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検索エンジンの検索結果数に基づく英文誤り検出に関する検討
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あらまし 英語を母語としない日本人の書く英文には不適切，あるいは不自然な表現がしばしば見られる．そこで本

稿では，検索エンジンを用いて英文中の誤りを検出する手法を検討する．検索エンジンより得られる検索結果数を素

性として用いて，SVM (Support Vector Machine)により誤りを含む英文かどうかの判定と，誤っている単語の特定を

試みる．
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Abstract Japanese people often use inappropriate or unnatural expressions in English composition. This paper, therefore,

examines a method to detect such errors in English sentences using a search engine. In experiment, we attempt to detect a

sentence containing only one error and identify the erroneous word using the number of search results. We use Support Vector

Machines (SVMs) in this experiment.
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1. は じ め に

英語を母語としない日本人が作成した英文には様々な誤りが

含まれる．誤りを修正するには，辞書を調べたり，ネイティブ

ユーザに質問したりするといった方法が考えられるが，検索エ

ンジンを利用し，その検索結果から妥当な表現であるか判断す

る場合もある．例えば，フレーズ検索の検索結果数から，その

英語表現が実際に使われているかどうか調べることができる．

また，複数の表現候補があるならば，それぞれの候補を含むフ

レーズで検索を行い，ヒット件数からどの候補がより妥当であ

るか調べることができる．本稿では，このフレーズ検索を用い

た方法で英文中の誤りを検出する．

しかし，フレーズ検索によって英文中の誤りを検出するには

いくつか問題点がある．複数の候補を用意して検索結果数を比

較する方法は，単に検索結果数の大小を比較すればいいのでど

ちらがより妥当であるか容易に判断できる．しかし，この方法

を使うにはフレーズ内のどの語が間違っているかが分かってい

なければならないし，適切な候補を見つけること自体が困難な

場合もある．

実用的には，検討したいフレーズの検索結果数のみを見て，

誤りであるかどうか判断する必要がある．しかしながら，Web

のコーパスには誤った英文も存在するため，誤りや不自然な表

現を含んだフレーズでも実際に検索結果数が 0件になること

は稀である．また，フレーズが誤っている事が分かっても，フ

レーズ内のどの語が誤っているかは別の方法で判断する必要が

ある．

そこで本稿では，これらの問題点をふまえて，検索エンジン

を用いて英文中の誤りを検出する方法について検討する．提案

手法では，検討したい文から検索クエリを生成し，検索結果数

を得る．得られた検索結果数を素性として SVM [1] を用いて，

英文に誤りが含まれているか判定し，誤りを含む英文であった

場合は，英文中の誤っている単語の特定を試みる．この際，誤っ

ている単語の品詞などは考慮しない．

2. 関 連 研 究

検索エンジンを用いた英文誤り検出や修正はさまざまな品詞

に対して行われている．例えば，有冨ら [2] は英文中の前置詞

誤りを自動修正するシステムを提案した．そこでは，入力され

た英文の前置詞をワイルドカードに置き換え，その前後の単

語から前置詞に関係が深いと思われる単語を動詞，名詞，形容

詞，副詞の中から規則に従って選択し，検索フレーズを生成す

