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概要：
情報科学の理論から計算機等のハードウェア，更には各種アプリケーションの応用分野など，大学では「情
報系」の学部や学科は多い．そのため，似たような名称の学科が，それぞれどのような教育や研究を行って
いるのかを知るのは容易でない．そこで，本研究では，情報系の分野の教育や研究を行っている学科を対
象として，学科によるカリキュラムの違いを，著者らが開発しているシラバスからカリキュラムのマップ
を作成する手法で分析する．まず，国内大学の学科について，その名称から情報系の内容を扱っていると
推測される 5 つの学科を選び，当該学科のカリキュラムを示すシラバスを Web サイト等から取得した．次
に，取得したシラバスに用いて，カリキュラムマップを作成した．マップの作成に当っては，情報処理学会
によるカリキュラム標準のうち，コンピュータ科学領域の J07-CS と情報システム領域の J07-IS の 2 種類を
用いた．その結果，工学の分野で「コンピュータを利用する力を重視する」学科や，理学の分野で「計算
機・情報そのものを研究対象とする」学科などの特徴がカリキュラムマップに反映されることが分かった．
キーワード：カリキュラム，シラバス，LDA，Isomap

Analysis of Computer Science Related Curriculum
Abstract: Most universities have many departments, each of which oﬀers information science-related curriculum which ranges from information science to computer architecture and application field of software.
The names of those departments are often similar to each other. Therefore it is not easy to understand what
students can learn under the curriculum. We have been developing a method to project syllabi on a map by
latent Dirichlet allocation (LDA) and Isomap for the comparison of curricula embodied by the syllabi. In this
research, we applied our method to analyzing curricula based on the two computing curricula, J07-CS in
computer science field and J07-IS in information system field, introduced by IPSJ. First, we selected the five
information science-related departments of Japanese universities. Second, we obtained the syllabi from web
pages of those departments. Third, we build curriculum maps of curricula of those departments. The result
of analysis of the maps showed that our curriculum maps reflected characteristics of each department, such
as “emphasizing application skills of computers” and “researching computer and information themselves.”
Keywords: curriculum, syllabus, LDA, Isomap

1. はじめに
情報科学の理論から計算機等のハードウェア，更には各

たるため，ある学科がどのような教育や研究を行っている
のかを知るのは容易でない．
一方我々は，カリキュラムの違いを概観し，これを比較

種アプリケーションの応用分野など，大学では「情報系」

する方法が必要だと考えており，シラバスとして公開され

の学部や学科は多い．しかし，学部や学科の名称は様々で，

ている文書を用いてカリキュラムのマップを作成して可視

実際に当該学科で扱われるカリキュラムの内容は多岐にわ

化する手法を研究している [15] が，可視化の対象としたカ
リキュラムはまだ少ない．
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そこで本研究では，情報系の分野の教育や研究を行って
いる学科をなるべく広く対象として，学科によるカリキュ
ラムの違いを，前述のマップを作成する手法で分析する．

