
TRENDSCAPE ENGINE
俗人的な作品作りから、独自アルゴリズムに基づく作品作りにおける指標を作る

実施報告書

• トレンドスケープ ワークフロー
• 結果報告：アウトプット事例
• システム設計
• - 基本設計（概要）
• - 基本設計：システム・アーキテクチャ
• - 詳細設計（計算命令部・計算実行部・計算結果送信部）
• - Trendscape algorithm
• アンケート結果
• 実施報告総括
参考）Trendscape 応用アイディア

コンテンツグローバル需要創出促進
（コンテンツのサプライチェーンの生産性向上に資するシステム開発・実証を行う事業）
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LINEでTrendScapeを追加
スマートフォンでQRをScan

２）network_graph.html
キーワードの繋がりの可視化：近い作品、要素の重みをグラフ化

1）results.csv
類似作品におけるジャンルの組み合わせと類似作品

Step.1 
TrendScapeをline登録

Step.2 
題材＋ジャンル選択

Step.３
結果表示（PC閲覧） Step.4 

アンケート入力

お話の題材を入力。
＊６０文字以内。

入力した題材からAIが
類似ジャンルを４択

本URLをPCに送信。
＊zipファイル展開

アンケートフォームへ
results.csv：ジャンルの組合せと類似作品
network_graph.html：キーワードの繋がりの可視化
グラフを利用して結果を分析を行う。

URLリンク

トレンドスケープ ワークフロー
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https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=959jqcrw


1. 彼氏にパパ活がバレて振られました。おかしくないですか？ （恋愛・ラブコメ・冒険・推理）
2. 東京五輪・パラ、１年延期で開催 （コメディ・グルメ・恋愛・アクション）
3. コロナ長期化、進むワクチン接種 （SF・歴史・推理・ファンタジー）
4. 熱海市で土石流、死者・不明２７人 （冒険・推理・日常・学園）
5. 眞子さん結婚、ＮＹで新生活 （コメディ・学園・恋愛・日常）
6. 将棋の藤井聡太が最年少四冠 （アクション・冒険・ホラー・恋愛）
7. みずほ銀でシステム障害相次ぐ （ファンタジー ・コメディ・スポーツ・ホラー）

題材 スコア ジャンル KEY1 KEY2 KEY3 KEY4 KEY5 KEY6 類似作品1 類似作品2 類似作品3

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。
おかしくないですか？ 72.0 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 ナルト ⽊ノ葉隠れの⾥ 勇者の嫁になりたくて

(￣∇￣)ゞ イジワルナ彼の唇 カタブツ⻯王の過保護な求婚

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0 アクション 男性向け ⻘年マンガ 3⽉のライオン プラネテス キャプテン翼短編集 DREAM 
FIELD

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 74.2 sf ⽉刊コロコロコ
ミック ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト ⼤⻑編ドラえもん 妖怪学園Y ピカちんキット！

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 64.9 推理 ⽇々 悪霊 ⾃ら ワスレモノ あの⽇から 学校の怪物

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 67.7 ⽇常 凶悪 双⼦ 上杉和也 ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 招かれざるプリンセス 転⽣貴族の異世界冒険録
〜⾃重を知らない神々の使徒〜

BALLAD
名もなき恋のうた

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3 冒険 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 盤上に君はもういない 駒⾳⾼く

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 93.6 ファンタジー ⼀⼈ 廃⼑令 坂⽥銀時 銀魂 スパムリコール ⼭神姫の憑き添いなれば

本結果データはこちらStep.2 「題材＋ジャンル選択」

Step.3結果表示（PC閲覧） スコア（偏差値）が各題材で１番高い項目

結果報告：アウトプット事例
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https://www.dropbox.com/sh/f44k6qqrzhbkroq/AABxSbdBLzvEUk9ZwOw03zM7a?dl=0


・彼氏にパパ活がバレて振られました。おかしくないですか？ （恋愛・ラブコメ・冒険・推理）

題材 スコア ジャンル Key1 Key2 Key3 Key4 Key5 Key6 類似作品1 類似作品2 類似作品3

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 72.0 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 ナルト ⽊ノ葉隠れの⾥ 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ イジワルナ彼の唇 カタブツ⻯王の過保護な求婚

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 72.0 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 出⽣ ⽊ノ葉隠れの⾥ 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ ⼄⼥ゲーム世界で主⼈公相⼿にスパイをやっています 教えて！ 誰にでもわかる異世界⽣活術

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 72.0 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 出⽣ ⽊ノ葉隠れの⾥ 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ ⼄⼥ゲーム世界で主⼈公相⼿にスパイをやっています アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 71.9 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 忍者 ⽊ノ葉隠れの⾥ アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ 前世で⾟い思いをしたので、神様が謝罪に来ました

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 71.9 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 忍術 ⽊ノ葉隠れの⾥ アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記 前世で⾟い思いをしたので、神様が謝罪に来ました 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 71.9 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 イタズラ ⽊ノ葉隠れの⾥ アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記 イジワルナ彼の唇 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 71.9 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 忍術 ⽊ノ葉隠れの⾥ アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ 前世で⾟い思いをしたので、神様が謝罪に来ました

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 71.9 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 ついで ⽊ノ葉隠れの⾥ アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記 ⼄⼥ゲーム世界で主⼈公相⼿にスパイをやっています 幼馴染の⾃動販売機にプロポーズした経緯について。

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 71.9 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 忍者 ⽊ノ葉隠れの⾥ アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記 幼馴染の⾃動販売機にプロポーズした経緯について。 イジワルナ彼の唇

