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全国書誌データの特徴・
利用方法と利活用事例紹介

平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース利活用研修会
平成29（2017）年7月28日（金） 8月18日（金）

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

主査 邊見由起子
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平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース利活用研修会
平成29年7月28日・8月18日

こんな利用が一般的でしょうが

貸出・複写

国立国会図書館にあった！

○○県立図書館にあった！

リクエストされた本、
うちにないな～

どこかで
もっていな
いかな？

2
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こんな風にも使えます

NDL-OPACにあった！

NDLサーチにあった！

どこかに
書誌データは
ないかな？

この本の書誌データ、
うちのOPACにないな～

書誌データ
ダウンロード

3
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本日お話しすること

全国書誌データの特徴

• Let’s try！書誌データのダウンロード・データ加工してExcelリスト作成

書誌データの入手方法と利活用事例 NDL-OPAC

• Let’s try！便利ツールを使ってExcelリスト作成

書誌データの入手方法と利活用事例 国立国会図書館サーチ

おわりに

4
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全国書誌データの特徴
”全国“書誌データとはなにか？

5
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国立国会図書館の役割と蔵書

国の蔵書の構築
（ナショナル・コレクション）

納本制度

国会や一般
公衆への奉仕

購入
寄贈
国際交換

文化的資産の
保存

NDLの前身
からの資料、
古典籍など

6

国立図書館としての
役割の一つに、
全国書誌作成がある

収集した資料を
整理して
利用に供する

●○○○
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全国書誌とは（国レベルの書誌コントロール）
 ある一国の出版物について、標準的な書誌情報を作成し広く内外に提供。
網羅性、速報性、正確性、付加情報の豊かさ、入手可能性、活用可能性
が求められる。

 全国書誌作成機構の役割は、多く法定の納本制度をもってその国の国立
図書館が負うべき基本的任務に位置付けられている。（『最新図書館用
語大辞典』2004）

 国立国会図書館（NDL）では…
館長は、一年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された
出版物の目録又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供す
るものとする。（国立国会図書館法第7条）

7●○○○
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全国書誌データとは

NDLの全国書誌データ
・法定納本制度に基づき国立国会図書館に
納入された国内出版物
・寄贈、購入等により収集した国内出版物
・外国刊行日本語出版物

出版物の種類

・図書、雑誌、新聞、地図などの紙資料
・マイクロ資料、録音・映像資料、光ディス
ク、電子資料など

8

e

●○○○
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国立国会図書館が提供する書誌データ

NDL-OPACや
NDLサーチ
で提供

9

NIIや
OCLCに
も参照
データ
提供

JAPAN/
MARC
プロダ
クト

●○○○

全国書誌

国立国会図書館の所蔵資料の書誌
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全国書誌データの特長

新着書誌
情報提供

標準的＆
典拠付与

豊富な
データ量

広範囲な
資料

10●○○○
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1.豊富なデータ量
書誌データ件数

11

平成28（2016）年度
追加分

平成28（2016）年度末
累計

図書（日本語） 138,239 件 4,760,783 件

雑誌（日本語） 2,599 ﾀｲﾄﾙ 167,377 ﾀｲﾄﾙ

新聞（日本語） 134 ﾀｲﾄﾙ 28,471 ﾀｲﾄﾙ

映像資料 4,507 件 126,480 件

録音資料 7,105 件 621,258 件

地図資料 7,928 件 267,884 件

楽譜資料 118 件 10,561 件

（統計からみた書誌データhttp://www.ndl.go.jp/jp/data/basic_policy/statistics/FY2016-.html）より

日本語図書
約476万件

1年に
約14万件増

●○○○

http://www.ndl.go.jp/jp/data/basic_policy/statistics/FY2016-.html
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2.広範囲な資料
平成28年度の納本制度による資料受入数

