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1. 全体
項番 出力タグ名 項目の説明 備考
1-1 xml xml宣言 <?xml version="1 0" encoding="UTF-8"?>
1-2 rss ルート要素
1-3 channel 2.channel部分を出力

2. channel部分
項番 出力タグ名 項目の説明 備考
2-1 title RSSのタイトル
2-2 link 発行元URL
2-3 description RSSの内容の説明
2-4 language 言語 ja
2-5 openSearch:totalResults 検索結果総数 ※OpenSearchの場合出力
2-6 openSearch:startIndex 開始番号 ※OpenSearchの場合出力
2-7 openSearch:itemsPerPage 件数 ※OpenSearchの場合出力
2-8 pubDate RSSの発行日時（RFC 822形式）
2-9 ttl 有効期限 1440
2-10 atom:link ウェブリソースへの参照
2-11 item 3.item部分を出力

3. item部分
項番 出力タグ名 項目の説明 備考
3-1 title タイトル
3-2 link 書誌詳細画面へのURL
3-3 description RSSリーダーでの表示用 - 巻次あるいは部編番号

- 出版者
- 出版年月日等
- ISBNまたはISSN

- タイトル
- タイトル（読み）
- 責任表示
- 責任表示（読み）
- シリーズ名
- シリーズ名（読み）
- シリーズ責任表示
- シリーズ責任表示（読み）
- 各巻タイトル
- 各巻タイトル（読み）
- 各巻責任表示
- 各巻責任表示（読み）
- NDC(10)
- NDC(9)

- （新着）または（更新）
3-4 author 責任表示
3-5 category 資料種別
3-6 guid 書誌詳細画面のURL
3-7 pubDate 最終更新日
3-8 dcterms:created 校了日
3-9 dc:title タイトル
3-10 dcndl:titleTranscription タイトル（読み）
3-11 dc:creator 責任表示
3-12 dcterms:creator 著者標目
3-13 dcndl:creatorTranscription 責任表示（読み）
3-14 dcndl:volume 巻次あるいは部編番号
3-15 dcndl:edition 版表示
3-16 dcndl:seriesTitle シリーズ名
3-17 dcndl:seriesTitleTranscription シリーズ名（読み）
3-18 dcndl:seriesCreator シリーズ責任表示
3-19 dcndl:seriesCreatorTranscription シリーズ責任表示（読み）
3-20 dcndl:volumeTitle 各巻タイトル
3-21 dcndl:volumeTitleTranscription 各巻タイトル（読み）
3-22 dcndl:volumeCreator 各巻責任表示
3-23 dcndl:volumeCreatorTranscription 各巻責任表示（読み）
3-24 dc:publisher 出版者
3-25 dcndl:publicationPlace 出版地
3-26 dc:date 出版年月日等
3-27 dcterms:issued xsi:type="dcterms:W3CDTF" 出版年
3-28 dcterms:dateAccepted 受理日
3-29 dcndl:price 価格
3-30 dc:extent 大きさ、容量等
3-31 dcterms:isPartOf 掲載紙情報
3-32 dc:identifier xsi:type="dcndl:ISBN" ISBN
3-33 dc:identifier xsi:type="dcndl:SetISBN" セットISBN
3-34 dc:identifier xsi:type="dcndl:ISSN" ISSN
3-35 dc:identifier xsi:type="dcndl:ISSNL" ISSN-L
3-36 dc:identifier xsi:type="dcndl:DOI" DOI
3-37 dc:identifier xsi:type="dcndl:CODEN" CODEN
3-38 dcterms:spatial xsi:type="dcndl:UTMNO" UTM区画番号
3-39 dcterms:spatial xsi:type="dcndl:JISX0402" 全国地方公共団体コード

