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概要

修正されたスペルミスの分析はスペルミス訂正エンジンの構築に
有用だと期待

�

修正されなかったスペルミス

missspellmissspell misspell

従来研究の対象本研究の対象

修正されたスペルミス

二種類のスペルミスを比較し，どのようなミスが気づかれや
すいのか／気づかれにくいのかを明らかにした

おっとっと…
スペルミス発見！



修正されたスペルミスの獲得

�

m - i - s - s - s - p -  BACKSPACE  -  BACKSPACE  - p - e - l - l

キーストローク

missspell misspell
修正前文字列 修正後文字列

修正されたスペルミスと修正例を，
BACKSPACEキー操作を含むキーストロークから獲得

修正ペア

Amazon Mechanical Turkを利用してキーストロークを収集



Twitterの英語スペルミス分析 [荒牧+ ’10]

• 修正されなかったスペルミスに関する研究
中国語IME上でのスペルミス分析 [Zheng+ ’11]

• 変換後のBACKSPACEキー操作情報を利用して修正ペアを獲得

関連研究

�

servation, we can extract error-correction pairs from
backspace operations. These error-correction pairs
are of great importance in Chinese spelling correc-
tion task which generally relies on sets of confusing
words.

We extract 54, 309, 334 error-correction pairs
from user input behaviors and further study them.
Our comparative analysis of Chinese and English ty-
pos suggests that some language-specific properties
of Chinese lead to a part of input errors. To the best
of our knowledge, this paper is the first one which
analyzes user input behaviors in Chinese Pinyin in-
put method.

The rest of this paper is organized as follows.
Section 2 discusses related works. Section 3 intro-
duces how we collect errors in Chinese Pinyin input
method. In Section 4, we investigate the reasons that
result in these errors. Section 5 concludes the whole
paper and discusses future work.

2 Previous Work

For English spelling correction (Kukich, 1992;
Ahmad and Kondrak, 2005; Chen et al., 2007;
Whitelaw et al., 2009; Gao et al., 2010), most ap-
proaches make use of a lexicon which contains a list
of well-spelled words (Hirst and Budanitsky, 2005;
Islam and Inkpen, 2009). Context features (Ro-
zovskaya and Roth, 2010) of words provide useful
evidences for spelling correction. These features
are usually represented by an n-gram language mod-
el (Cucerzan and Brill, 2004; Wilcox-O’Hearn et
al., 2010). Phonetic features (Toutanova and Moore,
2002; Atkinson, 2008) are proved to be useful in En-
glish spelling correction. A spelling correction sys-
tem is trained using these features by a noisy channel
model (Kernighan et al., 1990; Ristad et al., 1998;
Brill and Moore, 2000).

Chang (1994) first proposes a representative ap-
proach for Chinese spelling correction, which re-
lies on sets of confusing characters. Zhang et al.
(2000) propose an approximate word-matching al-
gorithm for Chinese to solve Chinese spell detec-
tion and correction task. Zhang et al. (1999) present
a winnow-based approach for Chinese spelling cor-
rection which takes both local language features and
wide-scope semantic features into account. Lin and
Yu (2004) use Chinese frequent strings and report

an accuracy of 87.32%. Liu et al. (2009) show that
about 80% of the errors are related to pronunciation-
s. Visual and phonological features are used in Chi-
nese spelling correction (Liu et al., 2010).

Instead of proposing a method for spelling cor-
rection, we mainly investigate the reasons that cause
typing errors in both English and Chinese. Some
errors are caused by specific properties in Chinese
such as the phonetic difference between Mandarin
and dialects spoken in southern China. Meanwhile,
confusion sets of Chinese words play an importan-
t role in Chinese spelling correction. We extract a
large scale of error-correction pairs from real user
input behaviors. These pairs contain important ev-
idence about confusing Pinyins and Chinese words
which are helpful in Chinese spelling correction.

3 User Input Behaviors Analysis

We analyze user input behaviors from anonymous
user typing records in a Chinese input method. Data
set used in this paper is extracted from Sogou Chi-
nese Pinyin input method1. It contains 2, 277, 786
users’ typing records in 15 days. The numbers of
Chinese words and characters are 3, 042, 637, 537
and 5, 083, 231, 392, respectively. We show some
user typing records in Fig. 3.