まず，国内大学の学科について，その名称から情報系の内

何らかの共通の基準を設定した上で比較することが望まし

容を扱っていると推測される 5 つの学科を選び，当該学科

いが，いずれのツールにも，我々の知る限りはそのような

のカリキュラムを示すシラバスを Web サイト等から取得

試みは行われていない．一方，本研究では学会が提唱して

した．次に取得したシラバスに用いて，カリキュラムマッ

いるカリキュラム標準等を基準とすることで，複数のカリ

プを作成した．マップの作成に当っては，情報処理学会に

キュラムを比較可能にする点に特徴がある．

よるカリキュラム標準のうち，コンピュータ科学領域の

なお，情報科学の領域においては，情報処理学会による

J07-CS と情報システム領域の J07-IS の 2 種類を用いた．そ

カリキュラム標準として，コンピュータ科学領域 J07-CS

の結果，工学の分野で「コンピュータを利用する力を重視

や情報システム領域の J07-IS などがある．石畑らはこの

する」学科や，理学の分野で「計算機・情報そのものを研

J07-CS の知識体系の各ユニットを用いて，理工系の情報学

究対象とする」学科などの特徴がカリキュラムマップに反

科の授業内容を分析している [5]．分析に当っては，多数

映されることが分かった．これによって，マップから学科

の学科のシラバスを取り寄せた上で，各授業がどのユニッ

のカリキュラムの特徴を知ることができる．

トをカバーしているかを複数の専門家が共同で調査してい

以下，第 2 節では，シラバスのリポジトリ構築など本研

る．テキスト処理によって自動的にマップを作った上でそ

究に関連のあるシラバスを用いた研究を挙げる．第 3 節で

の解釈を行う我々の研究は，このような専門家による調査

は本研究の手法について述べる．第 4 節では，取得した 5

の一助にもなると考えられる．

つの大学のシラバスに基づくカリキュラムの比較結果につ
いて述べ，第 5 節で本研究をまとめる．

3. 手法
3.1 情報系学科のシラバスの取得

2. 関連研究

本研究では，情報科学，情報工学，計算機，もしくは情

高等教育機関において，個々の大学単位でのシラバスの

報システムなどの教育・研究を行っている国内大学の学科

データベース化やライブラリ化は既に広く実施されてい

を，広く「情報系」の学科として捉え，これらの学科で開

るが，単一の大学だけでなく組織を跨がる形での試みも

講されている講義のシラバスの集合を取得した上で，各学

行われている．例えば，Joorabchi らはアイルランド国内

科のカリキュラムを比較分析する．以下には，情報系学科

の高等教育機関におけるシラバスライブラリの構築につ

のシラバスの集合を取得する手順を説明する．

いて報告している [6]．教員からシステムにアップロード

( 1 ) 最初に国内大学の学科名の一覧として，688 大学 4,513

されたシラバス文書を，その内容に応じて分類している．

Chatvichienchai は長崎県下の大学における単位互換のた
めに，関連する複数の大学で開講されている講義のシラバ

学科の名称を取得した．

( 2 ) (1) で取得した学科について，大学名・学部名・学科
名のいずれかに，単語として「情報」
「コンピュータ」

スを XML 化した上でこれを管理するリポジトリ構築の試

「ソフトウェア」を含む学科を「情報系」の学科とみ

みについて報告している [2]．このように，複数組織に跨

なす．前述の学科のうち 412 学科が「情報系」学科で

がるシラバスのデータベース化やリポジトリ化を進めた後

あった．

には，組織毎のカリキュラムの特徴を様々な観点で分析す
る手法が必要になると考えられる．

( 3 ) (2) の情報系学科から，ランダムに学科を選択して学科
単位でのシラバスの取得を試みる．シラバスの取得に

カリキュラムを構成する講義間の関係を分析する方法と

当っては，各学科の Web サイトを手動で確認し，サイ

しては，履修者の成績データに対してマイニング技術を適

ト内にある当該学科のシラバスを説明する Web ペー

用する [17] など様々な手法が考えられるが，講義の内容

ジや，全学的なシラバスデータベース等で公開されて

を要約した情報を含むシラバスを用いることで，講義間の

いる資料を，wget などのツールを使って一括ダウン

関係をより適切に反映できる．例えば Mima らは，自動

ロードする．(2) の情報系学科から，9 個の学科を選択

的に専門用語を認識してクラスタリングする技術を用い

後，シラバスが公開されており，かつツール等を用い

た MIMA search[11] やシラバス検索のための分類システ

て比較的容易にシラバスを取得できたのは 5 つの学科

ム [12] を開発している．さらに，東京大学の講義資料を公

であった．

開する UT

OpenCourseWare*1

では，MIMA search を用

表 1 に，本研究で分析対象とした 5 つの学科の概要を示

いた「シラバスの見える化」を行い，専門用語に基づいた

す．項番は以後の説明で用いるために独自に設定した記号

シラバス同士の関係を示している．井田らは対話的にカリ

である．分類は，文部科学省作成の資料に基づいており，

キュラムを分析するツールを開発している [3], [4]．ここ

対象とした学科が国公立私立のいずれの大学か，またそれ

で，複数の組織のカリキュラムを相互に比較する上では，

ぞれの学科の研究及び教育内容がどのように分類されるか

(大分類及びその大分類を更に細かく分けた中分類) を示し
*1

http://ocw.u-tokyo.ac.jp/

