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国立国会図書館が提供する書誌データ

全国書誌の対象
• 法定納本制度や、寄贈・購入等により
収集した国内出版物

• 外国刊行日本語出版物

全国書誌
データ

NDL所蔵資料の書誌データ

古典籍・昭和前期
までの出版物

外国刊行の出版物
（日本語以外）

出版物の種類
• 図書、雑誌などの紙資料
• マイクロフィルム、レコード、

CD、CD-ROMなど
• 電子書籍・電子雑誌

e



全国書誌データの特長

豊富なデータ量 和図書：502万件（13万件/年）、
雑誌、地図、CD…

広範囲な資料 納本制度により、一般に流通しにくい資料を幅広く
収集

典拠データ作成 典拠とリンクした著者標目や件名標目で、精度の高い
検索

新着書誌情報 資料が納本されてから、約4日で新着書誌情報を公開

無償での提供 どなたでも、申請なしに、無償で利用可能



書誌データ件数（概数）
H30年度追加分 H30年度末累積

総計 223,000 12,234,000
日本語図書 127,000 5,020,000

雑誌 1,900 171,000
新聞 87 28,700

映像資料 9,200 145,000
録音資料 10,700 642,000
地図資料 7,300 283,000
楽譜資料 1,300 12,000



NDL所蔵資料

NDLで利用できる資料

NDLで利用できる資料
他機関の所蔵資料や情報

1週間分の全国書誌データ

書誌データの入手方法

約2日後

翌日

外部提供インタフェース(API)
やRSS利用での取得など

即時

毎週金曜日
≪国立国会図書館ホームページ≫

テキストファイル
のダウンロード

テキストファイル
のダウンロード

テキストファイル
のダウンロード



便利なツールで文献リスト作成

書誌データの活用方法
図書館システムで目録作成

24500 |6 880-01 |a あるかしら書店 / |c ヨシタケシンスケ著.
260 |6 880-02 |a 東京 : |b ポプラ社, |c 2017.6.
300 |a 102p ; |c 21cm.
7001 |6 880-03 |a ヨシタケ, シンスケ, |d 1973- |0 00928769
88000 |6 245-01/$1 |a アルカシラショテン.
88000 |6 245-01/(B |a Arukashira shoten.
880 |6 260-02/$1 |b ポプラシャ.
880 |6 260-02/(B |b Popurasha.

NDL書誌
データ取込

○×図書館システム

ISBNを
読み込んで

書誌データ

書誌データ



「書誌完成が遅くて使えない」との声も…

そこで

近刊情報 をご紹介します



JPRO近刊情報（NDLサーチ画面）

Cコードとは？
出版流通で使用される
C+4桁の数値。
読者対象・発行形態・
内容を示す。

JPO出版情報登録センター
（JPRO）提供
これから出る本、
出たばかりの本の情報

Cコードや
紹介文の検索可

（2019年10月28日現在）



APIを利用して図書館システムでの選書に

NDLサーチ

JPRO

出版社

選書・発注

各図書館

近刊情報

ISBN
Cコード

新着書誌や
完成書誌

ISBNを照合して
書誌情報をアップデート

目録作成ISBN

NDC

NDL



NDL書誌データ検索シート
バージョン 1.6.1(近刊情報のみ対象版) : [ダウンロード(Ver 1.6.1)]

APIをつかった便利ツール（近刊情報用）

≪国立国会図書館サーチを使ったツール群の公開(原田研究室)≫
（同志社大学原田隆史氏）で公開



4月からの新サービス

書誌データのオープン化 と

JAPAN/MARCデータ公開 を

ご紹介します



NDLの書誌データをオープン化

2019年4月から

どなたでも無償で利用可

申請不要

利用目的不問（営利目的利用も可）

情報を付加するなどの二次利用可

どう活用するかは、
みなさん次第！



書誌データの利用にあたっては

利用の前に≪書誌データの利用ルール≫を確認

NDL 書誌 利用ルール 検索



JAPAN/MARCデータ（NDLホームページ）

• 1週間分の圧縮ファイル

• ファイル2種（MARC形式
とMARCタグ形式）を収録

MARC21フォーマット
を採用



MARC形式とMARCタグ形式のデータ

MARCタグ形式

MARC形式



2020年12月 NDL-Bibは終了します

業務システムがリニューアルするため、

書誌情報提供サービスの役割が、NDLサーチ中心
になる

いくつかのダウンロード形式が終了
×標準形式 〇MARCタグ形式 ×ALEPHシーケンシャル（ASF）形式
×引用形式 〇MARC形式 △記号区切り（＄区切り）形式

NDL-Bibの詳細検索や検索式が終了



MARC形式データの取得 今後は…
JAPAN/MARC（毎週更新） NDLサーチ

必要なMARC形式のデータを
1件単位でダウンロード

2021年1月以降、提供予定

1週間分のMARC形式の
データをダウンロード



NDL-Bibこれまでの利用 1 →これから
「全国書誌提供サービス」画面で
日付、区分を指定→MARC形式の
データをダウンロード

1週間分のMARC形式のデータを
ダウンロード

1日ごと→1週間ごと
区分選択→まとめて
新着書誌情報→ ×



NDL-Bibこれまでの利用 2 →これから
「詳細検索」画面で検索→MARC形
式のデータをまとめてダウンロード

必要なMARC形式のデータを
1件単位でダウンロード

1週間分のMARC形式のデータを
ダウンロード

詳細検索→選べない

2021年1月以降、提供予定

検索結果をまとめて
→1件ずつ



NDLサーチからの入手を
ご検討ください



書誌作成と提供のデータ形式
入力システム

DC-NDL（RDF）形式

MARC形式
MARCタグ形式

MARC形式
MARCタグ形式MARC21フォーマットで

書誌作成

変換



MARC21フォーマットのデータ

MARCタグ形式



DC-NDL（RDF）形式のデータ



MARC形式とDC-NDL形式のデータの違い
項目 MARC21 DC-NDL（RDF）

カナ読み（団体著者標目、件名標目） あり なし

ローマ字読み（タイトル、出版事項、シリーズ
名、他タイトル標目、個人著者標目、団体著者
標目、件名標目）

あり なし

詳しくは…
MARC21とDC-NDL（RDF）の書誌データの主な違い［PDF］

MARC DC-NDL 違い 検索



 JAPAN/MARCデータを取り込み後、自館システムで検索、登録

 JAPAN/MARCデータを取り込む前に、カスタマイズ

それでもMARC21フォーマットがよいなら

イ
ン
ポ
ー
ト

登録

検索

カスタ
マイズ
データ

デ
ー
タ
加
工

〇〇分野の
データだけ
欲しい

システム担当者や
システム会社



NDL-Bibダウンロード形式の今後
データ形式 今後の取得手段 備考

標準形式 なし

引用形式 なし
• NDLオンライン：BibTex形式
• NDLサーチ：RefWorks形式
（文献管理ソフトが必要）

MARCタグ形式 ○ JAPAN/MARC（毎週更新）か
ら1週間単位でダウンロード

○ NDLサーチから1件ずつダウン
ロード（2021年1月提供予定）MARC形式

記号区切り
（＄区切り）形式

△ NDLオンライン：TSV形式
△ NDLサーチ：APIツールの利用

取得できる書誌事項は異なる

ALEPHシーケンシャル
（ASF）形式 なし 統合図書館システム＜Aleph＞

に対応した形式のため



関連情報・お問い合わせ

≪書誌情報提供サービス≫

お問い合わせは
収集・書誌調整課 bib-dl@ndl.go.jp まで

NDL 書誌 提供 検索


