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ラップスクリプト 
－テキストを書いて音声合成と CGアニメのラップが作れる－ 

林 正樹†  鹿喰 善明‡  Steven Bachelder†   中嶋 正之† 

†ウプサラ大学ゲームデザイン学科 Cramérgatan 3, 621 57 Visby, スウェーデン 

‡明治大学先端メディアサイエンス 〒164-8525 東京都中野区 4丁目 21-1 

E-mail:  †masaki.hayashi@speldesign.uu.se,  ‡sisikui@meiji.ac.jp 

あらまし  スクリプト言語を使ってラップの台本を書くことで、これをラップアニメに変換するアプリケーショ

ンを作成した。音声合成は Aquestalk2 を、CG アニメには TVMLを使用している。台本は、リズムの拍とセリフお

よびキャラ動作を並べて記述する形式で、誰でも簡単にラップを作って遊ぶことができる。 
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Rap Making Script 

－You can make your own rap with synthesized voice and CG animation  

by writing a script－ 
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Abstract  We have made an application to make rap music with CG animation by writing out a simple script. Aquestalk 

and TVML are used for synthesized voice and real-time CG generation, respectively. A user can enjoy making rap music video 

easily by writing speech texts and character movements along with music beat in the script. 
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1. はじめに  

ラップは元々はアメリカのヒップホップカルチャ

ーから生まれたが、瞬く間に世界に広がり、今では歌

唱手法の一つになりきっている。日本においても、日

本語のラップは急速に普及し、現在の楽曲でラップは

多用されている。我々は、ラップの台本を書くだけで、

自分で実際に歌うことなく、電子的に、簡単にラップ

を作れて、CG キャラクタアニメーション付きで PV（プ

ロモーションビデオ）のように公開できるアプリを作

ったので紹介する。  

 

2. ベースとなるアイデア  

ユーザーが、簡単なテキスト台本を書いて、再生ボ

タンを押すことで、CG キャラクタが合成音声でラッ

プを歌うアニメーションが作れる。合成音声には

Aquest 社（http://www.a-quest.com/）の Aquestalk2 を使

い、CG キャラクタアニメーションには TVML (TV 

program Making Language)を用いた [1]。Aquestalk2 は軽

量な音声合成エンジンで、一部フリーでも公開されて

いるため広く使われている。また、Aquestalk2 は音声

記号列の仕様が公開されていて細かいアクセント指定

もでき、ラップの完成度を上げるにはアクセント指定

は必須なので、その理由からも Aquestalk2 を用いてい

る。一方、TVML は、台本を書くと CG でテレビ番組

が作れるソフトである。SDK が公開されていて、簡易

にキャラクタアニメーションが作れるので、これを用

いた。  

 

3. アプリの詳細  

3.1. 台本  

台本の仕様の基本は、音楽のリズムの拍の位置とラ

ップテキストを書き並べる方法とした。次に例を示す。 

2-4:バッサバッサとなぎ倒す  

「小節番号  - 拍数  : テキスト」という構造である。

上記の例では、2 小節目の 4 拍目から「バッサバッサ

となぎ倒す」というしゃべりが流れる。なお、小節番

号と拍数は、1 からスタートし（0 からではない）、今



 

 

回の実装では拍の分解能は 16 分音符とした（したがっ

て、拍数は 1 から 16 まで）  

しゃべりの速さについては、次のように補助コマン

ドを付与する。  

4-1: 途中で倒れて死んでも（速さ＝2）  
4-9: いいんじゃなーい？  

上記の 2 行は、4 小節目の頭から倍速で「途中で倒

れて死んでも」としゃべり、同小節内の 9 拍目で普通

の速さで「いいんじゃないーい？」としゃべる。カッ

コ内の速さ指定が無いものはデフォルトの速さで（速

さ＝１に相当）、これは Aquestalk2 が、16 分音符で読

む速度にあらかじめ設定されている。したがって、読

み 16 音で 1 小節分になる（例：「あんたの事など聞き

たくないから」で 16 文字なので、1 小節分）  

Aquestalk2 の音声記号列の表記が使いたいときは、

セリフを<at>タグで囲む。  

1-2:<at>あ 'い/は 'ば</at>(速さ=1.8) 
1-5:<at>ぺ 'ん</at> 

これを使うことでかなり細かいアクセント指定が

可能となる。また、この場合、自動で出る字幕が記号

列のまま出てしまうので、別途以下のように指定でき

る。  

1-1:（字幕＝ I have a PEN）  
1-2:<at>あ 'い/は 'ば</at>(速さ=1.8) 
1-5:<at>ぺ 'ん</at> 
2-1:（字幕消す）  

その他、 3.2 で説明する、カメラ切り替えコマンド

やラップ音楽でない通常の演技コマンドなどが用意さ

れている。  

 

3.2. CG アニメーション 

TVMLエンジンはリアルタイム CG生成で動作する。

自動リップシンク機能を備えているので、Aquestalk2

のしゃべりに合わせてリップシンクは自動的に付与さ

れる。キャラクタのダンスについては、リズムに合わ

せて、TVML の pose コマンドを発行して動かした。カ

メラはあらかじめ用意されたアングルを自動で適当に

切り替えるが、台本で明示的にカメラ指定することも

できる。  

また、通常の TVML 的な使い方もできるように、ラ

ップ音楽部分と、ラップ音楽でない部分を台本上で分

けることができるようにした。これにより、キャラク

タが歩いてきてステージ中央で何かしゃべり、ラップ

音楽が始まってラップし、終わったら、なにかしゃべ

って捌ける、といった、音楽と語りの両方を使った全

体演出もできるようにした。  

 

3.3. アプリ 

アプリは Unity ゲームエンジン上（Ver5.4.4）で構築

した。アプリの画面は基本的には再生／停止ボタンが

あるだけである。再生台本は通常のテキストファイル

で、ファイル選択して再生する。台本は通常のテキス

トエディターで編集する。現在は Windows のみの提供

である。  

 

4. おわりに  

台本を書くだけでラップ音楽が作れるアプリを開

発した。Vocaloid による初音ミクの世界でも、ラップ

的なことは盛んにやられているが、本アプリは、台本

を書いて、再生ボタンを押すだけなので、アプリの複

雑な GUI の操作法を覚える必要がない、という簡単さ

がある。一方、台本を書く作法は習得する必要がある。  

以下に作成したラップアニメと、テスト版アプリの

ダウンロードサイトを示す。  

 

 

動画：https://youtu.be/urh7DWshIxI（全体台本を本

YouTube ムービーのディスクリプションに載せた） 

アプリダウンロード：http://tvmllab.com/download 

 

まだテストバージョンができただけであり、今後、

複数のキャラクタや、声質や、ダンスパターンや、バ

ックのラップリズムトラックを自由に選択したり、登

録できたりするようして、もっと楽しく遊べるアプリ

に発展させたい。  
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