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「ロボットは東大に入れるか」 

• 国立情報学研究所を中心とする長期プロジェクト 

• 大学入試試験問題をベンチマークとした 言語処理・
知的情報処理技術の総合的評価を目的とする 

 

• 公式目標 

– 2016年度 センター試験で高得点 

– 2021年度 東大2次試験で合格レベルの得点 



模試データによる中間評価 

• 代々木ゼミナール主催のセンタープレ模試を
用いた評価を2013年度、2014年度に行った 

 

• 人間の受験者数： 

約5万人（英語）～約8千人（世界史B、物理） 



代ゼミ模試 2014年度 結果 

*数学・物理は付加情報を含む入力に対する結果 



エラー分析：内容と目的 

• 科目・問題タイプ毎に現状と課題を把握 

 

• 受験者の解答傾向との比較 

–人に比べて、どこまでできるのか 

–人に比べて、何ができないのか 



英語：2014年度 内訳 
問題タイプ システム 受験者 

平均得点 正答数/問題数 得点/配点 

知識系問題 

  発音・アクセント 7/7 14/14 5.9 

  単語穴埋め 6/10 12/20 10.2 

  単語並べ替え 2/3 8/12 5.3 

  会話完成問題 1/3 4/12 7.6 

  語義の推定 2/2 8/8 2.0 

  要約の認識 2/3 12/18 8.5 

  その他 1/3 5/15 8.1 

  知識系問題・小計 21/31 63/101 49.6 

読解問題 6/18 32/99 43.6 

総計 27/49 95/200 93.1 



英語：単語穴埋め＆並べ替え 

単語穴埋め問題： 

単語並べ替え問題： 



英語：単語穴埋め＆並べ替え 

• 手法：単語 5-gram モデルで確率最大の選択肢を出力 

• 過去問を含めた模試6回分による評価 

–単語穴埋め        60 問中47問正解 

–単語並べ替え  18 問中15問正解 

• 誤りタイプの分類： 

単語穴埋め 

原因 誤答数 

遠い依存関係 8 

成句 3 

局所的な高い確率 2 

単語並べ替え 

原因 誤答数 

遠い依存関係 2 

局所的な高い確率 1 



システム 

正 誤 計 

人 

正 37 11 48 

誤 10 2 12 

計 47 13 60 

単語穴埋め＆並べ替え：受験生との比較 

単語 
穴埋め 

システム 

正 誤 計 

人 

正 14 1 15 

誤 1 2 3 

計 15 3 18 

単語並 
べ替え 

• 人：最も多くの受験生が選んだ選択肢 

• 人とシステムの正答・誤答分布の独立性を検定
(Fisher’s exact test) 

 単語穴埋め p = 0.29；  単語並べ替え p = 0.06 



英語：対話完成問題 



英語：対話完成問題 
• 手法：2種類の系列モデルの線形結合 

–発話意図（Speech Act）列の CRF model 

–感情極性の遷移モデル 

• 模試6回分の18題中 8問正解 

–受験生平均正答数： 11.2問 

• 受験生の最頻解答 vs システム出力： 

システム 

正 誤 計 

人 
正 6 10 16 

誤 2 0 2 

計 8 10 18 



英語：対話完成問題 
• 模試6回分 計18問のうち3問で受験生の選択率が
最低のものをシステムが出力 

• 例） 2012年度 第1回 センター模試： 

Caroline: Is yours a smart phone? 
Leo: Yeah ... but, actually, it isn’t worth the name. 

Caroline:  

Leo: It’s not only slow but often misbehaves. 

1) How did you get it? (選択率 9.3%) 

2) How do you do?  (選択率 15.5%) 

3) What do you mean? (選択率 71.6%) 

4) What time is it?  (選択率 3.1%) 出力 



国語：2014年度センター模試 内訳 

 問題タイプ システム 受験者 
平均得点 正答数/問題数 得点/配点 

漢字 5/5 10/10 6.9 

語彙 2/3 6/9 3.7 

読解（評論） 3/6 20/40 13.8 

読解（小説） 2/6 13/41 21.5 

古文 3/8 20/50 14.3 

総計 15/27 69/150 60.2 



国語：現代文評論 傍線部問題 



国語：現代文評論 傍線部問題 

• 基本手法：傍線部の周辺との文字オーバーラッ
プ率が最大の選択肢を出力 

• 2014年 代ゼミ模試 4問中2問正解 

• 模試過去問5回分 20問中11問正解 
（ランダムベースラインは 20%） 

• 受験生の最頻選択肢との比較 

 システム 

正 誤 計 

「人」 
正 9 5 14 

誤 2 4 6 

計 11 9 20 

Fisher’s exact test 
p = 0.18 



数学：2014年度 センター模試 内訳 

設問・内容 得点/
配点 

受験者 
平均点 

失点原因 

[1] 有理化・2次関数 30/30 16.3 

[2] 三角比・統計 8/30 11.1 三角比：計算量；統計：未対応 

[4]（選択）図形の性質 2/20 10.1 計算量 

[5]（選択）整数 0/20 12.4 言語分析 

設問・内容 得点/ 
配点 

受験者 
平均点 

失点原因 

[1] 三角・指数・対数 12/30 16.9 言語分析・言語処理 

[2] 微分法と積分法 23/30 15.8 計算量 

[3] 数列 2/20  9.8 ソルバ未対応 

[4] 平面ベクトル 18/20  7.8 言語分析 

数学I・A 

数学II・B 



数学：手法と評価設定 

• 手法 

1. CCG構文解析＋文脈処理で問題全体を論理式に翻訳 

2. 自動演繹で 「解答欄＝数値」の形に同値変形 

 

