
2 0 0 8

2
0
0
8

名古屋大学附属図書館研究年報

第　7　号

Annals of Nagoya UniversityAnnals of Nagoya University
Library Studies  No.7Library Studies  No.7

名古屋大学附属図書館研究開発室名古屋大学附属図書館研究開発室
Nagoya University Library StudiesNagoya University Library Studies

名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
研
究
開
発
室

特集「ラーニング・コモンズ」特集「ラーニング・コモンズ」

名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
研
究
年
報

７



目　　　次

特　　集：「ラーニング・コモンズ」

 特集によせて 伊藤　義人 1

研　　究 大学図書館における新しい「場」
 　インフォメーション・コモンズとラーニング・コモンズ 永田　治樹 3

 The Learning Commons in Historical Context Donald Beagle 15

 ラーニング・コモンズの歴史的文脈 ドナルド・ビーグル 25
  （訳　三根　慎二） 

 ラーニング・コモンズの本質：
 　ICT時代における情報リテラシー／
 　オープン教育を実現する基盤施設としての図書館 米澤　　誠 35

 わが国の大学図書館におけるラーニング・コモンズの事例研究
  上田　直人・長谷川豊祐 47

資料紹介 ラーニング・コモンズをもっと知るために：
 　図書と雑誌論文の紹介 加藤　信哉 63

編集規定・投稿規定



CONTENTS

Special：“Learning Commons”

 Introduction ITOH Yoshito 1

Research New‘Ba’(locale) in Academic Libraries:

 　Information Commons and Learning Commons NAGATA Haruki 3

 The Learning Commons in Historical Context Donald Beagle 15

 The Learning Commons in Historical Context Donald Beagle 25
 　(in Japanese tanslation) (translated by MINE Shinji) 

 The Essence of Learning Commons : 

 　The Library as an Infrastructure to Promote Information Literacy/

 　Open Education in the ICT Age. YONEZAWA Makoto 35

 Case Study of Learning Commons in College and University Libraries in Japan

  UEDA Naoto and HASEGAWA Toyohiro 47

Book Review Recent Books and Articles on Learning Commons KATO Shinya 63

Introduction to Contributors



－ 1－

特集によせて

名古屋大学附属図書館館長・同研究開発室長

　伊藤　義人　

　ユニバーサル・アクセス時代において，多様な学生や社会人の学習ニーズに対応するためには，
大学は教育の質の維持・向上を保証するように求められ，大学図書館も従来型図書館の静謐な個別
の学習空間を提供するだけではなく，新たな機能が求められています。確かに，これまで多くの大
学図書館が，ハイブリッド図書館として，紙媒体資料と電子情報資源とを統合して提供することで，
利用者の学習研究環境の向上に努めてきました。特に利用可能なデータベースや電子ジャーナルの
数はこの10年で大幅に向上したと言えます。しかし，学生の学習に必要な図書館資料などの情報源，
コンピュータ等の情報基盤，およびそれらの効果的活用を促す人的支援と学習相談は，大学内にお
いて一箇所に統合して提供されることはなく，分散して個別に提供されているのが現状だと言えま
す。
　このような大学および大学図書館に対する新たな要請を具現化し，学習教育環境を劇的に改善し
ようとするものが，本特集で取り上げる「ラーニング・コモンズ」です。すなわち，教科書と参考
書だけの個別学習ではなく，グループで大量なデジタル情報をも駆使し，対話をしながら創造的な
考える力を育てるような学習空間です。この学習空間は，1）印刷資料と電子情報とからなる多様
な情報資源，2）情報技術， 3）それらを活用するための人的支援を統合した環境であり，一つの
図書館内に実現されます。このラーニング・コモンズという新しい学習教育支援環境は，多様な学
習目標・形態・方法を持つ学生に対応することにより，学生１人１人の情報活用能力を涵養し，課
題探求能力を有する優れた人材の養成を支援することが期待されます。
　私も参画した文部科学省の審議会報告「学術情報基盤の今後の在り方について」は，大学図書館
に対して，大学の戦略的ビジョンに立って学生の学習および学生生活の場としての基盤設備を整え
るとともに，教育支援サービス機能の強化や情報リテラシー教育を推進することを強く求めていま
す。この喫緊の要求に対する大学図書館としての一つの具体策が，ラーニング・コモンズであり，
大学図書館の新しい役割を積極的に位置づけし直す契機だと言えるでしょう。名古屋大学附属図書
館では，平成 20 年度と 21 年度概算要求でラーニング・コモンズの整備が認められ，日本における
１つの雛形を創り出そうとしています。
　本特集号では，ラーニング・コモンズに関して著名な国内外の研究者・図書館員による多様な研
究論文を収録していますが，このようなかたちでラーニング・コモンズが日本で紹介されるのは初
めてのことです。本特集号が，これからラーニング・コモンズを計画および構築する大学図書館の
一助となれば幸いです。

2009 年 3 月　
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研　　究

大学図書館における新しい「場」
インフォメーション・コモンズとラーニング・コモンズ

New ‘Ba’ (locale) in Academic Libraries: 

Information Commons and Learning Commons

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科
Graduate School Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba

永田治樹
NAGATA, Haruki

Abstract
Information Commons or Learning Commons are now recognized as a newly developed 

service model in academic libraries. However, these are a ‘formative concept’ that is still 

evolving in practice at libraries. First, this paper describes the characteristics and levels of 

so-called commons concept, which are different from those of traditional services. Then, 

the conceptualization of the Information Commons / Learning Commons is discussed in 

terms of the library’s strategic fi t with the outside world. The changes in the development 

of learning theory and net generation traits, aspects of the outside world, are discussed. 

The author argues that the two Commons should have the important position of ‘Ba’ for 

nurturing knowledge and learning.

Keywords:  information Commons（インフォメーション・コモンズ），learning 

commons（ラーニング・コモンズ），academic libraries（大学図書館），
learning theory（学習理論），net generation traits（ネット世代の特質），
library as a place（場所としての図書館）

はじめに
　インフォメーション・コモンズというサービス
モデルが、わが国でもここ数年の間にさまざま
なところで取りあげられるようになった。このア
イデアの起源はというと 1980 年半ば頃まで遡る。
“知識爆発のダイナミックスや情報技術革命”を
背景に、“当時の社会理論家たちが歴史的なコモ
ンズの定義 1）”を議論していたなかで、情報ネッ
トワークによって構成される仮想的なグローバ
ル・コモンズに注目した未来的なものだ。1980

年代から 90 年代にかけては情報の急速なディジ
タル化によって「紙なし社会」の到来という予測
すらあったように、ディジタル化の進展がいささ
か楽観的・短絡的にとらえられていた。1994 年
に設置されたカリフォルニア州立大学モンテリ
イ・ベイ校（CSUMB）もその代表的なケースで
ある。ムニッツ（Barry Munitz）新学長はバーチャ
ル・ライブラリーを指向し、ディジタル・コンテ
ンツが確保できればこれまでのような物理的図書
館は不要だという声明を発していた 2）。
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　しかしわれわれがここで議論しようとしている
インフォメーション・コモンズは、図書館のサー
ビス・スペースへのコンピュータ導入というしつ
らえで新しい動向に対応し、実現すべき課題に
向けた努力である。仮想的な情報へのアクセスは
重要な部分ではあるが、それが問題の全体ではな
い。また、インフォメーション・コモンズは、ディ
ジタル・ライブラリーの反動で物理的な面が強調
されることもあるが、決して紙資料に備えるため
の、あるいは減り続けた来館者の確保のために快
適性をめざしただけの物理的な施設でもない。こ
れは情報技術革新の進展によって生じたものであ
り、そうした背景のもと、大学図書館の果たすべ
き役割、すなわち主として学生の学習を実現する
ための工夫である。CSUMBでも、結局は“保管
所としてつくられたスペースとしての図書館が今
では、情報を求めて、また学習のために集う人々
の人間的な場所 3）”となっているという。
　ビーグル（Donald Robert Beagle）は、インフォ
メーション・コモンズの最初の計画は、ミシガン
州のジャクソン・コミュニティ・カレッジ（Jackson 

Community College）のものだと指摘している 4）。
1980 年代半ばに、オペレーティング・システ
ムなどの違いで別々に扱われていたコンピュー
タ・ラボ、図書館のオンライン・サービス、教室
でのメディア・サービスを、学習に必要なサー
ビスとして統合した事例である。1990 年代に入
ると、ユニバーシティのレベルでは Information 

Arcade（アイオワ大学  1992）5）とか、Information 

Commons （南カリフォルニア大学  1994）やMedia 

Union（ミシガン大学  1994）といった試みが出現
した。地理的にもかけ離れて異なった環境にあっ
たにもかかわらず、これらには類似の原理が取り
入れられており、施設名称に「インフォメーショ
ン」という用語を使っている場合もオンライン情
報検索をインフォメーション・コモンズの存在理
由とせず、学生の学習を促すなどの共通点が指摘
できるものだった 6）。
　本論では、現在に至るまでさまざまに展開され
てきたインフォメーション・コモンズとはどのよ
うなものか、そしてそこから発展したといわれる
ラーニング・コモンズとはなにかを確認する。ま
た、このサービスモデルを支える理論（学習理論
やネット世代論）を整理するとともに、現在求め

られている、学習につながる大学図書館のサービ
スモデルのあり方を論じる。
　なお、本論では「場所としての図書館」（library 

as a place）とか、学習のスペース（space）といっ
た表現が多用される。物理的な場所という意味が
第一義であるが、それだけでなくそこで展開さ
れる活動を含めた議論が問題となる。つまり、関
係者が集う「場」である。この「場」というとら
え方においては、人々の「共存在」（異なる個性
や生き方をする多様な存在者が一つの場を共有
して調和的に存在すること 7））が確認され、理解
をベースにした学習が成立する。本論ではこのよ
うな意義をはっきりさせるために、「場」（locale）
という用語を用いる。

1 ．インフォメーション・コモンズとは
　ヘルシンキ大学のラーニング・センター・アレ
クサンドリアは大学建築改修の成功した事例とし
て知られている。情報通信技術の教育センター、
情報技術部門、語学センター、学部学生用図書館
（undergraduate library）が収容されたいわゆる複
合施設である。センターのウェブサイトには、学
生と教員のためにつくられたもので、種々の用途
に沿って各エリアが整備されており、ティーチン
グや情報サービス、情報技術のエキスパートが、
個別の学生の相談にものってくれるとある。ま
た、中央駅にほど近い位置にあって、学生が出会
うための都合のよい場としても使われているとい
う 8）。
　訪問してみると（2006 年 3 月）、全体面積が
5000 平米を超す 5階層のフロアーはすべて、パー
ソナルコンピュータ／ワークステーションとさま
ざまなタイプの座席が配置されていて、利用者で
あふれかえっていた。学生はそこで自由に学習
し、議論し、作業をしていた。スタッフによる
種々の支援も行われていた。学部学生用図書館は
それに隣接しており、そこでは授業登録者の三分
の一の数の指定図書（複本）が用意されていると
いう説明があった。その説明のごとく、学習支援
態勢はしっかりと確保されており、これらのサー
ビスの設定全体は、明らかに「インフォメーショ
ン・コモンズ」のものだと思われた。しかし、大
陸ヨーロッパ諸国ではインフォメーション・コモ
ンズといった概念は現在に至るまであまり使われ
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てはいない。

1 . 1  これまでの図書館サービスとどこが違うか
　少し古い数字だが、2004 年の研究図書館協会
（ARL：Association of Research Libraries）の加盟館
調査（回答率 60％）によれば、23％の大学（図
書館）がインフォメーション・コモンズを持って
おり、その設置年代は 1995 年以前のものが 5館、
1996 年から 2000 年までのものが 8館、その後
2004 年までに設置したのが 9館ということだっ
た。当初は比較的ゆっくりと進行したようであ
る。この後の進展の数値はないが、これをテーマ
にした会議や会合、数多くの論文・報告、メーリ
ング・リスト（INFOCOMMONS-L）の開設など
からみて、さらには“今日学術図書館を新築ある
いは改修するのにインフォメーション・コモンズ
抜きで考えられようか”という指摘 9）からいって、
米国ではこの 10 年ほどの間にインフォメーショ
ン ･コモンズは相当に普及したと考えてよいだろ
う。
　ところで大学図書館には、1980 年代からサー
ビスエリアにコンピュータが導入されていた。は
じめは目録検索など図書館の所蔵資料を調べるた
めのものだったが、その後データベースや電子
ジャーナル論文などがそれを通じて入手できるよ
うになり、またこれらのコンピュータはネット
ワークに接続され、ネットワーク情報資源の入手
やコミュニケーションの道具としても活用される
ようになった。また付随してコンピュータ利用に
ついての人的支援態勢が整備された。したがって、
インフォメーション・コモンズと名付けずとも、
図書館は事態の変化を感じ取り同じ趣旨の対応策
をとってきたといわれることがある。しかし、そ
のような対応のすべてがインフォメーション・コ
モンズに結びつくとはいえない。リッピンコット
（Joan K. Lippincott）がインフォメーション ･コモ
ンズの特徴を明らかにするためにあげた「広がっ
ていく（pervasive）技術」、「グループ・スペー
ス」、「単に情報サービスではなく、利用者への
サービス」というフレーズがその差異をいいあて
ていると思われる 10）。
　たとえば、ネットワーク接続における無線
LANとケーブル接続の双方の装備は、空間的な
制約の解消とともに、通信速度やマルチメディア

利用など高度利用を可能にするためでもある。ま
たマイクロソフト・オフィス、統計パッケージ、
地理情報システム（GIS）などのソフトウェア技
術を導入すれば、利用者は、情報の入手だけで
はなく、その処理・加工・表現などの幅広い作業
に従事できるようになる。これらが「広がってい
く技術」の導入事例である。「はじめに」でふれ
たジャクソン・コミュニティ・カレッジの、技術
の高度化がつくり出した障壁（ビーグルはこれを
「囲い込み（enclosure）」と呼ぶ 11））の排除も、そ
の事例だといってよい。技術はさまざまな便宜を
拡大するのであり、それをインフォメーション・
コモンズは取り込んできた。
　インフォメーション・コモンズでは多くのス
ペースがグループ利用の施設となっている。従来
図書館では個々の学生の勉強のための静かなス
ペースを確保することが第一であった。以前から
グループ学習室をいくらか設置している図書館も
あったが、それらは周辺的な位置づけでしかな
かった。「グループ・スペース」は学生のニーズ
に基づき、協働学習を促すものである。それは、
「 3 ．学習理論とネット世代」で言及する新しい
学習理論に基づく学習スペースであり、対象とな
る情報を皆で共有できるように機器を設定し、リ
ラックスした雰囲気で議論できる設計となってい
る。カフェの設置も単に休息だけでなくこのよう
な考え方の延長である。
　また、インフォメーション・コモンズでのサー
ビス対応は、その使われ方からいって以前より
も広い範囲をカバーすることになる。レファレン
スカウンターでのこれまでのサービスのように情
報ニーズに対応するだけではなく、設置されたコ
ンピュータに関する技術的な支援や、学生の学習
結果をレポートや論文としてまとめるためのライ
ティング支援を実施する必要も出てくるのであっ
て、“単に情報サービスではなく、利用者への
サービス”が行われる。
　サービスモデルは、さまざまな便宜の束として
構成される。インフォメーション・コモンズのそ
れは、伝統的な図書館サービスだけでなく、現在
の学生の学習のために必要な設備やコンテンツ、
協働できるスペース、あるいは IT技術や学習に
関わる種々の支援など、これまでにはなかった便
宜で構成されるのである。
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1 . 2  コモンズの構成
　コモンズとは、元来共有地を意味し、ボスト
ン・コモンズのような誰でもが使える（集える）
スペース、あるいは住民がそこで雑木・雑草など
を採集してもよいという入会地などのことであ
る。英国の大学等でスタッフが休憩時間に集うコ
モン・ルーム（談話室）といった場合も同じもの
であろう。この伝でいえば、そもそも図書館は情
報資源を共有するという意味で、コモンズである
といえる。しかし新たなサービスモデルとして設
定されたインフォメーション・コモンズでは、そ
のコモンズはどのような意味を有するのだろう
か。まずそれを確認しておこう。
　Information Commons Handbook において、ビー
グルは、“過去において「コモンズ」とは市や町
の住民の広場、つまりマーケットや会合のための
敷地であった。われわれ同士の交流のあり方が変
わったとはいえ、以前のもののように皆が立ち
入れる場（locale）の必要性がすっかりなくなっ
ているわけではない。その最新の形がインフォ
メーション・コモンズという場である。インフォ
メーション・コモンズとは、学生、教員、学者
（scholar）、研究者（researcher）のための新たな学
習コミュニティの物理的、仮想的、そして文化的
な環境を説明する包括的な概念である 12）”と規
定し、この概念は、1990 年代初期に出現して以
来、次のような三つのレベルで使われてきたとい
う。
　第一のレベルは、物理的コモンズ（Physical 

Commons）である。これは、情報資源を探索し、
コンテンツを処理・解釈し、知識を創造し、それ
をまとめ公表するためのツール、そして訓練され
た支援スタッフとともに、“ディジタル領域につ
ながっているアクセスポイントのクラスター”が
備わったスペースを意味する、インフォメーショ
ン・コモンズの主として物理的な環境を問題とす
る。それぞれの用途を明確にすることによって構
成される、第 2世代のインフォメーション・コモ
ンズ（ラーニング・コモンズ、リサーチ・コモン
ズ、ティーチング・コモンズ、協働センターな
ど）はこの物理的コモンズの展開として描かれる
ことになる 13）。
　第二は、もっと広いレベルの、仮想的コモンズ
（Virtual Commons）で、WWWなどによってつな

げられる“知識メディアの電子的な連続体”であ
る。これへのアクセスは、物理的コモンズがロー
カルな窓口となる。そのために“物理的コモンズ
を形成している各機関のライセンス［筆者注：外
部コンテンツの利用契約］の範囲で、仮想的コモ
ンズにアクセスできるのであり 14）”、仮想的コモ
ンズの境界と位相は個々の物理的コモンズごとに
異なってみえる。そこで仮想的インフォメーショ
ン・コモンズは、そこだけで使える資源の特長を
ブランドとして表明し、またそのために物理的コ
モンズよりも、協働する図書館や IT計画の中核
として認知されたりする。この部分は、インフォ
メーション・コモンズでの活動を支えるコンテン
ツ提供機能を担っている。
　第三の、もっとも広いレベルは、文化的コモ
ンズ（Cultural Commons）である。いわば“社会
的・政治的・法令的・経済的なことがらの入れ
物（envelope）”で、その中には、ディジタル時
代の自由な発言、共有知、創造的な表現といっ
た社会・文化の全領域の活動が入る 15）。つま
り、 ディジタル時代における創造性や情報を共有
するいわば、社会的・文化的な交流の場を示すも
のである。
　このようにインフォメーション・コモンズを把
握するには、場所・スペースの規定としての物理
的コモンズ、知識メディア（コンテンツ）の広が
りとしての仮想的コモンズとともに、情報や知識
のやりとりを支える基盤としての文化的コモンズ
という三つのレベルの統合的な議論が必要だとい
うのである。この各レベルについて、そこで必要
とされる資源とともにまとめたものが表 1「イ
ンフォメーション・コモンズの各レベルと支援資
源との関係」である。表 1では、レベルごとの資
源の例が示される。これらはインフォメーショ
ン・コモンズのねらいを実現するにはどのように
すればよいかの議論を踏まえて設定されている。
また、右の列には物理的資源、ディジタル資源、
社会的資源を説明し、学生や教員のやりとりを促
す必要がある”として“図書館員、技術サポート
スタッフ、メディア・スペシャリストなどの人的
支援要素が付け加えられている。
　この表 1を参照すれば、インフォメーション･
コモンズとはなにか、また具体的にはどのような
ものかのイメージを結びやすい。ただここに示さ
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れているいくつかの資源が整えられたからといっ
て、安易にインフォメーション・コモンズが整備
された（あるいはそのように呼称できる）といっ
た判断は避けたい。これら三つのレベルは独立的
に機能するものというよりも相互に関わって機能
しているもので、総合的に展開する必要がある。
現在多くのところで「場所としての図書館」とし
て展開されている議論はややもすれば、施設・設

備の更新とか、快適な空間の設計という点に集中
しすぎている。
　とくにわが国の場合、箱物として「インフォ
メーション・コモンズ」を議論する傾向が強く、
物理的コモンズだけが注目されがちである。学習
用のコンテンツ（この議論もきわめて少ない）が
得られないインフォメーション・コモンズは、ほ
ぼ「自習室」と等しく、単なる作業場所でしかな

表 1　インフォメーション・コモンズの各レベルと支援資源との関係（D. R. Beagleによる）

インフォメーション・

コモンズのレベル

集積され組織されている資源の

タイプの具体例

各レベルを構成し支援するのに

必要な人的資源

物理的コモンズ

物理的資源

ハードウェア：ワークステーション、

周辺機器、IT ツール等

設備：ポッド、クラスター、キャレル

等

スペース：床面積、グループ学習ルー

ム、スタッフ作業場、相談オフィス、

制作スタジオ等

伝統的図書館：印刷コレクション、ア

ーカイブズ、工芸品、その他有形メデ

ィア等

人的資源

図書館員、アーキビスト、設備コンサ

ルタント、インテリアデザイナー、家

具選定アドバイザー、システムデザイ

ナー、ネットワーク・スペシャリスト、

IT 支援アシスタント

仮想的コモンズ

ディジタル資源：

ウェブ環境：ポータル、ウェブサイト、

インタフェース

ディジタル・ライブラリー：データ・

べース、電子図書、サーチエンジン

E ラーニング：ラーニング・オブジェ

クト、CMS（授業管理システム）・VLE

（仮想学習環境）

オンライン・ツール：サーチエンジン、

プロダクティビティ ソフトウェア・

アプリケーション、マルチメディア資

源等

人的資源：

レファレンス担当図書館員、ソフトウ

ェア支援スタッフ、教員、学生チュー

ター・コーチ、データ検索処理スペシ

ャリスト、メディア・スペシャリスト

文化的コモンズ

社会的資源：

学習グループ、スタディ・チーム、学

問コミュニティ、コミュニティ・オ

ブ・プラクティス、共同研究、アカデ

ミック・スキル・プログラム、ライテ

ィング・ワークショップ、FD プロジ

ェクト、ティーチング・センター、同

僚によるチュートリアル・プログラム

人的資源：

レファレンス担当図書館員、教員、助

言者（メンター）、著作権スペシャリ

スト、評価・認証チーム、訪問研究員、

研究者
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い。なぜインフォメーション ･ コモンズが必要
か、なにをそこで展開するかの議論を深めるのを
忘れてはならない。それを踏まえそれぞれの大学
にとって必要なコンテンツと物理的な施設を整え
たインフォメーション・コモンズが求められると
いえよう。

2 ． インフォメーション・コモンズとラーニン
グ・コモンズ

　図書館を「ラーニング資源センター」という名
前で呼んでいたせいか、ジャクソン・コミュニ
ティ・カレッジの計画書では、その名称は「ラー
ニング・コモンズ」だった 16）。インフォメーショ
ン・コモンズとラーニング・コモンズは、今で
はある程度使いわけられている。その区分でいえ
ば、ジャクソン・コミュニティ・カレッジのもの
は、現在ではインフォメーション・コモンズと呼
ばれるだろう。しかしなお、名称はしばしば混同
されて使われていることが多く、どちらをとるか
は、設置する機関の意向に基づくところがある。
図書館施設に「ラーニング」を結びつけるのに学
内の抵抗があって、残念ながらインフォメーショ
ン・コモンズとなったとオークランド大学図書館
のコプシー（Janet Copsey）館長はその名称の由
来を語っていた。

2 . 1  インフォメーション・コモンズの発展
　米澤誠も紹介しているように 17）、2005 年の米
国大学図書館協会（ACRL：Association of College 

and Research Libraries）全国会議で「インフォメー
ション・コモンズからラーニング・コモンズへ」
というテーマのパネルディスカッションが行われ
た。この会議のねらいは、学部教育における新し
いパラダイム（知識の伝達ではなく知識の創造と
自律的な学習が必要だという学習理論）に沿う
ラーニング・コモンズの概念、定義、そして問題
をより明確に把握し、かつその解決法を見出そう
というものだった。ノースカロライナ大学シャー
ロット校のベイリー（Russell Bailey）とティエル
ニー（Barbara Tierney）がコーディネーターになり、
南カリフォルニア大学、コロラド州立大学、ノー
スカロライナ大学シャーロット校、エロン大学、
アリゾナ大学の 5名のパネリストからの事例紹介
があった 18）。

　ここで議論の下敷きになったのが、ビーグルが
2004 年に発表した From Information Commons to 

Learning Commons19）という枠組みである。ヘン
ダーソン（John Henderson）とベンカトラメン（N. 

