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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを紹介するためのキャラクタの動作を指定する指定コマンドの入力処理を支
援する入力支援装置であって、
　前記コンテンツは、素材データと言葉データを含み、
　前記言葉データは、前記キャラクタが発する音声を示す音声データを含み、
　前記素材データ及び前記言葉データを分析して前記キャラクタが表現すべき感情類型を
推論する感情類型推論手段と、
　前記キャラクタの動作を示す動作コマンドを生成するコマンド抽出手段と、
　表示装置に対して、前記コンテンツと、前記動作コマンドによる前記キャラクタの動作
とを同期して再生させる確認再生手段を備え、
　前記コマンド抽出手段は、
　　前記キャラクタが前記音声を発するための動作については前記音声データに基づき決
定し、
　　前記キャラクタが前記音声を発するための動作以外の動作については表現要素記憶手
段に記憶された前記キャラクタの動作パターンから前記指定コマンドに基づき決定し、
　　さらに、前記キャラクタの動作を前記推論された感情類型にも基づいて決定して、前
記動作コマンドを生成する、入力支援装置。
【請求項２】
　前記感情類型推論手段は、
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　　前記素材データ及び前記言葉データを分析して、複数の基本的感情類型から一つ又は
複数を選択して、前記選択された基本的感情類型及びその度合いを、前記キャラクタが表
現すべき感情類型とするものであって、
　　複数の前記基本的感情類型を選択したときは、前記言葉データの分析により選択され
た前記基本的感情類型から優性演出処理を決定し、その他の前記選択された基本的感情類
型から補助的演出処理を決定するものであり、
　前記コマンド抽出手段は、基本的感情類型とその度合いの組合せにより前記動作を決定
するものであって、
　　前記一つの基本的感情類型が選択されたときは、選択された前記基本的感情類型及び
その度合いに対応して、前記動作を決定するものであり、
　　前記複数の基本的感情類型が選択されたときは、前記優性演出処理を、前記補助的演
出処理よりも大きい比重で参照して前記動作を決定する、請求項１記載の入力支援装置。
【請求項３】
　前記動作パターンには、待機動作が含まれており、
　前記コマンド抽出手段により前記感情類型による修正を許可するか否かを指定する修正
許可コマンドが入力されるものであり、
　前記指定コマンドの入力がなく、前記素材データも前記言葉データもない場合には、前
記コマンド抽出手段は、前記待機動作をさせる前記動作コマンドを生成し、
　前記指定コマンドの入力がなく、前記言葉データ又は／及び前記素材データがある場合
には、前記感情類型推論手段は、前記言葉データ又は／及び前記素材データを分析して前
記感情類型を識別して前記動作コマンドを生成し、
　前記指定コマンドの入力があり、前記素材データ及び前記言葉データがない場合には、
前記コマンド抽出手段は、前記指定コマンドにより指定された動作をさせる前記動作コマ
ンドを生成し、
　前記指定コマンドの入力があり、前記素材データ及び／又は前記言葉データがある場合
に、
　　前記修正許可コマンドが修正を許可しないときは、前記コマンド抽出手段は、前記指
定コマンドにより指定された動作をさせる前記動作コマンドを生成し、
　　前記修正許可コマンドが修正を許可するときは、前記感情類型推論手段は、前記言葉
データ又は／及び前記素材データを分析して前記感情類型を識別し、前記コマンド抽出手
段は、前記指定コマンドにより指定された動作を修正して前記動作コマンドを生成する、
請求項２記載の入力支援装置。
【請求項４】
　過去に行われた動作コマンドの修正処理を示す修正履歴を記憶する修正履歴記憶手段を
備え、
　前記コマンド抽出手段は、前記修正履歴も用いて、前記動作コマンドを生成するもので
あり、
　前記コマンド抽出手段は、前記感情類型推論手段により識別された感情類型がシナリオ
データ上で次の感情類型に推移した時点又は／及び前記指定コマンドがシナリオデータ上
で次の指定コマンドに推移した時点において最も感情が強くなり、シナリオデータ上での
時間の経過と共にその感情を減衰させて前記動作コマンドを生成する、請求項１から３の
いずれかに記載の入力支援装置。
【請求項５】
　前記動作コマンドを含むシナリオデータを生成するシナリオデータ生成手段と、前記コ
ンテンツと、前記動作コマンドによる前記キャラクタの動作とを同期して再生して動画デ
ータを生成する動画データ生成手段を備え、
　前記シナリオデータは、遠隔再生処理装置が、前記コンテンツ及び前記キャラクタ画像
とともにこれを受信して、前記コンテンツと、前記シナリオデータによる前記キャラクタ
の動作とを同期して再生するものであり、
　前記動画データは、遠隔再生装置がこれを受信して再生するものである、請求項１から
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４のいずれかに記載の入力支援装置。
【請求項６】
　入力支援装置において、コンテンツを紹介するためのキャラクタの動作を指定する指定
コマンドの入力処理を支援する入力支援方法であって、
　前記コンテンツは、素材データと言葉データを含み、
　前記言葉データは、前記キャラクタが発する音声を示す音声データを含み、
　前記入力支援装置は、感情類型推論手段と、コマンド抽出手段と、確認再生手段を備え
るものであり、
　前記感情類型推論手段が、前記素材データ及び前記言葉データを分析して前記キャラク
タが表現すべき感情類型を推論する感情類型推論ステップと、
　前記コマンド抽出手段が、
　　前記キャラクタが前記音声を発するための動作については前記音声データに基づき決
定し、
　　前記キャラクタが前記音声を発するための動作以外の動作については表現要素記憶手
段に記憶された前記キャラクタの動作パターンから前記指定コマンドに基づき決定し、
　　さらに、前記キャラクタの動作を前記推論された感情類型にも基づいて決定して、前
