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あらまし  われわれは、テキストを映像化する T2V (Text-To-Vision)技術の研究開発を進め、T2V Player と名づけ

たソフトウェアを開発し、フリーウェアで公開してきた。本アプリケーションは Windows PC 上で動き、ユーザー

がワープロで書くように台本を書くだけで CG と音声合成を使ったテレビ番組的アニメーションをその場で作れる。

今回、世界的にポピュラーな 3DCG ゲームエンジン Unity 上に T2V Player をゼロから構築し、プロトタイプを完成

した。これにより、Unity で使えるキャラクタなどのリソースを T2V で流用することができるなど、T2V 利用およ

びコンテンツ開発の自由度が格段に向上した。 
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Abstract  We have been developing T2V (Text-To-Vision) technology which enables to produce CG animation from given 

script. We have developed the application called 'T2V Player' and have been distributed it as freeware for years. The 

application works on Windows PC to produce TV-program-like animation from user input text using real-time CG and voice 

synthesizing technique, etc. In this paper, we introduce the prototype of 'T2V on UNITY' which has been developed from 

scratch on the UNITY game engine. We succeeded to enhance its function owing to the UNITY, such as multi-platform, 

availability of CG character data circulated on UNITY community, capability of applying T2V method to game development 

and more. 
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1. はじめに  

 

 インターネットの世界で主にブログから始まった

UGC (User-Generated-Content)は現在、ユーザーによる

動画制作にまで拡大し、YouTube やニコニコ動画では

UGC 動画が多数アップロードされている。その中で、

我々はいわゆるテレビ番組の動画形式に着目し、テレ

ビ番組を制作するスキルのないユーザーでも簡単にテ

レビ番組的なアニメーションが作れる技術の研究を続

けてきた。  

以上の背景のもと、我々は、テレビ番組の台本を書

くだけでこれをコンピュータが自動的に CG アニメー

ションに変換する T2V (Text-To-Vision)技術の研究を

進め、T2V プレイヤーと呼ばれる Windows アプリケー

ションを開発し、これをフリーウェアで公開してきた

[1]。今回、この T2V プレイヤーを、3DCG ゲームエン

ジンとして名高い UNITY[2]にスクラッチで移植し、プ

ロトタイプを完成した。これにより、従来よりはるか

図 1. 現行の T2V プレイヤー  



 

 

に自由度が高く、多方面への応用が可能な技術に発展

したので紹介する。  

 

2. T2V プレイヤー  

 

T2V の基本コンセプトは、CG 技術などを使って「テ

キストをアニメーションに自動変換する」というもの

で、かなり広い意味を持っている。我々はこのコンセ

プトに基づき T2V プレイヤーと呼ばれるアプリケー

ションを作成した（図 1）。T2V プレイヤーは 1996 年

に NHK 放送技術研究 所 で提案された TVML (TV 

program Making Language)[3]技術をベースに構築され

ている。図 2 に示すように、ユーザーが入力した台本

はいったん中間言語の TVML に変換され、これを

TVML エンジンにより、リアルタイム CG、音声合成

などの技術を使って映像化する。  

現状の T2V プレイヤーは Windows アプリケーショ

ンとしてコーディングされており以下の問題点がある。 

・ Windows のみでしか動作しない  

・ CG キャラクタのインポートが容易でない  

・ 機能拡張が容易でない  

T2V プレイヤーは Microsoft Visual C++の上でネイテ

ィブコードとして実装されているため、以上の問題点

を解消するためには大きな開発コストが発生し、それ

がその活動範囲を広げられない理由の一つであった。  

 

3. T2V on UNITY 

 

我々は、前章で述べた問題点を解消するために、昨

今、全世界的に使われている 3DCG ゲームエンジン

「UNITY」に注目し、T2V プレイヤーのすべての機能

を UNITY 上にスクラッチで移植する開発を行った。

これにより、前節で述べた問題点は UNITY のマルチ

プラットフォーム機能、モデルインポート機能および

UNITY Editor を利用することでほぼ自動的に解消され

る。また、UNITY は全世界に広がるコミュニティを持

っているので、そこにリーチすることで活動範囲を自

然に広げることができる。  

図 3 に UNITY 上に実装した T2V Player を示す。現

在、基本機能は Windows 版と同様だが、前述したよう

に利用の自由度がはるかに向上している。開発は

Windows 上で行っているが、すでに Android での基本

動作を確認しているほか、UNITY Asset Store に多数あ

る CG キャラクタを簡単に T2V にインポートすること

も可能になっている。  

 

4. 今後の開発予定  

 

現在、現行 T2V プレイヤーの基本機能を実装した段

階であり、見た目と機能はほぼ同等である。今後の予

定を以下にまとめておく。  

・ 新 T2V Player として近日中にリリースする  

・ Android、Mac、 iPhone などへエクスポートする  

・ ディベロッパー向きに UNITY の Project として配布

し、T2V および TVML 機能を利用しゲームアプリ

ケーションを作れる環境を提供する  

・ UNITY4 からサポートされる Mecanim[2]を導入し

キャラクタアニメーションを強化する  

・ Web ページの HTML を取得し、これをタグ解析し、

T2V の台本に自動変換して映像化する自動番組制

作アプリを UNITY 上で構築する  

 

5. おわりに  

 

台本を書くだけで誰でも CG キャラクタがしゃべる

テレビ番組的アニメーションが作れる T2V プレイヤ

ーを、3DCG ゲームエンジンとして有名な UNITY 上に

スクラッチで移植する開発について紹介した。これに

より、マルチプラットフォーム、CG キャラクタモデ

ル導入の容易化、ゲームアプリ開発の応用などへの道

を開くことができる。また、当面の開発計画について

も述べた。  

最近、CG キャラクタが出てきて合成音でしゃべる

アニメーションを制作できるツールが急に増え始め、

おそらく今後かなり速いピッチでユーザー制作キャラ

クタアニメーションの制作環境が整備されて行くもの

と考えられる。テレビ番組のコンテンツ形態は、実は

キャラクタアニメーションの究極の形式のひとつであ

り、本 T2V はそこをねらっている。今後、この T2V on 

UNITY を使って日本のみならず世界に向けて新しい

コンテンツ世界を開発し提供して行きたい。  
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