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 71.9 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 ⽊ノ葉隠れの⾥ アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記 イジワルナ彼の唇 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 58.8 恋愛 収録 異世界系作品 ⽊ノ葉隠れの⾥ 映画ノベライズ 覚悟はいいかそこの⼥⼦。 エンプティスター ラブエンゲージと⽢い嘘

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 55.0 恋愛 少⼥マンガ ラブコメディ 今⽇ ⽊ノ葉隠れの⾥ 蜜なことして下さい センセイ、あのね。 ⽣贄はアントルメ

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 54.0 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 問題児 ⽊ノ葉隠れの⾥ ⼄⼥ゲーム世界で主⼈公相⼿にスパイをやっています アラフォー少⼥の異世界ぶらり漫遊記 イジワルナ彼の唇

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 49.4 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 勇者 ⽕影 ⽊ノ葉隠れの⾥ NARUTO―ナルト― ⽊ノ葉新伝 湯煙忍法帖 BORUTO―ボルト― ―NARUTO NEXT GENERATIONS― 
NOVEL イジワルナ彼の唇

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 49.4 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 ⽕影 ⽊ノ葉隠れの⾥ NARUTO―ナルト― ⽊ノ葉新伝 湯煙忍法帖 BORUTO―ボルト― ―NARUTO NEXT GENERATIONS― 
NOVEL 幼馴染の⾃動販売機にプロポーズした経緯について。

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 49.2 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 問題児 ⽊ノ葉隠れの⾥ 幼馴染の⾃動販売機にプロポーズした経緯について。 ⼄⼥ゲーム世界で主⼈公相⼿にスパイをやっています イジワルナ彼の唇

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 49.2 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 イタズラ ⽊ノ葉隠れの⾥ 幼馴染の⾃動販売機にプロポーズした経緯について。 イジワルナ彼の唇 異空菓⼦処「ノン・シュガー」

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 49.2 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 ついで ⽊ノ葉隠れの⾥ 幼馴染の⾃動販売機にプロポーズした経緯について。 イジワルナ彼の唇 ⼄⼥ゲーム世界で主⼈公相⼿にスパイをやっています

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 49.2 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 ナルト ⽊ノ葉隠れの⾥ 幼馴染の⾃動販売機にプロポーズした経緯について。 イジワルナ彼の唇 勇者の嫁になりたくて(￣∇￣)ゞ

彼⽒にパパ活がバレて振られまし た。おかしくないですか？ 49.2 恋愛 ⼥性向け ファンタジー 異世界系作品 ⽊ノ葉隠れの⾥ 幼馴染の⾃動販売機にプロポーズした経緯について。 イジワルナ彼の唇 異空菓⼦処「ノン・シュガー」

結果報告：アウトプット事例
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・東京五輪・パラ、１年延期で開催 （コメディ・グルメ・恋愛・アクション）

題材 スコア ジャンル Key1 Key2 Key3 類似作品1 類似作品2 類似作品3

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション 男性向け ⻘年マンガ 3⽉のライオン プラネテス キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション このマンガがス
ゴイ 3⽉のライオン プラネテス いわかける！ ―Climbing Girls―

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション 2014 3⽉のライオン プラネテス いわかける！ ―Climbing Girls―

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション バトル 2014 2014年アニメ化 3⽉のライオン プラネテス 寄⽣獣

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション アニメ化 男性向け ⻘年マンガ 3⽉のライオン プラネテス キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション このマンガがス
ゴイ 2014 2014年アニメ化 3⽉のライオン プラネテス キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション 2014 このマンガがス
ゴイ 2014年アニメ化 3⽉のライオン プラネテス キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション このマンガがス
ゴイ 2014年アニメ化 3⽉のライオン プラネテス キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション バトル このマンガがス
ゴイ 2014年アニメ化 3⽉のライオン プラネテス キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション アニメ化 ⾃ら 3⽉のライオン プラネテス いわかける！ ―Climbing Girls―

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション バトル 男性向け ⻘年マンガ 3⽉のライオン キャプテン翼短編集 DREAM FIELD プラネテス

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション 格闘 男性向け ⻘年マンガ 3⽉のライオン イビルヒーローズ 1 プラネテス

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション 少年マンガ 男性向け ⻘年マンガ 3⽉のライオン キャプテン翼短編集 DREAM FIELD いわかける！ ―Climbing Girls―

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション アニメ ⾃ら 3⽉のライオン プラネテス いわかける！ ―Climbing Girls―

東京五輪・パラ、１年延期で開催 75.0アクション 2014 2014年アニメ化 3⽉のライオン プラネテス キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 74.0アクション 実写化 ⾃ら プラネテス 3⽉のライオン キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 74.0アクション 格闘 このマンガがス
ゴイ 2014年アニメ化 プラネテス 3⽉のライオン 寄⽣獣

東京五輪・パラ、１年延期で開催 74.0アクション 実写化 男性向け ⻘年マンガ プラネテス 3⽉のライオン キャプテン翼短編集 DREAM FIELD

東京五輪・パラ、１年延期で開催 74.0アクション 格闘 2014 2014年アニメ化 プラネテス 3⽉のライオン 寄⽣獣

東京五輪・パラ、１年延期で開催 74.0アクション アニメ ⾃ら ⼿塚治⾍⽂化賞 プラネテス 寄⽣獣 GUNSLINGER GIRL

結果報告：アウトプット事例
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・コロナ長期化、進むワクチン接種 （SF・歴史・推理・ファンタジー）

題材 スコア ジャンル Key1 Key2 Key3 Key4 Key5 Key6 類似作品1 類似作品2 類似作品3

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 74.2sf ⽉刊コロコロ
コミック ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト ⼤⻑編ドラえもん 妖怪学園Y ピカちんキット！