記キャラクタの動作を示す動作コマンドを生成するコマンド抽出ステップと、
　前記確認再生手段が、表示装置に対して、前記コンテンツと、前記動作コマンドによる
前記キャラクタの動作とを同期して再生させる確認再生ステップと、
　前記入力支援装置が、前記指定コマンドが追加又は変更された場合、前記追加又は変更
された指定コマンドに対して処理を行うステップを含む入力支援方法。
【請求項７】
　コンピュータにおいて、請求項６記載の入力支援方法を実現するためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力支援装置、入力支援方法及びプログラムに関し、特に、コンテンツを紹
介するためのキャラクタの動作を指定する指定コマンドの入力処理を支援する入力支援装
置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、コンピュータグラフィックスで人物キャラクタを作成するときに、メ
ニューから動作を選択し、選択された項目に対応する動作をさせて作成することが記載さ
れている。
【０００３】
　また、特許文献２には、ゲーム分野において、音声を発する人の顔を表示することなく
、感情の伝達を可能とするための技術が記載されている。すなわち、ゲーム端末のユーザ
は、マイクより音声データを入力する。画像作成装置は、音声データを基準音声データに
分類して、予め記憶されたキャラクタの表情から選択して表示するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２６６９１２号公報
【特許文献２】特開２００３－２４８８３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１にあるように、人物キャラクタを作成する場合には、人物キ
ャラクタの動作を細かく指定する必要がある。そのため、専門家に依頼して作成する必要
があった。専門家による作成は、各素材（写真、ビデオ、音声、音楽、文字など）を完成
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させてから、組み込み、作成する。そのため、一度完成してしまうと、変更はできない。
よって、素人が、人物キャラクタのアニメーションを簡易かつ適切に生成することは困難
であった。
【０００６】
　また、特許文献２は、ゲーム端末のユーザが発した音声を伝達する際に、ユーザを秘匿
するためのものである。人物キャラクタは、ユーザの置き換えにすぎない。
【０００７】
　したがって、本発明は、視聴者にコンテンツを紹介するためのキャラクタの動作を、適
切かつ簡易に作成可能な入力支援装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に係る発明は、コンテンツを紹介するためのキャラクタの動作を指定する指定
コマンドの入力処理を支援する入力支援装置であって、前記コンテンツは、素材データと
言葉データを含み、前記言葉データは、前記キャラクタが発する音声を示す音声データを
含み、前記素材データ及び前記言葉データを分析して前記キャラクタが表現すべき感情類
型を推論する感情類型推論手段と、前記キャラクタの動作を示す動作コマンドを生成する
コマンド抽出手段と、表示装置に対して、前記コンテンツと、前記動作コマンドによる前
記キャラクタの動作とを同期して再生させる確認再生手段を備え、前記コマンド抽出手段
は、前記キャラクタが前記音声を発するための動作については前記音声データに基づき決
定し、前記キャラクタが前記音声を発するための動作以外の動作については表現要素記憶
手段に記憶された前記キャラクタの動作パターンから前記指定コマンドに基づき決定し、
さらに、前記キャラクタの動作を前記推論された感情類型にも基づいて決定して、前記動
作コマンドを生成するものである。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、請求項１記載の入力支援装置であって、前記感情類型推論手段
は、前記素材データ及び前記言葉データを分析して、複数の基本的感情類型から一つ又は
複数を選択して、前記選択された基本的感情類型及びその度合いを、前記キャラクタが表
現すべき感情類型とするものであって、複数の前記基本的感情類型を選択したときは、前
記言葉データの分析により選択された前記基本的感情類型から優性演出処理を決定し、そ
の他の前記選択された基本的感情類型から補助的演出処理を決定するものであり、前記コ
マンド抽出手段は、基本的感情類型とその度合いの組合せにより前記動作を決定するもの
であって、前記一つの基本的感情類型が選択されたときは、選択された前記基本的感情類
型及びその度合いに対応して、前記動作を決定するものであり、前記複数の基本的感情類
型が選択されたときは、前記優性演出処理を、前記補助的演出処理よりも大きい比重で参
照して前記動作を決定するものである。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、請求項２記載の入力支援装置であって、前記動作パターンには
、待機動作が含まれており、前記コマンド抽出手段により前記感情類型による修正を許可
するか否かを指定する修正許可コマンドが入力されるものであり、前記指定コマンドの入
力がなく、前記素材データも前記言葉データもない場合には、前記コマンド抽出手段は、
前記待機動作をさせる前記動作コマンドを生成し、前記指定コマンドの入力がなく、前記
言葉データ又は／及び前記素材データがある場合には、前記感情類型推論手段は、前記言
葉データ又は／及び前記素材データを分析して前記感情類型を識別して前記動作コマンド
を生成し、前記指定コマンドの入力があり、前記素材データ及び前記言葉データがない場
合には、前記コマンド抽出手段は、前記指定コマンドにより指定された動作をさせる前記
動作コマンドを生成し、前記指定コマンドの入力があり、前記素材データ及び／又は前記
言葉データがある場合に、前記修正許可コマンドが修正を許可しないときは、前記コマン
ド抽出手段は、前記指定コマンドにより指定された動作をさせる前記動作コマンドを生成
