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認知症診断方法に関する
従来技術とその問題点

・1975年にアメリカで考案されたMMSE（Mini Mental State 
Examination）という点数化された質問形式の知能検査方法
・聖マリアンナ医科大元学長・名誉教授長谷川和夫氏によって
1991年に考案された，質問項目がMMSEより少なく，5～10分程
度で検査できる長谷川式簡易知能評価スケール

・TMT(Trail Making Test), FAB(Frontal Assessment Battery at 
bedside), CDT(Clock Drawing Test：時計描画テスト)，ADAS-
Jcog (エイダス・ジェイコグ)など

従来の方法は，記憶力，計算力，言語力を測定するため，
認知症の疑いがあるという事実を受け入れ難い被験者に
とって心理的抵抗が大きい
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新技術の特徴・従来技術との比較

日常の医療面接でオノマトペが重視される枠組みを構築するこ
とで，健常時から自然にオノマトペを観察することを容易にし，
高齢者に心理的身体的負担をかけることなく，認知症の初期症
状として観察される記憶力の低下だけでなく，質感認知能力の
低下まで簡便な方法で早期に発見するための手法の提案

認知症者について，物体が濡れているのか光っているのか区
別できない，雪か砂か区別できない，といった質感認知障害が
報告されている
鈴木 (2015)．ヒトの質感認知－損傷脳における質感認知障害，BRAIN 
and NERVE－神経研究の進歩，67(6), 701-709.
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呈示刺激例：触素材
スライム 人工芝 アルミ ゲル球入り 手芸わた

砂利 防振パッド 生地ファー ヘチマたわし ゲルシート

プレーンゴム ペーパー＃８０ スタイロフォーム ガラス 紙

50素材収録「触感サンプルセット」
竹井機器工業への非独占著作権ノウハウ実施許諾契約（2013.2-）
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呈示刺激例：画像

Sharan, L., Rosenholtz, R., & Adelson, E. H. Material perception: 
What can you see in a brief glance? Journal of Vision, vol. 14, no. 9, 
article 12, 2014より
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質感評価方法例

質感表現が「つるつる」といったオノマトペで与えられた場合：
オノマトペを複数の形容詞評価尺度で定量評価を行う

質感表現が「滑らかな－粗い」といった形容詞表現で与えられた
場合：一般的にアンケートで用いられるＳＤ評価値として解析

ここでは，オノマトペ（擬音語・擬態語の総称）を用いた方法
について紹介．
●音と意味に強い関連（音象徴性）があり，失語症の症状を
示す高齢者でも発話しやすい
●失語症患者のオノマトペ使用の実態調査では，失語症患者は
健常者に比べて名詞・動詞の表出が少ない一方，オノマトペの
表出は多く，重度例であっても喚語能力低下の影響を受けにくい
橋本ら(2014). 失語症者のオノマトペ使用に関して，言語聴覚研究, 11(4), 329-338.
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オノマトペ取得方法例

自由想起 ＯＲ それが困難な場合呈示されたオノマトペから選択

スライム

グニャグニャ
サラサラ

人工芝

ゴワゴワ
モフモフ

アルミ

スベスベ
フニフニ

ゲル球入り

コリコリ
フワフワ

手芸わた

モフモフ
ペタペタ

砂利

ゴツゴツ
モコモコ

防振パッド

ボコボコ
カサカサ

生地ファー

フサフサ
グニャグニャ

ヘチマたわし

シャリシャリ
フカフカ

ゲルシート

ペタペタ
ツルツル
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取得されたオノマトペの解析方法例１

「オノマトペのイメージ評価システ
ム, イメージ評価装置, およびイメ
ージ評価用プログラム」
（特許第5354425号）に取得した
オノマトペを入力し，図のように出
力結果を比較することで，健常者
と有意に差があるか，

どのような質感・感性評価尺度に
障害が出ているかを推定

＊画像版は、ネット上などで画像
を提示しながらオノマトペの回答
を求めることができる点が強み
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取得されたオノマトペの解析方法例２

坂本ら(2016)のシステムを利用して若年者と高齢者の触感覚を比
較し，加齢によって触感覚がどのように変化するかを把握
坂本真樹，田原拓也，渡邊淳司：オノマトペ分布図を利用した触感覚の個人差可視化システム
，日本バーチャルリアリティ学会論文誌，21(2) , 213-216 (2016)

健常者 認知症者
実施イメージ
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想定される用途

• 従来の病院での認知症診断方法の代替
脳の損傷部位などの推定・心理的負担のない記
憶障害の把握

• 触素材を用いた方法は，病院の待合室での実
施や介護施設・自宅に送付することで簡便に行
うことができる

• 画像を用いた方法は，ネット，トレーニングジム
などでもエンタメ的に行うことができる

• 認知症予防などのための感性トレーニングアプ
リとしての一般向けの利用
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実用化に向けた課題と企業への期待

• 現在、若年者，高齢者を対象にした実験を随
時行っているが，認知症診断への有効性評
価のために大規模な実証実験がしたい

• 医療用途以外であれば，すでに実装している
アプリケーションがあるため，感性トレーニン
グアプリとして実用化したい
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歌詞作成システムに関する
従来技術とその問題点

●所望のイメージに適した歌詞を持つ楽曲を推薦する技術は

坂本自身の特許技術としてあるが，自動的に「歌詞を作成する」
ものではなかった．

●小説を作成するというプロジェクトはあるが，8割は人手で
行われている．

本提案手法では，音源に合うように，歌詞を自動的に
作成できるため，人手がかからない．
また，歌詞を作る，という人間の創造的作業を支援する
人工知能としての展開ができる
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●仲村哲明，内海彰，坂本真樹：色彩想起と歌詞の関係に基づ
く楽曲検索，人工知能学会論文誌，27(3), 163-175 (2012)

