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書館は大きく発展してきた。その成功の要因は，新し

い図書館の建設や図書への IC タグ全面導入など，ハ

ード面を整備する一方で，マーケティングの手法を導

入し，利用者分析を論拠とした利用者サービスを展開

したことにあると考えられる。 
2005 年の“Library2010”により，シンガポールの

図書館は，第２フェーズを迎えた。知識経済社会を支

える社会的装置を目指すシンガポールの図書館の今後

に注目したい。 

（奈良女子大学附属図書館：呑
どん

海
かい

沙
さ

織
おり
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CA1603 
動向レビュー 

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：大学図書館における

ネット世代の学習支援 

 
はじめに：インフォメーション・コモンズの誕生 

 コモンズとは，「共有資源」，「公共の場」を意味する

言葉であり，インフォメーション・コモンズ(1)は，デ

ジタル時代の情報資源を利用するための共有資源・公

共の場として誕生したものである。米国の大学図書館

においてインフォメーション・コモンズが生まれたの

は，1990 年代であった。ウェブブラウザの先駆け的存

在である Mosaic が公開され，欧州原子力研究所

（CERN）により WWW が無料開放された直後の図書

館界には，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。そして，入館者数と貸出数が減少し

続けるという現象が，さらに危機感を高めていたので

ある。 
 この問題意識と危機的状況に対する大学図書館側の

解決策として，インフォメーション・アーケード

（1992 年，アイオワ大学）やインフォメーション・コ

モンズ（1994 年，南カリフォルニア大学）などの施設

モデルが提示された。 
 いくつかの事例報告によると，インフォメーショ

ン・コモンズは，それぞれの図書館への導入後，入館

者数を増加させたという実績をあげており，当初の目

的は達成できたものといえる。それではまず，このイ

ンフォメーション・コモンズの代表的な事例を紹介し

よう(2)。 
1. インフォメーション・コモンズの事例 

1.1. 南カリフォルニア大学 

 南カリフォルニア大学リーヴィ（Leavey）図書館は，

も早期にインフォメーション・コモンズを実現した

図書館のひとつである。現在も，主に学生向けに，学

習および知的探求センターとして機能することを目標

としている。設置後 10周年となった 2004 年 9月には，

「インフォメーション・コモンズ：教室を超えた学習

スペース」というタイトルで，国内有力大学とのシン

ポジウムを開催している(3)。 
 リーヴィ図書館では，1 階・2 階のインフォメーシ

ョン・コモンズに 180 台の PC を設置し，図書館で提

供する電子的情報資源・ウェブ・製作用ソフトウェア・

教材などを利用できるようにしている。また，学習上

の助言やソフトウェアの利用支援も行っている。その

ほかに，18 台の AV 機器，34 のグループ学習室，2 つ

の教室，プレゼンテーション室を設置している。また，

英語学科によるライティング・センター（学生の文章

出典：“Library2010:Libraries for life, Knowledge for 

success” p.12 より作成。 

図 Library2010 による利用者セグメンテーション

  生活のための図書館 

Library for Life   
  

・好奇心   
・発見の喜び   
・好学心   
・多様な学習方法   

子ども・青少年   
アウトカム：自己発見 

成功のための知識 

Knowledge for Success

成人   

・個人的成長   
・調査・研究・学問   
・スキルの向上   
・専門性向上・キャリアアップ 

アウトカム：自己実現  

高齢者   
アウトカム：自己信頼   

・精神的刺激   
・社会との関係性構築   
・生産的余暇   
・高度な専門的能力   

ビジネス・政府  
アウトカム：競争上の優位性  

・競争力の強化   
・開かれた可能性   
・機会の確保   
・定期的な情報収集 
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力や批評的思考力を高めるための少人数教育を行う）

