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全国書誌とは

国内出版物の網羅的な書誌

国立国会図書館が収集整理した国内出版物の
標準的な書誌情報を、広く国の内外に速報

対象資料
法定納本制度に基づき納本された国内出版物
寄贈、購入等により収集した国内出版物及び
外国刊行日本語出版物
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全国書誌データの
特長とサービス

 豊富なデータ量。非流通系の出版物も含む。
 公共図書館や学校図書館であれば、無償で利用
可能。

 新着書誌情報も提供。
※刊行された出版物がNDLに届いてから、おおむね4日後には作成中の書誌データを提供し、
1か月程度で完成した書誌データを提供しています。

 データの入手は
または、
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全国書誌データ提供の流れ

国立国会図書館
サーチ

(NDLサーチ)

MARCファイルなど
のダウンロード

MARC21形式、引用形式
など

おおむね
２日後に提供

NDL-
OPAC即時提供

API利用
RSS配信

• 刊行された出版物がNDLに届いてから、おおむね4日後には新着書誌
情報を提供！

• 広範囲な資料と書誌データ件数！
和図書約448万件 和雑誌約16万タイトル 和新聞 約2万8千タイトル

（平成26年度末）
• 様々な利用方法（目録作成、選書・発注・文献リスト作成など！）

TSVファイルダウンロード

全国書誌
データ
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当館が提供する書誌データの取込機能を実装している
図書館システムの一覧を国会図書館HPに公開しています。

【詳細】
国立国会図書館HPトップ>国立国会図書館について
>書誌データの作成および提供>書誌情報提供サービス

5.国立国会図書館書誌データ対応システム
http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/index.html

全28社37システムが対応
（平成27年7月現在）

国立国会図書館書誌データ対応
図書館システム

これから図書館システムの導入を検討される方は…
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さまざまに活用される
全国書誌データ

Ａ市立図書館

郷土資料など、主に非流通系の出版物について、

全国書誌データを登録加工し、OPACで公開する。

Ｂ小学校図書室

新規導入した図書館システムで、全国書誌データを

登録して目録を作成し、貸出に利用する。

Ｃ博物館

展示の関連文献リスト作成に書誌データ取得シート

を利用する。
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【実演1】
NDL-OPACを検索し、書誌データを
ダウンロードする。

【実演2】
国立国会図書館サーチのＡＰＩ機能を
使った利活用ツールでリスト作成する。

書誌データの
ダウンロードとリスト作成
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NDL-OPAC
https://ndlopac.ndl.go.jp

【実演1】
NDL-OPACを検索し

書誌データをダウンロードする

【配布資料4-（1）
別紙1：書誌データのダウンロードとリスト作成実演】
「実演1 NDL-OPACを検索し、

書誌データをダウンロードする」 参照
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利活用ツールとは
国立国会図書館サーチのＡＰＩ機能を使って、書誌
データを取得・検索するツール

国立国会図書館サーチ：国立国会図書館サーチリンク集
http://iss.ndl.go.jp/information/link/

「2.図書館職員向けツール」
http://iss.ndl.go.jp/information/link/#2

【実演2】
国立国会図書館サーチの
ＡＰＩ機能を使った利活用ツールで
リスト作成する
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 NDL書誌データ取得・検索シート（同志社大学 原田隆史氏）

http://www.slis.doshisha.ac.jp/~ushi/ToolNDL/ 

• NDL書誌データ取得シート

ISBNをまとめて入⼒し，該当する書誌データを取得するツール

• NDL書誌データ検索シート
タイトルや著者名，NDCなどを基に条件に検索し、合致する書誌データ
を取得するツール
ISBNが不明または付与されていない図書などを探す場合に有効

実演2-1 実演2-2
NDL書誌データ取得・検索シート

【配布資料4-（1）
別紙1：書誌データのダウンロードとリスト作成実演】
「実演2-1 NDL書誌データ取得シート」
「実演2-2 NDL書誌データ検索シート」 参照
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全国書誌データ利活用促進のための取り組み（1）