Venkatramen）の 1980 年の戦略的配置（Strategic 

Alignment）に基づいて把握した図書館の変化状
況 20）を、米国教育協議会（American Council of 

Education）の示した変化のタイプの四象限図 21）

に投影したもので、次のように、インフォメー
ション・コモンズからラーニング・コモンズへの
変化動態が示される。
 （  1 ） 第 1象限（適合としてのインフォメーショ
ン・コモンズ）：電子資源アクセスとともに一
揃いのプロダクティビティ・ソフトウェア（マ
イクロソフト・オフィス、SPSS/SASなど）が
備わった図書館内のコンピュータ・ラボとして
描かれるもの。印刷物から情報・技術資源の統
合や連携に重点が移行する（変化の広がりは狭
く・浅い）。

 （  2 ） 第 2象限（個別に取り組まれた変更として
のインフォメーション・コモンズ）：同じラボ
ではあるが、オーサリング・ツール等や図書館
員の支援が得られるようになり、図書館はその
サービス展開の形を大学全体の、変化しつつ
ある優先課題に適合させて、図書館内の以前は
別々だったものを連動させていく。ただし未だ
図書館中心のものである（狭く・深い）。

 （  3 ） 第 3象限（広範囲な変更としてのラーニ
ング・コモンズ）：上記の働きに加えて、ファ
カルティ・ディベロップメント・センターや
ティーチング・センターなど他の組織との協働
が行われ、図書館はこれまでの活動範囲を超え
て、本質的に協働的になる（広く・浅い）

 （  4 ） 第 4象限（変容としてのラーニング・コモ
ンズ）：大学全体の指針やコアカリキュラムの
改訂などの改革と連動して、上記のことが実施
されるようになる。（広く・深い）
　取り組まれるサービスの内容によってその広が
りと深度をとらえ、サービスの視野がこれまでの
図書館の範囲を超えた領域に踏み込んだ第 3象限
と第 2象限との間に、インフォメーション・コモ
ンズとラーニング・コモンズとの境界があるとす
る。
　このように環境変化への戦略的な適合・機能的
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な統合の観点からラーニング・コモンズは、イン
フォメーション・コモンズが発展したものと位置
づけられる。“インフォメーション・コモンズは
大学の使命を支援するが、ラーニング・コモンズ
はそれを成立させる（enact）”22）というベネット
（Scott Bennett）の説明が了解しやすい。しかし、
インフォメーション・コモンズと呼ぶか、ラーニ
ング・コモンズとするか、なお時期や、関係者の
意見によってさまざまであるのは、両者の区別が
微妙だからであろう。ただし“結局名前というも
のになにがあるのか。インフォメーション・コモ
ンズとラーニング・コモンズの違いは、目標設定
の問題ではないか。これを明らかにすることは、
語義以上のことで、教室やラボ、そしてインフォ
メーション・コモンズでなにが実際に起きている
のかを問おうとしているのであり、大学の使命に
十分に対応できるスペース設計の協働活動に敢然
と取り組むことが関わってくる 23）”といわれる
ように、その違いは単なる外形的な施設整備の水
準の問題ではない。

2 . 2   インフォメーション・コモンズとラーニン
グ・コモンズの定義

　ベイリーとティエルニーは、Information 

Commons Redux という論文 24）で、インフォメー
ション ･ コモンズの定義領域（コンピュータ／
ディジタル技術やネットワークで構成されるコモ
ンズやウェブのみで構成されるコモンズではな
く、図書館において発展したもの）に議論をしぼ
り、ノースカロライナ大学シャーロット校での
実践に基づきその概念や問題点の検討を公表し
ていた。その上にビーグルが定式化したところ
を踏まえて、Transforming Library Service through 

Information Commons において平易かつ詳細に論
述している。これまでのところ、これがインフォ
メーション ･コモンズとラーニング・コモンズに
ついてもっともわかりやすい包括的な定義だろ
う。
　すなわち、“一般的に定義すれば、インフォメー
ション・コモンズは、電子情報資源、マルチメ
ディア、印刷資源並びに各種のサービスへの統合
的なアクセスを学生に提供するという、情報サー
ビスの一つのモデルである。インフォメーショ
ン・コモンズは、設置されたワークステーショ

ンで学生が研究や論文作成を行う機会を提供す
る。それは、学生に論文の書き方や、コンピュー
タやネットワークの使用法などに関する支援を与
え、同時に数多くのデータベース（索引、フルテ
キスト）や図書館の OPAC、インターネット上で
のウェブサイト探索、そして研究のためのソフト
ウェアが活用できるようにしているただ一つの場
所である。マイクロソフト・オフィスなどのツー
ルが利用でき、ファイル作成・処理や電子メー
ル、スキャニングなどの機能も使える 25）”とし
ている。
　そして具体的には、インフォメーション・コモ
ンズは、次のように説明される。①物理的に図書
館の一つないしは複数のフロアーに置かれてお
り、②伝統的な図書館サービスが利用でき、③高
速ネットワークと、利用者の求めに応じたタイプ
のコンピュータなど高度の技術的な環境が整い、
④以前のコンピュータ・ラボに加えて、新しい機
能のハードウェア、ソフトウェア・ラボ、スペー
スや人的支援が統合的に利用でき、⑤プロダク
ティビティ・ソフトウェアが使え、⑥仮想的なコ
モンズとでもいう「知識メディアの電子的な連続
体」（ビーグル）が利用でき、⑦種々の協働的な
学習、作業スペースが利用でき、さらに⑧スペー
ス、サービス、資源、サービスデスク、スタッフ
が利用者からみて統合されていて、そのスタッフ
は適切にさまざまな分野の訓練を受けている者で
ある。ただし、インフォメーション・コモンズは
なお、図書館中心の観点で図書館が実施するもの
であり、図書館員が管理するものであるという 26）。
（下線部は、原文でイタリック）
　一方、ラーニング・コモンズについては、次の
ようにいう。“インフォメーション・コモンズか
らラーニング・コモンズへの移行は、学習理論の
転換を反映するものである。つまり、ここでは、
利用者へ知識を「伝達」するというより、コモン
ズのスタッフと利用者によって、そして利用者の
自律的な学習によって知識の「創造」を目指す。
そのためラーニング・コモンズには、インフォメー
ション・コモンズのすべての側面が含まれている
とともに、さらにそれらを拡張し、増進している
ものである。”27）すなわち、
・ 機関全体のビジョンや使命と明確に整合し、単
に図書館中心の企画としてではなく、機関の広
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範な教育的な企画である。
・ サービス、資源、スタッフ、窓口を統合する視
点を図書館全体に徹底する。
・ 伝統（ハイタッチ）のツールや資源と豊かな技
術（ハイテク）のツールや資源を提供する。
・ 十分な技術資源を、より継ぎ目なく統合して提
供する。
・ もっと広範な、もっと多様な、もっと柔軟性の
高い協働できる仕事場を利用できるようにす
る。
・ より多くの知識の創造や構成を強調するために
「知識メディアの電子的な連続体」を拡張する。
　“そして、ラーニング・コモンズは、図書館中
心ではなく、図書館の中に多くの、以前は外部の
ものであった機能や活動（①ファカルティ・ディ
ベロッペント・センターあるいは、ティーチング
や eラーニングのセンター、②コース管理システ
ム（WebCTやブラックボードなど）、③ライティ
ングや学習支援（チューター）、④特別コース（例：
成績優秀者のための）、⑤さまざまな様式・サイ
ズ・適合性レベルの、多くの連携ワークスペース、
⑥機関リポジトリやオープンアーカイブといった
活動による知識創造・構成、⑦教員の「共同オ
フィス」や図書館における連携スペース、⑧展示、
朗読、パフォーマンス、ゲーム、講義、ダンス、
パネルディスカッション、フォーラム、ミニゴル
フ大会、デザイン・製作ラボなど）を取り込み、
それらが以前展開されていたところにもその活動
の効果を行きわたるようにする 28）。
　二つの概念を区別することを意識して定義さ
れ、かなり細かな部分にまで及んだ説明になって
いる。もちろんこれらの細部には多少のゆれはあ
るが、この定義は、ここ 10 年ほどの大学図書館
の新たな環境への戦略的なあるいは試行錯誤の結
果であるといえる。

3 ．学習理論とネット世代
　インフォメーション・コモンズ、あるいはラー
ニング・コモンズにおいて学生は、表 1に示した
三つのレベルの資源（物理的資源、ディジタル資
源、社会的資源）を活用し、個々の学習目標を達
成する。そのためには、いわば物理的資源につい
てのリテラシー（シャピロ（Jeremy J. Shapiro）と
ヒューズ（Shelley K. Hughes）の八つのリテラシー

概念では「ツール・リテラシー」にあたる。以下カッ
コの中は同じ）、ディジタル資源に関するリテラ
シー（「資源リテラシー」）、あるいは社会的な資
源に関するリテラシー（「社会的・構造的リテラ
シー」）が必要である 29）。リテラシーの問題が、
インフォメーション・コモンズの設計にも密接に
関わっている。ただ、インフォメーション・コモ
ンズ／ラーニング・コモンズを考える上で問題と
なるのは、これらのリテラシー取得を含めてどの
ように学習が展開されているかを把握し、それに
対してどのような方策が学習にとって適合的かで
ある。 1．2 で記述したインフォメーション・コ
モンズの設計とその具体化の根拠となるところで
ある。

3 . 1  学習の場と学習理論
　近年主要な学術情報は多くの分野でディジタ
ル・コンテンツに移りつつあり、大学図書館のコ
レクション形成の重点はそれらへのアクセスを確
保することにある。そのように情報通信技術は、
大学図書館の活動を大きく変えた。しかし、この
影響を被ったのは図書館だけではなかった。情報
通信技術は学習空間としての教室というスペース
とそこで展開されてきた授業・学習のあり方にも
根本的な変化をもたらした。
　情報通信技術の成果、たとえばインターネッ
ト・アクセス、ディジタル・コンテンツ、DVD

プレヤーやプロジェクターなどのデバイスを持ち
込むことにより、授業や学習の場面にこれまでに
はない状況がつくり出されている。たとえば、教
室におけるネットワーク接続は、学生と教員との
一斉のやりとりを可能にした。また、ネットワー
クを通じて学生が遠隔地にいてもできるｅラーニ
ングという手法も普及した。ときには遠方にいる
専門家にビデオ会議システムで授業に参加しても
らい授業内容の豊富化もできる。また、記録媒体
の再生によって復習なども学生の都合のよいとき
に可能となった。つまり、教室の内と外（図書
館、教員室、校庭の芝生、ラウンジやカフェ）を
問わず、必要な学習情報を共有できる環境ができ、
今では学習は教室においてだけでなく、多くの、
さまざまな場所や機会で、またそのうちのどれか
で選択して行うことが可能になったのである。
　学習場所のオプションのうちでもっとも適切な
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ものの一つは、もともと自主的な学習スペースで
あった図書館である。教室は一時的な学習場所で
あり、いつもそれを使用することはできないが、
学生が自分の望む時間に使うことのできる図書館
こそ、学習の場として最適といえる。ジョージア
工科大学図書館のインフォメーション・コモンズ
を訪問したとき、なぜインフォメーション・コモ
ンズを構成したかという質問に対して、マイヤー
（Richard Meyer）館長（2008 年退職）の答えは、
学生の学習場所を確保するためだと明快だった。
その方針に沿ってこの大学図書館のインフォメー
ション・コモンズは、週末以外は 24 時間 ‘正規
スタッフ配置’ のもとで開かれている。
　しかし、ジョージア工科大学のように学生の学
習の場はどのようにあるべきかについて、どの
図書館もそれに心をくだいているわけではない。
1982 年から 2001 年の間に実施された米国大学
の 240 の図書館新築・改修のプロジェクトに関し
て、どのようなアセスメントを行ったかを図書館
情報資源財団（Council on Library and Information 

Resources）が尋ねた結果によると、図書館運営
のアセスメントについては 85％が調査している
というが、学生の学習については 41％、教員の
ティーチング（教授）行動については 31％しか
行われていない 30）。このことから、ベネットは、
高等教育におけるティーチングの文化から学習の
文化への移行が起きていることを認識せず、図書
館は現在の学生がどのように学習の場を求めてい
るかを把握していないと指摘する。これでは“図
書館利用の学習への反映を測定する 31）”現在の
学術図書館の評価に対処できないだろうというの
である。
　以前のリテラシーは「読み書き、そろばん」で
あり、知ることは記憶と繰り返しによるもので
あった。それは変化の小さいいわば産業時代に適
合していた形式である。しかし急速な変化の脱
工業化時代においては、リテラシーは「批判的
思考、説得的な表現、問題解決力」となってお
り、現在の学習は記憶ではなく、理解に基づくも
のとなっている 32）。表 2は、ブラウン（Malcolm 

Brown）が伝統的なティーチングのパラダイムと
学習のそれを対比したものである。ここで強調さ
れるのは、学生の学習がどのように行われるかの
把握であり、学習を成立させる構成主義的な「理

解」への着目である。
　インフォメーション・コモンズやラーニング・
コモンズは、このような学生の学習を成立させる
状況＝場を構成しなくてはならない。それには、
学生の理解の文脈を考え、情報の分析、討論、批
判に参加させ積極性を引き出し、エキスパートや
同僚と直接対応しチーム・プロジェクトに参加す
る社交性 33）を促す学習の場の設計が有効だとい
える 34）。
　現在、大学はその使命宣言に基づき、学生の
学習成果の実現などのための種々の努力を行っ
ている。しかし、学生に学習成果を得させると
いった課題は成功事例の設計をコピーすればうま
くいくといった性質のものではない。大学の教
育のあり方、教員の方針、そしてなによりも学
生の様態の把握の上にたって対応すべきもので
ある。2008 年に ARLは『学習スペースのための
事前計画ツールキット』（ARL Leaning Space Pre-

Programming Tool Kit）35）を出版した。これは、新
しい大学図書館における学習環境を設定するため
のマニュアルではあるが、主たる内容は学生や教
員の意向や行動を把握するためのアセスメント手
法である。

3 . 2  ネット世代の問題
　NHKスペシャルでもとりあげられたように最
近の若者たちをディジタル・ネイティブと呼ぶ
ことがある。“インターネットを「水」や「空気」
のように使いこなしてきた 36）”世代の人々をい

表 2　 ティーチング（教授）と学習のパラダイムの相
違（M. Brownによる）

思い出す 発見する 

すべてに適応する一つ あつらえ：オプションに富む 

望ましくないものを取り除く才能 育成し、探し当てる才能 

繰り返し 乗換えと構成 

事実の取得 事実＋概念枠組み 

個別の事実 体系だった概念的スキーム 

伝達 構成 

教員＝主人で指揮者 教員＝専門家でメンター 

固定した役割 可動的役割 

固定した教室 可動、変更可能 

唯一つの場所 多数（様）の場所やスペースタイプ 

累積的な評価 累積的かつ発達的な評価 
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う。米国ではこの種の議論が、「ネット世代」の
問題としてかなり前から行われていた。ただし、
単に情報通信技術の側面のみから世代を論じてい
るわけではなく、ジェネレーション Y、ミレニア
ルズ、エコー・ブーマー、ジェネレーションM、
ジェネレーションMeなどといった異名もあるよ
うに、さまざまな観点からこの世代を規定しよ
うという議論である。たとえば、ハーウェ（Neil 

Howe）とストラウス（William Strauss）は、「ネッ
ト世代」はアメリカのような非伝統的な社会に現
れるもので、中年世代の行き過ぎと思われるとこ
ろを正し、過ぎゆく古い世代によって避けられた
社会的役割を果たそうとする世代だと肯定的に規
定する 37）。
　すでに学部学生になったこの世代について、ギ
ボンズ（Susan Gibbons）は 2年間にわたるロチェ
スター大学での共同調査の結果と種々の報告を合
わせて、その特徴を次のように摘出している。
① 保護された生活を過ごしており、そのため
に安全で統制された環境を求める。
② 両親に対して反抗的ではなく、近しい関係
であり、比較的に保守的である。
③ 上記のような点から、大学に入っても特別
（個別）の扱いを要求する。
④ 自尊心が強く自信があり、未来には楽天的
である。

　⑤ チーム志向で、グループでの行動をとる。
⑥ しかし、周囲のプレッシャーを感じ取り、
不安感ものぞかせる。

⑦ 日々の過ごし方はきわめて類似的である。
授業に出席し、学生団体の会合に出、ジムに
行き、ラボで過ごす。ときどき社交的なイベ
ントに参加する。
⑧ 熟練した「マルチ・タスカー」（ナガラ族）で、
さまざまなことを一時にこなしている。
⑨ ディジタル的なもの、ビジュアル的なもの
に強い。

　⑩ きわめてオープンな態度である 38）。
　 3．1で指摘した効果的に学習できる場の条件
（活動性や社交性）を、このネット世代（米国の
ネット世代が他国の若者と同様かどうか検証はさ
れていないけれども、少なくとも技術環境に限れ
ば、ある程度は類似傾向が存在すると想定してよ
いだろう 39））は有しているようである。ブラウ
ンは、そこでこのような世代の人々に対して、学
習スペースについて、新しい講義室、仮想的学習
スペース、インフォメーション・コモンズから
ラーニング・コモンズへという三つの展開のシナ
リオを描き、そのシナリオに基づき表 3を構成し
た。ネット世代と学習理論を取りまとめたサジェ
スチョンである。
　学生らの知識の獲得や学習は、彼らの主体的な
活動を促すことによって実現しうるから、それを
ネット世代の特性を踏まえて、推進できればよい
というわけである。そのために（「場」としての）
インフォメーション・コモンズやラーニング・コ
モンズの試行錯誤が、目下それぞれの大学図書館
で種々重ねられているといえよう。

表 3　ネット世代の特徴、学習の原理、学習スペース、ITアプリケーション（M.Brownによる）

IT
IM

AP

IT IT

AP
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　なお、新しい学習理論が基づく構成主義的な理
論には相対主義の問題が存在する。この立場は、
学生同士や、学生と支援者との間で相互理解を危
うくするとの指摘もある。相対主義を克服すると
いう意味でも共存在としての「場」の考え方が寄
与すると思われるが、この議論については、ここ
では詳しくはふれ得なかった。後日の課題とし
たい。また、ブラウンのいうようにわれわれが
出会っているネット世代はその第 1世代でしかな
く、われわれはこの問題に取り組んだばかりであ
る。情報通信技術の進展とともに人々のあり方も
さらに変容していこう。それに応じた変革ダイナ
ミックスが求められることになる。

おわりに
　印刷された情報資源の遡及的なディジタル化
が 2005 年のグーグル・プリント 40）の出現によっ
て、急速に進展するものと見込まれ、純粋なディ
ジタル・ライブラリーというものが視野に入って
きた。このことは、慧眼なジョン・シ－リー・ブ
ラウン（John Seely Brown）とドゥグッド（Paul 

Duguid）のThe Social Life of Information 41）（邦訳
「なぜ ITは社会を変えないか」）が指摘する「情
報の限界」をきちんと理解しておく必要性が高く
なったということでもある。知識や学習がどの
ような場で展開されるかがわかっていれば、1994
年の CSUMBのような失敗は減るだろう。図書館
は今後とも知識や学習といった課題を担っていか
ねばならない。
　ここでは、インフォメーション・コモンズと
ラーニング・コモンズを論じるために、学習にお
ける「場」の重要性を強調した。知識の獲得や創
造としての学習は、単に情報や物理的な場所が用
意されたとて、それだけでは実現するものではな
い。学生がさまざまな支援を受けつつ協働し、新
しい知識を理解し、次代に挑戦を行うための場が
必要なのである。また、伝達から学習への学習理
論の変化を反映したインフォメーション・コモン
ズやラーニング・コモンズ、あるいはコミュニ
ティ・オブ・プラクティスというアイデアは外来
語ではあるが、その原理はわれわれの有する「場」
の考え方 42）と共通するものであって、われわれ
にはこのアイデアは受け入れやすいと思われる。
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研　　究

The term “Information Commons” has been invoked since the mid-1980's to describe the potential aggregation 
of information and sharing of knowledge across physical, technological, and cultural boundaries. In the writings 
of Harlan Cleveland (founder of the University of Minnesota's Institute for Public Policy) and Robert W. Lucky, 
(Executive Director of Research at Bell Laboratories), the term came to represent a global internetworking of 
computers to communicate academic knowledge, leading-edge research, and professional expertise.[Cleveland 
1985, 1990; Lucky 1991] And, as libraries began to offer Web portals to aggregated databases and other 
consolidated digital resources in the 1990's, the predictions of Cleveland, Lucky, and others took tangible shape as 
students and faculty began to explore this development of the “virtual commons.”

But other authors such as David Bollier had looked beyond this internetworked environment of the “virtual 
commons,” and used Information Commons even more broadly to encompass the cultural envelope of laws, 
regulations, and popular traditions that enabled freedom of expression and the social sharing of knowledge 
for the common good. This level of “information commons” was contrasted with countervailing trends of 
commercialization, commodification of information, and governmental restrictions on the open transfer of 
knowledge, sometimes rooted in national security and political ideology. [Bollier 2002] Libraries, in their pre-
internet traditional role as storehouses of the printed records of humanity, were viewed as both cornerstones and 

The Learning Commons in Historical Context
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Commons” on physical, virtual, and cultural levels. During the technology revolution of 
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public access points for this “cultural commons.”