ている．学科概要は，各学科の Web サイトで当該学科を

説明する文章を抜粋したものである．

ること

なお，今回分析の対象とした表 1 の学科のうち，A 学科

(C) 異なるカリキュラムを同一の基準でマップできること

と C 学科は学科の Web サイトに，また D 学科は全学的な

以下では，可視化方法について説明する．シラバスか

シラバスのサイトで，HTML ファイルの形式で公開されて

ら複数の特徴を抽出して数値化するために，確率的な文

いたため，シラバスの抽出処理が比較的簡単であった．一

書モデルである Latent Dirichlet Allocation (LDA)[1] を，

方，B 学科と E 学科は，シラバスのデータベースが Web ア

それをマップとして配置するために次元圧縮手法である

プリケーションとしてシステム化されていたことで，本研

Isomap[16] を用いているが，両技術の詳細についてはそれ

究のようなシラバスの一括取得が容易でなかった．また，

ぞれの参考文献を参照して欲しい．

今回抽出した情報系の学科の中で分析対象とはしなかった

まず，可視化には次の 3 種類のカリキュラムを用いる．

学科のうち，3 学科は全学的なシラバスシステムから学科

ここでは，カリキュラムはシラバス wi の集合で表されて

単位のシラバスを検索或いは取得できなかった．また，1

いる．

学科は学部名に「情報」が含まれるものの学科のカリキュ

Target Curriculum, Ctarget = {wi

ラムは建築系の講義が中心であった．

target

} : 本手法を用いて

分析するカリキュラム．

Model Curriculum, Cmodel = {wimodel } : Ctarget が対象
3.2 カリキュラムマップの生成
本研究におけるカリキュラムマップの生成の手法は論
文 [15] と同一だが，以下にその概要を説明する．詳細につ
いては，論文 [15] を参照して欲しい．
我々はカリキュラムをシラバスの集合として捉えている．

とする学問分野を広くカバーする標準的，模範的なカ
リキュラム．その学問分野のトピックの抽出に用いる．

Reference Curriculum, Cref = {wiref } : Ctarget の分析に
あたって比較基準となるカリキュラム．
図 1 に示す分析手法の概念図に沿って，分析の手順を説

シラバスを平面上に記号として配置したものをカリキュラ

明する．

ムのマップと呼び，カリキュラムの特徴は，このマップ上

Step 1: Model Curriculum からのトピックの抽出

の記号の分布として視覚的に把握できるものと仮定する．

標準カリキュラム Cmodel を LDA で分析する (Topic Esti-

更に，異なる大学のカリキュラムや過去のカリキュラムと

mation) ことで，分析対象の学問分野におけるトピックの

比較するために，複数のカリキュラムを一つのマップの上

生成モデルのパラメータ β model を推定する (本論文では

に載せる可視化方法を開発している．開発に当っては，以

Dirichlet パラメータ α は既知としている)．以降の Step で

下の 3 つの条件を満たすようにしている．

は，この β model を固定して，分析対象となるカリキュラム

(A) 与えられたカリキュラムを基準として可視化が行え

の標準的トピック空間として用いる (図 1(a))．任意のシラ
バス wi に同一のトピック生成モデル β model を用いること

ること

(B) シラバスの関連度がマップ上の距離として反映され

が出来るので，前述の条件 (A) を満たす．

Step 2: Reference Curriculum を用いた基準となるマッ
表 1 本研究で分析した情報系の学科

Table 1 Departments of Information Science and Information En-

プの生成
まず β model を利用して，Cref の各シラバスを特徴づけるト
ピックの確率ベクトル θ の期待値 E(θ) = γ̄(wiref ) を LDA

gineering
項番

分類

学科概要

で推定する (Topic Inference)．これにより，Cref の全シラバ

A

国立 工学 そ

社会的に新たな価値を創造することのできる想

スを，基準となるトピック空間上に配置する (図 1(b))．し

の他

像力と企画力を備えたメディア環境設計の専門

かし，トピック空間は T 次元空間であり，このままでは，

家を養成する．

B

C

私立 工学 そ

社会で必要とされるコンピュータを利用する力

の他

を重視し，効率的な使い方，便利な使い方を実

を縮退する手法として Isomap を用いる．この処理を直感

国立 理学 数

情報処理の根本原理の究明・まったく新しい動

的に解釈すると，トピック間，シラバス間の関係性を示し

学関係

作原理の計算機の設計・計算機の新しい使い方

たマップが，丸まった布のように高次元空間上に複雑に折

の提案というように，計算機・情報そのものを

り重なって存在していると仮定し，その布を破かずに広げ

公立 工学 電

システム全体の強調と調和を図る幅広い視野と

気通信工学

創造的な技術者，研究者を育成．

私立 工学 電

情報ネットワーク技術，情報コミュニケーショ

気通信工学

ン技術の先駆的分野を開拓する人材を育成．

関係

ていく操作に類似している．図 2 は三次元空間に配置され
たサンプルを Isomap で二次元空間に縮退した簡単な実例
を示す．三次元空間での構造が二次元に自然な形で縮退さ