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 69.1sf 四次元ポケッ
ト ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト ⽉刊「潮」２０２１年７⽉号 Digital Eden Attracts Humanity 新型コロナウイルス⼤戦

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 66.4sf 世界 めがイラスト 試し読み増量
中 ⾼遠動物病院へようこそ！ Digital Eden Attracts Humanity 世界を変える⽇に

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 57.4sf 不⼆雄 ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト 熱⾎弁護⼠・⽇下⽂雄 ⽉刊「潮」２０２１年７⽉号 Digital Eden Attracts Humanity

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity スカラムーシュ・ムーン 新型コロナウイルス⼤戦

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf スネ夫 ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity ⽉刊「潮」２０２１年７⽉号 スカラムーシュ・ムーン

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf 第2話 ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity 新型コロナウイルス⼤戦 ⿊⽔熱

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf 道具 ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity スカラムーシュ・ムーン 新型コロナウイルス⼤戦

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf じゅう ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity スカラムーシュ・ムーン ⽉刊「潮」２０２１年７⽉号

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf 第10話 ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity ⿊⽔熱 新型コロナウイルス⼤戦

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf 第11話 ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity ⽉刊「潮」２０２１年７⽉号 新型コロナウイルス⼤戦

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf ⼝べに ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity スカラムーシュ・ムーン 新型コロナウイルス⼤戦

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf ファンタジ 異世界系作品 めがイラスト 試し読み増量
中 Digital Eden Attracts Humanity スカラムーシュ・ムーン 新型コロナウイルス⼤戦

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf おせじ ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity スカラムーシュ・ムーン 新型コロナウイルス⼤戦

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf しずちゃん ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity ⽉刊「潮」２０２１年７⽉号 ⾼遠動物病院へようこそ！

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf のび太 ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity スカラムーシュ・ムーン 熱⾎弁護⼠・⽇下⽂雄

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf 藤⼦ ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity 新型コロナウイルス⼤戦 ⾼遠動物病院へようこそ！

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf ファンタジ 異世界 めがイラスト 試し読み増量
中 Digital Eden Attracts Humanity スカラムーシュ・ムーン ⾼遠動物病院へようこそ！

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf ロボット ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity 新型コロナウイルス⼤戦 スカラムーシュ・ムーン

コロナ⻑期化、進むワクチン接種 44.9sf ネコ ファンタジ 異世界系作品 異世界 めがイラスト Digital Eden Attracts Humanity 新型コロナウイルス⼤戦 スカラムーシュ・ムーン

結果報告：アウトプット事例
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・熱海市で土石流、死者・不明２７人 （冒険・推理・日常・学園）

題材 スコア ジャンル Key1 Key2 Key3 Key4 Key5 Key6 類似作品1 類似作品2 類似作品3

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 64.9推理 ⽇々 悪霊 ⾃ら ワスレモノ あの⽇から 学校の怪物

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 56.9推理 ⽇々 死神 ⾃ら 冬が終わる頃 あの⽇から インビジブル・ジョー

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 56.9推理 ⽇々 ⼀護 ⾃ら 冬が終わる頃 あの⽇から インビジブル・ジョー

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 56.9推理 ⽇々 ⾃ら 苛烈 冬が終わる頃 学校の怪物 聲⻤

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 56.9推理 ⽇々 ⾃ら 天下 冬が終わる頃 あの⽇から インビジブル・ジョー

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 44.3推理 ミステリー ⽇々 ⾃ら インビジブル・ジョー 冬が終わる頃 学校の怪物

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 44.3推理 ⽇々 体質 ⾃ら インビジブル・ジョー 冬が終わる頃 おくることば

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 44.3推理 ⽇々 ⿊崎⼀護 ⾃ら インビジブル・ジョー よろこびのうた 冬が終わる頃

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 15歳 ⾃ら あの⽇から 学校の怪物 冬が終わる頃

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 ⾃ら 戦乱 あの⽇から 冬が終わる頃 ＮＩＧＨＴ ＨＥＡＤ ２０４１

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 特異 ⾃ら あの⽇から インビジブル・ジョー 冬が終わる頃

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 ⾃ら あの⽇から 冬が終わる頃 インビジブル・ジョー

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 ⾃ら 紀元前 あの⽇から インビジブル・ジョー 学校の怪物

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 ⾃ら ⼿塚治⾍⽂化
賞 あの⽇から 激濤 マグニチュード7.7 ハリアー

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 ⾃ら 統⼀ あの⽇から インビジブル・ジョー 冬が終わる頃

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 わり ⾃ら あの⽇から 冬が終わる頃 インビジブル・ジョー

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 ⾃ら 17回 あの⽇から インビジブル・ジョー 冬が終わる頃

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 ⾃ら ⼤戦争 あの⽇から 激濤 マグニチュード7.7 インビジブル・ジョー

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 ⾃ら 中国⼤陸 あの⽇から 激濤 マグニチュード7.7 ノー・レセプション〜電波の無い国〜

熱海市で⼟⽯流、死者・不明２７⼈ 43.5推理 ⽇々 遭遇 ⾃ら あの⽇から 冬が終わる頃 インビジブル・ジョー

結果報告：アウトプット事例
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・眞子さん結婚、ＮＹで新生活 （コメディ・学園・恋愛・日常）

題材 スコア ジャンル Key1 Key2 Key3 Key4 Key5 Key6 類似作品1 類似作品2 類似作品3

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 67.7⽇常 凶悪 双⼦ 上杉和也 ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 招かれざるプリンセス
転⽣貴族の異世界冒険録 〜⾃重を知らない神々の使
徒〜 BALLAD 名もなき恋のうた