By the early 1990's, however, the development of the Internet and World Wide Web (WWW) coincided with a 
measurable decline in usage of traditional library services and print collections, especially among academic libraries 
across North America. The decline included door count and print book circulation, but the service that seemed 
most impacted was reference.  As the Executive Summary of ARL SPEC Kit 268 Reference Service Statistics & 
Assessment  put it: "...in recent years...many academic libraries have experienced a sharp reduction in the number 
of transactions recorded," and more specifically, "...77% of responding libraries reported that the number of 
reference transactions has decreased in the past three years." [Novotny 2002]. While it has never been defi nitively 
proven that the decline in traditional academic library usage between 1993 and 2003 was caused by increased use 
of online search engines like Google, the correlation was probably not coincidental. Such indicators of slackening 
library demand were accompanied by a lengthy series of journal articles questioning the future of printed books and 
journals, academic publishing houses, and the underlying traditions of print scholarship and bibliography.

Some libraries responded to the rise of the WWW by installing student-access computer labs in or near their 
reference departments to provide access to the aggregated databases available in the virtual commons. Many 
also created and expanded Media Services units to facilitate use of new media formats and technologies. And 
increasing use of research databases caused libraries to create specialized offi ces to assist with the manipulation 
and processing of numerical, geographical, and scientifi c datasets. At institutions like University of North Carolina 
at Charlotte, the result was that users enjoyed a new array of services that went beyond the access and retrieval 
model of traditional reference, to include subsequent steps in the processing and interpretation of information, 
and culminating in the production and presentation of new knowledge. But to make use of this broadened array of 
services, students still normally had to leave their original computer labs to navigate a network of referrals to and 
among discreet academic support units named Reference, Media Services, and Research Data Services.

It soon became clear that such divisions of service delivery did not always make for effi cient use of staff expertise 
and technology resources. For many students and faculty members, it became apparent that the broadened range 
of information searching, data manipulation, knowledge production, and media presentation activities could 
potentially be carried out on a single well-equipped workstation. Librarians began to realize that they could 
assemble arrays of such multifunctional workstations in a physical “commons,” adjacent to a single service desk (or 
cluster of desks) where reference librarians could work alongside (and in collaboration with) media specialists, data 
manipulation experts, and IT support staff. By 1995, a handful of universities, colleges, and community colleges, 
including the University of Iowa and the University of Southern California, had created such spaces, and their 
pioneering efforts led numerous other college and university libraries to seriously consider this new physical model 
known as the “Information Commons (IC).”

Identifi cation, access, and retrieval of information (traditional reference service)

Processing, manipulation, and interpretation of knowledge

Production, presentation, and publication of new knowledge

Figure One: Continuum of Service in the physical commons

These new facilities seemed to reinvigorate and revitalize academic library environments. Numerous college and 
university libraries with newly established IC's reported striking increases in student usage, as documented in The 
Information Commons Handbook, and elsewhere.[Beagle 2006] Thus, by the start of the 21st century, libraries had 
become the intersection point of the Information Commons concept on three interrelated and interdependent levels: 
physical, virtual, and cultural, as shown in Figure Two.
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During this same period, librarians and educators were proposing that students should be exposed to a more 
inclusive model of “information literacy” that extended beyond access and retrieval to a more comprehensive 
range of activities underlying the management, integration and evaluation of information, culminating in the 
process of creating new information and knowledge. This range included both skill-based technical activities such 
as format conversion,  as well as high-order cognitive competencies such as critical evaluation, that were seen as 
undergirding the full potential range of student learning. These components of information literacy were formalized 
and summarized by the Educational Testing Service (ETS) as shown in Figure Three:

Access - knowing about and knowing how to collect and/or retrieve information.

Manage - applying an existing organizational or classifi cation scheme.

Integrate - interpreting and representing information, which involves summarizing, comparing and contrasting.

Evaluate - making judgments about the quality, relevance, usefulness or effi ciency of information.

Create - generating information by adapting, applying, designing, inventing or authoring information.

Figure Three: ETS Components of Information Literacy

By the time I became Head of the Information Commons at UNC-Charlotte in 1997, it had become clear to me and 
a number of other library managers that the physical Information Commons facilities were offering a continuum 
of service that dynamically paralleled the ETS components of information literacy. Thus, library instructional 
programs designed to facilitate student learning based on information literacy frameworks should find their 
most effective implementation in an Information Commons environment, rather than within the environment 
of traditional libraries. On a number of campuses, new IC facilities were designed with information literacy 
instructional possibilities and group learning activities very much in mind. This, in turn, broadened the scope of the 
physical commons to include a new focus on student learning, rather than only the manipulation of information.

Information Commons array of services Information Literacy components
Identifi cation 
  & retrieval

Access: knowing about and knowing how to collect and/or 
retrieve information

Processing
  & interpretation

Manage: applying an existing organizational or classification 
scheme.
Integrate: interpreting and representing, comparing and 
contrasting.
Evaluate: judgments about the quality, relevance, usefulness, of 
information

Figure Two: the context of physical, virtual, and cultural commons
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Packaging
  & presentation

Create: generating information by adapting, applying, designing, 
inventing or authoring

Figure Four: How the Information Commons parallels Information Literacy

In a growing number of libraries, the IC model was similarly being extended beyond the information literacy rubric 
to include collaboration with, or even co-location with, other campus units supporting learning, such as tutorial 
programs, writing centers, and faculty development centers. These newly expanded facilities warranted a new 
designation, and so the term “Learning Commons” (LC) offered a name to distinguish this more comprehensive 
model from the Information Commons. On some campuses, libraries first successfully implemented IC's, and 
subsequently expanded their services and facilities to host collaborative programs of learning support, renaming 
them LC's. Jana Futch Martin, University Librarian, Reference & Instruction, described how the University of 
South Florida (Tampa) came to change the name of its Information Commons to Learning Commons: “We changed 
our name to Learning Commons after adding services adjacent to ours, such as the Writing Center and Tutoring 
and Learning Services. This collaboration -- to have disparate student learning services from all over campus 
share one common area here in the Library -- has been a great success so far.” [Martin 2008] Thus, the Learning 
Commons model not only has revitalized and reinvigorated the academic library, but in effect repositioned it to 
become a more active agent of collaboration in support of learning outcomes. And while the focus of this article as 
been on academic libraries in the United States, the IC / LC movement has been characterized from the beginning 
by its international reach, with many examples under development in British, Canadian, German, and Australian 
universities. [Beatty 2008; Degkwitz 2006; Gläser 2008; Mountifield 2008.]

To view the Learning Commons in the historical context of academic change initiatives, we can use a matrix 
developed in the 1990's by the American Council of Education (ACE). Researchers with A.C.E. had studied a range 
of academic change initiatives at colleges and universities, and from their fi ndings produced a primer for change 
that includes a typology, or matrix, of change initiatives. This matrix plots graph lines representing the depth of 
change, in terms of fundamental impact on basic activities and assumptions, and pervasiveness of change, in terms 
of extent and distribution of its infl uence beyond the library's walls. This matrix, adapted in Figure Five, may be 
helpful in characterizing the idea of a phased evolution from Information Commons to Learning Commons, and can 
serve to summarize the diverse arena of collaborative learning initiatives now evident.

Adjustment depth Far-reaching change
pervasiveness 　 pervasiveness　　

Isolated change depth Transformation

Figure Five: Matrix of change initiatives (from A.C.E.)

1) Adjustment; neither deep, in terms of the library's core operations, nor pervasive, in terms of impact across 
campus. Described as a computer lab on the fi rst fl oor of the library with a suite of productivity software (MSOffi ce) 
combined with access to electronic resources. Focus broadens from print to integration and coordination of 
information and technology resources for students.

2) Isolated change; deep, in that the IC has substantially impacted library operations and services, but not pervasive, 
without broad impact across campus. Described as the same lab as (1) but with media authoring tools also included, 
and with coordinated in-library staff support designed to carry the user through a continuum of service from 
resource identifi cation and retrieval on through data processing and format conversion to the desired end state of 
presentation, packaging, or publication. Here, the library has altered its pattern of service delivery to better align 
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itself with changing campus-wide priorities, and has done so by integrating functions formerly carried out by 
separate units within the library to project a new unifi ed and comprehensive service profi le. However, this level 
portrays an IC model that is still library-centric. While it better aligns  the library with other campus priorities, it is 
still not intrinsically collaborative with other campus initiatives.

------ This marks the proposed threshold between IC and LC-----

3) Far-reaching change; The library commons exerts a significant presence across campus, but that influence 
remains primarily associative, rather than truly collaborative. Described as (2) plus coordination with other unit(s) 
such as a faculty development center or center for teaching and learning, as well as the frequent inclusion of a 
campus-wide course management system meaningfully linked to and integrated with library electronic resources 
and virtual reference services. Here, the library has further altered its pattern of service delivery to better align itself 
with changing campus-wide priorities, and has done so by integrating those functions formerly carried out within  
the library with others formerly carried out beyond the library's purview. The service profi le is no longer library 
centric. 
 
4) Transformation. both deep, in its impact on library services, and pervasive in terms of important campus-wide 
collaborations. Described as (3) but carried out with reference to (or within a framework of) campus-wide schema 
and/or faculty innovation such as core curriculum revision, information literacy across the curriculum, writing/
authoring across the curriculum, cognitive immersion learning paradigms such as the "classroom flip," and/or 
learning object/IMS implementation, such as D-Space. At this level, we continue to see functional integration 
across a horizontal plane, but we begin to see vertical differentiation as the former service delivery profi le projected 
toward students becomes enhanced with another (or multiple) service delivery profi le(s) projected at the needs of 
faculty as course authors, knowledge creators, learning coaches, and scholarly communicators. This also involves 
an enriched suite of toolsets and services.

Case Study: McKillop Library at Salve Regina University
Because the Information Commons and Learning Commons facilities have developed within existing libraries as a 
variable pattern of adaptive change, many libraries are only now adapting their library structures and resources to 
incorporate such facilities. One such example is Salve Regina University (SRU) in Newport, Rhode Island. What 
follows is a discussion of the author's recent consultation and development of a planning proposal for a Learning 
Commons at SRU's McKillop Library.

The McKillop Library is an extremely attractive building located near the center of the campus, with a north 
wing and an east wing creating an “L” shaped interior on all four floors. McKillop Library exhibits a space 
utilization pattern fairly typical of academic libraries circa 1980's and early 1990's. The fi rst fl oor, which serves 
as the main entry level for most students and faculty, houses reference services in the north wing and a classroom 
for information literacy instruction. A current periodicals reading area is housed in the east wing, along with a 
circulating media collection  (DVD's).

The Ground Floor, below the main entry level, came to accommodate an assortment of service areas: Academic 
Computer Labs, Copy Center, Design Services, Laptop Service Center, Mail Services, and most recently, the 
Instructional Technology Coordinator's offi ce with associated faculty lab and technology demonstration classroom. 
These offices came to be located in the library by way of a general understanding that they in some way were 
related to library resources and services, but were left as discreet offi ces on the ground fl oor and thus never became 
inherently collaborative with library services on upper fl oors.
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Broad regions of the upper floors are devoted to open-aisle shelving for print books and bound periodicals. 
Scattered among and around the open stacks are small reading and study areas. But here also, a couple of 
specialized learning support areas were located in relative isolation among the bookstacks. The Second Floor, 
for example, holds a Curriculum Center, while the Third Floor houses an Academic Development Center (ADC), 
providing tutorial services to promote learning skills and writing remediation. It has little functional relation to the 
other library service on that fl oor: Archives and special collections. Overall, the arrangement permitted little of the 
natural synergies that could develop between related units. Some users of the Curriculum Center could make use 
of the instructional technology classroom, but this was located two fl oors below. And some of the tutorial services 
of ADC involved information seeking skills similar to reference, but again, these two service areas were two fl oors 
removed from one another.

In an ideal world, if McKillop Library were being designed from the ground-up in 2008 the multi-floor two-
wing confi guration would argue for maximal use of the Ground Floor to house 1) compact shelving to hold bound 
periodicals and a sizeable chunk of the print book collection, 2) archives and preservation, and potentially 3) library 
technical services. This would permit greater efficiency in collection housing, as open-aisle shelving consumes 
30%-50% more fl oorspace for a print collection of equivalent size. Ground Floor compact stacks would thus open 
upper fl oors for increasingly integrated and collaborative services characteristic of Learning Commons.

During my visits to SRU, I observed that the academic computer labs on the Ground Floor seemed very 
underutilized. This was not a surprise, as a number of studies in the library literature have predicted and tracked 
decreasing usage levels of “generic” computer labs in academic libraries (see, for example, The Information 
Commons Handbook, p. 6.). In fact, such changing usage patterns helped spark the entire Information Commons 
and Learning Commons movement. Therefore, increased workstation arrays in the projected upper fl oor Learning 
Commons could further erode student usage of ground fl oor labs, leaving these rooms optimal candidates for re-
purposing. Therefore, my report recommended that the Archives collection be moved from the Third Floor to one 
ground fl oor lab area, with the archivist's offi ce and associated reading area moved to the other lab.

By contrast, the Instructional Technology Coordinator's space on the Ground Floor seemed to be very well-utilized 
in and of itself. The potential issue here lies not in how the current space is utilized, but in its relative isolation on 
the Ground Floor from potentially expanded and integrated Learning Commons and faculty development areas 
on upper fl oors, specifi cally the Second Floor. In my fi rst consulting visit, the focus group brainstormed potential 
placement of instructional technology experimental classroom, and reached an initial consensus that a Second 
Floor placement would be preferable, where in collaboration with the existing Curriculum Center, it could form the 
nucleus of a faculty Learning Commons center for teaching and learning.

In consultation with the Director of McKillop Library, this author proposed the formation of a Learning Commons 
on the First and Second Floors, involving several key relocations. The ADC would move from the Third Floor to 
the First Floor, where its staff could share a collaborative service desk and workstation arrays in the east wing, 
while an expanded Media Services, a News Center, and a coffeeshop would occupy the north wing. Figure Six 
below shows the existing layout of the First Floor. 

In Figure Seven below, Reference has been moved from the north wing to the east wing, where it can share service 
desk, collaborative workspaces, and workstations with the Academic Development Center relocated from the Third 
Floor. Figure Seven also shows the conjoined areas of Media Services, Coffeeshop, and News Center in the north 
wing. Altogether, these new and relocated service areas form the fi rst fl oor Learning Commons.

In addition to these changes, the Instructional Technology Coordinator's lab and classroom would move from the 
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Figure Six: Existing layout of First Floor of McKillop Library

Figure Seven: Proposed First Floor Learning Commons for McKillop Library
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Figure Eight: Existing layout of Second Floor of McKillop Library

Figure Nine: Proposed Second Floor Learning Commons for McKillop Library
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Ground Floor to the Second Floor, where it could become collaborative with the Curriculum Center. Figure Eight 
summarizes the existing building confi guration of the Second Floor.

In Figure Nine below, the Instructional Technology Coordinator's workspace has been relocated from the ground 
Floor to a space adjacent to the Curriculum Center, permitting collaboration and interaction. The ITC technology 
classroom has also been moved to a former technical services workroom to become the experimental classroom for 
the Second Floor Learning Commons.

While this case study necessarily simplifi es the range of challenges and opportunities presented by the McKillop 
Library consulting project, it does serve as an example of how various services and resources that came to be 
located in the traditional library in a rather arbitrary and uncoordinated way can be relocated to create physical 
adjacencies that can enable the continuum of service of an Information Commons and the further collaboration 
among, and co-location of, learning support functions of a Learning Commons. All of these relocations are 
summarized below in Figure Ten.

Current service layout by fl oor Proposed service layout by fl oor

Ground Floor

Computer labs & Instructional Technology Support

Ground Floor 

Archives

First Floor  

Reference, current periodicals; circulating media collections; 
administrative offi ces
 

First Floor

Reference & workstation arrays; Academic Development 
Center, News Center, coffeeshop, and larger Media Center in 
collaboration for Learning Commons

Second Floor  

Curriculum Center; Stacks & reading areas

Second Floor

Curriculum Center; Instructional Technology Support, with 
tech. clasroom & group learning rooms
collaboration for Learning Commons

Third Floor  

Archives; Academic Development Center

Third Floor

Administrative offi ces; stacks; quiet study

Figure Ten: Existing arrangement for McKillop Library & proposed LC layout

Through the development of a Learning Commons, with careful and imaginative reconfi guration of service areas 
and collections, McKillop Library can be renewed to serve Salve Regina University vibrantly and effectively in 
the 21st Century. The Library's Learning Commons will become an adaptable facility that integrates, balances, and 
effectively adjusts to all the elements of a modern and dynamic scholarly knowledge system. The renewed Library 
Learning Commons will be a gateway to the full spectrum of information services, both print and electronic; a 
showplace for faculty innovation and for new information technology; a place on the campus for refl ection and 
communication, and an inviting and inspiring space for reading, research, and learning.
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The Learning Commons in Historical Context
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Abstract
The college and university library has become the focal point of the “Information 

Commons” on physical, virtual, and cultural levels. During the technology revolution of 

the 1980’s and 1990’s the Information Commons (IC) became established as a new model 

for service delivery in libraries. This model goes beyond the access and retrieval function 

of traditional reference service to support the full range of activities of information 

literacy, helping students access, manage, integrate, evaluate and create information and 

knowledge. Since 2000, many Information Commons facilities have been established 

in collaboration with other learning support units such as tutorial programs, writing 

centers, and faculty development centers. These expanded IC facilities are now often 

called Learning Commons. A case study of the author’s consulting project at Salve Regina 

University in Newport, Rhode Island (USA) offers one example of how the fl oorspace of a 

traditional university library is being reconfi gured to create a Learning Commons.

Keywords:  Information Commons（インフォメーション・コモンズ），Learning 

Commons（ラーニング・コモンズ），learning centers（学習センター），
library reconfi guration（図書館の再配置），information literacy（情報リテ
ラシー）

 “インフォメーション・コモンズ”という言葉は，1980 年半ば以来，物理的，技術的，文化的境界を
越えて，情報の潜在的収集と知識の共有を描写するために生み出されたものである。ハーラン・クリー
ブランド（ミネソタ大学公共政策研究所創設者）とロバート・W・ラッキー（ベル研究所研究部長）の
著書において，インフォメーション・コモンズは，学術的な知識，先端研究，職業的専門性を伝達す
るための世界規模のコンピュータネットワークを表現するようになっていた（Cleveland 1985， 1990；
Lucky 1991）。そして，1990 年代に図書館がアグリゲーションデータベースやその他の電子情報源への
Webポータルを提供し始めた時，クリーブランドやラッキーらの予想は，学生や教員が発展する“仮想
的コモンズ”を探索するにつれて，目に見える形で現れることになった。
 しかし，デイビッド・ボリアーなど他の著者は，この“仮想的コモンズ”のネットワーク環境を越え
た未来を描き，インフォメーション・コモンズを，公益のために表現の自由や知識の社会的形成を可能
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にする法律，規制，伝統の文化的な入れ物（envelope）を包含するものとしてより広い意味で利用して
いる。このレベルの“インフォメーション・コモンズ”は，商業化，情報の商品化，知識の開かれた転
送（時には国家安全や政治的イデオロギーに根付いている）が持つ対抗的傾向と対をなすものであった
（Bollier 2002）。人類の印刷された記録の宝庫という，インターネット登場以前の伝統的役割を果たして
いた図書館は，この“文化的コモンズ”の基礎および公共的なアクセスポイントとして見なされていた。
 しかし，1990 年代初期までには，インターネットおよびワールド・ワイド・ウェブ（WWW）の発展
と，伝統的な図書館サービスや冊子体のコレクション利用の減少とが一致して起こり，特に北米の大学
図書館で見られた。減少には，入館者数，紙の図書の貸出冊数が含まれるが，最も影響を受けたと思わ
れるサービスは，レファレンスであった。ARLの SPEC Kit 268 Reference Service Statistics & Assessment

の要旨で述べられているように，“近年，多くの大学図書館がレファレンス処理数の急激な減少を経験
しており”，より具体的には“回答館の 77％が過去 3年でレファレンス処理数が減少したと報告してい
る”（Novotny 2002）。1993 年から 2003 年の間に，伝統的な大学図書館の利用の減少は，Googleのよう
なサーチエンジンの利用増加によってもたらされたと完全に証明されたことは決してないが，この二者
間の相関関係はおそらく偶然ではない。こうした図書館に対する需要が減る兆候は，冊子体図書・学術
雑誌と学術出版者の将来および紙の研究成果や書誌の根源的な伝統に疑義を呈する膨大な雑誌論文の登
場と一致するものである。
 図書館の中には，WWWの登場に対応して，レファレンスコーナーあるいはその近くに学生がアクセ
スできるコンピュータ・ラボを設置し，仮想的コモンズで使うことができるデータベースへのアクセス
を提供していたところもあった。多くの図書館は，メディアサービス部門を創設あるいは拡張し，新し
いメディア形式や技術の利用を促進した。研究データベースの利用増加は，図書館に数字，地理，科学
データセットの操作や処理を支援する特別部門を創設させることになった。その結果，ノースキャロラ
イナ大学シャルロット校のような研究機関では，利用者は伝統的なレファレンスのアクセス・検索モデ
ルを超えた新しいサービスを甘受し，続いて起こる情報の処理や解釈，最終的に新しい知識の創出と表
現へと至る各ステップを踏むようになった。しかし，この広範なサービスを活用するためには，学生は
通常，元々いたコンピュータ・ラボから離れ，レファレンス，メディア・サービス，研究データサービ
スと名付けられた具体的な研究サポート部門へのレフェラル・ネットワークを行ったり来たりして移動
しなければならなかった。
 こうしたサービス提供の分断は，職員の専門性や技術的資源の効率的な利用に常に向いているわけで
はないことはすぐに明らかになった。多くの学生や教員とって，情報検索，データ処理，知識の生産，
メディア表現活動といった幅広い活動は潜在的に一つの非常に整備されたワークステーションで可能で
ある。図書館員は，レファレンスライブラリアンがメディアスペシャリスト，データ処理専門家，ITサ
ポートスタッフの傍であるいは協同して働くことができる，単一のサービスデスクあるいは一固まりの
机が隣接する物理的な“コモンズ”に，そうした多機能ワークステーション群を結集できると気づき始
めた。1995 年までに，アイオワ大学や南カリフォルニア大学を含む少数の大学，単科大学，コミュニ
ティカレッジがそうした空間をつくった。彼らの先駆的な取組みは，他の多くの単科大学・総合大学の
図書館が“インフォメーション・コモンズ（IC）”として知られるこの新しい物理的モデルを真剣に検
討させることになった。

 情報の識別，アクセス，検索（伝統的なレファレンスサービス）
 知識の処理，操作，解釈
 新しい知識の生産，表現，公表

第 1図　物理的コモンズにおけるサービスの連続体

 これらの新しい施設は，大学図書館の環境を一層活気づけ，新たな活力を与えるように思われた。
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The Information Commons Handbook やその他で書かれているように，新規にインフォメーション・コモ
ンズを設置した多くの単科大学・総合大学の図書館が，学生の利用に顕著な増加が見られたと報告して
いる（Beagle 2006）。第 2図に見られるように，21 世紀が始まるまでには，図書館は，物理的・仮想的・
文化的という三つの相互に関連し依存したレベルで，インフォメーション・コモンズという概念の結節
点になっていた。
 同時期に図書館員と教育者は，学生をより包括的な“情報リテラシー”のモデルに触れさせるべきだ
と提案した。すなわち，アクセスと検索を拡張して，最終的には新しい情報および知識を生み出す過程
となる，情報の管理・統合・評価の基礎をなす包括的な活動である。この活動範囲には，フォーマット
変換のようなスキルに基づく技術的活動ならびに批判的評価といった高次の認知能力の双方が含まれ，
学生の学習活動の強い基盤としてみられていた。これらの情報リテラシーの構成要素は，第 3図に示さ
れているように Educational Testing Service（ETS）によって定式化され，まとめられている。