る．得られた検索結果のサマリからワイルドカード部分に相当



する前置詞を抽出し，前置詞ごとの出現確率を求め，誤りの検

出と修正を行っている．彼らは約半数の前置詞が誤っている英

文データで実験を行い，前置詞誤り検出の F値 0.85，誤り修正

精度 0.82という性能を報告している．

大鹿ら [3] は検索エンジンを用いた英作文支援システムの一

部として，英文の冠詞，前置詞，類義語などの誤り検出や妥当

性の判断を支援するシステムを実装している．このシステムは，

与えられたフレーズの検討したい箇所に対して，複数の候補を

用意し，検討箇所をそれぞれの候補で置き換えながらフレー

ズ検索する．それらのフレーズの検索結果数を示すことによっ

て，ユーザがフレーズの妥当性を判断することを支援する．候

補を得るために，前置詞の場合はフレーズ中の前置詞をワイル

ドカードに置き換えて検索し，その結果から前置詞を抽出して

いる．動詞，名詞，形容詞については辞書データベースを用い

て類義語を取得している．

また，Yi ら [4] はWeb検索を用いて，冠詞，動詞，形容詞を

修正している．動詞と形容詞の修正には，名詞とコロケーショ

ンをなしていなければならないという制約がある．なお，コロ

ケーションとは語の慣用的なつながりのことである．誤り検出

と修正には，冠詞の場合は，a or an/the/ϕ の三つの場合の検索

結果数と検索クエリ長を用いて算出したスコアを用いる．動詞

と形容詞の場合は，検索結果のサマリを用いる．品詞タグ付け

と複数の単語の意味的なまとまりであるチャンクの解析を行い，

それらの結果に基づき検索クエリを作成する．次に，得られた

検索結果のサマリで，検討したい語がコロケーションを成す名

詞とつながりを持っているか調べる．その頻度が閾値未満の時，

誤りであるとし，その単語を除いたクエリで再検索し修正候補

を得る．彼らは実験で，英語学習者の書いた様々な誤りを含む

英文に対して，冠詞と動詞の誤り修正を行っている．冠詞につ

いては精度 62.5%，再現率 49.7%で修正が可能であり，動詞＋

名詞コロケーションでは精度 37.3%，再現率 30.7%で修正が可

能であると報告している．

また，検索エンジンを用いずに英文誤りの検出や修正を試み

る方法もある．例えば，Izumi [5]らは，最大エントロピーモデ

ルを用いて英文中の単語の欠落や語彙誤りを検出している．対

面式インタビューテストである “Standard Speaking Test”の音声

データからコーパスを作成し，自動誤り検出の実験を行い，ト

レーニングデータ 5,599文，テストデータ 617文を用いて，再

現率約 39%,適合率約 50%を報告している．

本稿では，検索エンジンを用いて，英文中の誤りを検出し，

修正すべき単語を特定することを目的とする．多くの先行研究

では，修正の対象となる単語の品詞が限られている．そこで本

稿では，誤り検出対象にそのような品詞による制約を加えずに，

あらゆる品詞の誤り検出を試みる．

3. 品詞の制約がない英文誤り検出

3. 1 概 要

提案する誤り検出手法の概要について述べる．まず，検討し

たい英文から検索クエリを生成し，検索結果数を得る．なお，

検索結果数の取得には Yahoo!検索 API（注1）を用いた．得られた

検索結果数に基づいて素性を定め，SVM に与える．SVM は，

工藤氏が公開している tinySVM（注2）を用いた．ここで，SVMは

線形カーネルを用いた．

英文中の誤っている単語を特定するまでの処理を 2段階に分

けて，それぞれの段階で SVMを用いる．1段階目の処理では

文が誤りを含んでいるか否かを判定し，2段階目でどの単語が

誤っているか特定する

次に，SVM に与える素性について簡単に述べる．文の誤り

判定，誤り単語の特定には MI スコア [6] を用いる．MI スコア

とは，ある二つの単語の共起の強さを示す指標の一つである．

相互情報量の考えに基づいており，ある語が共起相手の語の情

報をどの程度持っているかを示す．実測値を期待値で割り対数

を取ることで求められ，以下の式で定義される．

I = log2
共起頻度 ×コーパス総語数
中心語頻度 ×共起語頻度 (1)

