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出現・消失物体探しクイズの生成
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はじめに
日本における認知症の患者数は約 462 万人であり，

65 歳以上の約 4 人に 1 人が認知症もしくはその予備群
と推計されている．認知症は医療や介護のコスト増加，
労働力の損失など，本人だけではなく家族や地域社会
を巻き込んだ多くの社会問題の発端であり，その予防
が重要視されている．近年，認知症予防法として運動
課題と認知課題を同時に行うデュアルタスクが有効で
あると言われており，国立長寿医療研究センターはコ
グニサイズと呼ばれる予防法を開発した [1]．コグニサ
イズでは，数字の数え上げや暗算を行い，数値や計算
結果が予め決められた数になった際に行動を変更した
り，しりとりをしながら言葉を覚えるといった数字や

図 1: システム画面とクイズ生成例（出現物体：りんご）

言語の記憶，計算に基づく認知課題が課される．しか
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し，認知課題の多様性の観点から，これらの課題以外
にも，感覚情報を利用するなどの他の認知課題も必要
である．そこで我々は，運動課題と同時に行う新たな
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認知課題を検討し，デュアルタスクを実施するための

変化領域

変化領域の説明文の選択

システムを開発している．本研究では，認知課題とし

変化領域に対する説明文

て，周辺環境に対する視覚的な注意と記憶に着目した

文章類似度による
出現消失物体の説明文選択

出現・消失物体探しクイズを提案し，その自動生成シ
ステムを実装した．
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選択肢作成

出現・消失物体探しクイズ
本研究で提案する出現・消失物体探しクイズは，歩

図 2: クイズ生成システムのフロー

行を運動課題とした場合に行うことができる認知課題
として長谷川式認知症評価スケール [2] を参考に考案
したものである．この評価スケールには，5 つの物体
を見せた後に，それらを隠して何があったかを答えさ
せて，視覚による記憶能力を評価する項目がある．提
案するクイズでは，家庭内の状況変化を用いて日常的
に実施することを目指しており、同じ場所で過去に存
在しなかった物体が出現，または過去に存在した物体
が消失した時に，その物体が何であるかを過去の様子
を思い出して答えさせる (図 1)．
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クイズ生成システム
本システムでは過去の画像と現在の画像を入力とし

クイズを生成する．システム全体の流れを図 2 に示す．

DenseCaptioning 手法によるシーン記述と画像差分によ
る変化領域検出に基づいて出現・消失物体を検出しク
イズを自動生成する．なお，認知課題の負荷が過剰に
大きくなることを抑えるために，クイズは 4 択形式に
する．次に各処理について説明する．
まず，シーンを記述するために Johnson らによって
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提案された DenseCaptioning[3] を使用する．DenseCap-

tioning は入力画像中の物体存在領域ごとに物体や状況を
記述する説明文を出力する．本研究では Visual Genome

region captions データセットによる訓練済みモデルを用
いて説明文を生成する．
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次に，DenseCaptioning は物体を過検出する傾向があ

表 1: 出現物体の領域検出と説明文選択の精度

るため，以下の処理により生成された複数の説明文か
ら出現・消失した物体の領域を安定して検出する．ま
ず，2 つの入力画像から差分を計算することで，変化

領域検出

説明文選択

0°
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±30°

成功

成功

34.0%

29.0%

27.0%

30.7%

成功

失敗
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18.0%

10.0%

10.0%

12.7%

失敗

-

48.0%

61.0%

63.0%

56.7%

成功

成功

32.0%

19.0%

15.0%

23.3%

成功

失敗
(物体誤認識)

36.0%

27.0%

14.0%

30.0%
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-

18.0%

46.0%

54.0%

36.7%

失敗 (未検出)

-

14.0%

8.0%

3.0%

10.0%

0.0%

0.0%

14.0%

0.0%

文章
類似
度のみ

領域を検出する．カメラの撮影位置ずれがあっても変
化領域を正しく検出するために，2 つの入力画像から

変化
領域
検出
あり

SIFT 特徴に基づく対応点を抽出し，ホモグラフィ変換
後の画像で差分を計算する．この差分画像を 2 値化す
ることで変化領域を検出する．そして，各説明文に対

ホモグラフィ変換失敗

±15°まで
43.3%
56.7%
53.3%

46.7%

応する領域と変化領域を比較することにより，変化領
域に対する説明文のみを選択する．説明文に対応する
領域が 10 ％以上変化領域を占める場合にクイズの正解

く出現した物体を示すことに成功した割合は文章類似

説明文の候補とする．最後に画像撮影位置および角度

度のみで選択した場合より，いずれの角度においても

のずれにより出現・消失物体以外の領域にも変化領域

低くなった．変化領域の検出を用いた場合，説明文に

が生じ，その領域の説明文も正解説明文の候補となる

対応する領域とそれに対する変化領域の面積の割合が

場合を想定し，次の処理を行う．出現物体を検出する

閾値以上になる説明文を選択するため，物体の全体を

場合，選択した正解説明文の候補と過去の画像から生

囲んだ領域の説明文よりも物体の一部を囲んだ領域の

成された説明文との文章類似度をすべての組み合わせ

説明文を多く選択する傾向がある．そのため，物体誤

で計算し，その値が最も低いものをクイズの正解説明

認識の割合が高くなったと考えられる．また，角度 ±30

文として選択する．消失物体の検出も同様に，正解説

度のカメラで撮影した画像で生成したクイズは，ホモ

明文の候補と現在の画像から生成された説明文とで類

グラフィ変換した際に出現物体以外の領域が変化領域

似度を計算し，選択する．また、選択した正解説明文

として多く検出されるため，領域検出失敗の割合が高

に対応する領域を、出現・消失物体の領域とした。

くなったと考えられる．
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実験と考察

まとめ

クイズ生成精度の評価実験を行った．本実験では物

本研究では，認知課題として，以前に視認したこと

体を 4 つ置いた机の上に，さらに１つ物体を出現させ

がある場所で生じている物体の出現や消失を問うクイ

てシステムを適用し，出現物体の領域検出と説明文選

ズを提案し，その生成システムの開発を行った．今後

択の精度を確認した．また，撮影角度を変えて撮影し，

の課題として，DenseCaptioning で生成された説明文か

カメラの位置ずれによるクイズの生成精度への影響を

ら形態素解析などを用いて複数の物体間の関係性を表

確認した．

現した記述を選択し，位置関係などを考慮したクイズ

実験には，りんご，オレンジ，眼鏡，はさみ，スプー
ン，歯ブラシ，マグカップ，腕時計，スマートフォン，

の生成が挙げられる．
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