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背景 

人とロボットとの円滑なコミュニケーションの 
手助けとなるものが必要 

コミュニケーションロボット 人 

共存 

人とロボットのコミュニケーションは円滑に行われていない しかし 



背景 

参考文献:神田崇行，石黒浩，小野哲雄，今井倫太，中津良平， 

「人-ロボットの対話におけるロボット同士の対話観察の効果」，電子情報通信学会論文誌Vol.J85-D-I No.7，pp.691-700, 2002. 

ロボット同士の対話観察を人が行うことで、人とロボットと
の自然で円滑なコミュニケーションが可能になる 

漫才 ロボット同士の対話 

ロボット漫才 



 

 

 

 

 

 
 

ロボット漫才 

アイちゃん 

（ツッコミ） 
ゴン太 
（ボケ） 

ロボットが漫才を演じることで娯
楽的なロボット同士の対話観察を

ユーザに提供 

漫才の題材に時事ネタを取り入
れることでニュース離れの克服も

期待できる 

なんでやねん！ 



ロボット漫才の流れ 

ユーザがお題を入力 

お題に関連したニュース記事を  
Webから取得 

漫才の台本を自動生成 

ロボットが漫才を行う 



漫才の構成（三段構成） 

つかみ 

本ネタ 

オチ 

漫才の導入部分 
挨拶と一笑い 

漫才の主軸となる部分
ニュース記事を読み上げ
て紹介しながら様々なボ
ケとツッコミで笑いを取る 

まとめと最後の笑い 

表情ボケ 

言葉遊び
ノリツッコミ 

過剰ボケ 
対立ボケ 

謎かけ 



対立ボケ 

「２０２０年夏季五輪の開催都
市は東京が選ばれた」 

ボケ ツッコミ 

あれやろ？ 

近畿地方に属する日本の都道
府県の一つやろ？ 

なるほど 

ところで東京ってどんなかわ
かってるか？ 

お前それ大阪と勘違いしてるやろ。
東京は、日本の関東地方南部に位
置し、1869年2月11日以来、日本の
首都が置かれている都市、地域や! 

そうなんか、まあでも 
似たようなもんやろ 

どこがやねん、怒られるで！ 

ニュース記事だけでは得られない知識の拡大 
対立関係は直感的に把握しやすくボケとして明確 

対立関係 



対立関係の特徴 

 

• 共通の上位概念を持つ 

• 語の意味が対照的である 

• 実際の対戦経験がある 

• 属性の属性値が近似している 

• 言語使用域が近似している 

 

 

 

 

対立関係を持つ語同士は 



対立関係の定義 

 

 

• 東京大阪：日本の都市 

• 野球サッカー：球技 

 

 

• 野球サッカー：野球と同じくらいメジャー 

• 野球フットサル：野球程普及していない 

対立関係を持つ語同士は共通の上位概念を持つ 

対立関係を持つ語同士の認知度は互いに近い 



「東京」の上位概念語 

 

 
「東京」の上位概念 

日本の都市 

ミリオンモンキーズに登場する実在都市 

就航都市 

就航地 

グループ 

過去に存在した店舗 

オリジナルアルバム 

曲 

シングル 

収録曲 

登場人物 

作品 

対立関係を持つ語同士は共通の上位概念を持つ 

共通の上位概念を持つ語 
同位語 

Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ
の階層構造

より 



上位概念語の重み 

• 上位概念語にはそれぞれ重みを持たせる 

 

• 少数の概念だけに含まれる上位概念語の方がより重要性が高い 

– 日本の都市 下位概念語数： 24語  

– 作品        下位概念語数： 120257語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同位語にキーワードと共通の上位語の重みを加算する 

㏒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

     全ての概念語の数 

その概念語が持つ下位概念語の数 
重み＝ 

重要 



「東京」の上位概念語と重み 

 
「東京」の上位概念 下位概念語数 重み 

ミリオンモンキーズに登場する実在都市 ９ １２.６ 

日本の都市 ２４ １１.７ 

就航都市 ２４０ ９.４ 

就航地 ２５８ ９.３ 

グループ ３３３ ９.１ 

過去に存在した店舗 ３４７ ９.０ 

オリジナルアルバム １１００ ７.８ 

曲 ３７１７ ６.７ 

シングル １９５１９ ５.０ 

収録曲 ３５９８１ ４.４ 

登場人物 ９５６６２ ３.４ 

作品 １２０２５７ ３.２ 



「東京」の同位語と重み 

「東京」の同位語 重み 

ニューヨーク ３５.１ 

シドニー ３４.２ 

ロンドン ３３.９ 

パリ ３３.９ 

居酒屋 ３１.８ 

バンクーバー ３０.７ 

北京 ３０.７ 

ひまわり ３０.６ 

上海 ２６.３ 

大阪 ２４.５ 



認知度比 

 

