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CA1595 

米国の図書館における録音図書サービス 
～デジタル技術を活用した録音図書～ 

 
1. はじめに 

録音図書（audiobook，以下オーディオブック）と
いうと，視覚障害者が文字の代わりに音で本を読む

（聴く）ために利用しているが，それ以外にも広く利

用されている。米国においては，特に通勤時の車の中

や運動中に聞かれることが多いようだ。最近では，イ

ンターネットからデータをダウンロードして聴くとい

った新しいオーディオブックも普及してきている。 
そこで今回は，米国におけるオーディオブック事情

について簡単に紹介する。 

2. オーディオブックの種類 

現在，オーディオブックとして以下の媒体が流通し

ている。 
・カセットテープ 
・CD 
・MP3-CD 
・ダウンロード型ファイル 

これまではカセットテープがオーディオブックの

主流であったが，CD が作られてからは CD の利用が
増えてきている。また，媒体としては同じ CDである
が，データを圧縮し，1 枚の CD により多くデータを
格納できる MP3 フォーマットの CD が普及してきて
いる。さらに，媒体を固定せず，インターネットなど

から，手持ちの PC や携帯オーディオ機器にデータを
ダウンロードする方法も，手軽さや携帯機器の普及な

どにより増加している。 
図書館サービスにおいても，オーディオブックの提

供形式はカセットテープから CDやダウンロード型フ
ァイルへ移行しつつある。特にダウンロード型のファ

イルは，ウェブからダウンロードできるサービス基盤

が整っていれば，図書館に来館せずに，24 時間 365
日貸出が可能となるため，利用者にとって利便性が高

い。同時に図書館にとっても，返却期限がくると自動

的にファイルが削除されるなどの機能が付いているた

め延滞と督促が不要，また物理的媒体を貸し出さない

ため破損の心配がない，といったメリットが大きい。 
図書館によっては，オーディオブックデータを収録

した iPod shuffle（Apple社の携帯用オーディオ機器）
を貸し出しているところも出てきている。もちろん，

来館して機器の受け渡しを行うという手間は必要にな

るが，このサービスによって，車の中でしかオーディ

オブックを聞かなかった人々が，車以外でも常に携帯

して聞くような新しい利用を始めるきっかけになって

いるようだ。 

3. オーディオブック市場の動向と図書館サービス 

オーディオブック市場において，CD が出現したこ
とにより，主流であったカセットテープに完全に取っ

て代わったかというと必ずしもそうではない。米国の

オーディオブック読者(本当なら聴者とでも言うべき
か)は，通勤時などに車の中で聞くことが多い（60～
70％は車の中で聞いている）。しかし，米国で走って
いる車の多くが CDプレーヤーを搭載していないため，
多くの読者はカセットテープを使用している。こうし

た状況が変わるまでには，まだ数年はかかると見られ

ている。 
流通においては，印刷媒体に比べてオーディオブッ

クの発売が遅くなるという問題がある。そこで，業界

はこの 2つの同時発売を目指すようになってきている。
多くの会社では，「同時発売」を「1か月以内」と定義
している。ただ，オーディオブックの発売は早ければ

良いというものでもない。文字を音にしなければなら

ないため，適切な朗読者を選ぶなど，印刷媒体とは違
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う点で，質を維持するための時間が必要になる。制作

