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概要：アクティブ・ラーニングの普及に伴って、インフォメーション・コモンズ、さらにラーニング・

コモンズが学生の学習場所となってきている。大学図書館は、これらの提供するサービスのひとつと

してとらえられるようになってきている。このような環境において、電子図書館のあり方、提供すべ

きサービスについて考察する。 

 

1  はじめに 
電子図書館は、図書館で提供するサービスのう

ち、オンライン化の可能なサービスを提供してき

た。これらには、OPAC の遠隔利用、蔵書のオン

ライン予約、複製の取り寄せ依頼、蔵書の購入依

頼といったサービスが挙げられる。また、マルチ

メディア技術の発展に伴って、図書館の蔵書、特

に歴史的に価値の高い書物の電子化や、電子ジャ

ーナルや電子刊行物の管理、閲覧、貸出など、電

子図書館ならではのサービスを提供するようにな

った。最近では、電子書籍の貸出サービスが進め

られている。 

図書館が提供するサービスは、こうした図書関

連のものばかりではない。特に大学図書館におい

ては、参考文献や参考書を提供するだけでなく、

学習に集中できる静寂な空間を提供することで、

学生の自習スペースとして利用されてきた。 

近年、大学教育において、アクティブ・ラーニ

ングが取り入れられるようになってきた。これは、

学生が自ら考え、問題を発見し、解決できるよう

導く教育方法であり、これまでの教員から学生へ

の一方的な知識の伝達より教育効果が高いとされ

ている。このアクティブ・ラーニングでは、学生

はグループで課題に取り組み、協調学習や意見交

換を活発に行える機会が多くなっている。 

アクティブ・ラーニングの導入が進むにつれ、

大学ではグループで学習する環境が必要となって

いる。折しも、大学図書館では、学生のニーズに

応え、IT 環境とグループ学習環境を提供するイン

フォメーション・コモンズの整備が進んでいる。

インフォメーション・コモンズに、より教育的、

学術的な色合いを持たせたものが、ラーニング・

コモンズであり、新時代の大学図書館と広く考え

られるようになってきている。 

本論文では、アクティブ・ラーニングに至る授

業形態の変化とそれに伴う学習環境へのニーズの

変化を整理し、学習環境としての大学図書館の変

遷を辿りながら、ラーニング・コモンズを提供す

る大学図書館において、電子図書館が果たすべき

機能や提供すべきサービスについて考察する。 

 

