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概念ネットワークを用いたオムニバス授業の関連性の改善
〜授業アンケートからの可視化手法〜

鈴木 努1，川本 思心2，西條 美紀3

Improving Omnibus Courses by Employing a Method with Conceptual 
Networks: Visualization of Students’ Responses

SUZUKI Tsutomu1, KAWAMOTO Shishin2, SAIJO Miki3

Abstract
Most universities in Japan conduct course evaluation as part of the faculty development program, 
and many methods to improve course content have been proposed. However, few studies discuss 
the improvement of omnibus courses. In this paper, we suggest a new method to improve 
omnibus courses, especially their consistency and relevance. We designed an omnibus course 
named “Clean Energy Business and Social Acceptance,” which consisted of six serial lectures, 
each conducted by a different lecturer. Prior to the running of the course, we interviewed 
the lecturers and formulated a conceptual network with regard to the course content. The 
conceptual network helped lecturers grasp the course content and facilitated the improvement in 
relations among lectures. At the end of each lecture, we collected students’ responses including 
some keywords pertaining to topics they were interested in. We integrated these keywords into 
another conceptual network and then examined the consistency and relevance of the lectures. 
The measures of network analysis were used to compare the keyword network with that of 
the previous year’s course, with regard to which no conceptual network was formulated before 
the course and no interviews were conducted. The comparison revealed the effectiveness of our 
method.

Keywords: omnibus course, conceptual network, visualization, students’ response

1．初めに
　平成16年度版科学技術白書において，「社会のための，社会における科学技術」という考え方が
表明された．これは内閣府の「科学技術と社会に関する世論調査」（2004年2月）において「科学技
術に触れることに興味や面白さを感じない」との回答が44.2%に達したことを受けて，科学技術と
社会が乖離していくことに文部科学省が危機感をもったことの表れであると考えられる．この白書
でいう「社会のための，社会における科学技術」とは，国民が自発的に科学技術に関心を寄せ，科
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学技術を推進し，社会を発展させ，科学者・技術者も自らの研究が社会に与える影響を自覚し，積
極的に情報発信をしていくこととされている（文部科学省 2004）．
　この表明を受けて，2005年から大学等への振興調整費により科学技術コミュニケーション，す
なわち科学者・技術者とそれ以外の人々と科学技術についての話題をめぐるコミュニケーションを
担える人材を養成する拠点が形成された．それから現在にいたるまで，各地の大学，大学院，博物
館等での科学技術コミュニケーション関連の教育と実践が継続され，多くの実績と人材を残してき
た．しかしその教育の評価手法に関しては，科学技術コミュニケーションの定義や実践の多様性に
加え，そもそも教育実践の何をどのように評価するのかという問題もあり，研究が進展していると
は言い難い．（石村 2011; 川本 2011）．教員や学習者に適切な情報を提供することで授業改善を可能
にする評価手法がなければ，本来の目的である「科学技術コミュニケーション人材」の育成に本当
に授業が合致しているのかどうかについて，客観的に明らかにすることはできないが，これは科学
技術コミュニケーション教育に限った課題ではない．
　中央教育審議会による2005年の答申「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築
に向けて」は，日本の大学院改革においてその量的拡大と形態の多様化が進んだことを認めつつ，

「本来期待される人材養成上の役割を十分に果たしているとは言い難い」（中央教育審議会 2005, 4）
としている．そのうえで，答申では教育内容・方法の向上のためのファカルティ・ディベロップメ
ント（FD）や「理論と実務の架橋」のための実務家教員による実践的教育の必要性を指摘している．
しかし，これまで高度な専門性と研究者養成を重視してきた大学院教育の現場において，実務との
連携や分野を横断するような教育のノウハウの蓄積はこれからであり，科学技術コミュニケーショ
ン教育においてもそれは同様である．授業改善やFDに関する実践的な報告の多くも学部教育を対
象としたものであり，大学院教育における授業改善の研究や実践は非常に少なく，それも法科大学
院や教職大学院のように実務と密接な関係のある大学院のものである（例えば米谷 2006; 片山・宮
野 2010）．
　さらに授業改善の取り組みでこれまでほとんど省みられてこなかったのが複数の担当者によるオ
ムニバス授業である．例えば年度末や学期末に行われる受講者による授業評価では評価の対象とな
る授業や担当者がはっきりしないため，オムニバス授業を授業評価の対象としないこともあると聞
く．また独立した研究者としての顔をもつ大学教員どうしでは互いの授業に口を出しにくい雰囲気
もあろう．毎回異なる複数の専門家を学外から招いてオムニバス授業を行う場合には，事前の打ち
合せや相互の授業参観を十分に行うことは難しいと言わざるをえない．その結果，受講生にとって
個々の授業の内容は興味深いものの，授業全体としてのまとまりに欠け，授業相互の一貫性や関連
性が分かりにくいという事態が懸念される．
　大学および大学院の授業に対する多様性や実践性の需要が高まる中で，一人の専門家ではカバー
しきれない複合的課題や研究者と実務家の双方の視点が必要な社会的課題を扱うのに適したオムニ
バス授業の意義は今後も高まっていくと考えられる．科学技術コミュニケーション教育においては，
科学者・技術者とそれ以外の人々のコミュニケーションの場を設計して運用する実践がなんらかの
形で取り入れられることが多く，その実践は大切な教育ではあるが，科学技術コミュニケーション
という概念とその歴史的，社会的背景を学ぶための講義も重要である．そうなると，ひとりの講師
がすべてを教える事はできず，実際様々な大学で科学技術コミュニケーションや科学技術社会論に
関するオムニバス授業が行われている（例えば横山 2009）．それにもかかわらず，オムニバス授業
の改善法の研究はまだ手薄であり，異なる担当者による授業の一貫性や関連性をいかに担保するか
という方法論はほとんど議論されていない．本稿では，大学院におけるオムニバス授業の内容的な
一貫性や関連性を改善するために授業アンケートと概念ネットワーク分析を利用した授業実践を報
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告し，その意義について考察し，1人の専門家だけでカバーできない社会における複合的な問題，
まさに科学技術コミュニケーションが扱う問題を複数の講師が講義する授業を改善するための方法
を提案する．