会社には，品質を維持しながら，より早く，可能な限

り印刷媒体と同時に発売することが望まれる。 

4. デジタルオーディオブック 

4.1. 特長 

カセットテープなどアナログタイプのオーディオ

ブックに対して，CDやMP3などのデジタルオーディ
オブックが増加しているが，そのメリットはやはり利

便性であろう。聞きたい箇所の頭出しをするのに，始

めから聞いていくか，適当なところまで早送りする他

はないカセットなどと違い，デジタルのオーディオブ

ックは，頭出しや聞きたい箇所の検索が容易である。

また，カセットなどは専用の再生機器がなければ聞く

ことができないが，デジタルの場合は，CD であれば
各種 CDプレーヤーでも PCでも再生でき，ウェブサ
イトからダウンロードするようなファイル形式であれ

ば iPodなどに代表されるデジタル携帯再生機器や PC
でも再生できるし，また CDに焼いてしまえば CDと
同様に聞くこともできる。こうした利用方法の多様性

はやはりデジタルオーディオブック独自のものであろ

う。 
4.2. 技術的課題 

デジタルオーディオブックにも課題はある。一番は，

技術的に未熟なことだろう。まず，標準的なフォーマ

ットが定まっていないために，互換性がない。携帯デ

ジタル機器として人気の高い iPod は，独自のフォー
マットを用いているために，Windows形式のファイル
を再生することができない。逆も同様である。図書館

では，より多種類の機器に対応している Windows フ
ァイルを採用していることが多い。そのため，iPodユ
ーザは図書館でのオーディオブックを利用できないこ

とになる。これは決定的に利便性を損なう問題である

が，Apple と Windows 両陣営の歩み寄りを期待する
ほかない。他にも，各社がまちまちに製作しているこ

とによって，データの圧縮率，つまり音質とファイル

サイズの問題なども生じている。 
また，機器のユーザインターフェースなどの使い勝

手も解決すべき点が少なくない。再生速度を変えなが

ら聞くことのできる機能は，視覚障害者に評判がよく，

一般ユーザにも便利であるが，対応している会社が限

られている。一旦停止した際に停止した箇所から再生

が始まるか，最初に戻って再生するかといった機能な

ど，使い勝手につながる部分で会社によってまちまち

なこともある。ユーザに使いやすいような機能を各社

で盛り込んでいくことが望まれている。 

4.3. サービス等の課題 

図書館向けの販売方法も会社によって様々である。

1 タイトルのオーディオブックデータは同時に一人に
しか貸し出しを認めない，という利用モデルを採用し

ている会社もあるが，同時利用を無制限にするといっ

たモデルが望まれており，利用の促進にもつながるだ

ろう。 
また，より一層のコンテンツの充実が望まれる。ベ

ストセラーだけでなく，様々な分野の文献がオーディ

オブックになると，ユーザにとってより便利になって

いくだろう。分野だけでなく，使用言語の多様さも重

要であろう。最近ではスペイン語の文献がオーディオ

ブックとして発売されているが，これもユーザの裾野

を広げることにつながるだろう。 
5. これからのオーディオブック 

今後オーディオブックがより普及していくために

は，前述したような様々な問題の解決が必要である。

特に Apple 社製品と Windows製品の互換性の問題は
ユーザにとって大きな問題である。業界各社は連携し

て問題を解決しながら，ユーザの利便性を高めていく

ことを求められている。 
より新しいコンテンツとして，E456 では，デンバ

ー市公共図書館（コロラド州）が米国で初めての，動

画のダウンロードサービスを開始したことが報告され

ている。図書館のウェブサイト経由で動画を自分の

PC にダウンロードできるサービスである。図書館で
ビデオや DVD などを借りに行くしかなかった利用者
にとって非常に便利なものになるだろう。ただし，利

用者の自宅等にブロードバンド環境が必要になる。 
米国におけるオーディオブックは，関係者が様々な

課題と向き合いながらサービスを模索し，今後も拡大

していくものと思われる。 

（資料提供部利用者サービス企画課：井
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メタサーチ技術と 
国立国会図書館デジタルアーカイブポータル 

