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数式の読みの英文表記を学習するための知的教育システム
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あらまし　本論文では，数式の読みの英文表記を学習するための知的教育システムの学習環境及びオーサリング
環境の構成法について報告する．数式の読みの英文表記に関する知識は，prologのDCGを使用することにより容
易に記述できる．よって，知的教育システムを実現する上で問題となるのは，誤り原因同定，学習者の理解度の判
定などの機能の実現に限定される．しばしば，人工知能技術を使用した教育システムは実用性に欠けるということ
を聞くが，対象領域，使用する人工知能技術などを吟味すれば，十分に実用的なものを構築することが可能である．
本論文は，このような考えに基づき，知的教育システム及びそのオーサリングシステムの構成法を提案するもので
ある．
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1. ま え が き

理工系学部においては，英語で書かれた科学技術論

文を読む，それについて外国人と議論を行うなど，数

式の読みの英文表記[1]を習得しておくことが要求され

る場面は少なくない．しかし，日常生活において数式

の読みの英文表記を習得しておくことが要求される場

面はそれほど多くないためか，日本の中学，高校及び

大学における英語教育においてそれを学習する機会は

非常に少ない．更に，数式の読みの英文表記を習得す

るためのコンピュータを用いた学習方法も十分に研究

されているとはいえず，先行研究は見当たらない．

そこで，本研究では数式の読みの英文表記を学習す

るための知的教育システム“Read ME（Mathematical

Expressions）”[2]の構築を行うことを目標とした．数式

は，BNFにより構文を定義できるので，これをシンタッ

クスシュガーとしてprologのDCG[3]～[5]により記述で

きる．また，英文表記を生成するための知識及び英文

表記に関する文脈依存関係（制約）は補強項において

記述する．これにより，数式の内部表現は定義され，

prologのインタプリタにより数式の構文を解析するこ

とができる．よって，知的教育システムを実現する上

で問題となるのは，誤り原因同定，学習者の理解度の

判定などの機能の実現に限定される．

“Read ME”は学習者により入力された解答の誤り原

因同定を行い，その誤り及び原因に基づき学習支援を

行う．更に，誤り原因同定の結果を記録することによ

り学習者モデルの構築を行い，学習者の学習履歴及び

理解度に基づき学習支援を行う．また，“Read ME”は

オーサリング環境も提供する．オーサリング環境は，タ

イプセッティングシステムLaTeXを使用することによ

り，文字の大きさ及び表示位置の細かい調整を行わな

くても，学習環境において学習者に提示される画面表

示用の数式を作成する機能を提供する．更に，オーサ

リング環境は教材作成者により入力された数式の読み

の英文表記の全解探索を行う．これらを削除，追加あ

るいは修正することにより学習支援内容のカスタマイ

ズを行う機能を提供する．

以下，2.において“Read ME”の構成及び機能につい

て述べる．3.においてオーサリング環境について述べ，

4.において学習環境について述べる．最後に，5.におい

てまとめを行う．

2.　システムの構成・機能

“Read ME”のシステム構成を図１に示す．太枠で囲

まれたモジュールはシステムにより生成されるもので

あり，それ以外はシステムに組み込まれたものである．

“Read ME”は，学習を行うための学習環境及び教材

（問題）の作成を行うためのオーサリング環境を提供す

る．学習環境は，教材知識及び誤り知識を使用して，学
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（２）　学習環境において学習者に提示される数式を

作成する機能が必要である．詳細については3.2におい

て述べる．

（３）　学習環境において学習者が問題を選択しやす

いように，問題の分類及び順序付けを行うための機能

が必要である．詳細については 3.3において述べる．

（４）　教材作成者の意図を学習環境に反映させるた

めに学習環境をカスタマイズする機能が必要である．

詳細については 3.4において述べる．

以下，オーサリング環境のそれぞれの機能について

述べる．

3.1 教材作成用インタフェース

教材作成者がコンピュータについて詳しくない場合

でも操作できるようにわかりやすいインタフェースを

提供する必要がある．図２に示す教材作成用インタ

フェース上のボタンはその上に表示された数式の構成

要素にそれぞれ対応しているので，教材作成者はボタ

ン，メニューなどを操作することにより教材の作成及

び編集を行う．例えば，“ xi - 1∑i = 0
n - 1 ”という数式を入力

するためには，“ ∑”，“シフト”，“i”，“カンマ”，“シフ
ト”，“0”，“カンマ”，“シフト”，“n”，“-”，“シフト”，

“1”，“カンマ”，“シフト”，“x”，“シフト”，“下付き文

図１　システム構成図
Fig. 1 Structure of “Read ME”.