平成25年10月 第15回図書館総合展
平成25年11月 書誌データ利活用説明会（東京）

• 図書館システムベンダーを対象
• 各図書館の事例紹介やシステム実装概説
• アンケートを実施

 平成26年 2月 書誌データ対応
システム一覧公開

 平成26年 4月 全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）
提供開始

平成25年7月1日以降に当館が収集したインターネットなどで、
出版（公開）される電子書籍・電子雑誌の書誌データを提供。
平成26年6月から、TSVファイル一覧のページを公開。 10



全国書誌データ利活用促進のための取り組み（2）

平成26年7・8月 書誌データ利活用説明会
（東京・京都）

学校図書館・公共図書館を主な対象に、各図書館での活用事例紹介や
データの入手方法を実演。

平成26年8月 第39回全国学校図書館研究大会
（甲府大会）

平成26年11月 第16回図書館総合展
平成27年6月 書誌データ水準の公表
国立国会図書館では資料の特徴や提供の目的などによって書誌データの
水準を定めています。この書誌データ水準をホームページで公開しました。

全国学校図書館 777号（2015年7月号）に『全国書誌
データの利活用』を掲載
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全国書誌データ利活用促進にむけて
今後の取り組み

講師派遣型研修（全国書誌データの利活用）
国内の公共、大学、学校、専門の各図書館が主催する各地の
研修会などに講師として伺います。【現在募集中!!】
図書館員向け研修のページ

http://training.ndl.go.jp/detachment/index.html 
※申込後、当館で調整および選考を行いますので、必ず講師を派遣できるとは限りません。
また、ご希望の内容には添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。
なお、謝礼金は不要ですが、講師の旅費（交通費・宿泊費）は負担していただきます。

遠隔研修教材の作成・公開（予定）
ビデオ教材を作成し、インターネットで公開の予定です。

今後も、全国書誌データが利活用されるよう
さまざまな取り組みを行います!
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実演1 NDL-OPACを検索し、書誌データをダウンロードする

① NDL-OPAC
https://ndlopac.ndl.go.jp/ にアクセスし、「検索機能
のみを利用する（ゲストログイン）」をクリックしてくだ
さい。

③ 検索結果一覧が表示されます。（検索結果が一件の
場合、書誌情報が表示されます。）

検索結果一覧にて書誌にチェックをつけ、「マイリストに
追加する」をクリックしてください。※
「マイリストにメモをつけることができます」と案内されま

すので、適宜メモを付けて、「実行」をクリックしてください。
（メモは空欄でもかまいません。）
検索結果一覧の全ての書誌データをダウンロードする

場合はそのまま「ダウンロードする」をクリックして⑥へ進
んでください。

※書誌情報の場合は、「マイリストに追加」をクリックする
だけでかまいません。

④ ②～③をくりかえすと「マイリスト」として、ダウン
ロードする予定の書誌データの一覧ができます。
作成された「マイリスト」を表示させるには、右上の

「マイリスト」をクリックしてください。

配布資料（4）-1 『全国書誌データの利活用』

別紙1 書誌データのダウンロードとリスト作成実演

次ページへ

② 簡易検索または詳細検索にて、検索を行ってく
ださい。

全国書誌データ・レファレンス協同データベース利活用研修会

⑤ 取得したいデータを選択し、「ダウンロードする」を
クリックしてください。

⑥ ダウンロード画面が表示されるので、「3.形式を
選択」を「記号区切り形式（$区切り）」とし、「実行」を
クリックしてください。
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⑦ SAV●●●●.datというファイル（テキストファイル）
ができるので、保存してください。
※ここまでで、データのダウンロードは完了です。

⑧ Excelを開き、「データ」→「外部データの取り込
み」→「テキストファイル」で、⑦で保存したファイルを
選択してください。
（テキストファイルのインポート画面が表示されるので、
「すべてのファイル」に変更して、「インポート」をクリッ
クしてください。）