2．先行事例の検討
　大学の授業改善の取り組みには既に多くの蓄積がある．ここでは授業アンケートなど受講者のレ
スポンスを分析して授業改善を行った国内の大学の先行事例を検討し，オムニバス授業改善に必要
となるポイントを明らかにする．
　毎回の授業で行う双方向なコミュニケーションツールとしては「大福帳」（織田 1991）や「何でも
帳」（京都大学高等教育教授システム開発センター編 1997）が知られている．これは一種の授業ア
ンケートであり，受講者の理解度を見るための小テストとは異なる．さらにFDの一環として行わ
れる授業アンケートが授業の内容，方法，満足度などの評価を目的とするのとも異なり，授業者と
受講者のコミュニケーションを促進する点に重きが置かれている．
　実際，大福帳の効果としては授業への出席や積極的参加を促したり，授業者と受講者の心理的
距離を縮めるなどの心理的効果が挙げられている（織田 1991; 向後 2006）．もちろん授業内容に関
わる質問など実質的な用途にも役立つし，授業に関して文章を書くという行為自体が受講者の理解
を促進するという学習上の利点も大福帳の効果としては無視できない．また1つの授業で1人の受
講者につき1枚のカードを継続して使うので，授業終了後は大福帳がそのまま学習の記録あるいは
ポートフォリオとして残るという利点もある．
　授業に対する意欲や学習の促進という大福帳の効果は主に受講者にとってのメリットであるが，
授業者にとっても大福帳は出席票や出席簿の機能をもち，受講者の理解や関心を把握して授業内容
に反映させるのに役立つ．いわば出席票，小テスト，質問カードなどの機能を兼ね備えたものであ
る．これは成績評価の際には非常に役に立つ．ここで重要なのは大福帳が毎回異なる紙片に書かれ
るのではなく，継続して用いられるために一覧性をもっているということである．授業者と受講者
との間のやり取りがそこに履歴として残っていることは，両者の心理的距離を縮め，また学習（あ
るいは教育）の記録として授業をふり返るのに役立つ．
　しかしコミュニケーションの履歴としての大福帳は，授業担当者が毎回異なるような場合にやや
厄介なことになる．特に受講者が前回書いたコメントに対する授業者への返答に受講者が再びコメ
ントするといったことは1人の授業担当者であれば問題ないが，複数の担当者では返答した者と再
コメントを受け取る者が違うという事態を生じ得る．大福帳をそのままオムニバス授業に適用する
ことにはこのような難点も考えられる．
　それでも大福帳に類するレスポンスシートがオムニバス授業で意味をもたないわけではない．佐
藤ほか（2009）の報告しているオムニバス授業の実践では，ポートフォリオシートという大福帳と
同様のシートに受講者が毎回授業のキーワードとその概要を書いて提出する．オムニバス授業の担
当者は前回までの記録の蓄積から受講者の修得したキーワードとその理解度を把握することが容易
にでき，授業計画の改善や科目内容の一貫性の担保に役立ったという．
　このように授業のキーワードを簡単に書くだけでも，それを蓄積することでオムニバス授業の引
き継ぎには役立つが，その利用を個々の担当者にとどめず，授業キーワードの共有や可視化にまで
広げればよりオムニバス授業の関連性，一貫性を高めるのに寄与することが期待される．オムニバ
ス授業担当者間の情報共有という点では脇田ほか（2000）が授業や受講者に関する情報をWebペー
ジに蓄積して共有する事例を報告しているが，そこでは受講者により書き込まれたコメントを授業
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改善のために分析するところまではなされていない．
　また近年では大学の授業における情報機器の活用により受講者のコメントをテキストデータとし
て受け取り，テキストマイニングなどの方法で分析することが可能になっている．例えばMiyata

