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全国書誌データの特長
”全国“書誌データとはなにか？
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全国書誌とは（国レベルの書誌コントロール）
ある一国の出版物の標準的な書誌情報。広く内外に提供される。
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）
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国立国会図書館の全国書誌データ
• 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

• 電子書籍・電子雑誌
e
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国立国会図書館の蔵書

収集した資料を整理して利用に供するほかに、
国立図書館の役割の一つとして、全国書誌作成がある

納本制度により収集した資料
購入・寄贈・国際交換等で収集した資料
国立国会図書館の前身となる２機関から引き継いだ蔵書
帝国図書館、貴族院・衆議院の図書館
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国立国会図書館が提供する書誌データ

JAPAN/MARC
プロダクト

（NII, OCLCにも
参照データを
提供）

全国書誌
データ

NDL所蔵資料の書誌データ

NDLサーチ
NDL-Bib etc.
で提供
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特長 1. 豊富なデータ量
書誌データ件数（概数）

平成29年度
追加分

平成29年度末
累計

図書（日本語） 132,000 件 4,890,000 件

雑誌（日本語） 2,700 ﾀｲﾄﾙ 170,000 ﾀｲﾄﾙ

新聞（日本語） 84 ﾀｲﾄﾙ 28,600 ﾀｲﾄﾙ

映像資料 9,600 件 136,000 件

録音資料 9,900 件 631,000 件

地図資料 9,000 件 276,000 件

楽譜資料 275 件 10,800 件

※1

都道府県立
図書館

都道府県の
平均

蔵書数 1,030,000冊

雑誌受入数 1,900種

新聞受入数 110種

学校図書館 平均蔵書数

小学校 10,000冊

中学校 12,000冊
高等学校 25,600冊

※2

※3
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特長 2. 広範囲な資料

流通図書
約75,000点

非流通図書
約69,000点

※6

平成29年度の納本制度による資料受入数（概数）

出版社、新聞社、
レコード会社…

図書、雑誌・新聞、
地図、CD・DVD…

企業・団体、私立大学、
民間シンクタンク…

社史、学会誌、紀要、
調査レポート…

国の諸機関、国公立大学、
地方公共団体…

要覧、予算・決算書、
審議会資料、小冊子…

約11.3万点（図書：3.1万点 雑誌：7.1万点 新聞：5,500点 他）

※図書の場合民
間
出
版
物

約48万点（図書：11.3万点 雑誌：17.8万点 新聞：13.2万点 他）

官
庁
出
版
物

※5

※4
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※1 当館HP 統計からみた書誌データより
http://www.ndl.go.jp/jp/data/basic_policy/statistics/FY2016-.html

※2 『日本の図書館』2017より算出
※3 全国SLA調査部「2017年度学校図書館調査報告」

『学校図書館』2017年11月号より
※4 当館平成29年度基本統計「図書館資料受入・所蔵統計」より
※5 2017書籍・雑誌発行統計 書籍の新刊点数

「日本の出版統計」『出版ニュース』2018年7月中旬号より
※6 民間出版物の図書11.3万点と官庁出版物の図書3.1万点の計

から、流通図書約75,000点（※5）をひいたもの

10

http://www.ndl.go.jp/jp/data/basic_policy/statistics/FY2016-.html


特長 3. 標準的データ・典拠作成
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

※適用規則一覧http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/applied_rules.html（整理時期により適用規則は異なる）
※Web NDL Authorities（国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス）http://id.ndl.go.jp/auth/ndla

団体名 地名

普通件名
（もの・こと）

家族名
統一タイトル

※2018年4月現在
個人名 約126万件
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特長 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

出版 資料到着 新着書誌情報
公開 完成書誌公開

確実に出版された現物
を見て書誌作成
×新刊予約や刊行直後
の選書には使えない

作成中書誌を速報公開
※一般流通資料の
約7割にNDCあり

約４日後 約１か月後

データ整備完了
NDCやNDLC付与
著者名や件名の
典拠とリンク
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国立国会図書館の
書誌データの入手方法
どのサービスから、どのようなデータを、どうやって入手できるか？
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書誌データの入手方法いろいろ

国立国会図書館で利用できる資料
他機関の資料
○オンライン資料 ○新着書誌

国立国会図書館の所蔵資料
×オンライン資料 ○新着書誌

国立国会図書館で利用できる資料
○オンライン資料 ×新着書誌

2日後（土日除く）

翌日以降（土日除く）

API利用での取得、
RSS配信等

テキストファイル
のダウンロード

テキストファイル
のダウンロード即時
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NDL-Bib 書誌データ詳細画面
MARCタグ形式
(MARC 21フォーマット)