し、前記修正許可コマンドが修正を許可するときは、前記感情類型推論手段は、前記言葉
データ又は／及び前記素材データを分析して前記感情類型を識別し、前記コマンド抽出手
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段は、前記指定コマンドにより指定された動作を修正して前記動作コマンドを生成するも
のである。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、請求項１から３のいずれかに記載の入力支援装置であって、過
去に行われた動作コマンドの修正処理を示す修正履歴を記憶する修正履歴記憶手段を備え
、前記コマンド抽出手段は、前記修正履歴も用いて、前記動作コマンドを生成するもので
あり、前記コマンド抽出手段は、前記感情類型推論手段により識別された感情類型がシナ
リオデータ上で次の感情類型に推移した時点又は／及び前記指定コマンドがシナリオデー
タ上で次の指定コマンドに推移した時点において最も感情が強くなり、シナリオデータ上
での時間の経過と共にその感情を減衰させて前記動作コマンドを生成するものである。
【００１２】
　請求項５に係る発明は、請求項１から４のいずれかに記載の入力支援装置であって、前
記動作コマンドを含むシナリオデータを生成するシナリオデータ生成手段と、前記コンテ
ンツと、前記動作コマンドによる前記キャラクタの動作とを同期して再生して動画データ
を生成する動画データ生成手段を備え、前記シナリオデータは、遠隔再生処理装置が、前
記コンテンツ及び前記キャラクタ画像とともにこれを受信して、前記コンテンツと、前記
シナリオデータによる前記キャラクタの動作とを同期して再生するものであり、前記動画
データは、遠隔再生装置がこれを受信して再生するものである。
【００１３】
　請求項６に係る発明は、入力支援装置において、コンテンツを紹介するためのキャラク
タの動作を指定する指定コマンドの入力処理を支援する入力支援方法であって、前記コン
テンツは、素材データと言葉データを含み、前記言葉データは、前記キャラクタが発する
音声を示す音声データを含み、前記入力支援装置は、感情類型推論手段と、コマンド抽出
手段と、確認再生手段を備えるものであり、前記感情類型推論手段が、前記素材データ及
び前記言葉データを分析して前記キャラクタが表現すべき感情類型を推論する感情類型推
論ステップと、前記コマンド抽出手段が、前記キャラクタが前記音声を発するための動作
については前記音声データに基づき決定し、前記キャラクタが前記音声を発するための動
作以外の動作については表現要素記憶手段に記憶された前記キャラクタの動作パターンか
ら前記指定コマンドに基づき決定し、さらに、前記キャラクタの動作を前記推論された感
情類型にも基づいて決定して、前記キャラクタの動作を示す動作コマンドを生成するコマ
ンド抽出ステップと、前記確認再生手段が、表示装置に対して、前記コンテンツと、前記
動作コマンドによる前記キャラクタの動作とを同期して再生させる確認再生ステップと、
前記入力支援装置が、前記指定コマンドが追加又は変更された場合、追加又は変更後の前
記指定コマンドに対して処理を行うステップを含むものである。
【００１４】
　請求項７に係る発明は、コンピュータにおいて、請求項６記載の入力支援方法を実現す
るためのプログラムである。
【００１５】
　なお、本願発明において、単にキャラクタの動作を生成するだけでなく、例えばカメラ
ワーク、照明、背景色、効果音なども生成するようにしてもよい。
【００１６】
　また、本願発明を、請求項７記載のプログラムを定常的に記録するコンピュータ読み取
り可能な記録媒体として捉えてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本願発明において、表現要素記憶手段には、専門家が作成したキャラクタの動作パター
ンが予め組込み記憶されている。入力支援装置のユーザは、指定コマンドを入力して、キ
ャラクタの動作を指定する。入力支援装置は、この指定に併せて、コンテンツの分析によ
り得られる感情類型により、キャラクタの動作を決定する。これにより、ユーザは、キャ
ラクタの動作を簡易に決定でき、さらに、何回でも決定した動作を実施させて修正を行う
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ことも簡易にでき、よって、キャラクタに、コンテンツに合った感情表現を行わせること
が可能になる。そして、指定コマンドが追加、変更等された場合には、追加、変更等の後
の指定コマンドに対して処理を行う。よって、本願発明により、視聴者へのコンテンツの
紹介を、キャラクタを用いて適切かつ簡易に行うことが可能になる。
【００１８】
　従来、特許文献１では、キャラクタの動作のみを指定するものである。この場合、キャ
ラクタが指定以外の動作を行うことは、ユーザにとって不適切な処理となる。また、特許
文献２では、ユーザが感情データを入力することも記載されているが、これを修正するこ
と等については記載されていない。ユーザによる指定がない場合に、音声データを感情デ
ータに分類する。分析の対象となるデータも、音声データという、キャラクタの動作に直
結するものに限定されている。これは、特許文献２記載の技術において、キャラクタがユ
ーザの代わりをなすものであり、ユーザの指定以外の動作を行うことは、ユーザにとって
不適切な処理となるためである。このように、背景技術は、キャラクタの動作が、ユーザ
の意に反しないという単に消極的なものにとどまる。その動作指定を自動的に変更するこ
とは、ユーザの意に反することとなり、不適切な処理となる。そのため、特許文献１及び
２には、動作指定があった場合には、その指定を変更することは記載されていない。
【００１９】
　これに対し、本願発明は、視聴者にコンテンツを紹介することを目的とする。キャラク
タの動作は、このコンテンツの紹介をサポートするためのものである。背景技術とは、目
的が異なる。そのため、背景技術と異なり、ユーザがキャラクタを意のままに動作させる
必要はない。むしろ、コンテンツの紹介という目的に合ったものとして適切な動作にする