ここで，中心語と共起語は共起の強さを求める二つの単語であ

り，共起頻度はそれらが共起して出現する頻度である．これを

用いて，語のつながりがおかしいと考えられる部分を検出する．

検索エンジンを利用する上で中心語頻度と共起語頻度は検討

したい 2単語，共起頻度は “中心語 +共起語” をクエリとして，

フレーズ検索して得た検索結果数を用いる．コーパス総語数は

全Web上の総語数になるが，これを正確に求めること困難であ

る．また，式 (1)を変形すると，この部分は定数項となるので

無視した．また，2単語のつながりを見るだけでは，誤りを検

出するには不十分なので必要に応じて 3単語以上にも拡張する．

この際，つながりを見るのに用いる単語数に関わらず，常用対

数を用いた．素性については 3. 2節, 3. 3節で具体的に述べる．

3. 2 誤りを含む英文の検出

まず，検討する英文が誤りを含んでいるか判定する．その英

文から単語の 4-gramを生成し，それらの単語列が誤りを含む

かどうか検討する．ただし，文末は tri-gramとする．いずれか

の 4-gram, tri-gramで誤りを含むと判断された場合，その文は

誤りを含むと判断する．

例えば，“昨夜夢を見た．” という意味の，“I had a dream

last night.”という英文について考える．この文からは，“I had a

dream”, “had a dream last”, “a dream last night”, “dream last night”,

の四つの単語列を生成し，これらの単語列が誤っているかどう

か判定する．

次に，生成した単語列が誤りを含むかどうか SVMを用いて

分類する．SVM の学習データは，誤った単語を含む全ての単

語列を負例とし，それ以外は正例とする．“I had a dream last

night.”の誤りとして，“I saw a dream last night.”が考えられる．

ここで，誤りを含む単語列を負例，含まない単語列を正例とし

て SVMを学習する．そうすると，“saw”が誤りであるので，“I

saw a dream”, “saw a dream last”,の二つの単語列は負例の学習

（注1）：Yahoo!デベロッパーネットワーク

http://developer.yahoo.co.jp/

（注2）：TinySVM: Support Vector Machines

http://chasen.org/ taku/software/TinySVM/



表 1 英文の誤り判定に用いた素性

素性 値

1 log |tri -grami | −
∑i+2

k=i log |uni-gramk|
2 log |4-grami | − log |uni-grami | − log |tri -grami+1|
3 log |4-grami | − log |tri -grami | − log |uni-grami+3|

データであり，“a dream last night”, “dream last night”,は正例で

ある．分割の仕方によっては，単語列を見ても誤りとは判断で

きないこともあるが，ここでは誤りとして扱う．

英文の先頭から i 番目の単語列の誤り検出に用いる素性を

表 1にまとめる．この素性を全ての単語列に対して生成して，

SVM で識別し，いずれかの単語列で誤りを含む場合，英文が

誤りを含むと判定する．ここで，|tri -gramj | は前から j 番目の

単語を先頭に持つ tri-gramの検索結果数である．また同様に，

|uni-gramj |, |4-gramj |は，それぞれ j 番目の単語と，j 番目の単

語を先頭に持つ 4-gramの検索結果数を示す．

なお，文中の単語数を N と置くと，N − 2番目の単語列は

tri-gramとなる．そのため表 1の 2番目と 3番目の素性は 0と

する．

これらの素性は予備実験の結果より決定した．予備実験では，

bi-gram, tri-gram, 4-gramの単語列を誤り判定することにより，

英文が誤っているかどうか判定できるか試した．素性は表 1の

素性 1のような n-gramの検索結果数の対数から，それを構成す

る uni-gramの検索結果数の対数を引いたものを用いた．また，

tri-garmと 4-gramでは，素性 2，素性 3のような n-gramの検

索結果数の対数から，uni-gramと (n−1)-gramの検索結果数の

対数を引いた素性を組み合わせた場合についても検討した．そ

の結果，bi-gramを用いた場合は，文脈を十分反映できず誤り

文の検出にはそれほど有効でなかった．例えば，“I saw a dream

last night.”の “I saw” や “saw a”をみても誤りと判断できない．

一方，tri-gram, 4-gramを用いた場合は，比較的よく誤り文を検

出できた．特に，tri-gramが誤り文の検出に有効だった．しか

し，tri-gramの単語列では，bi-gramと同様の理由で，不十分な

こともあった．そのため，tri-gramと 4-gramを用いて表 1のよ

うな素性とした．

3. 3 誤り単語の特定

誤りを含む文を検出した後，どの単語が誤っているか特定す

る．ここでは，英文中の各単語に素性を与え，それぞれの単語

が誤っているかどうか SVMで識別する．

英文中の誤った単語の特定に用いる素性を表 2にまとめる．

これは，i 番目の単語が誤った単語であるか識別するために用

いる素性である．|n-grami |は表 1のそれと同様に，i 番目の単

語を先頭に先頭に持つ n-gramの検索結果数である．3. 2節と同

様に，文頭と文末ではこれらの素性の値は調整する．具体的に

は，n-grami の i がマイナスの値になったり，n+ i − 1が英文中

の単語数より大きくなる場合，その素性の値は 0とする．

4. 評 価 実 験

実験では，「アメリカの子どものように英会話を覚える本」[7]

で取り上げられている，誤りを含む文 153文とその正解例 153

表 2 誤った単語の特定に用いた素性

素性 値

1 log |bi-grami | −
∑i+1

k=i log |uni-gramk|
2 log |bi-grami−1| −

∑i
k=i−1 log |uni-gramk|

3 log |tri -grami | −
∑i+2

k=i log |uni-gramk|
4 log |tri -grami−1| −

∑i+1
k=i−1 log |uni-gramk|

5 log |tri -grami−2| −
∑i

k=i−2 log |uni-gramk|
6 log |tri -grami | − log |uni-grami | − log |bi-grami+1|
7 log |tri -grami−2| − log |bi-grami−2| − log |uni-grami+1|
8 log |4-grami | −

