
【凡例】

※第4階層が空白ノードである場合は、入力レベルを記載しない。

最小出現
回数

最大出現
回数

0 -

0 n

1 -

1 n

※第3階層でデータ型を定義している場合、最小出現回数・最大出現回数は、データ型ごとに定義する。

表現例

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"/>

<dc:title>
   <rdf:Description>
     <rdf:value>南総里見八犬伝</rdf:value>
     <dcndl:transcription>ナンソウ　サトミ　ハッケンデン
</dcndl:transcription>
   </rdf:Description>
</dc:title>

【表現例1】
<dcterms:title>南総里見八犬伝</dcterms:title>
【表現例2】
<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISBN">ISBNの値
</dcterms:identifier>

内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

1-1

xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ◎ 1 1

1-2

rdf:RDF 文書のルート要素 <rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcndl="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
>

◎ 1 1

1-3

dcndl:BibA
dminReso
urce

rdf:about 管理情報の主語 <dcndl:BibAdminResource
rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-I123456789-00">
※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLを使用す
る。
※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合に
は、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデー
タにアクセスするための固定URLを使用する。

◎ 1 1 参照値

1-4

dcndl:catal
ogingStatu
s

<dcndl:catalogingStatus>C3</dcndl:catalogingStatus>
※書誌レコード作成のステータスをリテラルで収める。
※国立国会図書館蔵書のみで使用する。
※作成中書誌の場合"C3"、校了済み書誌の場合"C7"を収める。

● 0 1 文字列 rdfs:Literal

1-5
dcterms:d
escription

管理上の注記 <dcterms:description>値</dcterms:description>
※書誌レコード管理上の注記をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

1-6

dcndl:bibR
ecordCate
gory

リポジトリ番号 <dcndl:bibRecordCategory>R123456789</dcndl:bibRecordCategory>
※国立国会図書館サーチが指定する、当該書誌データの提供元を表す番
号をリテラルで収める。
※国立国会図書館でのみ使用する。
※リポジトリ番号の一覧は「国立国会図書館サーチ 外部提供インタフェー
ス仕様書 附録1.データプロバイダ一覧と外部提供インタフェース対応表」
参照

● 1 1 文字列 rdfs:Literal

1-7

dcndl:bibR
ecordSub
Category

サブリポジトリ番号 <dcndl:bibRecordSubCategory>値</dcndl:bibRecordSubCategory>
※メタデータ提供機関が、メタデータの集合に対して、識別番号等の情報を
持っている場合は、ここにリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

1-8

dcndl:ｒ
ecord

rdf:resource <dcndl:record rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-
I123456789-00#material" />
※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合に
は、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデー
タにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に
「#material」を付加する。

◎ 1 1 参照値

2-1

dcndl:BibR
esource

rdf:about <dcndl:BibResource rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-
I123456789-00#material">
※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに
"#material"を付加したものを使用する。
※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合に
は、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデー
タにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に
「#material」を付加する。

◎ 1 1 参照値

2-2

rdfs:seeAl
so

レコード番号（URI） ※情報資源のレコード番号をURIで収める。
※出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数の
データ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。

2-2-
1

rdf:resource JP番号（日本全国書誌番号） <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" /> 0 1 参照値

2-2-
2

rdf:resource LCCN Parmalink <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://lccn.loc.gov/値" /> 0 1 参照値

2-2-
3

rdf:resource WorldCat <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.worldcat.org/oclc/値" /> 0 1 参照値

2-3

dcterms:id
entifier

レコード番号（リテラル） ※情報資源のレコード番号をリテラルで収める。
※出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数の
データ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。

データ型の指定は必須。

2-3-
1

rdf:datatype JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JPNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:JPNO

2-3-
2

rdf:datatype USMARC番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/USMARCNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:USMARCNO

2-3-
3

rdf:datatype UKMARC番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/UKMARCNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:UKMARCNO

2-3-
4

rdf:datatype TRCMARC番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/TRCMARCNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:TRCMARCNO

2-3-
5

rdf:datatype OCLC番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/OCLCNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:OCLCNO

2-3-
6

項番2-
81-2

rdf:datatype GPO番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/GPOBibNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:GPOBibNO

任意の文字列で値を格納する
※「値制約」欄にデータ型を記載している場合、データ型（rdf:datatype）を指定して値を格納する。
　 【表現例2】のうち、下線部が該当部分。

タグ名

DC-NDL（RDF）フォーマット仕様 ver.1.4

入れ子でのみ値を格納する
※値を記録する場合、第3～5階層を1つのセットにして記録する。

項番
最大出
現回数

書誌レコード作成のステータス

管理情報から書誌情報へのリンク

値制約
入力

レベル
最小出
現回数 値タイプ

XML文書であることを宣言

備考および表現例

入力レベル

◎

○

空欄

●

意味

URI形式でのみ値を格納する

意味

必須

あれば必須
※第3階層が出現する場合に必須となる第5階層のデータ項目には当該記号を使用する。

任意

入力不要
※当館側で付与し、提供するデータ項目。システム内では必須。

意味

制約なし
※「任意」又は「あれば必須」で、何回出現してもよい。

※第4、5階層のプロパティの最小出現回数・最大出現回数は、上位の第3階層が出現した場合の数値とする。

※第4階層が空白ノードである場合は、最小出現回数・最大出現回数・値タイプ・値制約を記載しない。

書誌情報の主語

「任意」又は「あれば必須」で、最大n 回だけ出現する

必須で、何回記述してもよい

必須で、最大n回だけ出現する

値タイプ

参照値

構造化

文字列



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-3-
7

rdf:datatype 点字図書・録音図書全国総合目録
番号

<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/BRNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:BRNO

2-3-
8

rdf:datatype RLIN番号 <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/RLINNO">
値</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:RLINNO

2-3-
9

rdf:datatype NS-MARC番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NSMARCNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:NSMARCNO

2-3-
10

rdf:datatype OPL-MARC番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/OPLMARCNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:OPLMARCNO

2-3-
11

rdf:datatype 紀伊国屋マーク番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/KNMARCNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:KNMARCNO

2-3-
12

rdf:datatype NACSIS-CATレコードID <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NIIBibID">
値</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:NIIBibID

2-3-
13

rdf:datatype 国立国会図書館書誌ID <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLBibID">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:NDLBibID

2-3-
14

rdf:datatype トーハンMARC番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/TOHANMARCNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:TOHANMARCNO

2-4

dcndl:sour
ceIdentifie
r

原資料のレコード番号 ※情報資源の原資料の標準番号をURIで収める。
※出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数の
データ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。

データ型の指定は必須。

2-4-
1

rdf:datatype 原資料のJP番号 <dcndl:sourceIdentifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JPNO">値
</dcndl:sourceIdentifier>

0 1 文字列 dcndl:JPNO

2-4-
2

rdf:datatype 原資料の国立国会図書館書誌ID <dcndl:sourceIdentifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLBibID">値
</dcndl:sourceIdentifier>

0 1 文字列 dcndl:JPNO

2-5

rdfs:seeAl
so

標準番号（URI） ※情報資源の標準番号をURIで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-5-
1

rdf:resource ISBN <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"/> 0 - 参照値