標準形式

全国書誌データ
にのみ付与
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NDL-Bib 詳細検索画面

NDL蔵書の書誌データを
キーワードや分類で
「えらんで」

選んだデータをキープ
（セッション中のみ）

16



NDL-Bib 全国書誌提供サービス

全国書誌データを
日付単位で「ごっそり」
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2.「検索結果一覧」下部の検索条件を変更↓

NDL-Bibで複数日分の全国書誌データを検索するには

1.「日付」の末尾を＊にして前方一致検索→

18



NDL-Bib 書誌データのダウンロード

ダウンロード
形式は、6種類

必要な書誌データに✓を
つけて、ダウンロード
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（参考）ダウンロードできるデータ形式
データ形式 概要 利用にあたって

標準形式 画面表示（標準形式）とほぼ同じ内容
表示されている形での利用
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ための形式

MARCタグ形式 MARC形式にタグを表示させた形式
（人間が内容を判読しやすい） JAPAN/MARC形式等を取り込める

図書館システムなどでの利用
MARC形式 コンピュータがデータを処理する形式

（人間が内容を判読するのは難しい）

ALEPHシーケンシャ
ル形式（ASF）

Ex Libris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

記号区切り形式
（＄区切り）

書誌データ（42項目）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
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国立国会図書館オンライン

• ダウンロード形式は
TSV形式（Excelで扱いやすい）、BibTex形式（参考文献リスト用）

• TSV形式の書誌データは、タイトルや出版者など主要な19項目

ダウンロードは画面に表示された検索結果のみ=上限100件
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国立国会図書館サーチ 詳細画面

1件ずつの出力

DC-NDLフォーマット

22



国立国会図書館サーチ API利用
API (Application Programming Interface) とは、
異なるシステム間で、外部から機能を利用するための共通ルール

NDLサーチの
データベース

NDLサーチ画面 図書館
システム

スマホ
アプリ

Excel
マクロ

Web上の
サービス

NDLサーチ画面以外
でも利用できる
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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 ）
• 最新分、最新7日分、最新15日分のデータを配信＝速報の入手に便利
（全国書誌、新着書誌情報、全国書誌（電子書籍・電子雑誌編））

• 国立国会図書館サーチが提供するRSS http://iss.ndl.go.jp/information/api/rss_info/

全国書誌（電子書籍・電子雑誌編） TSVファイルダウンロード
• 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
（タブ区切りテキストファイル。電子書籍・雑誌（本文）へのリンクURLも含む）

• 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_ebej_tsv.html
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全国書誌データの活用方法
図書館システムで、目録作成に
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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.

図書館システムでの利用

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？

対応している図書館
システムには、
どんなものがある？

NDL書誌データに対応した図書館システム

全国書誌データを検索・取得し、
目録作成に利用できる
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国立国会図書館書誌データ対応システム一覧
国立国会図書館書誌データ対応システム一覧
（2018年6月現在、33社44システム）
http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/system_list.html

会社名 図書館シス
テム名

利用可能な国立国会図書館の書誌データ
○：取込機能を実装済み
△：今後実装予定あり

【連絡窓
口】
部署名
電話番号
メールア
ドレス等

国立国会図書館サーチ
(API) MARC

その他
検索API OAI-PMH

MARC21
フォー
マット

旧フォー
マット
2009等

☆☆社 ☆☆図書館
システム ○ △ ○ ××部☆☆
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国立国会図書館サーチ 検索用API
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

❢ 検索するたびにNDLサーチへアクセス

検索用API
（SRU/SRW、OpenSearchなど）
・検索項目
≒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の
項目 28



国立国会図書館サーチ ハーベスト用API
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

検索

表示

ローカル
情報登録

検索

取得

❢ NDLサーチから大まかにデータを取り込ん
でおき、自館システム内で検索

ハーベスト用API（OAI-PMH）
・検索項目
更新日、データプロバイダID 、
NDC分類など

・取得データ
≒NDLサーチの詳細情報画面の
項目

取得した
書誌データ

自館の
データベース
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（参考）検索用APIとハーベスト用APIの比較
検索用API ハーベスト用API