⑨ テキストファイルウィザードの「元のデータの形式」で、
「カンマやタブなどの……」を選択し、「次へ」をクリックし
てください。

その後、「フィールドの区切り文字を指定してください」と
案内が出るので、「区切り文字」→「その他」に「$」と指定
し、「次へ」をクリックしてください。

区切った後の列のデータ形式を「文字列」にして、「完了」
をクリックしてください。

「データの取り込み」の案内が出ます。そのまま「OK」を
押せばExcel形式での取り込みが完了します。

⑩ Excelに取り込まれた書誌データです。
ダウンロードされる項目については、下記のヘルプを
ご確認ください。

NDL-OPACヘルプ 5.便利な機能 5-5ダウンロード
https://ndlopac.ndl.go.jp/help.jpn.html#menu05-05

これ以降は、Excel2013を使用したdatファイルの取り
込み方法です。各自お使いのソフトに合わせて、デー
タの取り込みを行ってください。

【参考】ｄａｔファイルをExcelに取り込む際の注意点

NDL-OPACからダウンロードしたファイルをExcel
に取り込むと、空白行ができたり、1レコードの途中
で改行される場合があります。

この問題を解決するには、Excelに取り込む前に、
テキストエディタで加工を行う必要があります。

加工方法については、

配布資料4-（1） 別紙2
「コラム：書誌データ利活用（5） ―テキストエディタ
を使ったNDL-OPACダウンロードファイルの加工」
（『NDL書誌情報ニュースレター』2014年4号（通号
31号））
http://www.ndl.go.jp/jp/data/bib_newsletter/2014_
4/article_05.html

をご覧ください。
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② NDL書誌データ取得シートを開いてください。
マクロを有効にしていない場合は、マクロを有効に
してください。※

※マクロを有効にしていない場合、Excelの上部
メッセージバーに、「セキュリティの警告」が表示さ
れます。

その場合、「コンテンツを有効化」をクリックするこ
とで、マクロが有効になります。

画面は、Excel2013を使用した場合です。

実演2-1 NDL書誌データ取得シート

① 「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)」 （国立国会図書館サーチ連携ツール）
http://www.slis.doshisha.ac.jp/~ushi/ToolNDL/
にアクセスしてください。※
「NDL書誌データ取得シート」の「ダウンロード」をクリッ
クし、ダウンロードしてください。
（使用目的・環境に応じて、バージョンを選択してくださ
い。今回の実演はバージョン1.4で行います。）

※国立国会図書館サーチリンク集
http://iss.ndl.go.jp/information/link/

の「2.図書館職員向けツール」にも、同ページへのリン
クがあります。

③ 「ISBN」の列に、ISBNを入力していきます。
手入力・バーコード入力いずれでも可能です。

緑色の「著者名典拠よみの補完を行う」のプルダウン
メニューを選択することで、著者名典拠の情報も取得
することができます。

実演2 国立国会図書館サーチのＡＰＩ機能を使った利活用ツールでリスト作成する

④ 「取得」をクリックしてください。
自動的に書誌情報が表示されます。

黄色いセルは、新着書誌情報（未完成書誌）です。

【参考】著者名典拠のデータの取得
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② NDL書誌データ検索シートを開いてください。
マクロを有効にしていない場合は、マクロを有効に
します。※

※マクロを有効にしていない場合、Excelの上部
メッセージバーに「セキュリティの警告」が表示さ
れます。

その場合、「コンテンツを有効化」をクリックするこ
とで、マクロが有効になります。

画面はExcel2013を使用した場合です。

実演2-2 NDL書誌データ検索シート

①「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)」 （国立国会図書館サーチ連携ツール）
http://www.slis.doshisha.ac.jp/~ushi/ToolNDL/
にアクセスしてください。※
「NDL書誌データ検索シート」の「ダウンロード」をクリッ
クし、ダウンロードしてください。

※国立国会図書館サーチリンク集
http://iss.ndl.go.jp/information/link/

の「2.図書館職員向けツール」にも、同ページへのリン
クがあります。

③「キーワード」の欄に、検索したいキーワードを入力してく
ださい。

NDC、NDLCによる検索、あるいはキーワードとNDC・
NDLCの掛け合わせ検索も可能です。

データ件数の多い検索を行う場合は、「○件ずつ表示」の
件数を変更してください。（最大500件まで。）

検索結果のソート順の切り替えも可能です。

④「検索する」をクリックしてください。
自動的に書誌情報が表示されます。

黄色いセルは、新着書誌情報（未完成書誌）です。
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NDL 書誌情報ニュースレター2014 年 4 号(通号 31 号） 