ことが、ユーザの希望に沿ったものになる。本願発明では、専門家により動作パターンが
予め組み込まれている。ユーザは、指定コマンドを入力して、この動作パターンを用いて
簡易にキャラクタを動作させることができる。さらに、本願発明は、コンテンツに合った
動作を自動生成する。これにより、適切な動作を自動生成することが可能になる。さらに
、確認再生手段は、ユーザに対して、自動生成した動作案を提案する。これにより、ユー
ザは、より適切な指定コマンドを入力し直す等により、キャラクタの動作に、自分の考え
をより明確に反映させることが可能になる。専門家に依頼した場合には、各素材が完成品
として納入されてしまい、全体的な整合性からユーザの考えを反映することが困難になる
。本願発明は、背景技術のように、単にキャラクタの動作がユーザの意に反するものでな
い、というような消極的なものではない。本願発明は、コンテンツの紹介という基準に適
した指定コマンドの入力を実現するという、より積極的な意義を有するものである。
【００２０】
　本願請求項２に係る発明によれば、素材データ及び言葉データを分析して、複数の基本
的感情類型が選択された場合には、音声データというキャラクタの動作に近い情報を含む
言葉データを優先して演出処理を決定する。これにより、コンテンツが複数の基本的感情
類型を伝達しようとする場合にも、キャラクタの動作に近い情報から、優先的な演出処理
を決定することが可能になる。
【００２１】
　本願請求項３に係る発明によれば、指定コマンドの入力がない場合にもキャラクタの動
作を自動生成することが可能になる。そのため、指定コマンドが削除された場合にも、削
除後の状態に対して処理を行うことができる。さらに、ユーザが指定コマンドによる指定
どおりの動作をさせることもできる。
【００２２】
　本願請求項４に係る発明によれば、時間経過に伴い感情表現の影響を減衰させることに
より、自然な感情表現の伝達が可能になる。
【００２３】
　本願請求項５に係る発明によれば、シナリオデータの配信について、遠隔再生処理装置
のように一定の処理が可能な場合には、装置側での処理によりコンテンツの再生を行う。
これにより、装置が設置された場所に適したキャラクタを動作させるなど、情報の受け手
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に着目したシナリオデータの再生が可能になる。他方、遠隔再生装置のように、動画像を
再生するだけの端末の場合には、入力支援装置において動画データを生成して再生させる
。これにより、処理能力が不足している装置でも、コンテンツの紹介が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施例１による番組生成システム１の構成及び動作を説明するための概
念ブロック図である。
【図２】図１の感情識別部４１、コマンド抽出部４３及び確認再生部４７の動作の概要を
示すフロー図である。
【図３】図１の感情識別部４１により決定される基本的感情類型及び感情レベルの組合せ
と表現要素記憶部２５との関係を示す図である。
【図４】図１の感情識別部４１による基本的感情類型及び感情レベルの組合せと、その相
互関係の決定の関係を示す図である。
【図５】図１のコマンド抽出部４３によるキャラクタの動作の決定処理を示す図である。
【図６】図１のコマンド抽出部４３において感情類型の影響を示す図である。
【図７】図１の入力支援装置３により生成される番組の一例を示す図である。
【図８】図１の番組生成システム５１におけるシナリオデータ及び動画データの配信につ
いて説明するための概念ブロック図である。
【図９】図８の端末番組画像生成部７３の構成及び動作を説明するための概念ブロック図
である。
【図１０】図８の動画データ生成部４９の構成及び動作を説明するための概念ブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態について説明する。なお、本発明
は、以下の実施例に限定されるものではない。
【実施例】
【００２６】
　図１は、本発明の実施例による番組生成システム１の構成及び動作を説明するための概
念ブロック図である。番組生成システム１は、入力支援装置３（本願請求項の「入力支援
装置」の一例）と、入力装置５と、表示装置７（本願請求項の「表示装置」の一例）と、
遠隔再生処理装置９と、遠隔再生装置１１を備える。入力支援装置３は、コンテンツを紹
介するためのキャラクタ（登場人物や動物などの動作の主体）の動作を指定する指定コマ
ンドの入力処理を支援する。入力装置５は、入力支援装置３のユーザがコンテンツ及び指
定コマンドの入力処理をする。表示装置７は、入力支援装置３により生成された番組案を
表示する。遠隔再生処理装置９及び遠隔再生装置１１は、入力支援装置３により生成され
た番組を再生する。
【００２７】
　入力支援装置３は、コンテンツ記憶部２１と、指定コマンド記憶部２３と、表現要素記
憶部２５（本願請求項の「表現要素記憶手段」の一例）と、キャラクタ画像記憶部２７を
備える。コンテンツ記憶部２１は、入力装置５から入力されたコンテンツを記憶する。こ
こで、コンテンツは、素材データ２９と言葉データ３１を含む。素材データ２９は、遠隔
再生処理装置９及び遠隔再生装置１１の視聴者に対して伝達したい一連の情報を構成する
。素材データは、画像・映像素材と音楽素材を含む。言葉データ３１は、キャラクタが発
する音声（本願発明の「音声データ」の一例）と、言葉による説明を含む。指定コマンド
記憶部２３は、入力装置５から入力された指定コマンドを記憶する。表現要素記憶部２５
は、専門家により予め作成されたキャラクタの動作パターンが予め組込み記憶されている
。キャラクタ画像記憶部２７は、キャラクタの画像を記憶する。
【００２８】
　入力支援装置３は、さらに、感情識別部４１（本願請求項の「感情類型推論手段」の一
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例）と、コマンド抽出部４３（本願請求項の「コマンド抽出手段」の一例）と、動作コマ
ンド記憶部４５と、確認再生部４７（本願請求項の「確認再生手段」の一例）を備える。