（2008）は受講生のレスポンスを携帯電話などからリアルタイムで受け取り分析するシステムを用
いた授業実践を報告している．受講生のコメントはテキストマイニング用の商用ソフトで分析され，
クラスター分析や対応分析などの方法で可視化される．塚本（2006）も同じようにデータ解析ソフ
トウェアを利用した受講者レスポンスの分析法を示している．
　これらの分析法の主眼は従来定量的に扱いにくかった受講者による自由記述データをテキストマ
イニングの手法を活用して定量的に分析し，デンドログラムや二次元プロットにより可視化するこ
とにある．これらの可視化手法を援用することで授業担当者は受講者の理解や反応を把握しやすく
なり，授業改善への指針を得ることができる．もちろん，可視化された情報から有益な改善策を見
出すには授業内容に関する専門的知識やそれまでの授業経験から得た知識なども必要であり，分析
が直接的な授業改善策を提示してくれるわけではない．
　オムニバス授業の関連性の改善という本稿の目的からすると，受講者の自由記述によるレスポン
スをテキストマイニングによって分類したり可視化したりすることで，異なる担当者による授業間
の類似性を評価し，授業間の関連が十分か否かを評価するだけでは十分ではない．授業の関連を改
善するためにどのように授業内容を改善したらよいのかについての方法論が必要である．
　方法論のひとつとして考えられるのは，近年マーケティングや特許の分析などの分野における
チャンス発見の方法として用いられている概念間関係のネットワークによる可視化技法である（大
澤 2003）．そこでは，概念ネットワークの構造的な分析から，異なるコンテクストをつなぐ働きを
するキー概念を抽出し，さらにそれらの概念ネットワークを操作することで概念間の新たな関連へ
の気づきを促すという方法がとられる．概念ネットワークによって示される概念間の関係は目的に
応じて多様であるが，ここでは同じ単語を含む文と文との関係すなわち単語の共有関係や，逆に共
通の文や段落などに生起する単語どうしの共起関係を広い意味での概念ネットワークとして用い
る．後出の図1は単語の共有関係，図4は共起関係を示す概念ネットワークの例である．
　授業内容の関連性をネットワークとして可視化する先行事例として東京大学工学部のMIMA 
Searchシラバス構造化システム1）がある．このシステムは異なる授業間の関連性を可視化するもの
であり，方法や関心において本稿の実践と共通する部分が多い．しかし，本稿の実践は複数の講師
が担当するオムニバス形式の授業の各回の内容の関連性を可視化する，つまり1つの授業を構成す
る各回の内容の関連性を扱うという点で異なる．さらに重要なのは，本稿の実践は単に授業内容に
関する情報から関連性を可視化するだけでなく，それを基に授業担当者と相互作用することで授業
内容の改善を図る方法を提案するという点である．
　オムニバス授業で異なるバックグラウンドをもつ担当者がそれぞれ授業を担当する場合，同じよ
うなテーマを扱っているにもかかわらず，コンテクストが違うために相互の関連が意外に分かりに
くいということがあり得る2）．そこで授業間の関連性を改善するためには異なるコンテクストをも
つ授業をつなぐための概念連関への気づきが重要となる．本稿ではオムニバス形式の大学院授業の
関連性改善に概念ネットワークを用いた実践例の報告を通して授業間の関連性の改善手法を提案す
る．
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3．オムニバス授業の関連性改善の実践
3.1　概要
　今回実践を行ったのは東京工業大学大学院でのオムニバス授業「新エネルギービジネスと社会受
容」（世話教員：西條美紀）である．この授業は専攻を問わず受講できる大学院広域科目の集中講義
として2011年5月16日〜24日に実施された．初回の世話教員のイントロダクションの後，毎回異
なる担当者によって6回の授業が行われる全7回のオムニバス授業であった．授業担当者は大学・
企業・自治体などに所属する研究者および実務担当者である．各回の授業の題目を表1に示す．各
回の授業には修士課程の大学院生を中心に40人前後が出席した．出席者には博士課程院生，社会
人学生，学部学生が数名程度含まれていた．

表1　各回の授業の題目と担当者の属性

授業題目 担当者 受講者数

1今日のエネルギー情勢とCCS※ 公的機関研究者／
大学教員 42

2科学情報を伝えるハブ 一般社団法人／
大学教員 38

321世紀を担う太陽光発電 大学教員 42

4コーズ・リレーテッド・マーケティング 大学教員 38

5�燃料電池車と水素供給インフラ普及に向けて
の取り組み 企業研究者 40

6�生き残りをかけて―日光市の新エネルギー導入
への取り組み

一般社団法人／
自治体職員 42

※CCSは二酸化炭素回収貯留�（Carbon�dioxide�Capture�and�Storage）を表す略語．

　このオムニバス授業の目的は，太陽光や燃料電池といった新エネルギーに関する諸問題を技術開
発の面だけでなく産業や社会との関わりの中で考えることにあった．そのためには新しい科学技術
を社会が受容し産業化していくうえで科学者や技術者，行政や企業あるいは非営利団体，そしてメ
ディアといった諸アクターがどのようなコミュニケーションをとるべきか，またそれらが実際にど
のような問題を抱えているのかを多角的にとらえる必要がある．折からの東日本大震災と原子力
発電所事故によるエネルギー政策見直しの議論はその必要性と難しさを浮き彫りにするものであっ
た．異なる分野の専門家によるオムニバス授業という形式はこの目的に沿うものであったが，問題
を多角的にとらえようとするほど各論が並列し，授業全体としてのまとまりが損なわれる可能性も
あった．私たちがこの授業で目指したのは，受講者が単に多角的な視点をもつだけでなく，それら
を相互に関連づけて総合的な問題解決策を考えていけるようにすることである．そのためにも各回
の授業の顕在的・潜在的な関連性を世話教員と各授業担当者が事前に把握し共有することは重要で
あり，また受講者集団が実際にどのような連関を見出したのかを評価する手法の開発が必要であっ
た．本実践がオムニバス授業における関連性の評価や改善を扱うのは，以上のような授業目的に沿
うものなのである．
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3.2　授業内容の関連性の改善手法
　今回，オムニバス授業において授業内容に関連性をもたせるために次のような手順で授業を実施
した．

　手順
　a. 授業担当者への事前インタビュー
　b. シラバスネットワークの作成
　c. 授業担当者への改善提案
　d. 各回授業での受講者アンケート
　e. 受講者アンケートからの概念ネットワーク作成
　f. 授業担当者へのフィードバック