∑i+3
k=i log |uni-gramk|

9 log |4-grami−1| −
∑i+2

k=i−1 log |uni-gramk|
10 log |4-grami−2| −

∑i+1
k=i−2 log |uni-gramk|

11 log |4-grami−3| −
∑i

k=i−3 log |uni-gramk|
12 log |4-grami | − log |uni-grami | − log |tri -grami+1|
13 log |4-grami−3| − log |tri -grami−3| − log |uni-grami |
14 log |4-grami−1| −

∑i
k=i−1 log |uni-gramk| − log |bi-grami+1|

15 log |4-grami−2| − log |bi-grami−2| −
∑i+1

k=i log |uni-gramk|
16 log |4-grami−1| − log |bi-grami−1| − log |bi-grami+1|
17 log |4-grami−2| − log |bi-grami−2| − log |bi-grami |

表 3 誤りを含む文の検出結果

誤りを含む文 正しい文

　検出 非検出 誤検出 非検出

提案手法 132 21 47 106

コロケーションを考慮した手法 136 17 75 78

表 4 誤りを含む文の検出精度

再現率 適合率 F値

提案手法 0.862 0.737 0.795

コロケーションを考慮した手法 0.889 0.645 0.747

文を用いる．誤りを含む文には，動詞，名詞，形容詞，副詞の

いずれかの誤りが 1文につき 1箇所含まれている．まず，全

306文から誤りを含む文をどのくらい検出できるか評価した．

また，誤りを含む 153文を用いて誤った単語を特定できるかど

うか実験した．

また，杉浦ら [8] の構築した日本人英語学習者コーパス

「NICE」（注3）を用いて，日本人が実際に書いた英文に対して，

誤り文の検出と誤った単語の特定ができるかどうか実験した．

4. 1 誤りを含む文の検出実験

誤りを含む英文の検出実験では，204文をトレーニングデー

タ，102文をテストデータに用いて 3分割交差検定により検出

精度を求めた．誤りを含む文の検出結果とその検出精度をそ

れぞれ表 3，表 4にまとめる．また，比較のため DEIM2011で

我々が提案した手法 [9] を用いて誤りを含む英文を検出した結

果も併せて載せる．この手法は英文における語の慣用的なつな

がりであるコロケーションに着目し，英文の誤りを検出するも

のである．英文中のいずれかのコロケーションで誤りを検出し

た場合，その英文を誤りであるとして，検出した．

表 4を見ると提案手法の適合率が従来手法より改善されてお

り，その結果，F値が高くなっている．

（注3）：NICE: Nagoya Interlanguage Corpus of English

http://sugiura5.gsid.nagoya-u.ac.jp/ sakaue/nice/index.html



表 5 誤った単語の特定結果

検出 非検出 誤検出

73 80 24

表 6 誤った単語の特定精度

再現率 適合率 F値

0.477 0.753 0.584

4. 2 誤り単語の特定実験

ここでは，誤りが含まれる英文 153文を用いて，英文中の

誤った単語を特定できるかどうかを実験する．トレーニング

データに 102文，テストデータに 51文を与え，誤りを含む英

文の検出と同様に，3分割交差検定を行う．

誤りを含む英文における誤り単語の特定結果とその精度をそ

れぞれ表 5，表 6にまとめる．

誤検出の主な原因として，誤り単語と意味的につながりの

ある他の単語を誤りとして検出することがあった．ここで再

び，“昨夜夢をみた．” という意図の “I saw a dream last night.”

