
国⽴国会図書館の蔵書を探したり、
⽇本でどんな本が出版されたかを
調べたりすることができます。

ダウンロードして、各図書館
システムでの⽬録データの作成や、
⽂献リストの作成に利⽤する

こともできます。

全国書誌データ

雑誌記事索引データ

→5ページへ

→2〜4ページへ

典拠データ
著者や本のテーマなどから、
その典拠データとリンクする
全国書誌データを的確に
検索することができます。
さらに、調べものや
レファレンスにも

活⽤することができます。
→6〜7ページへ

全国書誌に収録した雑誌の
⼀部では、その掲載記事・論⽂を
タイトル、著者名、雑誌名などから
検索して特定することができます。

例えば、雑誌横断的に
特定の著者の論⽂をリストアップ

することができます。

国⽴国会図書館の書誌データ
― 全国書誌データ、雑誌記事索引データ、典拠データ ―

書誌データ広報⽝ カーネ
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全国書誌の総データ数
・図書 約540万件
・逐次刊⾏物 約17万タイトル
・⾮図書資料 約68万件 ※録⾳ ・映像資料、電⼦資料、地図、点字資料など

・書誌作成の基準や規則を細かく定め、書誌データの品質を維持
・書誌データを典拠データ（→6〜7ページへ）とリンクさせることで、より的確な検索が可能に

国⽴国会図書館の蔵書のうち、国内出版物（納本、寄贈、購⼊等により収集）
および外国で刊⾏された⽇本語出版物（寄贈、購⼊等により収集）を対象とした
標準的な書誌データです。

全国書誌データ

全国書誌データとは？

全国書誌
データ

特⻑
◆広範囲な資料

◆豊富なデータ量

◆新着書誌情報の提供

◆⽬録規則の適⽤、典拠データとのリンク

納本制度に基づく資料の収集
・⼀般に流通しにくい資料（官公庁や学協会の出版物、⾃費出版物など）も含む
・さまざまな形態の出版物（図書・雑誌・新聞といった紙媒体資料、CDやDVDなど）を含む

作成中の書誌データを速報提供することで、収集した資料の情報を早く利⽤可能に
※新着書誌情報のうち、⼀般に流通する図書にNDC（⽇本⼗進分類法）の分類記号を付与

資料到着

提供の流れ

※所要⽇数は標準的なもの

※出版前、出版直後の資料については、JPO出版情報登録センター（JPRO）から提供された近刊情報のデータを
国⽴国会図書館サーチで検索できます（国⽴国会図書館の書誌データの利⽤は、原則として申請不要ですが、
近刊情報は国⽴国会図書館作成のデータではないため、営利⽬的の利⽤は要申請）。

受⼊・登録後、
現物に基づき書誌作成開始

約4⽇後 約1か⽉後

資料の
出版

新着書誌情報公開
（作成中の書誌データ）

書誌データ
完成、公開

このパンフレットでご紹介するウェブページの「ホーム」は、国⽴国会図書館ホームページ
（ https://www.ndl.go.jp）を指します。
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国⽴国会図書館サーチから⾃館の図書館システムにデータを直接取得できます。
データ形式その他の詳細は、国⽴国会図書館サーチのヘルプから、
「APIのご利⽤について」のウェブページをご覧ください。

国⽴国会図書館サーチからの取得

◆API（外部提供インタフェース※）を利⽤
https://iss.ndl.go.jp/

◆検索結果の詳細画⾯から取得
データ形式：MARC、MARCタグ、DC-NDL（RDF）、JSON
国⽴国会図書館サーチを検索し、
詳細画⾯からデータをダウンロードできます（1件ずつ）。

◆MARC取得ツールを利⽤
データ形式：MARC、MARCタグ
国⽴国会図書館サーチの検索結果をExcel上に表⽰してからまとめてダウンロードできます。
（ISBNで検索する「ISBN版」とキーワードや分類記号（NDC、NDLC）で検索する「検索版」があります）
詳細は次のウェブページの「MARC取得ツールのご案内」をご覧ください。

データの取得⽅法

※異なるシステム間で、外部から機能を利⽤するための窓⼝のようなもの

全国書誌
データ

⽬録データや⽂献リストの作成に使えます

ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供 > 全国書誌データ

国⽴国会図書館の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次のウェブページで公開しています。

ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供
> 国⽴国会図書館書誌データ対応システム⼀覧

複数の
システムに

対応

（ISBN版）
ISBNを⼊⼒して
「検索する」をクリック

タイトル、出版者、出版年…
などがExcelに表⽰される
→データのダウンロードが可能

全国書誌データ 図書館システムに取り込み、
⽬録データとして利⽤

⽂献リストを作成
（展⽰資料リスト、寄贈資料リストなど）

ダウンロード

▼詳細画⾯

（中略）

https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/system_list.html
https://iss.ndl.go.jp/information/api/
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/index.html
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データ形式：TSV、BibTeX