[20100718 11:10:38.790ms] select:2 zhe  WINWORD.exe 
[20100718 11:10:39.770ms] select:1 shi  WINWORD.exe 
[20100718 11:10:40.950ms] select:1 shenem  WINWORD.exe 
[20100718 11:10:42.300ms] Backspace WINWORD.exe 
[20100718 11:10:42.520ms] Backspace WINWORD.exe 
[20100718 11:10:42.800ms] Backspace WINWORD.exe 
[20100718 11:10:45.090ms] select:1 shenme  WINWORD.exe 
 

Figure 3: Backspace in user typing records.

From Fig. 3, we can see the typing process of a
Chinese sentence “䖭ᰃҔМ” (What is this). Each
line represents an input segment or a backspace op-
eration. For example, word “ҔМ” (what) is type-
d in using Pinyin “shenme” with numeric selection
“1” at 11:10am in Microsoft Word application.

The user made a mistake to type in the third
Pinyin (“shenme” is mistyped as “shenem”). Then,
he/she pressed the backspace to modify the errors
he has made. the word “Ҕᙊ儨” is deleted and re-
placed with the correct word “ҔМ” using Pinyin

1Sogou Chinese Pinyin input method, can be accessed from
http://pinyin.sogou.com/
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1 はじめに
コンピュータで文字入力をする際，人間はたくさんの

打ち間違い（タイポ）を生み出してしまう．入力中にタ
イポに気がついた場合には BACKSPACE (BS)キーなど
により該当箇所を削除・修正すればいいが，気づかれな
かったタイポは最終出力文字列に残ってしまう．
スペル訂正に関する研究は広く行われているが，訓練

データとして用いられているのはニュース記事や検索ク
エリなどの最終出力文字列に残っているタイポとその修
正後（だと想定される）文字列である [4, 3]．しかし，最
終出力文字列に残らない，入力中に修正されるタイポも
存在する．このようなタイポデータを用いることでスペ
ル訂正エンジンの精度を向上させられると我々は考えた．
しかし，「入力中に修正されたタイポ」が含まれる

公開データは存在しない．そこで本研究では，まずク
ラウドソーシングサービス Amazon Mechanical Turk
（MTurk）を利用して，複数のユーザに文章を入力させ，
BSキー操作を含むユーザの入力文字列（キーストロー
ク）を収集した（3章）．対象言語は英語と日本語とし
た．図 1にキーストロークの例を示す．
次に，収集したキーストローク中に含まれるタイポと，

最終出力文字列に現れることの多い「一般的なタイポ」
を分析・比較し，キーストロークには独自の傾向のタイ
ポが現れることを示した（4.3節）．この事実により，特
にユーザの入力中に訂正候補を提示するオンラインスペ
ル訂正エンジンにおいて，キーストローク利用による精
度向上が期待できる．また，日英のキーストロークに含
まれるタイポを比較し，いくつかの面で日本語独自のタ
イポ傾向があることを示した（4.4節）．さらに，既存
のタイポ分析では取り上げられていないいくつかのタイ
ポ要因を指摘した（4.5節）．

2 関連研究
タイポの分析はいくつか行われている．荒牧らはTwit-

terから収集したデータ中で，編集距離１となる低頻度
語と高頻度語のペアをそれぞれタイポ候補・原型候補と
して，タイポの要因と思われる５つの要素のうち，どれ

∗本研究は，筆頭著者の Microsoft Research でのインターンシッ
プ中に行われた
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図 1: キーストロークの例
が主要な要因であるかを分析した [7]．この研究で対象
としているのは Twitter上の最終出力文字列であり，本
研究のような入力中のタイポは対象としていない．また，
本研究はユーザによって修正されたタイポを獲得してお
り高頻度語もタイポ候補にできるが，この研究では低頻
度語しかタイポ候補にできない．また，対象言語は英語
のみである．

Zhengらは，中国語 IMEである Sogouの入力ログを
収集し，入力された漢字と BSキー操作を獲得して中国
語におけるタイポの分析を行った [6]．また英語の一般
的なタイポに関しても分析をした．彼らは本研究と同じ
く BSキー操作に着目しているが，ピンインに関しては
キーストロークを直接取得するのではなく，入力された
漢字から対応するピンインに戻して分析を行なっている．
よって，実際のキーストロークに着目した分析は本研究
が初めてだと言える．