メリット
必要なデータのみ、
自館のデータベースに
取り込める

大量のデータをまとめて
取得できる（200件／回を
繰り返して取得）

デメリット
取得件数の上限：500件
（500件未満の検索結果に
する必要がある）

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
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NDL-Bib ダウンロード&インポート

自館の図書館システム

自館の
データベース

NDL-Bibの
データベース

検索

表示

検索

表示

登録

ダウンロード
（一回5,000件）

NDL-Bib
検索画面

NDL-Bib
検索結果

イ
ン
ポ
ー
ト
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NDL-Bibを一度に多数のISBNで検索するには

多数のISBNで検索したい時は…

←Excelに入力し、選択してコピー
↓ NDL-Bibの「検索式」にペーストして検索
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目録作成業務を省力化
• 標準的な書誌データを、自館の目録作成に
• 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MARCにない書誌データの補完に

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？ 自館用データを

充実させよう！
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各図書館にあわせて目録を充実
各図書館で独自に追記している項目例
 調べ学習等で活用できるような内容に関する注記
（人物情報、地名情報）

 入試に出題された作品の情報
 目次情報、バンド・スコアの曲名
 郷土資料の内容細目
 児童・生徒が使いやすいキーワード（件名）
 外国人著者のヨミ
 絵本・紙芝居・CD-ROM等の形態に関する情報
 それぞれの図書館での排架に応じた独自の分類

タイトル等には
書かれていない
個人名でも探せ
るように

やさしい言葉で
探せるように
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全国書誌データの活用方法
図書館システム以外で ブックリスト作成に
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手軽にブックリスト作成
NDLサーチのAPIを利用した便利なツールを紹介
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）https://bibfetch.libraid.net/
国立国会図書館が提供する全国書誌データを取得し、CSV/TSV/Excelファ
イルとしてダウンロードするためのツール。書誌項目を指定して自由な
並び順で出力することもできる。
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NDLサーチのAPI利用ツール 1

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
取り込まれる

インターネットに
つながる環境で
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NDLサーチのAPI利用ツール 2

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る

インターネットに
つながる環境で
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NDL-Bibからダウンロードしたデータを加工

※加工方法は、参考資料をご覧ください

不要なスペースや、
いらない語句がある

※記号区切り形式でダウンロード

1データ1行に加工

39



Excelに取り込んでリスト作成

※取り込み方法は、参考資料をご覧ください

データをExcelにコピー&ペーストして、
区切り位置を調整

できた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…
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利活用事例 便利なツールで
 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

全貌をつかめて、
書架の計画が
立てやすい

ISBNをピッ！
ピッ！ピッ！

 展示リストを作成して来館者に配布

展示図書が
そろった

ISBNをピッ！
ピッ！ピッ！

展示リスト
ご自由にどうぞ
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利活用事例 特長を生かして
レファレンス調査の際、見るべき資料のリストを作成

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

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
複数機関の司書グループで、おすすめ図書リストを作成

こんな本も
あるんだ…
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利活用事例 さらにいろいろ
作業に合わせてExcelの行や列を追加

• 選書担当者欄を追加→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

• 図書委員の選書ツアーの候補資料リストに
• 調べ学習のチェックリストに

ブックリスト以外にも NDLサーチのAPIを使った事例を紹介
国立国会図書館サーチリンク集 http://iss.ndl.go.jp/information/link/

• 自館OPACで検索した後、NDLサーチでの検索結果にリンク
• 自館OPACの一部データを、NDLサーチからのデータで補完 … …
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近刊情報の提供
「これから出る本、出たばかりの本」の書誌データも
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NDLサーチAPIで、近刊情報が利用可能に
近刊情報とは、JPO出版情報登録センター（JPRO）が提供する
これから出る本、出たばかりの本に関する情報
NDLサーチのAPIを利用して、データを図書館システム等に
取り込み可
→→→新刊予約や刊行直後の選書に利用できる！

NDLの書誌データとISBNを照合し、データのアップデートも可
詳しくは
出版情報登録センターとの連携強化による機能改善のお知らせ
http://iss.ndl.go.jp/information/2018/06/28_announce_jpro/
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JPROの近刊情報

Cコードとは？
書籍の裏表紙にある
Cに続く4桁の数値。
読者対象・発行形態・
内容を示し、出版流通で
使用されている。

・NDCはないが、
Cコードあり

・紹介文も検索可
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（参考）Cコード
第1桁(販売対象)

コード 内容

0 一般

1 教養

2 実用

3 専門

4
検定教科
書・その他

5 婦人

6 学参I(小中)

