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「２ちゃんねる掲示板」からのCGアニメーション自動生成

Automatic Generation of CG Animation from the Internet Forum ”2 Chan-
neru”
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あらまし Web サイトをはじめとする様々な情報をテレビ番組的な CG アニメーションに自動変換する研究開発を進めている．

今回，その試みの一つとして，「２ちゃんねる掲示板」からコンピュータ・グラフィックス (CG)アニメーションを自動生成するアプ

リケーションを開発した．基本的な方法は，実際のテレビ番組映像を分析し，そこで使われている制作ノウハウを抽出して，これを

ルール化および数値化し，ソフトウェアに実装することで，テレビ番組を真似た CGアニメーションを得るというものである．今回，

実際に放送された 1 時間分の討論番組映像のカメラスイッチングを解析しアルゴリズム化した．本論文では，このプロセスの詳細を

説明し，この方法により作成した実際のアプリケーションについて述べる．また，得られた CG アニメーションについて評価実験を

行い，本手法の有効性と今後の課題を明らかにしたので，これについて述べる．
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1. ま え が き

ユーザーがコンテンツを作成し発信するユーザー作成コ

ンテンツ（UGC: User Generated Content）が，広く普及

している．特に，インターネットをベースとした，ブログ，

YouTubeなどの動画共有サイト，SNSなどで提供される

コンテンツの分量は極めて大量である．特に昨今は動画コ

ンテンツが重要な役割を担っており，さまざまなメディア

で動画が使われ，スマートフォンなどでのモバイル端末で

も動画視聴することが一般的になっている．

このような時代背景を受けて，Web上に大量に存在する

文字をベースとしたコンテンツを動画に変換する技術の研

究開発が行われてきた1)～6)．動画メディアに変換すること

で，特に，文字を目で追うより，目で見て耳で聞く動画でコ

ンテンツを楽しむことに慣れた若者層に訴求することが期

待される．動画メディアは，ページをスクロールしながら

能動的に読む必要がなく，楽に享受できるとともに，動画

制作に使われる演出の力によってエンターテインメント・

コンテンツとしても楽しめる，という両面の性質を持って

おり，情報伝達手段としてもエンターテインメントとして

も産業としてのメディアを大きく前進させ得るポテンシャ

ルがある．

以上の背景から，我々は，Webの掲示板に着目し，これを
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コンピュータ・グラフィックス (CG)を使って自動的に動

画に変換する試みを行った．我々はすでに，テレビ番組的な

動画コンテンツを，CGを使ってコンピュータにより自動的

に作り出す T2V (Text-To-Vision)7) の研究開発を進めて

おり，本件はその試みの中の一つである．T2Vは，やはり

筆者らによって提案された TVML (TV program Making

Language)8)を技術的基盤としている．TVMLはテキスト

形式の台本をテレビ番組的な CGアニメーションに自動変

換する技術である．Web掲示板をCGアニメーションに変

換する方法は，掲示板の内容のHTMLを取得し，これをコ

ンピュータで TVML台本に変換し，TVMLエンジンで再

生することで CGアニメーションを得るものである．これ

は，自動番組制作技術9) と呼ばれ，これまで，情報系サイ

ト1)やニュースサイト2)3)，クイズ番組4)，掲示板5)6)などを

この技術で動画に変換する試みが行われてきた．この技術

における一番のポイントは，いかにしてオリジナルのWeb

コンテンツには無い「動画演出」を付与して，動画コンテ

ンツとして見るに耐える品質を得るかである．そのための

我々のアプローチは，まず，自動生成したいWebコンテン

ツを動画に変換するときに参考にするテレビ番組のジャン

ルを決め，放送局のプロが作るそのジャンルの実際のテレ

ビ番組を観察し，そこから演出に関する様々なルール情報

を抽出し，これをコンピュータに実装することでプロのテ

レビ番組に似た CG動画を作り出す，というものである．

今回，ターゲットのWeb掲示板として「２ちゃんねる掲

示板」を用い，以上のアプローチを適用することで，掲示

板のスレッドをその場で CGによるトークショーに変換し
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て見ることができるアプリケーションの開発を行った．本