 アクセス ― 情報について，および情報を集め検索する方法を知る
 管　　理 ― 既存の組織的あるいは分類枠組みを適用する
 統　　合 ― 要約，比較，対照を含んだ情報の解釈と表現
 評　　価 ― 情報の質，関連性，有用性，有効性を判断する
 創　　造 ― 情報を適用，応用，設計，考案，管理することで，新たに情報を生成する

第 3図　ETSの情報リテラシーの構成要素

 筆者が 1997 年にノースキャロライナ大学シャルロット校のインフォメーション・コモンズの長になっ
たときまでには，筆者および他の多くの図書館管理者にとって，物理的なインフォメーション・コモン
ズの施設が，ETSの情報リテラシーの構成要素と絶えず変化しながら併存するサービスの連続体を提供
してることは明らかになっていた。よって，図書館が提供していた情報リテラシーの枠組みに基づいて
学生の学習を促進するよう設計された指導プログラムは，伝統的な図書館の環境内ではなく，むしろイ
ンフォメーション・コモンズの環境において，最も効率的に実施されるべきである。多くのキャンパス
では，新しいインフォメーション・コモンズの設備は，情報リテラシーの利用指導上の可能性やグルー
プ学習を強く念頭において設計された。そして，このことが物理的コモンズの範囲を広げ，単に情報の
操作だけではなく，むしろ学生の学習に新しい焦点をおくようになった。

第 2図　物理的・仮想的・文化的コモンズの文脈
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インフォメーション・コモンズのサービス群 情報リテラシーの構成要素

 識別と検索 アクセス： 情報について，および情報を集め検索す
る方法を知る

 処理と解釈
管理：既存の組織的あるいは分類枠組みを適用する
統合：要約，比較，対照を含んだ情報の解釈と表現
評価： 情報の質，関連性，有用性，有効性を判断する

 パッケージ化と表現 創造： 情報を適用，応用，設計，考案，管理するこ
とで，新たに情報を生成する

第 4図　インフォメーション・コモンズと情報リテラシーの併存

 より多くの図書館で，チュートリアル・プログラム，ライティング・センター，ファカルティ・ディ
ベロップメント・センターといった学内の他の学習支援部門と協同あるいは共在することで，情報リテ
ラシーの慣例を超えてインフォメーション・コモンズのモデルが拡張されつつあった。これらの新しく
拡張された設備は，新しい名称を付与する十分な根拠になった。このより包括的なモデルとインフォメー
ション・コモンズとを区別するために，“ラーニング・コモンズ”という名称が付与された。あるキャ
ンパスでは，図書館はまずインフォメーション・コモンズの設置に成功し，その後，協同学習支援プロ
グラムを運営するためにサービスや設備を拡張し，ラーニング・コモンズと名称を変えた。レファレン
スおよび利用指導担当の大学図書館員であるジェイナ・ファッチ・マーティン（Jana Futch Martin）は，
いかに南フロリダ大学タンパ校がインフォメーション・コモンズからラーニング・コモンズへと名称を
変えるようになったかを述べている。「私たちは，ライティング・センターやチューター学習サービス
といった隣接サービスを加えた後に，ラーニング・コモンズへと名称を変更した。この協同，すなわち
本質的に異質な学生向けの学習サービスを全キャンパスから集めて図書館内のひとつの共通エリアを共
用させることが，今までのところ非常に成功を収めている」（Martin 2008）。従って，ラーニング・コモ
ンズのモデルは大学図書館を一層活気づけ新たな活力を与えるだけではなく，実質上，大学図書館の位
置づけを変え，ラーニング・アウトカムを支援する際の，より活発な協同のエージェントになったので
ある。本稿の焦点はアメリカの大学図書館にあるが，インフォメーション・コモンズおよびラーニング・
コモンズに関する運動は，当初から国際的な広がりを見せていることが特徴であり，イギリス，カナダ，
ドイツ，オーストラリアの大学においても多くの事例が見られ，現在でも発展中である（Beatty 2008；
Degkwitz 2006；Gläser 2008；Mountifi eld 2008）。

 ラーニング・コモンズを大学変革イニシアティブ（academic change initiatives）の歴史的文脈において
見るために，1990 年代にアメリカ教育協議会（ACE）によるマトリックスが利用できる。ACEの研究
者は単科大学および総合大学における多様な大学変革イニシアティブを研究し，その成果から，変革イ
ニシアティブの類型あるいはマトリックスを含んだ変革に対する入門書（手引き）を作成した。このマ
トリックスには，基本的な活動や仮説に与える根本的影響という観点から見た場合の変革の深度と，そ
の影響が図書館を越える度合いや範囲という観点から見た場合の変革の浸透度とを示す矢印が置かれ
ている。第 5図に見られるように，このマトリックスは，インフォメーション・コモンズからラーニン
グ・コモンズへの段階的な進化という考え方を特徴付ける際に役に立つであろうし，現在では目に見え
て明らかである協同学習イニシアティブが持つ多様な領域をまとめるのに役立つ。

適  合 深  度 広範囲の変更
浸 透 度 浸 透 度

孤立した変更 深  度 変  容
第 5図　変革イニシアティブのマトリックス（ACE）
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1 ） 適合：図書館の中核業務という観点で深くなく，大学全体への影響という点でも浸透していない状
態を指す。図書館の一階に設置された電子情報源へのアクセスと生産性ソフトウェア（MS Offi ce）
が提供されているコンピュータ・ラボとして評される。焦点は，冊子体から学生向けの情報・技術
リソースの統合と調整へと広がる。

2 ） 孤立した変更：インフォメーション・コモンズが図書館業務やサービスに大きな影響を与えている
という点で深いが，大学全体に広く影響を与えておらず浸透していない。 1 ）のコンピュータ・ラ
ボと同様のものとして評されるが，メディアオーサリングツールが備わっており，利用者がサービ
ス連続体を通して，情報源の識別から検索，データ処理とフォーマット変換という段階から，望ん
だ形での表現，パッケージ化，出版といった最終的な状態へと至るよう設計され，図書館内のスタッ
フ支援がうけられるよう調整されている。この点で，図書館は，変化しつつある大学全体の優先事
項によりあわせるためにサービスの提供パターンを変えているが，そのため，新しい統合された包
括的サービスを計画し，これまで図書館内の個々の部門で分かれて遂行されていた機能の統合を実
施した。しかし，このレベルは，未だ図書館中心のインフォメーション・コモンズを描写している。
図書館とキャンパス内の他の優先事項とをより合わせてはいるが，依然としてキャンパス内の他の
イニシアティブと本質的に協同するには至っていない。

　-----ここがインフォメーション・コモンズとラーニング・コモンズとを区別する境界となる -----

3 ） 広範囲の変更：図書館に設置されたコモンズは大学全体に大きな存在感を示しているが，影響力は，
真に協同であるというよりはむしろ主に連携の段階に留まっている。上の 2 ）に加えて，ファカル
ティ・ディベロップメント・センターや教育学習センターといった他の部門との協同があり，図書
館の電子情報源やバーチャルレファレンスと有意義に結びついた全学授業管理システムを含んでい
ることも多々ある。この段階では，図書館は変化しつつある大学全体の優先事項により合わせるた
めに，さらにサービス提供のパターンを変え，これまで図書館内の行われていた機能と図書館の範
囲を越えて行われていた他の機能とを統合する。サービスプロフィールは，もはや図書館中心では
ない。

4 ） 変容：図書館サービスへの影響は深く，重要な大学全体での協同という観点からも浸透している。
3 ）に加えコアカリキュラムの改訂，カリキュラム横断の情報リテラシー・ライティング/オーサ
リング，“classroom fl ip”などの認知集中学習パラダイム（cognitive immersion learning）といった全
学レベルでの枠組みや教員のイノベーションおよび DSpaceのような教材/ IMSと関連して実施さ
れる。このレベルでは，機能の水平統合が引き続き見られるが，これまで学生向けに計画されたサー
ビス提供プロフィールが，授業立案者（course authors），知識の創造者，学習コーチ，科学コミュニ
ケータとしての教員のニーズに基づいたその他の（あるいは複数の）サービス提供プロフィールと
ともに高められるにつれて，垂直的差別化が見られるようになる。豊富なツールやサービスが一揃
いしている。

事例研究：サルヴェ・レジーナ大学マキロップ図書館
 インフォメーション・コモンズとラーニング・コモンズの設備は，適応的変化の変動パターンとして，
既存の図書館内で発展してきたため，現時点では，多くの図書館がそうした設備を組み込むために，自
らの図書館の構造や資源を適応させているに過ぎない。その一例に，ロードアイランド州ニューポート
のサルヴェ・レジーナ大学（SRU）がある。以下は，同大学マキロップ図書館におけるラーニング・コ
モンズの計画提案と協議の進展について述べる。
 マキロップ図書館はキャンパス中心部近くに設置された非常に魅力的な建物で，北翼と東翼があり L

字型の室内構成になっている。マキロップ図書館は，およそ 1980 年代から 1990 年代初期の大学図書館
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に典型的に見られる空間の利用パターンを採用している。地上一階はほとんどの学生・教員に対して入
口として機能しており，北翼にレファレンスサービスと情報リテラシーの教室がある。新着雑誌の閲覧
エリアは東翼にあり，貸出のメディア資料（DVD）も設置されている。
 入口の下にある地下 1階は，アカデミック・コンピュータ・ラボ，コピー・センター，デザイ
ン・サービス，ノートパソコン・サービスセンター，郵便サービス，最近では教育工学（instructional 

technology）コーディネータの部屋を関連教員の研究室とテクノロジー・デモンストレーション教室と
合わせて設置することで，各種のサービスエリアを取り揃えている。これらの部屋は何らかの形で図書
館の資源やサービスと関連しているという理解でそのように設置されるようになったが，地下の目立た
ない部屋として設置され，従って上階の図書館サービスと協同することは決して無かった。
 地上 2階以上にある広い地域は，もっぱら冊子体の図書や製本雑誌の開架書架に当てられている。開
架式書架の周辺には小規模の閲覧・学習スペースが分散して設置されている。しかし，ここでも特化し
た学習サポートエリアが書架と比較的孤立する形で設置されている。たとえば，2階には，カリキュラ
ム・センターが，三階にはアカデミック・ディベロップメント・センター（ADC）が設置されており，
学習スキルやライティングの改善を促進するチュートリアル・サービスを提供している。これらのサー
ビスは，同じ階にあるアーカイブズや特殊コレクションといった他の図書館サービスとは機能上ほとん
ど関連がない。全体として，この配置では関連部門間で生まれる自然な相乗効果がほとんど不可能で
あった。カリキュラム・センターの利用者は，教育工学教室を利用することもできるが，二階下に設置
されていた。ADCのチュートリアル・サービスにはレファレンスと同様の情報探索スキルを含むものも
あったが，やはりこれらの二つのサービスが提供されるエリアはお互いに離れた場所にそれぞれ設置さ
れていた。
 理想的には，もしマキロップ図書館が 2008 年に新規に設計された場合，複数のフロアからなる二翼
の配置は，地下一階を最大限利用し，そこに 1）製本雑誌と相当数の冊子体図書を設置する集密書架，2）
アーカイブズと保存，そして可能であれば 3）図書館技術サービスの設置を主張することになる。同規
模の冊子体のコレクションに対して，開架書架は 30 から 50％多く床面積を占めていたため，この配置
によって蔵書管理がより効率的になる。地下に集密書架を設置することで，上階のフロアをより統合・
協同したラーニング・コモンズのサービスへと開くことになる。
 著者は，サルヴェ・レジーナ大学訪問中，地下にあるアカデミック・コンピューティング室が十分に
利用されていないようだと気づいた。これは，図書館関係の文献における多くの調査で，大学図書館
の“一般的な”コンピュータ室の利用レベルが下がっていることが予想され実際にそうなっていること
が指摘されており，驚くことではない（たとえば，The Information Commons Handbook の 6ページを参
照）。事実，そうした変化している利用パターンがインフォメーション・コモンズやラーニング・コモ
ンズ運動全体を誘発することに役立っている。よって，地上階のラーニング・コモンズに増設されたワー
クステーションは，学生が地下の部屋を利用することを徐々に減らし，これらの部屋を別目的で再利用
するための選択肢を残すことになる。従って，著者は報告書で，アーカイブズ・コレクションを地上三
階から地下一階のラボがあるエリアへ，アーキビストの事務室と関連する閲覧エリアも一緒に他のラボ
のエリアへ移動することを勧めた。
 対照的に，地下一階にある教育工学コーディネータの空間はそれ自体が自然とよく利用されていたよ
うに見えた。ここでの潜在的な問題は，いかに現在のスペースを利用するかではなく，教育工学コー
ディネータの空間が地下一階に相対的に孤立して設置されているため，上階，特に地上二階のラーニン
グ・コモンズやファカルティ・ディベロップメント・エリアとの潜在的な拡張および統合ができていな
いことである。最初のコンサルティングのために訪れた際には，フォーカス・グループ・インタビュー
を行い，教育工学の実験教室をどこに設置するかをブレーンストーミングをして検討した。その結果，
地上二階に設置することが好ましく，教育学習のために教員のラーニング・コモンズ・センターの中核
をなしうる既存のカリキュラム・センターと協同する，とまず合意に達した。
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 マキロップ図書館長との協議では，著者はいくつかの重要な再配置を含めて，地上一階と二階にラー
ニング・コモンズを形成することを提案した。ADCは，地上三階から地上一階へ移動し，職員も東翼に
ある協同サービスデスクやワークステーションを共有し，一方，拡張したメディア・サービス，ニュース・
センター，カフェは北翼を占める。第 6図は，地上一階の既存の配置を示している。
 第 7図では，レファレンスが北翼から東翼へと移動し，サービスデスクや協同スペース，ワークス
テーションを，地上三階から移動してきたアカデミック・ディベロップメント・センターと共有してい
る。第 7図はまた，北翼にあるメディア・サービス，カフェ，ニュースセンターの結合エリアを示して
いる。また，これらの新しい再配置されたサービスエリアが地上一階のラーニング・コモンズを形成し
ている。
 これらの変化に加えて，教育工学コーディネータの部屋と教室が地下一階から地上二階へ移動し，カ
リキュラム・センターと協同することが可能になった。第 8図は，地上二階の既存の配置である。
 第 9図で示されているように，地下一階の教育工学コーディネータの作業スペースがカリキュラム・
センターと隣接するかたちで再配置され，協同や相互作用が可能になった。ITCテクノロジー教室もま
た，地上二階のラーニング・コモンズ向けに，実験教室となるため以前のテクノロジー・サービスの作
業室へと移動している。
 本事例研究は，マキロップ図書館のコンサルティングプロジェクトによってあらわになった諸課題や
機会の範囲をもちろん単純化してしまっている。一方で，本研究は，伝統的な図書館ではかなり恣意的
かつ未調整な形で設置されていた様々なサービスや資源が，物理的に近接するように再配置することで，
いかにインフォメーション・コモンズのサービスそしてラーニング・コモンズにおける様々な学習支援
機能間の更なる協同および同置を可能にするかを示す事例として役に立つ。これら全ての再配置は，第
10 図にまとめた。

第 6図　マキロップ図書館の地上一階の既存の配置
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第 7図　マキロップ図書館に提案した地上一階のラーニング・コモンズ

第 8図　マキロップ図書館の地上二階の既存の配置
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現在の階別のサービス配置 提案した階別のサービス配置

地下一階

コンピュータ・ラボ，教育工学サポート

地下一階

アーカイブズ

地上一階

レファレンス，新着雑誌，貸出メディアコレクショ
ン，事務室

地上一階

レファレンスとワークステーション，アカデミッ
ク・ディベロップメント・センター，ニュース・
センター，カフェ，メディアセンター
ラーニング・コモンズへの協同

地上二階

カリキュラム・センター，書架・閲覧エリア

地上二階

カリキュラム・センター； テクノロジー教室・グ
ループ学習室を伴う教育工学サポート
ラーニング・コモンズへの協同

地上三階

アーカイブズ；アカデミック・ディベロップメン
ト・センター

地上三階

事務室；書架；静謐な学習室

第 10 図　マキロップ図書館の既存の配置と提案したラーニング・コモンズの配置

第 9図　マキロップ図書館に提案した地上二階のラーニング・コモンズ
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 21 世紀におけるサルヴェ・レジーナ大学への活気ある効果的な貢献をすべく，マキロップ図書館は，
入念で創造的なサービスエリアと蔵書の再配置を伴うラーニング・コモンズの構築を通して，自らを一
新することができる。図書館のラーニング・コモンズは，現代の絶えず変化する学術知識システムの全
要素の統合・均衡・効果的な調整をなす，順応性のある施設になりうる。一新された図書館のラーニン
グ・コモンズは，紙と電子媒体双方にわたって全ての範囲の情報源へのゲートウェイである。すなわ
ち，キャンパスにおける内省とコミュニケーションの場であり，読書・研究・学習を促し喚起する空間
なのである。

（日本語訳：三根慎二）
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研　　究

はじめに
　ラーニング・コモンズの定義や事例紹介，構成
要素のモデルなどについては，すでに内外のさま
ざまな文献が論じており，多くは学習支援のため
の施設・設備として位置づけている。しかしそこ
には， 大学などの高等教育機関（以下，総称して
「大学」という）の教育の場としての可能性があ
るとともに，図書館の居住性を高める役割をもっ
ていることが多い。
　本稿ではまず，わが国におけるラーニング・コ
モンズ論の議論とその具体化の動向を中心に，学
生の自主的学習の場，教育のオープン化にともな
う新たな教育の場，大学における生活の場という
3つの観点からその意義を考察する。そして，ラー

ニング・コモンズの構成要素を示したのち，ラー
ニング・コモンズの本質は，ICT（Information and 

Communication Technology）時代における情報リ
テラシー／オープン教育を実現するための基盤施
設（インフラ）であることを論じる。

1 ．学習の場としてのラーニング・コモンズ
1 . 1  自主的学習の場としての図書館とラーニン
　　　グ・コモンズ
　大学の図書館は本来，自主的学習の資料と場
を提供するという機能をもっている。ICT時代と
なった現在，その環境における学習を支援する施
設・設備として生まれたのがラーニング・コモンズで
あるというのが，わが国での一般的見解であろう。

ラーニング・コモンズの本質：ICT 時代における
情報リテラシー／オープン教育を実現する基盤施設としての図書館

The Essence of Learning Commons : The Library as an Infrastructure

to Promote Information Literacy / Open Education in the ICT Age.

山形大学学術情報基盤センター
Networking and Computing Service Center, Yamagata University

米澤　誠
YONEZAWA, Makoto

Abstract
We study the significance of learning commons as self-accessed learning spaces, 

new spaces in open education, and as spaces for recreation in universities by surveying 

discussions and examples of learning commons in Japan. Then we discuss elements 

of learning commons, and discuss how the nature of learning commons make them 

fundamental to promoting information literacy/open education in the ICT age.

Keywords:  learning commons（ラーニング・コモンズ），library（図書館），information 

literacy（情報リテラシー），learning（学習），education（教育），open 

education（オープン教育），educational institution（教育施設）
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　わが国ではじめてのラーニング・コモンズの動
向レビュー文献以降，その基本的な見解は一貫し
ているといってよい。再度確認すると，ラーニン
グ・コモンズとは「学生が自主的に問題解決を行
い，自分の知見を加えて発信するという学習活動
全般を支援するための施設とサービス・資料を提
供する必要」から設置したものなのである。また
特に，「図書館のインフォメーション・コモンズ
を多く利用するのは学部学生となり，図書館はそ
こに限定したサービス展開を行うことができるよ
うになった」のがラーニング・コモンズの特色で
ある 1）。
　この「自主的学習を支援する」，「学部学生に限
定する」という立場は，その後のラーニング・コ
モンズに関連する文献でも継承される。例えば，
永田氏が代表である報告書では，「ラーニング・
コモンズとは，従ってインフォメーション・コモ
ンズをさらに展開して，学生の主体的な学習活動
を重視したものだといってよい」と論じている。
さらにインフォメーション・コモンズとの差別化
については，「とくに学生の学習・研究活動を向
上させ十分な成果を獲得させるには，学生が必要
とする人的支援が必要であり，そのような支援が
備わっているインフォメーション・コモンズがと
くに高い評価を得ている。これらがときに『ラー
ニング・コモンズ』と呼ばれることもある」と解
説している 2）。
　井上氏も，ラーニング・コモンズは「『学習の
場』としての図書館，創造的空間としての図書館
を取り戻そうとする動きの中から生まれた」と論
じ，さらに次のように大学における学びの変化に
も着目している。「大学では（中略）一方的に講
義を聴く従来の教育方法から脱皮し，グループ討
議などコミュニケーション能力を重視して，問題
を解決していく学習方法が注目を浴びている。つ
まり，『学びの身体技法』を知り，充実した学習
体験を得られる場，これを図書館が提供したいの
だ」と，図書館が学生に対して教育的機能を果た
す可能性についても言及している 3）。

1 . 2  ICT 時代における学習教材・情報資源
　図書館資料としては，いち早く ICT化した電子
ジャーナルや二次情報データベースをはじめとし
て，今や電子ブック，電子的レファレンスなど学

習教材に事欠かない状況となってきている。機関
リポジトリの進展も，学習教材を豊富にしていく
という意味で有意義である。
　以上のような図書館が収集する情報資源のほか
にも，教員が提供する電子シラバスや電子的教材，
eラーニングのコンテンツや語学自習教材などの
普及状況も視野にいれる必要がある。学生は，レ
ポートなどの学習課題の作成の際だけではなく，
学習そのものを ICTで行わなければならない状
況となりつつあるからである。図書館でも，各大
学での VLE（Virtual Learning Environment：仮想
的学習環境）の導入状況・活用状況も確認して，
学生がどのような学習行動をとっているかを知っ
ておかなければならない。そして，VLEという
学習環境を利用できるような，施設・設備を十分
に備える必要があろう。
　このことは，「（英国の調査報告書に）eラーニ
ングの整備を促す戦略として，回答した高等教
育機関の 74％が「図書館／学習情報資源」をあ
げたことが示されている。これは，「授業と学習」
戦略の 95％に次いで第 2位であり，学生の自立
的学習を保証するためには，VLE利用において
適切な図書館および学習情報資源の誘導が重要で
あるという認識に基づくものといえよう」と述べ
るわが国の報告書の見解とも，相応するものであ
ろう 4）。

