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Abstract 

For teachers, reports evaluations are hard work． And nearly all of students’ reports are copy and paste． 
Students are copying and pasting texts, from web pages and others reports．Author is developing report 
evaluation support system．In this paper, a method for detecting copy and paste from students’ reports is 
described．Using a text similarity method, copy and paste texts are detected．The method for detecting 
copy and paste texts and the result of experiment are shown． 

 
 

1 はじめに 

大学生や高専生のレポートはコピペが多い。マウ

スを使うだけで，Web上のテキストや他人の文書か

ら簡単にコピー&ペーストすることができ，自分で

努力してレポートを作成するよりも，コピペするほ

うがはるかに楽な作業であるからである。学生は,他
人が作成した文章を盗用することについて，意識が

低く，また，教育の現場では，盗用が著作権侵害で

あることを指導しているところは，あまり見かけら

れない。さらに，安易にコピペすることにより,学生

は，考える力や文章作成能力が向上しないという問

題が生じる。 
教員にとって，レポートチェックの評価や指導は，

1 つ 1 つ手作業で行うため，非常に手間のかかる作

業である。コピペされたレポートをチェックするの

は，時間と手間の無駄である。 
本研究では，教師がレポートを評価する際の作業

を支援するため，学生レポートのコピペ部分を検出

する。本研究の立場は，教師を支援する立場であり，

本研究によって，レポートの評価を行うという立場

ではない。これは，評価は，教師がすべきものであ

って，支援ソフトなどの使い方は，その教師次第で

あるという考えに基づく。 
近年行われているレポートのコピペを判定する研

究では，文書間類似度を用いて，レポートのオリジ

ナリティを評価するものが多い。文書間類似度は，

文書分類などで用いられるもので，同じテーマのレ

ポートを文書間類似度で計算しても，コピペかどう

か判断するのは難しい。そこで，本研究では，文書

を対象とするのではなく，レポート内の文を対象と

して，1 文ごとに類似度を計算する。テキスト間類

似度計算法として，BLEU[5]を用いる。 
コピペレポートには，(1)他学生のレポートからコ

ピペしたもの，(2)Web上のテキストからのコピペの

2 つの傾向がみられる。2つの場合について，それぞ

れ，テキスト間類似度計算を行う。(1)の場合，2 つ

の文書中のテキストの全ての組み合わせについて，

BLEU による類似度計算を行う。(2)の場合，まず，

対象テキストの先頭4文節を含むテキストをWeb上
から検索する。先頭 4文節と一致したWebテキスト

について，類似度計算を行い，類似度が最も高かっ

たものを，コピペの参照先とする。 
以下，2 では，関連研究について述べる。3 では，

BLEU について述べる。4 では，コピペレポートの

検出方法について述べる。5 では，具体例を示し，

最後に6でまとめる。 
 
2 関連研究 

近年，レポートのコピペを判定する研究が盛んに

行われており，文書間類似度を用いたものが多い。

文献[1]では，文書の類似度をもとにコピーレポート

を判定する「模倣レポート判定支援システム」を開

発している。文献[2]では，客観的なレポート間の関

係を，コサイン尺度による類似度で求めることで，

レポートの独自性を評価している。さらに，評価値

を視覚化することで，レポート評価者を支援するシ
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ステムを開発している。文献[3]では，1 対比較法と

TF･IDF法でコピーレポート判定している。さらに，

理解度チェック単語数で考察の評価を行っている。

これらの値からニューラルネットワークを用いて，

レポート評価するシステムを開発している。 
さらに，金沢工業大学の杉光氏が考案し，株式会

社アンクが開発したコピペ判定支援ソフト『コピペ

ルナー』[4]が2009年12月より発売されている。 
 
3 BLEU[5] 

BLEUは機械翻訳の自動評価基準である。機械翻

訳文（candidate）と人手による正解訳（reference）
の類似度を計算し，類似度が高ければ，機械翻訳文

の精度が高いと評価している。 
BLEUは次式によって定義される。 
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ここで，BPはn-gram数の短さによるペナルティで