 

• 認知度≒検索結果数 

• キーワードと同位語それぞれの検索結果数の比率
から対立語を取得する 

 

対立関係を持つ語同士の認知度は互いに近い 

|X|:キーワードの検索結果数 

|Y|:対立候補語の検索結果数 

認知度比 ＝  1 -  
abs  (|X|-|Y|) 

max (|X|, |Y|) 
_________________ 



「東京」の同位語と重み 

「東京」の同位語 検索結果数 認知度比 

東京 ３２４００００００ １.００ 

ニューヨーク １６１０００００ ０.０５ 

シドニー ２７５００００ ０.０１ 

ロンドン １６２０００００ ０.０５ 

パリ １７６０００００ ０.０５ 

居酒屋 ４０７０００００ ０.１７ 

バンクーバー ２４３００００ ０.０１ 

北京 ６２５００００００ ０.５２ 

ひまわり ９０５００００ ０.０３ 

上海 １３０００００００ ０.４１ 

大阪 ４７０００００００ ０.６９ 



「東京」の対立語抽出結果 

 「東京」の同位語 重み 重み正規化 認知度比 相乗平均 

ニューヨーク 35.1 100% 5% 22.4% 

シドニー 34.2 97% 1% 9.8% 

ロンドン 33.9 97% 5% 22.0% 

パリ 33.9 97% 6% 24.1% 

居酒屋 31.8 90% 17% 39.1% 

バンクーバー 30.7 87% 1% 9.3% 

北京 30.7 87% 45% 62.5% 

ひまわり 30.6 87% 3% 16.6% 

上海 26.3 75% 51% 61.8% 

大阪 24.5 70% 60% 64.8% 



「野球」の対立語抽出結果 

 同位語 重み 重み正規化 認知度比 相乗平均 

サッカー 78.1 100% 99% 99.5% 

バレーボール 78.1 100% 37% 60.8% 

バスケ 55.2 71% 36% 50.6% 

ソフトボール 44.8 57% 0% 0.0% 

アイスホッケー 40.0 51% 1% 7.1% 

テニス 34.1 44% 55% 49.2% 

フットサル 33.6 43% 6% 16.1% 

ゴルフ 30.4 39% 78% 55.2% 

巨人の星 26.6 34% 1% 5.8% 

カーリング 20.7 26% 1% 5.1% 



対立ボケ 

「２０２０年夏季五輪の開催都
市は東京が選ばれた」 

ボケ ツッコミ 

あれやろ？ 

近畿地方に属する日本の都道
府県の一つやろ？ 

なるほど 

ところで東京ってどんなかわ
かってるか？ 

お前それ大阪と勘違いしてるやろ。
東京は、日本の関東地方南部に位
置し、1869年2月11日以来、日本の
首都が置かれている都市、地域や! 

そうなんか、まあでも 
似たようなもんやろ 

どこがやねん、怒られるで！ 

Wikipediaの最初の一文 



実験 

 

• 目的 
– 提案手法によりキーワードから取得される対立語の考察を行う 

 

 

• キーワード 
– YahooのWebニュース記事の記事タイトルを形態素解析して単語を取
得しWikipediaに項目が存在する単語をキーワードに設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



結果と考察 

キーワード 対立語 

日本 中国 

アメリカ フランス 

イチロー 松井秀樹 

バラク・オバマ ジョージ・ワシントン 

与党 野党 

チェス オセロ 

インターネット 新聞 

マイクロソフト 東芝 

マクドナルド 吉野家 

エベレスト 阿里山 

車 祖父 

結婚 四季 

キーワードに関して概ね関連性の
高い語が取得された 

認知度を考慮することにより 

上位概念語が共通の語でも一意
に対立語らしい語を決定できた 

上位概念語が適切でない 

対立語候補の同位語の取得が
Wikipedia記事に依存している 

他の対立関係の特徴も加味し 

対立関係の定義を追加してより
対立語らしい語を取得する 



動画 



まとめと今後の課題 

• まとめ 

– 人とロボットの円滑なコミュニケーションの実現を目的に
ロボット漫才のための漫才台本自動生成手法を提案 

– 対立語に着目した対立ボケの生成手法を提案した。 

 

• 課題 

– ロボット漫才の有用性の確認 

– 対立語の定義についての追求 