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 67.7⽇常 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 聖騎⼠ 七つの⼤罪 招かれざるプリンセス いけめん彼⼥ 繋がれた欲望

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 66.0⽇常 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

七つの⼤罪 北森サイ短編集 極楽町⼀丁⽬ 勇者、辞めます

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 61.4⽇常 平熱 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 初恋ゾンビ 冷え性男⼦攻略法 ワンパンマン

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 50.1⽇常 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 お尋ね者 七つの⼤罪 専務とお⾒合い結婚！？ フェアリー・プリンセス おばあちゃんとわたし

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 48.8⽇常 開幕 冒険
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

七つの⼤罪 極楽町⼀丁⽬ メートル(完全版) ケイリン野郎 周と和美の ラブストーリー

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 47.9⽇常 サイタマ 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 繋がれた欲望 いけめん彼⼥ 結婚以前

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.5⽇常 凶悪 双⼦ 上杉達也 ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 僕らはオーパーツの夢を⾒る
転⽣貴族の異世界冒険録 〜⾃重を知らない神々の使
徒〜

招かれざるプリンセス

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 凶悪 双⼦ 南⾵ ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 招かれざるプリンセス 繋がれた欲望

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 転覆 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 悪役⼀家の奥⽅、死に戻りして⼼を⼊れ替える。I 真実の愛を公爵と

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 開幕 冒険 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 孤独のとなり 合本 季節⾵

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 ノックアウト 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 招かれざるプリンセス 繋がれた欲望

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 凶悪 双⼦ 浅倉南 ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 招かれざるプリンセス 結婚以前

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 ⼀騎当千 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 機械仕掛けの蛇奇使い 翡翠の森の精霊師

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 ⼀撃必殺 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 招かれざるプリンセス 勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 ヒロイック 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 招かれざるプリンセス 結婚以前

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 痛快無⽐ 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 招かれざるプリンセス 機械仕掛けの蛇奇使い

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常
となりのヤン
グジャンプ 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 招かれざるプリンセス 繋がれた欲望

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 38.0⽇常 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 いけめん彼⼥ 招かれざるプリンセス 繋がれた欲望

眞⼦さん結婚、ＮＹで新⽣活 35.8⽇常 ワンパンチ 凶悪 双⼦ ⼀⼈娘 王国 七つの⼤罪 失われた結婚 新⽶パパの双⼦ごはん 偽り共存 あなたがいればそれだけでいい【完全版】

結果報告：アウトプット事例
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・将棋の藤井聡太が最年少四冠 （アクション・冒険・ホラー・恋愛）

題材 スコア ジャンル Key1 Key2 Key3 Key4 Key5 Key6 類似作品1 類似作品2 類似作品3

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】 駒⾳⾼く

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 様相 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 駒⾳⾼く 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 聖騎⼠
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 愛してるって⾔いなさい。 １ Ｇ戦場ヘヴンズドア

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

⼀騎当千 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 愛してるって⾔いなさい。 １ 全裸．ｚｉｐ

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 ⼀騎当千
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 愛してるって⾔いなさい。 １ 全裸．ｚｉｐ

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 執拗 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 駒⾳⾼く 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 ヒロイック 転覆 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 駒⾳⾼く 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 ⼀騎当千 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 ゲーム3部作：牧場智久 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 ヒロイック 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 駒⾳⾼く 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】

将棋の藤井聡太が最年少四冠 69.3冒険 転覆 七つの⼤罪 群舞のペア碁： 1 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】 駒⾳⾼く

将棋の藤井聡太が最年少四冠 67.7冒険 痛快無⽐ 七つの⼤罪 駒⾳⾼く 群舞のペア碁： 1 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】

将棋の藤井聡太が最年少四冠 66.2冒険 聖騎⼠ 七つの⼤罪 盤上に君はもういない【電⼦特典付き】 群舞のペア碁： 1 駒⾳⾼く

将棋の藤井聡太が最年少四冠 65.6冒険 お尋ね者 七つの⼤罪 スターになったらふりむいて るんたのはみがき 【アイドルよりも、俺を⾒ろ！】

将棋の藤井聡太が最年少四冠 65.6冒険 転覆 お尋ね者 七つの⼤罪 スターになったらふりむいて ボクの可愛い国家令嬢 飯野⽂彦劇場 河童と会った話

将棋の藤井聡太が最年少四冠 57.8冒険
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

七つの⼤罪 愛してるって⾔いなさい。 １ 群舞のペア碁： 1 全裸．ｚｉｐ

将棋の藤井聡太が最年少四冠 57.8冒険
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

転覆 七つの⼤罪 愛してるって⾔いなさい。 １ 群舞のペア碁： 1 ⼀姫⼆太郎

将棋の藤井聡太が最年少四冠 57.8冒険 ヒロイック
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

七つの⼤罪 愛してるって⾔いなさい。 １ 群舞のペア碁： 1 Ｇ戦場ヘヴンズドア

将棋の藤井聡太が最年少四冠 57.8冒険 転覆
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

七つの⼤罪 愛してるって⾔いなさい。 １ 群舞のペア碁： 1 ⼀姫⼆太郎

将棋の藤井聡太が最年少四冠 55.2冒険
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

お尋ね者 七つの⼤罪 禁断婚 恋愛活動 君視彩の恋 1

将棋の藤井聡太が最年少四冠 55.2冒険 お尋ね者
マンガ⼤賞
2014ノミネー
ト

七つの⼤罪 禁断婚 恋愛活動 君視彩の恋 1

結果報告：アウトプット事例
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・みずほ銀でシステム障害相次ぐ （ファンタジー ・コメディ・スポーツ・ホラー）