2-5-
2

rdf:resource セットISBN <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"/> 0 - 参照値

2-5-
3

rdf:resource ISSN <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"/> 0 - 参照値

2-5-
4

rdf:resource ISSN-L <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"/> 0 - 参照値

2-5-
5

rdf:resource DOI <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://dx.doi.org/値"/> 0 - 参照値

2-6

dcterms:id
entifier

標準番号（リテラル） ※情報資源の標準番号をリテラルで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定は必須。

2-6-
1

rdf:datatype ISBN <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISBN">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:ISBN

2-6-
2

rdf:datatype セットISBN <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/SetISBN">
値</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:SetISBN

2-6-
3

rdf:datatype ISSN <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSN">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:ISSN

2-6-
4

rdf:datatype CODEN <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/CODEN">
値</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:CODEN

2-6-
5

rdf:datatype ISRN <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISRN">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:ISRN

2-6-
6

rdf:datatype ISMN <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISMN">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:ISMN

2-6-
7

rdf:datatype 出版者番号（楽譜） <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/PBNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:PBNO

2-6-
8

rdf:datatype プレート番号（楽譜） <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/PLNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:PLNO

2-6-
9

rdf:datatype 発売番号（録音・映像番号） <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/RIS502">
値</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:RIS502

2-6-
10

rdf:datatype GPO管理番号 <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/GPOCN">
値</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:GPOCN

2-6-
11

rdf:datatype SUPTDOC番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/SUPTDOC">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:SUPTDOC

2-6-
12

rdf:datatype 科研費課題番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/KAKENHINO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:KAKENHINO

2-6-
13

rdf:datatype 国連ドキュメント番号 <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/UNDS">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:UNDS

2-6-
14

rdf:datatype 国連セールス番号 <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/UNSN">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:UNSN

2-6-
15

rdf:datatype 規格番号 <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/StandardNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:StandardNO

2-6-
16

rdf:datatype テクニカルリポート番号 <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/TRNO">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:TRNO

2-6-
17

rdf:datatype ISSN-L <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSNL">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:ISSNL

2-6-
18

rdf:datatype ISBN（エラーコード） <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ErrorISBN">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:ErrorISBN

2-6-
19

rdf:datatype ISSN（エラーコード） <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/IncorrectISSN">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:IncorrectISSN

2-6-
20

rdf:datatype ISSN-L（エラーコード） <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/IncorrectISSNL">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:IncorrectISSNL

2-6-
21

rdf:datatype SICI <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/SICI">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:SICI

2-6-
22

rdf:datatype DOI <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/DOI">値
</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:DOI

2-6-
23

rdf:datatype 国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLJP">
値</dcterms:identifier>

○ 0 - 文字列 dcndl:NDLJP

2-7

dcndl:sour
ceIdentifie
r

原資料の標準番号 ※情報資源の原資料の標準番号をリテラルで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定は必須。

2-7-
1

rdf:datatype 原資料のISBN <dcndl:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISBN">
値</dcndl:sourceIdentifier>

0 - 文字列 dcndl:ISBN

2-7-
2

rdf:datatype 原資料のセットISBN <dcndl:sourceIdentifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/SetISBN">値
</dcndl:sourceIdentifier>

0 - 文字列 dcndl:SetISBN



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-7-
3

rdf:datatype 原資料のISSN <dcndl:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSN">
値</dcndl:sourceIdentifier>

0 - 文字列 dcndl:ISSN

2-7-
4

rdf:datatype 原資料のISSN-L <dcndl:sourceIdentifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSNL">値
</dcndl:sourceIdentifier>

0 - 文字列 dcndl:ISSNL

2-7-
5

rdf:datatype 原資料のSICI <dcndl:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/SICI">
値</dcndl:sourceIdentifier>

0 - 文字列 dcndl:SICI

2-8

dcterms:tit
le

タイトル <dcterms:title>南総里見八犬伝</dcterms:title>
※情報資源のタイトルをリテラル（変数・関数ではない、文字列・数値等の
データ）で収める。

◎ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-9
dc:title ◎ 1 - 構造化

2-10
rdf:Descrip
tion

2-11
rdf:value タイトル ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-12
dcndl:tran
scription

タイトルよみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-13
dcndl:volu
me

0 - 構造化

2-14
rdf:Descrip
tion

2-15
rdf:value 巻次・部編番号 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-16
dcndl:tran
scription

巻次・部編番号よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-17
dcndl:volu
meTitle

0 - 構造化

2-18
rdf:Descrip
tion

2-19
rdf:value 部編名 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-20
dcndl:tran
scription

部編名よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-21
dcndl:alter
native

0 - 構造化

2-22
rdf:Descrip
tion

2-23
rdf:value 別タイトル ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-24
dcndl:tran
scription

別タイトルよみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-25
dcndl:alter
nativeVolu
me

0 - 構造化

2-26
rdf:Descrip
tion

2-27
rdf:value 別タイトル部編番号 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-28
dcndl:tran
scription

別タイトル部編番号よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-29
dcndl:alter
nativeVolu
meTitle

0 - 構造化

2-30
rdf:Descrip
tion

2-31
rdf:value 別タイトル部編名 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-32
dcndl:tran
scription

別タイトル部編名よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-33
dcndl:serie
sTitle

0 - 構造化

2-34
rdf:Descrip
tion

2-35
rdf:value シリーズタイトル ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-36
dcndl:tran
scription

シリーズタイトルよみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-37

dcndl:editi
on

版 <dcndl:edition>版</dcndl:edition>
※情報資源の版をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-38
dcndl:unifo
rmTitle

0 - 構造化

2-39
rdf:Descrip
tion

2-40
rdf:value タイトル標目 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-41
dcndl:tran
scription

タイトル標目よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-42

dcterms:cr
eator

○ 0 - 構造化

2-43

foaf:Agent rdf:about 典拠ID ○ 1 1 参照値

2-44

foaf:name 著者 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-45

dcndl:tran
scription

著者よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-46

dc:creator 著者 <dc:creator>国立国会図書館　編著</dc:creator>
※情報資源の作成者をリテラルで収める。

○ 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-47

dcndl:crea
torAlterna
tive

著者別名 <dcndl:creatorAlternative>National Diet Library</dcndl:creatorAlternative>
※情報資源の作成者の別言語又は別文字による表示等をリテラルで収め
る。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-48

dcndl:serie
sCreator

シリーズ著者 <dcndl:creatorAlternative>国立国会図書館　編
</dcndl:creatorAlternative>
※シリーズに対して著作責任を持つ作成者をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-49

dcndl:editi
onCreator

版著者 <dcndl:editionCreator>夏目漱石</dcndl:editionCreator>
※情報資源が属する版の成立にのみ関係する作成者をリテラルで収め
る。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-50

dcterms:c
ontributor

寄与者 <dcterms:contributor>国立国会図書館</dcterms:contributor>
※情報資源の成立に何らかの寄与、貢献をした実体をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-51

dcterms:p
ublisher

○ 0 - 構造化

2-52
foaf:Agent

2-53
foaf:name 出版者 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

<dcndl:seriesTitle>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>シリーズタイトル</rdf:value>
　<dcndl:transcription>シリーズ　タイトル</dcndl:transcription>
 </rdf:Description>
</dcndl:seriesTitle>
※情報資源のシリーズタイトルの値と読みをセットで収める。