出版社、新聞社
レコード会社、映像資料の発行社…

雑誌・新聞、CD・DVD等の音楽映
像資料、地図資料…

学術団体、私立大学
民間調査研究機関、企業・団体
自費出版の発行者…

学会誌、紀要、企業・団体の記念
誌、調査研究報告書、郷土資料…

国の諸機関、独立行政法人
国立大学法人…
地方公共団体、公立大学、公立大学
法人、地方独立行政法人…

年鑑・要覧、予算・決算書、審議
会資料、調査研究報告書、小冊子…

12

•民間出版物 462,504点（図書：115,565点 雑誌：185,326点 新聞：128,341点 他）

•官庁出版物 120,300点（図書：33,966点 雑誌：76,121点 新聞：6,012点 他）

一般に
流通する図書
約78,000点

一般に
流通しにくい図書

約71,000点

※図書の場合

●○○○
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3.標準的データ＆典拠付与
全国書誌データに適用している規則類

名称 略称

目録規則 日本目録規則 1987年版
改訂3版 NCR

分類表
国立国会図書館分類表 NDLC

日本十進分類法 新訂10版 NDC

件名標目表 国立国会図書館件名標目表 NDLSH

典拠データを作成・維持管理・付与

13

※適用規則一覧 http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/applied_rules.html
※適用規則の変遷 http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/history.html（整理時期により適用規則は異なる。）

●○○○

http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/applied_rules.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/history.html
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4.新着書誌と完成書誌
全国書誌データの提供までの流れ

14

出版 資料到着 新着書誌情報
公開 完成書誌公開

確実に出版された資料
現物を見て書誌作成
新刊予約や刊行直後の
選書には利用しづらい

作成中書誌を公開
※民間MARC流用分の
約7割にNDCあり

※官庁出版物にはNDC
のないものもあり

データ整備完了

NDC、NDLCの付与
著者や件名標目の
典拠付与

約４日後 約１か月後

速報

●○○○



/ 44

書誌データの入手方法と
利活用事例 NDL-OPAC

書誌データをダウンロードして、入手＆利用

15
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全国書誌データの入手方法いろいろ

16

全国書誌
データ

NDL-
OPAC

国立国会
図書館
サーチ

おおむね
２日後に提供

APIの利用による検索・取得

RSS配信

テキストファイルのダウンロード
国立国会図書館

書誌データの
利用即時提供

書誌データの
利用全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）

TSVファイルダウンロード

新着書誌
情報

完成書誌

各図書館

○●○○
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NDL-OPAC 詳細検索画面

17

詳細検索画面で、
NDL蔵書の書誌
データを、
キーワードや分
類で
「えらんで」

○●○○

全国書誌提供サービスで、
全国書誌データを
日付単位で「ごっそり」
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NDL-OPAC 書誌データ詳細画面

MARCタグ形式
(MARC21フォーマット)

標準形式

全国書誌データ
にのみ付与

18
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書誌データをダウンロードしよう

19

※ここでは「記号区切り形式
（$区切り）」を選択

必要な書誌データに✓を
つけて、ダウンロードで
きます。

○●○○

件名「電子マネー」、資料種別
「図書」でNDL-OPACを検索し、
書誌データをダウンロードして
みましょう。
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（参考）ダウンロードできるデータ形式
概要 ご利用にあたって

標準形式 画面表示（標準形式）とほとんど同じ
内容 表示されている形での利用にとどま

り、Excelなどでの加工には不向き
引用形式 引用や参考文献を記載する際に利用す

る形式

MARCタグ形式 MARC形式について、内容を判読しやす
いようタグを表示させた形式 JAPAN/MARC形式等を取り込める図書

館システムなどでの利用に限定され
るMARC形式

コンピュータがデータを処理する形式
利用者が中身を確認しても、内容を判
読するのは困難

ALEPHシーケンシャ
ル形式（ASF）

ExLibris社製の統合図書館システム＜
Aleph＞に対応した形式 Alephでの利用に限定される

記号区切り形式
（＄区切り）

書誌データを項目ごとに＄記号で区
切ったデータ形式

Excelなどで加工し、書誌データのリ
スト作成などに、利用できる

20
※濃い色の部分が、利用しやすいデータ形式
○●○○
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図書館システムで利用するには

21

ファイル
アップロード
画面など

自館の図書館システム

自館の
データベース

NDL-OPACの
データベース

検索

表示

検索

表示

登録

ダウンロード
（一度に1,500件程度を推奨）

NDL-OPAC
検索画面

NDL-OPAC
検索結果

ファイルを取り込
む処理、あるいは
機能が必要

書誌データを選ん
でダウンロードす
る手間が必要

○●○○

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
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利活用事例 手軽に文献リスト作成
NDL-OPACからダウンロードしたデータを加工して、Excelリスト作成

