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Sample01：図書の表現例［電子書籍の流通・利用・保存に関する調査研究］ 
 
記録するデータ項目 
 
データ項目 記録内容 使用する語彙名 

RDF/XML XML 
タイトル 電子書籍の流通・利用・保存に関する

調査研究 
dc:title 
dcterms:title 

dc:title 

タイトル読み デンシ ショセキ ノ リュウツウ リ
ヨウ ホゾン ニ カンスル チョウサ 
ケンキュウ 

dcndl:transcription dcndl:titleTranscripti
on 

シリーズタイトル 図書館調査研究リポート  = NDL 
research report, no.11 

dcndl:seriesTitle dcndl:seriesTitle 

責任表示 国立国会図書館関西館図書館協力課 
編 

dc:creator dc:creator 

著者標目 国立国会図書館関西館 dcterms:creator ― 
著者名典拠 ID 00895762 dcterms:creator ― 
出版地（ISO 3166-1
形式） 

JP dcndl:publicationPla
ce 

dcndl:publicationPla
ce 

出版地 精華町 (京都府) dcndl:location dcndl:publicationPla
ce 

出版者 国立国会図書館関西館図書館協力課 dcterms:publisher dc:publisher 
出版者読み コクリツ コッカイ トショカン カン

サイカン トショカン キョウリョク

カ 

dcndl:transcription ― 

出版年月日等 2009.3 dcterms:date dc:date 
出版年（W3C-DTF
形式） 

2009 dcterms:issued dcterms:issued 

形態/付属資料 317p ; 30cm dcterms:extent dcterms:extent 
ISBN 978-4-87582-683-5 dcterms:identifier 

rdfs:seeAlso 
dc:identifier 

シリーズの ISSN 1348-6780 dcterms:identifier 
rdfs:seeAlso 

dc:identifier 

全国書誌番号（JP
番号） 

21566090 dcterms:identifier 
rdfs:seeAlso 

dc:identifier 

注記 年表あり dcterms:description dcterms:description 
件名標目 電子資料 dcterms:subject dc:subject 
件名典拠 ID 00576457 dcterms:subject ― 
NDLC UL587 dcterms:subject dc:subject 
NDC9 版 014.7 dcterms:subject dc:subject 
対象利用者 一般 dcterms:audience ― 
資料種別 図書 dcndl:materialType dcndl:materialType 
資料種別 政府刊行物 dcndl:materialType dcndl:materialType 
資料種別 官公庁刊行物 dcndl:materialType dcndl:materialType 
資料種別 国立国会図書館刊行物 dcndl:materialType dcndl:materialType 
言語（ISO639-2 形

式） 
jpn dcterms:language dc:language 

書誌 ID 000010067138 dcterms:identifier 
rdfs:seeAlso 

rdfs:seeAlso  

書誌ステータス C7（国立国会図書館の書誌データに

おける校了済みを示すコード番号） 
dcndl:catalogingStat
us 

― 
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リポジトリ番号 R100000002（NDL-OPAC の番号） dcndl:bibRecordCate
gory 

― 

請求記号 UL587-J3 dcndl:callNumber ― 
ローカル請求記号 棚 30a/UL587（当該資料を所蔵する

機関における請求記号） 
dcndl:localCallNum
ber 

― 
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DC-NDL(RDF)形式による表現 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dcndl="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/" 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 
<!-- 管理情報の記述 -->1

  <dcndl:BibAdminResource rdf:about="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx"> 
 

    <dcndl:catalogingStatus>C7</dcndl:catalogingStatus> 
    <dcndl:bibRecordCategory>R100000002</dcndl:bibRecordCategory> 
    <dcndl:record rdf:resource="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx#material"/> 
  </dcndl:BibAdminResource> 
  <dcndl:BibResource rdf:about="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx#material"> 
    <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JPNO">21566090</dcterms:identifier> 

<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISBN">978-4-87582-683-5</dcterms:identifier> 

    <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSN">1348-6780</dcterms:identifier> 
    <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/21566090"/> 
    <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/9784875826835"/> 
    <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/13486780"/> 
    <dcterms:title>電子書籍の流通・利用・保存に関する調査研究</dcterms:title> 
    <dc:title> 
      <rdf:Description> 
        <rdf:value>電子書籍の流通・利用・保存に関する調査研究</rdf:value> 
        <dcndl:transcription>デンシ ショセキ ノ リュウツウ リヨウ ホゾン ニ カンスル チョウサ ケン

キュウ</dcndl:transcription> 
      </rdf:Description> 
    </dc:title> 
    <dcndl:seriesTitle> 
      <rdf:Description> 
        <rdf:value>図書館調査研究リポート = NDL research report, no.11</rdf:value> 
      </rdf:Description> 
    </dcndl:seriesTitle> 
    <dcterms:creator> 
      <foaf:Agent rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00895762"> 
        <foaf:name>国立国会図書館関西館</foaf:name> 
      </foaf:Agent> 
    </dcterms:creator> 
    <dc:creator>国立国会図書館関西館図書館協力課 編</dc:creator> 
    <dcterms:publisher> 
      <foaf:Agent> 
        <foaf:name>国立国会図書館関西館図書館協力課</foaf:name> 