習者により入力された解答の誤り原因同定を行う．更

に，誤り原因同定の結果を記録することにより学習者

モデルの構築を行う．学習支援は，誤り原因同定の結

果及び学習者モデルに基づき行われる．これらの機能

は教授知識により実現される．学習環境の詳細につい

ては4.において述べる．また，オーサリング環境は，教

材作成者により入力された数式を学習環境において学

習者に提示される画面表示用の数式に変換する．更に，

教材知識を使用して，教材作成者により入力された数

式の読みの英文表記の全解探索を行う．これらを削除，

追加あるいは修正することにより学習支援内容のカス

タマイズを行う機能を提供する．オーサリング環境の

詳細については 3.において述べる．

3. オーサリング環境

オーサリング環境は，教材の作成及び編集を行うた

めの機能を提供する．そのためには以下に示す四つの

機能が必要である．

（１）　教材作成者がコンピュータについて詳しくな

い場合でも操作できるようにわかりやすいインタ

フェースを提供する必要がある．詳細については3.1に

おいて述べる．
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を行うための機能が必要である．そのために，教材に

単元を導入した．よって，教材を編集するための機能

として，単元の作成，削除及び並べ換えを行うための

機能及び単元内の問題の削除，並べ換え及びほかの単

元への移動を行うための機能が提供される．これによ

り，教材作成者は問題を難易度，類似度などにより，“分

数の四則演算”，“三角関数”などの任意の単元に分類

できる．

3.4 学習環境のカスタマイズ

オーサリング環境には，教材作成者の意図を学習環

境に反映させるために学習環境をカスタマイズする機

能が必要である．そのために，オーサリング環境は学

習支援内容をカスタマイズする機能を提供する．以下，

学習環境において誤り原因同定及び学習支援を行う際

に使用される教材知識について述べ，学習支援内容の

カスタマイズについて述べる．

3.4.1 教材知識

教材知識は，数式の内部表現（入力式）の解析を行

い，その読みの英文表記（出力文）の生成を行うため

にシステムに組み込まれている知識である．これは，

prologのDCGにより記述した数式の構文規則に，入力

式の解析結果から出力文の生成を行うための知識及び

数式の読みの英文表記に関する文脈依存関係（制約）を

補強項により付加したものである．例えば，

“ 〈式3〉∑〈英字〉=〈式1〉
〈式2〉 ”という数式の構成要素の内部表現

は“sigma[〈英字〉,〈式1〉,〈式2〉,〈式3〉]”であり，

その読みの英文表記は“the sum from 〈英字〉equals（あ

るいはis）〈式1〉to〈式2〉of〈式3〉”である．このよ

うな構成要素に関する教材知識の例を図３に示す．

述語“英字”，“式”は，数式の構成要素である英字，

式の解析を行い，その読みの英文表記の生成を行う．ま

た，述語“冠詞”，“sum”，“前置詞”，“equals”には，冠

詞，前置詞などの単語がそれぞれ登録されている．述

語“シグマ”は，これらの述語を使用することにより

入力式の解析及び部分的な出力文の生成を行う．その

後，述語“appends”を使用することによりこれらの部

分的な出力文を連結し，最終的な出力文“T”の生成を

行う．ただし，述語“制約”には文脈依存関係が記述

されている．例えば，“R8 = 3単現”という制約は，“=”

の読みの英文表記は 3 人称・単数・現在形の動詞

（“equals”あるいは“is”）でなければならないことを表

している．また，述語の最後の引数の“0”はこの知識

が正しい知識であることを表している．

図２　教材作成用インタフェース
Fig. 2　Interface for author.