以下順をおって説明する．

a. 授業担当者への事前インタビュー
　オムニバス授業の各回の内容は，基本的に依頼したテーマに沿って担当者が決めたが，各回の授
業内容を事前に把握し，内容的な関連がより明確になるような方向付けをするために世話教員ら1
〜3名3）で各授業の担当者に対して個別にインタビューを行った．そこでは予定する授業内容につ
いて聞き取りを行い，他の担当者の授業との関連がより明確になるような内容やキーワードを盛り
込むように提案を行った．また次項で述べる概念ネットワークを作成するために，授業内容を要約
した短文（見出しのようなもの）を10個前後挙げてもらった．その結果，多い人で20個，少ない人
で7個，合計で84個の要約文が得られた．

b. シラバスネットワークの作成
　異なる担当者による授業の内容的な関連を事前に評価し，関連性の改善を行うために，関連性を
概念ネットワークとして可視化できないかと考えた．そこで用いたのが概念の共有ネットワークで
ある．前項で述べた授業内容を要約した84の要約文から名詞を抽出し，同じ名詞を含んでいる要
約文を線で結んだネットワークを作成した4）．私たちはこれを授業の構想段階で異なる担当者によ
る授業の間にどの程度話題の共有があるかを示すものであると考え，「シラバスネットワーク」と呼
ぶことにした．

図1　シラバスネットワーク
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　図1に示したのがシラバスネットワークである．点は要約文を表し，点を結ぶ線は名詞の共有関
係を表す．点線の囲みとそこに付した数字は，どの要約文が何回目の授業のものかを表している（表
1参照）．シラバスネットワークにおける名詞の共有関係が，授業間の内容的関連を反映している
とすれば，そこから授業間の関連性を強めるために授業案をどのように改善すればよいかのヒント
が得られるのではないかと考えた．
　例えば，第4回の授業は授業内部での結合は強いが，他の授業とのつながりが弱い．他の授業と
のつながりを調べてみると「マーケティングと社会貢献の関係」という要約文の「社会」という語を
通じたつながりであった．ここから1回の授業としては一貫性があり，内容的にまとまっているも
のの，他の授業との関連が明確に打ち出されていない可能性が考えられた．
　このようにシラバスネットワークを見ることで授業をする前に授業間の関連性の強弱については
予測できるとして，そこからどのような改善を提案していくか．シラバスネットワークでは語の共
有のみに着目したが，語を共有していなくても内容的につながりのある話題は考えられる．そこで，
シラバスネットワークを参考にしながら，それとは別に当該オムニバス授業の世話教員側が各授業
担当者の作成した要約文を参考に，まだ顕在化していない内容的な連関のイメージ図を作成した．
前述のシラバスネットワークが機械的に作成されるものであるのに対し，これは世話教員側のオム
ニバス授業の連関イメージを人手で図にしたものである（図2）．シラバスネットワークにより，授
業担当者がこれから行うであろう授業の関連性が彼らの作成した要約文から客観的に概観すること
ができるのに対し，連関イメージ図の目的はオムニバス授業間のあるべき関連に対する見取り図を
得ることにある．
　図2の連関イメージ図では，授業担当者から出された要約文（図中の小さい文字で示された短文）
をより大きなテーマごとにまとめて角丸の四角で囲み，テーマを表すような語で見出し（図中の大
きな字）をつけた．図1のシラバスネットワークによって示されたテーマどうしの関連を実線のリ
ンクによって表し，その関連が名詞の共有によって明示的な場合はその名詞を四角に囲んでリンク
上に示している．名詞の共有のように明示的ではないが，内容的に関連づけることができるのでは
ないかと世話教員らが考えたテーマ間の関連を破線の矢印で示し，網掛けの四角の中には各授業担
当者に追加してほしい論点を短文で記した．

図2　授業要約文の連関イメージ図
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　シラバスネットワークには名詞の共有という明示的かつ表面的な関連性しか示されていないが，
授業で使われる語彙にはその分野特有の含意がある．そのような含意まで汲み取り，連関イメージ
図上に明示することで授業全体としてのテーマ間の関連性を世話教員および授業担当者間で共有す
るのが連関イメージ図のねらいである．

c. 授業担当者への改善提案
　こうして作成したシラバスネットワークと連関イメージ図を授業担当者に開示し，自分の担当す
る授業のオムニバス授業全体での位置を確認してもらい，世話教員側は各授業担当者に対し他の担
当者の授業内容との関連が明確になるように具体的なキーワードを挙げて授業内容の改善を依頼し
た．例えば第4回授業の担当者にはマーケティングにおけるリスク評価の意義についても話すこと
を提案した．これは，他のいくつかの授業で「リスク」が共通のキーワードとなっており，それに
より他の授業との関連が深まると考えたからである．