という誤った英文について考える．正しくは，“I had a dream

last night.”であるので，“saw”を誤り単語として検出しなけれ

ばならない．しかし，“dream”を誤りとして検出することがあ

る．このように，意味的につながりのある単語を誤検出したも

のが 12件あった．また，誤っている単語の前後に出現する単

語を誤検出したのもが 9件あった．

4. 3 NICEを用いた評価実験

4. 1節，4. 2節の実験で用いた英文に含まれている誤りは，動

詞，名詞，形容詞，副詞の 4種類である．しかし，実際の英文

には冠詞や前置詞など，評価に用いた英文に含まれていない品

詞の誤りも多く含まれる．

そこで，日本人英語学習者コーパス「NICE」を用いて誤り

を含む英文の検出と，誤っている単語の特定ができるかどうか

実験した．NICEは日本人英語学習者の書いた英作文を集めた

コーパスである．収録されている英文には母語話者による添削

文が付与されている．日本人が書いた英文の誤りを検出し，添

削文と比較することで，誤り検出性能について評価した．

4. 3. 1 テストデータの作成

NICEからテストデータを作成する手順を述べる．日本人の

書いた英文と，母語話者の添削文を比較すると，文中の多数の

語が修正され，ほとんど別の文になっている場合がある．元の

文と添削文の違いが大きい場合，誤りが検出できたかどうか評

価するのが困難となる．そこで，比較的誤りの少ない英文を選

んで，誤り検出することにした．

具体的には，原文と添削文を単語単位で比較し，編集距離を

求め，編集距離が 1となる英文を実験に用いた．ここで，編集

距離を求める際の，置換のコストは 1とする．また，検索エン

ジンでは大文字，小文字の違いや一部の記号は検索結果に反映

されない．そのため，添削文で小文字が大文字に直されていた

り，コンマやピリオドが付与されたりする場合もあるが，これ

らの違いは無視する．

日本人が書いた英文の誤りは，編集距離の観点から，置換誤

表 7 NICEにおける品詞別の置換誤りの件数

品詞 誤り件数

名詞 45

動詞 38

冠詞 25

副詞 14

形容詞 9

代名詞 9

be動詞 8

前置詞 7

数詞 3

接続詞 2

助動詞 1

合計 161

表 8 NICEにおける品詞別の挿入誤りの件数

品詞 誤り件数

冠詞 13

副詞 8

接続詞 7

助動詞 6

名詞 4

前置詞 4

代名詞 4

合計 46

り，挿入誤り，欠落誤りの三つに分類できる．置換誤りはある

単語が別の単語に置き換わっている誤りである．また，挿入誤

りは不要な単語が付加されているものであり，欠落誤りは必要

な単語が不足している誤りである．

置換誤りは，4. 2節で扱った英文に含まれている誤りと同じ

種類の誤りである．また，挿入誤りは 4. 2節では扱わなかった

が，置換誤りの検出に用いる素性がそのまま使えると考えられ

る．よって，置換誤りと挿入誤りについて実験し，欠落誤りに

ついては今後の課題とする．

英文の長さが 2単語以下の場合も，扱わないことにした．以

上をまとめると，本実験で扱う英文は，置換誤りか挿入誤り一

つを含む，3単語以上の長さの文である．NICEから誤り検出

の対象とする英文を抽出したところ，置換誤りが 161件，挿入

誤りが 46件得られた．この誤りを品詞別に分類したものを置

換誤りについては表 7に,挿入誤りについては表 8にまとめる．

4. 3. 2 NICEを用いた誤り文検出実験

NICEの日本人が実際に書いた英文から，誤りを含む英文を

検出できるか実験した．トレーニングデータには，4. 1節の実

験で用いた，誤りを含む文 153文とその正解例 153文を利用

する．

テストデータには，NICEから得られた 647文を用いた．そ

の内訳は，4. 3. 1項で得た置換誤りを含む英文 161文，挿入誤

りを含む英文 46文と誤りを含まない正しい英文 440文である．

この正しい英文も NICEから得た．NICEでは修正する必要の

ない英文には，添削文の代わりに “OK” と書かれているので，

この “OK” と評価された英文を用いた．また，検索エンジンの



表 9 NICEにおける誤り文の検出結果

検出 非検出 誤検出

144 63 248

表 10 NICEにおける誤り文の検出精度

再現率 適合率 F値

0.686 0.367 0.428

表 11 NICEにおける誤った単語の特定結果

検出 非検出 誤検出

置換誤り 34 127 110

挿入誤り 5 41 36

表 12 NICEにおける誤った単語の特定精度

再現率 適合率 F値

置換誤り 0.211 0.236 0.223

挿入誤り 0.109 0.122 0.115

