオストロ公国へ向かう道
0:00:28 カリオストロ公国 国境

○

0:01:54 同上 道路
0:02:40 同上

○

0:01:05 崖
0:01:34 崖下

○

○

0:00:14 大公家館へ向かう道
0:00:56 大公家館 入口
0:00:44 同上 庭
0:01:25 時計塔へ向かう道
0:00:39 同上
0:01:31 時計塔

○

0:00:37 カリオストロ城 廊下
0:00:35 同上 北の塔
0:01:07 同上 クラリスの部屋
0:00:13 城下町
0:01:34 同上 レストラン
0:02:01 同上 ルパンの泊まる宿

○
○

0:00:35 カリオストロ城 廊下

展開内容の根拠となるシーンの抽出結果
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3.3.4 分析結果の考察
シーン分析の結果から，2 つの問題点「行動情報におけ
る主体」
「結末情報の有無」が，映像コンテンツの展開内容
図6

登場人物ごとのシーン登場回数

を把握するうえで必要な情報であることが明確になった．
そして，2 つの情報をプロットに記述することが，プロッ

図 4 の内容に対して，図 5・図 6 の内容を比較検証した
結果，映像コンテンツの展開内容は，シーン登場回数が最
も多い登場人物の行動情報を主体に抽出されることがわか
った．次の図 7 にその検証内容を示す．

ト作成の指標になる．

4. プロット作成手法の提案
4.1 プロット作成手法による達成目標
分析結果に基づいてプロット執筆用テンプレートを考案
し，それを用いたプロット作成手法を提案する．
映像コンテンツの展開内容を把握する上で不可欠な，主
体と結末の情報が含まれるプロットの完成を目標とする．
4.2 プロット作成テンプレート
分析結果において判明した情報に基づいたテンプレート
を作成．そのテンプレートを利用してプロットを執筆する．
提案する「プロット作成テンプレート」は「一文記述テン
プレート」と「幕構成記述テンプレート」の２つの記述テ
ンプレートから成る．各種テンプレートは Microsoft

Excel

を用いて作成した．
テンプレート内の指定項目を埋めることで，既存手法に
おいて欠落しがちな主体と結末の情報を欠落させることな
くプロットが作成できる．
4.3 プロット作成テンプレートの機能説明
各テンプレートの紹介とその使い方に分けて解説する．
4.3.1 一文記述テンプレート
プロットを構成する一文は「誰が，何を，どうする」とい
図7

展開内容と主体情報の検証内容

う「主語・目的語・述語」の文節単位と順番で構成されて
いる．
「一文記述テンプレート」を次の図 9 に示す．

(2) 結末情報の有無
映像コンテンツの展開内容における結末情報について，
分析結果（1）で述べた，主体となるシーン登場回数が最も
多い登場人物の行動情報を検証した．
その結果，結末情報の最後は，発端・展開において主体
となる登場人物の行動情報であった．次の図 8 にその検証
内容を示す．

図9

一文記述テンプレート

テンプレート内の各項目を埋めることで，プロット用の
一文をまとめる．次に各項目の解説をする．
(1) プロット用一文の主語
これから制作するコンテンツの主体となる登場人物を，主
語として記述する項目．
(2) プロット用一文の述語
コンテンツの主体（プロット用一文の主語の項目）が達成
する行動情報を，述語として記述する項目．
図8

結末情報の検証内容
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(3) プロット用一文の目的語
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達成する行動（プロット用一文の述語の項目）の補足情報