22

※加工方法は、『NDL 書誌情報ニュースレター』2014 年 4 号(通
号 31 号）のコラムでも紹介しています。
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8833058_po_2014_4.
pdf?contentNo=1#page=22

不要な語句！不要な
＄記号！不要な改行！
不要な空白行！

加工してスッキリ

※記号区切り形式でダウンロード

○●○○

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8833058_po_2014_4.pdf?contentNo=1#page=22
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文献リストをつくろう 1.テキストファイルの加工

23○●○○

正規表現を扱えるテキストエディタ （例＞Mery）

データ項目名
を入力してお
こう

※置換用文字列
やデータ項目名
は、研修用PCに
保存してありま
す。

ダウンロード
したファイル
を、置換処理
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文献リストをつくろう 2.Excelに取り込み

24○●○○

出来上がったExcelリストを、
さらに使いやすく！
・不要項目を非表示に
・セル幅を調節
・必要な項目を挿入…

Excelを起動＞データ＞外部データの取り
込み＞テキストファイル
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書誌データの入手方法と
利活用事例 国立国会図書館サーチ
外部提供インタフェース（API）を使って、書誌データを入手&利用

25
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国立国会図書館サーチ 詳細画面

26

DC-NDLフォーマット

○○●○
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国立国会図書館サーチ ハーベスト用API

27

自館の図書館システム
NDLサーチの
データベース

ハ
ー
ベ
ス
ト
用
Ａ
Ｐ
Ｉ

ハーベスト用API（OAI-PMH）

・更新日、データプロバイダID
(書誌データ群）、NDC分類な
どで、大まかに絞込んで取得

・取得データ
≒NDLサーチの詳細情報画面

検索

表示

登録

検索

取得

自館の
データベース

NDLサーチの
データベースの

コピー

NDLの書誌データのコピーを持つイメージ

○○●○
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国立国会図書館サーチ 検索用API

28

自館の図書館システム
NDLサーチの
データベース

登録

検索

表示

検
索
用
Ａ
Ｐ
Ｉ

自館の
データベース

取得した
書誌データ

横断検索をするイメージ

検索用API
（SRU/SRW、OpenSearchなど）

・検索方法
≒NDLサーチの検索画面の項目

・取得データ
≒NDLサーチの詳細情報画面

○○●○
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（参考）ハーベスト用APIと検索用APIの比較

29

ハーベスト用API 検索用API

メリット

• 自館の図書館システムに
データを取り込み後、独自
の検索ができる。

• 大量のデータをまとめて取
得できる。

• 必要なデータのみを、自
館のデータベースに取り
込むことができる。

デメリット
• 取り込むデータを細かく指
定できないので、不要な
データも取り込まれる。

• ISBNやタイトルなど、一
定の方法でしか検索でき
ない。

• 取得件数は最大500件ま
で。

○○●○
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国立国会図書館サーチ その他の入手方法
RSS配信（RSS2.0 ）
タイトル、責任表示、出版年、ISBNなどの簡略
な書誌データを、RSS配信。

全国書誌、新着書誌情報、全国書誌（電子書
籍・電子雑誌編）について、
最新分、最新7日分、最新15日分のデータを配信。

RSSデータ取得プログラム等で取得できる。
（一部のRSSはファイルサイズが大きいため、RSS
リーダーへの登録やブラウザでの閲覧には適さな
い。）

速報の入手に便利。

全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）
TSVファイルダウンロード
2013年7月1日以降に当館が収集したインター
ネット等で出版（公開）される電子書籍・電子
雑誌のメタデータを掲載。

全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）TSVファイ
ル一覧
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb_e
bej_tsv.html

書誌データのタブ区切りテキストファイル。
電子書籍・電子雑誌（本文）へのリンク情報
（URL）も含まれる。

30○○●○

http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb_ebej_tsv.html
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利活用事例 もっと手軽に文献リスト作成
NDLサーチのAPIを利用した便利なツールが紹介されています。
国立国会図書館サーチリンク集＞2. 図書館職員向けツール
http://iss.ndl.go.jp/information/link/#2

たとえば…

 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/
エクセルのマクロを用いて国立国会図書館サーチが提供する書誌データを取得・検索す
るツール