d. 各回授業での受講者アンケート
　前項で述べた授業間の関連性を高めるための工夫の効果を評価するためには，受講者がオムニバ
ス授業の関連をどのように見つけたかを明らかにする必要がある．本稿ではオムニバス授業の各回
の内容がどのように関連しているかを受講者の視点から探るために，各回の授業の最後に行われる
授業アンケートに「あなたが今日の講義のキーワードだと思った言葉を3〜5 つあげてください」と
いう項目を設けた．さらにそれらのキーワードを用いて，授業で興味をもった点と課題を感じた点
について自由記述で回答してもらった．
　複数のキーワードを自由に挙げてもらうのには次のような意味がある．まず，キーワードは授業
の内容を短く表現するもの，すなわち，それぞれの受講者によって授業内容が要約されたものであ
る．受講者はそれぞれ関心や視点が異なるので，挙げられるキーワードにも少しずつ重なりやズレ
が生じる．これらを受講者全員分集めることで，受講者集団としてのキーワードの分布が得られる．
挙げられた頻度の高いキーワードはそれだけ多くの受講者が重要だと思った概念であり，授業の中
心的概念であったと考えられる．逆に頻度が少ないながら挙げられたキーワードは人によっては印
象に残ったいわば授業の周辺的話題であると考えられる．
　さらに本実践において重要なのは，キーワード間の結びつきである．例えばある受講者が3つの
キーワードを挙げたとすると，その受講者にとってその日の授業はそれら3語の結びついたもの，
すなわち3つのキーワードを頂点とする三角形という極めて単純な概念ネットワークとして表現で
きる．これは受講者がその日の授業を要約する「切り口」を表現していると考えられる．落語には
寄席で客席から3つの「お題」を頂戴して演者が即興で話を語る「三題話」という芸がある．三題話
においては与えられた「お題」を相互に結びつけるために，演者がその他の要素を付け加えながら
話をふくらませていく．ここでの3つのキーワードはいわば三題話の逆で，多様な概念が結びつい
て構成された授業内容を受講者が3つの要素の結びつきで表現したものであると私たちは考えてい
る．あるいは，受講者に対して授業内容について述べさせれば，三題話のようにこれらのキーワー
ドを結びつけることで授業内容を要約するのではないか，ということである．実際，これらのキー
ワードは自ら感じた興味や課題をまとめるのに使うことになっており，受講者はキーワード間の関
連を自分なりに考えることが求められている．この点からもキーワードとして挙げられた概念間に
意味的なつながりを想定することは可能であると考えられる．
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e. アンケートからの受講者概念ネットワーク作成
　受講者アンケートで挙げられたキーワードがどのように関連しているかを示す概念ネットワーク
を作成した．まず，個々の受講者が挙げたキーワードを点としてそれらを線でつなぐ．例えば図3
において①の受講者は「原子力」「CCS」「CO2」というキーワードを挙げたので，それらは受講者①
によって授業内容の要約として関連づけられたとみなし，相互に線でつなぐ．受講者②についても
同様にする．ここで①と②は共通に「CCS」「CO2」というキーワードを挙げているので，これらを
合成すると図3の下にあるような受講者2人分の概念ネットワークができる．

　このようにしてキーワードのつながりを受講者全員分合成することで1回の授業の受講者概念
ネットワークが得られる．その一例が図4「今日のエネルギー情勢とCCS」の回の受講者42人分を
合成して作成した受講者概念ネットワークである．キーワードについては表記ぶれや同義語を1つ
にまとめた結果，50個のキーワードから成る概念ネットワークとなった．図4では挙げられた頻度
の比較ができるように高頻度のキーワードほど大きな点で表している．図示する際の点の配置には
線でつながった点どうしは引き合い，つながっていない点どうしは退け合うような力学的アルゴリ
ズムを使用した5）．同様の手法で6回分の授業の受講者概念ネットワークを作成した．

図3　受講者概念ネットワークの合成の例

図4　第1回授業「今日のエネルギー情勢とCCS」の受講者概念ネットワーク
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　各回の授業はそれぞれ別のテーマを扱うが，複数の授業で重なるようなキーワードもある．それ
らのキーワードのつなぎの働きによって，各回の授業の概念ネットワークを合成したオムニバス授
業全体の受講者概念ネットワークを作成することができる（授業全体の受講者概念ネットワークの
分析に関する詳細は次章で扱う）．

f. 授業担当者へのフィードバック
　オムニバス授業終了後，受講者アンケートの集計，概念ネットワークの作成と分析などを行い，
授業のおよそ2ヶ月後に6人の授業担当者に対する分析結果のフィードバックを行う会合の場を
もった．フィードバックでは受講者アンケートにおけるキーワードの頻度や受講者概念ネットワー
クを示し，受講者の反応に対する授業担当者の考えなどを聞いた．また本実践のオムニバス授業の
改善法についてアンケートを行った．

4.　結果
4.1　 受講者概念ネットワークから見る関連性の改善
　今回（2011年度）のオムニバス授業の関連性改善の取り組みによって授業内容の関連性を強める
ことができたのかを検討するために，前年度（2010年度）の「新エネルギービジネスと社会受容」
の授業との比較を行った6）．前年度も今年度と同様に6人の外部講師によるオムニバス授業であっ
た．ただし，両年度ともに授業を担当した講師は1人のみで，あとは異なる担当者による授業である．
2010年度の授業でも受講者アンケートで挙げられたキーワードから受講者概念ネットワークを作
成したが，2011年度と異なるのは，前節の手順で挙げた，a. 授業担当者への事前インタビュー，b. 
シラバスネットワークの作成，c. 授業担当者への改善提案を行っていない点である．両年度の比較
をすることで，これらの取り組みが授業内容の関連性に与える効果がある程度分かるであろう．
　図5に示したのが2010年度の授業全体の受講者概念ネットワークである．ここでは煩雑さを避け
るために全てのキーワード（201個）のラベルを図中で示すことはせず，ネットワーク分析におけ
る点の中心性の指標の1つである媒介中心性の高いキーワードについてのみラベルを示した．また
点の大きさも頻度ではなく媒介中心性の大きさを表している．
　媒介中心性はネットワークにおいて，ある点が他の2 つの点をつなぐ最短経路上に位置している
程度を表している7）．そのため媒介中心性が高いキーワードは他のキーワードどうしをつなげる働
きをするという意味で重要性をもつと考えられる．概念ネットワークにおける語の重要性を示す指
標としてはCorman et al.（2002）も媒介中心性を用いている．
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　同様にして2011年度の授業全体のキーワードのネットワークを示したのが図6で，261個のキー
ワードから成り立っている．
　