<dcndl:uniformTitle>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>タイトル標目</rdf:value>
　<dcndl:transcription>タイトル　ヒョウモク</dcndl:transcription>
 </rdf:Description>
</dcndl:uniformTitle>
※情報資源のタイトル標目の値と読みをセットで収める。

※情報資源の作成者を構造化又はURIで収める。
【表現例１】
<dcterms:creator>
  <foaf:Agent rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00054222">
    <foaf:name>夏目, 漱石, 1867-1916</foaf:name>
    <dcndl:transcription>ナツメ, ソウセキ</dcndl:transcription>
  </foaf:Agent>
</dcterms:creator>

【表現例２】
<dcterms:creator>
  <foaf:Agent>
    <foaf:name>夏目, 漱石</foaf:name>
    <dcndl:transcription>ナツメ, ソウセキ</dcndl:transcription>
  </foaf:Agent>
</dcterms:creator>

※「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス（Web NDL
Authorities）」で定義するURIがある場合は、【表現例１】のとおり、典拠デー
タのURIを収める。

<dcterms:publisher>
  <foaf:Agent>
    <foaf:name>霞ケ関出版</foaf:name>
    <dcndl:transcription>カスミガセキ シュッパン</dcndl:transcription>
    <dcterms:description>発売</dcterms:description>
    <dcndl:location>東京</dcndl:location>
  </foaf:Agent>
</dcterms:publisher>
※出版者・頒布者に関する情報を構造化で収める。

<dc:title>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>南総里見八犬伝</rdf:value>
  <dcndl:transcription>ナンソウ　サトミ　ハッケンデン</dcndl:transcription>
  </rdf:Description>
</dc:title>
※情報資源のタイトルの値と読みをセットで収める。

<dcndl:volume>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>巻次・部編番号</rdf:value>
　<dcndl:transcription>カンジ　ブヘン　バンゴウ</dcndl:transcription>
 </rdf:Description>
</dcndl:volume>
※情報資源の巻次・部編番号の値と読みをセットで収める。

<dcndl:volumeTitle>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>部編名</rdf:value>
　<dcndl:transcription>ブヘンメイ</dcndl:transcription>
 </rdf:Description>
</dcndl:volumeTitle>
※情報資源の部編名の値と読みをセットで収める。

<dcndl:alternative>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>別タイトル</rdf:value>
　<dcndl:transcription>ベツタイトル</dcndl:transcription>
 </rdf:Description>
</dcndl:alternative>
※情報資源の別タイトルの値と読みをセットで収める。
※本タイトルの別言語又は別文字による表示形等をここに収める。

<dcndl:alternativeVolume>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>別タイトル部編番号</rdf:value>
　<dcndl:transcription>ベツタイトル　ブヘン　バンゴウ
</dcndl:transcription>
 </rdf:Description>
</dcndl:alternativeVolume>
※情報資源の別タイトル部編番号の値と読みをセットで収める。

<dcndl:alternativeVolumeTitle>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>別タイトル部編名</rdf:value>
　<dcndl:transcription>ベツタイトル　ブヘンメイ</dcndl:transcription>
 </rdf:Description>
</dcndl:alternativeVolumeTitle>
※情報資源の別タイトル部編名の値と読みをセットで収める。



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-54
dcndl:tran
scription

出版者よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-55

dcterms:d
escription

出版者注記 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-56
dcndl:locat
ion

出版地 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-57

dcndl:publi
cationPlac
e

rdf:datatype 出版地（国名コード） <dcndl:publicationPlace
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">JP</dcndl:publicationP
lace>
※出版地・頒布地の国名コードをISO3166を用いて収める。

0 - 文字列 dcterms:ISO3166

2-58

dcndl:digiti
zedPublish
er

デジタル化した製作者 <dcndl:digitizedPublisher>国立国会図書館</dcndl:digitizedPublisher>
※情報資源をデジタル化した製作者をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

2-59

dcterms:d
ate

出版年月日等 <dcterms:date>2007年11月1日</dcterms:date>
※情報資源の出版年月日等をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-60

dcterms:is
sued

rdf:datatype 出版年月日 <dcterms:issued
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">2007-11-
01</dcterms:issued>
※情報資源の出版年月日をW3CDTFを用いて収める。

○ 0 - 文字列 dcterms:W3CDTF

2-61

dcterms:v
alid

有効期限（有効期間） ※情報資源の有効期限（期間）をW3CDTFを用いて収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
61-1

rdf:datatype W3CDTF <dcterms:valid rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値
</dcterms:valid>

0 - 文字列 dcterms:W3CDTF

2-
61-2

データ型なし <dcterms:valid>値</dcterms:valid> 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-62

dcterms:a
vailable

※情報資源の利用可能日（利用可能期間）をPeriod形式又はW3CDTFを用
いて収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
62-1

rdf:datatype W3CDTF <dcterms:available rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値
</dcterms:available>

0 - 文字列 dcterms:W3CDTF

2-
62-2

rdf:datatype Period形式 <dcterms:available rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Period">値
</dcterms:available>

0 - 文字列 dcterms:Period

2-
62-3

データ型なし <dcterms:available>値</dcterms:available> 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-63

dcterms:d
ateCopyrig
hted

著作権発行日 ※情報資源の著作権発行日をW3CDTFを用いて収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルで収める。
※出現回数は、一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収め
ない。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
63-1

rdf:datatype W3CDTF <dcterms:dateCopyrighted
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値
</dcterms:dateCopyrighted>

0 1 文字列 dcterms:W3CDTF

2-
63-2

データ型なし <dcterms:dateCopyrighted>値</dcterms:dateCopyrighted> 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-64

dcterms:d
ateSubmit
ted

提出日 ※情報資源の提出日をW3CDTFを用いて収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルでも収める。
※出現回数は、一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収め
ない。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
64-1

rdf:datatype W3CDTF <dcterms:dateSubmitted
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値
</dcterms:dateSubmitted>

0 1 文字列 dcterms:W3CDTF

2-
64-2

データ型なし <dcterms:dateSubmitted>値</dcterms:dateSubmitted> 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-65

dcterms:d
ateAccept
ed

受理日 ※情報資源の受理日をW3CDTFを用いて収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルで収める。
※出現回数は、一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収め
ない。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
65-1

rdf:datatype W3CDTF <dcterms:dateAccepted
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値
</dcterms:dateAccepted>

0 1 文字列 dcterms:W3CDTF

2-
65-2

データ型なし <dcterms:dateAccepted>値</dcterms:dateAccepted> 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-66

dcndl:date
Digitized

デジタル化した日 ※情報資源をデジタル化した日をW3CDTFを用いて収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルで収める。
※出現回数は、一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収め
ない。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
66-1

rdf:datatype W3CDTF <dcndl:dateDigitized rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値
</dcndl:dateDigitized>

0 1 文字列 dcterms:W3CDTF

2-
66-2

データ型なし <dcndl:dateDigitized>値</dcndl:dateDigitized> 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-67
dcndl:partI
nformation

