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全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）の提供 

 

国立国会図書館は、2014年 4月 1日に「全国書誌データ提供」のページを公開しました。このページから、新

たに全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）が利用できるようになりました。その収録対象は、2013 年 7月 1日以降

に当館が収集した電子書籍・電子雑誌のメタデータです。 

本稿では、全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）提供サービスの概要をご紹介します。 

 

1. はじめに                                                                      

当館は、納本制度に基づき収集した国内出版物などを収録対象として、全国書誌データを作成し、国立国会図

書館サーチ（以下、NDLサーチといいます）、NDL-OPACなどから提供してきました。 

また、2013年 2月に「国立国会図書館の書誌データ作成・提供の新展開（2013）｣を公表し、その第 5項に、「国

立国会図書館法第７条に規定する『日本国内で刊行された出版物』に相当する電子情報の書誌データを、新たに

全国書誌として提供する。」を掲げました[1]。 

これを受けて、当館が収集した電子書籍・電子雑誌のメタデータも 2014年 4月以降は全国書誌の収録対象とし、

NDL サーチから提供しています。 

 

2. 収録するメタデータ                                                              

全国書誌(電子書籍・電子雑誌編)には、オンライン資料収集制度（e デポ）とインターネット資料収集保存事

業（WARP）で収集し、国立国会図書館デジタルコレクション[2]に保存した電子書籍・電子雑誌のメタデータを収

録しています。メタデータには、タイトルレベル、巻号レベル（データ例）および記事レベル（データ例）が含

まれます。[3]  

 

メタデータには、電子書籍・電子雑誌（本文）へのリンク情報（URL）が含まれますので、その情報をもとに本

文をすぐにご覧いただくことができます。以下の URL は、『国立国会図書館月報』2014 年 3 月号の「提供元書誌

詳細画面の URL」（国立国会図書館デジタルコレクションの書誌情報画面の URL）と「一次資料へのリンク URL」（国

立国会図書館デジタルコレクションで所蔵している資料の URL）です。試しに開いてみてください。 

 

 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8436024 

 http://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?contentNo=1&itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F8436024 

 

3. 提供サービスについて                                                             

(1)「全国書誌データ提供」のページ 

サーチおよび NDL-OPAC から提供する全国書誌データに関するすべてのサービスを、「全国書誌データ提供」の

ページ（図 1 参照）に掲載しています。この中で、全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）の提供サービスについて

もご紹介しています。 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb.html
http://iss.ndl.go.jp/
http://iss.ndl.go.jp/
http://ndlopac.ndl.go.jp/
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/kihon.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/online_data.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/internet_data.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/internet_data.html
http://dl.ndl.go.jp/%23internet
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000040-I000188274-00
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000040-I000140645-00
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8436024
http://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?contentNo=1&itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F8436024
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb.html
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図 1 「全国書誌データ提供」のページ 

 

このページの最初に、サービス概要（図 2 参照）を掲載しています。全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）を含

めた全国書誌データの全体像を概観していただくために、提供サービスを一覧にまとめています。また、目的に

合わせた利用方法もご案内しています。 

図 2 サービス概要 

 

-2- 



NDL 書誌情報ニュースレター2014 年 2 号（通号 29 号） 
 
 
(2) 全国書誌(電子書籍・電子雑誌編)のダウンロード方法 

サービス概要の次から、機能別に提供サービスを掲載しています。 

全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）の提供サービスの説明は、このページの「2. 国立国会図書館サーチ」をご

覧ください。全国書誌(電子書籍・電子雑誌編)を取得する次の四つの方法についてご説明しています（図 3参照）。 

 

 検索用 API（SRU/SRW、OpenSearch） → サンプル（SRU/SRW） 

 ハーベスト用 API（OAI-PMH）→ サンプル（OAI-PMH） 

 RSS 配信（最新分、7日分、15日分）→ サンプル（7日分） 

 NDL サーチ：TSVファイルのダウンロード（一日単位でダウンロード）→ サンプル（2013年 7月 2日分） 

図 3 NDLサーチから提供する全国書誌（電子書籍・電子雑誌編） 

： 

（途中省略） 

： 

： 

（途中省略） 

： 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb.html%23iss
http://iss.ndl.go.jp/api/sru?operation=searchRetrieve&query=dpid=iss-ndl-opac%20and%20title=%22%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E6%9C%88%E5%A0%B1%22
http://iss.ndl.go.jp/api/oaipmh?verb=GetRecord&metadataPrefix=dcndl&identifier=oai:iss.ndl.go.jp:R100000002-I000000008550-00
http://iss.ndl.go.jp/rss/online/7.xml
http://iss.ndl.go.jp/data/download/digital_20130702.tsv
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4. 「全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）TSV ファイル一覧」ページの公開                               