関係

E

文では，高次元空間内の多様体構造を保持したまま，次元

践的に学ぶ．

研究対象とする．

D

カリキュラムの全体構造を可視化できない．そこで，本論

れているのが見て取れる．

x(wiref ) = ΠIsomap (γ̄(wiref ))
T

Topic Space / トピック空間

Step 1. Model Curriculum からの
トピックの抽出

(1)

2

但し ΠIsomap : R → R は Isomap による写像変換．
ここで， x(wiref ) は各シラバスの二次元平面上での位置を
示す．この結果，前述の条件 (B) を満たすような Cref を二
次元平面上に展開したマップが得られる (図 1(c))．

Cmodel

Topic Estimation

Step 2. Reference Curriculum を
用いた基準となるマップの生成

Cref

(a)

LDA

(b)

target

スの γ̄(wi

) を LDA で推定する (Topic Inference)．これ
により基準トピック空間に Ctarget が配置される (図 1(d))．
target
を，Step 2 で求めたマップに，
次に，各シラバス wi

Step 3. Target Curriculum の
投影

Ctarget

Isomap

(c)

Topic Inference

Step 3: Target Curriculum のマップへの射影
まず Step 2 と同様に β model に基づいて，Ctarget の各シラバ

マップ

manifold

Ctarget のシラバスの

近傍にある Cref

(d)

のシラバスの抽出

Topic Inference

座標の算出

(e)

project

以下の式を用いて射影する．
図 1 カリキュラム分析手法の概念図
kneigh
target

x(wi

∑

)=

Fig. 1 Conceptual Diagram of Curriculum Analysis Method
ref-neigh

ηk x(wk

).

(2)

k =1
ref-neigh

ここで，wk

target

∈ Cref は，トピック空間上で γ̄(wi

)

の近傍となる kneigh 個の比較基準シラバスである．本論文
∑
では，kneigh = 3 とした．ηk は ηk = 1 を満たす加算重
∑
ref-neigh
target
みであり，この制約下で ηk γ̄(wk
) と γ̄(wi
)の
距離を最小化することで計算する．この計算は，多様体
次元縮退法の一種である LLE[14] で行われるものと同一
である．この結果，Ctarget の全てのシラバスが，Step 2 で

図 2 3 次元空間内でロール状に分布する点群 (左図) を，Isomap を
用いて平面上に射影した例 (右図)