ある。 nw は重みであり， Nwn 1 である。 np は，

n-gram適合率で，次式によって定義される。 
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ここで， )(ngramCount は，機械翻訳文のn-gram数

であり， )(ngramCountclip は，機械翻訳文と人手に

よる正解訳において，共通するn-gram数である。 
BPは，次式によって定義される。 
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ここで，cは，機械翻訳文（candidate）の n-gram
数である。また，r は，人手による正解訳（reference）
のn-gram数である。 
以上より，BLEUは，一致するn-gramの割合（適

合率）と，n-gram数の短さによるペナルティによっ

て計算される。なお，文献[5]では， 4N としてい

る。 
 

4 コピペレポートの検出 

コピペレポートには，(1)他学生のレポートからコ

ピペしたもの，(2)Web上のテキストからのコピペの

2 つの傾向がみられる。2つの場合に分けて，コピペ

レポートの検出を行う。 
 
4.1 前処理 

本研究の対象となるレポートは，テキスト形式お

よび，Word で作成された文書である。コピペ検出

の前処理として，次の作業を行う。 
 Word で作成された文書からテキストデータを

抽出する。 
 全てのレポート抽出されたテキストデータにつ

いて，1文ごとに分割する。 
 各文にインデックスを付与する。 
 各レポートをインデックスで表現する。 

 
4.2 他学生のレポートからのコピペ検出 

評価するレポートをレポート A，コピペ参照先の

候補のレポートをレポートBとする。前処理により，

レポート A，B は図 1 のように，文インデックスで

表現されている。レポートAの各文について，レポ

ートBと一致するもの，および，類似度が高いもの

を検出すると図 2 のようになる。一致するものは，

「match full」と表示し，類似度が高いものは，参

照先の文インデックスと BLEU の計算結果を表示

する。 
 
4.3 Web上のテキストからのコピペ検出 

レポート中の各文についてWeb検索を行う。一般

に，レポートで記述される1文の長さについて，20
字以下という文はほとんど見られず，また，文節数

も5文節以下というものも見かけられない。ここで，

レポートで記述されるような長文をダブルクオーテ

ーションで囲んでフレーズ検索しても，一致する

Web テキストを発見することは困難である。また，

学生によっては，あまりに長い文章を適度に削って

コピペする場合もある。 
そこで，文全体を検索するのではなく，先頭N文

節と一致するWebテキストを検索する。そして，検

索対象の文と先頭 N 文節と一致する Web テキスト

をBLEUで類似度計算を行い，類似度か高いものを

コピペの参照先とみなす。なお，本研究では， 4N
としている。また，Web検索では，検索結果の上位

20 位までの Web ページを対象としている。検索結

果を図3に示す。図3では，文インデックス，BLEU
の計算結果，参照先のURLを表示している。 
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5 おわりに 

本稿では，教師のレポート評価を支援するために，

学生レポートのコピペ部分を検出する方法について

述べた。コピペレポートの傾向から，他学生のレポ

ートからのコピペ検出方法と，Web上のテキストか

らのコピペ検出方法について述べた。本研究では，

テキスト間類似度計算手法として BLEU を用いた。

他学生のレポートからのコピペ検出では，レポート

中の1文ごとに，類似度計算を行う。Web上のテキ

ストからのコピペ検出方法では，検索対象の文の先

頭4文節と一致するWebテキストを検索し，類似度

計算を行う。 
今後は，コピペ検索結果を教師に見やすく表示す

るため，結果を可視化することが課題である。また，

表記のゆれや同義語に対応したコピペ検出への改良

も必要と考えられる。 
本研究の立場は，教師を支援する立場であり，レ

ポートの評価を行うという立場ではない。本稿では，

コピペ部分の検出について述べたが，レポートチェ

ックに要する教師の労力を軽減するため，指導箇所

の検出に取り組みたい。 
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図 1 文インデックスで表現されたレポート 
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図 2 他学生からのコピペ検出結果 

 

 

図 3 Webからのコピペ検出結果 
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