
Turnitin Feedback Studio
オリジナリティチェックでより良いライティング学習へ

Turnitin Feedback Studioは、学生が提出した
レポートおよび論文を、世界最大級の学術文献情
報データベースと比較照合し、文章のオリジナリ
ティを確認するための情報を提供します。提出さ
れた学生レポートをデータベース化し、学生間で
の不適切なコピペをチェックし過去の卒業生のレ
ポートとも比較できる仕組みがあるので、不正に
対する抑止力にもなり、学生が真面目に課題に取
り組むための指導にも繋がります。 また、
Turnitin Feedback Studioは学生に対して正し
いレポートの書き方をアドバイスができるよう、
フィードバック機能もついており、オンラインで
提出されたレポートや論文は、そのまま添削、採
点、返却を行えます。

データのプライバシーについて

Turnitinは個人のプライバシーを尊重し、
お客様の個人データは確実に保護されます。
当社のデータは、SSL暗号化、冗長サー
バー、およびSOC2認定のデータセンター
の使用しており、個人データはヨーロッパ
および米国内で、堅牢技術的・組織的な保
護措置で保護されています。

インテグレーション

Feedback Studioは他の豊富なラーニング
アプリケーションと連携して、Learning
Tools Interoperability（LTI）を使用した
総合的なサービスをお客様に提供していま
す。 Blackboard、Canvas、Moodle、そ
の他、多数の学習管理システムとインテグ
レーションが可能です。

アクセシビリティ
Turnitinはすべての教育者と学習者とって
利用しやすいサービスにするために、最新
のWCAG ( WebContent Accessibility 
Guidelines ）標準に準拠しています。
また、Turnitinはアクセシビリティのスペ
シャリストと提携をして、Feedback 
Studio専用の任意製品アクセシビリティテ
ンプレート（VPAT）を作成しました。

サポートについて

Turnitinと提携する場合、導入・オンボー
ディング・トレーニングから最適化まで、
専任のサポートチームがあらゆる段階での
サポートが可能です。 Turnitinは、24時間
365日、複数の言語とすべてのタイムゾー
ンでグローバルサポートを致します。

81%3000万人 77%

turnitin.com

1 Turnitin (2016). 利用フィードバック、および有効性に対する学生の認識調査より

・ アカデミックインテグリティーを守り、
学術,研究不正行為を未然に防ぐために

・ レポートの正しい引用方法指導の一環
として活用

・ オンラインによるレポート指導で教員
の働き方改革

オンライン評価
Feedback Studioの評価機能としてコメント機能、ボ
イスコメント機能、ルーブリック採点機能に関してを
活用することができます。よく使うコメントを前もっ
て設定し、ドラッグ＆ドロップをすることで時間を
節約できます。
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オリジナリティチェック
提出された論文、レポートの類似性を即座に検出し、
その情報に一致するソースを正確に表示します。類似
率の結果はパーセンンテージとして表示され、色も変
えて表示されるため、見やすくなっています。
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ETS e-rater
TOEICや TOFELでお馴染みの ETS (Educational
Testing Service)による、イギリス英語およびアメリ
カ英語辞書で英文法チェックが可能です。フィード
バックはレポート上に表示されます。
全文が英語で書かれた文章がチェック対象となります。
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Turnitin は150000機関, 150カ国の
3000万の学生に利用されています。

81%の学生がFeedback Studioが
論文作成をする時に剽窃防止に
役立ったと回答しています。1 

77% の学生がFeedback Studio 
を活用して論文のライティング
が上達したと回答しています。1 

Turnitinシステムについて



Turnitinのコンテンツデータベースは他に類を見ないほどの数を誇り、類似度検出サービスを提供してしています。
主なコンテンツデータベースは700億以上のwebページ、10億以上の学生論文、および世界中の著名な出版社の学
術コンテンツから成り立っており、あらゆる主要分野で数十カ国の言語に対応している世界最大のリポジトリを保有
しています。データベースの数は常に毎日増え続けており、学生、研究者、出版社の類似性のチェックや剽窃の防止
に役立つ、最も包括的なコンテンツデータベースです。

Turnitinの信頼できるコンテンツは、世界の著名な出版社団体 Crossrefも利用しています。

世界で活動する学術出版の非営利団体CrossrefはTurnitinと信頼関係を保ちながら、加入している 出版社
1300社が原稿の審査と査読プロセスの基準として iThenticate を使用しています。各出版社はTurnitinの
膨大なコンテンツを活用して、出版前の査読チェックで剽窃の有無を明らかにし、ジャーナルと研究者の評
価を守ることに役立てています。

Turnitin独自の強み：
世界最大かつ最も成長している
データベース

Learn more about our content and web search engine at
turnitin.com/about/content

使用用途:
個々のインターネット上の情報源との
一致を比較して、コピーアンドペース
トによる剽窃の可能性を確認できます。

インターネット
アーカイブ

世界中の学生達の
論文データベース
世界中からの学生論文のアーカイブ

1500 万
毎日追加されている新しいweb ページ数

6800 万
毎日クロール及び更新されるWebページ数

700 億以上
現在アーカイブされているwebページの数

提出物
世界中の学生から論文が提出されます

100万
ピーク時に1日に提出される論文数

10億以上

質の高い学術出版物

著名な出版社やオープンアクセスリポ
ジトリから直接発行される、あらゆる
分野にわたって優れた学術コンテンツ
が収集されています。

T o  p  10,000 のうち91％

1,700 以上の出版社

6,900 万
購読記事の数

47,000
定期購読ジャーナル数

3,700

使用用途:
研究者や学生は、自分のオリジナルの
文章と世界中の発行物の文章を比較す
ることが可能です。

使用用途:
過去15 年間に蓄積された、学生の論文
と比較できることで、学生の共謀や剽窃
などの学業不正を防止することが可能で
す。

のジャーナルがTurnitinのデータベース
に含まれている

使用してる世界中の著名な出版社の数

毎週クロールされている
オープンアクセスリポジトリ数

学生のレポートおよび論文数

Turnitinには3つの主要データベースがあります。
それぞれを使用して、さまざまなタイプの剽窃を検出することができます。

Turnitinの保有する独自のクローラー
は、学生や研究者によって利用される
可能性が最も高いウェブサイトをター
ゲットにしています。

※Turnitin 2019.6月時点

TEL : 03-5577-4899 / FAX : 03-5577-4809 Email: info@igroupjapan.com
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