字”，“シフト”，“i”，“-”，“シフト”，“1”，“}”，“]”に

対応するボタンを順に操作する．これにより，ボタン

の操作系列は“sigma[i, 0, n - 1, x_{i - 1}]”という内部

表現に変換される．更に，オーサリング環境は教材の

作成を補助するための四つの機能を提供する．補助機

能の詳細については 3.5において述べる．

3.2 画面表示用の数式

オーサリング環境には，学習環境において学習者に

提示される数式を作成する機能が必要である．しかし，

数式には大きさの異なる文字および表示位置が異なる

文字（上付き文字など）が含まれるので，プレインテ

キストにより表現することは困難である．更に，これ

らの調整を行う作業は非常に手間がかかる．このよう

な問題を解決するために，本研究ではタイプセッティ

ングシステムLaTeXを使用することにより，学習環境

において学習者に提示される画面表示用の数式を作成

する機能を実現した．教材作成用インタフェースによ

りボタンの操作系列はLaTeXの入力フォーマットに変

換される．その後，LaTeX，dvi2ps，ghostscript 及び

pbmtoxbmを使用することにより，LaTeXの入力フォー

マットをMotifのウィジェットにおいて使用することが

可能な画像フォーマットに変換する．これにより，学

習環境において学習者に提示される数式が作成される．

3.3 教材の編集

オーサリング環境には，学習環境において学習者が

問題を選択しやすいように，問題の分類及び順序付け
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する．これらの例外的な規則は，第１引数のリストに