題材 スコア ジャンル Key1 Key2 Key3 Key4 Key5 Key6 類似作品1 類似作品2 類似作品3

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 93.6ファンタジー ⼀⼈ 廃⼑令 坂⽥銀時 銀魂 スパムリコール ⼭神姫の憑き添いなれば
みずほ銀でシステム障害相次ぐ 93.6ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼀途 廃⼑令 坂⽥銀時 銀魂 ⽩⽇ パララバ ―Parallel lovers―

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 73.8ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼀途 ⽢党 坂⽥銀時 のんびりVRMMO記 名もなき星の哀歌 パララバ ―Parallel lovers―

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 59.0ファンタジー ⼀⼈ 坂⽥銀時 ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている 隠蔽指令 暁の天使たち

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 59.0ファンタジー ⼀⼈ 台頭 坂⽥銀時 ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている ゴブリンに転⽣したので、畑作することにした 隠蔽指令

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 59.0ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼀途 異⼈ 坂⽥銀時 ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている

貴族に転⽣したけど、引きこもって研究がしたいんで
す！ パラダイスロスト

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 59.0ファンタジー ⼀⼈ 無鉄砲 坂⽥銀時 ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている フィアリーブルーの伝説 辺境魔法学校

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 59.0ファンタジー ⼀⼈ 衰退 坂⽥銀時 ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている 機動少年XX 神剣アオイ

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 59.0ファンタジー ⼀⼈ 異⼈ 坂⽥銀時 ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている あやかし姫を娶った中尉殿は、⻄洋料理でおもてなし 泣きたいほど…純愛。

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 59.0ファンタジー ⼀⼈ 堅持 坂⽥銀時 ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている 恋は嵐のど真ん中 その最強、神の依頼で異世界へ

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 57.9ファンタジー ⼀⼈ ⽢党 坂⽥銀時 トリプルＡ ⼩指物語 ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 46.3ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼀途 坂⽥銀時 パララバ ―Parallel lovers― ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている パラダイスロスト

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 46.3ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼀途 天⼈ 坂⽥銀時 パララバ ―Parallel lovers― 異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 46.3ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼀途 衰退 坂⽥銀時 パララバ ―Parallel lovers― 貴族に転⽣したけど、引きこもって研究がしたいんで
す！ ようこそ、ロバの⽬の世界へ。

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 46.3ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼀途 ⼀⼑両断 坂⽥銀時 パララバ ―Parallel lovers― パラダイスロスト のんびりVRMMO記

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 40.9ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼀途 堅持 坂⽥銀時 パラダイスロスト ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている パララバ ―Parallel lovers―

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 40.9ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 競技かるた ⼀途 坂⽥銀時 パラダイスロスト パララバ ―Parallel lovers― ネットゲームで対戦相⼿を煽ったら、何故か同級⽣の
⼥の⼦に踏みつけられている

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 40.1ファンタジー ナタリー⼤賞 部活 ⼩倉百⼈⼀⾸ ⼀途 坂⽥銀時 ようこそ、ロバの⽬の世界へ。 パララバ ―Parallel lovers― パラダイスロスト

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 39.2ファンタジー ⼀⼈ ⼀⼑両断 坂⽥銀時 すずみんは⾁⾷系⽕⻯ ⼩指物語 Ｓｈｅ Ｉｓ Ｗｉｎｄ〜彼⼥は⾵のように〜

みずほ銀でシステム障害相次ぐ 38.3ファンタジー ⼀⼈ 天⼈ 坂⽥銀時 ⽇⼊国常闇碑伝 ＳＯＳの猿 その最強、神の依頼で異世界へ

結果報告：アウトプット事例
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創作活動支援ツールである. ユーザー（クリエイター）の小説等における構想メモ・プロット作成の前段階に当たるマインドマップのAIによる支援であり、
基本題材とジャンルを指定することで、 作品のキーワードとテーマを自動的に推薦するとともに類似作品を提示するシステムである。

「国内の感染者 前週の10倍に増加」

SF

基本題材
例えば「Yahoo Japanニュース記事の題名」を入力

ジャンルを指定

キーワード

「宇宙」「異世界」 「バトル」

類似作品

「インスタント・ビジョン 3分間の未来視宣告」
「夜明けの天使」

基本設計

インターフェイスは対話型UIとしてLINE Messaging APIを利用する. バックエンドはAWS上に構築.

フロントエンド要件
n 基本題材を入力するインターフェイス
n ジャンルを指定するインターフェイス
n Trendscape Engine 計算を命令するインターフェイス

バックエンド要件
n Trendscape Engine の計算
n 結果の可視化
n 結果の送信

成果物
n ネットワーク図のファイル
n csvファイル

キーワード組とそれに対するスコア及び類似作品トップ３
n 上記２ファイルと利用方法のpdfをzip化

基本設計（概要）
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基本設計

LINE Messaging API API Gateway Lambda Function EC2 Instance

S3 Storage

スコア ジャンル キーワード1 キーワード2 キーワード3 キーワード4 キーワード5 キーワード6 キーワード7 キーワード8 キーワード9 題材 類似作品1 類似作品2 類似作品3

キーワード組による予測偏差値

ユーザー指定
ユーザー指定

経路探索の結果 類似作品

成果物

Pyvisライブラリによるネットワーク図の可視化（インタラクティブ）

基本設計：システム・アーキテクチャ
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メッセージを送信 「Step1.お話の題材を入力
＊タイトルや、題材を100文字以内で入力」