1 . 3  自主的学習を支援するサービスの展開
　筆者は，図書館が情報検索にとどまらず，本来
の情報リテラシー教育を行う役割を果たすべきこ
とを主張してきた。 その一つの手法として，レ
ポート作成を起点とした情報リテラシー教育の再
構築を提唱し，実践している 5）。
　大学教育の中で，学生に適切なレポート作成法
を教授することは，適切に情報源を活用できる学
生を育てるために必要不可欠である。しかし，正
規の授業の中に標準的なレポート作成法の講義を
実現するには，教育カリキュラムの改善検討・企
画立案などの多大な労力と時間がかかってしま
う。むしろ，図書館の講習会や相談サービスとし
て実施する方が，機動的であり実際的であると考
えている。
　金沢工業大学のライブラリーセンターでは，ラ
イティングや学習支援のサポートを行っていると



－ 37 －

いう。近年では，東京女子大学や立教大学などの
図書館がレポート作成や学習支援のサービスを開
始している。このように教員や学生と協同した新
たな学習支援サービスの展開は，ラーニング・コ
モンズの重要な構成要素であると考える 6）。
　さらに，語学という特定の分野であるが，神
田外語大学の SALC（Self-Access Learning Center）
におけるラーニングアドバイザーサポートは，
優れた学習支援サービスとなっている。学生は
SALCに常駐するアドバイザーに相談できるとと
もに，自主的に学習を進めるプログラム「BASIL」
で自らの学習計画を立てることができる。「モ
ジュール」という各種学習パッケージで，自分の
弱点を克服することもできる。その他，語学教材
や視聴覚資料も備え，施設内での会話は英語に限
定したこのセンターは，総体として「自立型学習
者」を育成する最適のラーニング・コモンズとなっ
ている 7）（写真 1，2）。

2 ．教育の場としてのラーニング・コモンズ
2 . 1  高等教育のオープン化
　ラーニング・コモンズの動向とともに，近年注
目すべきはアクティブラーニングの動向である。
東京大学のアクティブラーニングの取り組みの中
で，その学習を展開する施設・設備としてのスタ
ジオが，ラーニング・コモンズと一部類縁の機能
をもっているからである 8）。
　大学では今，一斉授業により教科書の知識を教
え込む講義形式の授業から，体験学習・総合学習
により多様な学習メディアを使って，個性を尊重
し主体的に学ぶ教育への展開を図っている。例え
ば東京大学の提唱するアクティブラーニングは，
「『読解・作文・討論・問題解決などの活動におい
て分析・統合・評価のような高次思考課題を行う
学習』であり，学習者が能動的に授業に関与する
必要があるので，『アクティブラーニング』と呼
ばれている。ひらたくいうと，単純に知識を記憶
するだけでなく，深く考えさせる活動を授業の中
に組み込むということ」なのである 9）。
　じつは，現代の大学で進展しているこのような
取り組みは，小中高の学校教育では早くから採
り入れられており，「教育システムのオープン化」
として認知されている。従来の学校が「生活集団
や学級集団が固定され，内容や方法が画一化され
た一斉指導中心の教育システムをとっていた」の
に対し，オープンな教育システム（以下「オープ
ン教育」という）では「内容が総合的，選択的と
なり，方法として集団・時間・形態・場所等を弾
力化することにより，一人一人の興味，進度，発
達度等の違いに対応するとともに，自ら学ぶ力の
成長や個性の伸長を図ることが目的とされ」てい
るのである 10）。（図 1，2）大学で進展している

写真 2　SALCの語学教材

写真 1　神田外語大学 SALC

固定学級

固定的な教育システム

固定的なクラス

一斉授業知識を覚える

教え込み受身の授業

教科書同一内容

黒板単一のメディア

固定時間割一斉進度

担任制一人の先生

集
団

教
育
シ
ス
テ
ム

弾力的な教育システム

大中小学級 弾力的な集団

総合学習 学び方の学習

学習支援 主体的学習

多様な教材 課題学習

弾力的構成 個別進度

ICT機器 多様なメディア

チーム制 複数の先生

図 1　教育システムの変化（1）
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オープン教育もしくはアクティブラーニングの動
向は，学校教育での試みの延長線上にあるものと
位置づけられるであろう。

2 . 2  オープン教育に対応した施設・設備
　それでは，オープン教育に対応して，どのよう
な施設・設備が求められるのであろうか。
　従来の学校では，固定的な教室だけが教育の場
で，画一的な個人の机と椅子という家具だけで
あった。一方，オープン教育に対応した施設・設
備としては，「チームティーチングが展開しやす
く，教室まわりへの多様な学習メディア・家具の
配置が大切」であり，「教室の高機能化，自由度
の高い学習スペースの確保，図書館・コンピュー
タ教室を中心とした全校の情報化，教室相互の有
機的な関係，管理諸室の再構成等が課題となる」
のである 10）（写真 3，4）。
　わが国の学校施設では，1980 年代頃からこの
ようなオープン教育への対応がはじまっている。自
由度が高く変化のある学習空間で，多様な家具を
配置し，多彩な学習メディアを活用した授業が展
開できるような施設設計となっているのである11）。
　このような学校全体のオープン教育対応は，近
年の学校図書館の施設・設備にも影響を及ぼし，
学校図書館自体もオープン化を進めることとなっ
た。例えば，恵泉女学園中学・高等学校の図書館
に相当するメディアセンターでは，「図書・オー
プンスペース」と呼ばれる閲覧室のほかに，2つ
の学習室，2つのコンピュータ教室，そして放送
室まで備えている。このメディアセンターでは，
生徒が自主的に学習するだけではなく，そこで
オープン教育に対応した授業を行うことが可能な

施設として設計されている（写真 5，6）。
　玉川学園のマルチメディアリソースセンター
（MMRC）も同様に，2つのマルチメディアシア
ター，オープンスペース，コンピュータ・メディ
アラボなどの多様な施設を備え，多様な教育に対
応できるようになっている 12）。

固定教室

固定的な教育システム

固定的な教室

個人机・いす単調な教室

教師が教える
学校地域に閉じた学校

学校のみが
教育の場

教室が
学習の場

閉じた教室の
集合

教
育
環
境

地
域

地域人材の
教育参加

地域に開かれた
学校

地域全体が
学習の場

地域と連携する
学校

「日本建築学会編，建築設計資料集成．総合編（平成13）」を参考に作成

弾力的な教育システム

大中小教室 多様な教室

多様な家具 豊かな学習環境

学校全体が
学習の場

開かれた連続的
な学習空間

図 2　教育システムの変化（2）

写真 4　可動的な教室

写真 3　固定的な教室

写真 5　恵泉女学園メディアセンター
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2 . 3  大学図書館のオープン化
　大学教育のオープン化が今後さらに進展するこ
とを想定すると，大学図書館もそれに対応した施
設・設備を備えなくてはならないと予測している。
すなわち，自学自習の場・学習の場としてだけで
はなく，教員がオープン教育を実施できる場とし
ての「教室スペース」の必要性が高まると考えて
いるのである。
　なぜならば，学生に自主的能動的な課題解決型
学習を行わせるには，大学図書館が提供する多様
な学術情報こそがもっとも重要な情報源であるか
らである。それらの情報源を活用しつつ，主体的
な学習行動をさせるには，講義室ではなくて図書
館がもっとも適切な教育の場となりうると考えて
いる。
　1989 年に情報化社会における情報リテラシー
の重要性を指摘した著作『情報を使う力』でも，
図書館が最適の教育の場であることを論じてお
り，この見解は，とりわけ目新しいものではない。
すなわち，「図書館はすべての学問分野の知識が
有意味な枠組みの中で関連づけられている場であ
る。図書館は卒業した学生が働き，生活していか
なければならない情報環境のモデルを提供する。
また図書館は無限の情報宇宙における問題解決の
ための自然環境」なのである。この著作の刊行か
ら約 20 年経た現在，図書館は ICT技術をそなえ
たラーニング・コモンズという衣装を身につける
ことで，「教室と図書館とのギャップを埋め」る
ための施設・設備として，生まれかわることがで
きたのである 13）。
　既に国際基督教大学のオスマー図書館では，マ

ルチメディアルームを設置しており，幅広い分野
の授業で利用しているという 14）。今後はそのよ
うな固定的なマルチメディア教室だけではなく，
東京大学のアクティブラーニングスタジオのよう
に，レイアウトが自由で多彩な家具を備えた教室
が，大学図書館の中に出現することになるであろ
う。
　前述の神田外語大学の SALCでは，ブレンデッ
ドラーニングスペースという多機能型教室 6室を
併設している。ここは，本格的な映像・音響設備
を備え，家具のレイアウトが自由で，授業の様子
がひとめで分かるガラス張りの空間となってい
る。さまざまなスタイルの授業や，公開講座など
の社会貢献活動にも活用されている。また SALC

内にある ELI（English Language Institute）ラウン
ジでは，ソファでくつろぎながら 38 名のネイティ
ブ・スピーカーとコミュニケーションを楽しめる
ようになっている。ラウンジまでもが，オープ
ン教育の場として機能しているのである。1階に
PCエリアやスタジオ，製作ルーム，プレゼンテー
ションルーム，マルチパーパスルームなどを備え
たメディアプラザを併設するこの建物「SACLA」
は，現時点でのラーニング・コモンズの到達点を
示す施設であると考える（写真 7，8，9，10）。
　さらに SALCでは，ワークショップを開催した
りオリジナル教材を作成したり，またオンライン
のライティングセンターを開設したり，教育を支
援する幅広い活動を展開している。施設・設備の
みならず，サービス面でも教育に深く関与する組
織となっているのである。

写真 6　同センター内の教室

写真 7　ブレンデッドラーニングスペース
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3 ．生活の場としてのラーニング・コモンズ
3 . 1  大学における生活の場
　ラーニング・コモンズを語るとき，カフェやラ
ウンジなどの居住性を高める要素が着目されてい
る。この居住性という視点から，ラーニング・コ

モンズを検討してみることとしたい。
　大学についての考察の前に，小中高校における
ラーニング・スペースについて確認し，比較の対
象としてみよう。小中高校では，基本的に生徒
はクラスルームもしくはホームルームをもってい
る。そこを学校における生活の場（コミュニティ）
としながら，その教室で授業を受けることとなる。
あとは各科目の必要に応じて体育館や理科・音楽
などの教科教室，パソコン実習室，図書室などに
移動して学習する。生徒の行動は，居住性の高い
生活の場である教室と，学習支援機能が高い教室
の間の行き来となっている（図 3）。

　これに対して，大学における学生の生活の場は，
次のようになっている。分析の対象は，主に低年
次の学部学生とする。高年次となり所属する研究
室が確定すると，研究室が居住の場となることが
多く，その行動様式が大きく変化するからである。
　学部学生が多くの時間を過ごすのは，何よりも
講義室（教室）である。ここで授業の時間を過ご
しつつ，休み時間に他の講義室や体育館・教科教
室・パソコン実習室などに移動する。時間があれ
ば図書館や自習室で学習するであろう。また，昼
食時には食堂やカフェなどを利用する。学部学生
の行動は，居住性のあまり高くない講義室・自習
室と，同じく居住性があまり高くない各教室の間
の行き来となっている。（図 4）
　ここで学校と大きく違うのは，大学生にとって
居住性の高いスペースが大学に欠如しているとい
うことである。 学部学生には，クラスルームや
ホームルームのような生活の場（コミュニティ）
が存在しないのである。

写真 9　メディアプラザ

写真 8　ELIラウンジ

写真 10　神田外語大学 6号館 SACLA

教科教室

PC教室

クラスルーム
ホームルーム

図書室

居住性

学習支援性

体育館

生徒の行動

食堂

図 3　学校のラーニング・スペース
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　このような状況の中で登場したラーニング・コ
モンズは，大学の中で居住性を備えたラーニング・
スペースとして歓迎されるのは，当然のこととい
えよう。自主的な学習もでき，ゆっくりとくつろ
いだ時間も過ごせ，仲間たちとのコミュニティで
利用できるのであるから。
　米国の図書館を見聞してきた江上氏は，この辺
の事情を次のように断じている。「要するに，そ
れまで学生にとって長時間集中して学習できる居
場所がほとんどなかったところへ，場所，機器，
人的サービスのそろった LC［ラーニング・コモ
ンズ］が誕生した，ということになる。その成
功はあらかじめ約束されていたようなものだろ
う」15）。

3 . 2  キャンパス計画の視点
　このようにみてくると，実はラーニング・コモ
ンズのような機能を果たすスペースの必要性は，
大学図書館だけの問題ではないことに気がつくで
あろう。それは図書館だけの問題ではなく，何よ
りもキャンパスとしての学部学生の生活環境づく
りの問題なのである。この点を看過しないで，大
学全体として学部学生のためのキャンパス計画を
検討する必要があろう。ラーニング・コモンズは，
そのための一つの解決策と位置づけることができ
るのである。
　そしてその具体的な解決策は，事情を異にする
キャンパス毎に適切に企画する必要がある。単な
る図書館の活性化策としてではなく，キャンパス
のどこにどのような施設・設備が必要なのかとい
う視点で，適切な判断をするべきであろう。この

点に関しても江上氏は，前述の文献で次のように
的確にコメントしている。「昨今話題となりがち
な LCや図書館カフェだが，たんなる図書館生き
残り策としてではなく，キャンパス内やその周辺
を含めて，学生の居場所がどこにどれだけあるの
か，学生の生活と行動に見合っているか，全体の
バランスの中で議論すべき問題ではないだろう
か」。このように大学生，とりわけ学部学生の生
活への問題意識をもつことが，ラーニング・コモ
ンズの立案のスタートポイントであると考える。

3 . 3  大学のコミュニティを形成する場
　以上のような居場所としてのラーニング・コモ
ンズは，大学におけるコミュニティを形成する場
としての可能性も秘めている。なぜならばそこに
は，図書館員という人的資源が常に存在するから
である。
　情報リテラシー教育という場面で学部学生を支
援することも必要であるが，これからは学生の生
活を支援するような役割も重要となるであろう。
「図書館員は評価しない教師」という言葉がある
が，経験豊富な大人として，学部学生が安心して
相談できるような人材とサービスを望みたい。
　ワシントン大学に勤務するヨコタ氏は，「学部
生に，『安心感と帰属感を得られる居場所』を提
供できるように努めている」と述べている。そし
て，「広大なキャンパスの中で孤立感を感じずに，
そこに行けば友人がいる，自分の将来の成功を願
い，笑顔で自分を迎え，勉学を助けてくれる大人
（ライブラリアン）が必ずいるという安心感を提
供したいと願っている。図書館は学生にとって集
いの場所以上の『第二のホーム』でありたい」と
希望している 16）。
　一方，東京女子大学の学生協働サポーターやお
茶の水女子大学のアドバイザーなど 17），学習支
援の場であるラーニング・コモンズの活動の中で
も，学生と教員が，そして学生と図書館職員が交
流し，ひとつのコミュニティを形成することがで
きるのではないだろうか。そのような思いをもち，
ラーニング・コモンズの理想を求めて行きたいと
考えている。

講義室

教科教室

PC教室

自習室
クラスルーム
ホームルーム

居住性

学習支援性

図書館
体育館

学生の行動

食堂

居住性の欠如

LC
居住性と学習支援性
を提供する役割

図 4　大学のラーニング・スペース
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4 ．ラーニング・コモンズの構成要素
4 . 1  コンテクストに応じた構成要素
　ラーニング・コモンズの構成要素を議論するむ
きもあるが 18），「 3 . 2 」に述べたようにそのキャ
ンパスのおかれた状況，いわばキャンパスのコン
テクストに応じて，必要な構成要素を検討する必
要がある。すなわち，ラーニング・コモンズに多
種多様な事例はあるにせよ，標準的・規範的なモ
デルといったものはありえないのである。
　それにしても，コンテクストに応じて必要な構
成要素を検討するためにも，想定できる構成要素
の例を示すことには意味があろう。以下，本稿の
構成に従い学習・教育・生活という 3つの場面に
区分けして，その構成要素を示すこととしたい。

4 . 2  施設・設備と資料
　学習の場としてのラーニング・コモンズには，
共同学習スペース（グループ学習室）や PCクラ
スタ（PC学習スペース），プレゼンスペースとい
う構成要素がある。図書館カウンターも学習を支
援する設備となる。参考図書などの図書館資料は，
自主的学習を支援する情報源として活用される。
　教育の場としては，PC教室や ICT機器のほか，
オープンスペースや PCクラスタ，プレゼンス
ペースなども構成要素として機能しうる。教育の
場では，図書館資料も最大限に活用される。
　生活の場としては，ラウンジやカフェ・食堂，
自動販売機・ショップなどが構成要素となる。 

オープンスペースも生活の場となろう。軽雑誌・
軽読書用の資料や映像資料などが，学生の生活を
潤すものとなろう。（図 5）

4 . 3  サービス
　これらの施設・設備と資料を構成要素と位置づ
けたところで，次にそれらを活用したサービスも
ラーニング・コモンズの構成要素として示すこと
にしたい。施設・設備や資料などのハードウェア
だけではなく，サービスもラーニング・コモンズ
の重要な構成要素だからである。
　学生の学習活動を支援するものとしては，従来
型のレファレンスのほかに，学習アドバイス，ラ
イティング支援などのサービスが考えられる。
　ラーニング・コモンズを活用した教育活動とし
ては，授業そのもののほかに，講習会，IT支援
が考えられる。また，オープンスペースなどを活
用した発表会や展示会などの各種イベントも，一
つの教育的活動といえよう。
　生活に関わる活動としては，オープンスペース
を使ったサークル活動や地域交流活動などが考え
られる。さらに今後は，「 3 . 3 」に述べたような
学生に対する生活アドバイスなどのサービスも考
えられるのではないかと思っている。（図 6）

　このように，各キャンパスで必要とするサービ
スを検討し，学生に対して最大限提供するのが
ラーニング・コモンズの使命であるともいえる。
ICT時代において再び，図書館としてできる限り
の学生志向サービスを再構築する場が，ラーニン
グ・コモンズなのではないだろうか。

生活の場

学習の場 教育の場

ラウンジ

カフェ・食堂

自販機・ショップ オープンスペース

軽雑誌
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共同学習スペース

カウンター プレゼンスペース

参考図書

PC教室

IT機器

図書館資料

きまったモデルはない

各々の状況に応じた
施設・設備が重要

図 5　ラーニング・コモンズの構成要素
（施設・設備，資料）　　　

生活活動

学習活動 教育活動

ラウンジ
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自販機・ショップ オープンスペース

イベント

軽雑誌

PCクラスタ

共同学習スペース

レファレンス

カウンター プレゼンスペース

ライティング支援
参考図書

IT支援

PC教室

IT機器

図書館資料

授業

講習会

生活アドバイス

学習アドバイス

各大学で必要とするサービス
を提供するのが重要

図 6　ラーニング・コモンズの構成要素
（サービス）　　　　　　　
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5 ． 情報リテラシー／オープン教育を実現する基
盤施設としての図書館

5 . 1  大学教育の目標としての情報リテラシー
　今や情報リテラシーは，「情報の必要性を判断
し，アクセスし，評価し，効果的に利用すること
ができる能力のことである」19）というように，汎
用的で自立的な学習能力であることが広く認知さ
れている。にもかかわらず，わが国の大学教育の
現場では，いまだ情報リテラシーとはコンピュー
タリテラシーと同義という誤解のもと，本来の情
報リテラシー教育が体系的に行われることは少な
い。文部科学省の『学術情報基盤実態調査結果報
告』にも「情報リテラシー教育」という調査項目
があるが，内容はコンピュータ利用教育となって
いる 20）。
　真に重要なのは「情報を使う力」であり，コン
ピュータやインターネットを使う技術なのではな
いことは，早くから図書館界では認知されていた。
「コンピュータは実際のところ，単なるもう一つ
の情報源に過ぎないのであり，コンピュータ技術
は情報の蓄積とアクセスの単なるもう一つの手段
なのである。人々が本当に学ぶ必要がある事柄は，
特定の問題解決のために，いつ，どのように，コ
ンピュータおよびコンピュータに蓄積されている
情報を用いるかということである」21）。現在なら
ば，この「コンピュータ」を「インターネット」
もしくは「ウェブ」と置き換えても，十分同意で
きる論旨であろう。
　情報リテラシーとは，どの分野にも通用する自
立的な学習能力であり，それは生涯活用できるも
のなのである。社会人となったときこそ活きるこ
の情報を使う技能こそ，本来大学教育で習得する
べき目標なのである。この技能には「いかに効果
的に，効率的に問題解決および意志決定のために
必要な情報を見つけ出し，利用するかということ
が含まれ」，「そのような技能は個人の活動はいう
に及ばず，職業面においても幅広い応用力を有す
るものである」22）からなのである。

5 . 2  図書館を中心とした情報リテラシー
　この情報リテラシーを獲得するためには，図書
館という情報基盤を最大限に利用した，言い換え
ると「図書館を中心にとりこんだ」学習がもっと
も効果があると考える。これは，前出の『情報を

使う力』の見解であるが，筆者の eラーニング授
業の実践結果からも実証できたことであった 23）。
図書館を中心にとりこんだ情報リテラシーの学習
には，次のような潜在的価値があるという 24）。
① 自立的に問題解決を行う図書館中心の学習
は，膨大な情報の中から自主的に情報を選
択する学習能力を獲得させる

② 図書館における調査経験は，学習プロセス
の当初から最後まで，情報を探索して整理
し，それに基づき能動的に行動する能力を
養う

③ 生涯を通じ，不断に変化する情報から，必
要な情報を見つけ出すための探索術を習得
できる

④ 問題解決による発見型の学習は，教員から
与えられるプレッシャーがなく，学習効果
が高い

⑤ 学生の多様な能力や関心に対応して，図書
館は多様な資料を提供することができる

⑥ 図書館の多様なメディア資源と学習環境は，
学生の嗜好する多様な学習スタイルに適合
する

　このようにして習得する情報リテラシーは，図
書館という「卒業後も引きつづき利用可能な情報
源に基づいて組織されるべき」25）であり，そのよ
うにしてはじめて生涯活用できる能力となるので
ある。

5 . 3  情報リテラシーとオープン教育
　ここまで論じてくると，図書館界で議論してき
た「情報リテラシー」の理念と，教育界で進めて
きた「オープン教育」の理念が，きわめて類似し
ていることに気がつくであろう。あらためて確認
すると，オープン教育とは，次のような理念に示
されるものである 26）。
① 教授より学習に重点がおかれるべきである。
② 学習者は一人の人間として取り扱われるべ
きである。

③ 教育は学習者の個性と独自性を維持するよ
うに務めるべきである。

④ 学習者の思考力の発達を図ることが基本で
ある。

⑤ 学習者自身の現実との関連において学習は
考えられるべきである。
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　このように，オープン教育は学習者の自主的学
習に重点をおき，一人一人の個性と独自性を尊重
するものである。そして，思考力の発達を図るこ
とを基本とし，学習者の興味や関心にそって多様
な教材により学習をすすめるものなのである。
　「 2 . 1 」での論述もふまえて，情報リテラシー
とオープン教育を対比すると次のようになる（図
7）。情報リテラシーが学習を「情報」という視
点でとらえているのに対し，オープン教育は広く
「学び」という視点でとらえている点に違いがあ
る。しかし，それは教育段階の違いによる視点の
異なりにすぎず，本質的に両者は同方向の理念な
のである。このことは，すでに学校教育において
は，学校図書館を活用したオープン教育が，優れ
た実績をあげていることからも明白である 27, 28）。

　つまり，情報リテラシーが目標となる能力側か
ら展開した理念であるのに対し，オープン教育は
プロセスである教育手法側から展開した理念なの
である。この 2つの理念は，おそらくは目標もプ
ロセスも共有できるものであり，協同して研究・
開発するべきものであろう。この点については，
図書館学と教育学の研究者による，なお一層の調
査・研究を期待したい。
　さて，ラーニング・コモンズとは，学生の自主
的学習の場，教育のオープン化にともなう新たな
教育の場，大学における生活の場という意義をも
つことをみてきた。すなわち，ICT時代における
大学生の，学習・教育・生活の全般を支援する施
設・設備であった。そして一方，大学教育で目標
とすべきは情報リテラシーであり，大学教育でと
るべき手法がオープン教育であった。
　ゆえにラーニング・コモンズは，情報リテラシー

もしくはオープン教育を，最適に実現する基盤施
設に位置づけられると考える。学生の自主的「学
習」も大学における「生活」も，広い意味での「大
学教育」に含まれるといってよいからである。ラー
ニング・コモンズは，ICT時代における情報リテ
ラシー／オープン教育を実現する基盤施設という
ことになるのである。

6 ．おわりに
　ラーニング・コモンズとは，ICT時代における
大学生の学習・教育・生活活動を，各大学もしく
はキャンパスのおかれたコンテクストに応じて，
最適に支援すべき場であることを考察してきた。
そしてラーニング・コモンズの本質は，情報リテ
ラシー／オープン教育を実現する基盤施設である
との結論にいたった。
　このことからも，大学の教育という目的のため
に，私たちは不断に，どのような施設・設備が必
要であるか，どのような図書館資料が必要である
か，そしてどのようなサービスが必要であるかを
考えていかなければならないのである。
　そして，ラーニング・コモンズの活動を契機に，
図書館が大学教育の中心であることを再認識し，
図書館および図書館員は大学教育への関与を深め
ていくべきであろう。そして，ラーニング・コモ
ンズを含めた図書館全体が大学教育の中心に位置
する意味について，広く学内の理解をえていく努
力をしなければならないのである。
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Abstract
The purpose of our research is to clarify the process of establishing a learning commons, 

as well as to analyze what are its goals as a student service, using Japan's libraries as case 

studies. We also propose a direction to improve student services at the university libraries.