データの取得⽅法（続き）

「JAPAN/MARCデータ（毎週更新）」のウェブページからの取得

データ形式：TSV
国⽴国会図書館が収集した国内刊⾏のオンライン資料（※）の書誌データを掲載しています
（週1回更新）。 ※インターネット等で出版（公開）される電⼦書籍・電⼦雑誌

その他の⽅法

◆RSS配信 ☆速報（最新分、最新7⽇分、最新15⽇分）の⼊⼿に
新着書誌情報、全国書誌および全国書誌（電⼦書籍・電⼦雑誌編）をRSS形式（RSS2.0）で
提供しています。国⽴国会図書館サーチのヘルプから、サイト内検索で「RSS」と検索し、
「国⽴国会図書館サーチが提供するRSS」のウェブページをご覧ください。

◆全件データ提供
お申込みに応じ、以下のデータを全件提供しています。
・国⽴国会図書館の蔵書の書誌データまたは雑誌記事索引データ（データ形式：DC-NDL（RDF））
・JAPAN/MARC（単⾏・逐次刊⾏物資料（M/S)または典拠（A））（データ形式：MARC、MARCタグ）

国⽴国会図書館検索・申込オンラインサービス
（国⽴国会図書館オンライン）からの取得

全国書誌（電⼦書籍・電⼦雑誌編）

https://ndlonline.ndl.go.jp/

タイトルのリンクをクリックすると
データの詳細画⾯に移動
⇒詳細画⾯から1件ずつのダウンロードも可能

①検索結果⼀覧で
必要なデータにチェック

②プルダウンから
「書誌情報をダウンロード」を選択
⇒「実⾏」

全国書誌
データ

データ形式：MARC、MARCタグ
⼀週間分の全国書誌データ（新規作成・更新・削除データ）をダウンロードできます。

※取得件数：最⼤100件

ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供 > JAPAN/MARCデータ（毎週更新）

ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供

ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供 >全国書誌データ
> 全国書誌（電⼦書籍・電⼦雑誌編）TSVファイル⼀覧

詳細は次のウェブページの「書誌データ等の全件提供」をご覧ください。

https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb_product.html
https://iss.ndl.go.jp/information/api/api-lists/rss_info/
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/ebej_tsv.html


5

記事・論⽂を採録する雑誌（採録誌）は、「採録誌選定基準」に基づき、学術雑誌をはじめ、
専⾨誌、機関誌、⼀般総合誌などを選定しています。
採録誌に掲載された記事・論⽂は、「記事採録基準」に基づき採録しています。
原則として3ページ以上にわたる記事を採録しています。
各基準は、ホーム > 書誌データの作成および提供 > 雑誌記事索引について に掲載しています。

対象となる雑誌・記事

データの取得⽅法

雑誌記事索引データとは？
国⽴国会図書館が収集・整理した国内刊⾏和⽂雑誌などから、固有のタイトルをもつ記事・
論⽂を採録したデータです。
昭和23年に作成を開始し、2万5千誌（うち採録中1万1千誌）から採録した1400万件以上の
データを提供しています。特定の著者の論⽂を雑誌横断で探す、ある雑誌の掲載記事の変遷
を探るといった多様な⽬的の利⽤に応えるため、幅広い情報が検索できることをめざしてお
り、毎年30万件以上を新規提供しています。

電⼦雑誌についても「雑誌記事索引データ（オンライン資料編）」として、令和元年11⽉から
提供を開始しました。開始当初は、紙媒体などからオンラインに切り替わった採録誌のみでし
たが、最初からオンラインで刊⾏された雑誌も対象に加え、採録の拡⼤に取り組んでいます。

雑誌記事索引
データ

雑誌記事索引データ

国⽴国会図書館サーチ提供のAPI
国⽴国会図書館サーチと同様の検索語を使⽤して雑誌記事索引データを取得できます。デー
タの形式その他の詳細は、国⽴国会図書館サーチのヘルプから「APIのご利⽤について」の
ウェブページをご覧ください。

RSS配信
採録誌の新着号の記事情報を雑誌別に配信しています。

ホーム > 書誌データの作成および提供 > 雑誌記事索引について > 雑誌記事索引のRSS配信について

「雑誌記事索引データ」のウェブページからの取得
MARCXMLフォーマットの雑誌記事索引データを週ごとに取得できます（下図参照）。

ホーム > 書誌データの作成および提供 > 雑誌記事索引について > 雑誌記事索引データ

国⽴国会図書館オンライン
検索結果のダウンロードができます。
ダウンロード⼿順は、全国書誌データ
（→4ページへ）と同じです。

https://www.ndl.go.jp/jp/data/sakuin/index.html
https://iss.ndl.go.jp/information/api/
https://www.ndl.go.jp/jp/data/sakuin/about_rss.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/sakuin/product.html
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夏⽬, 漱⽯, 1867-1916 ⽵取物語

