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自然言語理解チーム
応用テーマ： 教育アセスメント×言語処理

教育における言語

（かなり高度な）

思考力・判断力・表現力の
訓練・実践の媒体

自然言語処理

− 記述式答案、作文・エッセイ
− 学習者のメモ、振り返りログ
− 教員の解説・フィードバック

採点・診断・添削
解説・分析・対話
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教育アセスメント×言語処理
これまで

「自動採点」 ≒ エッセイの自動採点

学習者のエッセイ

採点結果

Development Organization
of Ideas

Style

Word Choice

Sentence
Structure

Conventions
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できることは、もっとあるはず
中長期

短中期

open-domain tasks

文法誤り解説生成

how-to-say
（言語）

tipic: Gardening
student essay:
I had ever been to gardening.
Becouse my mother’s hobby is
gardening. And I beyond
gardening club for 11 years …

Before
There are two main approaches to
building CLIR system. The modular
approach involves a pipeline of two
components: translation (machine
translation or bilingual dictionary lookup) and monolingual information
retrieval (IR). These approaches may be
further divided into the document
translation and query translation
approaches. In the former, one translates
all foreign-language documents to the
language of the user query prior to IR
indexing; in the latter, one indexes
foreign-language documents and
translates the query. In both, the idea is
to solve the translation problem
Prompt: Should shops be open on weekends?
separately, so that CLIR becomes
Student essay:
document retrieval in the monolingual
I find it practical to be able to shop on weekends.
setting.

<Past perfect> is used with a certain point of
time to talk about something that happened
before that point. Use <present perfect> to talk
about experiences.

(EMNLP2019, NLP2019言語資源賞, LREC2020)

文法誤り訂正評価
(IJCNLP2017, NAACL2019)

what-to-say
（内容・論理）

論述リライト

…

論述採点

After
There are two main approaches to
develop CLIR system. The modular
approach involves a pipeline of two
components, namely translation (machine
translation or bilingual dictionary look-up)
and monolingual information retrieval (IR).
These approaches may be subdivided into
the document translation and query
translation approaches. In the former, all
the foreign-language documents are
translated to the language of the user
query prior to IR indexing, whereas in the
latter, one indexes the foreign-language
documents and translates the query. In
both the approaches, the concept is to
solve the translation problem so that CLIR
performs document retrieval in a
monolingual setting.

(INLG2019, J.CogSci2020)

Sure, other people have to work on the weekend,
but they will have vacation during the weekdays.
Therefore, shops should be open on the weekend!

Scores:

Overall:
Clarity:
Fluency:
Coherence:
Logical consistency:
Persuasiveness:

記述答案項目評価

closed-domain tasks

論述評価と
批判的コメント生成

問 傍線部(1)「こうした〜築いてきた」とあるが、
それはどういうことか。70字以内で説明せよ。

(BEA2019, ACL-SRW2020)

(AIED 2019, FEVER 2019)

4

できることは、もっとあるはず
例① 記述式答案の採点・解説 （短中期課題）
問題文

学習者の答案

問 傍線部(1)「こうした〜築いてきた」とあるが、
それはどういうことか。70字以内で説明せよ。

採点基準（ルーブリック）

例② 英作文の添削・解説 （中期課題）

I had ever been to gardening.
Becouse my mother’s hobby is
gardening. And I beyond
gardening club for 11 years …
have been to

…

<<have been to>> is used to express ``an
experience in visiting’’ Use another verb for
``gardening’’.

（代ゼミ模試データ）

例③ 論述/ディベートの指導 （中長期課題）
Smoking should be banned! It causes bad
breath and makes your clothes stinky!

<Past perfect> is used with a certain point of
time to talk about something that happened
before that point. Use <present perfect> to talk
about experiences.

beyond
…
belong

…
…

<<beyond>> is a < preposition> meaning
``further away’’ or ``outside a limit’’. Use the
<verb> ``belong’’ instead.

While your point is logically valid, it
does not justify banning the substance.
Can you provide a more relevant reason?
Oh..I know that many people die of
second-hand smoke each day!
Indeed, people dying from second-hand
smoke is much more convincing than
causing bad breath. Where did you learn
about this information?
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ねらい
• 先端技術を用いた新しい教育/学習方法の開発
– パフォーマンスの即時的な評価
– インタラクティブなフィードバック、など
• 自然言語処理の未解決重要課題（骨のある問題）
– 不完全な文章の頑健な解析
– 採点/評価結果の説明
– 書き手の「意図」の推測、など
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ところが、研究者の参入少
［問題］ 教育×言語処理： 研究利用可能なデータが決定的に不足
［希望］ データと技術を流通させる仕組みを作ることができれば、
世界をリードできる可能性も
データ

