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Abstract: In MONSAKUN that is a problem-posing exercise system for arithmetic word problems, a
problem-posing assignment is formalized as a constraint satisfaction problem. Because the constraints
included in the problem-posing assignment are the constraints for establishing an arithmetic word
problem, the assignment requires a learner to think about the constraints of the arithmetic word problem.
The learning effect of the problem-posing exercise has been confirmed. However, the constraints of each
problem-posing assignment have not be able to analyze automatically yet. In this paper, a problem-posing
simulate that enable to automatically analyze of constraints included in a problem-posing assignment is
introduced.

1

はじめに

学習対象の理解には，手続きとして対象を理解す
る道具的理解と対象を概念及び概念間の関係として
理解する関係的理解があるとされている[1]．道具的
理解は，その手続きの成立理由が含まれていないた
め，応用性に乏しいとされる．一方で，関係的理解
はその手続きが妥当である理由も含めての理解であ
るため応用性があるとされている．したがって，よ
り高度な理解としての関係的理解の促進を行うこと
は学習において重要であるといえる．
この関係的理解を促進するアプローチの一つとし
てオープン情報構造アプローチが提唱されている
[2,3,4]．このアプローチは，
（１）特定の学習課題に
特化した情報構造の分析を行い，
（２）その情報構造
を構成要素または構成要素間の関係を表現する部品
に分解し，
（３）予め学習者にその部品群を与える形
で部品を組立させ，元の情報構造を再構築させる学
習活動が可能な学習支援システムの設計・開発を行
うものである．このアプローチの妥当性は，いくつ
かの先行研究の事例が示唆している．したがって，
関係的理解を促進するために有効な学習支援の方法

の一つであると考えられる．
このオープン情報構造アプローチを適用した具体
的な事例として，算数文章題を対象とした作問学習
支援システム「モンサクン」が設計・開発されてい
る[5,6]．このモンサクンにおける作問は，制約充足
課題（制約充足問題を学習者に演習させる課題）と
して定式化されている．したがって，この課題演習
において，学習者は与えられた制約条件を満たすよ
うに作問活動を行うことが要求されるため，学習者
はその制約条件を考慮することが求められる．その
結果，制約条件の理解が促進されると考えられてい
る．このシステムの妥当性の検証に関しては，長期
的および継続的な実践利用を通して学習効果が確認
されていることから，その作問活動の妥当性は担保
されているといえる．
さらに他の先行研究では，そのモンサクンを利用
した作問過程のログデータに基づいた学習者の作問
活動の分析も行われている．この分析結果から学習
者が作成した問題およびその問題を作成するまでの
途中状態はランダムではなく偏りがあり，またその
偏りは制約を考慮している，あるいは考慮の失敗と
して説明できる結果が得られている[7,8]．加えて，
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多くの学習者において共通に陥ってしまう誤った状
態の存在，およびその誤った状態が学習者にとって
適切に考慮するのが難しい制約に起因することを示
唆する分析結果も得られている．これらの結果は，
プレテスト・ポストテストの結果だけでなく，学習
者の活動のプロセスにおいてモンサクンを用いた学
習活動の妥当性を示唆しているとともに，モンサク
ンの作問活動では問題を作成した段階だけではなく，
その途中状態も考慮した診断が必要であるといえる．
一方で，現状のシステムでは，学習者が問題を作
成した段階における診断機能しか実装がされておら
ず，問題を作るまでの途中状態の診断は実現されて
いない．したがって，ある作問課題に対して，どの
ような活動を意味するどのような作問活動があり得
るかを診断する機能を実現することが必要であると
いえる．
以上を踏まえて，本稿では作問活動の途中状態を
含む作問課題の診断の自動化を実現するために，制
約を満たす過程を表現した作問プロセスシミュレー
タを開発したので，それを報告する．以下，本稿で
は，第二章と第三章において本研究の基礎でとなる
モンサクンと三文構成モデルについて述べる．第四
章では，作問プロセスシミュレータについて述べ，
第五章では，まとめと今後の課題について述べる．