感情識別部４１は、指定コマンド記憶部２３に記憶された指定コマンドと素材データ２９
及び言葉データ３１を分析して、キャラクタが表現すべき感情類型を推論する。コマンド
抽出部４３は、表現要素記憶部２５に記憶された動作パターンを参照して、キャラクタの
動作を示す動作コマンドを生成する。なお、入力装置からは、修正許可コマンドも入力さ
れる。これは、コマンド抽出部４３において、感情類型による修正を許可するか否かを指
定するものである。この修正許可コマンドが修正を許可しないようにしている場合には、
コマンド抽出部４３は、キャラクタに対して、待機演出又は指定コマンドにより指定され
た動作をさせる。この修正許可コマンドが修正を許可するようにしている場合に、以下の
修正処理を行うようにする。確認再生部４７は、表示装置７に対して、コンテンツと、キ
ャラクタ画像記憶部２７のキャラクタの画像に基づき、動作コマンドによりキャラクタを
動作させて、同期して再生させる。入力支援装置３のユーザは、表示装置７の表示を参考
にして、指定コマンドを追加、変更、削除等を行うことにより、より適切なキャラクタの
動作を簡易に実現することができる。
【００２９】
　入力支援装置３は、さらに、シナリオデータ生成部５１（本願請求項の「シナリオデー
タ生成手段」の一例）と、動画データ生成部４９（本願請求項の「動画データ生成手段」
の一例）を備える。シナリオデータ生成部５１は、動作コマンドを含むシナリオデータを
生成する。動画データ生成部４９は、コンテンツと、動作コマンドによるキャラクタの動
作とを同期して再生して動画データを生成する。遠隔再生処理装置９は、例えばパソコン
（ＰＣ）の機能を備えたもののように、一定の情報処理を行うことが可能である。これは
、シナリオデータに基づき端末機で情報処理を行う配信に適したものである。これにより
、各端末が存在する時間・場所に応じて、番組を配信することが可能になる。他方、遠隔
再生装置１１は、単に表示機能のみを備えるモニタ等である。遠隔再生装置１１は、動画
を再生することは可能である。しかし、シナリオデータを配信しただけでは、番組配信を
実現することができない。そのため、入力支援装置３は、動画データ生成部４９が生成し
た動画データを用いて、遠隔再生装置１１に対する番組配信を実現する。
【００３０】
　続いて、図２を参照して、図１の感情識別部４１、コマンド抽出部４３及び確認再生部
４７の動作の概要を説明する。図１の感情識別部４１は、指定コマンドが入力されている
か否かを判断する（ステップＳＴ１）。入力されている場合、指定コマンドにより主演出
（最も高い割合で勘案されて表現される一つ又は複数の基本的感情類型）を決定する（ス
テップＳＴ２）。続いて、言葉データ３１が入力されているか否かを判断する（ステップ
ＳＴ３）。言葉データ３１が入力されている場合、言葉データ３１により副演出（主演出
の次に高い割合で勘案されて表現される一つ又は複数の基本的感情類型）を決定する（ス
テップＳＴ４）。続いて、素材データ２９が入力されているか否かを判断する（ステップ
ＳＴ５）。素材データ２９が入力されている場合、素材データ２９により補助演出（副演
出の次に高い割合で勘案されて表現される一つ又は複数の基本的感情類型）を決定する。
これにより、指定コマンド、言葉データ３１及び素材データ２９が入力されている場合に
は、それぞれに一つ又は複数の基本的感情類型が決定され、この順に高い割合で勘案され
てキャラクタの動作が決定される。
【００３１】
　指定コマンドも言葉データ３１も素材データ２９も入力がない場合（ステップＳＴ１、
７及び８でＮｏの場合）、待機演出を行う（ステップＳＴ９）。待機演出は、表現要素記
憶部２５の動作パターンの一つとして、予め定められているものである。指定コマンドと
言葉データ３１の入力がなく、素材データ２９が入力されている場合には、素材データ２
９により主演出、副演出及び補助演出を決定する（ステップＳＴ１０）。指定コマンドの
入力がなく、言葉データ３１が入力されている場合には、言葉データ３１により主演出及
び副演出を決定する（ステップＳＴ１１）。そして、ステップＳＴ５の判断ステップに進
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み、素材データ２９が入力されていないときには、指定コマンド又は／及び言葉データ３
１により補助演出を決定する（ステップＳＴ１２）。指定コマンドの入力があり、言葉デ
ータ３１の入力がない場合には、素材データ２９が入力されている場合には、素材データ
２９により副演出及び補助演出を決定する（ステップＳＴ１４）。素材データ２９が入力
されていない場合には、指定コマンドにより副演出及び補助演出も決定する（ステップＳ
Ｔ１５）。コマンド抽出部４３は、決定された待機演出、又は、主演出、副演出及び補助
演出により、動作コマンドを生成する（ステップＳＴ１５）。確認再生部４７は、表示装
置７に対して、動作案を提示する。ユーザは、動作案を参照して、指定コマンド等の入力
処理を行う。入力支援装置３は、修正後の指定コマンド等に基づき、動作コマンドの生成
処理等を行う。
【００３２】
　続いて、図３から図６を参照して、図１の感情識別部４１及びコマンド抽出部４３の動
作について、具体的に説明する。コンテンツには、素材データ２９と言葉データ３１が含
まれている。これを単純に視聴者に配信したとしても、視聴者には単なる情報として届く
のみである。コンテンツに併せて、キャラクタを動作させて、感情を伝えるための情報を
付加することにより、視聴者の評価判断を促し、視聴者に対して、感性的に伝えることが
できる。本願発明は、背景技術と異なり、コンテンツを一方的に伝えるだけでなく、視聴
者がコンテンツに対して行う評価判断をもサポートできるように、キャラクタを動作させ
るためのものである。
【００３３】
　図１の表現要素記憶部２５には、例えば、動作データとして、両手を斜めにあげるなど
、キャラクタのパーツごと（例えば、眉、目、肩、手など）の動作パターン（本願請求項
の「動作パターン」の一例）が記憶されている。照明データとして、環境光２０％（白）
など、照明光、環境光などの色合い・明るさ・鮮やかさが記憶されている。カメラワーク