コラム：書誌データ利活用(5) 

― テキストエディタを使った NDL-OPAC ダウンロードファイルの加工 

今回のコラムでは、NDL-OPAC からダウンロードしたファイルを、テキストエディタで加工する方法について、

いくつかご紹介します。 

【はじめに】

NDL-OPACからダウンロードしたファイルは、すべてテキスト形式です。テキストエディタで開いて編集等を行

うことができます。テキストエディタにはさまざまな種類があります。今回のコラムでは、Mery というテキスト

エディタ[1]を例に、以下の三つのケースでの加工方法をご紹介します。 

1．記号区切り形式($区切り)：途中で改行されてしまうレコードへの対処 

2．標準形式：途中で改行されてしまうデータ項目(タグ)への対処 

3．ALEPHシーケンシャル形式(ASF)：UTF-8から SHIFT-JISへの文字コード変換 

1. 記号区切り形式($区切り)：途中で改行されてしまうレコードへの対処

記号区切り形式のファイルをダウンロードしたときに、1 レコードが途中で改行されているケースに遭遇した

ことはないでしょうか。これは、1 レコード中の文字数が多いと、一定の長さ(決まったバイト数)で改行されて

しまうからです。これでは、Excelにうまく取り込むことができません。 

この問題を解決するために、正規表現[2]を用いた文字列の置換を行います。NDL-OPAC からダウンロードした

ファイルを Mery で開き、検索メニューから置換を選んでください(図 1参照)。 

図 1 置換画面 

＜加工方法＞ 

①図 1-1をご覧ください。通常、レコード No.の下に 1レコードが 1行で表示されますが、No.56と No.59の

レコードは 2 行にわたって記載されており、途中で改行されていることがわかります。また、Excel に取り込

む場合、レコード No.の行も、行の先頭にある半角スペース 5文字分も、必要ありません。 
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NDL 書誌情報ニュースレター2014 年 4 号(通号 31 号） 

図 1-1 ダウンロードファイル(記号区切り形式) 

(表示メニューから「折り返さない」を選択した画面。以下の図も同様。) 

②レコード No.の行から 3 行分をまとめて置換します(図 1-1 の囲み部分を参照)。以下の表のとおり置換画

面に入力し、「すべて置換(A)」ボタンを押してください。図 1-2のようになります。入力する文字列の意味は、

コラムの最後で説明します[3]。 

検索する文字列(I)： ^\s\s\s\s\s レコード.+\n\s\s\s\s\s([0-9]{9}.+)\n *(.*)\n 

置換後の文字列(P)： $1$2\n 

チェックボックス 「正規表現を使用する(X)」にチェック 

↓ 

図 1-2 置換処理終了 
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NDL 書誌情報ニュースレター2014 年 4 号(通号 31 号） 

③図 1-2 の状態でも Excel に取り込むことは可能ですが、空白行が必要ないので削除します。以下の表のと

おり置換すると、図 1-3 のように空白行がなくなります。これなら Excelに取り込んでからの手間が減ります。 

検索する文字列(I)： ^\n 

置換後の文字列(P)： (何も入力しない) 

チェックボックス 「正規表現を使用する(X)」にチェック 

↓ 

図 1-3 不要な空白行の削除(テキストエディタでの加工完了) 

2. 標準形式：途中で改行されてしまうデータ項目(タグ)への対処

標準形式のファイルでは、１つの項目の中の文字数が多い場合に、図 2 の注記のように途中で改行されること

があります。これも正規表現を使った文字列の置換で対処できます。 

図 2 ダウンロードファイル(標準形式) 
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NDL 書誌情報ニュースレター2014 年 4 号(通号 31 号） 

図 2の 27行目、28行目の先頭にある半角スペース 26文字分と前行の改行を削除すると、図 2-1のように途中

で改行されなくなります。 

検索する文字列(I)： \n\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s 

置換後の文字列(P)： (何も入力しない) 