論文では，まず，２ちゃんねる掲示板を CGアニメーショ

ンに自動変換する仕組みの概要を述べ，今回，特に重要と

なる，実際の番組映像の分析によるカメラ操作の自動化ア

ルゴリズム構築の方法の詳細を述べる．次に，この自動カ

メラ操作に加え，他の演出要素も加えて構築した総合的な

ソフトウェアシステムについて説明し，その評価実験と結

果について考察し，最後に結論を述べる．

2. ２ちゃんねる掲示板からのCG自動生成

２ちゃんねるは国内最大のコミュニティサイトだが，松

村ら10)が指摘しているように，一見議論が収斂せず発散し

ているのに盛り上がるという事態が起こっている場でもあ

る．今回，映像化するにあたって特に２ちゃんねるに特化

しない一般的な演出を施して行うが，仮にそれが不整合を

起こしても，発散的議論の場では分かりにくく，文字を追

うより，見て楽しめるようなアニメーションを提供できる

可能性が高いと判断し，２ちゃんねる掲示板を本手法の最

初のターゲットとして選定した．なお，4章の評価実験に

おいて，それが妥当であったか否かを検証する．

２ちゃんねるのWebサイトから CGアニメーションを

自動生成するデータフローを図 1 に示す．まず，２ちゃ

んねるのスレッドの HTMLデータを取得し，これをWeb

scraping11)手法（HTMLのタグを手掛かりにして，必要な

情報を得ること）によって解析し，スレッドのタイトルと発

言内容のテキストを取得する．次に，発言テキストがアス

キーアートの場合，読み上げが意味をなさないので，簡易

的なアスキーアートの除去を行う．（アスキーアート除去に

ついては 4.2節で考察する），こうして得られたタイトルと

発言内容の文字列を，TVML8)12)変換モジュールによって

TVMLスクリプト13)に変換し，このスクリプトをTVML

エンジンによって再生することで CGアニメーションが生

成される．この TVML変換モジュールでは，タイトル文

字を画面左上にスーパーインポーズし，掲示板の発言を 6

つのキャラクタにランダムに割り当てた TVMLスクリプ

トを生成する．２ちゃんねるの発言は多数のユーザーによ

る匿名発言が多く，6体のキャラクタにランダムに割り当

図 1 掲示板自動映像化のデータフロー

てても大きな問題が起こらないことを実際にアニメーショ

ンを作って確認したが，これについては，アニメーション

の品質として 4.2節の評価で総合的に考察する．

得られたTVMLスクリプトをTVMLエンジンで再生す

ると，6体のキャラクタが合成音声でリップシンク（TVML

エンジンにより自動的に付与される）を行いながらしゃべ

る CGアニメーションが得られる．この再生中に，カメラ

スイッチングとキャラクタの動作をリアルタイムで自動的

に生成し，これらを行うことで，テレビの討論番組のよう

な最終演出が付与された CGアニメーションが得られる．

このカメラスイッチングとキャラクタ動作は，TVMLエン

ジンにアドオンする形で実装した．以上において，カメラ

スイッチングについてはリファレンス番組の分析に基づい

て自動化アルゴリズムを構築し，キャラクタ動作について

はアドホックな方法で簡易的に行った．

3. 自動化アルゴリズム

1章で述べたように，CGアニメーションの自動制作は，

実際のテレビ番組で行われている演出を分析しアルゴリズ

ム化することにより行われている．本章では，カメラスイッ

チングのリアルタイム自動生成の仕組みの構築手法につい

て詳細を述べる．

3. 1 実際の対談番組とその定性的分析

ここでは，リファレンスとする対談番組として，比較的

多数の出演者が長時間討論する，テレビ朝日の「朝まで生

テレビ！」を取り上げた．サンプルは，シリーズ第 7回の

1989年 1月 28日放送分からおよそ 1時間の録画である．

かなり古い映像だが，この手の討論番組がまだ始まったば

かりで，複数のカメラの操作とカメラスイッチングだけで

シンプルに構成されており，カメラスイッチングの自動化

を用いた本システムの目的に合致していることからこれを

用いた．ここでは，まず，1時間分の録画におけるカメラ

の扱いについて定性的に観察し，これに基づいて次節以降

で定量的に解析して自動化アルゴリズムを構築する．

カメラ操作には，カメラスイッチング，カメラアングル，

カメラワークの三つの要素がある．まず，カメラワークに

ついては，発言者のオーバーアクションへの補正，話者と

聞き手のツーショットから，話者へのゆっくりとしたズー

ムイン，ロングショットや別ショットにおけるゆっくりし

たドリーショット（カメラ位置を移動すること），などが観

察されるが，今回のシステムにこれらは含めない．次にカ

メラアングルだが，観察結果に基づいて以下のように分類

する．

a)　話者のクローズアップ

b)　話者と聞き手のツーショット

c)　聞き手のみを捉えたショット

d)　特定の人物ではなく全体を眺めるグループショット

最後に，カメラスイッチングについてだが，以下の二つ

の場合がある．
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1)　話者が替わるのと同じタイミングでカメラが切り替