データとして、上半身など、カメラの位置・時間・角度が記憶されている。なお、その他
のデータも記憶していてもよい。
【００３４】
　図３を参照して、基本的感情類型（本願請求項の「基本的感情類型」の一例）及び感情
レベル（本願請求項の「基本的感情類型の度合い」の一例）について説明する。基本的感
情類型には、例えば、ジョイ（喜びなど）、トラスト（信任、信頼、信用など）、アンガ
ー（怒りなど）などがある。それぞれに感情レベルが設定されている。感情識別部４１は
、指定コマンド及びコンテンツを分析して、一つ又は複数の基本的感情類型を選択し、選
択された基本的感情類型ごとに感情レベルを分析する。基本的感情類型と感情レベルの組
合せにより、表現要素記憶部２５に記憶された動作データ、照明データ、カメラワークデ
ータなどの各データについて、一つ又は複数が対応付けられている。例えば、基本的感情
類型ジョイに対応して、感情レベルが低い時には、動作データとして(2)手をたたくが、
照明データとして(2)環境光５０％（白）＋(3)全身スポットライト（白）が、カメラワー
クデータとして(3)全身＋(6)正面が選択される。感情レベルが高くなると、動作データと
して(1)両手を斜め上にあげる＋(3)何度も小さく飛び跳ねるが、照明データとして(1)環
境光２０％（白）＋(3)前身スポットライト（白）が、カメラワークデータとして(2)顔ア
ップ＋(6)正面が選択される。さらに感情レベルが高くなると、動作データとして(2)手を
たたく＋(3)何度も小さく飛び跳ねる＋(6)右手を真上にあげるが、照明データとして(2)
環境光５０％（白）＋(3)全身スポットライト（白）＋(4)上半身スポットライトが、カメ
ラワークデータとして(2)顔アップ＋(4)ズームイン＋(6)正面が選択される。
【００３５】
　図４を参照して、動作パターンの生成について説明する。コマンド抽出部４３は、口元
の動きのように、キャラクタが音声を発するための動作については、コンテンツの言葉デ
ータ３１の音声に基づき決定する。これは、自然な発声のためである。それ以外の動作に
ついては、指定コマンドと、表現要素記憶部２５に記憶されたキャラクタの動作パターン
から決定する。コマンド抽出部４３は、さらに、感情識別部４１により推論された感情類
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型にも基づいて、キャラクタの動作を決定して、動作コマンドを生成するものである。
【００３６】
　例えば、言葉データの説明として、「とっても楽しいですよ。」と記載された場合、形
態素解析からは、「楽しい」という単語からジョイという基本的感情類型（感情Ｃ）が一
つのみ選択される。これは、図４の単純表現である。演出としては、一つの基本的感情類
型のみに基づいてキャラクタを動作させれば足りる。
【００３７】
　しかしながら、本願発明では、背景技術と異なり、複数の基本的感情類型が自動的に選
択され得る。そのため、例えばジョイやトラストのようなプラスの感情類型だけでなく、
同時に、アンガーのようなマイナスの感情をも選択される可能性がある。これが、図４の
複合表現にあたる。例えば、説明として、「私は笑顔で答えましたが、無礼な行動に怒り
を抑えきれませんでした。」と記載されている場合、「私は笑顔で答えました」という部
分の形態素解析では、プラスの感情Ａが選択される。感情レベルに関する情報はなく、例
えば平均値を設定する。他方、「無礼な行動に怒りを抑えきれませんでした。」という部
分の形態素解析では、マイナスの感情Ｂが選択される。感情レベルは大きいものである。
このように複数の基本的感情類型が選択された場合、さらに文字解析を行うことにより、
基本的感情類型の主格判断を行う。この場合、例えば、「が」という接続詞に着目したり
、「笑顔」という外形の表現と「怒り」という内心の表現とに着目したりして、感情Ａが
優性であり、感情Ｂが補助的と判断される。そのため、コマンド抽出部４３は、感情Ａと
その感情レベルに対応する動作を、感情Ｂ及びその感情レベルに対応する動作よりも大き
い割合で勘案して、キャラクタの動作を決定する。図５にあるように、キャラクタの各パ
ーツについて、その勘案する割合に応じて、形状（ポーズ）及び時間（動きスピード）を
決定する。口元のデータなども、必要に応じて修正する。さらに、キャラクタの動作にと
どまらず、照明データ、カメラワークデータなどについても同様に決定する。
【００３８】
　図４では、同じ言葉データ３１内での優性演出動作と補助的演出動作に関して説明をし
た。本実施例では、図２にあるように、指定コマンド、言葉データ３１及び素材データ２
９の順に優先して（すなわち、より大きい割合で勘案して）、キャラクタの動作を決定す
る。そのため、指定コマンド、言葉データ３１及び素材データ２９では、コンテンツの紹
介に適合させつつ、ユーザによるキャラクタの動作の指定に直接的なものほど大きい割合
で勘案することとなる。
【００３９】
　続いて、図６を参照して、感情の影響について説明する。図６において、最初は、待機
動作として「直立（気を付け）」であったとする。(1)の動作選択（ある指定コマンドの
入力による指定）から(7)の動作選択（他の指定コマンドの入力による指定）の時点まで
に１０秒あり、その間、感情影響は減少するとする。コマンド抽出部４３は、キャラクタ
の動作に、(1)の動作選択の時点で最大の影響があり、次のコマンドの指定までの１０秒
間、影響が自動的に減少するようにする。そのため、コマンド抽出部４３は、(7)の動作
選択の時点で(1)の動作選択から９秒経過していたとすると、(1)の動作からの感情の影響
は１０％程度にとどまる。すなわち、コマンド抽出部４３は、感情類型がシナリオデータ
上で次の感情類型に推移した時点又は／及び指定コマンドがシナリオデータ上で次の指定
コマンドに推移した時点において最も感情が強くなり、時間の経過と共にその感情が減衰
するように、動作コマンドを生成する。この修正処理は、例えば図６にあるように、キャ
ラクタの動作、素材データ３１の再生、言葉データ２９の再生、及びＢＧＭの再生につい
て、独立に感情の影響を考慮するようにしてもよい。また、図１の入力支援装置３は、修