書誌Fetch（toushirou氏）http://libraid.net/bibfetch/
国立国会図書館が提供する全国書誌データを取得し、CSVもしくはExcelファイルとして
出力するオンラインツール

31○○●○

http://iss.ndl.go.jp/information/link/#2
http://www.slis.doshisha.ac.jp/%7Eushi/ToolNDL/
http://libraid.net/bibfetch/
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便利なツールを使ってみよう 1

32

ISBN 978-4-123-45678-9

NDL書誌データ取得シート

ISBNを入力し、「取得」ボタンを押すと、NDLサーチから書誌データが取り
込まれます。
本のカバーのバーコードを、バーコードリーダーで読み取ってISBNを入力
し、書誌データを取得してみましょう。

○○●○

インターネットに
つながる環境で
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便利なツールを使ってみよう 2

33

NDL書誌データ検索シート
検索語を入力し、「検索する」ボ
タンを押すと、NDLサーチから書
誌データが取り込まれます。

作成者「森見登美彦」、キーワード
「乙女」を入力し、NDLサーチから
書誌データを取得してみましょう。

○○●○

インターネットに
つながる環境で
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（参考）NDL-OPACと国立国会図書館サーチ

34

NDL-OPAC 国立国会図書館サーチ

取得可能なデータ範囲 全国書誌データを含むNDL蔵書目
録

NDL蔵書目録、NDLデジタルアーカイブ、
総合目録等

データを取得できるタイ
ミング 書誌が完成した当日に取得可能 NDL-OPAC提供からおおむね2日後に取

得可能

フォーマット MARC21 DC-NDL

取得方法
ファイルのダウンロード（MARC
形式、記号区切り形式、引用形
式等の6種類）

• API利用
• RSS配信（RSS2.0）
• TSVファイルによる全国書誌（電子
書籍・電子雑誌編）のダウンロード

各図書館での作業
• ファイルをダウンロード後に、
ファイルの取込処理を実行

• 加工してExcel表などにするこ
とも可能

• 自館の図書館システムにAPI機能が
あれば自動的に取得できるため、取
込処理等の作業は特に発生しない

• 便利なツールでも使用可能

○○●○
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おわりに
全国書誌データが、みなさんのお役にたつために

35
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利活用事例 図書館システムを使って

36○○○●

NDL書誌
データ取込

○×図書館システム

----------------------:--,-----, ----------------------------------

うちの図書館システ
ムは対応している
の？

全国書誌データ提供 > 国立国会図書館書誌データ対応システム一
覧（2017年7月現在、30社41システム掲載）
http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/system_list.html

NDL-OPACから、MARC21形式の書誌データを
取り込める図書館システムもあります。

図書館システムが、NDL
サーチのAPIに対応してい
れば、自動的に全国書誌
データを検索・取得でき、
目録作成に利用できます。

対応している図書館
システムには、どん
なものがあるかし
ら？

http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/system_list.html
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こんなメリットがあるのでは？
・非流通資料や古い資料の目録作成、寄贈図書の整理の際、
ご利用の民間MARCにないデータを使える

・標準的な書誌データを使える

目録作成業務を省力化→時間と人手の確保→自館用データの充実

37

全国書誌データ
利用

自治体の刊行物、
本屋にない本…

寄贈された
古い本…

こんな目録の採
り方でいいの？ 「入試に出題

された作品」
の情報を入力
しよう！

郷土資料の内
容細目を追加
しよう！

○○○●



/ 44

利活用事例 図書館システムがなくても

○○○● 38

 広範囲で豊富な書誌データ
・レファレンス調査の際、見るべき資料のリスト作成
・特定分野を集中して収集、蔵書構築したい時に
・展示候補資料を、自館蔵書に限らずピックアップ

 新着書誌情報の提供
・新着書誌を「選書・発注・受入」に利用
・→完成書誌を「目録作成」に利用

 標準的な書誌データ
・複数機関の司書グループで、おすすめ図書リストを作成
・展示テーマと関連した文献リストを作成して来館者に配布

こんな本も
あるんだ…

NDL-OPAC
--- -- ------- -------- -- ------ -------- -- ------- -------- -- ------- ------- -- ----- -------- -- ------ ---