チェックボックス 「正規表現を使用する(X)」にチェック 

↓ 

図 2-1 データ項目途中の改行削除 

3. ALEPHシーケンシャル形式(ASF)：UTF-8からSHIFT-JISへの文字コード変換

ASF 形式は、UTF-8 の文字コードでしかダウンロードできません※。　

SHIFT-JIS への文字コード変換も、Unicodeに対応するテキストエディタでできます。ASF形式のファイルを開

いたときに文字化けするテキストエディタは、おそらく Unicodeに対応していないものです。 
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※これは2014年9月に発生した不具合によるものです。現在、不具合は解消し、この3番の手順は不要となりま

した。書誌情報をALEPHシーケンシャル(ASF)形式でダウンロードする場合、Unicode/UTF-8、SHIFT-JISのいず

れのエンコードでもダウンロードが可能です。（2015年7月24日 研修会追記）
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今回使用している Mery では、名前を付けて保存するとき(図 3 参照)に、エンコードの選択項目で「日本語(シ

フト JIS)」を選択して保存すれば、文字コードが変換されますので、とても簡単です。 

図 3 文字コードの変換 

【おわりに】

テキストエディタを使うと、今回ご紹介した加工方法のほかにも、さまざまな加工を行うことができます。テ

キストエディタをうまく使って、全国書誌データを便利にご活用いただければと思います。 

また、今後のこのコラムで取り上げてほしいテーマ・内容などがありましたら、メール(bib-news@ndl.go.jp)

でお寄せください。 

(収集・書誌調整課 書誌サービス係) 

[1] Unicode、サロゲートペアなどに対応し、正規表現で検索・置換が可能なテキストエディタ。

http://www.haijin-boys.com/wiki/, (参照 2014-11-10).  

本稿でご紹介する三つのケースのうち、1と 2については、正規表現および NDL-OPAC からのダウンロードの際

に指定した文字コード(Unicodeまたは SHIFT-JIS)に対応しているテキストエディタであれば、加工できます。3

については、Unicode に対応していれば加工できます。 

[2] 端的に言えば、いくつかの文字列を一つの形式で表現するための表現方法。たとえば、「あいうえお」と「か

きくけこ」は「.+」(半角ピリオドと半角プラス)で、電話番号「03-3581-2331」は「[0-9\-]+」で表現できます。

正規表現の意味は、[3]をご覧ください。 
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[3] 正規表現の意味は、次のとおりです。また、図 1-2で使用した文字列を説明します。 

正規表現 説明 

^ 行の先頭。半角アクサンで表現。 

\s 半角スペース。半角円記号と小文字の sで表現。 

\n 改行。半角円と小文字の nで表現。 

. 任意の文字。半角ピリオドで表現。 

.+ 1つ以上の任意の文字の連続。半角ピリオドと半角プラスで表現。 

.* ゼロまたは１つ以上の任意の文字の連続。半角ピリオドと半角星印

(半角アスタリスク)で表現。 

[0-9]{9} 半角数字が 9文字分。半角数字は、0-9を半角大カッコで囲んで表現。

個数は、半角中カッコで数字を囲んで表現。 

[0-9]+ 半角数字の連続。 

$1、$2 変数。 

(●) 半角小かっこで囲まれた部分●は、変数に代入できます。変数は、$1、

$2、・・・と表現。 

図 1-2で使用した文字列の意味 

^\s\s\s\s\s レコー

ド .+\n\s\s\s\s\s([

0-9]{9}.+)\n 

*(.*)\n 

\nが三つあるので、3行分を表現。 

1行目：^\s\s\s\s\s レコード.+\n 

行の冒頭に半角スペースが 5個あり、次に「レコード」の文字列が 

あって、その後に何かの文字列があって、最後に改行。 

2行目：\s\s\s\s\s([0-9]{9}.+)\n 

半角スペースが 5個あり、半角数字が 9個で、次に何かの文字列が 

あって、最後に改行。 

3 行目： *(.*)\n 

ここの部分は、途中改行された行と空白行の両方にヒットするような 

文字列になっています。そのため、半角スペースを\sで表現せず、 

そのまま表現する方法(網掛け部分)を用いています。 

$1$2\n 置換後の文字列で、変数($1、$2)を含みます。置換前の文字列 

(検索する文字列)で表現すると以下のとおり。 

([0-9]{9}.+)(.*)\n 
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