For our research we surveyed literature on learning commons and interviewed staff at 

the Ochanomizu University Library, Tokyo Woman's Christian University Library, and 

the International Christian University Library. All three institutions are often cited in case 

studies of learning commons. Through our research, we clarifi ed the current state of the 

learning commons at the three libraries, the process of their establishment, and operating 

guidelines. Points in common belonging to all three libraries include a foundation 

laid in the liberal arts and student services, orthodox organizational management, and 

collaboration within the university. An especially important point was the swift assessment 

of situations within the university via intra-university collaboration and instantaneously 

acting on opportunities. Also, the three universities are unique when it comes to use of 

human resources, educational aspects toward students, and services appropriate to the 

circumstances of each library.

By adopting the commonalities and uniqueness of the three libraries, we can make use 

of learning commons in the form of new learning support at libraries, and improve student 

services.

Keywords:  Learning commons（ラーニング・コモンズ），Student service（学生サー
ビス），Study support（学習支援）
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1 ．はじめに
1 ‒ 1 . 研究の目的
　現在，世界中の図書館とりわけ大学図書館にお
いて，新たな経営のトレンドとして「ラーニング・
コモンズ」をつくり，利用者の学習を支援するこ
とに急速に注目が集まっている。国内でもまた，
いくつかの大学図書館のWebサイトからは既に
そのような内容を持つ仕組みを立ち上げているこ
とが確認できる。
　本調査研究では，国内のラーニング・コモンズ
の現状を把握し，大学における学生サービスの向
上にラーニング・コモンズがどのような役割を果
たすことが出来るかを考察する。そのため，関連
文献の調査を行うとともに，先行する図書館の事
例から，ラーニング･コモンズを立ち上げたプロ
セスと，学生サービスとして何を目指しているか
をインタビュー調査によって明らかにし，筆者達
の所属先を含むわが国の大学図書館における学生
サービス向上のための方向性を提案することを目
的とした。

1 ‒ 2 . ラーニング・コモンズの概要
　「ラーニング・コモンズ」という言葉については，
「コモンズ」「インフォメーション・コモンズ」等
の表現とどのように異なるのかなど，先行する文
献で様々に言及されている。国内で早い時期にこ
の分野の動向を紹介した米澤（2006）は， 「イン
フォメーション・コモンズからラーニング・コモ
ンズへの転換は，学部教育の新たなパラダイム転
換，すなわち学習理論が『知識の伝達』から『知
識の創出・自主的学習』に移行したことを反映し
たものである」という，2005 年の第 12 回 ACRL

全国会議での言葉を引用して，後者は前者の発展
段階であることを示している 1）。
　また，平成 19 年度文部科学省「今後の「大学像」
の在り方に関する調査研究（図書館）報告書」の
「トレンド 14：インフォメーション /ラーニング・
コモンズ」では，「学生の学習・研究活動を向上
させ十分な成果を獲得させるには，学生が必要と
する人的支援が必要であり，そのような支援が備
わっているインフォメーション・コモンズが特に
高い評価を得ている」とし，それら「学生の主体
的な学習活動を重視した」インフォメーション・
コモンズが「ラーニング・コモンズ」であると位

置づけている 2）。
　海外では，ビーグル等（Beagle，2006）が「The 

Information Commons Handbook」の中で，この 2
つのコモンズの違いについて述べている。前者イ
ンフォメーション・コモンズは「学習を支援す
るために組織された，物理的，デジタル的，人
的，社会的な資源を関係付けた，ネットワーク利
用のためのアクセスポイントと，関連する情報技
術（IT）の道具の集合体」であり，それは「学習
を支援することを使命とする」ものであるとして
いる。これに対して，後者のラーニング・コモン
ズとは，前者インフォメーション・コモンズの要
素が，「他の学内組織等（アカデミックユニット）
によって提供される学習支援と一緒に協同で組織
化されたり，協調的なプロセスで明確にされる学
習の成果（アウトカム）と提携したり」する状態
のときに生じるのだとしている 3）。
　また，これを引用して，ベネット（Bennett，
2008）は，「ラーニング・コモンズは図書館やコ
ンピュータ関連部局のような，サポートやサービ
スの部局が協働することのみではだめで，学習の
目標を設定している他の学内組織等の参加があっ
て初めて成功する」のだとしている 4）。
　以上のように，海外（主としてアメリカ）の文
献では，両者の違いがその本質に関わるものだと
する議論があり，その呼称にも拘る考えもある。
しかしそれは彼の地での，1990 年代以降現在ま
でのインフォメーション /ラーニング・コモンズ
の歴史と発達段階を経て，はじめて生じてきたも
のと思われる。従って，まだこの分野の歴史と実
践が十分とは言えないわが国で，いたずらに言葉
の定義や本質論に拘る実益は低いと考え，本論稿
では，ビーグル等のインフォメーション・コモン
ズの概念を基準とし，「今後の「大学像」の在り
方に関する調査研究」の立場を参考にして，学生
が必要とする人的支援を備え，学生の主体的な学
習活動を重視した「インフォメーション・コモン
ズ」を「ラーニング・コモンズ」と考える。また，
ここで定義の前提となるラーニング・コモンズの
構成要素については，後程事例調査の中で見てい
きたい。さらに，「他の部局との協働」や，「学習
支援のための学部との連携」などは，ラーニング・
コモンズを考察する鍵となるポイントであるが，
そのことはやはり別途考察する。
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2 ．ラーニング ･コモンズの背景
2 ‒ 1 . 高等教育全般と図書館の状況
　ラーニング・コモンズをわが国に紹介した最初
の文献レビューとして，先程の米澤論文（2006）
が上げられる。この中で著者は，1990 年代当時
の米国で，図書館の入館者数，貸出数が減少して
いることに加え，WWWが無料開放されたことで
「図書館自体が存続していけるのか」という問題
意識があったことと，その危機感を背景に「デジ
タル時代の情報資源を利用するための共有資源・
公共の場」として「インフォメーション・コモン
ズ」が生まれたことを指摘している。
　図書館存続に関する危機の意識については，初
期の「インフォメーション・コモンズ」が出現す
る以前の 1980 年代のアメリカで，クラーク・カー
（Clark Kerr）の主宰するカーネギー高等教育審議
会が，1991 年から 1997 年にかけて学生在籍者数
が 60％減少すると予測するなど，一般に大学を
含む高等教育全体の将来への悲観的な見方による
影響があったことも指摘できる 5）。その後，実際
にはそのような学生数の減少が生じることは無
かったが，それでもそれ以前の時代に比べて政府
からの財政支援獲得が困難になったこと，マス型
からユニバーサル型への教育市場の変化，そして
カリキュラムにおける基礎的な学力（数学・言語
能力）育成の重要性が増していることなどが，引
き続き「危機的状況」と捉えられていたことが，
当時の複数の著作等からうかがえる 6）。
　これに比べわが国においては，1990 年代以降
現在まで，少子化による学齢人口減少，それに反
して設置基準の大綱化により私立大学数が増加し
たこと，バブル崩壊以降の日本経済全体の不調な
どを原因として，アメリカの状況と同じものでは
ないとはいえ，主として財政面から大学の危機的
状況が続いているということが指摘されている。
このような環境下で，国立大学は平成 16 年（2004
年）に法人化され，中期目標・計画による評価制
度のもとで厳しい大学改革の推進を課せられるこ
ととなり，また私立大学では一方で学生定員の確
保が困難となり定員割れする大学が増加する中，
それとは別に多くの大学で職員の外部化，アウト
ソーシングが進行する事態を生じている。この波
は図書館専任職員の削減に特に強く働いているよ
うにも思われる。これらのことは全て，見方によっ

ては図書館の存続に関わる大学の危機的状況と捉
えることが出来るだろう。そのことがラーニング・
コモンズの成立にどのような意味を持つか，訪問
調査結果の分析の中で確認したい。

2 ‒2 . ラーニング ･コモンズの対象領域
　本調査研究の対象領域として，単に施設面ある
いは設備面を考察するだけでなく，主たる利用者
としての学生，特に学部レベルの学生についての
考察を加える必要がある。またその学生に対して
大学が行うべき教育，あるいは学習形態の変化と
いう側面についても確認を行いたい。

2 ‒ 2 ‒ 1 . 学生
　学生についてみると，現代の大学生は一言で
「ネット世代」と言われるように，今日ではイン
ターネットを毎日利用することが当たり前となっ
ている。前出の米澤（2006）では，アメリカでの
ラーニング・コモンズの顧客層としての学生の特
色は「常にネットに接続，マルチタスク・活動的，
グループ学習指向，実地的学習を行ってきた，消
費と生産を同時に行う，ビジュアル指向」である
という指摘が紹介されている。
　また OCLCのニュースレターでは，現代の大
衆文化において，1960 年代以降の社会を形成し
てきたブーマー（Boomers）世代と，1970 年代以
降に生まれたゲーマー（Gamers）世代との間の
文化的衝突が，大規模な世代交代を進行させつつ
あるという社会学者の指摘を紹介している。この
ゲーマー世代の特徴は，テレビゲームなどを行う
ことを通じて，モチベーションが高く，簡単にへ
こたれることがなく，自信家で自分達を専門家で
あると考え，社交性があり，分析的な思考法を学
んでいるとされている。これに対して，ブーマー
世代はキャリア志向が高く，物質主義的で，また
独立心や猜疑心が強い理想主義者的傾向があると
している。現在社会の主導的位置にあるブーマー
世代が，今後ゲーマー世代に代わっていく過程で，
図書館へのニーズの変化が起こっていくことをこ
のニュースレターは問題提起しているが，この考
え方はまさに現代の大学生のニーズを考える際に
も必要となるものだろう 7）。
　さらに EDUCAUSEが行った 2008 年度の調査
報告（The ECAR Study of Undergraduate Students and 
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Information Technology， 2008）では，学生のノー
ト PCの所有率が，2006 年調査時の 65.9％から
82.2％に上がっていること，93.4％とほとんどの
学生が大学図書館のウェブサイトを毎週の頻度で
使っていること，そして自分自身が「インターネッ
トを効果的・効率的に使って情報を探すことが出
来る」と評価した学生が，79.5％に上ったことな
どが報告されている 8）。この EDUCAUSEの調査
は，アメリカの大学生を主としたものではあるが，
グローバル化が進む中で，日本の大学生にもこの
傾向はある程度当てはまるものと思われる。
　しかしまたアメリカの場合には，高大連携によ
る在学生，飛び級・飛び入学制度による英才教育，
成人・パートタイム・有職学生の飛躍的増加など
により，従来の学生像とは異なる対象として学生
の多様化が出現している。このことがいわゆる大
学教育の「ユニバーサル化」と相まって，レポー
ト等の執筆支援としてのライティング・センター
の設置への要求などに結びついていると思われ
る 9）。
　日本の大学生について考えると，平成 15 年
（2003 年）に高等学校の普通教育に情報科の授業
が必修として開始されたが，それ以前の初等中等
教育全般においても，小学校からの「総合的な学
習の時間」，中学校の技術・家庭科の「情報とコ
ンピュータ」や「社会」の授業などを通じて「情
報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社
会に参画する態度」を育成することが，平成 10
年度の学習指導要領で目標として掲げられてい
る 10）。
　これらの学習を行って大学に入学してくる新入
生達は，例えばパソコンの基本的なソフトウェア
に関する知識などについて習熟していることが予
想されたため，大学での情報教育担当者や図書館
等の利用教育担当者にとっては，最初の世代が入
学する 2006 年以降どのような対応をすべきかと
いう問題を提起した。しかし一方では，大学進学
率が 50％を超えるユニバーサル状態になったこ
とで，基礎学力の不足がどの学系でも 6割程度も
見られ，また学習意欲の不足が 4割程度見られる
という大学教員からの調査結果が，私立大学情報
教育協会から報告されている 11）。このことから
は逆に補習教育の必要性が指摘されるだろう。
　従って，現在の大学生の情報スキルについては，

日米ともに PCのハンドリング能力などを中心に
ある程度のレベルは見込めるが，大きな個人の格
差を内包する可能性も否定できないと言えるだろ
う。そこからまた，組織的な学習支援の必要性が
生じていると考えられる。

2 ‒ 2 ‒ 2 . 学習形態
　学習形態の変化という点で見ると，アメリカで
は 1980 年代後半以降，大学教育の概念モデルと
して「学習コミュニティモデル」が提唱されたこ
とで，学生参加型授業，初年次教育，特別なニー
ズを持つ学生のためのプログラムなど，学生の学
習を中心としたコミュニティの形成が進んだとい
う 12）。また，ジョンソン兄弟の提唱する「協同
学習（cooperative learning）」の理論によると，従
来の大学の授業が「知識は教員から学生に転移す
るもの」であり「学生は受身的な器」だと考えら
れてきたのに対して，新しいパラダイムでは「知
識は教員と学生がともに構築するもの」であり「学
生は自分の知識を積極的に構成・発見・生成する
主体」であるとされ，それを実践するための手段
として，協同学習の有効性が示された 13）。
　一方わが国でも，授業の形態が知識伝達型から
知識創造，問題解決型へと変化し，現在では筆者
達の周囲でも，授業内でグループごとの学習や討
議・発表などを行う事例が一般的となって来てい
る。井上（2007）はこのような変化を，「コミュ
ニケーション能力を重視して問題を解決していく
学習方法」であり「学びの身体技法」と呼んでい
る 14）。
　以上のような学生と学習形態の様々な変化が，
どのような形でラーニング・コモンズ的な環境を
要求するのかについて，後程今回の調査結果の中
で具体的に考察していくこととしたいが，ここで
最後に，いわゆる情報リテラシー教育（支援）と
して論じられるものと，ラーニング・コモンズの
関係についても，ある程度確認をしておきたい。

2 ‒ 2 ‒ 3 . 情報リテラシー
　情報リテラシー教育に関する最新の整理とし
て，野末（2008）はその論文の中で，「図書館の
利用教育（library use education）は，図書館利用
者に対して図書館の効果的・効率的な使い方を伝
える」内部的なものであるのに対して，「情報リ
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テラシー教育（という枠組みのなかで実施される
利用教育）は，大学生に対して情報リテラシーの
習得・向上を支援する」という大学全体の取り組
みの要請に基づくものであるとし，この「大学全
体の取り組み（教育）のなかに図書館を（積極的に）
位置づけるという方向性」が，ラーニング・コモ
ンズに象徴される大学図書館の学習・教育支援の
動きと連動していると指摘している 15）。
　従来図書館関係者は，ややもすると「情報リテ
ラシー教育は，単なるコンピュータリテラシー教
育とは違う」と主張し，大学の一般的な情報教育
と図書館利用教育としての情報リテラシー教育は
別物だと位置づけることで，図書館利用教育の重
要性を強調する傾向があったが，先程の高等学校
の教科「情報」への対応も含め，今後ラーニング・
コモンズの実現を通して，両者の協調協力関係が
より積極的に，重要になるものと思われる。そし
てそのことはまた，図書館の情報リテラシー教育
（という利用教育）の枠組みが今後更に「拡大」
され，従来の図書館の領域から離れた内容も含ま
ざるを得ないことも意味する。
　この拡大の枠組みを端的に表すのが，アメリカ
でのラーニング・コモンズの事例の中に「ライティ
ング・センター」を重要なサービスとしているも
のが多くあることである。（例えば，マサチュー
セッツ大学アマースト校デュボア（Du Bois）図
書館，ワシントン大学オデガード（Odegaard）図
書館など。）国内でも，名古屋大学附属図書館で
計画中のラーニング・コモンズには，「ライティ
ング・センター」の整備が予定されているし，今
回の訪問調査でも，国際基督教大学では今後の展
開として図書館内に「ライティング・センター」
機能の設置を検討していることが分かった。しか
し，このライティング・センターの実現にあたっ
ては，どのような体制で，具体的には誰がどのよ
うに学生をサポートするのかが鍵となるだろう。
この点すでに，ラーニング・コモンズとは別に「学
習アドバイザー制度」を立ち上げている大学がい
くつかあるが，それらの事例では，博士課程の大
学院生，図書館外の専門家などがそれぞれサポー
トを行っている。図書館職員がこれを直接サポー
トすることについては，そのスキルをどう確保で
きるかなど，まだわが国の現状では大きな課題が
あると思われる。これに関連して，竹内（2007）

はアメリカの大学図書館での「新しい図書館員
像」として，「リエゾン・ライブラリアン（liaison 

librarian）」「ブレンディッド・ライブラリアン（blended 

librarian）」といった職員層の出現を紹介している。
前者はいわゆるサブジェクト・ライブラリアンと
の共通性を持ちながら，教員・学部学科との仲介・
連携を明確に意識した業務を行い，後者は伝統的
な図書館員の知識・技能以外に，カリキュラムデ
ザイン，インストラクション技術についての知識・
技能を持ち，図書館員を教育プロセスの中に統合
するものだという 16）。ライティング・センター
のサポート等を考えるときに，今後わが国でも図
書館員の目指すべき新たな専門性として，これら
の分野が注目されるのではないだろうか。

2 ‒ 2 ‒ 4 . 正課としての学習支援
　もうひとつ，情報リテラシー教育も含めて，図
書館が行うこれらの活動が，正課の支援なのか，
課外活動なのかという点が，今後より問題となる
可能性がある。図書館と正課授業の関連について
は，すでに日本図書館協会図書館利用教育委員会
編「図書館利用教育ハンドブック：大学図書館版」
によって，①学科関連指導，②学科統合指導，③
独立学科目の形態があることが示されているが，
これらに含まれない図書館独自の指導は，すべて
課外活動と位置づけられるのだろうか。従来の事
務職員の業務範囲の考え方からすると，そのよう
に考えざるを得ない。これに対して小貫（2007）
は，米国の学生担当職員の役割の分析の中で，そ
れ以前は課外という位置づけだった学生支援活動
が，1980 年代後半以降，その概念モデルが「学
習コミュニティモデル」へと変化したことで，「学
生の学習は授業内でのみ起こるものではなく，学
生が所属する環境全てがその対象となる」として
正課活動も含んだ学習活動支援となったことを説
明している 17）。これによって，アメリカでは学
生支援が「正課教育との融合によって教員と共に
学習コミュニティを形成」するものとなり，学生
担当職の役割は，「学生の学習支援者」となった
とのことだが，この結果として「学習環境構築を
積極的に働きかける学生担当職像が普及」したこ
とは，恐らくアメリカのラーニング・コモンズ発
展に大きな影響を持ったはずだと思われる。わが
国でも，野末のような立場からは，情報リテラシー
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教育は「大学全体で段階的・体系的に実施される」
べきで，図書館もより積極的に大学の「学習・教
育支援」にコミットすべきであると言えるのだろ
うし，ラーニング・コモンズの設置に向けては，
そこが学習・教育の場であることを，より大学全
体に訴求する必要があると考えられる。
　この点で，米国の事情を説明するものとして，
先程のビーグル（Beagle，2006）の「The Information 

Commons Handbook」の第 3章は「インフォメー
ション・コモンズ，情報リテラシー，ラーニング・
コモンズ」と題し，それぞれの関係づけを行って
いるが，その冒頭で南カリフォルニア大学リー
ヴィ（Leavey）図書館のメラニー・レミー（Melanie 

Remy）の言葉を引用している。そこで彼女は，
「リーヴィのインフォメーション・コモンズの学
習者中心の環境では，情報リテラシーは私たちの
サービスミッションの一部となっている。ここで
は，レファレンスの相互作用が，学習者中心の教
育機会として重要視されている」「この状況で教
育を行う図書館員は，学部授業クラスに対して，
学生が現在の情報環境の中で，実際にどのように
考え学んでいるのかを理解することを，理想的に
支援することができる」とし，具体的には学部授
業クラスに対して，主題に基づく知識内容に沿っ
た情報の統合的な収集方法を，カリキュラム計画
に取り入れることについて相談を受けたり，大学
の「ライティング・プログラム」との連携協力に
よって，初年度学生のリサーチ・ライティングの
課題を，一緒に分担したりしているとのことであ
る。その過程でインフォメーション・コモンズの
図書館員は，学生がデジタル情報とどのように向

き合い，それを図書館のウェブページ，オンライ
ン授業，CMS（コース・マネジメント・システム）
や，その他の複雑な情報検索システムなどから適
用してまとめていくのを，傍らで案内するのだと
いう。レミーは，最終的には利用者中心によくデ
ザインされた，物理的・仮想的な図書館空間を統
合することで，インフォメーション・コモンズは
学生の情報収集に関する労力を軽減し，時間を節
約し，情報の学術的な利用に貢献できるとしてい
る 18）。 周知のように， 米国と日本では図書館員
（ライブラリアン）の地位・役割が大きく異なる
現状があるので，これをそのまま同列に見ること
は出来ないし，わが国では図書館員が教育を行う
ということそのものに大きな障壁があることも事
実である。しかし，図書館の「情報リテラシー教
育」の守備範囲を拡大していく中で，ラーニング・
コモンズの形成・運用との連携を図っていくこと
は，今後の大学内の学習支援に大きな意味を持つ
ものと考える。

