
問題自動生成の有用性

情報通信技術の発達とともにeラー

ニングは身近なものとなっています．e

ラーニングの大きな利点の１つは，学

習者自身のペースや達成度，興味に合

わせて学習を進められることです．し

かしその反面，多様な学習者の達成度

や興味に合わせるために，膨大な数の

教材を作成する必要があります．

この問題を解決するために，我々は

教材を自動的に生成する技術の研究開

発に取り組みました．そして名古屋大

学で培われてきたeラーニング技術と

NTTで培われてきた機械学習技術を

融合させることにより，英語の多肢選

択式短文穴埋め問題自動生成システ

ム「MAGIC（Multiple-choice Auto-

matic GeneratIon system for Cloze

questions）」を開発しました（1）．生成

する教材として，英語の短文穴埋め問

題に着目した理由はいくつかあります．

まず１つに，多くの日本人が英語の学

習に取り組んでいますし，英語学習は日

本だけでなく世界中で需要があります．

また，短文穴埋め問題はTOEIC＊１や

大学入試センター試験など多くの英語

試験で採用される一般的な問題形式

です．

MAGICの利用方法としては，まず

１文以上の英文を入力します．このと

き１つの英文だけを入力しても良いで

すし，新聞記事や小説をまとめて入力

することもできます．MAGICは，入

力された複数の英文を英語の問題とし

て適切な順に並び替え，それぞれの英

文の一部を空欄にした問題文と，４つ

の選択肢を出力します．MAGICの入

出力例を図１に示します．

また，MAGICにはさまざまな活用

方法が考えられます．例えば，サッカー

好きな人はサッカーの記事で学習する

ことができますし，小説の好きな人は

好きな作家の文章で学習することもで

きます．自分の興味のある英文を入力

することによって，楽しみながら学習

することができるのです．さらに，学

習者の目的に合った英語を学習するこ

ともできます．例えば，ビジネス英語

を学びたければビジネスニュース，科

学技術英語を学びたければ論文，旅

行英語を学びたければ旅行ガイド文を

入力すれば，目的に合った問題が生成

されます．苦手な分野の問題を集中的

に生成することにより，弱点の克服に
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機械学習に基づく英語穴埋め問題の自動生成

図１　MAGICの入出力例 
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Mobile phones and the Internet have given rise to a 
wide variety of new styles of communication, and it 
is now possible for people to communicate much 
more easily and with much less effort. But as we 
strive for greater convenience and comfort, we must 
also ensure that ICT technology still makes a real 
contribution to people's well-being. For example, 
new social issues such as a lack of communication 
skills and the exclusion of older generations by the 
digital divide are becoming increasingly prominent 
in the 21st century. Our pursuit of rationality in 
telecommunications is not necessarily compatible 
with irrational human attributes such as the 
emotional responses of users. The goal of a true 
communications environment should be to enrich 
human mind and experience. 

英文番号：5  
The goal of a true communications environment 
should be to (            ) human mind and experience. 

[1] enrich（正答）  [2] style  [3] send  [4] play 

英文番号：4  
Our pursuit of rationality in telecommunications is 
not necessarily compatible (            ) irrational 
human attributes such as the emotional responses 
of users.  

[1] on  [2] at  [3] with（正答）  [4] of

英文番号：1  
Mobile phones and the Internet have given rise to a 
wide variety of new styles of communication, and it 
is now possible for people to communicate (            ) 
more easily and with much less effort.  

[1] much（正答）  [2] many  [3] more  [4] most

私たちは英語の短文穴埋め問題を自動的に作成するためのシス
テム「MAGIC」を構築しました．MAGICは，機械学習技術を用い
て人手で作成された問題の特徴を抽出し，自動的に適切な問題文
の選択，空欄個所の決定，選択肢の生成を行います．
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使うこともできます．