0 - 構造化

2-68
rdf:Descrip
tion

2-69
dcterms:tit
le

内容細目 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-70

dcndl:tran
scription

内容細目よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-71

dcterms:d
escription

内容細目注記 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-72

dc:creator 内容細目著者 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-73

dcterms:ta
bleOfCont
ents

rdf:parseType 0 1 リスト rdf:parseType="Collection"

2-74

dcterms:tit
le

目次 ○ 1 - 文字列 rdfs:Literal

2-75

dcterms:a
bstract

要約・抄録 <dcterms:abstract>リュックサックをしょって水筒を下げた野ねずみのぐりと
ぐらは、林を通り抜け野原へ行きました。2匹がくまと出会う楽しい話。
</dcterms:abstract>
※情報資源の要約・抄録をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-76

dcterms:d
escription

注記 <dcterms:description>年表あり</dcterms:description>
※情報資源の注記をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

<dcterms:publisher>
  <foaf:Agent>
    <foaf:name>霞ケ関出版</foaf:name>
    <dcndl:transcription>カスミガセキ シュッパン</dcndl:transcription>
    <dcterms:description>発売</dcterms:description>
    <dcndl:location>東京</dcndl:location>
  </foaf:Agent>
</dcterms:publisher>
※出版者・頒布者に関する情報を構造化で収める。

<dcndl:partInformation>
 <rdf:Description>
  <dcterms:title>内容細目</dcterms:title>
　<dcndl:transcription>ナイヨウ　サイモク</dcndl:transcription>
　<dcterms:description>内容細目注記</dcterms:description>
　<dc:creator>内容細目著者1</dc:creator>
　<dc:creator>内容細目著者2</dc:creator>
 </rdf:Description>
</dcndl:partInformation>
※情報資源の内容細目の値と読みをセットで収める。
※内容細目に関して注記を行う必要がある場合は、内容細目の値とセット
にして収めることができる。
※内容細目の一つのタイトルに対して、複数の作成者が存在する場合、内
容細目配下で繰り返して収めることができる。

<dcterms:tableOfContents rdf:parseType="Collection">
  <dcterms:title>目次情報1</dcterms:title>
  <dcterms:title>目次情報2</dcterms:title>
  <dcterms:title>目次情報3</dcterms:title>
</dcterms:tableOfContents>
※情報資源の目次情報を収める。

利用可能日（利用可能期間）



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-77

dcterms:s
ubject

0 - 構造化

2-78

rdf:Descrip
tion

rdf:about 典拠ID ○ 1 1 参照値

2-79

rdf:value 件名 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-80

dcndl:tran
scription

件名よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-81

dcterms:s
ubject

分類（URI） ※情報資源の主題（分類）をURIで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定は必須。

2-
81-1

rdf:resource NDLC <dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndlc/値"/> 0 - 参照値 dcndl:NDLC

2-
81-2

rdf:resource NDC（10版） <dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndc10/値"/> 0 - 参照値 dcndl:NDC10

2-
81-3

rdf:resource NDC（9版） <dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndc9/値"/> 0 - 参照値 dcndl:NDC9

2-
81-4

rdf:resource DDC <dcterms:subject rdf:resource="http://dewey.info/class/値/about"/> 0 - 参照値 dcndl:DDC

2-82

dc:subject 分類（リテラル） ※情報資源の主題（分類）をリテラルで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定は必須。

2-
82-1

rdf:datatype NDC（8版） <dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDC8">NDC(8)の
値</dc:subject>

0 - 文字列 dcndl:NDC8

2-
82-2

rdf:datatype NDC <dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDC">NDCの値
</dc:subject>

0 - 文字列 dcndl:NDC

2-
82-3

rdf:datatype LCC <dc:subject rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/LCC">LCCの値
</dc:subject>

0 - 文字列 dcterms:LCC

2-
82-4

rdf:datatype UDC <dc:subject rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/UDC">UDCの値
</dc:subject>

0 - 文字列 dcterms:UDC

2-
82-5

rdf:datatype GHQ/SCAP分類表 <dc:subject
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/GHQSCAP">GHQ/SCAPの値
</dc:subject>

0 - 文字列 dcndl:GHQSCAP

2-
82-6

rdf:datatype USCAR資料分類表 <dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/USCAR">USCAR
の値</dc:subject>

0 - 文字列 dcndl:USCAR

2-
82-7

rdf:datatype MCJ地理コード <dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/MCJ">MCJの値
</dc:subject>

0 - 文字列 dcndl:MCJ

2-83

dcterms:la
nguage

言語 ※情報資源の記述言語をISO639-2形式を用いて収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないもの、RFC1766形式、RFC3066
形式を用いた記述が存在する。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
83-1

rdf:datatype ISO639-2形式 <dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">値
</dcterms:language>

0 - 文字列 dcterms:ISO639-2

2-
83-2

rdf:datatype RFC1766形式 <dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">値
</dcterms:language>

0 - 文字列 dctermsRFC1766

2-
83-2

rdf:datatype RFC3066形式 <dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">値
</dcterms:language>

0 - 文字列 dctermsRFC3066

2-
83-3

rdf:datatype データ型なし <dcterms:language>値</dcterms:language> 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-84

dcndl:origi
nalLangua
ge

原文の言語（ISO639-2形式） ※情報資源の原文の言語をISO639-2形式を用いて収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないもの、RFC1766形式、RFC3066
形式が存在する。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
84-1

rdf:datatype ISO639-2形式 <dcndl:originalLanguage rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-
2">値</dcndl:originalLanguage>

0 - 文字列 dcterms:ISO639-2

2-
84-2

rdf:datatype RFC1766形式 <dcndl:originalLanguage
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">値
</dcndl:originalLanguage>

0 - 文字列 dctermsRFC1766

2-
84-3

rdf:datatype RFC3066形式 <dcndl:originalLanguage
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">値
</dcndl:originalLanguage>

0 - 文字列 dctermsRFC3066

2-
84-4

rdf:datatype データ型なし <dcndl:originalLanguage>値</dcndl:originalLanguage> 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-85
dcndl:price 価格 <dcndl:price>2000円</dcndl:price>

※情報資源の販売価格をリテラルで収める。
0 - 文字列 rdfs:Literal

2-86

dcterms:e
xtent

大きさ、容量等 <dcterms:extent>120p ; 22cm</dcterms:extent>
※情報資源のページ数、大きさ、付属資料等の形態に関する情報をリテラ
ルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-87

dcterms:fo
rmat

記録形式 ※情報資源の記録形式をリテラルで収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
88-1

rdf:datatype IMT形式 <dcterms:format rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">値
</dcterms:format>

0 - 文字列 dcterms:IMT

2-
88-2

rdf:datatype データ型なし <dcterms:format>値</dcterms:format> 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-89

dcndl:mate
rialType

rdf:resource
rdfs:label

資料種別 ※NDLタイプ語彙をここに収める。
<dcndl:materialType rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/○○"
rdfs:label="○○"/>
※NDLタイプ語彙は「別紙 NDLタイプ語彙一覧」参照