わる

2)　一人の話者がしゃべっている最中にカメラが切り替

わる

ここで 2)については，話者のクローズアップが長いと，

ときどき聞き手にスイッチし，また，話者が映っていない

ショットの場合，比較的短い時間で話者のクローズアップ

へ戻ることが分かる．

以上の定性的な観察を元に，カメラスイッチング自動化

アルゴリズムを設計する．この際，本システムでは，まず，

誰がしゃべっているか，という情報のみを使ってアルゴリ

ズムを組み立てる．また，キャラクタ（出演者）の数は 2

体以上無制限とし，カメラの設置数も無制限とする．

次節以降で，録画映像の定量的分析に基づいた，具体的

な自動スイッチングアルゴリズムについて詳しく述べる．

3. 2 カメラのスイッチングアルゴリズム

カメラスイッチングのアルゴリズムの基本的な考え方は，

井上ら14)の手法を参考にしている．ここでは，我々の目的

に沿った形でアルゴリズムの構築を行った．

前節での検討に基づき，討論による対話が進む中，ある

時刻におけるカメラスイッチングの決定を図 2のように，

フェーズ 1とフェーズ 2に分けて行う．ここで，フェーズ 1

は「現在カメラスイッチングをするかしないか」で，フェー

ズ 2は「フェーズ 1の判断によりカメラをスイッチングす

るとしたらどのアングルに切り替えるか」，である．図 2の

フローは毎ビデオフレームごとに常にチェックされ，その

時点でのカメラスイッチングの有無と，カメラスイッチン

グがあると判断した時に，次に切り替えるカメラの決定を

行う．次に図 2を参照してフェーズ 1とフェーズ 2のアル

ゴリズムについて説明する．

(1) フェーズ 1

まず，話者が替わったタイミングと同時にカメラをスイッ

チングするかしないかを判断する．ここで，スイッチング

が行われる確率を S1とし，S1に従って乱数によりスイッ

チングするか否かを決定する．

一方，一人の話者が継続している場合は，カメラのショッ

トの持続時間を見てスイッチングの判断をする．判断には

次節で求める確率密度関数 I，IIを使う．なお，ショット持

続時間による切り替えは，現在のショットに現在の話者が

映っているか映っていないかで大きく変わるので，話者が

映っているか否かで密度関数自体を切り替える．これは，話

者が映っていないショットは一時的な挿入ショットである

ため，そのショットの持続時間は，話者が映っているショッ

トより短い，という観察結果による．

(2) フェーズ 2

フェーズ 1でカメラスイッチングがある，と判定された時

に次にスイッチングするカメラアングルを決定する．ショッ

トの種類は 3.1節で述べたように，話者のクローズアップ，

話者が画面内に映っているグループショット，話者が映って

図 2 カメラスイッチングアルゴリズム

いないショット，別ショットの 4つとする．また，現ショッ

トに話者が映っているかいないかによって次のショットの

種類が変わることが多いので，現ショットにおける画面内の

話者の有無で二つに場合分けする．これは，現ショットに話

者が映っている場合，変化をつけるために聞き手のショット

に移行する確率が大きく，また，話者が映っていないショッ

トは一時的な挿入ショットなので，話者の映っているショッ

トへ戻る確率が高い，という観察結果による．これより，現

ショットから，現在のショットに現在の話者が映っている

場合といない二つの場合について，次のショットへのそれ

ぞれのショットへの移行確率を調べ，これに基づき，乱数を

使って，スイッチングするショットを決定する．なお，以

上は文献 14)に基づくものであるが，文献 14)では以上の

場合分けをせず，現ショットから次ショットへの遷移確率

を網羅的に求めている．これは本システムの二つに場合分