発注した本の
書誌データ、
完成してる！
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こんな利用方法があるのでは？

○○○● 39

 Excelで、作業に適したリスト作成
 選書担当欄を追加→イントラ
ネットやクラウドに保存して、
バーチャル選書会議

 所蔵館メモ欄を追加
→協力レファレンスの依
頼を効率的に

 図書委員の選書
ツアーの候補資
料リストに

便利なツールを使って、「とりあえず整理」に

寄贈図書がた
くさん。
書架は足りる
かしら？

経済の本が多
そう。
全貌がつかめ
ると、計画が
立てやすい。

ISBNをピッ！
ピッ！ピッ！
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より詳しい情報はこちらから 1
 書誌情報提供サービス

http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/index.html

 全国書誌データ提供－全国書誌データの利用を考えている図書館のみなさまへ
http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/index.html

 全国書誌データ提供－関連情報／参考資料
http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/links.html
※ダウンロードデータの種類や、テキストファイル加工、便利ツールのカスタマイズ方法など

 国立国会図書館サーチについて > 外部提供インタフェース（API）
http://iss.ndl.go.jp/information/api/
※API仕様書など

40○○○●
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より詳しい情報はこちらから 2
 書誌データ作成ツール＞書誌データ水準

http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
※資料の特徴や提供の目的などによって、使用する基準や書誌事項の詳細度を紹介

 書誌データQ&A
http://www.ndl.go.jp/jp/data/faq/index.html
※書誌データ、典拠データおよび雑誌記事索引について、よくあるご質問

 書誌データ作成ツール > JAPAN/MARCマニュアル・フォーマット
http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/jm/index.html でPDFを公開
※MARC21フォーマットのデータ要素について

 国立国会図書館サーチについて > メタデータ
http://iss.ndl.go.jp/information/metadata/
※DC-NDLなどのメタデータ形式について

41○○○●

http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/faq/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/jm/index.html
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ご利用にあたって

公共図書館等におけるNDL-OPAC書誌データの利用について
https://www.ndl.go.jp/form/jp/data/data_service/download.ht
ml

 国立国会図書館サーチについて > APIのご利用について
http://iss.ndl.go.jp/information/api/riyou/

 Web NDL Authoritiesについて > 利用条件
http://id.ndl.go.jp/information/use/

42○○○●
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講師派遣型研修のご案内

今日お話ししきれなかったことを、皆さんの図書館に
出向いて、より詳しく、より丁寧にご説明します！

たとえば ・NDL-OPACからのダウンロード手順やフォーマットの
違いを詳しく知りたい

・ダウンロードしたデータの加工方法を、実習を交え
て教えてほしい など、ご要望に応じます。

トップ >図書館員の方へ >図書館員の研修 >
平成29年度の研修 >平成29年度講師派遣型研修のご案内

http://www.ndl.go.jp/jp/library/training/guide/170303_06.html

43○○○●
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ご清聴ありがとう
ございました

お問い合わせは、
収集・書誌調整課 bib-dl@ndl.go.jpまで

44

mailto:bib-dl@ndl.go.jp


平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料① NDL-OPAC：ダウンロードしたい書誌の選択方法

NDL-OPACで検索する

ダウンロードする

1 検索結果一覧

3 書誌情報画面

4 マイリスト

2 データ選択

全件ダウンロード

一時的に
キープ

必要な
ものに
✓

キ
ー
プ

※１ １件ごとのダウンロードになり、効率はあまり良くない
※２ 書誌詳細を確認してダウンロード候補にする際は、こちらの手順で

※１

※2

詳細は
裏面へ

-p.参考 1



平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料① NDL-OPAC：ダウンロードしたい書誌の選択方法

1 検索結果一覧

3 書誌情報画面

4 マイリスト

2

デ
ー
タ
選
択

・日付や検索語などをメモでき
ます。

・メモはつけなくても保存でき
ます。

・「実行」後はメモの追加・変
更ができません。

・必要なものにチェックをつける（全件必要な場合はつけなくてよい）
・「ダウンロード」あるいは「マイリスト追加」をクリック
・詳細を確認したい時はタイトルをダブルクリックするか、チェックをつけて
「詳細表示する」をクリック →３へ