0 - 参照値

2-90

dcndl:volu
meRange

刊行巻次 <dcndl:volumeRange>1号（明治33年1月）- 1240号（平成14年12月）
</dcndl:volumeRange>
※逐次刊行物の刊行巻次をリテラルで収める。
※所蔵の有無に関わらない、初号から終号までの巻次、年月次の情報をこ
こに収める。
※所蔵する逐次刊行物の巻次・年月次は、dcndl:holdingIssues（項番3-13）
を使用する。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-91

dcndl:publi
cationPeri
odicity

刊行頻度 <dcndl:publicationPeriodicity>週刊</dcndl:publicationPeriodicity>
※逐次刊行物の刊行頻度をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

2-92

dcndl:publi
cationStat
us

刊行状態 <dcndl:publicationStatus>刊行終了</dcndl:publicationStatus>
※逐次刊行物の刊行状態をリテラルで収める。
※継続刊行中、刊行終了等の刊行状態に関する情報をここに収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

※情報資源の主題（件名）を構造化又はURIで収める。
【表現例１】
<dcterms:subject>
  <rdf:Description rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00574218">
    <rdf:value>野球</rdf:value>
    <dcndl:transcription>ヤキュウ</dcndl:transcription>
  </rdf:Description>
</dcterms:subject>

【表現例２】
<dcterms:subject>
  <rdf:Description>
    <rdf:value>野球</rdf:value>
    <dcndl:transcription>ヤキュウ</dcndl:transcription>
  </rdf:Description>
</dcterms:subject>

※「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス（Web NDL
Authorities）」で定義するURIがある場合は、【表現例１】のとおり、典拠デー
タのURIを収める。



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-93

dcterms:c
overage

時空間範囲 <dcterms:coverage>値</dcterms:coverage>
※情報資源の内容に関する地名などの地理を示す情報、時代や日付と
いった時間を示す情報をリテラルで収める。
※収める情報が、dcterms:spatial（項番2-94）、dcterms:temporal（項番2-
96）に該当する場合は、そちらを使用する。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-94

dcterms:s
patial

空間的範囲 ※情報資源の空間的範囲をrdf:datatypeを指定して収める。
※内容に関する地理や場所を示す情報をここに収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
95-1

rdf:datatype UTM区画番号 <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/UTMNO">値
</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcndl:UTMNO

2-
95-2

rdf:datatype 全国地方公共団体コード <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JISX0402">
値</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcndl:JISX0402

2-
95-3

rdf:datatype 標準地域メッシュコード <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JISX0410">
値</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcndl:JISX0410

2-
95-4

rdf:datatype 国際海図番号 <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ICNO">値
</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcndl:ICNO

2-
95-5

rdf:datatype 各国国内海図番号 <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NCNO">値
</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcndl:NCNO

2-
95-6

rdf:datatype Point <dcterms:spatial rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Point">値
</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcterms:Point

2-
95-7

rdf:datatype ISO3166 <dcterms:spatial rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">値
</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcterms:ISO3166

2-
95-8

rdf:datatype Box <dcterms:spatial rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Box">値
</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcterms:Box

2-
95-9

rdf:datatype TGN <dcterms:spatial rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/TGN">値
</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcterms:TGN

2-
95-
10

rdf:datatype 国名コード <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JISX0304">
値</dcterms:spatial>

0 - 文字列 dcndl:JISX0304

2-
95-
11

データ型なし <dcterms:spatial>値</dcterms:spatial> 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-96

dcterms:te
mporal

時間的範囲 ※情報資源の時間的範囲をrdf:datatypeを指定して収める。
※内容に関する時代や日付を示す情報をここに収める。
※一部、データ型（rdf:datatype）指定のないデータが存在する。その場合、
データ型を指定せずリテラルで収める。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

データ型の指定がないデー
タが存在する。

2-
97-1

rdf:datatype W3CDTF <dcterms:temporal rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値
</dcterms:temporal>

0 - 文字列 dcterms:W3CDTF

2-
97-2

rdf:datatype Period形式 <dcterms:temporal rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Period ">値
</dcterms:temporal>

0 - 文字列 dcterms:Period

2-
97-3

rdf:datatype データ型なし <dcterms:temporal>値</dcterms:temporal> 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-98

dcndl:publi
cationNam
e

掲載誌名 <dcndl:publicationName>文芸春秋</dcndl:publicationName>
※雑誌記事が掲載されている刊行物名をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

2-99

dcndl:publi
cationVolu
me

掲載巻 <dcndl:publicationVolume>10</dcndl:publicationVolume>
※雑誌記事が掲載されている刊行物の巻をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

2-
100

dcndl:num
ber

掲載号 <dcndl:number>3</dcndl:number>
※雑誌記事が掲載されている刊行物の号をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

2-
101

dcndl:issu
e

掲載通号 <dcndl:issue>10</dcndl:issue>
※雑誌記事が掲載されている刊行物の通号をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

2-
102

dcndl:page
Range

掲載ページ <dcndl:pageRange>68-75</dcndl:pageRange>
※雑誌記事が掲載されているページの範囲をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

2-
103

dcndl:degr
eeGrantor

0 1 構造化

2-
104

foaf:Agent

2-
105

foaf:name 授与大学名 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-
106

dcndl:tran
scription

授与大学名よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

2-
107

dcterms:id
entifier

rdf:datatype 0 1 文字列 dcndl:JISX0408

2-
108

dcndl:date
Granted

授与年月日 <dcndl:dateGranted>値</dcndl:dateGranted>
※情報資源の作成者が博士号を付与された年月日をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-
109

dcndl:disse
rtationNu
mber

報告番号 <dcndl:dissertationNumber>甲　第8546号</dcndl:dissertationNumber>
※博士論文の報告番号をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-
110

dcndl:degr
eeName

学位 <dcndl:degreeName>博士（医学）</dcndl:degreeName>
※博士論文の学位分野名をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-
111

dcterms:a
ccessRigh
ts

アクセス制限 <dcterms:accessRights>S01P99U99</dcterms:accessRights>
※当該メタデータ及び記述対象とする情報資源へのアクセスを制御するた
めの情報をリテラルで収める。
※国立国会図書館デジタル化資料等のアクセス制限のため国立国会図書
館でのみ使用する。

● 0 - 文字列 rdfs:Literal

2-
112

dcterms:ri
ghts

著作権情報 <dcterms:rights>インターネット公開</dcterms:rights>
※著作権者以外の権利管理に関する情報をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

2-
113-

1

dcterms:ri
ghtsHolder

0 - 構造化

2-
113-

2

foaf:Agent ｒdf:about 典拠ID ○ 1 1 参照値

2-
113-

3

foaf:name 著作者情報 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

2-
114

dcterms:a
udience

対象利用者 <dcterms:audience>一般</dcterms:audience>
※一般、児童等、情報資源の対象利用者をリテラルで収める。

0 1 文字列 rdfs:Literal

2-
115

rdfs:seeAl
so

rdf:resource <rdfs:seeAlso rdf:resource="提供元書誌詳細画面のURL"/>
※情報資源の提供元書誌詳細画面のURLを収める。
※個体情報を作成する場合（国立国会図書館サーチ上では、書誌同定処
理対象となる国立国会図書館蔵書、公共図書館蔵書、児童書総合目録等
のみ）、固体情報のrdfs:seeAlso（項番3-7）に記録する。

