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漫才ロボットの台詞表示システムの開発
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概要

2体の小型ロボットによる漫才実演の際にWebブラウザ上に台詞をリアルタイムで表示させ
るシステムを開発した．このシステムは，漫才ロボットが音声を再生するタイミングに同期して
それぞれの台詞を吹き出しの中に表示させる．このロボットシステムは分散型ロボット用ミドル
ウェアを用いて開発されており，ソフトウェアコンポーネント群によって制御されるが，この台
詞表示システムもソフトウェアコンポーネントの 1つから呼び出される．このシステムを用いる
ことによって，周囲に騒音があり漫才ロボットが発する音声が聞き取りにくい環境であっても観
客に台詞を伝えることができる．
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1 はじめに

漫才ロボットとは，コミュニケーションロボットの一種で，インターネット上の情報を活用して観
客から与えられたお題 (キーワード)に関する漫才台本を自動生成し演じることができる 2体のロボッ
トである [1]-[4]．漫才ロボットは，全高 1 mのロボット (あいちゃん)と 0.5 mのロボット (ゴン太)の
2体から成る．これらのロボットが有機 ELディスプレイの眼によって表情を表示しながら合成音声
によって漫才の対話を実行する．

その後，可搬性を有し低コストなシステムを目指して小型の漫才ロボットが開発された [5]．これ
は全高 25 cm (あいちゃん，図 1左)と 15 cm (ゴン太，図 1右)のロボットから成るシステムで，スー
ツケース 1つで運搬することができる．このロボットシステムの開発においては制御ソフトウェアの
コンポーネント化も目標に含まれており，分散型ミドルウェア (RTミドルウェア [6])上で開発が行わ
れた．また，関西方言の音声合成システムを採用し，より自然な対話を実現した．

このシステムではロボットの音声をスピーカーで提示しているが，展示の際に周囲の騒音によって
漫才対話が観客に十分に聞こえないことがあった．そこで，本研究ではロボットの台詞をリアルタイ
ムで表示するシステムを開発した．
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図 1: 小型漫才ロボット

2 小型漫才ロボットの制御 [5]

図 2に小型漫才ロボットのシステム構成図を示す．PCは 2台使用し，1台目の PCは，表情データ
を管理するWWWサーバ，音声生成管理，漫才台本の時間管理からなるコントローラ，2台のロボッ
トの表情データ管理，および，1台目のロボット (あいちゃん)の動作生成を行う．もう 1台の PCで
は，2台目のロボット (ゴン太)の動作生成を管理する．ロボット台車の制御，音声再生はそれぞれの
PCに分担させることで，音声の発生源の変更やハードウェア管理を容易にしている．
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図 2: 小型漫才ロボットのシステム構成
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小型漫才ロボットシステムでは，音声合成の計算コストの点から，あらかじめ全ての進行時の音声
を生成する構成となっている．音声ファイルは，漫才台本中のセリフからエーアイの AITalk関西弁
風話者 SDKを用いて生成している．生成した音声ファイルは，Windowsファイル共有により，それ
ぞれの PCからアクセスする．顔表情は，iPod touch付属のWebブラウザでWWWサーバ上のWeb

ページを参照して呈示している．表情の更新は，WWWサーバで再生するファイルを差し替えること
で，実現できる．

このシステム構成をもとに，それぞれの機能を RTコンポーネントとして実装する．2台の PCの
OSはWindows 7，開発環境として，Open RTM-aist 1.1.0の C++版および Python版を使用する．作
成した RTコンポーネントは，漫才ロボット管理，漫才演出時の顔表情生成，ロボット台車の制御，
音声再生の 4種類であり，顔表情生成，ロボット台車の制御，音声再生は，それぞれのロボットに対
してコンポーネントを割り当てている．

漫才ロボット管理コンポーネントでは，漫才台本自動生成システムで生成された漫才台本のXML

ファイルから，各ロボットが発するセリフ音声を生成する．音声生成後，漫才台本の XMLファイル
に従い，顔表情生成，ロボット台車の制御，音声再生の各コンポーネントにデータを送ることで，各
コンポーネントを制御する．音声再生コンポーネントから音声再生の終了情報を受け取り，台本の進
行管理を行う．

以上の RTコンポーネント群により小型漫才ロボットを制御する．そして，従来の漫才ロボットで
使用しているものと同じ漫才台本 XMLファイルを用いて，音声再生，ロボット動作，表情生成を行
い，実験により動作の検証を行っている．