Fig. 2 Two-dimensional projection of the Swiss roll manifold by
Isomap

求めた Cref のマップと同一の二次元平面上に射影される

ど他とは異なる場所に配置された記号に対応するシラバ

(図 1(e))．異なるカリキュラムを同一のマップ上で比較で

スについて，トピックとの関わりの度合いに注目する「個

きるので，前述の条件 (C) を満たす．

別的な分析」をすることで，異なる学科のカリキュラムの

図 3 は Reference Curriculum のマップである．丸い記
号が個々のシラバスに相当する．理解を助けるため，LDA

マップの比較を行う．

のトピック毎に色を割り当て，記号に対応するシラバスと

4. 実験

最も関係の強いトピックの色で塗り分けている．各シラバ

4.1 J07-CS による分析

スについて，関係が強いトピックが同一，つまりマップ上

以前我々は情報系のカリキュラムを分析するに当っ

で同一の色で塗られた記号は互いに近い領域に分布してい

て，Model Curriculum として情報処理学会が作成した

る．この領域の範囲を理解し易くするために，Reference

コンピュータ科学領域のカリキュラム標準 J07-CS[18] の

Curriculum で同じ色の記号を含む領域を楕円で囲んでお

BOK(Body of Knowledge) 全体を，そして Reference Cur-

*2 ，その領域に含まれるシラバスは当該領域に対応する

riculum として J07-CS の BOK 及び情報処理学会が一般情

トピックと関わりが強い．特定のトピックに強く関わる講

報教育用の教科書として作成した「情報とコンピューティ

義ほど，当該トピックに対応する楕円の領域に含まれ，か

ング」[9] と「情報と社会」[10] を用いた．本節でも同様

つマップの原点付近から離れたところに分布する．

に，これらの Model/Reference Curriculum を用いる．

り

一方，Taget Curriculum として分析の対象となる実際の

図 3-a は，J07-CS のマップである．マップ中の丸い記号

講義は，一つの講義で複数の分野の内容を扱うことがある

は，Reference Curriculum においてシラバス文書として扱

などの理由で，当該講義のシラバスを LDA で分析した結

う J07-CS のユニット及び教科書の各節に相当する．Model

果，複数のトピックと関わることが多い．そのような講義

Curriculum を LDA で処理する際には，
「LDA のトピック

では，楕円の領域から外れたり，関係する複数のトピック

= J07-CS のエリア」となるように，J07-CS の同一のエリア

の楕円の間に分布することもある．

のユニットに対応するシラバスのテキストに，当該エリア

そこで，カリキュラムに含まれるシラバスに対応する記

を説明する共通のテキストを含めている．そこで，マップ

号の分布全体から，カリキュラムの特徴に注目する「全体

中の楕円の領域には J07-CS のエリアの名称を示している．

的な分析」と共に，マップの中で楕円から大きく外れるな

マップは高次元の多様体を Reference Curriculumn のシラ

*2

バスの配置に基づいて 2 次元に射影しているため，軸の意

楕円の描き方については論文 [15] を参照して欲しい．

味は大局的に一定ではないが，図 3-a においては，左は人

解析の理論，および，テキスト処理や知識処理の基本的な

や社会に，右は理論に関するものが多く，上は管理，下は

技法に関する講義を行う」とあり，純粋なアルゴリズム論

アーキテクチャに関するものが多い．例えば 「SP 社会的

ではなくデータ解析など IM の内容があることが分かる．

視点と情報倫理」の領域は，社会的な視点の内容から左の

このようにカリキュラムマップによる全体的な分析及び

方に延び，逆に「AL アルゴリズム」や「PL プログラミン

個別的な分析によって，カリキュラムや個々のシラバスの

グ言語」の領域は最も右にある．また，
「MR マルチメディ

特徴が分かり，それは学科概要や学科の分類を反映してい

ア表現」は，ディジタル表現のような理論的な内容から，

ると言える．

国際的な文字コードなどと，理論と社会の両方を含むこと
から，左右に跨がっていると考えられる．

4.2 J07-IS による分析

図 3 の b–f は，図 3-a の Reference Curriculum を用い

表 1 の学科の中には，コンピュータの応用に重点をおい

て，表 1 の各学科のカリキュラムを Target Curriculum と

た学科があることから，その側面を捉えるために，Model

して生成したマップである．

Curriculum として J07-CS と同じく情報処理学会が作成

最初に全体的な分析を行う．5 つの学科のマップからは，

A 学科，C 学科，D 学科，E 学科において，シラバスが全体

した情報システム領域のカリキュラム標準 J07-IS[8] を用
いることとした．J07-IS のラーニングユニット (LU) を，

的に広く分布しており，J07-CS のエリアの上では幅広い内

Reference Curriculum として J07-IS の LU 及び情報シス

容を扱ったカリキュラムであることが推測される．A 学科

テム領域の教科書と考えられる「情報システム基礎」[7] を

は，全体の中では「PL プログラミング言語」に関わるシラ

用いた．図 4-a に J07-IS による Reference Curriculum の

バスが少なく，
「GV グラフィックとビジュアルコンピュー

マップを示す．J07-CS のエリアに相当するのが，J07-IS で

ティング」や「SP 社会的視点と情報倫理」「MR マルチメ

は「A. CIS の基礎」
，
「B. 情報システムの理論と実際」
，
「C.