○ 0 1 参照値

大学・高等専門学校コード

提供元書誌詳細画面のURL

<dcndl:degreeGrantor>
  <foaf:Agent>
    <foaf:name>同志社大学</foaf:name>
    <dcndl:transcription>ドウシシャ　ダイガク</dcndl:transcription>
    <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JISX0408">値
</dcterms:identifier>
  </foaf:Agent>
</dcndl:degreeGrantor>
※情報資源の作成者に博士号を授与した大学名と読みをセットで収める。
※授与大学のコードがある場合には、大学名と読みとセットで収めることが
できる。

※著作権者名を構造化又はURIで収める。
【表現例１】
<dcterms:rightsHolder>
  <foaf:Agent rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00288347">
    <foaf:name>国立国会図書館</foaf:name>
  </foaf:Agent>
</dcterms:rightsHolder>

【表現例２】
<dcterms:rightsHolder>
  <foaf:Agent>
    <foaf:name>国立国会図書館</foaf:name>
  </foaf:Agent>
</dcterms:rightsHolder>

「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス（Web NDL Authorities）」
で定義するURIがある場合は、【表現例１】のとおり、典拠データのURIを収
める。



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-
116

owl:sameA
s

rdf:resource <owl:sameAs rdf:resource="一次資料へのリンクURL"/>
※情報資源の一次情報のURLを収める。
※記述対象とな情報資源そのものに直接アクセスできるURLをここに収め
る。

○ 0 - 参照値

2-
117

foaf:thumb
nail

rdf:resource <foaf:thumbnail rdf:resource="資料のサムネイル画像URL"/>
※資料のサムネイル画像のURLを収める。

○ 0 - 参照値

2-
118

dcterms:s
ource

原資料へのリンク ※当該情報資源が作成される源となった情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、原資料のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
118-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:source rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
118-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
118-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
118-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
118-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値 rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
118-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:source rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
118-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:source rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
118-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:source rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
118-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:source rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
119

dcterms:re
lation

関連資料 ※関連する情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、関連資料のタイトル等をリテラルで収めることも
可能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
119-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:relation rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
119-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
119-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
119-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
119-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
119-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:relation rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
119-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:relation rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
119-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:relation rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
119-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:relation rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
120

dcterms:is
VersionOf

異版である ※正版である情報資源への参照を行う。
※参照先の情報資源が正版、記述対象とする情報資源が異版である場合
の、正版への参照を収める。
※rdfs:label属性を用いて、正版のタイトル等をリテラルで収めることも可能
である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
120-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:isVersionOf rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
120-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
120-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
120-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
120-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
120-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
120-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
120-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:isVersionOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
120-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
121

dcterms:h
asVersion

異版を持つ ※異版である情報資源への参照を行う。
※参照先の情報資源が異版、記述対象とする情報資源が正版である場合
の、異版への参照を収める。
※rdfs:label属性を用いて、異版のタイトル等をリテラルで収めることも可能
である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
121-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:hasVersion rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

一次資料へのリンクURL

資料のサムネイル画像URL



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-
121-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
121-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
121-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
121-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
121-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:hasVersion rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
121-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:hasVersion rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
121-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:hasVersion rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
121-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
122

dcterms:re
places

改題前誌 ※改題前である情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、改題前のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
122-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:replaces rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
122-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
122-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
122-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
122-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
122-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:replaces rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
122-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:replaces rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
122-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:replaces rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
122-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:replaces rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値
rdfs:label=○○"/>

0 - 参照値

2-
123

dcterms:is
ReplacedB
y

改題後誌 ※改題後である情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、改題後のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
123-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:isReplacedBy rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
123-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
123-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
123-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
123-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
123-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
123-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
123-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:isReplacedBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
123-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
124

dcterms:is
RequiredB
y

必要とされている ※必要とされている情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
124-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:isRequiredBy rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
124-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値
rdfs:label=○○"/>

0 - 参照値

2-
124-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
124-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
124-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
124-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
124-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
124-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:isRequiredBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
124-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-
125

dcterms:re
quires

必要である ※必要としている情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
125-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:requires rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
125-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
125-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
125-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
125-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
125-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:requires rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
125-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:requires rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
125-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:requires rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
125-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:requires rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
126

dcterms:is
PartOf

掲載誌情報 ※掲載されている情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、掲載誌のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
126-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:isPartOf rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
126-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
126-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値
"rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
126-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
126-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
126-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
126-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
126-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:isPartOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
126-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
127

dcterms:h
asPart

目次・記事 ※目次・記事を示す情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、目次・記事のタイトル等をリテラルで収めることも
可能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
127-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:hasPart rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
127-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
127-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
127-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
127-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値

2-
127-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:hasPart rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
127-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:hasPart rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="○
○"/>

0 - 参照値

2-
127-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:hasPart rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
127-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:hasPart rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
128

dcterms:is
Reference
dBy

参照されている ※引用または参照されている情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
128-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:isReferencedBy rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
128-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
128-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
128-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
128-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
128-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="
○○"/>

0 - 参照値



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-
128-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
128-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:isReferencedBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
128-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/
値" rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
129

dcterms:re
ferences

参照している ※引用または参照している情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、1情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを
全て収める。

2-
129-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:references rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
129-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
129-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
129-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値
"rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
129-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
129-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:references rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
129-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:references rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
129-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:references rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
129-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:references rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
130

dcterms:is
FormatOf

別の記録形式である ※別の記録形式である情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
130-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:isFormatOf rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
130-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
130-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
130-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
130-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
130-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
130-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
130-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:isFormatOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
130-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
131

dcterms:h
asFormat

別の記録形式を持つ ※別の記録形式を持つ情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
131-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:hasFormat rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
131-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
131-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
131-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
131-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
131-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
131-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
131-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:hasFormat rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
131-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
132

dcterms:c
onformsTo

準拠している ※準拠する情報資源への参照を行う。
※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可
能である。
※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性（URI）の記述
のみとする。ただし、rdfs:label属性（リテラル）のみでの記述は不可とする。
※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、そ
れらを全て収める。

2-
132-

1

rdf:resource
rdfs:label

情報資源のURI <dcterms:hasFormat rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
132-

2

rdf:resource
rdfs:label

ISBN <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
132-

3

rdf:resource
rdfs:label

セットISBN <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値



内容

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性 細目

タグ名
項番

最大出
現回数 値制約

入力
レベル

最小出
現回数 値タイプ備考および表現例

2-
132-

4

rdf:resource
rdfs:label

ISSN <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
132-

5

rdf:resource
rdfs:label

ISSN-L <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
132-

6

rdf:resource
rdfs:label

DOI <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="○○
"/>

0 - 参照値

2-
132-

7

rdf:resource
rdfs:label

JP番号（日本全国書誌番号） <dcterms:hasFormat rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
132-

8

rdf:resource
rdfs:label

SICI <dcterms:hasFormat rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="○○"/> 0 - 参照値

2-
132-

9

rdf:resource
rdfs:label

国立国会図書館が付与する永続的
識別子

<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値"
rdfs:label="○○"/>

0 - 参照値

2-
133

dcndl:BibR
esource

rdf:about 書誌情報の主語 ※以降のデータ項目は、個体情報を持つ場合（国立国会図書館サーチ上
では、書誌同定処理対象となる国立国会図書館蔵書、公共図書館蔵書、
児童書総合目録等）にのみ、作成する。
<dcndl:BibResource rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-
I123456789-00#material">
※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに
"#material"を付加したものを使用する。
※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合に
は、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデー
タにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に
「#material」を付加する。

