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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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