も併設している点に特色がある。 
 3 階と 4 階は，個人の学習利用のためのスペースと

なっている。また，4 階はサイレント・フロアにして

おり，会話とラップトップ PC の利用は禁止されてい

る。週 6 日間は 24 時間開館しており，一週間で

159 時間の開館時間となっている。 
 講習会は年間 200 回開催しており，調査研究や機器

操作に関するレファレンスは年間 5 万件となっている。

基本的な調査事項や機器操作に関する質問の大部分に

は，学生アシスタントが対応している。レファレンス・

ライブラリアンは，専門的な調査事項に対応している。

6 名のライブラリアンと 9 名のスタッフに加え，100 名

の学生アシスタントでインフォメーション・コモンズ

を運用している。 
1.2. ノース・カロライナ大学シャーロット校 

 ノース・カロライナ大学シャーロット校の J・マレー・

アトキンス（J. Murrey Atkins）図書館は，1999 年に

インフォメーション・コモンズを設置した。インフォ

メーション・コモンズ責任者のラッセル・ベイリー

（Russell Bailey）は，北米におけるインフォメーシ

ョン・コモンズ活動のキーパーソンとして活躍してい

る。近年の大学・研究図書館協会（Association of 
College & Research Libraries：ACRL）や米国図書館

協会（ALA）の全国会議において，インフォメーショ

ン・コモンズに関するセッションを主宰し，そのセッ

ションの発表原稿等をウェブで公開するなどの中心的

な活動を行っているのである(4)。 
 図書館 1 階にあるインフォメーション・コモンズに

は，240 台の PC を設置している。図書館の玄関を入

った正面に総合案内の機能を果たすインフォメーショ

ン・デスクがあり，その両脇にレファレンス・デスク

とメディア・サービス・デスクを配置している。さら

にこのフロアには，利用指導サービスと研究データ支

援サービスを行うコーナーを置いている。これらのサ

ービスポイントに配置した図書館とコンピュータセン

ターのスタッフが共同して，学習と研究を支援する機

能を果たしているところが，ノース・カロライナ大学

のインフォメーション・コモンズの特色であろう(5)。 
2. ラーニング・コモンズへの展開 

2.1. 学生の学習支援への指向 
 2005 年 4 月，ミネアポリスで開催された第 12 回

ACRL 全国会議では，「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」というテーマ設定の

セッションが行われた。インフォメーション・コモン

ズが誕生して約 10 年目に，新たな方向性が示される

ことになったのである。その開催趣旨は，次のように

述べられている。 
 「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」(6) 
 図書館は，授業で教員から教わるといった知識の理

解を深めるための場所・資料を提供するだけでは不十

分となっている。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があ

るということなのである。 
2.2. ネット世代の学生と図書館 

 ラーニング・コモンズへの展開には，上記の教育の

パラダイム転換とともに，顧客層の鮮明化の必要性と

いう要因も考えられる。すなわち，初期のインフォメ

ーション・コモンズで想定していた顧客層は，教員・

大学院学生・学部学生・地域住民と多岐であり，全般

的な需要を満たすことを達成目標としていた。 
 しかしながら，電子ジャーナルやデータベースのウ

ェブ化が急速に普及し，各種製作用ソフトウェアの導

入・利用が簡便となったことで，教員・大学院学生の

大多数は自らの研究室環境で充足するようになった。

その結果，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

のである。 
 一方，主たる顧客層として想定する学部学生は，次

のような特色を備えたネット世代となっている(7)。 
・1980 年以降に誕生 
・常にネット接続 
・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 
・消費者であるとともに生産者 
・ビジュアル指向である 

 そして図書館は，このネット世代の学生の学習・生

活行動様式にフィットした，次のような施設・設備を

備えることが求められるのである。 
 ・移動可能なパーティションなどによるフレキシブ

ルな空間 
 ・グループ学習室，グループ･ワークステーション，

プレゼンテーション室などの共同作業向きの場所 
 ・カフェやラウンジなどの社交的な施設 
 それでは次に，このような時代に開設された，いく

つかのラーニング・コモンズ（もしくはインフォメー

ション・コモンズ）を紹介しよう。 
3. ラーニング・コモンズの事例 

3.1. マサチューセッツ大学アマースト校 
 マサチューセッツ大学アマースト（Amherst）校の

デュボア（Du Bois）図書館は，2005 年に改修を行い
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メインフロアにラーニング・コモンズを設置した。さ