対応する英文表記を例外的に誤答とし，第２引数のリ

ストに対応する英文表記を例外的に正答とすることを

表している．また，第３引数は，教材作成者がこれら

の英文表記を例外的に扱う理由であり，カスタマイズ

を行う際に教材作成者が変更内容とともに入力する．

これは，学習支援の際に学習者に提示される．例外的

な規則は，その問題に関する誤り原因同定及び学習支

援の際に知識ベースに追加され，使用される．

3.5 教材作成用インタフェースの補助機能

オーサリング環境は教材の作成を補助するための四

つの機能を提供する．一つ目の補助機能は，特定の文

脈において入力されると問題が数式として成り立たな

くなるような構成要素に対応するボタンを使用できな

いようにすることにより，教材作成者の認知的負荷を

軽減する．教材作成者がボタンを操作したとき，数式

の内部表現を入力パラメータとして構文解析を行うこ

とにより，それぞれのボタンの状態（使用可/不可）を

変更する．例えば，数式に含まれる開き括弧の数と閉

じ括弧の数は等しくなければならないので，入力され

た開き括弧の数と閉じ括弧の数が等しいときには閉じ

括弧に対応するボタンは使用できなくなる．二つ目の

補助機能は，教材作成者が次にどのような入力（ボタ

ン操作）を行うべきかを示すことにより，教材作成を

ナビゲートする機能である．教材作成者がボタンを操

作したとき，それに対応する内部表現のサンプル（入

力例）を表示する．例えば，教材作成者が“∑”に対
応するボタンを操作したときのナビゲーションの例を

図４（入力例）に示す．三つ目の補助機能は，オンラ

インドキュメントである．教材作成者は必要に応じて

構成要素の内部表現に対応する画面表示用の数式のサ

ンプル（出力例）を確認できる．例えば，“∑”に関する

3.4.2 学習支援内容のカスタマイズ

教材作成用インタフェースによりボタンの操作系列

は数式の内部表現に変換される．その後，教材知識を

使用してこの内部表現から数式の読みの英文表記の全

解探索を行う．教材作成者は，これらを削除，追加あ

るいは修正することにより，学習支援内容のカスタマ

イズを行う．オーサリング環境は，教材作成者の操作

に応じ，以下に示す処理を行う．

（１）　数式の読みの英文表記が削除された場合

この英文表記を例外的に誤答とする規則を追加する

（２）　数式の読みの英文表記が追加された場合

この英文表記を例外的に正答とする規則を追加する

（３）数式の読みの英文表記が修正された場合

もとの英文表記を例外的に誤答とし，修正された英

文表記を例外的に正答とする規則を追加する

例えば，“ xi - 1∑i = 0
n - 1 ”という数式の読みの英文表記の

中から“the sum from i equals zero to n minus one of x sub

i subtracted by one”が削除された場合は，“例外規則

([the, sum, from, i, equals, zero, to, n, minus, one, of, x, sub,

i, subtracted, by, one], [], 理由)”という例外的な規則を

追加する．また，数式の読みの英文表記が追加された

場合は，第１引数は空リスト，第２引数は追加された

英文表記に対応するリストである例外的な規則を追加

図４　ナビゲーション /オンラインドキュメント
Fig. 4　Navigation / online document for author.

シグマ(T, 0) -->
 % 解析
 [sigma, '['], 英字(T1, _), [','], 式(T2, _), [','],
 式(T3, _), [','], 式(T4, _), [']'],
 {
 % 生成
  冠詞(T5, _), sum(T6, _), 前置詞(T7, _),
  equals(T8, R8, _), 前置詞(T9, _),
  前置詞(T10, _), 
  制約([T5 = [the], T6 = [sum],
   T7 = [from], R8 = 3単現,
   T9 = [to], T10 = [of]]),
  appends([T5, T6, T7, T1, T8, T2, T9,
   T3, T10, T4], T),
 }.
冠詞([the], 0).
sum([sum], 0).
前置詞([from], 0).
前置詞([to], 0).
前置詞([of], 0).
equals([equals], 3単現, 0).
equals([equal], 現, 0).
equals([is], 3単現, 0).

図３　教材知識（抜粋）
Fig. 3　Domain knowledge.
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図６　学習用インタフェース（2）
Fig. 6　Interface for learner (2).

図７　学 習 支 援
Fig. 7　Learning assistance.

図５　学習用インタフェース（1）
Fig. 5　Interface for learner (1).

オンラインドキュメントの例を図４（出力例）に示す．

四つ目の補助機能は，教材作成者の入力に対してイン

タラクティブにわかりやすい形式により応答を提示す

る機能である．教材作成者がボタンを操作するごとに，

ボタンの操作系列をLaTeXの入力フォーマットに変換

し，LaTeXを起動し，LaTeXの出力フォーマットのプ

レビューアであるxdviにより数式を表示する．

4.　学 習 環 境

学習環境では，学習者により入力された解答の誤り

及びその原因に基づき学習支援を行うために誤り原因

同定を行うことが必要である．更に，学習者の学習履

歴及び理解度に基づき学習支援を行うために学習者モ

デルの構築を行うことが必要である．以下，学習用イ

ンタフェース及び学習環境のそれぞれの機能について

述べ，誤り原因同定及び学習支援の例を示す．

4.1 学習用インタフェース

学習者がコンピュータについて詳しくない場合でも

操作できるようにわかりやすいインタフェースを提供

する必要がある．学習者は図５に示す学習用インタ

フェースにより単元の選択を行い，図６に示す学習用

インタフェースにより問題の選択及び解答を行う．学

習環境は学習者により入力された解答の誤り及びその

原因に基づき，図７に示すような学習支援を行う．

4.2 誤り原因同定

学習者により入力された解答の誤り及びその原因に

基づき学習支援を行うために誤り原因同定を行う必要

がある．誤り原因同定は，3.4.1において述べた教材知

識及び誤り知識を使用して正答及び誤答を導出し，学

習者により入力された解答と比較することにより行わ

れる．以下，誤り知識及び誤り原因同定について述べ

る．

4.2.1 誤り知識

誤り知識は，教材知識と同様に数式の内部表現（入

力式）の解析を行い，その読みの英文表記（出力文）の

生成を行うためにシステムに組み込まれている知識で

ある．ただし，教材知識と異なり，誤り知識の出力文

は学習者が犯しやすい典型的な誤りを含む．学習者が

犯しやすい典型的な誤りは以下に示す五つのタイプに

分類される．

（１）　語形変化に関する誤り

・名詞の数（単数形あるいは複数形）が適切でない

・動詞の活用語尾が適切ではない（人称，数及び時制

に対応していない）

（２）　慣用句に関する誤り
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（例）“ 1
2 ”という数式の一般的な読みの英文表記は