興味や目的は人によって異なります

し，同じ人でも時間が経てば変化する

こともあります．このため，多くの学

習者それぞれの興味や目的すべてに合

致した問題を入手することは困難です

が，MAGICを使うことでその実現に

近づけることができるのです．

機械学習によるルール抽出

MAGICは以下の３つのモジュール

から成り立っています．

① 問題として適した順に英文を並

び替える

②　空欄個所を決める

③　選択肢を生成する

MAGICにおける処理の流れを図２

に示します．それぞれのモジュールにお

いて，どういう英文が問題として適切

か，どこを空欄にすれば良いのか，ど

のような選択肢が適切か，という基準

やルールを決める必要があります．し

かしながら，明確な基準が決められて

いるわけではないですし，実際に問題

を作成している人でも明示的なルール

に基づいて作成しているわけでもあり

ません．

MAGICでは機械学習技術を活用

し，これらのルールを自動的に抽出し

ています．機械学習とは，コンピュー

タを用いて与えられた訓練データから

統計的ルールを自動的に発見するため

の技術です．MAGICにおける訓練

データは，人手で作成された短文穴埋

め問題です．人手で作成された問題に

使われている英文を解析することに

よって，問題として適切な英文のルー

ルを学習できます．また同様に適切な

空欄の位置，適切な選択肢のルールも

機械学習を用いて抽出することができ

ます．

訓練データを変更することによって

学習されるルールが変わるので，生成

される問題の性質を変えることもでき

ます．例えば，TOEICの問題集を訓

練データとするとTOEICと同じ傾向の

問題が作成できます．また，難易度の

高い問題を訓練データとすれば，難し

い問題が生成されやすくなります．

問題生成の流れ

次にそれぞれのモジュールの具体的

な説明を行います．

（1） 英文の並び替え

入力された複数の文の中には，英語

問題として適切な文も不適切な文も含

まれます．例えば，重要な熟語や文法

構造を持つ文は，問題として適切な文

入力：英文 
 

①英文の並び替え 

②空欄位置の決定 

③選択肢の生成 

出力：短文穴埋め問題 

訓練データ 
（人手で作成された問題） 

統計的ルール 

辞書 

機械学習 

図２　MAGICにおける処理の流れ 



だと考えられます．MAGICでは，機

械学習技術の１つである優先度学習（2）

を用いて，人手で作成された問題（訓

練データ）と一般的な英文を比較し，

英文の並び替えを行います（図３）．

優先度学習によって，訓練データによ

り似ている文に，より高い優先度を割

り当てることができます．文どうしの

類似度は含まれる単語や品詞の頻度で

測ることができます．入力された文を

優先度が高い順に並び替えることによ

り，ユーザには問題として適切な文

を使って学習をしてもらうことができ

ます．

（2） 空欄位置の決定

１つの英文が与えられたときの空欄

位置の決定は，機械学習における系列

ラベリング問題とみなすことができま

す．系列ラベリング問題とは，与えら

れた入力系列に対して最適なラベル系

列を出力する問題です．今回の場合，

入力系列は文（単語系列），出力ラベ

ル系列は空欄の位置を表すラベル系列

です．例えば出力ラベル系列は，空欄

の開始を表すＢ，空欄の続きを表す

Ｉ，空欄以外を表すＯを用いて，図４

のように表現できます．MAGICでは，

系列ラベリング問題で高い性能を達成

しているCRF（ Conditional Ran-

dom Field：確率的条件場）（3）を用

いています．CRFではラベル系列を決

定するための特徴量＊２が必要となりま

す．空欄の位置は，空欄となる単語や

その品詞，およびその前後の単語・品

詞によって影響されると考えられるた

め，これら前後の単語・品詞を特徴量

としました．CRFを用いることにより，

従来技術に比べより高い精度で空欄で

あった位置を予測することを確認して

います．

（3） 選択肢の生成

選択肢は訓練データから得られた統

計的な割合とパターンに基づいて生成

します．人手で作成された問題を解析

したところ，空欄にした単語の品詞に

よって選択肢は大きく２つのタイプに

分類できました．

タイプ１は，選択肢となり得る単語

が限定されている品詞です．例えば，

前置詞（of）が空欄である場合，誤

選択肢として同じ前置詞（to，in，

at）が高い確率で用いられていました．
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図３　優先度に基づく英文の並び替え 

図４　空欄位置決定と系列ラベリング 
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＊２ 特徴量：ラベルと単語の関連性を表す値．
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前置詞のほかに，疑問詞，助動詞な

どもこのタイプになります．このタイプ

では，品詞と出現単語の割合を考慮す

ることによって，確率的に選択肢を生

成することができます．

タイプ２は，活用や形などにパターン

がある品詞です．動詞，形容詞，名詞

などがこのタイプになります．例えば，

活用を変化させた選択肢（a s k，

asked，asking，asks）や，語頭・

語尾が共通している選択肢（defec-

tive, elective, emotive, active），

意味的に類似している選択肢（told,

said, spoke, talked）などのパター

ンがあります．このタイプでは，品詞

ごとにパターンを統計的な割合に従っ

て選択し，辞書を用いて選択肢を生成

することができます．選択肢生成の流

れを図５に示します．

今後の展開

現在は問題としての適切さを軸に英

文の並び替えを行っていますが，今後

学習者の興味やレベル（4）に応じて英

文を並び替えるという機能の拡張も考

えられます．これによって，よりそれぞ

れの個人に適した学習が可能になりま

す．また，本技術と同様の枠組みを用

いて，英語以外の言語の問題の自動生

成をしたり，さらに今回得られた知見

を生かして，語学だけでなく歴史や数

学など，ほかの教科の教材の自動生成

へ発展が期待されます．
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図５　選択肢生成の流れ 

空欄位置の単語（正答）とその品詞 
 

品詞の種類 
 

誤選択肢の品詞を決定 
（正答と同じ・違う） 
 

タイプ１ 

訓練データと同じ割合で 
誤選択肢を選択 
 

誤選択肢のパターンを決定 
（活用，語頭・語尾，関連語 
など） 

タイプ２ 
 

辞書から誤選択肢を選択 

（上段左から）岩田 具治/ 後藤 拓也/

小尻 智子

（下段左から）渡邉 豊英/ 山田 武士

機械学習技術を用いて社会を豊かにする
ことを目指し，これからも研究を進めてい
きます．
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