けした遷移確率と結果的に同等である．次節では，図 2中

の 1⃝， 2⃝， 3⃝， 4⃝， 5⃝の数値を求める．

論 文□「２ちゃんねる掲示板」からの CG アニメーション自動生成 ( 3 ) 103



図 3 ショット持続秒数に対する，カメラスイッチが起きる確
率の実測値（話者が映っているとき）

表 1 各ショットへの遷移確率
　 話者が映っている 話者が映っていない
話者のクローズアップ 51% 73%

話者込みのグループショット 8% 9%

話者の映っていないショット 34% 13%

別ショット 7% 5%

3. 3 確率パラメータの決定

3.2節で述べたアルゴリズムにおけるパラメータを決定

するために，3.1節で述べた討論番組の 1時間の録画映像

を分析して数値的に解析する．この番組では 18人が話者

として登場している．まず，登場人物にAからRまでのア

ルファベットのラベルを付ける．次に，使われているカメ

ラアングルにやはりラベルを付けた上で分類する．カメラ

アングルのラベルは，特定の人物のクローズアップが例え

ば CamA（人物 Aのクローズアップ），二人の人物を同時

にとらえるツーショットが例えば CamBE（人物 Bと人物

Eのツーショット．ただしここではBと Eだけでなくその

間に座っている Cと Dも映り込んでいることが多い），ど

ちらでもない別ショットを CamOTHERとして分類する．

以上の人物ラベルとカメラアングルのラベルを使い，録

画映像を目視で調べた．映像において，話者が替わるとい

うイベントと，カメラスイッチングが起こるというイベン

トの二つを抽出し，その時の時刻を記録し，その時のカメ

ラアングルのラベルを記録する．このデータを使って，3.2

節で述べたパラメータをすべて計算することができる．図

2の 1⃝から 5⃝までの数値の計算結果を以下にまとめて示す．
1⃝ 話者が替わった時にカメラスイッチが起きる確率

　 S1 = 91%

2⃝， 3⃝ 確率密度関数 Iには図 3の実測値を，確率密度関

数 IIには図 4の実測値をそのまま用いる．

4⃝， 5⃝ 各ショットへの遷移確率を表 1に示す．

3. 4 カメラアングルの決定

2 章で述べたように，TVML により 6 体の CG キャラ

クタを用意し，これを図 5のように CGスタジオセットの

中に配置した．3.1節で述べたようにカメラワークは行わ

図 4 ショット持続秒数に対する，カメラスイッチが起きる確
率の実測値（話者が映っていないとき）

ず，固定カメラアングルをあらかじめ用意する．カメラア

ングルは，各キャラクタのクローズアップと，2体のキャ

ラクタのツーショットについて，すべてのキャラクタにつ

いてカメラアングルを一種類ずつ用意し，全体を俯瞰する

別ショットを一つ用意した．今回，最終的に，手動で図 6

に示すカメラアングルを決定した．6体のキャラクタに A,

B, C, D, E, F と名前を付け，3.3 節で使ったカメラアン

グルのラベルを使ってカメラを識別する．6体のキャラク

タの場合，図 6のようにカメラの数は 22個になる．なお，

キャラクタが 6体以外になった場合もこれに準じて行うこ

とができる．

3. 5 キャラクタの動きの自動生成

キャラクタの動きについては，今回，実際の動きを分析

推定するのではなく，人間が集団でしゃべっているときの

振舞いを単純化したルールに基づいたアルゴリズムによっ

て行った．動きは，1)目線の方向と，2)うなずき動作の 2

種とした．以下にそのルールを記述する．

1) については，「聞き手は話者を見る」と「話者は，自分

の前にしゃべったキャラクタと，自分の前の前にしゃべった

キャラクタを交互にあらかじめ設定した確率密度関数に従っ