2

モンサクン

2.1 作問演習形式
作問学習支援システム「モンサクン」の演習画面
は，図 1 のようなインターフェースとなっている．
学習者はこの図の左上にある問題制約を満たすよう
に与えられた単文を選択および並び替えすることで
作問活動を行う．さらに，学習者は，三枚の単文を
左側の三つの黒い角丸四角形（カードホルダー）に
当てはめた後に正誤判定ボタンを押すことで自分の
回答に対するフィードバックを受けることが可能と
なっている．したがって，モンサクンの作問活動の
特徴は，
（１）学習者に制約を考えさせる課題になっ
ていること，
（２）学習者に個別診断および即時フィ
ードバックを返すことが可能であること，の二点で
あるといえる．

図 1 モンサクンのインターフェース

2.2 制約充足課題
モンサクンの作問課題は，制約充足課題として定
式化された作問になっている．制約充足課題とは，
学習者に制約充足問題を解決させる課題のことであ
る．この節では，この制約充足問題の定式化に関し
て述べる．
制約充足問題の定式化は，探索問題の定式化と類
似の方法で行なわれる．探索問題は，
（１）状態集合，
（２）オペレータ集合，（３）状態遷移関数，（４）
初期状態，
（５）最終状態として定義される．モンサ
クンの作問課題における状態集合は，与えられた単
文カードセットから生成される単文の組み合わせと
して表現される．オペレータ集合は，カードホルダ
ーに単文カードを割り当てるまたはカードホルダー
から単文を取り外す操作として表現される．状態遷
移関数は，状態とオペレータの積集合から状態への
写像として表現され，これは状態遷移のルールを表
す．初期状態は，カードホルダーに単文が一枚も割
り当てられていない状態である．最終状態は，探索
を行う前には未確定となっている．以上のように定
義すると図 2 のような探索空間が規定されることに
なる．
加えて，制約充足問題では，制約充足を考慮する
必要があるが，この探索空間の各状態において制約
充足が表現される．この制約条件の種類としては，
問題制約と文章題制約がある．問題制約は，問題が
満たすべき数式を指定する数式制約と問題が満たす
べき物語種類を指定する物語制約から構成されてお
り，文章題制約は，オブジェクト制約，数量制約，
述語制約，文構造制約，文順序制約から構成される
（文章題制約の各制約の詳細に関しては，次章で述
べる）．したがって，この制約充足問題で満たすべき
制約条件の数は，7 個となっている．以上のように
定義された制約充足問題を学習者は作問演習として
行っていることになる．次節では，この探索空間に
おける探索について述べる．
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図 2 作問課題の探索空間(順序考慮なし)

2.3 制約充足課題における探索
制約充足問題として定式化された作問課題では，
学習者は探索空間内で全ての制約を充足するように
探索を行うことになる．一般的に探索の種類は，探
索に関する事前知識を用いないブラインド探索と探
索に関する事前知識を用いるヒューリスティック探
索がある．この作問課題において学習者が求められ
る探索は，ブラインド探索ではなくヒューリスティ
ック探索である．なぜならば，この作問課題では算
数文章題の知識や作問課題の解法の知識を活用しな
ければ探索範囲を制限する活動ができず，誤りが多
発してしまうからである．したがって，この制約充
足課題では，ヒューリスティック探索を行うことが
求められるといえる．そのため，学習者は何も考え
ずに単文カードを選択し並び替える活動を行うわけ
ではなく，知識に基づいて考える活動を行う作問課
題になっていると考えられる．本節では，制約充足
問題における探索方法について述べた．次節では，
実際の学習者がこの制約充足課題において行ってい
る探索に関して述べる．

2.4 学習者の作問活動の分析
制約充足課題において学習者は探索を行うことに
なる．モンサクンでは，この制約充足課題における
探索をログデータとして記録すること可能である．
そのため，先行研究においてそのログデータに基づ
いた学習者の作問活動の分析が行われている[7,8]．
その分析結果から，学習者が作成する成果物（三枚
の単文の組の状態）には偏りがあることとその偏り
は制約充足に関係があることが確認されている．し
たがって，この課題において学習者はランダムに単
文カードを選択しているわけではなく，制約を考え
ながら作問演習を行っていることが示唆されている．
加えて，成果物（作成された問題）だけではなく，
中間成果物（一枚～二枚の単文の組の状態）および
状態遷移（単文の組を表現する状態間の遷移）にも
偏りがあることが確認されている．したがって，成
果物を組み立てるまでの過程においても制約条件を
考えていることが示唆されているため，その過程も