2  授業形態の変化に伴う学習環境への

ニーズの変化 
インターネットや IT の普及以前、教室におけ

る対面授業が主たる授業形態であったとき、学生

が自習に用いるものは、テキストや参考文献、参

考書などの図書や、授業ノートや授業時の配布プ

リントなどであった。学生が求める学習環境は、

参考図書や資料を簡単に入手でき、それらを広げ

るスペースがあり、1 人で集中できるような静寂

な環境であった。 

インターネットや IT の普及に伴って、教材の

電子化が進められ、WBT や LMS、CMS などを使

用し、オンライン受講や授業支援などを行う e ラ

ーニングやブレンデッド・ラーニングが大学の授

業に取り入れられるようになった。また、OCW な

どに見られるように、授業で使用するマルチメデ

ィア教材の共有化が進められ、様々な教材が簡単

に入手できるようになった。そのため、学生は、

これまで利用していた紙媒体の利用に加え、この

ような電子媒体の利用を利用するようになり、各

システムを利用した協調学習や質疑応答などを行

うようになった。すなわち学生は、従来のニーズ

に加え、PC などの情報端末、プリンタなどの情報

機器を必要とするようになった。 

さらに、MOOCs が普及してくると、オンライ



ンで MOOCs を受講し、教室などに集まってディ

スカッションなどを行う反転授業や反転学習とい

った学習スタイルが出てきた。学生の学習スタイ

ルは、1 人での学習から複数人での学習へと移っ

てきており、これまでの静寂な空間だけでなく、

カジュアルに話せ、活発に討論できる空間も必要

になってきている。 

2012 年 8 月の中央教育審議会の報告書におい

て、学士課程における教育のアクティブ・ラーニ

ングへの転換が提言されて以降、大学の授業にア

クティブ・ラーニングを取り入れる動きが活発に

なっている。アクティブ・ラーニングとは、文部

科学省の定義によれば、「教員による一方向的な講

義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修

への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修

者が能動的に学修することによって、認知的、倫

理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎

用的能力の育成を図る」1 とあり、「発見学習、問

題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、

教室内でのグループ・ディスカッション、ディベ

ート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・

ラーニングの方法である」としている。アクティ

ブ・ラーニングが導入されると、これまでの授業

形態のときより学生の授業外の学習が必要になり、

教材や参考資料を広げての机上や情報端末上での

自学自習ではなく、学生間および学生と教員間の

意見交換や学生同士の協調学習を主とした学習形

態になる。つまり、これまでのような情報端末と

広い机と静寂な環境だけでなく、資料を広げつつ、

数人でモニターを見ながら、活発な会話ができる

ような環境が必要になる。 

 

3  大学図書館の変化 
大学図書館は、図書を管理、貸出する従前の図

書館としての機能を果たすだけでなく、学生の学

習や教員の研究を支援してきた。大学図書館には、

学習の参考書や研究資料などが保管されており、

それらに簡単にアクセスできるという利便性だけ

でなく、資料を多数広げて閲覧できるスペースの

広さや、読書に集中できる静寂さがあり、それゆ

え学生の自習に最適な施設となっていた。以前、

図書館にあるパソコンは主に蔵書検索に用いられ

るものであり、プリンタは検索結果を印刷するた

めのものであった。そのため、OPAC のネットワ
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ークには接続されているものの、インターネット

に接続されていないものや、GUI に対応していな

いものもあった。 

やがて、図書館を図書、書籍といった紙媒体に

限らず、様々なメディアで閲覧できる場所ととら

えるようになり、また学習環境のニーズの変化に

合わせて、大学図書館はインフォメーション・コ

モンズを提供するようになった。インフォメーシ

ョン・コモンズは、必ずしも図書館内にあるわけ

ではなく、別の建物に設けられるケースもある。 

インフォメーション・コモンズには、インター

ネットに接続されたデスクトップパソコンやノー

トパソコン、プリンタなどの情報機器が備え付け

られ、学生が情報機器を使ってネットや様々なメ

ディアの情報にアクセスできる。さらに、学生同

士が協調学習や意見交換することのできる会話が

できるスペースや、飲食可能なリフレッシュスペ

ースが設けられている。 

また、インフォメーション・コモンズでは、自

学自習の場を提供するだけではなく、学習支援を

も行う施設となってあおり、これまで図書館が提

供していたレファレンスサービスだけでなく、IT

サポートやレポートや論文の作成支援を行うライ

ティング・サポートなどのサービスも提供する。 

その後、インフォメーション・コモンズが発展

して、ラーニング・コモンズとなった。両者とも、

同じコモンズであるが、Roberts(2007)2 によると、

インフォメーション・コモンズが知識の探求を目

的とする場所であるのに対し、ラーニング・コモ

ンズは知識の創造を目的とする場所であるとの違

いがある。そのためラーニング・コモンズは、公

式、非公式で利用できるプロジェクタを備えたプ

レゼンテーション室、持ち込んだノートパソコン

やタブレットの画面を映し出せる大画面 TV を利

用できるミーティング・スペース、プレゼンテー

ションや協調学習で使用する資料を作成するマル

チメディアスタジオ、必要に応じてレイアウトを

変更できる什器などを備えている。これらの設備

は、インフォメーション・コモンズでは想定され

ていなかったものである。ラーニング・コモンズ

はこれらの設備によって、授業での活動や課題学

習を行う公式なものから、学生の趣味や思い付き、

教員と学生の会話などから生まれた非公式なもの

まで、あらゆるグループやプロジェクトの立ち上
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げから共同作業、協調学習、プレゼンなどの各種