ディア表現」等に関わる講義が多く，メディア環境設計の

情報技術」
，
「D. システム開発」
，
「E. 情報システムの配置と

専門家を育成するとの特徴を反映している．B 学科は全体

管理」であることから，これらを LDA のトピックと一致す

的には比較的狭い範囲にシラバスが分布しており，右の理

るように Model Curriculum で調整している．各エリアに

論的な内容や下のアーキテクチャに関する内容は少ない．

含まれる LU や各エリアのサブエリアを見る限り，J07-CS

これは B 学科が「コンピュータの利用」を重視しているこ

のエリアの多くは，
「A. CIS の基礎」もしくは「C. 情報技

とが反映されている．C 学科は，「AL アルゴリズム」「PF

術」に含まれるように見受けられる．

プログラミング」
「AR アーキテクチャと構成」
「DS 離散構

図 4 の b–f にそれぞれの学科のカリキュラムマップを示

造」のような，図中では右の方にあるエリアの内容が多い

す．左の方に「A. CIS の基礎」や「C. 情報技術」のような

が，
「SE ソフトウェア工学」や「IM 情報管理」のシラバス

技術的な内容，右に「D. システム開発」のような応用的な

が少ない．「理学 数学関係」の学科で，情報科学的側面を

内容がある．

表している．D 学科はまさに幅広い分野のシラバスを含む

まず全体的な分析としては，5 つの学科の中で，A 学科，

し，E 学科も同様である．公立と私立の違いはあるが，い

D 学科は比較的広い範囲にシラバスが分布している．一

ずれも「工学 電気通信工学関係」の学科であることが共通

方，B 学科は「D. システム開発」に関するシラバスが非常

している．

に多く，C 学科は「A. CIS の基礎」や「C. 情報技術」に含

次に一部のマップについて個別的な分析を行う．ここで

まれるシラバスが多い．コンピュータの利用を重視する B

注目するシラバスを表 2 に示す．B 学科の図 3-c には，最

学科と，計算機・情報そのものを対象とする C 学科の特徴

も関連が強いトピックは「OS オペレーティングシステム」
だが，OS の領域から大きく外れたシラバスがある．この
シラバスは「UNIX 入門」で OS，SE，PL と同程度に関わ

表2

シラバス例と J07-CS トピックの関係

Table 2 Relationship between Sample Syllabi and Topics on J07-CS

りが強いため，SE などの領域に近付いたことが分かる．シ

学科

講義名

関連の強い上位 3 つのトピックと関連度 (%)

ラバスには「ディレクトリの操作」や「プログラミング入

B

UNIX 入門

OS: 14.82

SE: 14.80

PL: 13.05

C

知識処理論

AL: 19.77

IM: 17.22

SE: 14.72

門」などの用語が見られ，オペレーティングシステムの技
術的な詳細ではなく，OS の使い方を重視していることが
分かる．C 学科の図 3-d には，最も関連が強いトピックは
「AL アルゴリズム」だが，AL の領域から外れた中央付近
に配置されたシラバスがある．このシラバスは「知識処理

表3

学科

講義名

関連の強い上位 3 つのトピックと関連度 (%)

D

情報科学基礎

D: 43.99

A: 26.41

E: 14.70

D: 61.23

A: 14.65

B: 10.13

論」で，AL の次には IM や SE との関わりが強いため，AL
と IM の間に配置されたことが分かる．シラバスには「大
規模高次元データから知識抽出を行うための統計的データ

シラバス例と J07-IS トピックの関係

Table 3 Relationship between Sample Syllabi and Topics on J07-IS

実験Ｄ

E

オブジェクト
指向開発

MR マルチメディア表現

HC ヒューマン
コンピュータイ
ンタラクション

IM 情報管理

MR マルチメディア表現

PF プログラミング基礎

DS 離散構造

PL プログラミ
ング言語

SE ソフトウェア工学

AL アルゴリズム

IM 情報管理

HC ヒューマン
コンピュータイ
ンタラクション

PF プログラミング基礎

DS 離散構造

PL プログラミ
ング言語

SE ソフトウェア工学

AL アルゴリズム

AR アーキテクチャと
構成
CN 計算機科学と
数値計算

GV グラフィックスとビジ
ュアルコンピューティング
SP 社会的視点と
情報倫理

AR アーキテクチャと
構成

SP 社会的視点と
情報倫理

IS インテリジェント
システム

IS インテリジェント
システム

OS オペレーティング
システム

NC ネットワーク
コンピューティング

CN 計算機科学と
数値計算

GV グラフィックスとビジ
ュアルコンピューティング

OS オペレーティング
システム

NC ネットワーク
コンピューティング

a. J07-CS (Reference Curriculum) のマップ

b. A 学科 (国立 工学 その他) のマップ

a. Map of J07-CS (Reference Curriculum)

b. Map of department “A”