3 台詞表示システム

3.1 概要

本システムは 2体の漫才ロボットの台詞をWebブラウザ上に表示するものである．図 3に示すよ
うに，Webブラウザにそれぞれのロボットに対応するアイコンを示し，それらにつなげられた吹き出
しの中に台詞を出力する．これによって 2体のうちどちらのロボットの台詞であるかを知ることがで
きる．

漫才ロボットの対話が進むにつれて吹き出しに対応する記述が HTMLファイルの末尾に追加され
るが，自動スクロール機能によってその時点で発話されている台詞がディスプレイ上に表示されるよ
うになっている．後述するスクリプトが正確に動作するWebブラウザであれば，どのWebブラウザ
でも動作する．現時点では Google ChromeとMozilla Firefoxの最新版で動作確認できている．

3.2 HTMLファイルの生成

台詞表示システムは，漫才実行制御用の RTコンポーネントから呼び出され台詞を表示する．この
システムは C#にて開発されている．台詞表示システムが起動されると，まず設定ファイルとテンプ
レートファイルを読み込む．設定ファイルには，漫才台本のファイル名とHTMLファイルの出力先が
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図 3: 台詞表示システムのスクリーンショット

記載されている．また，テンプレートファイルには，アイコン，吹き出し，スクリプトなどのHTML

ファイルの部品が保存されている．

吹き出しの描画はスタイルシートの標準機能を用いて行っている．これによって，台詞の文字数と
Webブラウザの幅の関係に応じて台詞が自動的に改行され，その周囲を枠線が囲むようになっている．

3.3 画面の自動スクロール機能

上述のように，吹き出しに関する記述は漫才の進捗に応じて HTMLファイルの下部に追加される
が，自動スクロール機能によって常に現時点の台詞が表示されるようになっている．この機能の実現
には JavaScriptで書かれたスクリプトを利用している．このスクリプトは上記のHTMLファイルの中
に記載されている．

自動スクロール機能を実現しているスクリプトを図 4に示す．このスクリプトでは 10行目にて周
期的実行の設定をしている．本システムでは window.setInterval()の第 2引数にて周期を 20

msに設定している．スクロール機能はスクリプト中の Itv()という関数に実装されている．この関
数は，HTMLにより記述されるページの上端から下端まで (正確には下端からディスプレイの高さを
引いた位置)まで段階的にスクロールする．ページの上端から下端までの長さを hと置くと，最初の
スクロールにてまず 1

2
hページまで移動し，次のスクロールにて 3

4
h(= 1

2
h + 1

4
h)ページまで移動す

る．この処理を上記の周期 (20 ms)にて繰り返すことによって，段階的にスクロールが実行され，観
客からはページのスクロールがアニメーションのように見える．ページの下端が表示された 1 s後，
HTMLファイルを再読み込みし，内容を更新する．
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var DownRate=1/2

var Dtp = 1 - DownRate

var TpL = -1

var obj

var itv_id

var Hei

window.onload = function(){

//初期設定
obj = document.getElementById( "body" )

itv_id = window.setInterval( Itv , 20 )

Hei = obj.scrollHeight-window.innerHeight

}

function Itv(){

Top = obj.scrollTop

if( Top == TpL ){

//下に到達した
window.clearInterval( itv_id )

setTimeout( Rel , 1000 )

}else{

//スクロールダウン
obj.scrollTop = Top * Dtp + Hei * DownRate

TpL = Top

}

}

図 4: 自動スクロールを実現する JavaScriptのスクリプト

4 おわりに

小型漫才ロボットの台詞をリアルタイムでWebブラウザに表示する RTコンポーネントを開発し
た．このシステムでは漫才の進行に伴って吹き出しの中に台詞が表示されるため，台詞が聞き取りに
くい場面において観客が内容を理解するのに役立つ．

本システムは 2014年 8月 19日から 9月 2日までの大学都市 KOBE!発信プロジェクト，2014年 9

月 11日，12日のイノベーション・ジャパン 2014大学見本市における展示，2015年 3月 14日，15日
の西宮阪急子育て文化祭にて稼働し，騒音の多い中での小型漫才ロボットの展示に大きく貢献した．
今後，ロボットの表情に対応してロボットのイラストを変化させたり，吹き出しの形やフォントを変
化させたりといった改良を検討したい．
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