• 評価設定：1.で付加アノテーション（補助輪）を使用： 

– 数式意味表現 

– 文節係り受け 

– 文間関係、共参照 

– 辞書未収録語の追加 



数学：エラー理由（失点105点中） 
• 自動演繹部分・アルゴリズムが（今のところ）無い（33点） 

– 数列（開発予定）、統計（開発しない予定） 
 

• 評価時の文法枠組みで扱えなかった言語現象（29点） 

– 行為結果文、ある種の同格表現、型違いのモノの並列 
 

• 構成的な意味導出に起因する計算量増加（25点） 

– 単語の意味表示から合成全体の意味表現が冗長に 
数式処理で計算量が爆発（O(2^2^n) オーダ） 
 

• 数式を操作する問題（18点） 

– 意味的には A = B ⇔ B = A 、統語的には「A=B」 ≠ 「B=A」 

– 全て論理表示するのを避けて数式処理用言語に直接変換  
 パターンマッチによる変換、あるいは数式処理部で失敗 

 

 

 



物理：2014年度 センター模試 内訳 

 設問・内容 システム 受験者 
平得点 正答数/ 

問題数 
得点/ 
配点 

力学・波 1/5 5/25 8.3 

水平投射・つり合い 3/6 13/25 10.0 

波の伝わり方 1/6 5/25 7.8 

円運動 2/6 8/25 5.6 

総計 7/23 31/100 31.7 



物理：手法と評価設定 

• 手法： 

1. 問題を述語論理を用いた意味表示に翻訳 

2. 意味表示を物理シミュレーションのための 
状態記述言語に翻訳 

3. シミュレーションを実行 

4. シミュレーション結果（数値）と選択肢を比較 

 

• 評価設定：ステップ１の意味表示を人手で記述、ス
テップ3の結果の解釈も人が行う 



物理：記述できなかった問題例 

• 画像解釈が必要 

– およそ 2/3 の問題で画像解釈が必要 
（↔数学：2014年度模試では箱ひげ図一題のみ） 

• シミュレーションすべき/でない現象の区別が必要 

– 「細い金属でできた棒を直角に折り曲げて地面に置いた」 

– 「質量2mのおもりを吊るすと切れる糸を用いて円運動」 



世界史・日本史：2014年度 センター模試 内訳 
設問・内容 システム 受験者 

平得点 正答数/問題数 得点/配点 

[1] 古代オリエント史 5/9 14/25 11.4 

[2] 南・東南アジア史 4/9 12/25 11.1 

[3] 唐代までの中国 5/9 13/25 9.1 

[4] 古代中世の欧州 5/9 13/25 9.3 

総計 19/36 52/100 40.8 

設問・内容 システム 受験者 
平得点 正答数/問題数 得点/配点 

[1] 原始社会 3/7 8/20 7.7 

[2] ヤマト政権・古墳 2/10 6/28 16.0 

[3] 律令国家の形成 6/10 17/28 13.4 

[4] 古代の政治・文化 5/9 13/24 10.1 

総計 16/36 44/100 47.2 

世界史 

日本史 



世界史・日本史：問題例と手法 

• 山川出版の世界史・日本史用語集を利用 
1. 設問文を切り出して選択肢に付加 
2. 選択肢からキーワード抽出 
3. 各選択肢 x 用語集の全項目に対しマッチング
スコア計算 

4. 最もマッチした項目を持つ選択肢を出力 
 



世界史：エラー原因の分析 

エラー原因 誤答数 
（重複有） 

設問文からの切り出し 4 

キーワード抽出 4 

一般知識・分野知識・言語知識が必要 4 

言語解析が必要 2 

その他 3 

誤答数 13 

問題総数 36 



世界史：誤答の例 

下線部⑨（=フランク王国）の歴史について述べた文として正しいものを，次
の① ～④ のうちから一つ選べ。 
  
②カール=マルテルは，イスラーム勢力をカタラウヌムの戦いで破った。 
 （システム誤答） 
③カール大帝は，アジア系のアヴァール人を撃退した。  
（正答） 

選択肢②に対する検索スコア最大の項目： 

カール・マルテル  689年〜741年 フランク王国(メロヴィング朝)の宮宰。… 

 

選択肢③に対する検索スコア最大の項目： 

アヴァール人 6世紀以降，中央ヨーロッパに侵入してきたモンゴル系遊牧民。
7世紀東ローマに大敗，8世紀末カール大帝に討たれて衰退し，… 



世界史：誤答の例 

②カール=マルテルは，イスラーム勢力をカタラウヌムの戦いで
破った。 （システム誤答） 
 
知識源②：カール・マルテル 689年〜741年 フランク王国(メロ
ヴィング朝)の宮宰。トゥール・ポワティエ間の戦いで，イスラー
ム勢力を撃退し， 
 
 
 
③カール大帝は，アジア系のアヴァール人を撃退した。 （正答） 
 
知識源③：アヴァール人  6世紀以降，中央ヨーロッパに侵入し
てきたモンゴル系遊牧民。7世紀東ローマに大敗，8世紀末カー
ル大帝に討たれて衰退し，… 

451年 

キーワード認定されたが「モンゴル系」とマッチせず減点 



世界史：受験生の最頻解答との比較 

• Fisher’s exact test: p = 0.28 
 （人とシステムの傾向は独立） 

システム 

正 誤 計 

人 
正 16 13 29 

誤 3 4 7 

計 19 17 36 

• 受験生正答率： 
22.5%, 35.3%, 14.9% 

 
• 偶然ではない 

（妥当な項目・キーワー
ドを選択できている） 



おわりに 

• 各科目の解答システムのエラー分析を行った 

 

• 「普通の人」並みに達した科目もある。一方で 

–人のエラー傾向とは必ずしも一致しない 

– とんでもない間違いをすることがある 

 

• 研究テーマ、沢山あり〼。乞う参戦！ 