た時間間隔で見る」の二つによる．2) については，「キャラ

クタはあらかじめ設定した確率密度関数に従ったインター

バル時間でうなずき動作をする」と「話者に見られている

図 5 6 体のキャラクタの配置

104 ( 4 ) 映像情報メディア学会誌 Vol. 69, No. 1 (2015)



図 6 用意した 22 のカメラアングル

ときのうなずきを話者に見られていないときのうなずきよ

り頻度を高く設定するため前記確率密度関数を切り替える」

に基づいて行う．以上における確率密度関数は図 7のよう

なものを使い，tmin と tmax を適宜設定して用いる．今

回実装したアルゴリズムにおける，確率密度関数の tmin，

tmaxの決定は，アプリケーションを実際に走らせてみて，

開発者が主観で判断して，面白く見えるように手動で調整

して行った．表 2に最終的に決定した数値を示す．

4. 実 装 と 実 験

3章で述べたカメラスイッチングとキャラクタ動作の自

動化アルゴリズムを使い，実際に２ちゃんねる掲示板のス

レッドを対談番組の CGアニメーションとして出力するア

図 7 使用した確率密度関数

表 2 実際に使用した確率密度関数の tmin と tmax

　 　 tmin（秒） tmax（秒）
話者が相手を 前話者 3 10

見ている継続時間 前々話者 2 4

うなずき動作の 話者に見られている 3 10

インターバル時間 話者に見られていない 5 12

プリケーションを作成した．アルゴリズムとしては，出演

者の数に制限は設けないが，実装に当たっては，CGキャラ

クタの数を 6体としている．6体という数に明確な基準は

ないが，それ以下，あるいはそれ以上の時にアニメーショ

ンの品質的にどのように結果が変わるかについては今後の

課題とする．

4. 1 ソフトウェア構成

ソフトウェアは，Windows 10のPC上で作成し，アプリ

ケーション構築ツールには Unity Game Engine15) を用い

ている．ミドルウェアとして，TVMLエンジンを使ってお

り，これは Unity上で構築された TVML SDK16) である．

6体の CGキャラクタは別にデザインし，これらは音声合

成エンジンの AquesTalk217) でそれぞれ異なる声質が割り

当てられ，TVMLエンジンにより自動的にリップシンクが

付与され，与えられた文章をしゃべる．Web掲示板のソー

スとして使用しているのは内容の転載が可能な「２ちゃん

ねる (sc)」18) である．

図 8にアプリケーションの動作画面を示す．アプリケー

ションは，２ちゃんねるニュースの中の新しい順に，ある程

度の投稿数があるスレッドを自動的に検索し，そのスレッ

ドを変換する．「スレッドをゲット」ボタンを押すか，発言

が最後まで来ると，次のスレッドを検索し，それを再生す

る．何の入力もなければ次々とスレッドを順に再生する動

作になる．また，ユーザーが特定のスレッドのURLを入力

してそれをアニメーション化することもできる．また，早

送りボタン，しゃべりのスピード調整スライダー，音量調

整スライダー，および再生されているスレッドをブラウザ

を開いて見るボタン，を備えている．

図 9は，本アプリケーションで生成された CGアニメー

ションのスクリーンショットである．また，生成したアニ

メーションの動画は以下の URLで見ることができる．

https://youtu.be/kNaJtyhM8e0

なお，本アプリケーションはPCアプリとしてフリーウェ

ア公開しており19)，誰でも利用できる．

図 8 アプリケーション動作画面
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図 9 出力アニメーションの例