メッセージを送信

「国内の感染者 前週の10倍に増加」

メッセージを送信 「お話の題材は国内の感染者 前週の10倍に増加でいいですか」 いいえはい

はい

アクションを送信 「Step2.ジャンルを選択してください」メッセージを送信

アクションを送信

日常推理 バトルSF

バトル 計算命令を送信

メッセージを送信 「国内の感染者は前週の10倍に増加 を バトル でトレンドスケープします」

計算開始

メッセージを送信

メッセージを送信

「申し訳ありません...混み合っており...15分後くらいに再度送ってください...」

計算命令部

題材をTrendscape送信 Trendscape Engine（題材の理解） 最近傍ノード発見

ジャンル=ノード発見 題材の最近傍ノードからジャンルノード経路探索

経路（キーワードの組み合わせ）出力

偏差値（スコア）の出力 ネットワークの出力

Zipファイルに圧縮

S3ストレージにUp

類似作品の検索

類似作品の出力

「計算機の準備ができました...
力がみなぎってきました...
10分ほどお待ちください」

計算終了メッセージを送信

「完成！PCにてご確認をお願い致します。」

結果URLを送信

URL / アンケート

メッセージを送信

「Step1.お話の題材を入力
＊タイトルや、題材を100文字以内で入力」

計算実行部

計算結果送信部

詳細設計

詳細設計（計算命令部・計算実行部・計算結果送信部）

ジャンル推定

本プロジェクト新規追加開発・実装
❶ 入力した題材からもっともらしいジャンルを4つ推薦する機能
❷ 経路探索の結果のネットワーク表示の構造を出力する機能

❶

❷
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<経路探索> 
Beyesian optimisation 

ベイズ最適化
予測器を使って地形を登り欲しい
最大値を実現する潜在表現を獲得

Encoding
ベクトル表現を潜在空間
(低次元空間)に圧縮

Property predictor 予測器
圧縮された表現からスコアを
予測するモデルを学習する

Property predictor 予測器
圧縮された表現からある値を
予測するモデルを学習する

Variational Autoencoder

Trendscape algorithm

本手法の新規性 / 実装

<過去ライブラリー>
n 先行研究の分子構造デザインを目的としたChemical VAE (Gómez-
Bombarelli, et al., 2018) の枠組みを自然言語（キーワード）の組み合
わせとヒット予測スコアのカップリングへと応用した。

本技術の機能は以下の通りである
n キーワードのベクトル表現の組み合わせを最適化対象のスコアの空間に
マッピングし, そのエネルギー地形上をベイズ最適化を用いて経路探索
を行うことにより、 ある単語をキーとしたときにそれを含む、ヒット
予測スコアを最大化する組み合わせを予測することができる

<モデル>
SWEMと呼ばれるWord2Vecをベースにした文章の分散表現を求める手法
を採用した。高速かつ高精度で実装においても大変コストが低い。
TRENDSCAPE ENGINEをベースに予備実験により得られたパラメータを
用いて学習を行う。

<最近傍探索>
学習したTRENDSCAPE ENGINEを用いて全文書の分散表現を獲得し、コ
サイン類似度を指標に最近某探索のインデックスを作成し、類似するカテ
ゴリを推測。
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q Wikipediaの語彙と辞書中の語彙の共通部分に注目
q 共通した語彙は類似した共起を持っていると仮定
q Wikipediaのベクトル空間から辞書のベクトル空間への写像をその共通
部分より類推

q これにより辞書にない語彙をWikipediaの語彙で補完することが可能
q かつ 辞書に仮にそれら単語があったと仮定した時のベクトル表現を獲得

辞書の共起性にWikipediaの語彙を結合して辞書を作成

Trendscape algorithm
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Trendscape アンケート結果集計 （1/2）

所属名 お名前 役職 今後作品作りなどで
参考になりそうか？

気づきや改善点を教えてください。

4 キーワードに関連するジャンルがわかった

5 題材を入れるのが、どうやって入れたら良いのか悩みました（悩んだ結果「7人の侍女」のみになりました」

5 視覚的なマップの方もCSVで吐き出せるととても便利な気がします！

1 ジャンルが少なくかつ限定されすぎて、それ以外の多岐にわたるジャンルが網羅できていないと思う。大まかにでも、もうちょっとジャンルは多い方が良いのでは？最終結果の部分でジャンルの影響が一番大きな要素ぽく見えるのでそれが間違っていたらそも
そもヒットすることが難しそうな。まず自分の知ってる作品が出てくることを一番最初に試すと思うので、その辺りが大きく外れない状態になるのがまず優先かと思いました。

4 類似作品が多く選出されることが素晴らしい。単語検索を行いましたが、文字数制限内で同じキーワードを使って、
文章検索も行ってみたいです。単語検索と文章検索で大きく変わるのかどうか、検索前に知れると嬉しいです。
あまり変わらないようであれば、単語検索を行いたいです。

2 メインジャンルとサブジャンルの2つ入力できるようにして欲しいです

3 ユーザーのSEO対策能力やネーミングセンスが重要なツールな気がした。こちらのヒットメーカーとしての能力を試されていた印象。

3 アウトプットされた文言がどう相関してどういった用途を想定しているものかが不明だった。お題を投げるとアイディアが帰って来るものと思っていたのですが、用途が違ったのだろうか。

4 入り口がLINEなのでスマホで完結して欲しいです。何がヒットするのかは簡単な問題ではないので偏差値の算出には課題が多いと思います。

5 htmlの右にある調整メニューとグラフが同時に見えるようにしてほしい。各調整項目の詳細を知りたい。気になったワードをお気に入りなどをつけたい。
そのお気に入りを中心に再度検索（ワード増やし）をして欲しい。あと、タグの削除の仕方がいまいちわからなかった。
この仕組みつくってみたかったので改良したらどんどんつかっていきたいとおもっております！