マイリストの
表示

※ログインしない場合は、セッション中のみ有効

-p.参考 2



平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料② NDL-OPAC：ダウンロードしたファイルの加工方法

１．「記号区切り形式（＄区切り）」でダウンロードし、
SAV●●●●.dat というテキストファイルを保存する

2. Excelに取り込みやすくするための前処理をする
2-1. 不要な語句、スペース、改行を取り除く

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

・ここでは、Meryとい
うテキストエディタ
を使います。

・表示メニューで「折
り返さない」を選び
ます。

・行頭のスペースや不
要な語句（レコード
No.など）があります。

・検索メニューから、
「置換」を選びます。

・検索文字列と置換後
の文字列を入力して
「すべて置換」をク
リックします。

・かなり見やすくなり
ましたが、まだ不要
な空白行があります。

-p.参考 3



平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料② NDL-OPAC：ダウンロードしたファイルの加工方法

2-2. 不要な空白行を取り除く

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

・検索メニューから、
「置換」を選びます。

・検索文字列と置換後
の文字列を入力して
「すべて置換」をク
リックします。

・これで、Excelに取り
込みやすくなりまし
た。

さらに便利に！

ダウンロードファイルには、項目名がありません。
次の文字列を、テキストファイルの一行目に挿入しておくと、表にした時に便
利です。
（参照）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

書誌ID$資料種別$請求記号$規格番号$参照規格番号$リポート番号$タイトル系
$タイトル系よみ$責任表示$著者$並列タイトル$所蔵館$版表示$出版事項
(1)$出版事項(2)$雑誌名・出版者・編者・巻号・年月日$刊行頻度$縮尺・図法
等$電子的内容$形態$シリーズ$注記$注記$原資料注記$博論注記$ISBN$ISSN$BR
番号$入手条件・定価$個人名件名$団体名件名$地名件名$統一書名件名$普通件
名$非統制件名$分類$所蔵事項$録音特性$ファイル特性$著作の形式$日時・場
所$記述の根拠

-p.参考 4
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平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料② NDL-OPAC：ダウンロードしたファイルの加工方法

3. Excelに取り込む
・ここでは、Excel2013を使い
ます。

・「データ」→「外部データの
取り込み」→「テキストファ
イル」で、対象ファイルを取
り込みます。

・「テキストファイルのイン
ポート画面」で、「すべての
ファイル」を選び、対象ファ
イルを選択して「開く」をク
リックしてください。

・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。

・「区切り文字」→「その他」
に「$」を入力し、「次へ」を
クリックしてください。

・次の画面で、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
クリックすると取り込みが完
了します。

※一行目に書誌データの項目を入力してインポートした場合

-p.参考 5



平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料③ NDL書誌データ取得シートの使い方

② NDL書誌データ取得シートを開いてください。
利用にあたっては、マクロを有効にする必要がありま
す。
マクロを有効にしていない場合は、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。
「コンテンツを有効化」をクリックすると、マクロ

が有効になります。
画面は、Excel2013を使用した場合です。

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、リストに掲載したい書誌のISBN
を入力します。
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と、著者名典拠の情報も
取得できます。

④ 「取得」をクリックしてください。
国立国会図書館サーチから取得した書誌データが表
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

-p.参考 6
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平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料④ NDL書誌データ検索シートの使い方

② NDL書誌データ検索シートを開いてください。
利用にあたっては、マクロを有効にする必要がありま
す。
マクロを有効にしていない場合は、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。
「コンテンツを有効化」をクリックすると、マクロ

が有効になります。
画面は、Excel2013を使用した場合です。

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。
（使用目的・環境に応じて、バージョンを選択してく
ださい。今回はバージョン1.2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「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。）

刊行年、作成者、作成日、更新日による検索結果の
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。
国立国会図書館サーチから取得した書誌データが表示
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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平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料⑤ NDL-OPAC：検索のポイント

【1】図書検索 基本
《例》日本画家 川合玉堂の、いろいろな年代の画集や展覧会図録を見たい。
① 詳細検索タブ、資料種別「図書」、キーワード（あるいは著者）「川合
玉堂」で検索。