まざまな大きさのテーブルに対して 250の座席を配置

し，164 台の PC を設置している。1 台の PC に 1～3 席

のテーブル（これを「スタディ・ポッド」という）を

59 組，1 台の PC に 6 席のスタディ・ポッドを 6 組配

置している。また，6 席のスタディ・ポッドを個室化

したグループ学習室を 13 室設置している。 
 ラーニング・コモンズには，技術支援デスク，レフ

ァレンス・研究支援デスクなどのサービスポイントが

設置されているほか，学内の他組織との連携により，

学習上・就職上の指導・アドバイスを行うコーナーや

ライティング指導コーナーも併設し，多岐にわたる学

生の学習支援活動を行っている。 
 飲食に便利なよう，同じフロアにはカフェがある。

飲食に関する制約は緩和されており，密閉できる飲食

物であれば，館内に持ち込むことができる。また，ラ

ーニング・コモンズは，静粛な学習エリアではないと

利用規則に断っている。 
3.2. マウント・ホリヨーク大学 

 マサチューセッツ大学アマースト校は，近隣 5 大学

とコンソーシアムを形成し，構成員が相互に図書館を

利用できるようにしている。マウント・ホリヨーク大

学はその 5 大学コンソーシアムに参加している，学生

数 2 千人規模の比較的小規模な女子大学である。これ

まで紹介した研究図書館の大規模施設に対して，規模

にみあったインフォメーション・コモンズを実現して

いる。 
 マウント・ホリヨーク大学は，2003 年秋，図書館に

隣接する築 13 年の建物を改築して，インフォメーシ

ョン・コモンズをオープンした。50台のPCを設置し，

無線 LAN でのアクセスも可能となっている。3 台の

PC は大画面ディスプレイを備え，グループ・インス

トラクションができるようになっている。インフォメ

ーション・コモンズへの入口でもある図書館エントラ

ンスにはカフェがあり，インフォメーション・コモン

ズと相まって多くの学生が時間を過ごしたくなるワ

ン・ストップ・ショップとなっている。 
 インフォメーション・コモンズの多彩なサービスを

支えるために，組織の改編が行われている。図書館，

アーカイブズ，アカデミック・コンピューティング（大

学の学術研究をサポートする IT 技術・専門知識など

を指導する），言語・メディアリソース，電子的サービ

ス部門を統合し，図書館・インフォメーション&テク

ノ ロ ジ ー サ ー ビ ス （ Library, Information and 
Technology Services：LITS）グループを組織した。

統合したこの LITS によるインフォメーション・コモ

ンズの優れた学生支援活動に対して，ACRL は 2005
年の図書館優秀賞（カレッジ部門）を授与している。 
 このように多様なサービスを行うインフォメーショ

ン・コモンズは，「新たなるキャンパス図書館（new 

edition of the campus library）」であると考えられる。

学生は，図書からラップトップ PC，デジタル・カメ

ラまで何でも図書館から借りていく。そしてレファレ

ンスを受け，データベースの操作法やパワーポイント

の使い方を教わる。PC がウィルスに感染したり，壊

れたときはインフォメーション・コモンズで直しても

らう。それでもインフォメーション・コモンズは，図

書館の一部であると考えられている(8)。 
3.3. ウォーリック大学 

 英国のウォーリック大学では，2005 年に「ラーニン

グ・グリッド」(9)を開設した。これは，「飲食禁止・会

話禁止」という伝統的な図書館利用を超えたコンセプ

トから設計したもので，現在は図書館とは別の建物に

設置している。1 階，2 階のフロアに 65 台の PC と学

習机を配置し，自由に学習ができるようにしている。

同じ建物の 1 階にはカフェがあり，ラーニング・グリ

ッドへの飲食物の持ち込みも自由である。ほかに，プ

レゼンテーション用の機器を完備した部屋も用意して

ある。 
 ラーニング・グリッドのマネージャーは社会人教育

を担当していた専門家であり，そのもとに IT 業務の

職員が配置されている。大学職員はこの 2 名だけであ

り，あとは登録されている学生アドバイザーが常時交

替で学生の利用支援を行っている。図書館員によるフ

ォーマルな情報リテラシー教育ではなく，学生が常に

歩き回り，対面式でアドバイスするのがラーニング・

グリッドのスタイルであるという。学生同士の教え合

いを奨励し，学生が自主的に学習できる環境づくりを

目指しているのである。 
 ラーニング・グリッドの 高責任者は，図書館長で

ある。ラーニング・グリッドの試みを成功させて，次

段階として，現在の図書館そのものにラーニング・グ

リッド的なスペースを導入すべく，図書館の改装計画

を立てていた(10)。 
おわりに 

 インフォメーション・コモンズもしくはラーニン

グ・コモンズという名称で，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について概観し

てきた。 
 わが国でも，ネット世代に対応した学習環境の整備

が必要とされているはずであるが，残念ながら大幅に

対応が遅れているというのが実状である。筆者が見聞

した範囲では，国際基督教大学のミルドレッド・トッ

プ・オスマー図書館をインフォメーション・コモンズ

の先駆例として示すことができる。2000 年に開館し，

オープンスペースのスタディ・エリアに 120 台の学習

用 PC，3 つのグループ学習室，マルチメディア教室を

備えている。地下の自動化書庫以外には書架はなく，

学生に対する学習スペースの提供を主たるサービス機

能としている。 
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 今後，わが国の大学におけるネット世代の学習環境

