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サービス終了のお知らせ 
国立国会図書館書誌提供サービス (NDL-Bib)は 
2020年12月でサービスを終了します。 

2021年1月からは、
国立国会図書館ホームページまたは
国立国会図書館サーチをご利用ください。

国立国会図書館ホームページ
《 JAPAN/MARCデータ（毎週更新）》
毎週金曜午後、全国書誌データと典拠データ（1週間分の新規・更新・削除分）
を掲載しています。 
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb_product.html 

国立国会図書館サーチ
外部提供インタフェース（API）を通じて、全国書誌データや新着書誌情報のほか、 
JPROの近刊情報なども取得できます。 
2021年1月以降、MARC形式データのダウンロード機能(1件単位)を追加予定です。 
https://iss.ndl.go.jp/ 

NDL-Bibを目録作成等に利用されているみなさまには、
ご不便をおかけします。今後の書誌データのご利用につい
ては、裏面で具体的に紹介しています。 
※Web変換サービス (https://webservice.ndl.go.jp/)も2020年12月に終了します。

国立国会図書館収集書誌部収集・書誌調整課書誌サービス係
〒100-8924 東京都千代田区永田町1－10－1
電話：03-3581-2331（代表） FAX：03-3581-5712

お問い合わせ先 

E-mail：bibinfo@ndl.go.jp 
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現在の利用方法 今後の利用例
NDL-Bib「全国書誌提供サー 《 JAPAN/MARCデータ（毎週更
ビス」で日付を指定し、 新）》から 1週間分のMARC形式の
MARC形式のデータをダウン • 日次→週次 データをダウンロード 
ロード • 形式は同じ 

NDL-Bib「詳細検索」でISBN
や分類で検索し、必要なMARC
形式のデータをダウンロード 

• MARC形式が
よい 

※標準形式、引用形式、ASF形式、
記号区切り形式のダウンロードは終
了します。 

• MARC形式で

2. 対応する図書館システム
をご紹介しています。
《国立国会図書館書誌デー
タ対応システム一覧》 
https://www.ndl.go.jp/jp/
data/data_service/jnb/sys
tem_list.html 

NDLサーチをISBNや分類で検索し、
必要なMARC形式のデータを1件単位
でダウンロード 

検索
取得

※2021年 1月以降、提供予定

NDLサーチのAPIに対応した図書館シ
ステム2から、ISBNや分類で検索し、
必要なデータを取得 

なくてもよい1 

• 手軽に取得し
たい 

検索
取得

NDLサーチのAPIを使ったツールで、 
Excelにデータを取得し、図書館シス

• API対応の図書 テムにExcelデータを取り込み
館システム導
入は難しい 

• MARC形式で
なくてもよい1 

取得
取り込み

1. NDLサーチのデータ形式
はDC-NDL（RDF）等です。
詳しくは《 MARC21とDC-
NDL（RDF）の書誌データ
の主な違い（ PDF）》参照。 

https://www.ndl.go.jp/jp/ 
data/data_service/jnb/pdf 
/MARC21andDC-NDL.pdf

https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/system_list.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/pdf/MARC21andDC-NDL.pdf
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