3 キーストローク収集
今回キーストローク収集で用いたMTurkは，コンピ

ュータにとっては難しいタスクを人間（ワーカーと呼ば
れる）に依頼するためのウェブサービスである．近年，
様々な自然言語処理タスクにおいてアノテーションの
ために広く利用されていて，MTurkからのデータ収集
自体が研究対象となっている [5]．2010年には国際会議
NAACLにおいてMTurkからのデータ収集を対象とし
たワークショップが開催された [1]．しかし，MTurkか
らユーザのキーストロークを収集した既存研究はなく，
この点でも本研究は新しい問題に取り組んだと言える．
表 1に，収集したデータの概要を示す．

3.1 タスクデザイン
キーストロークを収集するためのタスクとして，ワー

カーに画像を提示し「画像への説明文を記述するタス

Amazon Mechanical Turkを利用した
キーストロークログからのスペルミスの収集と分析

馬場 雪乃∗

東京大学大学院 情報理工学系研究科
ybaba@nii.ac.jp

鈴木 久美
Microsoft Research

hisamis@microsoft.com

1 はじめに
コンピュータで文字入力をする際，人間はたくさんの

打ち間違い（タイポ）を生み出してしまう．入力中にタ
イポに気がついた場合には BACKSPACE (BS)キーなど
により該当箇所を削除・修正すればいいが，気づかれな
かったタイポは最終出力文字列に残ってしまう．
スペル訂正に関する研究は広く行われているが，訓練

データとして用いられているのはニュース記事や検索ク
エリなどの最終出力文字列に残っているタイポとその修
正後（だと想定される）文字列である [4, 3]．しかし，最
終出力文字列に残らない，入力中に修正されるタイポも
存在する．このようなタイポデータを用いることでスペ
ル訂正エンジンの精度を向上させられると我々は考えた．
しかし，「入力中に修正されたタイポ」が含まれる

公開データは存在しない．そこで本研究では，まずク
ラウドソーシングサービス Amazon Mechanical Turk
（MTurk）を利用して，複数のユーザに文章を入力させ，
BSキー操作を含むユーザの入力文字列（キーストロー
ク）を収集した（3章）．対象言語は英語と日本語とし
た．図 1にキーストロークの例を示す．
次に，収集したキーストローク中に含まれるタイポと，

最終出力文字列に現れることの多い「一般的なタイポ」
を分析・比較し，キーストロークには独自の傾向のタイ
ポが現れることを示した（4.3節）．この事実により，特
にユーザの入力中に訂正候補を提示するオンラインスペ
ル訂正エンジンにおいて，キーストローク利用による精
度向上が期待できる．また，日英のキーストロークに含
まれるタイポを比較し，いくつかの面で日本語独自のタ
イポ傾向があることを示した（4.4節）．さらに，既存
のタイポ分析では取り上げられていないいくつかのタイ
ポ要因を指摘した（4.5節）．

2 関連研究
タイポの分析はいくつか行われている．荒牧らはTwit-

terから収集したデータ中で，編集距離１となる低頻度
語と高頻度語のペアをそれぞれタイポ候補・原型候補と
して，タイポの要因と思われる５つの要素のうち，どれ

∗本研究は，筆頭著者の Microsoft Research でのインターンシッ
プ中に行われた

m - i - s - s - s - p -  BACKSPACE  -  BACKSPACE  - p - e - l - l

キーストローク

missspell misspell
修正前文字列 修正後文字列

図 1: キーストロークの例
が主要な要因であるかを分析した [7]．この研究で対象
としているのは Twitter上の最終出力文字列であり，本
研究のような入力中のタイポは対象としていない．また，
本研究はユーザによって修正されたタイポを獲得してお
り高頻度語もタイポ候補にできるが，この研究では低頻
度語しかタイポ候補にできない．また，対象言語は英語
のみである．

Zhengらは，中国語 IMEである Sogouの入力ログを
収集し，入力された漢字と BSキー操作を獲得して中国
語におけるタイポの分析を行った [6]．また英語の一般
的なタイポに関しても分析をした．彼らは本研究と同じ
く BSキー操作に着目しているが，ピンインに関しては
キーストロークを直接取得するのではなく，入力された
漢字から対応するピンインに戻して分析を行なっている．
よって，実際のキーストロークに着目した分析は本研究
が初めてだと言える．