 
はじめに ～「メタサーチ技術」とは？～ 

インターネットの急速な普及に伴い，インターネッ

ト上を流通する情報も急激に増加している。そこで，

このような情報を効率的に検索する方法が求められる。 
インターネット上には，文字，画像，動画など色々

な種類の情報があるが，このような情報について，探

すべき対象を文字で整理，表現した「情報の情報」が

あると探し易くなるはずである。これは，「タイトル」

「作成者」など情報の種類や内容などを特定できるよ

う構造化されたデータであると，より効率的に探し出

せる。このような「情報の情報」を「メタデータ」と

呼ぶ。「著者名」や「件名」，「一般注記」のような書誌

データ，あるいは二次情報と呼ばれるものもメタデー

タに含まれる。 
インターネット上の情報を検索するため，これまで

は，メタデータ及びテキストファイルの本文の文字列

を検索する「サーチエンジン」（又は「検索エンジン」）

と呼ばれるプログラムを用いる方法が用いられてきた

が，最近では自身の検索対象データベースを持つので

はなく，ユーザが入力した検索条件を既存の複数のサ

ーチエンジンに送信し，検索させる方法が出現した。

これを「メタサーチ」(又は「メタ検索」)と呼ぶ。 
本稿では，メタサーチ技術について，ごく一部では

あるが紹介し，これらを適用した例として「国立国会

図書館デジタルアーカイブポータル（プロトタイプシ

ステム）」についても簡単に紹介する。 
これまでのメタサーチ技術 

図書館の分野においては，まずカード目録に代わる

ものとして，これらの目録に記述された情報（書誌デ

ータ）の電子化がなされ，印刷版出力のためにデータ

を各々単独で稼働するコンピュータに入力し，検索す

る仕組みが備えられた。 
その後，インターネットの普及に伴いユーザの PC

が接続されるようになったことにより，そのようなデ

ータを蓄積したコンピュータをサーバとし，複数のサ

ーバ上の大量の書誌データを一度に検索したい，とい

う要望が出てきたのは自然な流れだろう。 

そこで，メタサーチの対象を書誌データとして適用

することが考えられる。 
米国議会図書館（LC）や OCLC などは，書誌デー

タをもつサーバ間で目録情報を交換することを考えた。

このような場合，やりとりするデータの種類，順番な

どをサーバ間で予め約束しておく必要があるが，この

約束事（一般に「プロトコル」という）が Z39.50
（CA1266，1386参照）である。Z39.50はその後，そ
れぞれの機関が作成した書誌データを検索するための

標準的な仕様となっていった。Z39.50は，仕様を緻密
に定めることで，単一のユーザインタフェースで様々

なデータベースを対象に，精度の高い書誌データ検索

を行うことが可能であった。 
しかし，Z39.50は，少なくとも日本国内では十分に

普及したとは言い難い。その理由としては，以下のも

のが考えられる。 
・検索対象が図書館に特化していると思われる仕様で

あり，他の業界に普及しづらいものであったこと。 
・別途日本語化対応が必要であり，対応ソフトウェア

の開発が遅れたこと。 
・緻密な仕様に対応したシステム構築とメンテナンス

が必要であり，一定規模がないと人員面，予算面で

厳しいと思われたこと。 
・分散型システムの短所として指摘されているよう

に，各サーバの性能やネットワークの渋滞，帯域の

影響を受けざるをえないこと。 
最近のメタサーチに使われている技術要素 

 以下の説明は，厳密には正確でない箇所があるが，

馴染みのない方にイメージを伝えることを意図してい

るため，ご容赦いただきたい。 
最近では，様々なサーバや PC の間で，より自由に

データを交換するための技術が出現している。このよ

<xml ...

<タイトル>たけくらべ
<作成者>樋口一葉
<作成日>明治X年
...

・通信するデータ要素は、「タイトル」
「作成者」「作成日」...である。

・受け取る順番は、ヘッダ部分
→「タイトル」→「作成者」
→「作成日」→...
→ファイルの終了記号である。

・各々の0,1の並びは、降順である。
...

データ要素：
ダブリン・コア

データ通信上の
約束ごと：
プロトコル

・HTTP
・SOAP
・OAI-PMH
・SRU, SRW

データの書き方：
XML, RDF

交換するデータ

図 1 データ交換技術要素 