正履歴記憶部４４（本願請求項の「修正履歴記憶手段」の一例）を備える。修正履歴記憶
部４４は、過去に行われた感情類型をどのように考慮してきたかを示す修正履歴を記憶す
る。コマンド抽出部４３は、この修正履歴により、入力支援装置３のユーザの嗜好・好み
を参照して、動作コマンドを生成する。図７は、図１の入力支援装置３により生成される
番組の一例を示す図である。
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【００４０】
　続いて、図８～１０を参照して、シナリオデータ及び動画データによる番組配信につい
て説明する。図８～１０では、入力支援装置３のユーザは、図１の言葉データ３１の音声
として、マイク等の音声入力手段によりキャラクタを担当する声優が話す音声を入力する
場合について、具体的に説明する。
【００４１】
　図８の番組生成システム１において、シナリオデータの配信は、遠隔再生処理装置９の
ように一定の処理が可能な場合には、装置側での処理によりコンテンツの再生を行う。こ
れにより、装置が設置された場所に適したキャラクタを動作させるなど、情報の受け手に
着目したシナリオデータの再生が可能になる。他方、遠隔再生装置１１のように、動画像
を再生するだけの端末の場合には、入力支援装置において動画データを生成して再生させ
る。これにより、処理能力が不足している装置でも、コンテンツの紹介が可能になる。
【００４２】
　図８の番組生成システム１には、２つの遠隔再生処理装置９1及び９2（本願請求項の「
遠隔再生処理装置」の一例）（以下、添え字は、複数のものを示す場合は省略する。）並
びに遠隔再生装置１１（本願請求項の「遠隔再生装置」の一例）が存在するとする。遠隔
再生処理装置９及び遠隔再生装置１１は、複数あってもよい。
【００４３】
　図８を参照して、入力支援装置３は、音声量子化部６１と、音声量子記憶部６２と、デ
ータ送信部６３と、動画データ送信部６５を備える。
【００４４】
　音声量子化部６１は、コンテンツの言葉データ３１の音声を分割して、その一部又は全
部を音声要素として抽出して、量子化して、量子化データを生成する（以下、この量子化
データを「音声量子」という。）。音声量子は、例えば、「久しぶりね」というＣＧキャ
ラクタのセリフについて、「ひ」「さ」「し」「ぶ」「り」「ね」のように個々の音声や
無音状態を基準にして量子化する。音声量子記憶部６２は、生成された各音声量子を記憶
する。コマンド抽出部４３は、音声量子記憶部６２に記憶された音声量子を、画像用に周
波数解析を行い、さらに、音量を解析することによってキャラクタの口元の画像を決定す
る。このキャラクタの口元の画像は、図１のキャラクタ画像記憶部２７に、他の画像とは
区別して記憶されているとする。
【００４５】
　データ送信部６３は、遠隔再生処理装置９に対し、シナリオデータ生成部５１が生成し
たシナリオデータと、コンテンツ記憶部２１に記憶されたコンテンツを送信する。図８で
は、言葉データ３１の音声に代えて、音声量子を送信するものとする。また、遠隔再生処
理装置９は、独自のキャラクタ画像を記憶している場合には、そのキャラクタ画像を使っ
て、コンテンツとキャラクタの動作を同期して再生する。遠隔再生処理装置９が独自のキ
ャラクタ画像を記憶していない場合には、データ送信部６３がキャラクタ画像記憶部２７
に記憶されたキャラクタの画像を送信する。動画データ送信部６５は、遠隔再生装置１１
に対し、動画データ生成部４９が生成した動画データを送信する。
【００４６】
　遠隔再生処理装置９は、データ送信部６３から送信された情報を受信する受信部７１と
、スピーカ７６に対して受信した各音声量子を再生させつつ、モニタ７５に対してコンテ
ンツとキャラクタ画像を同期して再生して番組画像を表示させる端末番組画像生成部７３
を有する。遠隔再生装置１１は、動画データを受信する動画データ受信部８１と、受信し
た動画データを再生するモニタ８３を備える。
【００４７】
　図９は、図８の端末番組画像生成部７３の構成及び動作を説明するための概念ブロック
図である。端末番組画像生成部７３は、シナリオデータ記憶部１０１と、音楽素材記憶部
１０３と、キャラクタ画像記憶部１０５と、画像・映像素材記憶部１０７を備える。シナ
リオデータ記憶部１０１は、受信したシナリオデータを記憶する。音楽素材記憶部１０３
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は、音楽素材を記憶する。キャラクタ画像記憶部１０５は、キャラクタの画像を記憶する
。画像・映像素材記憶部１０７は、画像・映像素材を記憶する。
【００４８】
　キャラクタ画像記憶部１０５に記憶されるキャラクタの画像は、遠隔再生処理装置９ご
とに異なっていてもよい。例えば、遠隔再生処理装置９1に対しては、特別の種類の要素
画像データ（例えばパンダの種類）を送信し、他の遠隔再生処理装置９2等には送信せず
、別の種類の要素画像データ（例えばネコの種類）を送信する。この選択は、入力装置５
のユーザが指定することにより、入力支援装置５が特別のキャラクタの画像を送信し、他
の遠隔再生処理装置に対しては送信させないようにしてもよい。また、遠隔再生処理装置
９のユーザが指定して、特別のキャラクタの画像を送信させるようにしてもよい。これに
より、遠隔再生処理装置９1と９2では、異なるキャラクタにより同じコンテンツを再生す
ることが可能になる。従来、番組配信は、一方的な情報の流れであった。これに対し、本
願発明の番組配信は、各遠隔再生処理装置９の設置場所・再生時間等に合わせた番組画像
の配信処理を可能にするものである。また、特別のキャラクタの画像は、各遠隔再生処理
装置で用意されたものであってもよい。
【００４９】
　まず、端末番組画像生成部７３の音声再生について説明する。端末番組画像生成部７３
は、端末音声同期部１０９と、音声再生部１１１と、音声送出部１１３を備える。端末音
声同期部１０９は、各音声量子と音楽素材とを同期させる。音声再生部１１１は、同期後
の各音声量子及び音楽素材を再生させる。音声送出部１１３は、スピーカ７６に対して音
声を送信して再生させる。