MR マルチメディア表現

HC ヒューマン
コンピュータイ
ンタラクション

IM 情報管理

PL プログラミ
ング言語

SE ソフトウェア工学

AL アルゴリズム

UNIX入門

HC ヒューマン
コンピュータイ
ンタラクション

PF プログラミング基礎

DS 離散構造

PL プログラミ
ング言語

知識処理論
SE ソフトウェア工学

AL アルゴリズム

AR アーキテクチャと
構成

AR アーキテクチャと
構成
CN 計算機科学と
数値計算

GV グラフィックスとビジ
ュアルコンピューティング
SP 社会的視点と
情報倫理

IS インテリジェント
システム

IS インテリジェント
システム

OS オペレーティング
システム

NC ネットワーク
コンピューティング

OS オペレーティング
システム

NC ネットワーク
コンピューティング

c. B 学科 (私立 工学 その他) のマップ

d. C 学科 (国立 理学 数学関係) のマップ

c. Map of department “B”

d. Map of department “C”

MR マルチメディア表現

HC ヒューマン
コンピュータイ
ンタラクション

IM 情報管理

PL プログラミ
ング言語

AL アルゴリズム

CN 計算機科学と
数値計算

PF プログラミング基礎

DS 離散構造

PL プログラミ
ング言語

SE ソフトウェア工学

AL アルゴリズム
CN 計算機科学と AR アーキテクチャと
数値計算
構成

GV グラフィックスとビジ
ュアルコンピューティング
SP 社会的視点と
情報倫理

IS インテリジェント
システム
NC ネットワーク
コンピューティング

IM 情報管理

HC ヒューマン
コンピュータイ
ンタラクション

AR アーキテクチャと
構成

情報科学基礎実験D

GV グラフィックスとビジ
ュアルコンピューティング

MR マルチメディア表現

PF プログラミング基礎

DS 離散構造

SE ソフトウェア工学

SP 社会的視点と
情報倫理

IM 情報管理

CN 計算機科学と
数値計算

GV グラフィックスとビジ
ュアルコンピューティング
SP 社会的視点と
情報倫理

MR マルチメディア表現

PF プログラミング基礎

DS 離散構造

OS オペレーティング
システム

オブジェクト指向
概論 (B1)

IS インテリジェント
システム
NC ネットワーク
コンピューティング

OS オペレーティング
システム

e. D 学科 (公立 工学 電気通信工学関係) のマップ

f. E 学科 (私立 工学 電気通信工学関係) のマップ

e. Map of department “D”

f. Map of department “E”

図3

J07-CS (Reference Curriculum) 及び J07-CS を Reference とする情報系学科のマップ
Fig. 3 Maps based on J07-CS

を反映していると考えられる．
次に一部のマップについて個別的な分析を行う．ここで

は「基本的な電気回路と電子回路を組み立て，その動作の
観測と特性の測定を行い，情報関連機器のハードウェアを

注目するシラバスを表 3 に示す．D 学科の図 4-e の中で

構成する上で重要となるアナログ回路の基礎を習得する．
」

「D. システム開発」の領域内の記号に対応するシラバスは

とあり，情報システムとはやや異なるものの「開発」に関

「情報科学基礎実験Ｄ」で，「A. CIS の基礎」などに比べ

わる内容が多いことが分かる．E 学科の図 4-f には，より

て「D. システム開発」との関わりが強い．そのシラバスに

「D. システム開発」領域の中心に近い記号がある．これは

B 情報システムの
理論と実際

B 情報システムの
理論と実際

E 情報システムの配置と管理
(E.1 支援サービス, E.2 システム統合, E.3 IS機

(B.1 システム/品質, B.2 意

E 情報システムの配置と管理

能の管理, E.4 情報資源管理)

思決定, B.3 IS計画, B.4 IT
と組織システム)

C 情報技術

C 情報技術

(C.1 コンピュータハードウェア,
C.2 システムソフトウェア, C.3

D システム開発

D システム開発

遠隔通信, C.4 プログラミング, C.
5 アルゴリズム設計，C.6 相互通
信網)