4. 2 実験と考察

本節では，Webサーベイによるアプリケーションの評価

実験について述べる．

3章で詳述したように，２ちゃんねる掲示板の自動 CG

アニメーション化は，「朝まで生テレビ！」の観察と分析結

果に基づいて行われている．本開発は，ターゲットとして

まず２ちゃんねる掲示板を選定し，それを「見て楽しいCG

アニメーション」に自動変換することを意図している．し

かし，そのためにどのような自動演出を付与すればよいか

についての論理的検討は今回はなされていない．従って，

今回の「２ちゃんねる掲示板」と「朝まで生テレビ！」の

組み合わせによって得られた自動 CGアニメーションにお

いて演出の整合性の評価をしても意味はないと考えられる．

そのため，今回の評価実験は，できあがった CGアニメー

ションの品質の評価，２ちゃんねる掲示板を動画として提

供したときのユーザーの反応の調査，そして，自由記述欄

を設けて意見を収集することでアプリケーションの今後の

改良ポイントを見出すこと，を目的とした．

参加者へはアプリケーションの出力する CGムービーを

3分間見てもらい，これについて「CGアニメーションは

総合的にどれぐらいの完成度だと思いますか？」「CGアニ

メーションにどれぐらい満足できますか？」「２ちゃんねる

のスレッドを文字で読む代わりに，CGアニメーションで

もいいと思いますか？」「カメラスイッチングはうまく行わ

れていたと感じますか？」の 4つの質問に 5段階評価で答

えてもらう．これに加えて，自由記述欄に，アニメーショ

ンを見た感想を書いてもらった．

実験結果を図 10に示す．方法は Google Formsによる

Webサーベイで，参加者は不特定の 20名である．CGア

ニメーションの完成度と満足度の平均値はそれぞれ 3.3と

3.4で中間より少し高い程度であった．カメラスイッチン

グの効果については平均で 4.1で，「朝まで生テレビ！」を

元にしたカメラスイッチングアルゴリズムは視覚的にもお

おむね良好という結果になった．また，２ちゃんねる掲示

板を CGアニメーションで見てもいいか，というメディア

変換の是非に関する質問では，平均で 3.95で比較的高い．

しかし，図 10を見ると分かるように，掲示板を読む代わり

にアニメーションを見てもいいとする人が一番多いのは確

かだが，CGアニメーションで見るのは嫌だと答えた 1人

に至るまで比較的ばらけている．この自動映像化について

は，ユーザーにとって様々な観点があることが窺い知れる．

これは自由記述欄に書かれた感想として「おもしろい」「思

わず見入ってしまった」というのに対し「掲示版の内容は，

ざっと読みをすることが多いので，全部喋っているのを聞

かなければならないのは辛い」という意見もあり，これは

メディア受容の特質に関わることで，文字メディアと映像

メディアそれぞれの一長一短を考慮しながらサービスを設

計提供する必要があることが分かる．２ちゃんねるの不特

定多数発言を 6体のキャラクタにランダムに割り当ててい

ることについては，特に違和感を感じたコメントは見当た

らなかった．これは，２ちゃんねるのスレッドの内容の大

半が言いっぱなしで明確な討論がほとんど形成されていな

いためと思われる．

また，キャラクタの目線の制御やうなずき動作について

図 10 評価実験結果
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は 3.5節で述べたように開発者の主観に基づく手法によっ