3 キーストローク収集
今回キーストローク収集で用いたMTurkは，コンピ

ュータにとっては難しいタスクを人間（ワーカーと呼ば
れる）に依頼するためのウェブサービスである．近年，
様々な自然言語処理タスクにおいてアノテーションの
ために広く利用されていて，MTurkからのデータ収集
自体が研究対象となっている [5]．2010年には国際会議
NAACLにおいてMTurkからのデータ収集を対象とし
たワークショップが開催された [1]．しかし，MTurkか
らユーザのキーストロークを収集した既存研究はなく，
この点でも本研究は新しい問題に取り組んだと言える．
表 1に，収集したデータの概要を示す．

3.1 タスクデザイン
キーストロークを収集するためのタスクとして，ワー

カーに画像を提示し「画像への説明文を記述するタス

Amazon Mechanical Turkを利用した
キーストロークログからのスペルミスの収集と分析

馬場 雪乃∗

東京大学大学院 情報理工学系研究科
ybaba@nii.ac.jp

鈴木 久美
Microsoft Research

hisamis@microsoft.com

1 はじめに
コンピュータで文字入力をする際，人間はたくさんの

打ち間違い（タイポ）を生み出してしまう．入力中にタ
イポに気がついた場合には BACKSPACE (BS)キーなど
により該当箇所を削除・修正すればいいが，気づかれな
かったタイポは最終出力文字列に残ってしまう．
スペル訂正に関する研究は広く行われているが，訓練

データとして用いられているのはニュース記事や検索ク
エリなどの最終出力文字列に残っているタイポとその修
正後（だと想定される）文字列である [4, 3]．しかし，最
終出力文字列に残らない，入力中に修正されるタイポも
存在する．このようなタイポデータを用いることでスペ
ル訂正エンジンの精度を向上させられると我々は考えた．
しかし，「入力中に修正されたタイポ」が含まれる

公開データは存在しない．そこで本研究では，まずク
ラウドソーシングサービス Amazon Mechanical Turk
（MTurk）を利用して，複数のユーザに文章を入力させ，
BSキー操作を含むユーザの入力文字列（キーストロー
ク）を収集した（3章）．対象言語は英語と日本語とし
た．図 1にキーストロークの例を示す．
次に，収集したキーストローク中に含まれるタイポと，

最終出力文字列に現れることの多い「一般的なタイポ」
を分析・比較し，キーストロークには独自の傾向のタイ
ポが現れることを示した（4.3節）．この事実により，特
にユーザの入力中に訂正候補を提示するオンラインスペ
ル訂正エンジンにおいて，キーストローク利用による精
度向上が期待できる．また，日英のキーストロークに含
まれるタイポを比較し，いくつかの面で日本語独自のタ
イポ傾向があることを示した（4.4節）．さらに，既存
のタイポ分析では取り上げられていないいくつかのタイ
ポ要因を指摘した（4.5節）．

2 関連研究
タイポの分析はいくつか行われている．荒牧らはTwit-

terから収集したデータ中で，編集距離１となる低頻度
語と高頻度語のペアをそれぞれタイポ候補・原型候補と
して，タイポの要因と思われる５つの要素のうち，どれ

∗本研究は，筆頭著者の Microsoft Research でのインターンシッ
プ中に行われた

m - i - s - s - s - p -  BACKSPACE  -  BACKSPACE  - p - e - l - l

キーストローク

missspell misspell
修正前文字列 修正後文字列

図 1: キーストロークの例
が主要な要因であるかを分析した [7]．この研究で対象
としているのは Twitter上の最終出力文字列であり，本
研究のような入力中のタイポは対象としていない．また，
本研究はユーザによって修正されたタイポを獲得してお
り高頻度語もタイポ候補にできるが，この研究では低頻
度語しかタイポ候補にできない．また，対象言語は英語
のみである．

Zhengらは，中国語 IMEである Sogouの入力ログを
収集し，入力された漢字と BSキー操作を獲得して中国
語におけるタイポの分析を行った [6]．また英語の一般
的なタイポに関しても分析をした．彼らは本研究と同じ
く BSキー操作に着目しているが，ピンインに関しては
キーストロークを直接取得するのではなく，入力された
漢字から対応するピンインに戻して分析を行なっている．
よって，実際のキーストロークに着目した分析は本研究
が初めてだと言える．