3 ．インタビュー調査
　本研究では，ラーニング・コモンズ的機能を備
えた図書館の中から，お茶の水女子大学附属図書
館，東京女子大学図書館，国際基督教大学図書館
の 3館を調査対象に選び，運営に責任ある立場の
方へのインタビュー調査を行った。インタビュー
調査は，収集するデータの内容を深めるために，
文献による事前の調査を実施し，調査対象館の
サービス内容と運営状況を把握した上で実施し
た。

（第 1表　調査対象館の基礎データ）

大　学　名 東京女子大学 国際基督教大学 お茶の水女子大学
図書館竣工年月 1996 年 7 月 1960 年 6 月 1959 年 9 月
延べ床面積 5,762 ㎡ 7,968 ㎡ 4,422 ㎡
閉館時間（土曜） 22：00（18：00） 22：30（16：30） 21：00（17：00）
奉仕対象総数 4,866 人 3,723 人 4,735 人
　うち学生数 4,233 人 3,063 人 3,490 人
蔵書冊数 480 千冊 658 千冊 605 千冊
　うち開架冊数 339 千冊 658 千冊 157 千冊
入館者数 163 千人 326 千人 163 千人
貸出冊数（学生） 62 千冊 191 千冊 27 千冊
年間開館日数 276 日 253 日 262 日
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3 ‒ 1 . 調査対象と基礎データ
　訪問調査の対象として 3つの図書館を選んだの
は，これらの図書館がここ数年「ラーニング・コ
モンズ（またはインフォメーション・コモンズ）」
というキーワードで，度々メディア等に取り上げ
られていることによるが，3館とも訪問しやすい
東京地区に立地することも考慮した。
　調査に先立って，3館の規模とサービス面につ
いて「日本の図書館 2007」と「図書館年鑑 2008」
のデータによる簡単な比較を行った（第 1表）。
　図書館の奉仕対象者は 3,700 人から 4,800 人，
蔵書冊数は 48 万冊から 66 万冊と 3館ともほぼ同
じ規模の図書館である。しかし，床面積では，4.4
千平米から 8千平米まで大きな差がある。サービ

ス面に関しては，国際基督教大学における学生の
貸出冊数が 191 千冊と突出しているが，他の 2館
も 62 千冊と 27 千冊と倍以上の差がある。また，
平日の閉館時間に関しても，21 時から 22 時 30
分と 1時間半の差がある。
　調査対象とした 3館は，規模的にはほぼ同一の
部分もあるが，床面積では大きな差が存在し，サー
ビス面でも差が存在している。ほぼ同数の学生に
対して，規模の差の大きい設備と，異なったサー
ビスが提供され，そのアウトプットにも差があり，
個々の図書館のおかれている状況が一様でないこ
とが分かる。
　文献調査により，3館のサービスと運営の内容
は（第 2表）としてまとめた。

（第 2表　3館のサービスと運営の内容） 

調査対象 お茶の水女子大学附属図書館 東京女子大学図書館 国際基督教大学図書館

開　　始 2007 年 4 月 2008 年 4 月 2000 年 1 月
ミルドレッド・トップ・オスマー図
書館（本館とブリッジで連結）

名　　称 ラーニング・コモンズ なし スタディ・エリア
（当初，インフォメーション・カマ
ンズとする案あり）

面　　積
フロア図

150 ㎡（図書館 1階南側）
第 1図

840 ㎡（図書館1階と2階の一部）
第 2図

1,000 ㎡＊ 2フロア
第 3 - 1 図，第 3 - 2 図

機　　器
の 構 成

学生用 PC 70 台
新入生には1年間ノートPC貸与

PC 約 50 台
貸出用ノート PC 20 台

PC 122 台
マルチメディアルーム PC 50 台

サービス
内　　容

ラーニング・コモンズ：ICT・イン
ターネット環境の提供

キャリアカフェを併設：現代 GP，
コーヒー片手にリラックス，知的
空間

メディアスペース：PC利用でインター
ネット検索，レポート作成

コミュニケーション・オープンス
ペース：ノート PC利用でグルー
プ学習

プレゼンテーションルーム：小規模
の発表と学内行事利用

グループ閲覧室：密度の高いグループ
学習（ノートPC利用可）

リフレッシュルーム：休憩（飲食可能，
ノートPC利用可）

スタディ・エリア：PC 122 席の利
用

レファレンス・デスク：コンピュー
タ操作から事項調査まであらゆる
質問に対応できる強力なサポート
体制

マルチメディアルーム：授業のサ
ポート

グループ学習室
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調査対象 お茶の水女子大学附属図書館 東京女子大学図書館 国際基督教大学図書館

人的援助 ラーニング・アドバイザー（TA）
の常駐，機器利用のサポート

学生アシスタントとして「ボラン
ティアスタッフ（20 名）」「サポー
ター（22 名）」「システム・サポー
ター（8名）」「学習コンシェルジュ
（院生 5名）」を採用，「サーチャー」
による情報検索サポート

専任職員 4名によるレファレンス・
サービスセンター

学 生 の
自 主 性
への配慮

ラーニング・アドバイザー（TA）
のキャリア教育も意識，学生アシ
スタント（LiSAプログラム）活
用

LiSAメンバーと図書館スタッフの
協働による図書館活性化のため
のブログ「お茶の水女子大学附
属図書館 LiSA活動日誌」<http://
ochadailisa.blog32.fc2.com/>

積極的な学生：他の学生への支援を
通じての成長を支援

大学の学習環境に不適応な学生：同
じ学生同士で援け合いを促す

学生アシスタントの日常活動は自主
性を重視，メーリングリストで
日々活動報告，各学期に全体・業
務別各 1回のミーティング

大学としてリベラル・アーツを推進

開 設 の
効　　果

2006 年と比較して 2008 年入館者数
約 50％増加
定時観測で 92％の PCが利用されて
いた
教員の意識変化：「資料のある場所」
から「教育の場」へ，大学の教育
改革の場に図書館が選ばれてい
る。

入館者数累計（2008 年 4 月から半
年）前年度比 約 31.1％増加

館外貸出冊数 (4 月から半年）前年
度比 約 6.8％増加

入館者数アップ：1990 年代に 25 万
人前後の年間入館者数が，2000
年には 30 万人を突破，その後 35
万人前後で推移

一人当たりの年間館外貸出冊数の増
加：過去 10 年（2003 年まで）で 1.5
倍（45 冊→ 65 冊）

　（参考）一人当たり貸出冊数の大
学平均は 8冊

運　　営 大学全体では 2008 年度から「21 世
紀型文理融合リベラルアーツ教
育」を推進。
文系理系の垣根を越え，講義・討論・
発表・実験実習・演習を組合せた
授業「読み・聞き・書き・語り・
作る」という 5能力の養成を通し
て「コミュニケーションから創造
される知」を目指す。
全学的な教育改革に図書館も積極的
に参加するタイミングと捉えた。

図書館としての意思決定をし，図書
館全体の運営に責任を持つ「図書
館委員会」の下に，2007 年度か
ら「マイライフ・マイライブラリー
運営委員会」を設置している。ま
た学習支援プログラムを検討する
作業部会も立ち上げている。

全面開架，リザーブブック制度，貸
出冊数無制限により，当初（1962
年）からリベラル・アーツ教育を
支える使いやすい図書館として運
営されてる。

オスマー図書館は，インフォメー
ション・コモンズを基本構想とし
ている。 1）あらゆる情報にアク
セスできる環境， 2）様々な学習
形態に対応する空間の提供， 3）
サポート体制の充実

新図書館構想委員会は，第 1期
（1991-1992），第 2期（1993），そ
れ以前に図書館長期計画委員会
（1982）があった。

（第 1図　お茶の水女子大学附属図書館 1階）
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（第 2図　東京女子大学図書館 1階）

（第 3 - 2 図　国際基督教大学ミルドレッド・トップ・オスマー図書館　地階）

（第 3 - 1 図　国際基督教大学ミルドレッド・トップ・オスマー図書館 1階 )
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3 ‒ 2 . 調査方法と分析
　3館の図書館運営に責任ある立場の方に対し
て， 調査対象館の会議室などで以下の調査項目
（第 3表）をもとに半構造化インタビューを実施
した 19）。
　インタビュー調査では，ラーニング・コモンズ
の運営と実施に至るまでのプロセスについての
内容や考え方について，インタビュー対象者 1名
と調査者 2名が自由に話し合い，その会話の内容
をインタビュー対象者の許可を得てボイスレコー
ダーで録音した。録音した各館の 2時間から 2時
間 30 分のインタビュー録音を書き起こし，各館
のインタビュー記録として 31,000 字から 49,000
字のテキストデータを得た（第 4表）。
　このテキストデータを用いて分析を行った。
データの分析は，ラーニング・コモンズの運営と
実施に至るまでのプロセスについての発言をもと
に，調査者 2名の話し合いによって，3館の特徴
と共通点の概要をまとめた。

4 ．調査結果と考察
4 ‒ 1 . 3 館における危機と変化
　先程ラーニング・コモンズの背景として，高等
教育における危機の意識があったことを指摘した
が，それでは今回訪問調査を行った，お茶の水女
子大学附属図書館，東京女子大学図書館，国際基
督教大学図書館において，ラーニング・コモンズ
の導入と「危機の意識」はどのような関係があっ
ただろうか。その点を 3館での調査を元に確認し
てみたい。

4 ‒ 1 ‒ 1 . お茶の水女子大学
　まず，お茶の水女子大学の場合を見ると，ラー
ニング・コモンズは 2007 年の 4月に設置された
が，これは前年の 4月から施設面改善のための図
書館改修の一環として行われたものである。また
2006 年の 4月には，インタビュー対象者が新た
な管理職として赴任し，そのリーダーシップのも
とで，この年は国立情報学研究所の公募委託事業
である「次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業」
への応募と採択，図書館の将来像として「「21 世
紀型文理融合リベラルアーツ」をサポートする附
属図書館を目指して」（注）の策定，図書館システ
ムのリプレイスなどの諸事業が推進された。そし
て翌 2007 年には，ラーニング・コモンズ設置に
続き，学術機関リポジトリ「Tea Pot」の公開，国
立情報学研究所の「総合目録データベース遡及入
力事業」への採択，ライブラリースチューデント
アシスタント（LiSA）制度の立ち上げなど，や
はり大きな事業を立て続けに行っている。これ
らの背景には，2005 年度から就任された図書館
長の元で， 「附属図書館の理念」が検討策定され
（2006 年 4 月公開），その理念に基づいて前記管
理職と共に図書館の改革が進められたという事情
があった。しかし，この二人が相次いで図書館に
就任した当時の実際の状況は，伝統ある有名大学
でありながら実際には「国立大学平均の半分にも
満たない職員数と予算規模」の図書館で，施設の
建屋の中に外部の研究所を抱え，事務室の配置も
非常に利用しにくい状況であったことが報告され
ている 20）。

（第 3表　調査項目）

基 礎 デ ー タ 開始時期，名称，面積，機器構成，サービス内容，人的支援
機 能 要 件 施設・設備面の配慮，資料面での配慮，機能統合の配慮，快適性・居住性，学生の自主性
運 営 な ど 取り組みのきっかけ，目標の設定，開設の効果

（第 4表　インタビュー調査のデータ）

場　　所 調　査　日 録音時間 インタビュー記録
（括弧内はインタビュー対象者の発言）

お茶の水女子大学附属図書館 2008 年 11 月 25 日 2 時間 30 分 37,000 字（23,000 字）
東 京 女 子 大 学 図 書 館 2008 年 11 月 29 日 2 時間 20 分 49,000 字（29,000 字）
国 際 基 督 教 大 学 図 書 館 2008 年 12 月 2 日 2 時間 31,000 字（15,000 字）



－ 57 －

　この状況は一種の危機ではあっただろうが，逆
に先程の理念のもとで，大学全体の教育改革の動
きと連動した「リベラルアーツ支援図書館」をキー
ワードとした改革が，上記のように進められた。
その象徴的な事業がラーニング・コモンズ設置で
あったのである。

4 ‒ 1 ‒ 2 . 東京女子大学
　次に，東京女子大学の事例を見てみたい。こち
らは 2007 年 9 月に文部科学省の「新たな社会的
ニーズに対応した学生支援プログラム」に選定さ
れた「マイライフ・マイライブラリー」事業が
2007 年 11 月から開始され，2008 年 4 月までに図
書館の改修を行って，ラーニング・コモンズ的な
空間，サービスの提供を開始している。（なお東
京女子大学では必ずしも施設を「ラーニング・コ
モンズ」とは称していないが，実質的にはその機
能を備えている。）これに先立って図書館に存在
した問題は，2002 年度まで独立した部であった
図書館が，教育研究支援部の中の１課体制となり，
それに伴って職員数がほぼ半減（平行してアウト
ソーシングが進行）したことと，利用状況も開館
時間延長にもかかわらず，入館者数，館外貸出冊
数ともに減少を食い止めることが出来なかったこ
とであった 21）。これらもまた，危機的状況であっ
たということが出来るだろう。

4 ‒ 1 ‒ 3 . 国際基督教大学
　最後に，国際基督教大学の事例を見てみたい。
国際基督教大学は朝日新聞社の「大学図書館ラン
キング」において，1994 年以降常に上位（1か
ら 3位までが 9回）にランクされてきた先進的な
優良図書館であり，一見危機的な状況とは無縁と
思われる。しかし，昨年刊行された図書「図書館
の再出発：ICU図書館の 15 年」によれば，1990
年代以降の大きな変革期に，いくつもの問題を乗
り越えてきたということが記されている 22）。そ
の最大のものは，1980 年代に満杯となり，倉庫
業者への委託を余儀なくされた書庫スペースの問
題を，どのように解決していくかというものだっ
た。またそれと平行して，増加する電子的情報に
どのように対応していくか，レファレンスの体制
をどのように構築するかなどについて，何度も試
行錯誤が続いてきたとの報告がなされている。

4 ‒ 1 ‒ 4 . 3 館の共通性
　これらの事例を振り返ってみると，確かにそれ
ぞれの大学では「危機」として捉えられる内容が
あったかも知れない。しかしより客観的な視点か
ら見ると，それらは全て大きな変革期のもとでの，
文字通り挑戦（challenge）の事例であるようにも
思われる。言葉を変えると，1990 年代以降われ
われ全ては大学と大学図書館の変革，そしてイン
ターネットによる社会の大変革期にあって，従来
のままのやり方ではその変革に取り残されてしま
う可能性があるという「危機」の状態に置かれて
いるのだが，その変革をいち早く察知して，それ
に柔軟に対応していける体制を作れたかどうか
が，「危機」を逆にチャンスとして新たな発展を
迎えることが出来るかどうかにつながったのだ，
ということが考えられる。今回調査した 3館はそ
の意味で，よいモデルを提供していると言える。
　特にこの 3図書館に共通することとして，上部
組織である大学そのものが，1990 年代以降の「大
競争時代」といってよい大学変革期に， 「リベラ
ル・アーツ」（注）をキーワードに掲げた大学改革
を推進してきたことが特徴と言える。本論の目的
から，リベラル・アーツということ自体の詳しい
定義などには触れないが，この概念が 3つの大学
図書館でどのように捉えられてきたかを以下で確
認してみたい。
　お茶の水女子大学では 2008 年度から大学全体
で「21 世紀型文理融合リベラルアーツ教育」が
推進されているが，「読み・聞き・書き・語り・
作る」能力の養成を通じて，コミュニケーション
から創造される知」「発信・交渉能力，領域横断
的な視野，変化に対応する判断力」を目指すとい
うプログラムのねらいが，まさに大学図書館の新
しいあり方を要求するものであったと言えるだろ
う 23）。
　また，東京女子大学の場合は，2009 年 4 月か
ら現在の 2学部を「現代教養学部」に統合再編
し，「リベラル・アーツ教育を現代的ニーズに応
えて充実」させることを目指している。この過程
で学生支援 GPとして「マイライフ・マイライブ
ラリー」が選定される以前にも，「女性学・ジェ
ンダー的視点に立つ教育展開（平成 15 年度特色
GP）」「キャリア・イングリッシュ・アイランド（平
成 16 年度現代 GP）」「東京女子大学キャリア・ツ
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リー：リベラル・アーツ教育に基づくキャリア構
築支援（平成 19 年度現代 GP）」と立て続けに文
部科学省 GP（Good practice）に選定される目覚
しい成果を上げているが，これらは全て「女性」
「キャリア」「実践力」「情報発信能力」「自己確立」
など，現代的ニーズのもとでのリベラル・アーツ
教育の再編という大学全体のテーマに沿った関係
付けがなされている。このような大学の理念・目
的を実現する方法論として，東京女子大学での
ラーニング・コモンズ形成の必然性があるように
思われる 24）。
　国際基督教大学の場合は，他の 2大学と異なり，
2000 年のミルドレッド・トップ・オスマー図書
館の竣工によってラーニング・コモンズが実現
されたという， 比較的長い歴史を持っているが，
元々 1953 年の建学当時から教養学部 1学部によ
る「少人数クラスでの対話を重視する徹底したリ
ベラル・アーツ教育」を特色としてきた。オスマー
図書館の建設は，大学 50 周年記念事業の一環と
して行われたものだが，開館時に当時の絹川正吉
学長が寄せた言葉の中にも「大学教育は知識受容
型から学習支援型に改革することが強く求められ
ている。図書館は学習支援型教育において中心的
機能を発揮する知的サービス空間である」とあり，
また同学長の著書では「リベラル・アーツ教育の
目標の１つは，学生が自立した学習ができるよう
に支援することである。（中略）そのようなリベ
ラル・アーツ教育のインフラこそは図書館である
と言ってよい。」と述べられている 25）。
　国際基督教大学図書館が，例えば学生１人当た
りの図書年間貸出数がずば抜けて多いという，国
内でも最も先進的な図書館として存在しているこ
との背景には，このような大学の理念・目的と深
く結びついた実践を当初から続けていることが大
きいと言えるだろう。またこのことが，他の国内
大学図書館に先駆けてラーニング・コモンズを実
現できたという背景に大きな影響を持つものと思
う。
　海外の事例に目を向けると，マサチューセッツ
大学アマースト校デュボア（Du Bois）図書館や，
ワシントン大学オデガード（Odegaard）図書館の
ような，大規模なラーニング・コモンズの紹介も
多くなされているが，それだけでなく，マウント・
ホリヨーク・カレッジのインフォメーション・コ

モンズのように，比較的小規模なリベラル・アー
ツ指向の大学での取り組みが ACRLの図書館優
秀賞を授与されるなど，規模と関係なく「学習支
援」に重点を置くサービスが重要であることが見
て取れる 26）。
　それでは，ラーニング・コモンズの設置は，リ
ベラル・アーツ指向の小規模な大学に限って推
進されるものなのだろうかというと，もちろん
そのような限定は出来ない。先程の海外の大規
模な事例だけでなく，国内でも 2008 年になって
PC100 台以上の規模で設計されたメディアセン
ターを持つ神田外語大学の SACLA（Self-Access， 
Communication，Learner，Autonomy）が竣工したり，
現在名古屋大学附属図書館で 2700 ㎡の 2階フロ
ア全体をラーニング・コモンズに改装する計画が
進んでいたり 27）と，大規模なプロジェクトでの
取り組みも着々と行われている。国際基督教大学
のオスマー図書館がこれに先行するものと言える
だろう。
　しかし， 今回調査した 3館が強いリベラル・
アーツ指向を持つ大学にあったことは，必ずしも
偶然ではない。ラーニング・コモンズの設置に際
しては，大学自体として教育基盤の強化，教育支
援の推進といった戦略的なビジョンを持っている
ことが，その成功の鍵となるだろう。そのことは，
アメリカでのラーニング・コモンズの本質の議論
からも理解することができる。またそのことが，
リベラル・アーツの推進という，高度な学部教育
の目標を持つ大学において，ラーニング・コモン
ズへの早い時期での取り組みが目立つことにつな
がっているものと，理解できるのではないだろう
か。
　更に言えば，日本で現在比較的小規模な大学で
成果を出しつつあるラーニング・コモンズの試み
が，大きな資金を必要とする施設である新図書館
の建設が難しい大学の場合でも，既存の閲覧ス
ペース，PC提供エリアなどの改修で，比較的容
易に提供することができるという今後のモデル事
例となるかもしれない。

4 ‒ 2 . 3 館の特徴
4 ‒ 2 ‒ 1 . お茶の水女子大学
　事前に責任者の個人的力量が大きいと考えてい
たが，赴任以前に策定されていた図書館のミッ
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ションと館長による将来構想策定の指示などによ
り，責任者を含めた図書館スタッフ全員が改革の
構想や流れを創っていったようである。責任者の
手腕は以下の 3点に要約できる。
　 1） 専任・非専任を問わず職員の能力を引き出

し，小さな成功を積み重ねるスタッフ育成
の仕組みを整備

　 2） コモンズ等の成果を学内外に効果的に印象
付け，図書館の機能の押し上げ

　 3） ITセンターとの学内コラボレーションを
成功に導くなど，学内の他部署，教員との
連携を整備

　また，今回の調査では，「図書館組織改革への
取組みと成功」について確認することができたが，
何故ラーニング・コモンズを作ったか，その具体
的な理由について責任者の発言では「とにかく暗
かった・・・古いイメージ一新のために・・・そ
のときにひらめいたキーワード（が）ラーニング・
コモンズ」とあり，最初はあくまで組織の物理的
改革の方法論としてラーニング・コモンズを考え
ていたことが分かった。
　逆に今後の発展性については，学内の要求に応
じて「ライティング・センター」などにもフレ
キシブルに展開する用意があるということであっ
た。その一方で，情報リテラシーとの関係につい
て「図書館も IT系部署も決して人と話すのが上
手でない・・・結局それで誰が不幸になったかっ
て言うと・・・学生」との指摘があった。この点
でラーニング・コモンズによる統合サービスが，
学習支援に有効で必要であることは，自明の事と
認識されているようであった。

4 ‒ 2 ‒ 2 . 東京女子大学
　大学の整備された事務機構が成功の要因であろ
う。
　責任者は，図書館に異動になってまもないが，
数年前に他の事務部門から図書館へ異動になって
いた職員たちが，図書館の有効活用について考え
ており，それを大学が受け止めた結果がＧＰにつ
ながったといえる。委員会できちんと議論して合
意することで，企画が稼動した後も円滑に動くと
いう大学全体のスタンスである。

4 ‒ 2 ‒ 3 . 国際基督教大学
　リベラル・アーツ教育の大学として，教育･学
習支援に努めてきた結果がコモンズを成功させて
いる。長年の努力は以下の 3点に結実していると
考えられる。
　 1） リベラル・アーツ教育による図書館の重要