○ 0 1 参照値

2-
134

dcndl:ｒ
ecord

rdf:resource 書誌情報から個体情報へのリンク ※書誌情報に紐づく個体情報のURIを収める。当該項目は、個体データの
数だけ繰り返される。
<dcndl:record rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-
I123456789-00#item"/>
※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに"#item"
を付加したものを使用する。
※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合に
は、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデー
タにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に
「#item」を付加する。

○ 0 - 参照値

3-1

dcndl:Item rdf:about 個体情報の主語 ※国立国会図書館サーチでは、固体情報を、書誌同定処理対象となる国
立国会図書館蔵書、公共図書館蔵書、児童書総合目録等でのみ、作成す
る。<dcndl:Item rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-
I123456789-00#item">
※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに"#item"
を付加したものを使用する。
※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合に
は、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデー
タにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に
「#item」を付加する。

○ 0 - 参照値

3-2
dcndl:holdi
ngAgent

○ 0 1 構造化

3-3
foaf:Agent

3-4

foaf:name 所蔵機関 ○ 1 1 文字列 rdfs:Literal

3-5

dcndl:tran
scription

所蔵機関よみ 0 1 文字列 rdfs:Literal

3-6

dcterms:id
entifier

rdf:datatype 所蔵機関コード ○ 0 1 文字列 dcndl:NDLLibCode

3-7

rdfs:seeAl
so

rdf:resource 提供元書誌詳細画面のURL <rdfs:seeAlso rdf:resource="提供元書誌詳細画面のURL"/>
※情報資源の提供元書誌詳細画面のURLを収める。
※個体情報を作成しない場合、書誌情報のrdfs:seeAlso（項番2-115）に記
録する。

○ 0 1 参照値

3-8

dcterms:id
entifier

提供元書誌ID ※情報資源の提供元書誌IDをリテラルで収める。
※出現回数は一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収めな
い。
※ただし、ゆにかねっとからの提供データに限り、各館のユニークID（項番
3-8-2）と各館の図書登録番号（項番3-8-3）を、共に記録する場合がある。
この場合に限り、最大出現回数を2回とする。これを考慮し、最大出現回数
は2回とする。

データ型の指定は必須。

3-8-
1

rdf:datatype 国立国会図書館書誌ID <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLBibID">値
</dcterms:identifier>

○ 0 1 文字列 dcndl:NDLBibID

3-8-
2

rdf:datatype 各館のユニークID（ゆにかねっと、児
童書総合目録）

<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/somokuBibID">値
</dcterms:identifier>
※ゆにかねっとからの提供データに限り、各館のユニークID（項番3-8-2）
と各館の図書登録番号（項番3-8-3）を、共に記録する場合がある。この場
合に限り、最大出現回数を2回とする。

○ 0 1 文字列 dcndl:somokuBibID

3-8-
3

rdf:datatype 各館の図書登録番号（ゆにかねっ
と）

<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/somokuSubID">値
</dcterms:identifier>
※ゆにかねっとからの提供データに限り、各館のユニークID（項番3-8-2）
と各館の図書登録番号（項番3-8-3）を、共に記録する場合がある。この場
合に限り、最大出現回数を2回とする。

○ 0 1 文字列 dcndl:somokuSubID

3-9

dcndl:callN
umber

請求記号 <dcndl:callNumber>KR157-H12</dcndl:callNumber>
※情報資源を保有する所蔵機関での請求記号をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

3-10

dcndl:local
CallNumbe
r

ローカル請求記号 <dcndl:localCallNumber>XB-N10-57773</dcndl:localCallNumber>
※情報資源を保有する所蔵機関でのローカル請求記号をリテラルで収め
る。

0 - 文字列 rdfs:Literal

3-11

dcndl:avail
ability

入手可能性 <dcndl:availability>帯出不可</dcndl:availability>
※情報資源の入手可能性を示す情報をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

3-12

dcterms:d
escription

所蔵注記 <dcterms:description>郷土資料</dcterms:description>
※情報資源を保有する所蔵機関での所蔵注記をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

3-13

dcndl:holdi
ngIssues

所蔵巻次・年月次 <dcndl:holdingIssues>263号（昭和46年7月）-</dcndl:holdingIssues>
※所蔵する逐次刊行物の巻次、年月次をリテラルで収める。
※所蔵の有無に関わらない、初号から終号までの巻次、年月次は、
dcndl:volumeRange（項番2-90）を使用する。

0 - 文字列 rdfs:Literal

3-14
dcndl:abse
ntIssues

所蔵欠号情報 <dcndl:absentIssues>5巻3,4号,12-15巻</dcndl:absentIssues>
※所蔵する逐次刊行物の欠号に関する情報をリテラルで収める。

0 - 文字列 rdfs:Literal

<dcndl:holdingAgent>
  <foaf:Agent>
    <foaf:name>所蔵機関</foaf:name>
    <dcndl:transcription>ショゾウ　キカン</dcndl:transcription>
    <dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLLibCode">所蔵機関コード
</dcterms:identifier>
  </foaf:Agent>
</dcndl:holdingAgent>
※情報資源を保有する所蔵機関名と読みをセットで収める。
※固体情報を記録する場合、所蔵機関名とコードの記録は必須とする。
※出現回数は一つの情報資源につき1回とし、複数の記述は行なわない。



項番 シート 変更内容 変更日

1 フォーマット仕様
項番2-5、
2-6、2-7

標準番号（URI）
標準番号（リテラル）
原資料の標準番号

セットISBNを追加した。 2013/3/13

2 フォーマット仕様 項番2-83 言語（ISO639-2形式） 実装に合わせて、繰り返し項目を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2013/3/13
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

3 フォーマット仕様 項番2-84 原文の言語（ISO639-2形式） 実装に合わせて、繰り返し項目を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2013/3/13
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

4 フォーマット仕様 項番2-6 機械的に付与した13桁のISBN

項目削除
※PORTAからのデータ移行時に付与。DC-NDLの語彙としては定義され
ておらず、実際のISBNと混在してしまうこともありうるため、フォーマット仕
様から削除する。

2013/3/13

5 フォーマット仕様 項番2-7
原資料の機械的に付与した13桁
のISBN

項目削除
※項番4に同じ。

2013/3/13

6 フォーマット仕様 項番3-9 請求記号 実装に合わせて、繰り返し項目を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2013/3/13
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

7 フォーマット仕様 全体 -
修正、新規語彙追加等に伴い、フォーマット仕様のバージョンを「ver.1.2」
→「1.3」へアップした。
バージョンアップの内容詳細は、変更履歴項番8～36が該当する。

2014/3/24
（リリース）

8 フォーマット仕様 凡例 最小出現回数、最大出現回数

・最大出現回数に関して以下の記載を修正
「1」→「n」
「最大1 回だけ出現する」→「最大n 回だけ出現する」
「※第3階層でデータ型を定義している場合、最小出現回数・最大出現回
数は、データ型ごとに定義する。」追加