2 「BLEACH」とタイトルだけ入れましたが選ばれたジャンルが「ラブコメ、ホラー、学園、恋愛」しかなく、バトルやアクションなどが出てきませんでした。

4 類似作品として挙げられたもののどの辺が似ているのかもっとわかりやすいといいかなと思いました！

4 類似する過去作品が多数出てくることがとても良いです。
類似点の繋がりがもう少しわかりやすいUIになると良いのと、作品の興行収入など売れたかどうか？の情報が繋がっていくと、より使いやすくなると思います。

3 このタイトルやテーマに向いた雑誌のタイトルを見てなるほど、となった。

2 関連ワードが沢山でてくるのは楽しいですが、発想の元としては使用用途が少ない印象でした。。
個人的な要望ですが、情報の受け取りやすさが欲しいかなと思います。仮の案ですが、欲しい情報の方向性を設定できるようにするなど。
例：方向性を「興行収入」に事前設定すると興行収入に関連したワードは大きく表示されたり色がついたりする。
情報を受け取りやすくなる事と、見た目にも遊びが出てさらに楽しい。

4 検索した際、知らなかった作品がかなり出てきたのが役に立ちました。

•最初に何をどう書けばいいのか、案内があると良さそう。
•ジャンルが四つに絞られちゃうのは戸惑いました、読み込んだ題材に基づくとまずそこまで絞り込まれたということなんでしょうか
•どの要素と要素を踏まえてその類似作品が選ばれたのかわかるとより企画検討に役立ちそう

3 正直、まだよくわからないですが、様々な作品などの偏りを調べて、カテゴリー別にどれくらいの作品数があるのかわかれば、類似しない作品を作ることも、少しずらして人気の作品を作ることもできそうです。

2 ・類似の作品を探す機能を何に活かすのかが不明瞭だと思いました。
（作品の被りを無くすため？？とりあえずエヴァンゲリヲン ロボット などで検索してみましたが、類似しているのか定かではない作品が出てきました。）
・スマホとPCを行ったり来たりするのが面倒でした。
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Trendscape アンケート結果集計 （2/2）

所属名 お名前 役職 今後作品作りなどで
参考になりそうか？

気づきや改善点を教えてください。

3 ■総評
・初見のツールなので、適切な回答か自信ないですが、以下の通りです。
・これはクリエイターの創作支援ツールなんでしょうか？または、アニメの企画者向けの作品検索ツール？なのかなとも一瞬思いました。
・絵コンテを描く際に、特定のシーン、シチュエーションを検索する際に利用できるかもと思いました。私は演技やカット割り、カメラアングルに迷った際は実写映画をまず参照します。例えば「女と女の格闘戦」のシーンの絵コンテ執筆に悩んだ際、Googleで
「格闘戦映画」とアバウトに検索して上位にヒットしたランキングサイトを一々見て、該当する参照シーンが本当にあるのかないのかわからないまま映画を一本見るよりも、このトレンドスケープで「女と女／格闘戦のシーンのある映画」といった具合に絞り込んだ
条件で検索して、類似作品をAI（？）が提案してくれれば、参照イメ—ジ先がすぐに見つかって手間が省けて助かります。
→ただ、クリエイターは基本的に幼少期〜学生時代に見た作品に影響を受け、イメージを脳内にストックしているので、「作品を生み出す為のツール」というよりは、「実務上の負担を軽減する時短ツール」としての活用が適当なのかなと感じます。

■results.csv
・計算結果はLINEですぐ見たいので、zipのURLではなく、JPEGやPDFで見たい
→作品のタイトル（文字）だけでなく、映画のポスターなどのキービジュアルも一緒にみれると便利
→表に文字がびっちり出てくると萎えるので、ビジュアルでぱっと見でわかるデザインが個人的には好き（クリエイターは長文を一々細かく読んでくれない傾向）
・入力から結果表示まで全てスマホで完結できないのか？ お題入力はPCのLINEでは受け付けず、結果のzipはiPhone6sで解凍しても.csvしか見れないのは不便
・「宇宙戦艦」とお題を入れて、「プラネテス」や「宇宙兄弟」が表示されて、往年の名作たる「宇宙戦艦ヤマト」「機動戦士ガンダム」「超時空要塞マクロス」が出てこないのはいかがなものか！！！（憤慨）
・データベースを充実させて、過去の知られていないノクロ作品や、超マイナーな作品も提示してくれると有難い
→例）押井守が「うる星やつら」で、アンジェイ・ワイダの「灰とダイヤモンド」（1958年／ポーランド映画）を真似て作った話数がある…という事例もあるので。

■network_graph.html
・小生は美大卒の人間で英語に疎いので、インターフェイスの文字は日本語がいいなぁ…笑
・普段の仕事でこういったものを使わないので、具体的な活用例が思いつかないが、関連するワードがネットワークで表示されるのは面白い
・小生はもっぱらSF作品を愛好してきたので、仕事で少年ジャンプ的なバトルものや、ファンタジーものの作品を担当することになったとき、このネットワークで表示される単語を見れば、なんとなくそのジャンルの作品において必要とされる言葉、知識がざっくり
把握できるのかな？と思いました。
例）ミサイルや自衛隊、戦時国際法には詳しい一方、ファンタジー作品における「ポーション」「エルフ」「マジックキャスター」といった単語、知識、ガジェットがあるということ自体を知れて、調べるきっかけを提供してくれる。

2 よいポイント
・題材とジャンルをもとに知らない既存作品を調べられる点
よくないポイント
・リストとして出てもその作品のどこに引っかかったのかが根拠が分かりづらい
・キャラクターなどの情報もでないとただ候補が多くなるだけで分かりづらい

改善ポイント
・作品を作る上ではある程度リサーチ済みな状態ではあるので、少し使いどころが難しいと思いました
・興行収入、発行部数などの参考情報がないと比較検討しづらいです
・どういう人がどんなシチュエーションで誰向けに使う想定でしょうか？