3 キーストローク収集
今回キーストローク収集で用いたMTurkは，コンピ

ュータにとっては難しいタスクを人間（ワーカーと呼ば
れる）に依頼するためのウェブサービスである．近年，
様々な自然言語処理タスクにおいてアノテーションの
ために広く利用されていて，MTurkからのデータ収集
自体が研究対象となっている [5]．2010年には国際会議
NAACLにおいてMTurkからのデータ収集を対象とし
たワークショップが開催された [1]．しかし，MTurkか
らユーザのキーストロークを収集した既存研究はなく，
この点でも本研究は新しい問題に取り組んだと言える．
表 1に，収集したデータの概要を示す．

3.1 タスクデザイン
キーストロークを収集するためのタスクとして，ワー

カーに画像を提示し「画像への説明文を記述するタス

servation, we can extract error-correction pairs from
backspace operations. These error-correction pairs
are of great importance in Chinese spelling correc-
tion task which generally relies on sets of confusing
words.

We extract 54, 309, 334 error-correction pairs
from user input behaviors and further study them.
Our comparative analysis of Chinese and English ty-
pos suggests that some language-specific properties
of Chinese lead to a part of input errors. To the best
of our knowledge, this paper is the first one which
analyzes user input behaviors in Chinese Pinyin in-
put method.

The rest of this paper is organized as follows.
Section 2 discusses related works. Section 3 intro-
duces how we collect errors in Chinese Pinyin input
method. In Section 4, we investigate the reasons that
result in these errors. Section 5 concludes the whole
paper and discusses future work.

2 Previous Work

For English spelling correction (Kukich, 1992;
Ahmad and Kondrak, 2005; Chen et al., 2007;
Whitelaw et al., 2009; Gao et al., 2010), most ap-
proaches make use of a lexicon which contains a list
of well-spelled words (Hirst and Budanitsky, 2005;
Islam and Inkpen, 2009). Context features (Ro-
zovskaya and Roth, 2010) of words provide useful
evidences for spelling correction. These features
are usually represented by an n-gram language mod-
el (Cucerzan and Brill, 2004; Wilcox-O’Hearn et
al., 2010). Phonetic features (Toutanova and Moore,
2002; Atkinson, 2008) are proved to be useful in En-
glish spelling correction. A spelling correction sys-
tem is trained using these features by a noisy channel
model (Kernighan et al., 1990; Ristad et al., 1998;
Brill and Moore, 2000).

Chang (1994) first proposes a representative ap-
proach for Chinese spelling correction, which re-
lies on sets of confusing characters. Zhang et al.
(2000) propose an approximate word-matching al-
gorithm for Chinese to solve Chinese spell detec-
tion and correction task. Zhang et al. (1999) present
a winnow-based approach for Chinese spelling cor-
rection which takes both local language features and
wide-scope semantic features into account. Lin and
Yu (2004) use Chinese frequent strings and report

an accuracy of 87.32%. Liu et al. (2009) show that
about 80% of the errors are related to pronunciation-
s. Visual and phonological features are used in Chi-
nese spelling correction (Liu et al., 2010).

Instead of proposing a method for spelling cor-
rection, we mainly investigate the reasons that cause
typing errors in both English and Chinese. Some
errors are caused by specific properties in Chinese
such as the phonetic difference between Mandarin
and dialects spoken in southern China. Meanwhile,
confusion sets of Chinese words play an importan-
t role in Chinese spelling correction. We extract a
large scale of error-correction pairs from real user
input behaviors. These pairs contain important ev-
idence about confusing Pinyins and Chinese words
which are helpful in Chinese spelling correction.

3 User Input Behaviors Analysis

We analyze user input behaviors from anonymous
user typing records in a Chinese input method. Data
set used in this paper is extracted from Sogou Chi-
nese Pinyin input method1. It contains 2, 277, 786
users’ typing records in 15 days. The numbers of
Chinese words and characters are 3, 042, 637, 537
and 5, 083, 231, 392, respectively. We show some
user typing records in Fig. 3.