“one second”ではなく“a half”である

（３）　分数固有の誤り

・分子は基数ではなく序数により表記される

・分母は序数ではなく基数により表記される

（４）　数式の読みに関する誤り

（例）“ ∑”の読みの英文表記は“sigma”ではなく
“sum”である

（５）　構造的な誤り

・単語が欠落している

・適切でない単語が使用されている

・単語の順序が入れ替わっている

タイプ（１）は，文脈依存関係が満たされない場合

に生じる誤りである．よって，3.4.1において述べた教

材知識に記述されている文脈依存関係（制約）を部分

的に無効にし，正しい知識（教材知識）の代わりに使

用することにより，この誤りを含む出力文を生成する．

また，タイプ（２），（３）及び（４）は，教材知識に

は存在しない誤った知識が使用された場合に生じる誤

りである．よって，誤り知識を追加することにより，こ

れらの誤りを含む出力文を生成する．更に，タイプ（５）

は，非常に多くの組合せが存在するので，新たに誤り

知識を追加することは現実的ではない．これらの誤り

を含む出力文を生成するために，摂動法[6]を使用する．

摂動法は，誤り知識そのものを用意するのではなく，誤

り原因知識を用意しておき，正しい知識（教材知識）に

誤り原因知識を適用して動的に誤り知識を生成する方

法である．教材知識に誤り原因知識を適用して動的に

生成した誤り知識を教材知識の代わりに使用すること

により，誤りを含む出力文を生成するための知識をメ

タインタプリタ（prologにより記述したprologのイン

タプリタ）[4]に組み込み，処理系により提供されるイン

タプリタの代わりに使用する．すなわち，メタインタ

プリタが出力文を生成する知識を部分的にスキップし

て実行し，スキップした知識の出力文を空にすること

により，単語が欠落している誤りを含む出力文を生成

する．また，スキップした知識の出力文の代わりに変

数を連結することにより，変数を含む出力文を生成す

る．これにより，学習者が使用した適切でない単語を

検出できる．更に，出力文を連結する順序を入れ替え

ることにより，単語の順序が入れ替わっている誤りを

含む出力文を生成する．ただし，冠詞，前置詞などに

関する典型的な誤りに限り，タイプ（１）と同様に文

脈依存関係を緩和したものを教材知識の代わりに使用

図８　誤り知識（抜粋）
Fig. 8　Buggy knowledge.

図９　誤り原因などを記載した知識（抜粋）
Fig. 9　Buggy cause knowledge.

冠詞([], 1). % タイプ（5）
sum([sigma], 2). % タイプ（4）
前置詞([], 3). % タイプ（5）

error(1, 冠詞, '').
error(2, sum, sigma).
error(3, 前置詞, '').