性の定着
　 2） 図書館員の館長による大学経営者との密接

な関係
　 3） 長年にわたって培われた図書館員個人の高

度で専門的なスキルと，組織的な知識・技
能の蓄積

　国内で他に先駆けて「コモンズ」の思想を取り
入れることになった背景は，図書館のリニューア
ル構想策定が始まった 1995 年頃の時期と，当時
のアメリカ大学図書館の動きをいち早く察知した
（することが出来た）ことのタイミングが一致し
たことによると思われる。
　具体的発言では「前館長と私とで，アメリカで
コモンズって呼んでいるところが多いね・・・そ
れを目指しましょう・・・逆にこういうものを目
指したら，たまたま，そういうアメリカのインフォ
メーション・コモンズの構想と合ってしまった」
とあった。ここでは，たまたま合ってしまったと
いう言い方だが，それは名称に関することで，実
は当時アメリカの図書館見学やフロアの調査を十
分行って，機能の分析を行った背景があることが，
調査から分かった。

4 ‒ 3 . 考察
　今回調査を行った 3館が，何故ラーニング・コ
モンズの立ち上げに成功し，内外の評価を上げる
ことができたのか，その成功の要因を考えたい。
　3館は，調査者達の所属大学あるいはその他多
くの大学図書館と比較して，現在すでに設置され
ている機器の構成や入館者数などにそれほど大
きな差がある訳ではないが，ラーニング・コモン
ズ実現のプロセスや運営において学ぶべき点は多
い。3館とも，すでに触れたように「リベラル・アー
ツ」を理念とした教育改革に大学全体で取り組む
中で，図書館の学習支援機能としてラーニング・
コモンズを選択し，それを実現させている。その
組織運営は，例えば東京女子大学では非常にオー
ソドックスに，図書館内の意思決定プロセスを重
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視し，学内の他の部局との調整も必ず公式の会議
形式を通じて行っている。また国際基督教大学で
は，図書館職員のトップが大学の意思決定の場に
出席して政策決定に参画している。お茶の水女子
大学の場合にも，図書館の枠を超えて学内の様々
な部署，教員組織との連携協力を日常的に行って
いる。ラーニング・コモンズを立ち上げるに際し
ては，その前提としてまずこうした取り組みを実
現することが必要なのではないかと思われる。
　黒田は“私立大学の場合は，建学の理念を生か
した教育改革を実現するには，全学の教職員が建
学の精神・理念をより深く理解し，それを基盤
として改革立案にあたらなければならず，大学の
トップ（理事長あるいは学長）は建学の精神・理
念を時代の変化に応じた解釈と現代の言葉で，教
職員に分かり易く明示し，理解を深める努力を払
わねばならない”として，大学トップと教職員一
人ひとりの役割を明確にしている。 さらに黒田
は，管理職の役割を“大学トップの理想と目標を
展開した施策を受けて，多くの教職員に対して達
成可能な身近な目標を策定し，教職員とともに実
行する努力を怠ってはならない”と続けて，大学
トップと管理職，および教職員一人ひとりによる
全学的・組織的な取り組みの重要性を指摘してい
る 28）。今回の調査対象館においては，ここにい
う「建学の理念」が設置者を問わず大学の方針と
してのリベラル・アーツ教育の実現という形で大
学内に示され，それに対する図書館の目標として
「学習支援」の重視が設定され，それを実現する
方法として「ラーニング・コモンズ」が企画され
ている。3館の組織や職員の質が高い水準にある
のは，こうした全学的・組織的な取り組みが定着
しているからであると推測される。こうした取り
組みの中で教職員の意識改革が進行し，意識が向
上し，連帯意識が強化されていくのであろう。
　また 3館がラーニング・コモンズの立ち上げに
成功した理由の中には，学内連携のタイミングと
いうことも関係している。国際基督教大学は図書
館リニューアルに際して，電子的資料の有効な利
用場所提供という側面から，ラーニング・コモン
ズの機能を取り入れた。またお茶の水女子大学で
は，研究所移転によるフロア改修のタイミングに
合わせて，キーワードとしてラーニング・コモン
ズを提示し，大学経営側の理解を得た。東京女子

大学では，図書館のフロア改修の計画時期と，学
内での学生支援ＧＰ応募のタイミングが一致した
ことから，早いテンポで計画を前進させることが
できた。このように 3館とも，学内の情勢を機敏
に判断し，機会をいち早く捉えて行動したことが，
ラーニング・コモンズ立ち上げに際して有利に働
いたと見ることができる。このように，大学全体
を見据えた連携の模索が，ラーニング・コモンズ
を含めた今後の図書館運営の重要なテーマとなっ
ていくことは間違いない。以上が，今回調査した
3館に共通して認められることである。
　それとは別に，3館の独自性というものも感じ
られた。まず運営のための人的な資源については，
専任職員主体なのか，学生を含めた外部の力をど
の程度取り入れるのかといった点で，それぞれの
館に独自の政策が見られた。また施設や機器の規
模についても，各館で違いがあった。さらに，ラー
ニング・コモンズ内での学生の自由度に関する考
え方，特に学生に対する教育的な側面の有無につ
いては，若干の温度差が見受けられた。しかしこ
れらは，本来横並びに統一し，一般的にモデル化
ができるものではないかも知れない。その点，ア
メリカで実際に体感したラーニング・コモンズを
自身のブログで紹介している江上（2008）が度々
指摘しているように，ラーニング・コモンズでは
各大学がそれぞれの事情に適した学習支援サービ
スを行うべきものといえるだろう 29）。その意味
では，ラーニング・コモンズは，その規模や所属
する大学の事情，その教育理念や政策によって，
今後も様々な方向性が考えられていくと思われ
る。ラーニング・コモンズの現状に関するシェイ
ダー等（Schader，2008）による最近のカリフォ
ルニアの高等教育機関（88 機関）の調査によると，
アメリカでもインフォメーション /ラーニング・
コモンズの設置は，まだ 30％程度に過ぎないとい
う。また一方で現在設置を計画しているところは，
43％に上るとのことである 30）。従ってラーニン
グ・コモンズという施設，あるいはそれを利用し
て学習支援を行うという試みも，実はまだ検討が
始まったばかりで，まさに現在進行中のものだと
もいえるだろう。わが国でもこれから様々な論議
を行いながら，図書館の新しい学習支援の形とし
てこれを生かし，学生サービスの向上を目指して
いく道を探していくことが必要であると考える。
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4 ‒ 4 . 今後の課題
　今回の調査は対象館が少なく，特にそのうち 2
館はリベラル・アーツ指向の女子大学という特殊
性でバイアスがかかっている可能性がある。（例
えばボランティアのサポート学生を募集すると多
くの応募があるなど）。もっと大規模な学生数を
持つ大学図書館や，いわゆる研究型大学の図書館
などでは，今回の調査結果は必ずしも当てはまら
ないかも知れない。また，ラーニング・コモンズ
としてのサービス内容や運営については個々に
特徴があり，一般的にモデル化することはできな
かった。モデル化については，先程必ずしも必要
ではないと述べたが，これからラーニング・コモ
ンズを企画する図書館にとっては，ある程度のガ
イドラインの提示が望ましいことだろう。それら
については，今後恐らく国内のラーニング・コモ
ンズ設置が進んでいく中で，さらにより多くの事
例を取り上げて検討を加えていく必要があるだろ
う。
　ラーニング・コモンズ開設の効果として，今回
は入館者数や館外貸出冊数の増加などアウトプッ
ト指標を示すに留めたが，本来はそれだけではな
く，学習効果などのアウトカムの成果を示す必要
がある。それによって初めて，図書館が大学全体
の理念や目標に沿った実践を計画し実行していく
ことについて，対外的に十分説明することが可能
となるだろう。その場合にどのような指標が有効
であるか，それらも今後の検討課題である。
　最後に，アメリカの事例では従来からの図書館
の機能以外に，大学が行う学生サービスをラー
ニング・コモンズに統合することが行われている
ことに注目したい。そこにはよく知られているカ
フェや食堂，自習室，コンピュータ・ルームから，
ライティング・センター，就職支援活動（キャリ
アセンター機能）などまでが含まれている。それ
ら大学内ですでに行われている，図書館以外の学
生支援活動の中に，ラーニング・コモンズの機能
として取り入れるべきものがあるのかどうかにつ
いても，今後国内外の事例を調査することによっ
て，より高度な学生支援の可能性が発見できるか
も知れない。そのことはまた，学内（外）との連
携と協力（コラボレーション），場合によっては
新たな機能の集中（コンバージェンス）といった
議論に発展する可能性もある。先行するアメリカ

での事例研究では，近年特にそのことに焦点があ
てられてきている。今後わが国でも，図書館が学
生サービスのさらなる向上を目指す上で，それが
一つの鍵となるだろうと思われる 31）。
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資料紹介

1．はじめに
　2006 年に我が国に初めてラーニング・コモン
ズを紹介した米澤は，ラーニング・コモンズが出
現した背景を「学部教育の新たなパラダイム転
換，すなわち学習理論が『知識の伝達』から『知
識の創出・自主的学習』に移行したことととも
に，  顧客層の鮮明化の必要性という要因」に求め，
ラーニング・コモンズを「ネット世代の学習支援
を行う図書館施設もしくはサービス機能」と定義
し，ラーニング・コモンズの事例として米国のマ
サチューセッツ大学アマースト校，マウント・ホ
リヨーク大学と英国のウォーリック大学を紹介し
ている 1）。また， 茂出木はラーニング・コモンズ
を「簡単にいえば，学習の場としての大学図書館
を象徴する施設モデルであり，電子ジャーナルに
代表される電子的な学術情報資源の普及により起
こった「図書館不要論」や入館者の減少という大
学図書館の危機に対する図書館側からの解決提言
とも言える。」と説明し，見学に基づきラーニング・
コモンズの事例として米国のマサチューセッツ大

学アマースト校とマウント・ホリヨーク大学を紹
介している 2）。
　本稿では，ラーニング・コモンズについて書か
れた英語の図書を紹介するとともに従来の日本
語の文献では余り紹介されてない，インフォメー
ション・コモンズとラーニング・コモンズの違い，
インフォメーション・コモンズ発達の経緯，図書
館ユーザとしてのネット世代，ラーニング・コモ
ンズ導入後の大学図書館の変化についての一部の
論文を紹介する。
　なお，本稿では特に断らない限りインフォ
メーション・コモンズとラーニング・コモンズ
は同じ意味を持つ用語として使用する。また，
Information Commonsの訳語として使われる「情
報コモンズ」は，「社会の存続にとって不可欠な
情報の共有とフェア･ユース（fair use）の推進を
説く動き」として説明されることがあるので 3）

インフォメーション・コモンズという用語で統一
する。

ラーニング・コモンズをもっと知るために：
図書と雑誌論文の紹介

Recent Books and Articles on Learning Commons

東北大学附属図書館
Tohoku University Library

加藤信哉
KATO, Shinya

Abstract
This article reviews recent books and articles on Learning Commons.

Keywords:  Learning Commons（ラーニング・コモンズ），Book Review（文献紹介）
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2 ．ラーニング・コモンズに関する図書
　先ず，ラーニング・コモンズに関する図書とし
て 2006 年に出版された Beagleの「インフォメー
ション・コモンズハンドブック」4）を上げるべき
であろう。本書は，インフォメーション・コモン
ズが何であるかのみならず，大学図書館における
インフォメーション・コモンズの役割についても
説明し，インフォメーション・コモンズの計画と
設計の実務側面も扱っている。付録の CD-ROM

には 10 機関（米国のブルックデール・コミュニ
ティ・カレッジ，シャーロット・ラテン語学校，
コロラド州立大学，エロン大学，トロント公共図
書館およびノースカロライナ大学シャーロット
校，カナダのカルガリー大学，ニュージーランド
のオークランド大学，ドイツのブランデンブルク
工科大学，オーストラリアのサンシャイン・コー
ト大学）成功事例について図面や写真等のドキュ
メントが含まれているので資料的価値も高い。
　著者は，p.xviiiでインフォメーション・コモン
ズを「学習の支援の中で組織化され，一群のネッ
トワークのアクセスポイントと関連する ITツー
ルで，物理的資源やデジタル資源や人的資源や社
会資源との関連で配置されたもの」とし，一方，
ラーニング・コモンズを「インフォメーション・
コモンズの資源が他の大学の他の部署が出資する
学習イニシアティブと協力して組織化されるか，
協力過程（collaborative process）を通じて規定さ
れた学習成果と協力する場合のできごと」と定義
している。
　本書がインフォメーション・コモンズの計画，
実施および評価を歴史的背景や大学との関係で体
系的に調査したハンドブックであるのに対して，
事例研究を通じて成功しているインフォメーショ
ン・コモンズの試行を跡付けた図書が 2008 年に
出版された Baileyと Tierneyの「インフォメー
ション・コモンズによる図書館サービスの変容」5）

である。「インフォメーション・コモンズとラー
ニング・コモンズの定義」，「計画」，「実施」，「評価」
の章に続き，本書の大半を占めるのは，北米の「大
規模大学図書館（アリゾナ大学，ブリガムヤング
大学，カルガリー大学，カリフォルニア・ポリテ
クニック大学サンルイスオビスコ校，ジョージア
大学，ゲルフ大学，インディアナ大学ブルーミン
トン校，マサチューセッツ大学アマースト校，ミ

ネソタ大学－ツインシティーズ，ノースカロライ
ナ大学シャーロット校，南カリフォルニア大学，
南メイン大学，ヴィクトリア大学）の事例研究」
と「小規模大学図書館（アビリーン・クリスチャン・
ユニバーシティ，アズベリー神学校，カールトン・
カレッジ，シャンプレイン・カレッジ，ディクソ
ン・カレッジ，セントピーターバーグ・カレッジ）
の事例研究」の章で取り上げられた 20 のインフォ
メーション・コモンズの事例研究である。事例研
究は各機関の担当者が執筆しているが，最初にイ
ンフォメーション・コモンズの概要の表があり，
同じ構成で比較が容易になっている。また，写真
や図もある。最後に「実践から学ぶ」がまとめの
章として付いている。
　2008 年に出版された Schaderを編者とする「ラー
ニング・コモンズ：進化と共同の本質的要素」6）

は 2006 年 4 月に開催された「第 11 回カリフォル
ニア大学・研究図書館会議」のラーニング・コモ
ンズについて事前会議の発表がきっかけとなった
ものである。本書は 11 章から構成され，最初の
章「インフォメーション・コモンズからラーニン
グ・コモンズと学習空間へ：進化の背景」でラー
ニング・コモンズ発展の経緯を述べ，最後の章
で「Facebookを超えて：ソーシャル・ネットワー
クとしてのラーニング・コモンズを考える」で今
後の進化を予想しているが，残りの 9章はそれぞ
れがテネシー大学ノックスビル校，カルガリー大
学，カリフォルニア州立大学サンマルコ校，グラ
スゴー・カレドニア大学，オハイオ大学オールデ
ン図書館，スタンフォード大学医学部，ヴィクト
リア大学，ジョージア工科大学およびオークラン
ド大学のラーニング・コモンズの詳細な事例報告
である。
　なお，ラーニング・コモンズの関連では，2006
年に出版された Oblingerの「学習空間」7）が重要
である。本書は，利用者中心の学習空間の哲学的
根拠を調査したもので「学習者の期待が，そのよ
うな空間，学習を容易にする原則，活動および学
習環境を作成する側から見たテクノロジーの役割
にどのような影響を及ぼすか」に重点を置いてい
る。この論文集には米国と世界の「革新的な学習
空間」の 30 の事例研究が含まれている。本書は
電子ブックとして EDUCAUSEのウェブサイトか
ら無料でダウンロードできる。
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　また，2008 年に出版された Hernonと Powellの
「キャンパス情報サービスの融合と共同」8）は，
ラーニング・コモンズに限らず，大学の使命と密
接に結びつくための大学図書館と大学の他の部署
やサービスとの融合と共同について調査を行った
ものでカリフォルニア大学アーバイン校，ジョー
ジア工科大学，ミシガン大学ディアボーン校，カ
ルガリー大学，マサチューセッツ大学，ジョージ
ア大学，コロンビア大学，イェール大学，サフォー
ク大学および農業ネットワーク情報センターの
事例が報告されている。 カルガリー大学，マサ
チューセッツ大学およびジョージア大学はラーニ
ング・コモンズの事例である。

3 ．ラーニング・コモンズに関する雑誌論文
3 . 1  インフォメーション・コモンズとラーニン
　　　グ・コモンズの違い
　Benettの「論説：インフォメーション・コモン
ズあるいはラーニング・コモンズ：私たちはどち
らを持つのか？」9）は，インフォメーション・コ
モンズとラーニング・コモンズの根本的な相違は，
前者は機関の使命を支援するが後者はそれを制定
することであると指摘する。
　また，著者は大学の使命（mission）を支援する
が，制定できない図書館員や大学コンピューティ
ングの担当者のみではラーニング・コモンズを設
置することができないとし，ラーニング・コモン
ズの成功は図書館や大学コンピューティングのよ
うな支援・サービス部署による協力行動ばかりで
はなく，当該機関の学習目標を策定している大学
の部署の関与によって決まると主張している。
　さらに，ラーニング・コモンズの設計に当って，
その空間に何があるべきかではなく，その空間で
何が起こるべきかを質問することから始めなけれ
ばならないと述べている。 

3 . 2  インフォメーション・コモンズの発達の経緯
　Spencerの「新しいモデルへの進化：インフォ
メーション・コモンズ」10）はインフォメーション・
コモンズの考え方の発展を跡付け，1990 年代の
「レファレンス再考」サービスへの動きが，「場所
としての図書館」運動と交差し，この衝突がテク
ノロジーの変化と利用者の期待と結びつき，イン
フォメーション・コモンズ・モデルをもたらした

と指摘している。
　また，著者はインフォメーション・コモンズ・
モデルの将来の拡張の方向性として，（1）学部学
生のみならず大学院生や教員に最もうまくサービ
スするためのインフォメーション・コモンズの導
入あるいは拡張の方法，（2）他の部門との連携の
制限，商業パートナーとの新しいサービスの開発，
図書館との連携，（3）インフォメーション・コモ
ンズと図書館の関連のあり方，デジタル・イン
フォメーション・コモンズの可能性，（4）現在の
モデルのテクノロジー重視の妥当性，特殊コレク
ションやアーカイブのような専門化されたサービ
スや非デジタル資料とインフォメーション・コモ
ンズの親和性，（5）新しい研究環境によるレファ
レンス・インフォメーション・サービスの根本的
変革の可能性や必要とされるスキルやコンピテン
シー，を示唆している。

3 . 3  図書館ユーザとしてのネット世代
　McDonaldと Thomasは「視点：図書館文化と
新世紀世代の価値との断絶」11）で大学図書館が
次世代の学生にとって適切であり続けるために，
大学図書館はテクノロジー，方針，機会の三つの
面で変革を検討しなければならないと主張する。
　著者は大学図書館の哲学に関する基本的な課題
は，大学図書館が利用者の方向に沿ってどの程度
動くべきか，そして利用者は大学図書館が示す方
向に沿ってどの程度動くかを予期すべきかである
と指摘する。さらに，大学図書館は競争と電子化
によって変化したが，それはインフォメーション・
コモンズに見られるように場としての図書館に顕
著であるが，残念ながら仮想インフォメーション・
空間でのサービスの点では，図書館による利用者
のニーズへの支援が古い価値に固執したまま行わ
れているので，オンライン利用者は図書館が提供
しているものにさえ気がついていないことが多い
と述べている。

3 . 4  インフォメーション・コモンズと学習との
　　　関連
　Lippincottの「インフォメーション・コモンズ
を学習に結び付ける」12）は「学習空間」7）の第 7
章に当り，インフォメーション・コモンズの概念
を調査し，その特徴を説明し，インフォメーショ
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ン・コモンズと学習の結び付きについて焦点を当
てることにより，大学の学術目的を支援するス
ペースの確保を選択するインフォメーション・コ
モンズの計画に携わっている関係者に役立つ情報
を提供している。
　著者はインフォメーション・コモンズが情報
サービスではなく，利用者サービスであることを
強調し，その全体目標が作業の切れ目のない環境
を提供することにより，キャンパス・コミュニティ
のサービスを改善することであると述べている。
また，インフォメーション・コモンズは図書館を
超えるモデルであり，改修された図書館内に設置
されることが多いにせよ，新しい建物や図書館以
外の建物に設置されていることを紹介している。
なお，最後に「インフォメーション・コモンズの
計画」と「計画者への重要な質問」のチェックリ
ストが付いている。

3 . 5  米国大学図書館のラーニング・コモンズ導
　　　入の現状と影響
　Danielsと Barrattの「ラーニング・コモンズに
共通するものは何か？この変化する環境でレファ
レンス・デスクを見ると」13）は，インフォメーショ
ン・コモンズやラーニング・コモンズ環境におけ
るレファレンス・サービスの現在と将来の動向に
ついての意見を知るために米国の大学図書館員を
対象にして 2008 年 ?に行ったアンケート調査（質
問数 17，回答 147 件，分析対象 137 件）を集計し，
分析したものである。
　回答事項の分析は，ラーニング・コモンズで提
供されるサービス，デスクの名称，ラーニング・
コモンズにおけるレファレンス・デスクへの担当
者配置，MLIS〔図書館情報学修士課程〕プログ
ラムと新しい図書館員のスキル，ラーニング・コ
モンズがレファレンス・デスクに与えるインパク
ト，ラーニング・コモンズの成功，ラーニング・
コモンズの課題およびラーニング・コモンズに関
連した不安の 8項目である。
　分析結果のうち，ラーニング・コモンズがレファ
レンス・デスクに与えるインパクトは「レファレ
ンス・デスクでの局所変化ではなく，図書館の性
格の一般的変化が大きく」，「ラーニング・コモン
ズの新しい空間が学生生活と共鳴しつつあり，良
くも悪くもにぎやかで活動的な場所となってい

る」と説明されている。次に，ラーニング・コモ
ンズの成功は，「図書館における人の出入りの増
加であり，学生はそこで提供される新しいサービ
スや技術や共同作業空間を活用するため図書館に
戻ってきたが，騒音の増加がコモンズで直面して
いる最大の課題である」と述べている。さらに，
ラーニング・コモンズの課題は「図書館員と IT

専門家の間，場合によっては図書館員自身の間の
サービス哲学の破壊」であり，「ラーニング・コ
モンズは，図書館や IT部門やキャンパスの他の
大学の部署の間の一体となった取り組みの役割を
果たすので，これらの空間についての包括的な
ミッションやアイデンティティへの合意への到達
は簡単ではなく」，「生産性ソフトウェアやその他
のテクノロジーによって学生を効果的に支援する
ため担当者のスキルを最新の状態に維持すること
に不安」があり，「ラーニング・コモンズの空間
が古くなると，コンピュータやソフトウェアを更
新し，突き詰めるとキャンパスの技術センターと
してのコモンズの位置を維持するための資金を獲
得が難しく」，「図書館員は他の非図書館部署と連
携するので，ラーニング・コモンズの出来事につ
いてコントロールのレベルが減少する」ことが挙
げられている。

4 ．おわりに
　本稿では，ラーニング・コモンズについて書か
れた英語の図書と論文を紹介した。我が国の大学
図書館におけるラーニング・コモンズは揺籃期に
あるので，諸外国のラーニング・コモンズの広範
な紹介と包括的なレビューが今後まとめられるこ
とを期待したい。
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