重要であるといえる．このため，成果物だけではな
く中間生成物や状態遷移をシステムで診断すること
も必要であると考えられる．さらに，先行研究にお
いて，ある誤った中間成果物に遷移してしまうとそ
の状態から正解にたどり着くまでに多くの探索ステ
ップ数が必要になる学習者がいることも確認されて
いる． これは，一度誤った中間成果物に遷移してし
まうとなかなかその状態から抜け出せない学習者が
いることを示しているため，そのような学習者をシ
ステム上で検知することも重要であるといえる．こ
れを実現するためには，中間成果物や状態遷移の診
断機能が求められる．
以上の作問活動の分析結果を踏まえると，成果物
だけではなく，中間生成物の状態や状態遷移を含む
作問課題の診断機能をシステムに実装することが必
要であるといえる．一方で，現状のシステムでは，
この診断機能は実装されていない．そこで，本研究
では，この診断機能の実現を目指す．次章では，診
断機能を実現するために必要な算数文章題の情報構
造をモデル化した三文構成モデルに関して述べる．

3

三文構成モデル

3.1 算数文章題の情報構造定義
算数文章題の情報構造の定義とは，その構成要素
と構成要素間の関係を定義することである．その定
義を行っているものが三文構成モデルであるため，
本節ではそのモデルに関して述べる．
三文構成モデルでは，算数文章題を三つの単文か
ら構成されるものとして定義している[9]．この理由
は，一回の四則演算で解ける算数文章題は二つの演
算数と一つの結果数から構成されるためである．単
文の種類は存在文と関係文の二種類あり，一つの単
位文章題は二つの存在文と一つの関係文から構成さ
れる.単位文章題の種類は，合併，優量比較，劣量比
較，増加，減少の五つに分類される．この分類は従
来の文章題の分類方法に基づいている[10]．さらに，
このモデルでは，これら各物語種類が算数文章題と
して成立するために必要な制約条件の定義を行って
いる．その制約条件の種類は基本的には各物語で共
通のものとなっており，オブジェクト，数量，述語，
文構造，文順序制約（増加と減少のみ）の五つがあ
る．本稿では，図 3 に増加の物語の情報構造の定義
の一例を示す． この物語種類の時では，オブジェク
ト制約では，各単文で登場する物が全て等しいこと
を要求し，数量制約では，劣量存在文の数量と増加
の関係文の数量を足したものが優量存在文になるこ
とを要求し，述語制約では，一枚目および三枚目の
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単文の述語が存在の役割を表すこと，二枚目の単文
の述語が増加の役割を表すことを要求する．文構造
制約では，存在文二枚と関係文が一枚から構成され
ていることを要求し，文順序制約では劣量存在文，
増加の関係文，優量存在文の順番であることを要求
する．以上のように構成要素間の関係がこのモデル
では定義されている．

図3

増加問題の情報構造の定義

3.2 作問過程の予測
上記のように定義された三文構成モデルは，作問
過程の予測を行うことが可能となっている．さらに，
全ての制約条件を考慮する正しい作問過程の予測だ
けではなく，一部の制約条件を緩和する誤った作問
過程の予測も行うことも可能である．これらにより，
中間成果物と状態遷移の診断が実現される．本節で
は，その作問過程の予測について述べる．

3.2.1

正しい作問過程の予測

本稿における作問過程の予測の定義は，
「0 枚から
2 枚の単文が提示された状態から文章題として成立
するために必要な残りの単文およびその残りの単文
が満たすべき制約条件の予測」である．これらの予
測を三文構成モデルでは行うことが可能である．こ
のモデルでは，図 3 のように情報構造の定義を行っ
ているため，ある構成要素が確定すると残りの構成
要素の制約条件が予測可能になっている．さらに，
その予測結果を使うことで予め用意された単文カー
ドセットから選択可能な単文を予測することも可能
である．以下に増加問題を対象とした場合の作問過
程の予測例を示す（他の物語種類も同様の方法で予
測可能である）
．
図 4 は単文選択枚数 1 枚時の増加問題を対象とし
た作問過程の予測の一例である．この事例は，既に
“りんごが 5 個あります”が優量存在文としてカー
ドホルダーの三枚目に選択されている，かつ，診断
する単文カードが“りんごが 3 個あります”
（カード
ホルダーの一枚目にセットされたもの）の場合にお
いて，それら二枚の単文カードから構成される状態
は全ての制約を充足していると診断したものである．
左上のものが単文カード 1 枚選択時の制約条件の予