することにより，この誤りを含む出力文を生成する．

図３に示した教材知識に対応する誤り知識を図８に

示す．述語“冠詞”，“前置詞”は，冠詞，前置詞が欠

落している誤りに関する知識である．述語“sum”は，

“ ∑”の読みの英文表記を“sigma”としている典型的
な誤りに関する知識である．これらの述語は図３に示

した教材知識の同じ名前の述語にそれぞれ対応する．

また，第２引数の数字はこの誤り知識の ID番号であ

る．更に，誤り知識にはそれに対応する誤りの原因な

どを記載した知識が存在する．図８に示した誤り知識

に対応する誤りの原因などを記載した知識を図９に示

す．これらの述語は，その誤りの原因は第２引数が第

３引数に変化したためであることを表している．例え

ば，“error(1, 冠詞 , '')”は冠詞が欠落している誤りに対

応する知識である．また，述語の第１引数は誤り知識

のID番号に対応する．これらの述語は，学習支援を行

う際にそれぞれの誤りに応じたアドバイスを示すため

に使用される．

4.2.2 誤り原因同定

誤り原因同定は，教材知識及び誤り知識を使用して

数式の内部表現からその読みの英文表記を導出し，学

習者により入力された解答と比較することにより行わ

れる．数式の構造（構文）を利用して誤り原因同定を

行うために，英文表記を導出する実行過程を作業領域

に保存する機能をメタインタプリタに組み込み，処理

系により提供されるインタプリタの代わりに使用する．

学習者により入力された解答と導出された英文表記が

一致しない部分構造に関して，それを導出する際に使

用した知識を誤り知識に置き換え，別解の導出を繰り

返すことにより，誤り原因同定を行う．

誤り原因同定の結果は一意に定まるわけではない．



1118

電子情報通信学会論文誌  ’99/8  Vol. J82-D-I  No. 8

多くの場合，誤り現象を説明する誤り原因は複数存在

するからである．例えば，“ xi - 1 ”という問題に対し

て学習者が“x sub i subtracted one”と解答した場合に

は，“subtracted by”の“by”が欠落している，“minus”

