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研究目的 
本研究グループは「知のサーキュレーション」というモデルを提案し、「知識インフラ」

の在り方について考察する。本研究では、「知のサーキュレーション」を“知識が再利用さ

れることで、意味や価値が遷移し、新たな知識が生成されること”と定義する。 
 第 4 期科学技術基本計画では、研究情報を統合して検索、抽出することが可能な「知識

インフラ」の構築を進めるとあり、各方面で知識インフラの整備をうたったプロジェクト

が展開されている。しかしながら、「知識インフラ」の具体的在り方についてはほとんど研

究されてない。そこで本研究グループを設置することで、この問題について研究する。 



研究成果 
平成 25 年度 
平成 25 年度は「知のサーキュレーション」という言葉の意味について議論した。研究組

織の議論で様々な意見が出たが、まずは知のサーキュレーションの最小状態を定義し、そ

こから徐々に拡張して研究することが望ましいという合意にいたった。その結果、知のサ

ーキュレーションの最小状態とは、一対一の状態で知識が一巡した場合を指すとした。知

のサーキュレーションは、この最小状態から様々な形で拡張可能である。また、個人の知

識の蓄積であるライフログについても研究を行った[1][2]。 
平成 26 年度 

平成 26 年度は、知のサーキュレーションの代表的な場であるラーニングコモンズについ

て研究を行った。複数のラーニングコモンズを訪問し、空間としてのチェック項目を以下

のようにまとめた。A. フロア全体で調和が取れているか。B. 部屋の広さは適切か。C. 音
の響き具合はどうか。D. 証明はどのように設計されているか。E. 部屋と什器はどのよう

な配色か。F. どのようにゾーニングされているか。G. テーブルや椅子の形や機能はどのよ

うなものか。H. テーブルや椅子はどのように配置されているか。I. 経路設計はどうなって

いるか。J. 学生は什器を移動させ、部屋を柔軟に使っているか。これらの項目はさらに細

かく分かれている[3]。また、ラーニングコモンズはアクティブラーニングの場の一つとし

て重要であるが、これがどのように周知されているかが問題となる。本研究では、Web 調

査とインタビュー調査を実施し、ラーニングコモンズの情報発信の現状について調査した。

その結果、Web における発信は積極的に行われていないことが明らかになった。その一方、

情報発信を行っている大学図書館はラーニングコモンズのプレゼンス向上につながってい

る事例もみられた[4]。 
平成 27 年度 

平成 27 年度はラーニングコモンズの利用を増加させる要素は何かを明らかにするため、

調査分析を行った。具体的には 24 のラーニングコモンズをサンプルとし、『日本の図書館:
統計と名簿』に記されている入館者数、貸出数、参考受付総件数を利用量として取り上げ、

これらを増加させるラーニングコモンズの要素を分析した。その結果、プリンタ、コピー

機、ノート PC があり、学生一人当たりコンピュータ台数が多く、さらに TA・SA による

支援があって、1 階に設置されているラーニングコモンズは、他のラーニングコモンズに比

べて、入館者数や参考受付総件数を増加させる可能性があることが示された[5]。 
平成 28 年度 

平成28年度は知のサーキュレーションにおいて知識生成のきっかけとなるセレンディピ

ティについて研究を行った。初期の情報推薦システムでは、精度を重視したアイテムが推

薦されてきたが、近年では精度に加え、推薦されたアイテムに対する「セレンディピティ」

が要求されるようになってきた。そこで本研究では、テーマに沿った資料を閲覧し、経路

を辿りながら図書館資料を探索する手法にヒントを得て、実空間での資料探索行動を情報



推薦システムの枠組みに取り入れることによって、セレンディピティのあるアイテムを推

薦する手法の実現を目指した。その結果、1) 任意の phrase を含む多様な genre の図書を

推薦する機能 phrase-diverseGenre、2) 選択された図書の genre と一致し，phrase を含

む図書を推薦する機能 phrase-genre、3) 選択された図書の genre と一致し，phrase を含

まない図書を推薦する機能 NotPhrase-genre という 3 つの手法をシステムとして実現し

た。評価実験の結果、本手法の有効性が確認できた[6]。 
平成 29 年度 

最終年度にあたり「知のサーキュレーション」に関する研究成果を以下にまとめる。 
 知識が再利用され、新たな知識が生成されるためには、場、コミュニケーション、シ

ステムの 3 要素を相互に関連させた環境を整備する必要がある。 
 場は、人の感覚に直接作用し、学習意欲に影響を与える物理的な設えと知識生成を行

う行動が相互作用する活動それ自体を指す。 
 知のサーキュレーションはコミュニケーションの連鎖によって継続するが、どれだけ

継続するかは場の活性化度合いに依存する。 
 システムは通常の情報検索や情報推薦だけでなく、思いがけない情報に出会えるセレ

ンディピティ機能等を有する新しいタイプのシステムが必要とされる。 
 今後の課題は知のサーキュレーションの規模をスケールアップし、社会の知識インフラ

を構築することである。 
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