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・概要　Abstract
クリエイティブ AI は，ホラーとバトルの物語を自動生成できる人工知能システ
ムの開発を行うプロジェクトである．プロジェクトメンバーは物語分析班，シ
ステム班，視聴覚班に分かれて作業を分担し，開発を行った．前期では物語自
動生成システムのプロトタイプを開発した．後期では物語のプロットを自動生
成し，そのプロットに基づく映像表現を 3DCG で視覚化することで，統合的な
物語の生成を行うシステムを開発した．
Creative AI is a project to develop an artificial intelligence system that can automatically generate a 

story of horror and battle. The project members are divided into three groups of story analysis 

group, system group and audiovisual group. These groups share the work and developed a system. 

In the first semester, we developed a prototype of story automatic generation system. In the second 

semester, we developed an integrated system for generating stories. This system automatically 

generates plots and visualizes that with 3DCG.

自動生成された多種多様なプロットに基づく魅力的な映
像を鑑賞できるシステムを開発する．
To develop a system that enables us to watch appealing visualization 

based on automatically generated various plots.

・システム概要　System overview

・目的　Purpose

人間の知的ふるまいをアルゴリズムとデータを用いるこ
とで機械的に再現したもの．
Mechanical reproduction of human intellectual behavior by using 

algorithm and data.

・人工知能って何？　What is AI?

このシステムは初期設定に基づき，物語を映像として自動生成する． This system automatically generates story as visualization based on an initial setting.

物語分析データ
Story analysis data

物語構造データベース
Story structure database

プロット生成
Plot generation

映像化
Visualization

 　システム班（Python & Unity）　
 　The system group(Python & Unity)

 　視聴覚班（カメラワーク & モデリング）
 　The audiovisual group(Camerawork & Modeling)

 　物語分析班（バトル & ホラー）
 　The story analysis group(Battle & Horror)

物語を分析し，遷移確率モデルを作成した．
The stories were analyzed and their models of probability transitions were created.

物語へ没入させるために，ビジュアル面を良くした．
具体的にはカメラワークの自動生成をしたりモデリングを行った．
To make audience immerse into the story, we improved the visual aspect.
Specifically, we made automatic generated camera work system and created a model.

物語分析データをもとにプロットを自動生成するシステムを開発した．
生成されたプロットに基づいて映像化を行った．
The system that automatically generates plots based on story analysis data was developed.
Visualization was performed based on the generated plot.

・今後の展望・活動　Future prospects, activities
ユーザーが，さらに物語へ没入できるように，インタラクティブ性を向上
させる
魅力的な映像化を実現するために，より効果的なカメラワークを実装する
自動生成できる物語の種類を増やすために，アルゴリズムの改良やデータ
の増量を行う
第 50 回 情報処理学会エンタテインメントコンピューティング研究会 研究
発表会で発表予定
北の四大学ビジネスプラン発表会 2018 に参加予定
秋葉原でのプロジェクト学習成果発表会に参加予定
制作したシステムの評価実験として，アンケート調査を実施する予定であ
る．その結果と考察はグループ報告書及びプロジェクト報告書で公表する
予定である

Improve interactivity so that the user is further absorbed in the 
story.
Implement more effective camerawork to realize appealing 　
visualization.
In order to increase the types of story that can be automatically 
generated, improve algorithms and increase data.
Scheduled for presentation at the 50th SIGEC.
Plan to join business plan presentation 2018.
Plan to join project learning achievement presentation in 
Akihabara.
We will conduct a questionnaire survey as an evaluation 
experiment of the created system. The results and discussions 
will be made public in the group report and the project report.