活動を支援している。 

 

4  ラーニング・コモンズ時代の電子図書

館サービス 
McMullen(2008)3 によると、ラーニング・コ

モンズの構成要素には 9 つの要素がある。 

① computer workstations clusters 

② a service desk 

③ collaborative learning spaces 

④ presentation support centres 

⑤  instructional technology centres for 

faculty development 
⑥ electronic classrooms 

⑦  writing centres and other academic 

support units 
⑧ spaces for meetings, seminars, receptions, 

programmes, and cultural events 
⑨ cafés and lounge areas 

これらのうち、コミュニケーションを主とする

サービスついては、既存の SNS や、大学ポータル、

e ラーニングシステムなどで既にオンライン化が

実現されている。その他、オンラインで提供でき

るサービスは、②a service desk（以下、サービス・

デスク）における業務といえる。 

サービス・デスクで提供されるサービスには、

購入希望や複製の取り寄せなど、手続き的なサー

ビスが多くあるが、図書館員の経験や能力に大き

く依存するサービスにレファレンスサービスがあ

る。 

レファレンスサービスには主として、①自身の

図書館や他の図書館の蔵書の検索や所在情報の提

供、②書誌的事項の調査、③利用者の所望する事

項について記載されている資料や文献およびそれ

ら情報の提供などがある。これらの中でも、③は、

大学図書館にとって学生や教員の学習や研究活動

の支援として有用なサービスであるが、まして学

生の学習を支援するラーニング・コモンズにとっ

ては極めて重要なサービスといえる。 

従来から、授業担当の教員の推薦する教材や参

考資料、参考ウェブサイトなどは、CMS や大学ポ

ータル、授業中の指示によって学生に告知されて

いる。しかしながら、それら資料だけでは不足す

るケースや、告知されないケースもある。これら
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のケースにおいては、学生は自ら適切な資料を探