② 並び順選択「出版年（古い順）→タイトル（昇順）」などで並び変える。
③ あるいは、検索結果一覧画面、出版者 / 出版年の「↑↓」で並び変える。

【2】ひらがな、カタカナだけの検索語の場合は、広範囲に検索のチェックを
はずすと、ノイズ減

《例》青梅市の姉妹都市「ボッパルト」をキーワード検索。
① 広範囲に検索のチェックがある場合とない場合の結果を比較してみる。
② NDLサーチでも検索してみる。

⇒NDL-OPACヘルプ＞ 6. 検索のヒント＞広範囲に検索する(日中韓のみ)

【3】一文字で検索可能なものが限られ、単語や文の中の一文字では検索不可
（ex.「創」で検索＝「創」はヒット、「創造」はヒットしない）
《例》キーワード「税 仕組み」で、NDL-OPACとNDLサーチの検索結果を比

較してみる。
⇒NDL-OPACヘルプ＞ 6. 検索のヒント＞ 1文字だけで検索するとうまく
ヒットしない

【4】タイトルを完全一致で検索する場合は、検索式タブで検索式
「TIT=○○」を入力

《例》雑誌「ぴあ」を探す。
① 検索式タブ、「TIT=ぴあ」（検索コードは半角）で検索する。

→他タイトルに「ぴあ」があるものもヒットするが、候補はかなり絞ら
れる。

② 検索語一覧タブ、タイトル「ぴあ」で検索してもよい。
⇒NDL-OPACヘルプ＞ 6. 検索のヒント＞完全一致で検索したい

（参考）⇒NDL-OPACヘルプ＞ 6. 検索のヒント＞前方一致で検索したい

※TITは「タイトル」の完全一致、前方一致用検索コード。
※その他の検索コードは、検索式画面の検索のヒント＞コード一覧を参照。

※NDL-OPACで検索しにくいものは、NDLサーチを利用してみるとよい。
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平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料⑤ NDL-OPAC：検索のポイント

【5】検索結果の絞り込みでは、絞り込むだけでなく、排除もできる
《例》風水に関する本が読みたいが、Dr.コパ以外のものがいい。
① 詳細検索タブ、資料種別「図書」、（検索項目プルダウン）件名「風
水」で検索。

② 検索結果の絞り込み→（その他の項目でプルダウン）キーワード「コ
パ」、（プルダウン）「除く」で検索。
⇒NDL-OPACヘルプ＞5. 便利な機能＞1 絞り込み検索

【6】同じ検索条件で再検索したいときは、NDL-OPAC右上の検索履歴
① 必要な履歴にチェックをつけて、表示。
※ログインすると、検索条件を保存履歴に保存できる。

⇒NDL-OPACヘルプ＞5. 便利な機能＞2 検索履歴

【7】いろいろ検索したものをまとめるときは、検索履歴でかけあわせ検索
《例》イギリスのアフタヌーンティーについて、イギリスや英国、紅茶や茶

会、ティーパーティーなどのキーワードを組み合わせて何回も検索した
が、その検索結果をひとまとめにして見たい。

① 検索履歴→必要な履歴にチェックする→かけあわせ→「いずれかの条件
に一致する」を選んで実行。

② 一番上に検索結果があるのでチェックする→表示→検索結果一覧が表示。
※同一の検索画面しか、かけあわせることができない。

⇒NDL-OPACヘルプ＞5. 便利な機能＞2 検索履歴

【8】検索語を一部変更して再検索する時は、検索条件を変更するを利用
《例》村上春樹に関する図書で、2000年までものを探している。
① 詳細検索タブ、資料種別「図書」、件名「村上春樹」、出版年「1000～

2000」で検索。
② 村上龍についても同様に調べたい。（春樹→龍以外は同条件。再入力が
面倒。）

③ 検索結果一覧画面下部の検索条件を変更するに、検索式が表示されてい
る。その検索式中の「春樹」を「龍」に替えて検索。
⇒NDL-OPACヘルプ＞3. 検索結果の見方＞1 検索結果一覧

※ログインしていなく
ても、続けて使ってい
る間は検索履歴が利用
できる。
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平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料⑥ 国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス
（Web NDL Authorities）

●を見よ参照

●NDL-OPACとWeb NDL Authorities
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平成29年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース
利活用研修会

平成29年7月28日・8月18日

参考資料⑥ 国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス
（Web NDL Authorities）

●をも見よ参照

●同名異人の区別
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