7 学参II(高校)

8 児童

9 雑誌扱い

第2桁(発行形態)

コード 内容

0 単行本

1 文庫

2 新書

3 全集・双書

4
ムック・その
他

5 事・辞典

6 図鑑

7 絵本

8 磁性媒体など

9 コミック

第3-4桁(内容)

コード 内容 コー
ド 内容 コー

ド 内容 コー
ド 内容 コー

ド 内容

00 総記 20 歴史総記 40 自然科学総記 60 産業総記 80 語学総記

01 百科事典 21 日本歴史 41 数学 61 農林業 81 日本語

02 年鑑・雑誌 22 外国歴史 42 物理学 62 水産業 82 英(米)語

04 情報科学 23 伝記・系譜 43 化学 63 商業 84 ドイツ語

25 地理 44 天文・地学 65 交通・通信 85 フランス語

10 哲学 26 旅行 45 生物学 87 各国語

11 心理(学) 47 医学・歯学・薬学 70 芸術総記

12 倫理(学) 30 社会科学総記 71 絵画・彫刻 90 文学総記

14 宗教 31 政治-国防軍事含む 50 工学・工学総記 72 写真・工芸 91 日本文学総記

15 仏教 32 法律 51 土木 73 音楽・舞踊 92 日本文学詩歌

16 キリスト教 33 経済・財政・統計 52 建築 74 演劇・映画 93 日本文学小説・物語

34 経営 53 機械 75 体育・スポーツ 95
日本文学評論・随筆・
その他

36 社会 54 電気 76 諸芸・娯楽 97 外国文学小説

37 教育 55 電子通信 77 家事 98 外国文学その他

39 民俗・風習 56 海事・兵器 79 コミックス・劇画

57 採鉱・冶金

58 その他の工業
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NDLサーチのAPI利用で、選書・発注に活用

NDLサーチの
データベース

JPO出版情報
登録センター

(JPRO)出版社

近刊情報は
発売予定日から

60日間保持

検索だけではなく、
自館システムに
書誌データを
取り込める

選書・発注

各図書館

近刊情報

ISBNあり

山と人生
○山×男著
△△社
2018.12

NDCなし

Cコードあり
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NDLサーチのAPI利用で、書誌データをアップデート
NDLサーチの
データベース

出版社

新着書誌
情報約4日後

完成書誌

資料到着

約1か月後

NDL

ISBNを照合
近刊情報と置き換え*

受入処理

ISBNを照合
新着書誌情報と置き換え*

目録作成

山と人生 / ○山×
男著
△△社, 2018.12
152p ; 18cm

山と人生 : 挑戦の
日々 / ○山×男著
△△社, 2018.12
152p図 ; 18cm
NDC 292.58

各図書館

*取得データのうち、必要
事項だけを置き換え可
（APIや図書館システムの
設定による）

ISBNあり

仮NDCあり
Cコードなし

ISBNあり

NDCあり
Cコードなし
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おわりに
これからのNDL書誌情報
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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

 公共図書館等におけるNDL-Bib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

51

http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/index.html
https://www.ndl.go.jp/form/jp/data/data_service/download.html


より詳しい情報はこちらから 2
 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

 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/

 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/
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これからのNDL書誌情報の提供
国立国会図書館書誌データ作成・提供計画2018-2020
http://ndl.go.jp/jp/library/data/bibplan2020.pdf

• 書誌データ提供の窓口として、国立国会図書館サーチを中心に考える
方針

• 図書館パッケージシステムでのAPI対応を働きかけるなど、今後は
機械的連携によるNDLの書誌データの利用を促進する方針

• 現在提供している国立国会図書館書誌提供サービス（NDL-Bib）は、
システムリニューアルに伴い2020年12月に終了する予定
「国立国会図書館書誌データ作成・提供計画2018-2020」の概要
（NDL書誌情報ニュースレター2018年2号（通号45号））より
http://www.ndl.go.jp/jp/data/bib_newsletter/2018_2/article_01.html

53

http://ndl.go.jp/jp/library/data/bibplan2020.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/data/bib_newsletter/2018_2/article_01.html


アンケートにご協力ください
書誌データの作成および提供 > 書誌情報提供サービス
http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/index.html

 国立国会図書館が作成する書誌データ
（全国書誌データ）の提供に関する
アンケート

 Web NDL Authorities（国立国会図書館
典拠データ検索・提供サービス）
アンケート

【実施期間】2018年11月16日（金）まで
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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
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