測結果を表しており，選択されていない残りの劣量
存在文と増加関係文の単文カードの制約条件の予測
となっている．ここでの制約条件の予測としては，
オブジェクト制約と数量制約の予測を行っている
（他の制約条件は既に確定しているため除外する）．
残り単文のオブジェクトは，一枚目に“りんごが 5
個あります”という単文が選択されているため，全
ての物が同一の物になるようという制約を満たすよ
うに残りの二文に登場する物はりんごであると予測
する．残りの単文の数量は，既に選択している単文
が全体量なので，残りの単文はその全体量よりも小
さな数量か未知数であると予測している．この予測
結果と診断する単文カードの各制約のチェック（診
断する単文カードが予測している制約条件に違反し
ていないかどうかを確認する）を行ったものが下側
のものになる（なお，C1 はオブジェクト制約，C2
は数量制約，C3 は述語制約，C4 は文構造制約，C5
は文順序制約を表現している）．この制約チェックで
は，残りの二つの単文カード全てを対象としている
ため，劣量存在文，増加関係文，の二種類を対象と
している．また，制約を満たすまたは違反がない場
合を充足している状態として判定し，制約違反があ
る場合は充足していないとして判定している（図 4
では，充足する場合は○，充足しない場合は×とし
ている）．この事例では，存在文と比較した場合は，
全ての制約条件が充足していると診断し，関係文と
比較した場合は，述語制約と文順序制約が充足して
いないという診断となる．三文構成モデルでは，こ
のように一つの単文カードに対して複数の制約充足
の診断結果が存在する．これらの診断結果の選定基
準として，三文構成モデルでは制約充足の数と充足
している制約条件の項目の質を定めることが可能で
ある．今回の事例では，説明の簡略化のため，制約
充足の数が多いものを最終的な診断結果とする．し
たがって，この事例の診断結果は，全ての制約条件
が充足されていると診断し，今回診断された単文は
選択可能なものであると診断する．このようにして
三文構成モデルは作問過程の予測を行うことで，中
間生成物および状態遷移の診断を行うことが可能で
あると考えられる．
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図 4 増加問題を対象とした作問過程の予測例

3.2.2

誤った作問過程の予測

加えて，先ほどの事例では全ての制約条件を考慮
する予測結果を示したがその制約条件を緩和するこ
とで誤った作問過程というのも表現可能になる．例
えば，先ほどの事例でオブジェクト制約を考慮せず
に制約条件を予測することも可能となる．この場合，
本来はりんごを含む単文カードのみが選択されるは
ずだがそれ以外の物を含む“みかんが 3 個あります
“などの単文カードが選択されることになる．この
ようにして三文構成モデルでは誤った作問過程の表
現も含めて扱うことが可能であると考えられる．な
お，既に制約違反となる単文カードが選択されてい
る際の制約充足診断にはこの制約緩和を行うことで
対応することが可能であると考えられる．

4

作問プロセスシミュレータ

本稿では，制約充足課題において制約を満たす過
程を表現したシミュレータを作問プロセスシミュレ
ータと呼ぶ．制約を満たす過程は，前述した三文構
成モデルに基づく作問過程の予測を基礎として実装
を行った．この章では，その作問プロセスシミュレ
ータについて述べる．

4.1 シミュレーションの基本処理
作問プロセスシミュレータでは，制約充足問題に
対してヒューリスティック探索を行うことで作問活
土シミュレーションすることになる．したがって，
基本的な処理としては，
（１）予測評価値の算出処理，
（２）オペレータの適用処理の二つがある．
（１）の予測評価値の算出処理では，探索空間に
おける探索範囲を絞りこむために予測評価値を算出
し，予測評価値の最大値となる状態をリストに格納
する処理を扱う．この予測評価値は，充足している
制約条件の数によって表現されるものである．した
がって，この予測評価値では，全ての制約条件を充
足するものが最大値となり，その最大値となる状態
はリストに記録される． このリストに格納されてい
る状態は制約違反がないため，状態遷移が可能な状
態群として判定される．これにより，任意の状態に
おいて状態遷移が可能な状態の診断が実現される．
なお，この予測評価値を算出する方法は，3 章で記
述した三文構成モデルの作問過程の予測に基づいて
いる．制約条件の予測結果と診断する単文カードの
情報を用いた制約チェックにより，制約充足の診断
を行い，その診断結果を予測評価値として用いてい
る．通常の制約充足問題では，オペレータを適用し
た後に制約充足のチェックを行うが，このシミュレ