技術の研究開発

問題・採点基準
問 傍線部(1)「こうした〜築いてきた」とあるが、
それはどういうことか。70字以内で説明せよ。

生徒の答案
採点・添削
解説
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多様な教育事業者と２階建て連携
［問題］ 教育×言語処理： 研究利用可能なデータが決定的に不足
［希望］ データと技術を流通させる仕組みを作ることができれば、
世界をリードできる可能性も
２階

二者共有
の知財

個別の事業者の事業に組込む技術適応を共同開発
→ 二者共有の知財として実証実験・事業に導入
実証実験
事業に導入

１階

特定の事業に組込む
ための技術適応/拡張
理研単独
の知財

実データ提供
（問題、答案、基準、採点等）

アセスメント技術
の研究開発

教育事業者

理研AIP NLUチーム

実データ
の配付

データを
オープンに

研究領域の拡大

事業者提供のデータを使って
AIP内部で技術を研究開発
→ AIP単独の知財として社会に提供
さらに、
データを第三者が研究目的で利用
できる仕組みを構築

外部研究機関
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研究用データの公開 @IDR / NII
• データ提供の可否を提供元がコントロール
• 提供先ごとにデータ利用の覚書を交わして管理

第1弾： 代々木ゼミナールデータ
データ
問題・採点基準
生徒の答案
採点結果

高校現代国語
記述21問×〜2,000答案
（これでも世界最大）

9

データ・技術の集積・共有へ
オープンなスキームを創っていきたい
中学
高校
社会人
教育

大学
研究機関

出版社

予備校

ネット

通信
教育
10

言葉の意味がわかっているわけではない

例えば自動翻訳はずいぶん流暢になったけれど、
11

どういう技術をつくるか？ どう使うか？
• 使い方
– 日常の学習の支援
– テストの採点支援

中学
高校
社会人
教育

• フィードバック
– 答え？ ヒント？ 解説？
– インタラクション
• 作題技術
– 自動化に適した問題？

研究
機関

出版社

• 信頼性
– 品質保証の方法
• 倫理問題
– 技術導入の条件、ガイドライン

大学

ネット

予備校

通信
教育
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教育アセスメント×言語処理シンポジウム :
自動採点、英文添削、論述評価の可能性
技術紹介： 教育アセスメント×言語処理の取り組み 司会：奥村学（東工大/理研）
1. 国語記述式答案自動採点の現状と実応用に向けて 舟山弘晃（東北大/理研）
2. 自動採点技術に基づく効果的な和文英訳学習 松林優一郎（東北大/理研）
3. ライティング学習支援のための文法誤り訂正技術の現状と今後の展望 三田雅人（理研/東北大）
4. ライティング学習のための解説文生成 永田亮（甲南大/理研）
5. 論述の構造解析による反論スピーチへのフィードバック生成 内藤昭一（リコー/理研）
パネル討論： 教育アセスメント×言語処理の可能性 司会：乾健太郎（理研/東北大）
1. 代ゼミ自動採点における今後の取り組み
佐藤雄太郎（代々木ゼミナール教育事業推進本部長）
2. 思考力の評価・育成と言語処理技術への期待
伊藤素江（ベネッセコーポレーション 学校カンパニー GPS-Academic問題開発リーダー）
3. 模範解答をなぞる英作文学習から卒業しよう！弱点を知り主体的なやり直しを促す
支援ツールの開発
岡田健志（増進堂・受験研究社 NEXT LEARNING Labs主任研究員）
4. Classiにおける自然言語処理の取り組みと言語処理基礎研究に対する期待
伊藤徹郎（Classi データAI部長・データサイエンティスト）
5. ディープラーニングで経営教育のディープラーニングを目指す
鈴木健一（グロービス経営大学院 教授 兼GAiMERi所長）
6. 全体討論・意見交換
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教育アセスメント×言語処理シンポジウム：
自動採点、英文添削、論述評価の可能性
アンケートについて

アンケートにご協力をお願いします。（所要時間3分程度）
シンポジウムの感想・意見をぜひお聞かせください。
メーリングリストへの参加

今後メーリングリストによって「教育アセスメント×言語処理」に
関する情報共有や交流を図りたいと考えています。
参加を希望される方は、Googleフォームにて参加登録を
お願いします。後日ご案内のメールをお送りします。
アンケートおよびメーリングリスト参加登録用のリンクは、
本日お送りしたDoorkeeperのメッセージをご覧ください。

教育アセスメント×言語処理シンポジウム：
自動採点、英文添削、論述評価の可能性
注意事項
① 発表者以外全員マイク&ビデオをオフでお願いします。
② 誹謗中傷はチャット、直接の発言ともに厳に慎んでください。
質疑応答について
質問される際は、チャット欄（送信先: 全員）に下記3点を
ご記入ください。
1. 所属
2. 氏名
3. 質問内容（簡潔に）
質疑の時間およびパネル討論時に、チャットで頂いた質問の中から
司会が適宜ピックアップします。
指名された方は、マイクのミュートを解除し、直接ご質疑いただきます。