コンテンツの主体となる登場人物を記述した「一文記述テ

を，目的語として記述する項目．

ンプレート」の主語は，４項目すべてで共通の主語になる．

4.3.2 幕構成記述テンプレート
従来手法と先行研究を参考に，本研究では２段階のプロ
ットを想定したテンプレートを作成した．
「発端」
「展開（発

(2) プロット２段階目の構成記述テンプレート
プロット２段階目のテンプレートは３幕構成４項目，

端側と結末側）」「結末」の３幕構成４項目を基本として，

「発端」
「展開（発端側）」
「展開（結末側）」
「結末」が，さ

各項目は「一文記述テンプレート」を用いて構成される．

らに「発端」
「展開（発端側）」
「展開（結末側）」
「結末」の

「プロット 1 段階目の幕構成記述テンプレート」と「プロ

４項目に分けられ，合計１６項目の「一文記述テンプレー

ット 2 段階目の幕構成記述テンプレート」を図 10，図 11

ト」で構成される．

に示す．

プロット１段階目で記述した内容をもとに，プロット２
段階目の記述を行う．１段階目で完成させたプロットの各
発端 誰が何をどうする。

展開（発端側） 誰が何をどうする。
展開（結末側） 誰が何をどうする。
結末 誰が何をどうする。

図 10

9文字
9文字
9文字
9文字

プロット１段階目の幕構成記述テンプレート

項目に記述された内容は，３幕構成４項目，「発端」「展開
（発端側）」
「展開（結末側）」
「結末」の各項目において「結
末」として反映される．

5. プロット作成手法の実証実験
5.1 実験目的

発端

誰が。
誰が。
誰が。
誰が。

提案手法に基づくプロット作成と検証を行う．提案手法
を用いてプロットが作成可能であることと，その内容を検
証することが目的である．検証する内容は次の 2 項目であ
る．
1． 行動情報に対する，主体情報の有無
2． 結末情報の有無

展開（発端側）

誰が。

5.2 実証実験の内容

誰が。

5.2.1 実験対象

誰が。
誰が。

実験協力者７名を対象とする．
5.2.2 実験手順
次の手順で実験を行った．
1． 従来手法でプロットを執筆してもらう．これをプロ

展開（結末側）

誰が。

ット A とする

誰が。

2． 次に本研究の提案手法およびテンプレートの機能説

誰が。

明を行った後，プロットを執筆してもらう．これをプロ

誰が。

ット B とする
3． 執筆された 2 つのプロットを比較，検証する
5.3 実験結果

結末

図 11

誰が。

すべての実験協力者が手法を用いてプロットを作成でき

誰が。

た．作成されたすべてのプロットを検証した結果，
「行動情

誰が。

報における主体」と「結末情報の有無」の情報欠落は無か

誰が何をどうする。

った．次にその例を提示する．

プロット２段階目の幕構成記述テンプレート

テンプレート内の各項目を全て埋めることで，プロット
を完成させる．次に各テンプレートの解説をする．

従来手法で執筆した『プロット A』では行動情報に対す
る主体情報と結末情報の欠落が見られた．図 12 にプロット
A で主体情報が欠落している例，図 13 にプロット A で結
末情報が欠落している例を示す．
本研究の提案手法およびテンプレートを用いて『プロッ

(1) プロット１段階目の構成記述テンプレート

ト B』では行動情報に対する主体情報と結末情報が欠落し

プロット１段階目のテンプレートは，「発端」「展開（発端

ていないことをすべてのプロットで確認した．図 14 に主体

側）」「展開（結末側）」「結末」の４項目ある．各項目は１

情報が欠落しなくなった例，図 15 に結末情報が欠落しなく

つの「一文記述テンプレート」で構成されている．そして，

なった例を示す．
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図 14

主体情報が欠落しなくなった例

図 15

結末情報が欠落しなくなった例

プロット A で主体情報が欠落している例

5.4 実験結果の考察
実験結果から，本手法を用いることで，映像コンテンツ
の展開内容を把握する上でために必要な情報は欠落しない．
図 13

プロット A で結末情報が欠落している例
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6. おわりに
本研究では，従来手法で記述されるプロットにおいて，
映像コンテンツの展開内容の主体情報と結末情報が欠落し
てしまう問題に対し，既存映像コンテンツのシーン分析結
果に基いて，主体情報と結末情報が欠落しないプロットを
作成する手法として提案した．そしてこの提案手法を用い
てプロットを作成する実験をおこない，主体情報と結末情
報が欠落しないプロットが作成できることを確認し，提案
手法の有用性を確かめた．
今後の課題として，展開内容の情報が欠落しないプロッ
トの作成には成功したが，提案手法によって記述されたプ
ロットは一文の羅列になっている．そのため文章としては
とても読みにくい．文末表現や接続詞などの調整によって
読みやすい文章にするための記述支援が必要である．また，
より詳しい行動情報や複数の登場人物を主体とする結末情
報を組み込むための手法開発が挙げられる．
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