[20100718 11:10:38.790ms] select:2 zhe  WINWORD.exe 
[20100718 11:10:39.770ms] select:1 shi  WINWORD.exe 
[20100718 11:10:40.950ms] select:1 shenem  WINWORD.exe 
[20100718 11:10:42.300ms] Backspace WINWORD.exe 
[20100718 11:10:42.520ms] Backspace WINWORD.exe 
[20100718 11:10:42.800ms] Backspace WINWORD.exe 
[20100718 11:10:45.090ms] select:1 shenme  WINWORD.exe 
 

Figure 3: Backspace in user typing records.

From Fig. 3, we can see the typing process of a
Chinese sentence “䖭ᰃҔМ” (What is this). Each
line represents an input segment or a backspace op-
eration. For example, word “ҔМ” (what) is type-
d in using Pinyin “shenme” with numeric selection
“1” at 11:10am in Microsoft Word application.

The user made a mistake to type in the third
Pinyin (“shenme” is mistyped as “shenem”). Then,
he/she pressed the backspace to modify the errors
he has made. the word “Ҕᙊ儨” is deleted and re-
placed with the correct word “ҔМ” using Pinyin

1Sogou Chinese Pinyin input method, can be accessed from
http://pinyin.sogou.com/
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shenem shenme

実際にユーザーがタイプしたキーストロークを利用して
スペルミス分析を行ったのは本研究が初めて

twitrer twitter
低頻度語 類似した高頻度語



キーストローク収集



タスク設計と入力された文章例

�

「ペンギンの群れが雪の中を行進しています。」 「お母さん、足つかへん。」

説明文を記述するタスク 登場人物のセリフを記述するタスク

”oh mummy. please dont take a clip. i 
am naked and i feel shy. at least give 
me a towel.”

英英 “A flock of penguins waddle towards 
two trees over snow covered ground.”

日日

画像を文章入力のトリガーとして用いるタスクを設計
キーストローク収集タスクであることを隠せる・言語非依存

説明文を記述するタスク 登場人物のセリフを記述するタスク



タスクインターフェース

�

ユーザがテキストボック
スに文章を入力する

キーストロークを
ロギングサーバに送信

JavaScriptを用いて
入力中のキーストローク
を獲得

※IMEとロギングエンジンは，MSRのUniversal Text Inputを利用
（A2-6 「入力支援機能を統合した多言語入力システム『Universal Text Input』」）

英語約50,000文，日本語約6,000文のキーストロークを収集



スペルミス分析



分析対象データセット




ja_keystroke
キーストロークから
獲得した，日本語の
修正ペア
(4,838ペア)

en_keystroke
キーストロークから
獲得した，英語の
修正ペア
(44,378ペア)

en_common
Wikipedia:Lists of 
common 
misspellingsと
SpellGoodから獲得
した一般的な，英語
の修正ペア
(10,609ペア)

修正されたスペルミスと
修正されなかったスペルミスの比較

英語・日本語スペルミスの比較

修正されたスペルミス 修正されなかったスペルミス



分析方法

��

4つのスペルミスカテゴリに分類• Deletion: e.g., “stre_t”→”street”• Insertion: e.g., “yeellow”→”yellow”• Substitution: e.g., “waitimg”→”waiting”• Transposition: e.g., “teh”→”the”
どの要因でスペルミスが発生しているのかを分析• 物理的要因：手・指の動作，キー間の距離• 視覚的要因：文字の視覚的類似性，単語内の位置，同じ文字の繰り返し• 音韻的要因：文字の音韻的類似性



修正された／されなかったスペルミスの比較：概要

1. スペルミスカテゴリ：
気づきやすい: Substitution，
気づきづらい: Deletion, Transposition

2. 単語内での位置：
気づきやすい: 単語の両端でのミス
気づきづらい: 単語の中ほどでのミス

3. 文字の視覚的類似性：
気づきづらい: 似ている文字同士のSubstitution
(e.g., “yoqa”→”yoga”)

4. 同じ文字の繰り返し：
気づきづらい: 同じ文字が連続している場所でのDeletion
(e.g., “tomor_ow”→”tomorrow”)

5. 音韻的類似性：
気づきやすい: 子音同士のSubstitution (e.g., “eazy”→”easy”)
気づきづらい: 母音同士のSubstitution (e.g., “visable”→”visible”)