ネットワークグラフの見方がわかりませんでした。Excelの方は、選んだジャンルと題材で原作を探すというものなので面白いと思いました。原作探し、類似作品探しには使い勝手が良いかもしれません。

携帯LINEアプリからPCに繋げないと見れない仕様を改善されるべきかと思います。
2 もう少しわかりやすいデータが出ればいいですね、、
3 参考文献を探すのにはいいと感じた
4 HTMLを使い慣れていない人からしたら少し難しいかもしれないので、使い方をもう少しわかりやすくしてくれたらもっと活用できそうと思いました

2 ランダム性のある単語の羅列にインスピレーションが刺激されました。／スマホとPCのみで閲覧できるメッセージがあるため行き来がやや煩雑でした。／ジャンルの選択肢にピンと来るものが少なく、「SFを選びたいのに…」というもどかしさがありました。
分析の例ではないですが、入力を作品作りに活かした使用例があればもっと理解しやすいように思います。／ジャンルの選択肢を2つタップすると、以後のメッセージが2倍届く挙動がありました。／待ち時間が10分弱なため、ほぼストレスを感じませんでした。
非常に早いという印象です。

3 まだ試作段階ということでわからないですが、有効な使い方がもう少しわかりやすければと思います。ただ、相関する作品をすぐ見つけられるのは便利ですね。
4 ジャンルが4つしかないので、自分でも書き込めるようにするか、ジャンルの選択肢を増やしてほしい

キーワードの組み合わせでスコアがでているかと思いますが、
多すぎるので上位3〜5位あたりまでの方が見やすいです

類似作品も、横のスコア・キーワードの組み合わせと連動しているかどうか気になりました
類似作品は今の10作品くらい出てもらった方が良いです

類似作品がこのスピードで出てくれたら、とても素晴らしいです
今後の作品制作時に、ぜひ使用したいです

1 PCでないと見れない。どう使うのかがわかりにくい。使用する人のターゲットは誰なのかわからない。ダウンロードしたデータを見てもわかりにくい。
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アンケート結果集計 まとめ

10

3

5

5

3

8

プロデューサー アニメ監督 その他クリエーター アニメ会社社員 事業会社社員 無記入

n アプリを利用いただいた方のうち、34名から回答が得られた
n 半数超がユーザーとして想定されるクリエーターであり、中でもプロデューサーの回答を
最も多く得られた
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n 評価は5段階評価で4とした方が多く、平均は3.2であった
n コメントは大きく「UX改善」「データベースの拡充」「AIホワイトボックス化」「別用途の提案」の4カテゴリに分類された

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

10

12

←低評価 ⾼評価→

その他（感想）

別用途の提案

AIホワイトボックス化

データベースの拡充

UX改善

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

評価は5段階評価

アンケート結果集計 まとめ
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アンケート結果集計 まとめ

n 評価別、コメントカテゴリ別に集計すると、「UX改善」要望は満遍なく分布する一方、選択できるジャン
ルの拡大、作品に関連する客観情報、キャラクター等の詳細情報の表示等を希望する「データベース拡充」
を求める方の低評価が目立った

n また、「別用途の提案」では、イメージや言葉の手がかりから作品を検索する用途として評価した旨が共通
してみられ着目すべきマーケットかもしれない

コメントカテゴリ

UX改善 データベースの拡充 AIホワイトボックス化 別用途の提案 感想 総計

評価

1 1 1 2
2 4 4 1 9
3 1 1 4 6
4 5 1 2 2 10
5 3 3

NA 3 1 2 6
総計 17 6 4 3 6 36

平均評価 3.4 2.2 3.3 3.0 3.3 3.2
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実施報告総括

n プロジェクトの目的
ü ヒット作品予測AIを作成し、プロデューサーや編集者の評価・判断をサポートさせるコンテンツ企画創出手法を開発することで、俗人的な「勘」や
「センス」のバイアスとそれが依拠する経験の限界を超え、グローバルに通用するコンテンツを開発する指標を作成するエンジンの開発を目的とする。

n ユーザーフィードバックを踏まえた総括
ü 「類似する過去作品が出てきてよかった」「知らない既存作品がわかってよかった」「インスピレーションが刺激された」というコメントをいただいて
いる。直接的に気づきを得ることや、存在する作品を知ることでこれまでにない作品を構想する助けになることが実証でき、「俗人的な「勘」や「セン
ス」のバイアスとそれが依拠する経験の限界」を超えて「プロデューサーや編集者の評価・判断をサポートさせる」点については一定の成果が得られた
と思料。

ü UX面での課題が多いことはある程度織り込み済みであったため、その点の改善を踏まえた評価(5段階で3.2) については特段の違和感はない。
ü 一方、ユーザーの評価や判断をよりよくサポートするには、データベースの質や量の拡充が不可欠であることもわかったが、この点、現状アニメ・漫画
などのデータがまとまった有用なデータベースがなく、大手出版社やメディア企業などの協力が必要となる。

n 今後の展開と立ち位置
ü UX等比較的取り組みやすい改善については粛々と進めつつ、データ提供を受けることを前提として、大手企業と本AIを使ったプロジェクトを企画しデー
タベース拡充を実現することで、「コンテンツ企画創出」ができる水準に持っていきたい。

ü 弊社は、しがらみや縄張りのない新興企業が故、コンテンツを保有する各社がデータを提供しやすい相手とも言える。その立ち位置を生かし、データを
集積できれば、UZABASE社のSPEEDA *1のような情報プラットフォームに本プロジェクトが発展できる可能性もあり、これを意識して各社との協業を
検討する。
*1 UZABASE社のSPEEDA https://jp.ub-speeda.com/
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