　図5には，大きく5つのキーワードのまとまりが見られる．これは各回の授業のキーワードがま
とまりを作り，それらが共通のキーワードによってつながったものである．そのため複数の授業の
キーワードとなっているものがあり，各回の授業を表す範囲には重複がある．授業は6回で構成さ
れていたから，2回の授業が比較的強い関連をもってまとまった（図左側の「CRM」「CSR」を含む

図5　2010年度オムニバス授業全体の受講者概念ネットワーク

図6　2011年度オムニバス授業全体の受講者概念ネットワーク
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まとまりに相当）ほかは授業間のつながりがあまり密でない．それに対し図6では授業ごとのまと
まりはあるものの，授業を越えたつながりが増えていることがうかがえる．図6中には表1に対応
した番号を示しているが，図5同様に各回の授業の範囲には重複があるのでおおよそのまとまりが
分かるように授業の番号を示した．また，「リスク」のように授業全体の中心となるキーワードや「コ
スト」のように複数の授業の中間にあるキーワードが現れているのも図5にはない特徴といえる．
概念ネットワークを図示することによって，キーワードの関連が密になり，授業全体を通して中心
的なキーワードが出てきたことが定性的に読み取れるであろう．
　ただし図5と図6はネットワークを構成する点となるキーワードの数が異なるので，点の数を考
慮しながら3種類のネットワーク分析の指標を用いて定量的にこれら2つの受講者概念ネットワー
クの構造を比較する必要がある．ネットワークにおける点どうしの関係の密度は，理論的に可能
な関係数に対する実際の間係数の比率で計ることができる．2010年度のキーワードネットワーク
の密度は0.033，2011年度の密度は0.030で2011年度の方がむしろ密度が低くなっている．これは
密度の算出法に由来する点の数の変化の影響とも考えられる 8）．そこで，2011年度のネットワーク
に含まれる点の数を2010年度のネットワークと一致させるために，2011年度のネットワークから
60個の点をランダムに削除し，密度を算出するという作業を1000回繰り返し，その分布を調べた．
つまり，ネットワークの基本的な構造を保ったまま点の数だけ一致させることで，ネットワークの
構造そのものの比較を試みるシミュレーションを行ったのである．その結果，密度の平均値は0.030，
標準偏差は0.002であり，96.7％が2010年の密度0.033を下回った．ここから，点の数の違いを考慮
しても，2011年度の受講者概念ネットワークは2010年度のそれよりも密度が低くなっていると考
えられた．
　次にネットワークに含まれる点の間の平均距離，すなわちある点が他の任意の点に到達するの
に平均でいくつの線を通るかを算出すると，2010年度では3.56，2011年度では3.40となった9）．こ
こでも密度の場合と同様に2011年度の受講者概念ネットワークからランダムに60個の点を削除し
点の数を2010年度と一致させて平均距離を算出する試行を1000回行った結果，平均距離の平均
は3.61，標準偏差は0.22であり，2010年度の距離3.56を下回る確率は51.4％であった．ここから，
2011年度の受講者概念ネットワークの平均距離が2010年度のそれよりも小さくなったのは，構造
的な違いというよりは点の数の影響であり，2011年度の方が2010年度より平均距離が小さい構造
をもつとはいえないと推測された．
　最後に，キーワードの媒介中心性が特定のキーワードに集中している程度の指標である集中度10）

を算出すると，2010年度は0.24，2011は0.29で集中度が増していた．これは先に見た「リスク」の
ような授業全体の中心となるキーワードが現れたためと考えられる．ここでも2011年度の受講者
概念ネットワークからランダムに60個の点を削除し，点の数を2010年度と一致させて集中度を算
出する試行を1000回行った結果，集中度の平均値は0.29，標準偏差は0.06であり，2010年度の集
中度0.24を上回る確率は87.7％であった．ここから点の数の違いを考慮しても，2011年度の受講者
概念ネットワークは2010年度のそれよりも媒介中心性の集中度が高くなる傾向が見出された．
　以上，点の数の違いを考慮した上で3種類のネットワーク指標を比較すると2011年度の受講者概
念ネットワークは2010年度のそれと比べて密度が低く，平均距離に大きな違いは見られず，集中
度が高い傾向があるという結果であった．

Japanese Journal of Science Communication, No.12 （2012） 科学技術コミュニケーション 第12号 （2012）