2013/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

9 フォーマット仕様 凡例 値タイプ 新規追加
2013/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

10 フォーマット仕様 項番1-4 書誌レコード作成のステータス
備考および表現例に以下を追記
「※書誌レコード作成のステータスをリテラルで収める。」

2013/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

11 フォーマット仕様 項番1-5 管理上の注記
備考および表現例に以下を追記
「<dcterms:description>値</dcterms:description>
※書誌レコード管理上の注記をリテラルで収める。」

2013/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

12 フォーマット仕様
項番2-2
等

レコード番号（URI）　等
データ型を定義する場合、データ型ごとに最小出現回数、最大出現回数
を記載。

2013/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

13 フォーマット仕様 項番2-3 レコード番号（リテラル）
項目の新規追加
トーハンMARC番号

2014/3/24
（リリース）

14 フォーマット仕様
項番2-8
等

タイトル　等 備考および表現例に表現例を追加
2013/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

15 フォーマット仕様 項番2-112 著作権情報

備考および表現例に以下を追記
「※著作権者以外の権利管理に関する情報をここに収める。」
※本改修に合わせ、「国立国会図書館デジタル化資料」「国立国会図書
館デジタル化資料（インターネット資料）」に格納されていた「館内公開」
「インターネット公開」等の情報は、「dcterms:rightsHolder（著作者情報）」
から「dcterms:rights（著作権情報）」に格納される。

2014/3/24
（リリース）

16 フォーマット仕様
項番2-113-
1～3

著作者情報

「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述（DC-NDL2011年12月版）」
の定義にそって「文字列」から「構造化」での格納に修正する。

【修正前】
<dcterms:rightsHolder>国立国会図書館</dcterms:rightsHolder>
【修正後】
<dcterms:rightsHolder>
 <foaf:Agent>
   <foaf:name>国立国会図書館</foaf:name>
  </foaf:Agent>
</dcterms:rightsHolder>

上記に伴い以下の記載を修正
・項番2-113-2、3を追加
・備考に以下を追記
「※著作権者名をここに収める。」
・備考に構造化した場合の表現例を追記

※ただし、2014/3時点でNDLサーチの当該項目に格納されている情報は
存在しない。
※本改修に合わせ、「国立国会図書館デジタル化資料」「国立国会図書
館デジタル化資料（インターネット資料）」に格納されていた「館内公開」
「インターネット公開」等の情報は、「dcterms:rightsHolder（著作者情報）」
から「dcterms:rights（著作権情報）」に格納される。

2014/3/24
（リリース）

17 フォーマット仕様 項番1 XML文書であることを宣言
小文字→大文字に記載を修正
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
→<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

18 フォーマット仕様
項番1-1
項番1-2

XML文書であることを宣言
文書のルート要素

最小出現回数、最大出現回数「1」を追記。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

変更箇所

DC-NDL（RDF）フォーマット仕様 ver.1.4



19 フォーマット仕様 項番2-2 レコード番号（URI）
備考に以下を追記
「※情報資源のレコード番号をURIにより表現する。」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

20 フォーマット仕様 項番2-3 レコード番号（リテラル）
備考に以下を追記
「※情報資源のレコード番号をリテラルで表現する。」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

21 フォーマット仕様 項番2-5 標準番号（URI）
備考に以下を追記
「※情報資源の標準番号をURIにより表現する。」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

22 フォーマット仕様 項番2-6 標準番号（リテラル）
備考に以下を追記
「※情報資源の標準番号をリテラルで表現する。」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

23 フォーマット仕様 項番2-6 標準番号（リテラル）

実装に合わせて記載を修正
・備考及び表現例
<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSN-L">
値</dcterms:identifier>
→<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSNL">値
</dcterms:identifier>
・値制約
「dcndl:ISSN-L」→「dcndl:ISSNL」
「IncorrectISSN-L」→「IncorrectISSNL」
※「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述（DC-NDL2011年12月
版）」の定義にそったもの。

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

24 フォーマット仕様 項番2-7 原資料の標準番号
実装に合わせて記載を修正
「原資料のISBN」（2行目）→「原資料のセットISBN」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

25 フォーマット仕様 項番2-43 典拠ID 実装に合わせて、属性「rdf:about」を追加。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

26 フォーマット仕様 項番2-57 出版地(国名コード） 実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

27 フォーマット仕様 項番2-75 要約・抄録 実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

28 フォーマット仕様 項番2-85 価格 実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

29 フォーマット仕様 項番2-90 刊行巻次 実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

30 フォーマット仕様
項番2-96、
2-97

内容年
内容欄の記載を修正
「内容年」→「時間的範囲」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

31 フォーマット仕様 項番2-108 授与年月日 実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

32 フォーマット仕様 項番2-109 報告番号 実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

33 フォーマット仕様 項番2-110 学位 実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

34 フォーマット仕様 項番2-111 アクセス制限

以下の記載を修正
・備考および表現例に以下を追記
「※当該メタデータ及び記述対象とする情報資源へのアクセスを制御する
ための情報をここに収める。
※国立国会図書館デジタル化資料等のアクセス制限のため国立国会図
書館でのみ使用する。」
・入力レベル
「空欄（任意）」→「●（入力不要）」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

35 フォーマット仕様 項番2-115 提供元書誌詳細画面のURL

以下の記載を修正
・備考および表現例に以下を追記
「※提供元書誌詳細画面のURLがある場合は、2-115と3-7どちらかに必
須。」
・入力レベル
「空欄（任意）」→「○（あれば必須）」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

36 フォーマット仕様
項番2-118
～2-132

原資料へのリンク
関連資料
ほか

以下の記載を修正
・実装に合わせて、属性「rdfs:label」を追加
・備考および表現例の記載を追加

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

37 フォーマット仕様 項番2-133 書誌情報の主語 実装に合わせて、属性「rdf:about」を追加。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

38 フォーマット仕様 項番2-134 書誌情報から個体情報へのリンク 実装に合わせて、属性「rdf:resource」を追加。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

39 フォーマット仕様 項番3-1 個体情報の主語 実装に合わせて、属性「rdf:about」を追加。
2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

40 フォーマット仕様 項番3-7 提供元書誌詳細画面のURL
備考および表現例に以下を追記
「※提供元書誌詳細画面のURLがある場合は、2-115と3-7どちらかに必
須。」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

41 フォーマット仕様 項番3-8 提供元書誌ID

以下の記載を修正
・実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」（繰り返し可）に修正。
ただし、繰り返しを許容するのはゆにかねっとのみのためその点を備考お
よび表現例欄に追記。
「※該当する書誌IDを1つのみ記録する。
ただし、ゆにかねっとからの提供データに限り、情報資源の「各館のユ
ニークID」と「各館の図書登録番号」を、共に記録する場合がある。」

2014/3/24
（フォーマット仕様の記載修正のみ）

42 フォーマット仕様 項番2-56 出版地 実装に合わせて、最大出現回数を「-」から「1」に修正。
2017/3/22
（フォーマット仕様の記載修正のみ）



43 フォーマット仕様 項番2-81-2 分類（URI）
項目の新規追加
NDC（10版）

2017/3/22
（リリース）
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