ータでは，予測評価値の段階において制約チェック
を行う．また，問題制約も考慮した形で制約チェッ
クをしている．
（２）のオペレータの適用では，さきほどのリス
トの情報に基づき制約違反がある状態には遷移しな
いようにすることで探索範囲を制限する．その上で
オペレータの適用を行い，次の状態へ遷移する処理
を行う．

4.2 シミュレーションの種類
4.1 節では，シミュレーションの基本処理につい
て述べたが，この節では，その基本処理に基づいて
実現可能なシミュレーションの種類に関して述べる．
このシミュレータで実現できるシミュレーションの
種類としては，大きく三つある．
一つ目は，全ての制約条件を考慮する正しい作問
過程のシミュレーションである．全ての制約条件を
考慮したものであるため，正しい状態や正しい状態
遷移の診断が可能である．
二つ目は，一部の制約条件を緩和する誤った作問
過程のシミュレーションである． この処理では，シ
ミュレーションの初期状態において，緩和する制約
条件の種類を指定し，その指定した制約条件を緩和
した予測を行う．一部の制約条件を緩和しているた
め，誤った状態や誤った状態遷移の診断につながる．
三つ目は，探索空間における状態集合の全状態の
制約充足を診断するためのシミュレーションである．
この処理では，全ての状態を診断するために全探索
を行う．また，正しい作問過程のシミュレーション
と誤った作問過程のシミュレーションの両方を用い
ることで全ての状態および状態遷移を診断する．こ
れらによって，探索空間における状態集合の全ての
状態の制約充足の診断が可能となっている．

4.3 作問プロセスシミュレータの機能
作問プロセスシミュレータの機能としては，大き
く四つある．一つ目は，制約充足状態診断機能であ
る．この機能は，探索空間における中間成果物を含
む全状態の制約充足を診断するものである．この機
能により，探索空間の全状態の制約充足が診断でき
るため，中間成果物作成段階を考慮した学習者の作
問活動のフィードバックが実現可能になると考えら
れる．例えば，中間成果物作成段階において正誤判
定を学習者に提示することが可能になる．加えて，
制約充足の診断結果に基づいて単文カードセットの
種類や枚数を変更したり単文カードをカードホルダ
ーに固定したりすることで探索空間内において考慮
すべき制約条件や探索範囲を学習者の状況に合わせ
て適応的に変更できるようになると考えられる．ま
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た，作問課題作成時やモンサクンのログデータに基
づく学習者の作問活動の分析時などにおいて作問課
題を分析する際に活用することが期待できる．
二つ目は，状態遷移診断機能である．この機能は，
任意の状態から状態遷移可能な他の状態を全て特定
することを可能にする．この機能により，モンサク
ンを苦手とする学習者に対して単文選択過程を可視
化することでガイドするといったような支援につな
がると考えられる．
三つ目は，制約条件予測過程の診断機能である．
これは，単に状態遷移が可能な状態が判定できるだ
けではなく，その状態遷移が可能な理由を説明する
機能である．ここでの説明は，選択した単文が満た
すべき制約条件を示すことである．
四つ目は，探索戦略診断機能である．この機能は，
一部の制約条件のみを考慮することで作問課題にお
ける正解を見つけることが可能な戦略を検知するも
のである． モンサクンにおける作問課題では，全て
の制約条件を理解させることを目的としているので
一部の制約条件を考慮するだけで正しい回答を導出
可能な作問課題は望ましくない場合がある．この機
能を使うことでそれを前もって検知することが可能
となる．さらに，モンサクンにおける学習者が行っ
た作問活動のログデータから学習者が用いた探索戦
略を推定する機能を実現することも期待される．
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