− 14 −



表2　ネットワーク指標の比較

（）内は点の数
2010年度
（201）

2011年度
（261）

2011年度
シミュレーション※

平均値（201）

2011年度
シミュレーション※

標準偏差（201）
密度 0.033 0.030 0.030 0.002

平均距離 3.56 3.40 3.61 0.22
集中度 0.24 0.29 0.29 0.06

※2011年度のネットワークからランダムに60個の点を削除して指標の値を算出する1000試行の結果

4.2　受講者のコメント
　オムニバス授業の関連性改善の取り組みに対して，受講者は実際にどのような感想をもったのだ
ろうか．オムニバス授業の最後の回に行った受講者アンケートでは講義全体について自由記述で感
想を書いてもらった．総じて授業担当者や授業内容の多様性への評価が高かった．ここでは授業間
の関連性についての感想をいくつか紹介する．
　関連性を評価するものとしては「講義と講義が関連しているのがよかった」「毎日違う立場の人か
らの講義なのに，気づくといろいろな話が重複して出てきて，つながりが見えてくるのが面白かっ
たです」というコメントがあった．しかし，話題の重複については「毎回，話がかぶるような事（太
陽電池など）があったので，そこははぶいてもらい他の話を聞きたかった」という批判的なコメン
トもあった．
　逆に関連性の低さを指摘するものとしては「講演者が話したいことを話してしまうので社会受容
という視点から外れてしまうことがもったいない」「最終回にまとめのような講義があれば良かっ
た」というコメントがあった．
　
4.3　授業担当者のコメント
　授業担当者へのフィードバックにおいて，オムニバス授業の関連性改善の取り組みに対するアン
ケートを実施した．「実際に授業で話す前に，『新エネルギービジネスと社会受容』のコースとしての全
体像がつかめましたか？」という質問に対して，「よくつかめた」1名，「だいたいつかめた」3名，「あま
りつかめなかった」2名という結果であった．「全くつかめなかった」と回答した担当者はいなかった．
　「事前にお送りしたシラバスネットワークや授業の連関イメージ図は，授業の内容や構成を考え
る参考になりましたか？」という質問に対しては「とても参考になった」1名，「少し参考になった」
4名，「あまり参考にならなかった」1名であった．「全く参考にならなかった」と回答した担当者は
いなかった．
　「来年度同じテーマで授業をするとして，キーワードネットワークは授業の改善に役立ちそうで
すか．またそれはどのような点においてですか？」という質問に対しては，「とても役立つ」「少し
役立つ」が3名ずつで「あまり役に立たない」「全く役に立たない」と回答した担当者はいなかった．
自由記述では「他の方々の授業内容との関連性を高めるには役立つ」「コース全体のテーマを意識し
て，改善するためのヒントを得られた」「学生の理解，強く印象を持ったことは何だったかをとら
えられるので，話す内容について修正をかけることができる」という好意的なコメントがあったが，