約139万件の豊富なデータ

著者で探す

全国書誌データに収録される資料の著者名やテーマなど、検索の⼿がかりとなる名称やことば
を整理してまとめたデータです。典拠データは国⽴国会図書館典拠データ検索・提供サービス
（Web NDL Authorities）で検索できます。

名称典拠：著者名やタイトルなど

普通件名典拠：資料のテーマ
物理学

https://id.ndl.go.jp/auth/ndla/
美術 (⽇本) -- 索引

資料の著者名の表記がバラバラ（例：シェイクスピア、沙⼠⽐阿）でも
まとめて検索できます。

同名異⼈を区別して検索できます。

外部データともリンク
バーチャル国際典拠ファイル（VIAF）、⽶国議会図書館のLC Linked Data Service など

典拠データ
典拠

データ

典拠データとは？

典拠データを使った国⽴国会図書館オンラインの検索⽅法
典拠データの詳細情報画⾯右にある検索リンクボタンを押すと、典拠とリンクする
国⽴国会図書館オンラインの書誌データの⼀覧に遷移します。

著者名検索ボタンで
この典拠データが
著者である
書誌データを検索

個⼈の読み・綴り・⽣没年や別名、団体の沿⾰などの情報は、
レファレンスにも役⽴ちます。
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テーマで探す タイトル中にキーワードが含まれていなくても資料の
テーマから検索できます。

件名の上位語・下位語・関連語・分類を確認できるので、
より適切な件名を選んで検索できます。

作品で探す 古典作品の翻刻・現代語訳をまとめて検索できます。
翻訳タイトルのバリエーションがある作品をまとめて検索できます。

)A(CRAM/NAPAJドーロンウダ

国⽂学研究資料館の⽇本古典籍総合
⽬録データベースともリンク

典拠
データ

データの取得⽅法

件名検索ボタンで
この典拠データが
テーマである
書誌データを検索

著作検索ボタンで
この典拠データの
作品の書誌データ
を検索

Web NDL Authoritiesの詳細情報画⾯から
典拠データを1件ずつダウンロードできます。
（RDF/XML形式, RDF/Turtle形式, JSON-
LD形式）

普通件名、細⽬、ジャンル・形式⽤語は
⼀括ダウンロードも可能です。

⼀週間分の典拠データ（新規作成・更新・
削除）をMARC形式でJAPAN/MARC(A)と
して「JAPAN/MARCデータ（毎週更新）」
のウェブページで提供しています。
（→4ページへ）

件名の上位語・下位語や分類の
情報は、レファレンスにも
役⽴ちます。

https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb_product.html
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☆ご利⽤に際しては、ホーム > サイトポリシー（ホームページ最下部にリンクあり）
および ホーム > 資料・情報の利⽤ > 書誌データの利⽤ を必ずご確認ください。

全国書誌データ

さらに詳しい情報・お問い合わせ先

・全国書誌データの特⻑や利⽤⽅法、提供サービスについては･･･
ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供 > 全国書誌データ

・全国書誌データの概要や利活⽤事例については･･･
ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供 > 書誌データ利⽤のためのクイックガイド

・過去に開催した説明会や研修の資料については･･･
ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供 > 書誌データに関する説明会・研修

雑誌記事索引データ

【お問い合わせ先】
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
メール：bib-dl@ndl.go.jp

・雑誌記事索引に関する情報については･･･
ホーム > 書誌データの作成および提供 > 雑誌記事索引について

【お問い合わせ先】
国⽴国会図書館 収集書誌部 逐次刊⾏物・特別資料課 索引係
ホームページ最下部の お問い合わせ にある「お問い合わせフォーム」からお寄せください。

令和5年1⽉発⾏

オープンデータ化により使いやすくなりました

国⽴国会図書館の書誌データは、営利／⾮営利の⽬的を問わず、
どなたでも申請なしに無償でご利⽤いただけます。

典拠データ（Web NDL Authorities）

【お問い合わせ先】
国⽴国会図書館 収集書誌部 収集・書誌調整課 書誌調整係
メール：autdata@ndl.go.jp

・典拠データの機能を⽤いた的確な国⽴国会図書館オンラインでの検索⽅法については･･･
ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供 > 典拠データの提供
> 典拠データを使った資料検索：Web NDL Authoritiesガイド

・典拠データの取得、利⽤については･･･
ホーム > 書誌データの作成および提供 > 書誌データの提供 > 典拠データの提供

※パンフレット中の統計の数値は、すべて令和4年8⽉末時点のものです。

ず

https://www.ndl.go.jp/jp/sitepolicy/index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/use/metadata/index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/quickguide/index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/event.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/sakuin/index.html
https://www.ndl.go.jp/form/jp/service/contact/index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/authorities/ndla.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/authorities.html