表 13 NICEにおける品詞別の置換誤りの特定結果

品詞 検出件数 誤り件数

名詞 9 45

動詞 12 38

冠詞 6 25

副詞 1 14

形容詞 3 9

代名詞 2 9

be動詞 0 8

前置詞 0 7

数詞 1 3

接続詞 0 2

助動詞 0 1

合計 34 161

制約上，大文字小文字の区別やカンマ，ピリオドなどの記号は

扱えない．添削文で，大文字小文字や記号を修正されているも

のを除いた際に，元の英文と添削文が同じになる英文は正しい

英文と見なして，正しい英文である 440文に含めている．

誤りを含む文を検出した結果とその検出精度を表 9,表 10に

それぞれまとめる．

4. 1節の実験と比較すると，再現率，適合率が共に低い．特

に，誤検出が大きく増えて，適合率が下がっている．

4. 3. 3 NICEを用いた誤り単語特定実験

4. 3. 1項で作成したテストデータを用いて，置換誤り，挿入

誤りが発生している単語の特定実験を行った．トレーニング

データには 4. 2節の実験で用いた，誤りを含む英文 153文を利

用した．

置換誤り，挿入誤りを含む英文に対して，誤り単語の特定を

した結果とその精度をそれぞれ表 11，表 12にまとめる．また，

誤った単語を特定できた件数を品詞ごとにまとめたものを表 13,

表 14に示す．

置換誤りについて 4. 2節の実験と比較すると，再現率，適合

率ともに低くなっている．4. 2節の実験と共通する誤検出，非

検出の原因として，誤り単語の前後の単語や，意味的につなが

表 14 NICEにおける品詞別の挿入誤りの特定結果

品詞 検出件数 誤り件数

冠詞 1 13

副詞 0 8

接続詞 0 7

助動詞 0 6

名詞 1 4

前置詞 1 4

代名詞 2 4

合計 5 46

りのある単語を誤検出していることが挙げられる．誤り単語の

前後の単語を誤検出した件数は 30件以上あった．

NICEにおいて誤り単語の特定が検出できない理由として，

文脈に依存した誤りの存在が挙げられる．例えば，“it” を “this”

に修正しているものや，一般名詞を代名詞に書き換えているも

のがある．また，動詞の現在形を過去形に書き換えているもの

もある．このような誤りは対象とする文のみを調べても，誤り

検出は困難となる．文脈に依存した誤りは 24件あった．その

他に，文中で離れた単語の影響を受けているものもある．例え

ば，時制の一致が挙げられる．本実験で用いた検索クエリでは，

検討している単語から 4単語以上離れた単語の影響は直接反映

されない．そのため，時制の一致のような離れた位置の単語を

見る必要がある場合は，誤り検出ができない．離れた単語の影

響を受けている誤りは 5件あった．

適合率が低い理由として，複文や副詞節，副詞句などの影響

が考えられる．文や節の境界付近では，単語のつながりが弱く

なり，検索結果数が減る．そのため，文や節の境界の前後で誤

検出が起こる．節などの境界による影響で誤検出したと考えら

れるものは 19件あった．その他に，珍しい単語や言い回しを

していることが原因と考えられるものが 5件あった．

挿入誤りの非検出，誤検出の原因にも，置換誤りと同様の理

由が挙げられる．誤った単語の前後の単語を誤検出しているも

のが 10件，節などの境界の影響を受け，誤検出したものが 10

件あった．また，表 12を見ると，挿入誤りの特定精度が置換

誤りの特定精度より低い．これは，トレーニングデータには置

換誤りの例しか含まれていないので，挿入誤りに十分対応でき

ていないと考えられる．

5. ま と め

本稿では，英文中の n-gramを検索フレーズとして，検索エ

ンジンから得られる検索結果数を素性として，SVM によって

英文中の誤りを検出する手法について述べた．まず，英文から

tri-gramと 4-gramを主体とした単語列を抽出し，それらの単

語列が誤りを含むかどうか分類することで誤りを含む英文を検

出した．また，誤りを含む英文に対しては，英文中の各単語が

誤っているかどうか判別し，誤った単語を特定した．

実験では，典型的な誤りを一つだけ含む英文を対象に，誤り

を含む英文の検出と誤った単語の特定を行った．その結果，誤

りを含む英文の検出性能を示す F値は 0.795，誤った単語の特



定の F値は 0.584であった．また，日本人英語学習者コーパス

「NICE」に収録されている英文の一部を用いて，日本人が実際

に書いた英文に対して誤り検出を試みた．

今後の課題として，必要な単語が不足している欠落誤りを検

出することが挙げられる．また，誤った単語に対して修正候補

を提示する方法も検討したい．
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