「キーワードを連呼した方がよいのか？」という疑問も出された．
　また，今回の取り組みについて改善した方がよい点を自由記述で尋ねたところ，「それぞれの講
師が前後の講義にくらいは出ることができれば良い」「他の講義のプレゼンを事前に見る」という意
見が出された．
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5.　考察
　今回のオムニバス授業の関連性改善の取り組みでは，オムニバス授業の前に各授業担当者との調
整を重視した．特に前年度は授業の関連性の評価にのみ用いていた概念ネットワークによる可視化
を授業の準備段階から用いたことで，企画側と授業担当者の間で授業の意図の伝達が内容面でも効
率面でも改善されたのではないかと考える．授業担当者からも他の担当者の授業内容を考慮する上
で連関イメージ図は一定の評価を得ているがその多くは「少し参考になった」というものであり，
授業前に提示するキーワードの概念ネットワークと連関イメージ図だけでは，十分に授業の全体像
を把握するには至らないという点も明らかになった．
　これらのオムニバス授業のための事前準備が授業内容の関連性改善に有効だったかを検討するた
めに，受講者概念ネットワークの定量的分析を用いて，授業担当者への事前インタビューやシラバ
スネットワークの作成を行わなかった前年度との比較を行った．その結果，受講者アンケートに基
づくキーワードのネットワークは前年度よりも密度が低下し，集中度が増す傾向という結果であっ
た．授業間の関連性が改善されたならば，キーワード間の結びつきの程度を表す密度は大きくなる
だろうと考えられる．しかし分析の結果，密度はむしろ前年度より低下していた．このことの意味
は集中度の変化との関係で考えるべきである．
　私たちが意図したのは，全体的な一貫性を持った関連性の改善である．この場合，単純な密度の
増大はキーワード間の雑多な関連の増大を相当数含む可能性がある．今回は密度の低下とともに
キーワードの中心性における集中度の増大が見られた．このことは，キーワード間の枝葉末節にお
けるつながりが刈り込まれ，授業全体を貫くようなキーワード（「リスク」や「コスト」）との関連が
強化されたことを示唆する．このことは授業担当者と世話教員側との事前の調整による全体的キー
ワードの設定が功を奏したと考えられる．ここから受講者の認知としての授業内容の一貫性や関連
性は，今回の取り組みを通じて一定度の改善が見られたと考えられる．
　受講者概念ネットワークの分析に関して，受講者によって挙げられたキーワードのネットワーク
を用いると，受講者概念ネットワークの中に各回の授業「間」の関係と授業「内」の関係が混在する
ことになるのではないかという疑問が考えられる．この疑問には重要な論点が含まれている．本稿
における授業間の関連性を改善するという発想は，個々の授業で扱うトピックの内容やそれらの構
成の仕方の可能性は多様であり，可変的であるということを前提としている．既に扱うべき授業内
容が確立している分野は対象としないという本稿の方針もそれに由来している．そのため，各回の
授業の外延は自明ではないというのが私たちの考えである．実現した授業の外延というのは，授業
の計画だけでなく偶然の要素（言い忘れ，思いつき，受講者からの思わぬ質問など）によっても左
右されるものである．本稿の実践はオムニバス授業の各回の授業間の関連性を高めることを授業改
善の1つの目的としたが，その基礎にあるより本質的な関連性とはキーワードの相互連関によって
示される知識の構造の可視化とその改編なのである．授業間連関は構想された，もしくは実現され
た授業の外延においてそのような知識の構造を反映したものに過ぎない．そのため授業「間」の関
係と授業「内」の関係は本質的には区別できないと考えるのである．
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6.　結論と課題
　受講者アンケートからキーワードのネットワークを作成するという方法は，受講生が回答する労
力や時間を小さく抑えながら，受講者集団にとってのオムニバス授業の全体像を描き出す方法とし
ても有効であった．授業担当者からの評価も関連性を改善するのに役立つというものであり，概念
ネットワークによる授業内容の可視化は授業改善の点で成功したといえるであろう．科学技術を多
角的，複合的な社会的文脈の中でとらえていくための方法論という点では，科学技術コミュニケー
ション人材の育成のための授業実践としての意義も示すことができたと考える．
　最後に今回の取り組みから今後の課題として見えてきた点を挙げる．オムニバス授業において事
前の調整が授業改善にとって重要であることが分かったが，外部講師の場合は特に事前の打合せを
充実させるほど，当然に世話教員，各講義担当者双方にとって時間や労力でコストが大きくなる．
限られた資源の中でいかに効率的かつ実質的に事前の調整を行うかについて今後さらに検討する必
要があるだろう．今回の実践における授業全体の設計や分析は，世話教員ら複数のスタッフの科学
技術社会論に関する授業経験や専門知識，テキストマイニングやネットワーク分析といった技術に
支えられている．これらの経験知ともいえる部分はノウハウとして明文化しにくい．同様の実践を
行う際には時間的コストだけでなく利用可能な人的リソースも勘案する必要がある．テキストマイ
ニングやネットワーク分析については市販のソフトウェアを利用することで労力を軽減することも
できる．オムニバス授業固有の事情としては，実務経験や教育経験の豊富な外部講師の確保のため
に常日頃のネットワーキングも重要である．
　また，授業内容の関連性評価のために概念ネットワーク分析を使う際に，どのような基準で関連
性を評価するかという点がまだ明確にできていない．現在のところ社会ネットワーク分析で人間関
係の分析に用いられてきた指標を援用しているが，独自の指標を開発するなどの工夫も必要であろ
う．
　
謝辞
　オムニバス授業を担当してくださった講師の先生方には，授業だけでなく事前インタビューや授
業後のフィードバックなど授業改善の取り組みに多大なご協力をいただきました．記して感謝申し
上げます．またこの授業の実施と分析に関し，経済産業省「産業技術人材育成支援事業」ならびに
東京工業大学グローバルCOEプログラム「エネルギー学理の多元的学術融合」の助成を受けました．
この場を借りてお礼申し上げます．
　
注
1） http://mimasearch.t.u-tokyo.ac.jp/manual/mima/index.html
2） 本稿でいう「オムニバス授業」には，理系学部における基礎的な数学の授業や法学部における基本的な

法学科目のように，当該分野で既に教育すべき内容が確立している基礎的内容を同じ分野の教員が分担
して行うような形式の授業を含まない．なぜならそれらの授業における内容の相互連関はそれらを専門
とする担当教員間で相当程度共有されていると考えられるからである．

3） 世話教員，助教，研究員が場合により単独または複数でインタビューを行った．
4） 要約文からの名詞の抽出には形態素解析ソフトMeCabを用いた．要約文の間の名詞の共有関係を示す隣

接行列は次のように作成する．要約文を行項目，使われた名詞を列項目とする名詞の生起行列において，
その要素は，ある要約文（行）である名詞（列）が使われていれば1，使われていなければ0とする．この
生起行列とその転置行列との行列積をとると要約文の間での名詞の共有数が得られる．これを要約文の
間の名詞の共有ネットワークを表す隣接行列とする．

5） データ解析用ソフトRのsnaパッケージを使用して作図したものを画像処理ソフトで一部修正した．
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6） 2010年度授業は経済産業省の平成21年度「産業技術人材育成支援事業」の委託を受けた株式会社リバネ
スによる「産業界のニーズに則した産業技術コミュニケーター育成プロジェクト」の一環として行われた．

7） 媒介中心性を算出するためには，ある点が他の2 つの点を結ぶ最短経路上にある頻度をカウントしてい
く．最短経路が複数ある場合にはそれらの経路のうちその点を通る経路の割合に応じた値を与える．ネッ
トワーク分析の指標については鈴木（2009）を参照．

8） 関係に向きのないネットワーク（無向グラフ）の密度は点の数をn，存在する線の数をgとすると，2g/n
（n - 1）で算出される．このとき分母はn2のオーダーで増加するので，nの増加の効果がgの増加の効果を
上回ると密度は低下する．

9） ただし到達不可能な点どうしの距離は無限大となるのでこれは平均距離には算入しない．なお相互に
到達不可能な点は2010年度には存在した（図5の右上の2つの点はその他の点とつながっていない）が，
2011年度には存在しない．

10） 1つの点のみが0でない媒介中心性をもち，他の点の媒介中心性が全て0であるような場合に集中度は最
大値1となり，全ての点の媒介中心性が等しい場合に集中度は最小値0となる．詳細は鈴木（2009）を参照．
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