の整備において，インフォメーション・コモンズもし

くはラーニング・コモンズに類した施設・サービス機

能が実現されていくことになろう。その実現にあたっ

ては，大学図書館がリーダーシップを発揮していくこ

とを期待しており，本稿がそのための一助になれば幸

いである。なお，紙面の都合で，理論的側面について

のレビューはできなかった。注で挙げた文献等を参考

にしていただきたい。 

（東北大学附属図書館工学分館：米澤
よねざわ

 誠
まこと

） 
 
(1) ここでいう「インフォメーション・コモンズ（Informa-

tion Commons）」は，情報の共有とフェア・ユースの推進

を説く概念としての「情報コモンズ（Information Com-
mons；CA1541 参照）」とは別のものである。 

(2) ある程度包括的なインフォメーション・コモンズのリス

トとして次のサイトがあるが，2005 年以降更新されてい

ない点に注意する必要がある。 

David Murray. "Information commons: a directory of
innovative services and resources in academic librar-
ies". (online), available from <http://www.brookdale.
cc.nj.us/library/infocommons/ic_home.html>, (accessed 
2006-07-28). 

(3) USC Libraries. "Leavey Library 2004 conference". 
(online), available from <http://www.usc.edu/libraries/l
ocations/leavey/news/conference/about/>, (accessed
2006-07-28). 

(4) J. Murrey Atkins Library. "ALA annual conference 
2006". (online), available from <http://library.uncc.edu
/infocommons/conference/neworleans2006/>, (accessed 
2006-07-28). 

(5) Bailey, Russell et al. Information commons redux :
concept, evolution, and transcending the tragedy of
the commons. The Journal of Academic Librarianship,
28(5), 277-286.  

(6) J. Murrey Atkins Library. "From information com-
mons to learning commons". (online), available from 
<http://library.uncc.edu/infocommons/conference/minne
apolis2005/>, (accessed 2006-07-28). 

(7) 上記(4)での発表資料などによる。 

(8) Albanese, Andrew Richard. Campus library 2.0.
Library journal, 129(7), 2004, 30-33. 

(9) The Learning Grid, University of Warwick. (online),
available from <http://www2.warwick.ac.uk/study/gri
d/>, (accessed 2006-08-15). 

(10) 平成 17 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）」（研究代表者：筑波大学，永田

治樹教授）での訪問調査（2006 年 3 月）による。 

 
CA1604 
動向レビュー 

日米における著作権法の 

図書館関係制限規定の見直しの動き 
 

1. 図書館資料としての著作物の変化 

伝統的な図書館サービスは，図書・雑誌の紙媒体，

録音テープなどの固定物の資料を収集・保管し，整理

した上で，建物内で利用者に提供するというものであ

るが，社会のデジタル化・ネットワーク化の進展につ

れて，図書館資料としての「著作物の生産・流通・消

費のすべての過程がデジタル技術とインターネットと

に巻き込まれてしまったこと」(1)により，情報提供機

関としての図書館の機能に変化が生じたため，デジタ

ル・ネットワーク時代に対応した著作権法の見直しが

必要であるという指摘がなされている。 
 本稿では，このような著作物の変化の中で，米国・

日本で行われた図書館関係の著作権法上の権利制限の

見直しの議論について，デジタル化・ネットワーク化

を中心に紹介する。 
 デジタル化・ネットワーク化された著作物は，これ

までの著作物とは異なり，物理的な占有を必要とせず，

インターネットを通じた流通・複製等が容易なものとなる。

この状況を踏まえて新たに法制化する場合には，どの

ようなデジタル情報の流通過程に複製権，演奏権等の

著作権法上の支分権（権利の束である著作権を構成す

る権利のそれぞれを指す）を及ぼし，また権利制限規

定を設けるのが妥当であるのかを考える必要がある(2)。 
2. 米国における改正動向 

2.1. 108 条研究グループの概要 
 米国では，「108 条研究グループ(The Section 108 
Study Group)」が米国議会図書館（LC）に設置され，

第 1 回の会議が 2005 年 4 月 14 日と 15 日にワシント

ン D.C.で開かれた。このグループは，LC 館長に対し

て 2006 年半ばまでに，近年のデジタル技術の進展に

伴う著作物の創作，流通，図書館における保存のあり

方の変化などを踏まえた図書館関係の著作権法改正を

勧告することを目的としている。ここでいう「108 条」

とは，米国著作権法において図書館に関する権利制限

（Limitations on exclusive rights）を規定している

条文（17 U.S.C. Sec.108）を指す。その活動におい

ては，同じ LC の組織下にある米国著作権局（U.S.
Copyright Office）や，同図書館が主導する「全米デ

ジタル情報基盤整備・保存プログラム（National
Digital Information Infrastructure and Preseva-
tion Program：NDIIPP）」（CA1502 参照）の協力を

得ている。 
 会議は，原則として非公開で 13 回行われる予定で

あり，2007 年 3 月の会議で結論を得ることになって
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