��



��

各エラーカテゴリの割合

en_keystroke

en_common

Deletion
Insertion

Substitution
Transposition

Ratio (%)
0 20 40 60 80 100

修正された／されなかったスペルミスの比較：1

修正されなかったスペルミス

Substitutionには気づきやすく，
Deletion, Transpositionには気づきづらい

Substitution
が半数以上

Deletion, 
Transposition
が多い

修正されたスペルミス



��

0 20 40 60 80 100

Deletion

0−base position / (word length−1) (%)

D
en

si
ty

0 20 40 60 80 100

Insertion
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Substitution

0−base position / (word length−1) (%)
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Transposition

0−base position / (word length−1) (%)
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en
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en_keystrokeen_common

単語の両端でのミスには気づきやすく，
単語の中ほどでのミスには気づきづらい

単語内でのスペルミス発生位置

修正された／されなかったスペルミスの比較：2

修正されたスペ
ルミスは単語両
端が多い

修正されたスペルミス修正されなかった
スペルミス バスタブ則

とも合致！



似ている文字同士のSubstitutionには気づきづらい 
e.g., “yoqa”→”yoga”

��

文字同士の視覚的類似度とSubstitution発生頻度

修正されなかっ
たスペルミスで
は，文字同士が
類似していると
きのSubstitution
が多い

修正された／されなかったスペルミスの比較：3

Substition

Similarity

Fr
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.

0.
00
0

Similarity

Fr
eq
.

0.
00
0

0.30 0.90

0.30 0.90

en_keystrokeen_common修正されなかった
スペルミス

修正されたスペルミス



文字の繰り返し• 気づきづらい: 同じ文字が連続している場所でのDeletione.g., “tomor_ow”→”tomorrow”

母音同士・子音同士のSubsitution• 気づきやすい: 子音同士のSubstitution e.g., “eazy”→”easy”

• 気づきづらい: 母音同士のSubstitution e.g., “visable”→”visible”

��

修正された／されなかったスペルミスの比較：4, 5

子音が語彙情報を担っているという先行
研究 [Nespor+ ’03]とも合致

英語では母音の発音と綴りが対応してい
ないことが要因か



修正された／されなかったスペルミスの比較：まとめ

��

視覚的要因

音韻的要因

視覚的・音韻的要因によるスペ
ルミスは修正されやすい

1. スペルミスカテゴリ：
気づきやすい: Substitution，
気づきづらい: Deletion, Transposition

2. 単語内での位置：
気づきやすい: 単語の両端でのミス
気づきづらい: 単語の中ほどでのミス

3. 文字の視覚的類似性：
気づきづらい: 似ている文字同士のSubstitution
(e.g., “yoqa”→”yoga”)

4. 同じ文字の繰り返し：
気づきづらい: 同じ文字が連続している場所でのDeletion
(e.g., “tomor_ow”→”tomorrow”)

5. 音韻的類似性：
気づきやすい: 子音同士のSubstitution (e.g., “eazy”→”easy”)
気づきづらい: 母音同士のSubstitution (e.g., “visable”→”visible”)



英語・日本語のスペルミスの比較

��

Transpositionでの，単語内での位置の差• 英語：隣り合った文字同士のTranspositionがほとんどe.g., “teh”→”the”• 日本語：2つ先の文字とのTranspositionも多いe.g., “kotoro”→”tokoro”
　　“airudo”→”aidoru”　　

母音でのスペルミス• 日本語: 母音のInsertion，母音同士のSubstitutionが少ない

日本語では，キーではなくかなを入力の1
単位とする傾向があるようだ

日本語では5種類しか母音がないこと，母
音によって綴りが明確に異なることから，
母音を間違えづらいと考えられる



まとめ

1. 英語・日本語のキーストロークデータを，Amazon Mechanical 
Turk (MTurk) を用いて収集
画像を用いたタスクで，英語50K文, 日本語6K文のキースト
ロークを収集した

2. 英語の「修正されたスペルミス」と「修正されなかったスペル
ミス」を比較し，どのようなスペルミスが気づかれやすい／気
づかれにくいのかを明らかにした
視覚的／音韻的要因によるスペルミスは気づかれやすい

3. 英語・日本語の修正されたスペルミスを比較し，いくつかの異
なる性質を持つことを明らかにした
日本語特有の性質から，英語のスペルミスとはいくつかの点で
異なる傾向を持つ
今後の課題：さらなるデータ収集，スペル訂正モデルの構築
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