を“subtracted”と間違えているなど複数の異なる誤り

及びその原因が同定される．よって，以下に示す方略

により，複数の可能性の中から誤り原因同定の最終的

な結果を選択する．

（１）　教材作成者の意図を尊重する

3.4.2において述べた例外的な規則のうち現在の問題

に関するもののみを知識ベースに追加し，それに対

応する英文表記を例外的に正答あるいは誤答とする

（２）　以下に示す基準を満たす解釈を選択する

・正しい単語が多い（ただし，学習者が使用した誤り

単語とそれに対応する正しい単語の語源が同じ場合

は，正しいものとしてカウントする）

・単語の順序が入れ替わっている箇所が少ない

・スペルミスなどの適切でない単語が少ない

・欠落している単語が少ない

例えば，前述の“ xi - 1 ”という問題に対して学習者

が“x sub i subtracted one”と解答した場合には，

“subtracted by”の“by”が欠落しているという解釈を

選択する．ただし，一つの解釈に絞り切れない場合は，

複数の解釈に基づき学習支援を行う．また，誤り原因

同定が失敗した場合は，正答のみを提示する学習支援

を行う．

4.3 学習者モデルの構築

学習者の学習履歴及び理解度に基づき学習支援を行

うために学習者モデルの構築を行う必要がある．学習

者モデルは学習者ごとに作成され，誤り原因同定の結

果により，学習者が問題を解くために使用した教材知

識及び誤り知識を記録する．これらは，誤り原因同定

を行った際にメタインタプリタにより作業領域に保存

されているものである．ただし，誤り知識の場合は，誤

り回数も記録する．

4.4 学 習 支 援

学習者の学習履歴及び理解度，学習者により入力さ

れた解答の誤り及びその原因に基づき適応的な学習支

援を行う必要がある．これは，学習者により選択され

た問題に関して正解に到達するまで繰り返される．た

だし，学習者が正答の提示を求めた場合は，すべての

正答を提示する．学習支援方法は，誤り原因同定の結

果及び学習者モデルに基づき，以下に示す六つの中か

ら選択される．

（１）　誤っていることを示す

（２）　誤り個数を示す

（３）　誤り単語及び欠落単語を示す

誤り単語は〈誤り単語〉という形式により学習者に

提示され，欠落単語は〈〉という形式により学習者

に提示される

（例）“〈〉〈sigma〉from i〈equal〉zero to n minus one

of x sub i subtracted〈〉one”の〈〉の部分が間違っ

ています．

（４）　部分問題（誤り部分）を出題する

（５）　誤り及びその原因に基づくアドバイスを示す

（例）冠詞“the”を忘れていませんか？

（６）　正しい読みの英文表記を示す

括弧内の数字が大きい学習支援方法ほど，より具体

的な学習支援を行うものである．よって，同定された

誤りに関して学習経験がない学習者（初学者）及び理

解度の低い学習者に対する学習支援に適している．同

定された誤りが学習者モデルに記録されていない場合

は，学習者を初学者とみなし，誤り及びその原因に基

づくアドバイスを示すなど，より具体的な学習支援方

法を選択する．また，同定された誤りが学習者モデル

に何回も記録されている場合や多くの誤りが同定され

た場合は，理解度が低い学習者とみなし，同様に，よ

り具体的な学習支援方法を選択する．更に，同一の問

題に関してインタラクションの回数が増えるに従い，

より具体的な学習支援方法を選択する．ただし，部分

問題を出題した場合は，部分問題に関して正解に到達

した後にもとの問題に関して再び学習者の解答を促す．

4.5 誤り原因同定・学習支援の例

“ xi - 1∑i = 0
n - 1 ”という問題を使用して誤り原因同定及

び学習支援の例を示す．学習者により入力された解答

が“sigma from i equal zero to n minus one of x sub i sub-

tracted one”であると仮定する．

教材知識及び誤り知識を使用することにより，学習

者により入力された解答の誤り及びその原因の同定を

行う．以下に示す四つの誤り及びその原因が同定され

る．

　・冠詞“the”が欠落している（構造的な誤り）

　・“ ∑”を“sigma”と表記している（数式の読みに
関する誤り）

　・“equals”を“equal”と表記している（語形変化に

関する誤り）

　・前置詞“by”が欠落している（構造的な誤り）

同定された誤り及びその原因に基づき，以下に示す
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学習支援を行う．

（１）　誤っていることを示す

・間違っています．

（２）　誤り個数を示す

・４箇所間違っています．

（３）　誤り単語及び欠落単語を示す

・“〈〉〈sigma〉from i〈equal〉zero to n minus one of x

sub i subtracted〈〉one”の〈〉の部分が間違っていま

す．

（４）　部分問題（誤り部分）を出題する

・“ xi - 1 ”という数式をどのように表記しますか？

（５）　誤り及びその原因に基づくアドバイスを示す

・冠詞“the”を忘れていませんか？

・“ ∑”の読みの英文表記は“sum”です．
・動詞の活用に注意しましょう．

・前置詞“by”を忘れていませんか？

（６）　正しい読みの英文表記を示す

・数式の読みの英文表記は“the sum from i equals zero

to n minus one of x sub i subtracted by one”です．

5. む　す　び

しばしば，人工知能技術を使用した知的教育システ

ムは実用性に欠けるということを聞くが，それらの研

究の多くは新しい人工知能技術を構築することを目標

としているものであり，人工知能技術がこの実用性の

欠如の阻害要因となっているわけではない[7]．対象領

域（教材）の性質を考慮した上で，それに適した人工

知能技術を適切に使用すれば，十分に実用的な（研究

対象としてだけではない）知的教育システム及びその

オーサリングシステムを構築することが可能である．

本論文では，その例として数式の読みの英文表記を学

習するための知的教育システム“Read ME”の学習環境

及びオーサリング環境の構成法について報告した．対

象領域がBNF及び文脈依存関係により定義できるなら

ば，それをprologのDCGにより記述することは容易で

ある．これにより，対象領域の内部表現は定義され，

prologのインタプリタによりその構文を解析すること

も容易である．また，prologによりprologのインタプリ

タ（メタインタプリタ）を記述することは，通常の手

続き型言語によりその言語の処理系を記述することと

比較すると，非常に容易である．よって，特別な機能

（例えば，実行過程を作業領域に保存する機能，知識に

摂動を与え，動的に誤り知識を生成する機能など）を

処理系に組み込むことも容易である．本論文は，この

ような条件を満たす領域における人工知能技術に基づ

く知的教育システム及びそのオーサリングシステムの

構成法を提案するものである．

学習者の知識の定着を促すためには，学習者の理解

度に応じた問題を出題することが効果的である．その

ために，学習者により入力された解答の誤り部分を含

む部分問題の出題を行う学習支援方法が実現されてい

る．更に，学習者の知識の定着を促すために類題など

を出題することも効果的である．このような学習支援

方法を実現するためには，学習者により入力された解

答の誤り部分及び学習者が既に理解した事柄を含むよ

うな問題を動的に作成する必要がある．このような学

習支援方法を実現するために，学習者モデルに記録さ

れた情報は有用である．
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