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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[4]
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1．先頭 4 文節と一

                                                           
1 Yahoo! ウェブ検索 Web API を使用． 

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』2 が 2009 年 12 月より発売されてい

る． 
 
3 BLEU[4] 

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． 

                                                           
2 http://www.ank.co.jp/works/products/copypelna/ 
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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[4]では， 4=N 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．3 
• 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 
                                                           
3 フリーソフトの xdoc2txt を使用． 
  http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/xdoc2txt.html 

 

 

図 1 文インデックスで表現されたレポート 

 

 
図 2 他学生からのコピペ検出結果 
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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， 4=N 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． 
 
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． 
 

 

 
図 3 Web からのコピペ検出結果 
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