2014 年 6 月 18 日に、「全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）TSV ファイル一覧」のページ（図 4 参照）を公開し

ました。このページには、全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）の TSV ファイルに関する情報を掲載しています。

TSV ファイルは最近 3か月分のダウンロードが可能です。 

TSV ファイルは、電子書籍・電子雑誌が国立国会図書館デジタルコレクションに登録された日（受理日）単位

で作成されるため、TSV ファイルが存在しない日もあります。また、電子書籍・電子雑誌の受理後に、一度作成

した書誌データを当館で削除した場合、TSV ファイルが存在しても、データがない場合があります。このページ

では、TSV ファイルやデータの有無を確認してから、ダウンロードすることができます。このページは週一回更

新します。 

TSV ファイルの Excel での利用方法を、本誌今号のコラムで紹介していますので、ぜひご一読ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）TSVファイル一覧のページ 

： 

（途中省略） 

： 
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5. おわりに                                                                     

全国書誌のラインアップに、全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）が加わりました。全国書誌データは、全国書

誌（電子書籍・電子雑誌編）も含めて、公共図書館、学校図書館など非営利の図書館で、無償でご利用いただけ

ますので、ぜひご利用ください。 

また、当館作成書誌データを利用しようとする際のご参考となるよう、API などの取込機能を実装した図書館

システムの情報もホームページに掲載していますので、こちらもぜひご覧ください。 

 

（収集・書誌調整課） 

 

[1] 「国立国会図書館の書誌データ作成・提供の新展開（2013）」については、本誌 2013年 2号(通号 25号)で解

説しています。 

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8226998_po_2013_2.pdf?contentNo=1, (参照 2014-5-13) 

 

[2] 国立国会図書館デジタルコレクションは、当館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるサー

ビスです。 

 

[3] メタデータについては、本誌前号の「オンライン資料の収集とメタデータの作成」もご覧ください。 

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8436034_po_2014_1.pdf?contentNo=1, (参照 2014-5-13) 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/system_list201405.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/system_list201405.pdf
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8226998_po_2013_2.pdf?contentNo=1
http://dl.ndl.go.jp/%23internet
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8436034_po_2014_1.pdf?contentNo=1
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コラム：書誌データ利活用（4） 

― 全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）TSVファイルを利用しよう！ 

 

1. はじめに                                                                        

国立国会図書館が提供する書誌データ・典拠データの利活用方法を具体的にご紹介する連載コラム、今回は全

国書誌(電子書籍・電子雑誌編）TSVファイル（以下、TSV ファイルといいます）の Excelによる利用方法を取り

上げます。今号には、「全国書誌(電子書籍・電子雑誌編)の提供」の記事も掲載していますので、合わせてお読み

いただければと思います。 

TSV ファイルは、以下のページからダウンロードできます。 

 全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）TSVファイル一覧 

 

2. TSVファイルに出力する項目は？                                                    

TSV ファイルに出力される項目は、以下のとおりです。 

各フィールド（項目）はタブで区切られ、データ内に同じフィールドが複数ある場合は、「△；△」（半角ス

ペース＋半角セミコロン＋半角スペース）で連結し、一つにまとまります。 

NDLサーチ書誌詳細画面 URL，ISBN，セット ISBN，ISSN，ISSN-L，DOI，NDLJP（国立国会図書館が付与する永続的識別子），

タイトル，巻次・部編番号，部編名，別タイトル，シリーズタイトル，版，著者，出版者，出版地，出版年月日，受理日，目

次，注記，言語，大きさ・容量，記録形式，掲載誌名，掲載巻，掲載号，掲載通号，提供元書誌詳細画面の URL，一次資料へ

のリンク，原資料へのリンク，関連資料，異版を持つ，掲載誌情報，目次・記事，別の記録形式である，別の記録形式を持つ 

 