<dcndl:transcription>コクリツ コッカイ トショカン カンサイカン トショカン キョウリョクカ

</dcndl:transcription> 
        <dcndl:location>精華町 (京都府)</dcndl:location> 
      </foaf:Agent> 
    </dcterms:publisher> 

<dcndl:publicationPlace 
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">JP</dcndl:publicationPlace> 

    <dcterms:date>2009.3</dcterms:date> 
    <dcterms:issued rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">2009</dcterms:issued> 
    <dcterms:description>年表あり</dcterms:description> 

                                                   
1 <!-- 管理情報 -->等のコメントは、記述対象の区別を分かりやすく表示するために記載するものであり、実

際の入出力は不要です。 
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    <dcterms:subject> 
      <rdf:Description rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00576457"> 
        <rdf:value>電子資料</rdf:value> 
      </rdf:Description> 
    </dcterms:subject> 
    <dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndlc/UL587"/> 
    <dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndc9/014.7"/> 
    <dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">jpn</dcterms:language> 
    <dcterms:extent>317p ; 30cm</dcterms:extent> 
    <dcterms:audience>一般</dcterms:audience> 
    <dcndl:materialType rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/Book" rdfs:label="図書"/> 

<dcndl:materialType rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/GovernmentPublication" rdfs:label="政府

刊行物"/> 
<dcndl:materialType rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/NationalPublication" rdfs:label="官公庁刊

行物"/> 
<dcndl:materialType rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/NDLPublication" rdfs:label="国立国会図

書館刊行物"/> 
  </dcndl:BibResource> 

<dcndl:BibResource rdf:about="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx#material"> 
    <dcndl:record rdf:resource="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx#item"/> 
  </dcndl:BibResource> 
<!-- 個体情報の記述 --> 
  <dcndl:Item rdf:about="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx#item"> 
    <dcndl:holdingAgent> 
      <foaf:Agent> 
        <foaf:name>国立国会図書館</foaf:name> 

<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLLibCode">0000</dcterms:identifier> 

      </foaf:Agent> 
    </dcndl:holdingAgent> 
    <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/bib/000010067138"/> 

<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLBibID">000010067138</dcterms:identifier> 

    <dcndl:callNumber>UL587-J3</dcndl:callNumber> 
    <dcndl:localCallNumber>棚 30a/UL587</dcndl:localCallNumber> 
  </dcndl:Item> 
</rdf:RDF> 
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DC-NDL(Simple)形式による表現 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<record xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dcndl_simple="http://ndl.go.jp/dcndl/dcndl_simple/" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dcndl="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/" 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 
   <dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx</dc:identifier> 
   <dc:title>電子書籍の流通・利用・保存に関する調査研究</dc:title> 

<dcndl:titleTranscription>デンシ ショセキ ノ リュウツウ リヨウ ホゾン ニ カンスル チョウサ ケン

キュウ</dcndl:titleTranscription> 
   <dcndl:seriesTitle>図書館調査研究リポート = NDL research report, no.11</dcndl:seriesTitle> 
   <dc:creator>国立国会図書館関西館図書館協力課 編</dc:creator> 
   <dc:publisher>国立国会図書館関西館図書館協力課</dc:publisher> 
   <dcndl:publicationPlace>精華町 (京都府)</dcndl:publicationPlace> 
   <dcndl:publicationPlace xsi:type="dcterms:ISO3166">JP</dcndl:publicationPlace> 
   <dc:date>2009.3</dc:date> 
   <dcterms:issued xsi:type="dcterms:W3CDTF">2009</dcterms:issued> 
   <dcterms:extent>317p ; 30cm</dcterms:extent> 
   <dc:identifier xsi:type="dcndl:ISBN">978-4-87582-683-5</dc:identifier> 
   <dc:identifier xsi:type="dcndl:ISSN">1348-6780</dc:identifier> 
   <dc:identifier xsi:type="dcndl:JPNO">21566090</dc:identifier> 
   <dcterms:description>年表あり</dcterms:description> 
   <dc:subject xsi:type="dcndl:NDLSH">電子資料</dc:subject> 

<dc:subject xsi:type="dcndl:NDLC">UL587</dc:subject> 
   <dc:subject xsi:type="dcndl:NDC9">014.7</dc:subject> 
   <dcndl:materialType>図書</dcndl:materialType> 
   <dcndl:materialType>政府刊行物</dcndl:materialType> 
   <dcndl:materialType>官公庁刊行物</dcndl:materialType> 
   <dcndl:materialType>国立国会図書館刊行物</dcndl:materialType> 
   <dc:language xsi:type="ISO639-2">jpn</dc:language> 
   <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/bib/000010067138"/> 
</record> 
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