たが，参加者からの意見では「キャラクタの目線の切り替え

が多いように感じた」という一件のみの指摘があった．こ

れは，２ちゃんねるの発言に短いものが多いため，話者の

切り替えが頻繁に起こり，そのつど聞き手が話者に目線を

一斉に切り替えることになり，それが不自然に映ったもの

と思われる．今後，実際の人間の振る舞いを観察してアル

ゴリズムを構築する必要があろう．うなずき動作について

の指摘はなかったが，一般に対話における適切なうなずき

動作はアニメーションの質に影響する20)～22)．ただ，今回

の２ちゃんねるの発言内容は，対話構造を形作るより，言

いっ放しのケースの方が多く，うなずきが不整合を起こし

ていても気付きにくかったものと思われる．いずれにせよ，

うなずき動作生成についても，今後，実際の人間の振る舞

いを解析して行う必要がある．

2章で述べたアスキーアート除去は，今回は，日本語と英

語の文章に使われる，漢字，ひらがな，カタカナ，アルファ

ベット，数字といった文字コードが現れない文をアスキー

アートとして検出する簡易的な方法によっている．従って，

100パーセント除去はできず，たまに記号を音声合成で読

み上げるミスが見られた．また，アスキーアートを抜き出

して何らかの形で画面表示する（例えばスーパーインポー

ズするなど）ということ行っておらず，アスキーアートに

よる発言が完全に抜けてしまい，そこで対話が分断される．

ただし，２ちゃんねるはそもそも話の流れが頻繁に分断さ

れるため，除去されたアスキーアートによる話の分断は，見

ている人にはあまり分からない．しかし，後述のコメント

のように，アスキーアートの画面表示，および絵文字をパ

ターンで認識してキャラクタアニメーションに反映させる

（例えば，(^o^)を検出して笑わせるなど），といった演出

の実現は確実に今後の開発課題の一つである．

自由記述欄に書かれた改善点の提案としては「掲示板の

話に唐突に入ってくる関係のない話を省くことができれば

より良くなる」「CGキャラを自分で変えたい」「絵文字の

反映が無いのが残念」「内容に合わせてライトアップや，背

景，登場人物入れ替え，効果線，効果音，BGMの付与」な

どが挙げられており，今後の開発の指針としたい．

5. む す び

２ちゃんねる掲示板のWebサイトから，ボタンを押すだ

けで自動的に CGアニメーションを制作し，それを見るこ

とができるアプリケーションについて述べた．今回，討論

テレビ番組「朝まで生テレビ！」の 1時間分の放送録画映

像を分析し，カメラ操作についてルール情報と統計情報を

抽出し，これに基づいてカメラスイッチングの自動化アル

ゴリズムを構築した．ただし，発言内容の意味情報と対話

構造については考慮せず，誰が現在しゃべっているかの情

報のみを使ってカメラスイッチングを決定した．CGキャ

ラクタの目線やうなずきの制御は単純化したルールベース

のアルゴリズムに基づいて行った．次に，以上の方法論に

よって構築したシステムにより得られた CGアニメーショ

ンの品質の妥当性と，２ちゃんねる掲示板を「読む」かわり

に「見る」ことについての可否について，Webサーベイに

より評価した．その結果，本稿で記述した方法論により構

築したアプリケーションの有効性を確認し，掲示板を動画

として見ることのニーズがあることを確認したと共に，い

くつかの今後の課題を得ることができた．

今後の課題としては，3.1節で述べた制約を外し，より

自動化を進めることがある．例えば，カメラワークを付与

する，カメラアングルを手動ではなく自動的に生成する，

掲示板の発言における会話構造を抽出したり，ある程度の

意味情報を取得し，これを利用してキャラクタやカメラを

コントロールする，などである．特に 4.2節での評価者か

らのコメントにもあるように，発言内容に応じて CGに何

らかのリアクションを与えることは，ユーザーがアニメー

ションを飽きずに見ていられるためのキーになるであろう．

また，本アプリケーションは現在 PC版のみを公開してい

るが，スマートフォンなどのモバイルへの対応すると共に，

２ちゃんねる掲示板だけでなく，同様の手法で Twitterや

YouTube のコメント欄などへ応用することも考えて行き

たい．
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