なお、本誌今号「全国書誌(電子書籍・電子雑誌編)の提供」の記事でもご紹介しましたが、全国書誌(電子書籍・

電子雑誌編)には、オンライン資料収集制度（eデポ）とインターネット資料収集保存事業（WARP）で収集し、国

立国会図書館デジタルコレクションに保存された電子書籍・電子雑誌のメタデータが収録されています。収録さ

れているメタデータはさまざまで、以下のいずれかになります。[1] 

 

 単行資料で、多巻ものでないもの（第一階層：タイトルレベルのメタデータ） 

 単行資料で、多巻もの（第二階層：巻号レベルのメタデータ） 

 逐刊資料で、記事レベルを持たないもの（第二階層：巻号レベルのメタデータ） 

 記事単位のもの（第三階層：記事レベルのメタデータ） 

 

3. TSVファイルをダウンロード                                                          

それでは、TSV ファイルをダウンロードしてみましょう。最近 3 か月分の TSV ファイルは「全国書誌（電子書

籍・電子雑誌編）TSV ファイル一覧」のページ（図１参照）からダウンロードできます。 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb_ebej_tsv.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/online_data.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/internet_data.html
http://dl.ndl.go.jp/%23internet
http://dl.ndl.go.jp/%23internet
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb_ebej_tsv.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb_ebej_tsv.html
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図１ 全国書誌(電子書籍・電子雑誌編)TSVファイル一覧 

 

また、3か月より前の日付のファイルも、URLを指定してダウンロードすることができます。ここでは、以下の

URL から、2013 年 7 月 2 日に国立国会図書館デジタルコレクションに登録された資料の TSV ファイルを取得しま

す[2]。 

 

http://iss.ndl.go.jp/data/download/digital_20130702.tsv 

 

上記 URL の拡張子（.tsv）の前の年月日を示す数字 8 ケタを変更することで、ダウンロードしたい TSV ファイ

ルを一日単位で取得できます。 

 

4. TSVファイルを Excelで開く                                                          

それでは、上記の URLから 2013年 7月 2日分の TSVファイルをダウンロードして、Excelで開いてみましょう。

あらかじめ自分のパソコンから Excel で開くように設定しておけば、TSV ファイルを直接クリックしても開きま

すが、文字化けする可能性が大きいです。この文字化けは、TSV ファイルの文字コードが Unicode であるために

起こります。Excelを立ち上げてからファイルを開けば、問題ありません。 

 

この後の内容は、実際に Excelを使いながらご覧ください。ここでは、Excel2013 を使って説明します。 

 

TSV ファイルを Excel で開くと、以下の図 2 のように表示されます（ファイルの開き方を選ぶよう求められた

ら、タブ区切りを選択して開いてください）。最初の行に項目名が入っていて、各項目が一つの列に一項目ずつ割

り当てられていることがわかります。最初の列（A列）を見ると、URLが表示されていますので、クリックすると

NDL サーチの書誌詳細画面を確認することができます。 
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図 2 TSVファイル（2013 年 7月 2日分のサンプル）を Excel で開いた状態 

 

5. 列を分割する                                                                  

以下の図 3 で、著者の項目（N 列）を見てみましょう。ここには、一つのセルの中に複数の著者の情報が存在

することがわかります。このまま使っていただいても問題ありませんが、著者ごとに列を分割することもできま

す。 

 

 

 

 

 

 

図 3 図 2の N列複数 
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N列を選択し、データタブから、区切り位置の機能（図 4参照）を使って分割することができます。区切り記

号として、半角セミコロンを指定して分割すると、図 5のように著者の列を分けることができます。分割のとき

に、「既にデータがありますが、置き換えますか？」と確認されたら、いったんキャンセルして、必要な数だけ列

を挿入してください。そのままだと O列以降が上書きされてしまいます。複数データが含まれる他の項目（列）

でも同様の方法で対応できます。 

 

図 4 区切り位置の機能を使った列の分割 

 

 

 

図 5 N列を 4つに分割した状態 
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図 6 をご覧ください。原資料へのリンクの項目ですが、クリックすると原資料の内容を見ることができます。

URL が複数ある場合には、半角セミコロンで連結されています。連結されているとハイパーリンクとして機能し

ませんので、上記の著者の場合と同様の方法で分割してから原資料へのリンクを活用してください。 

図 6 原資料へのリンク（複数） 

 

6. データを追加する                                                               

最後に、すでにダウンロードした TSV ファイルにデータを追加してみましょう。ここでは、2013年 7月 2日分

の TSVファイルに、2013年 7月 3日分のデータを追加してみます。 

 