【００５０】
　続いて、端末番組画像生成部７３が備える画像生成部１１５による画像表示について説
明する。画像生成部１１５は、キャラクタ動画像生成部１３７と、番組画像作成部１３９
を備える。キャラクタ動画像生成部１３７は、シナリオデータに基づき、３Ｄベクトルデ
ータ処理により、キャラクタの画像からキャラクタのアニメーション画像を作成する。番
組画像作成部１３９は、作成したキャラクタ動画像と画像・映像素材を合成して番組画像
を作成する。
【００５１】
　ある音声量子に対しては、画像生成部１１５による番組画像の作成処理の終了後に、画
像の表示と音声の再生が行われる場合がありうる。この場合、音声再生部１１１により再
生される音声量子と、画像生成部１１５による番組画像の作成処理の基礎となる音声量子
とは異なる。そのため、端末番組画像生成部７３は、音声再生部１１１による再生と、画
像生成部１１５による番組画像の表示とを同期させる同期部１１９を備える。同期部１１
９は、音声用周波数解析部１３１と、タイミング制御部１３３を備える。音声用周波数解
析部１３１は、音声再生部１１１で再生される音声量子の周波数を解析して再生時間デー
タを検出する。タイミング制御部１３３は、再生時間データと、画像生成部１１５からの
番組画像の生成処理に必要な時間とを比較して、音声再生部１１１に対して再生のタイミ
ングを制御する。
【００５２】
　図１０は、図８の動画データ生成部４９の構成及び動作を説明するための概念ブロック
図である。動画データ生成部４９は、音声量子記憶部６２に記憶された各音声量子、シナ
リオデータ生成部５１により生成されたシナリオデータ、キャラクタ画像記憶部２７に記
憶されたキャラクタの画像データ、コンテンツ記憶部２１に記憶されたコンテンツを用い
て、動画データを作成する。動画データ生成部４９は、音声同期部１５９と、画像生成部
１６１と、２Ｄベクトル量子化部１６３と、連像画像記憶部１６５と、合成部１６７と、
動画データ記憶部１６９を備える。音声同期部１５９は、各音声量子と音楽素材を同期す
る。画像生成部１６１は、番組画像を生成する（図９の画像生成部１１５参照）。２Ｄベ
クトル量子化部１６３は、生成された番組画像に対して２Ｄベクトル処理を行い連続画像
である画像１、・・・、画像ｎを生成する。連像画像記憶部１６５は、連続画像を記憶す
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データを生成する。動画データ記憶部１６９は、生成された動画データを記憶する。
【００５３】
　なお、遠隔再生処理装置９は、動画データを再生することも可能である。そのため、入
力支援装置３や遠隔再生処理装置９のユーザの指示により、遠隔再生装置１１だけでなく
、遠隔再生処理装置９に対しても動画データを送信するようにしてもよい。これにより、
例えば入力支援装置３のユーザが、複数の端末に同時に同じ表示をさせる場合などに、遠
隔再生処理装置９の処理を軽減することが可能になる。ただし、動画データは、送信デー
タ量が大きくなる可能性がある。そのため、データ送信部６３と動画データ送信部６５が
、データ量や通信状況により、シナリオデータ等の送信とするか、又は、動画データを送
信するかを自動的に選択するようにしてもよい。
【００５４】
　また、音声量子は、例えば、「ひさしぶりね」という、発声されてから音声が一時的に
途切れるまでの一連の音声を基準にして量子化したりするように、入力された音声を基準
にして量子化されたものであってもよい。また、音声量子は、一定の時間（例えば、３０
分の１秒など）を基準にして量子化されたものであってもよい。
【００５５】
　さらに、図８のコマンド抽出部４３は、入力された音声の振幅を検出して、口の開き具
合を検出してキャラクタ画像を生成することも可能である。
【００５６】
　このような遠隔再生が可能になることにより、例えば、遠隔再生処理装置９等の前に人
がいたときに、ＣＧキャラクタの音声として「久しぶりね」と入力することにより、遠隔
再生処理装置９等でＣＧキャラクタが「久しぶりね」と話すように表示することができる
。これにより、リアルタイムなコンテンツの演出だけでなく、視聴者が参加する形でのコ
ンテンツが実現可能になる。さらに、注目度・話題性・認知度も上がり、さらに、実写と
の連携を図ることから、臨場感が向上する。さらに、疑似的な会話が可能になり、人の誘
導など、場面に合ったコンテンツを実現することが可能になる。
【符号の説明】
【００５７】
　１　番組生成システム、３　入力支援装置、５　入力装置、７　表示装置、９　遠隔再
生処理装置、１１　遠隔再生装置、２１　コンテンツ記憶部、２３　指定コマンド記憶部
、２５　表現要素記憶部、２７　キャラクタ画像記憶部、２９　素材データ、３１　言葉
データ、４１　感情識別部、４３　コマンド抽出部、４４　修正履歴記憶部、４５　動作
コマンド記憶部、４７　確認再生部、４９　動画データ生成部、５１　シナリオデータ生
成部
【要約】
【目的】　視聴者にコンテンツを紹介するためのキャラクタの動作を、適切かつ簡易に作
成可能な入力支援装置等を提供する。
【構成】　入力支援装置３の利用者は、入力装置５に、キャラクタの動作を指定する指定
コマンドの入力処理をする。このキャラクタの動作は、コンテンツを紹介するためのもの
である。入力支援装置３は、指定コマンドの入力処理を支援する。コンテンツは、素材デ
ータ２９と言葉データ３１を含む。言葉データ３１は、キャラクタが発する音声を含む。
感情識別部４１は、素材データ２９及び言葉データ３１を分析して、キャラクタが表現す
べき感情類型を推論する。コマンド抽出部４３は、コマンド抽出手段は、キャラクタの動
作を、指定コマンド及び音声だけでなく、推論された感情類型にも基づいて決定して、動
作コマンドを生成する。確認再生部４７は、コマンド抽出部４３が作成した番組案を表示
装置７に表示させて、利用者に確認させる。
【選択図】　図１
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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