●飯場咲紀，土斐崎龍一，坂本真樹：テキストの感性イメージ
を反映した色彩・フォント推薦，日本バーチャルリアリティ
学会論文誌，18(3), 217-226 (2013)

文章の感性イメージを可視化するシステム

単語から想起される色彩情報を利用して

文章のイメージに合った色を提案したり

色を入力するとイメージに合った文章を提案したり

できる双方向システム

歌詞など
文章

色
画像

新技術の特徴・従来技術との比較
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色彩や画像から，感性イメージに合った歌詞を推薦できる

新技術の特徴・従来技術との比較
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新技術の特徴・従来技術との比較
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2013年8月放送 NHK総合「マサカメTV」の「カラオケが即上達しち
ゃう方法！」で歌詞に合った照明の色を自動推薦するシステムとして紹介

新技術の特徴・従来技術との比較

タッチ
作詞 康珍化
作曲 芹澤廣明

より
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新技術の特徴・従来技術との比較
今回の新技術では，色⇒歌詞を作ってみました

（2017年3月17日付で特許出願）
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新技術の特徴・従来技術との比較
形容詞尺度の読み込み画像読み込み

文章の変換率の設定
オノマトペ変換率の設定

変換したい品詞・文字数，変換の際の同一単語使用数を設定

各形容詞尺度にあう単語を品詞毎にあてはめる

文章を出力

ま
た
は

変換したい文章構成の入力

システムの実行例
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新技術の特徴・従来技術との比較
2017年4月6日仮面女子カフェでの記者発表された「電☆アドベンチャー」の例

音符に合うよう
に適当に文章
を入力

イラスト
や画像
をアップ
ロードする

電☆アドベンチャー
作詞：AI仮面(人工知能)
作曲：谷内翔太

編曲：佐々木久夫



20

想定される用途
１． 絵や写真などの抽象的イメージから歌詞を
自動生成できる。⇒音楽ビジネスへの展開

２． 絵や写真や商品コンセプトから広告コピー

が自動生成できる⇒広告・マーケティングビジネ
スへの展開

３． マンガ家や小説家の文章作成支援

４． 文章作成が苦手な一般の人の支援

５． ゲームアプリへの展開

６． チャットbotなど対話システムとの連携



21

本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：質感表現評価装置，質感表現評価方
法，質感表現評価プログラムおよび質感表現回答シート，

• 出願番号 ：特願2016-207213
• 出願人 ：電気通信大学

• 発明者 ：坂本真樹

• 発明の名称 ：「テキスト生成装置、テキスト生成

方法およびプログラム」

• 出願番号 ：特願2017- 75572
• 出願人 ：電気通信大学

• 発明者 ：坂本真樹
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多分野との産学連携の経歴
企業カテゴリ 共同研究 特許付ソフトウェアライセンス

（カスタマイズ要望多）
消費者調査 質感・感性計測・製品開発 パッケージ・ネーミ

ング等
ビックデータ・Ａ
Ｉ

樹脂製品系 2016年度
継続予定

・オノマトペ質感数量化iPad版
・オノマトペ素材マップiPad版

触覚系質感・感性計測

電子機器系Ａ社 2016年度
継続予定

・コミュニケーション支援システム
特願2016-143763

言語ビックデータ 顧客対応ＡＩ

電子機器系Ｂ社 ・オノマトペ質感数量化iPad版 視覚系質感製品開発

飲料系 2015年度から
継続予定

・オノマトペ味覚数量化システム
・オノマトペ素材マップiPad版
・オノマトペ材料数量化システム

消費者嗜好調査 味覚系感性計測・製品開発 ネーミングと広告コ
ピー提案

データ収集ＡＩ

食品系 食品開発支援 パッケージ

移動体通信系Ａ社 2012年度から
継続予定

質感・感性計測

移動体通信系Ｂ社 アンケートの効率化

化粧品系 2015年度 ・オノマトペ質感数量化システム
・オノマトペ素材マップシステム
・オノマトペ色数量化システム

アンケートの効率化 触覚系質感・感性計測 ネーミング・パッ
ケージ

ロボット系 ・オノマトペ生成システム
・オノマトペ医療数量化システム
・オノマトペ質感数量化システム

対話ＡＩ

自動車系Ａ社 2012-
2013年度

・オノマトペ質感数量化システム マルチメディア系感性計測

自動車系Ｂ社 2012年度 ・オノマトペ質感数量化システム 視覚系感性計測

電子機器系Ｃ社 2011-
2012年度

・テキスト色彩フォントシステム 文章に適した色・
フォント

電子機器系Ｄ社 ・オノマトペ音印象数量化システム ＥＣサイト応用

広告系Ａ社 2006－
2009年度

・比喩システム 広告効果測定 広告手法 ＴＶＣＭ最適化

広告系Ｂ社 2014年度 ・オノマトペ質感数量化システム
・オノマトペ色数量化システム
・オノマトペ生成システム

ネーミング・コ
ピー・デザイン

オートバイ系 ・オノマトペ生成 感性計測
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お問い合わせ先（必須）

電気通信大学

産学官連携センター 今田 智勝

ＴＥＬ ０４２－４４３－５８７１

ＦＡＸ ０４２－４４３－５７２６

e-mail imada@sangaku.uec.ac.jp