まずは、2013年 7月 3日分をダウンロードします。 

 

TSV ファイルがダウンロードできたら、7 月 2 日分のファイルでデータを追加したい箇所（ここでは、A108 セ

ル）を選択し、データタブから、外部データの取り込み（テキストファイル）の機能（図 7参照）を使います（追

加するときは、必ずタブ区切りを選択）。 

 

図 7 外部データの取り込み（テキストファイル） 

-10- 
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図 8のように、7月 3日分のデータが追加されます。あとは、必要のないタイトル行（108行目）を削除したり、

データタブから、重複の削除の機能を使って、同一のメタデータで古い方のデータを削除したりして、リストを

完成させてみてください。 

図 8 取込み実行後の画面 

 

7. おわりに                                                                      

全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）の TSV ファイルを Excel で開いて加工することで、さまざまな活用ができ

ます。また、TSVファイルの中には、タイトル、著者、出版年等の情報のほかに URLの情報も含んでいますので、

リンクをたどり、電子書籍・電子雑誌の本文を見ることもできます。 

今回紹介した利用方法は、ごく一部にすぎませんので、ぜひさまざまな方法を試してみてください。 

 

（収集・書誌調整課 書誌サービス係） 

 

[1] メタデータについては、本誌前号の「オンライン資料の収集とメタデータの作成」もご覧ください。 

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8436034_po_2014_1.pdf?contentNo=1, (参照 2014-5-13) 

 

[2] 2013年 7月 2日分は、全国書誌(電子書籍・電子雑誌編)TSVファイルの第１号です。 
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おしらせ：書誌データ利活用説明会を開催します 

 

学校図書館や公共図書館などの図書館職員の方々を対象に、書誌データ利活用説明会[1]を開催します。 

この説明会は、国立国会図書館の東京本館（7 月 25 日）および関西館（8 月 22 日）でそれぞれ開催します。当

館の書誌データ利活用を進めるための取組みを簡単に紹介したあと、当館書誌データを利用するための具体的な方

法（国立国会図書館サーチの API を利用する、NDL-OPACからダウンロードしたファイルを利用する、など）を説明

します。また、実際に当館書誌データを活用している学校図書館の方に、事例紹介を行っていただきます。ぜひご

参加ください。 

具体的な内容、参加申込については、イベントのページをご覧ください。 

 

書誌データ利活用説明会 

また、8月 7日、第 39 回全国学校図書館研究大会（甲府大会）でも、書誌データ利活用説明会で当館から行う説

明と同じ内容の発表を行う予定です。 

 

（収集・書誌調整課） 

 

[1] 前回の説明会は、2013年 11 月 1日に図書館システムベンダーをおもな対象として開催しました。 

  収集・書誌調整課. 「書誌データ利活用説明会」開催報告. NDL書誌情報ニュースレター. 2013年 4号（通

号 27号）, p. 1-3, 

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8379163_po_2013_4.pdf?contentNo=1,  (参照 2014-4-22) 

  

-12- 

http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/20140708briefing.html
http://www.j-sla.or.jp/seminar/2014kofu.html
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8379163_po_2013_4.pdf?contentNo=1
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8379163_po_2013_4.pdf?contentNo=1
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8379163_po_2013_4.pdf?contentNo=1
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おしらせ：平成 26 年度遠隔利用者アンケートにご協力ください 

 

国立国会図書館では、利用者の多様なニーズを把握するために、利用者アンケートを実施しています。今年度は、

遠隔利用者を対象にアンケートを実施します。 

書誌データおよび典拠データの利用について、以下のアンケートにご協力をお願いします。 

 

○当館作成書誌データの利用に関するアンケート 

 →アンケートのページはこちらから 

 

○Web NDL Authorities（国立国会図書館典拠データ検索・提供システム）に関するアンケート 

 →アンケートのページはこちらから 

 

また、当館の書誌データ・典拠データの提供については、以下のページもぜひご覧ください。 

 書誌情報提供サービス 

 全国書誌データ提供 

 

（収集・書誌調整課） 
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http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/enquete.html
https://enq3.csview.jp/question/ndlhyoka/jnb/jnb.cgi
http://id.ndl.go.jp/auth/ndla
https://enq3.csview.jp/question/ndlhyoka/NDLA/NDLA.cgi
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/syoshiservice.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb.html
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おしらせ：国立国会図書館書誌データ対応システム一覧を更新しました 