(D.1 ソフトウェア開発, D.2 データベー

ス, D.3 情報システム分析/設計/実装, D.4
チーム/対人関係, D.5 プロジェクト管理)

A CISの基礎

A CISの基礎

(A.1 コンピュータと情報システムのリテラ
シ, A.2 知的作業ソフトウェアパッケージ)

a. J07-IS (Reference Curriculum) のマップ

b. A 学科 (国立 工学 その他) のマップ

a. Map of J07-IS (Reference Curriculum)

b. Map of department “A”

B 情報システムの
理論と実際

B 情報システムの
理論と実際

E 情報システムの配置と管理

C 情報技術

E 情報システムの配置と管理

C 情報技術
D システム開発

D システム開発

A CISの基礎

A CISの基礎

c. B 学科 (私立 工学 その他) のマップ

d. C 学科 (国立 理学 数学関係) のマップ

c. Map of department “B”

d. Map of department “C”

B 情報システムの
理論と実際

B 情報システムの
理論と実際

E 情報システムの配置と管理

E 情報システムの配置と管理

オブジェクト指向

情報科学基礎実験D

C 情報技術

概論 (B1)

C 情報技術
D システム開発

D システム開発

A CISの基礎

A CISの基礎

e. D 学科 (公立 工学 電気通信工学関係) のマップ

f. E 学科 (私立 工学 電気通信工学関係) のマップ

e. Map of department “D”

f. Map of department “E”

図4

J07-IS (Reference Curriculum) 及び J07-IS を Reference とする情報系学科のマップ
Fig. 4 Maps based on J07-IS

「オブジェクト指向開発」という講義で，シラバスの授業概

て，Java 言語を紹介し，実プログラムによって理解を深め

要には「本講義では，オブジェクト指向に関する基礎知識

る．
」とあるだけでなく，授業目標の一つには「オブジェク

を学習する．... オブジェクト指向プログラミングの例とし

ト指向開発における分析・設計の手順を知っている」と説

明されている．J07-IS を用いたことで，システム開発に関
わる特徴を分析できた．

[3]

このように異なる Model/Reference Curriculum を用い
たことで，それぞれの学科の特徴を反映した分析ができる．

5. おわりに

[4]

本研究では，情報系の分野の教育や研究を行っている 5
つの学科を対象として，学科のカリキュラムのマップを作
成することでカリキュラムの特徴を分析した．それぞれの

[5]

学科のカリキュラムを示すシラバスは，学科の Web サイ
ト等から取得した．マップの作成に当っては，情報処理学
会によるカリキュラム標準のうち，コンピュータ科学領域

[6]

(J07-CS) と情報システム領域 (J07-IS) の 2 種類を用い，そ
の結果，工学の分野で「コンピュータを利用する力を重視

[7]

する」学科や，理学の分野で「計算機・情報そのものを研
究対象とする」学科などの特徴がカリキュラムマップに反

[8]

映されることが分かった．これによって，マップから学科
のカリキュラムの特徴を知ることができる．
なお，学科のシラバスを一括して取得した上で，シラバ

[9]
[10]

ス毎に分類するなど，本研究では手作業に頼る部分も小さ
くない．本研究は，単にシラバスを取得するのではなく，

[11]

カリキュラム分析にシラバスを活用することがあるためで
ある．しかし，シラバスの取得に目的を限定すれば，Web
等で公開されている情報から，シラバスを抽出する手法が
提案されている．

[12]

例えば，松永らによる Web シラバスクローラ [19] は，
シラバス収集の試みとして先駆的なものである．シラバス

[13]

が書かれた Web ページを大量に取得することを目的とし
ており，その判定にはシラバスに関する特徴的な用語を含
むかどうかを指標として，決定木を用いた判定を行ってい
る．クロールする際には，個々のシラバスページがそれら
を集めたページからのリンクになっているというヒュー

[14]

リスティクスを活用している．Rathod らは Computer

Science Course のシラバスを判定する手法の評価結果を

[15]

報告している [13]．Web から取得したページが Computer

Science のシラバスかどうかを判定する手法として，決定

[16]

木，Naive-Bayes，SVM，及び Neural Network を比較し
たところ，SVM の成績が良かったとしている．
松永や Rathod らのようなクローリングの手法を活用す

[17]

れば，Web からシラバスを効率的に収集できる可能性があ
り，今後活用が可能かを検討していきたい．
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