さなければならない。 

電子化、オープン化された教材や授業資料とい

ったアーカイブは、大学やコンソーシアム、プロ

ジェクトなどで準備されているコンテンツリポジ

トリに蓄積されている。それぞれのリポジトリ内

で資料を探すこともできるが、リファラトリによ

ってリポジトリを横断的に検索することができる

ようになっている。また、計画的に電子化された

アーカイブだけでなく、様々なウェブページも参

考資料になりえるため、学生は、参考資料を探す

にあたり、リファラトリのみならず、ウェブ検索

も利用する（図 1）。 

しかしながら、単純な検索では、大量のアーカ

イブやウェブサイトが出てきてしまう。これらを、

参考資料となるかどうか、自身の学習に役立つか

どうかをひとつずつ精査していくのは大変な労力

であり、集めた資料から知識を得て理解を深める

までに相当なロスが生じる。この精査する労力や

時間をなるべく減らし、学生が本来行うべき知的

活動にいち早く集中できる仕組みが必要である。 

前述のように、レファレンスサービスの効率化

は、図書館員が蓄積する経験やノウハウによる部

分が大きく、また手間が非常にかかるため、これ

までのレファレンスサービスで提供してきた情報

を再利用する仕組みが求められていた。現在、国

立国会図書館の主導によりレファレンス協同デー

タベースが構築されており、大学図書館をはじめ

全国の図書館と協同で運用されている。レファレ

ンス協同データベースでは、レファレンスマニュ

アルや、各図書館で提供したレファレンスの事例

などを蓄積し、共有することで、図書館における

レファレンスサービスや一般利用者の研究の支援

図 1：従来の参照 



を行っている。 

ところが、レファレンス協同データベースでは、

基本的に図書や政府刊行物など、従来の図書館で

扱ってきたものが多く、学習教材としてのアーカ

イブやウェブサイトまで網羅されていない。また、

ラーニング・コモンズでの利用であるため、学生

にとって役立つ教材や参考資料としての利用を想

定しなければならない。例えば、単純に授業科目

や授業中のキーワードで検索した場合においても、

開講している大学や担当している教員が異なれば、

当然参考資料や学習に役立つ資料は異なってくる

ことが想定される。また、大学によって学生の知

識や学習意欲の差もあるので、学生によって有用

と感じる資料は異なるものと推察される。これら

のことから、レファレンスサービスがアクティ

ブ・ラーニングに対応するには、大学図書館間の

レファレンス情報の共有化だけでは不十分であり、

大学ごとに適したレファレンス情報を蓄積し、活

用しなければならない。 

通常、ラーニング・コモンズでは、入退室情報

や、情報機器やシステム利用のログイン情報を管

理している。これら情報と検索履歴、アクセスロ

グなどから、学生がどのようなキーワードで検索

し、どのウェブページを参照し、どのようなアー

カイブを閲覧しているのかといったデータを蓄積

することができる。こうして蓄積されたデータを

データマイニングにかけることで、よりヒット率

の高いアーカイブやウェブページを割り出すこと

ができる。例えば、アクセス数が多い、アクセス

時間が長い、印刷回数が多いといった資料は有用

な資料であると推察できよう。また、この検索や

閲覧の情報を学生の受講情報と結びつけることに

よって、どの授業、さらに細かくどの授業回のた

めの参考資料なのかを特定することができる。さ

らに、成績情報を参照することによって、成績の

優秀な学生が参照していた資料を特定することも

できる（図 2）。 

つまり、このような仮説をもとに、入退室情報、

ログイン情報、アクセス数や参照時間などの閲覧

情報、学生情報をデータマイニングにかけること

で、授業や授業回に適した参考文献やアーカイブ、

ウェブサイトを限定し、ピックアップすることが

できる。時間の経過とともに、これら情報が蓄積

し、データマイニングを繰り返し行うことで、よ

り精度を上げることができる。このようなレファ

レンス情報データベースによって、電子図書館で

学生が検索した際には、この学生の情報から有用

と推定される資料に誘導することができる。また、

これらをいつでも参照できるようにしておくこと

で、ラーニング・コモンズ内のサービス・デスク

においてもレファレンスサービスの効率化、高度

化を実現できよう（図 3）。 

図 2：電子図書館レファレンス情報データベース 



 

5  おわりに 
本論文では、対面授業からアクティブ・ラーニ

ングに至る大学の授業形態の変化とそれに伴う学

習環境のニーズの変化を整理し、それに合わせて

学習環境を提供する大学図書館の機能が参考図書

と静寂な空間の提供からインフォメーション・コ

モンズ、ラーニング・コモンズへと進む変遷を概

観した。そして、ラーニング・コモンズを有する

図書館が提供するサービスのうち、電子図書館が

より効率化できるサービスとして、サービス・デ

スクの業務、とりわけレファレンスサービスの高

度化を提案した。 

本論文でのレファレンスサービスでは、検索履

歴や閲覧時間などを入退室情報やシステムのログ

イン情報、受講情報、成績情報と結びつけること

で、学生の要求に応える資料のヒット率の向上を

提案したが、さらに発展させることができよう。

例えば、学内の学生の位置情報を学生情報と結び

つけることで、レファレンスサービスを利用する

学生が今一緒に学習しているグループを特定する。

どの授業のグループなのか、どのプロジェクトの

グループなのか、単に趣味の合うグループなのか

がわかり、どのような情報を望んでいるかが細か

く把握できる。これにより、より学生個人を指向

したレファレンスサービスが可能となる。このよ

うに、大学内の他の情報を利用すれば、さらにレ

ファレンスサービスの精緻化や個別化などの可能

性が期待できる。 
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図 3：電子図書館レファレンスサービス 