 

国立国会図書館が提供する書誌データの取込み機能を実装している図書館システムの一覧に、新たに図書館シス

テムを一件追加しました。以下のページからご覧ください。この一覧が、システム導入をご検討される際のご参考

になれば幸いです。 

 

 ○書誌情報提供サービス 

 「国立国会図書館書誌データ対応システム一覧（2014 年 5月現在）」（PDF: 194KB） 

 

 

（収集・書誌調整課） 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/syoshiservice.html%23data
http://stg.ndl.go.jp/jp/library/data/system_list201405.pdf
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おしらせ：平成 25 年度書誌調整連絡会議の資料を掲載しました 

 

2014 年 2 月 28 日に開催した平成 25 年度書誌調整連絡会議の資料を、当館ホームページの「書誌調整連絡会議」

のページに掲載しました。 

従来から、書誌調整連絡会議の概要を当館ホームページに掲載してお知らせしていますが、今回は概要に加えて

会議資料も掲載しました。資料には、新しい『日本目録規則』（NCR）策定のスケジュールなども含まれます。 

 

第Ⅰ部 国立国会図書館報告 

 NCR改訂の基本方針 

 新 NCR策定スケジュールと進捗状況、全体構成案について 

 新 NCRにおける資料の種別について 

  

  資料（PDF：1086KB） 

 

第Ⅱ部 書誌情報の将来像 

 日本目録規則（NCR)の RDA化を考える：実体間の関連の記録、コンテンツとキャリアの記述を中心に 

松井純子（大阪芸術大学） 

   資料 (PDF: 593KB) 

   資料 (PDF: 421KB) 

  

 書誌情報の将来像  谷口祥一（慶應義塾大学） 

 

  資料（PDF：600KB） 

 

 RDAと「書誌フレームワーク」  渡邊隆弘（帝塚山学院大学） 

 

  資料（PDF：602KB） 

 

 書誌情報の将来像：共同目録の観点から  佐藤義則（東北学院大学） 

 

  資料（PDF：644KB） 

 

新 NCRの策定状況については、今後も策定の途中段階で可能な限りの情報公開を行います。 

 

（収集・書誌調整課） 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/h25_conference_report.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/conference.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/bib_h25_ndlresume.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/bib_h25_resume1-1.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/bib_h25_resume1-2.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/bib_h25_resume2.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/bib_h25_resume3.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/bib_h25_resume4.pdf
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おしらせ：平成 25 年度書誌データ統計を掲載しました 

 

平成 25年度書誌データ統計を「統計からみた書誌データ（平成 23年以降）」のページに掲載しました。内容は、

資料種別ごとの書誌データ作成件数、雑誌記事索引データの作成件数、典拠データの提供件数および JAPAN/MARC

提供件数です。 

 

（収集・書誌調整課） 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/wt_data_h23ikou.html
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掲載情報紹介 

 

2014年 3月 29日～2014年 6月 25日に、国立国会図書館ホームページに掲載した書誌情報に関するコンテンツ

をご紹介します。 

 

・全国書誌（電子書籍・電子雑誌編）TSVファイル一覧を掲載しました。 

（掲載日：6月 18日） 

 

・「統計からみた書誌データ（平成 23 年度以降）」を更新しました。 

（掲載日：5月 29日） 

 

・「国立国会図書館書誌データ対応システム一覧」を更新しました。 

（掲載日：5月 13日） 

 

・平成 25年度書誌調整連絡会議報告（概要）と過去の会議一覧を掲載しました。 

（掲載日：4月 15日） 

  

 ・全国書誌(電子書籍・電子雑誌編)の提供を開始しました。新設した「全国書誌データ提供」のページを 

ご覧ください。 

 （掲載日：4月 1日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDL 書誌情報ニュースレター（年 4 回刊） 
2014 年 2 号（通号 29 号） 2014 年 6 月 26 日発行 
編集・発行 国立国会図書館収集書誌部 
〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1 
E-mail: bib-news@ndl.go.jp（ニュースレター編集担当） 
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http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb_ebej_tsv.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/wt_data_h23ikou.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/syoshiservice.html%23data
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/conference.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/conference.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/syoshiservice.html%23anchor01
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/jnb.html
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