国立国会図書館サーチ RSS項目一覧（2018.06.28現在）



2 / 2 

国立国会図書館サーチ RSS項目一覧（2018.06.28現在）

3-40 dc:identifier xsi:type="dcndl:ICNO" 国際海図番号
3-41 dc:identifier xsi:type="dcndl:NCNO" 各国国内海図番号
3-42 dc:identifier xsi:type="dcndl:ISRN" ISRN
3-43 dc:identifier xsi:type="dcndl:ISMN" ISMN
3-44 dc:identifier xsi:type="dcndl:PBNO" 出版者番号(楽譜)
3-45 dc:identifier xsi:type="dcndl:PLNO" プレート番号(楽譜)
3-46 dc:identifier xsi:type="dcndl:RIS502" 発売番号(録音・映像資料)
3-47 dc:identifier xsi:type="dcndl:GPOCN" GPO管理番号
3-48 dc:identifier xsi:type="dcndl:SUPTDOC" SUPTDOC番号
3-49 dc:identifier xsi:type="dcndl:KAKENHINO" 科研費課題番号
3-50 dc:identifier xsi:type="dcndl:UNDS" 国連ドキュメント記号
3-51 dc:identifier xsi:type="dcndl:UNSN" 国連セールス番号
3-52 dc:identifier xsi:type="dcndl:StandardNO" 規格番号
3-53 dc:identifier xsi:type="dcndl:TRNO" テクニカルリポート番号
3-54 dc:identifier xsi:type="dcndl:ErrorISBN" ISBN（エラーコード）
3-55 dc:identifier xsi:type="dcndl:IncorrectISSN" ISSN（エラーコード）
3-56 dc:identifier xsi:type="dcndl:IncorrectISSNL" ISSN-L（エラーコード）
3-57 dc:identifier xsi:type="dcndl:ISBN13" ISBN（１３桁）
3-58 dc:identifier xsi:type="dcndl:SICI" SICI
3-59 dc:identifier xsi:type="dcndl:NDLJP" 国立国会図書館で付与する永続的識別子
3-60 dc:identifier xsi:type="dcndl:NDLBibID" 書誌ID
3-61 dc:identifier xsi:type="dcndl:JPNO" JP番号
3-62 dc:identifier xsi:type="dcndl:USMARCNO" USMARC番号
3-63 dc:identifier xsi:type="dcndl:UKMARCNO" UKMARC番号
3-64 dc:identifier xsi:type="dcndl:TRCMARCNO" TRCMARC番号
3-65 dc:identifier xsi:type="dcndl:OCLCNO" OCLC番号
3-66 dc:identifier xsi:type="dcndl:GPOBibNO" GPO番号
3-67 dc:identifier xsi:type="dcndl:BRNO" 点字図書・録音図書全国総合目録番号
3-68 dc:identifier xsi:type="dcndl:RLINNO" RLIN番号
3-69 dc:identifier xsi:type="dcndl:NSMARCNO" NS-MARC番号
3-70 dc:identifier xsi:type="dcndl:OPLMARCNO" OPL-MARC番号
3-71 dc:identifier xsi:type="dcndl:KNMARCNO" 紀伊国屋マーク番号
3-72 dc:identifier xsi:type="dcndl:TOHANMARCNO" トーハンMARC番号
3-73 dc:identifier xsi:type="dcndl:NIIBibID" NACSIS-CATレコードID
3-74 dc:subject 件名
3-75 dc:subject xsi:type="dcndl:NDC" NDC
3-76 dc:subject xsi:type="dcndl:NDLC" NDLC
3-77 dc:subject xsi:type="dcterms:LCC" LCC
3-78 dc:subject xsi:type="dcterms:DDC" DDC
3-79 dc:subject xsi:type="dcterms:UDC" UDC
3-80 dc:subject xsi:type="dcndl:NDC10" NDC（10版）
3-81 dc:subject xsi:type="dcndl:NDC9" NDC（9版）
3-82 dc:subject xsi:type="dcndl:NDC8" NDC（8版）
3-83 dc:subject xsi:type="dcndl:GHQSCAP" GHQ/SCAP
3-84 dc:subject xsi:type="dcndl:USCAR" USCAR
3-85 dc:subject xsi:type="dcndl:MCJ" MCJ
3-86 dc:description 注記
3-87 dc:description 注記（掲載誌等）
3-88 rdfs:seeAlso 提供元書誌詳細画面のURL
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