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Sample07：雑誌記事の表現例［国立国会図書館のホームページが新しくなりました］
記録するデータ項目

使用する語彙名
RDF/XML
XML
dc:title
タイトル
国立国会図書館のホームページが新 dc:title
dcterms:title
しくなりました
dcndl:titleTranscriptio
タイトル読み
コクリツ コッカイ トショカン ノ dcndl:transcription
n
ホームページ ガ アタラシク ナリマ
シタ
Finding aids : how to use the NDL dcndl:alternative
dcndl:alternative
別タイトル
Search and the NDL-OPAC
dcterms:issued
dcterms:issued
出
版
年 2012-03
（ W3C-DTF 形
式）
dcterms:audience
対象利用者
一般
―
dcndl:materialType
dcndl:materialType
資料種別
記事・論文
dcndl:materialType
dcndl:materialType
資料種別
国立国会図書館刊行物
dcterms:isPartOf
dcterms:isPartOf
掲 載 誌 情 報 http://iss.ndl.go.jp/issn/00279153
（ISSN）
dcterms:isPartOf
dcterms:isPartOf
掲 載 誌 情 報 http://iss.ndl.go.jp/issnl/00279153
（ISSN-L）
dcterms:isPartOf
掲載誌情報（書誌 http://iss.ndl.go.jp/books/R10000000 dcterms:isPartOf
2-I000000008550-00
ID）
dcndl:publicationNam dcndl:publicationNam
掲載誌名
国立国会図書館月報
e
e
612
dcndl:number
dcndl:number
掲載号
16-17
dcndl:pageRange
dcndl:pageRange
掲載ページ
jpn
dcterms:language
dc:language
言語（ISO639-2
形式）
023608194
dcterms:identifier
rdfs:seeAlso
書誌 ID
rdfs:seeAlso
dcndl:catalogingStatu ―
書誌ステータス
C7（校了済み）
s
リポジトリ番号
R100000004（NDL 雑誌記事索引の dcndl:bibRecordCateg ―
ory
番号）
Z21-146
dcndl:callNumber
請求記号
―
ローカル請求記 棚 55b/当館刊行物（当該資料を所蔵す dcndl:localCallNumbe ―
r
る機関における請求記号）
号
データ項目

記録内容

1/3

国立国会図書館電子情報部
2012 年 10 月 31 日

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 -->
<dcndl:BibAdminResource rdf:about="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx">
<dcndl:catalogingStatus>C7</dcndl:catalogingStatus>
<dcndl:bibRecordCategory>R000000004</dcndl:bibRecordCategory>
<dcndl:record rdf:resource="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx#material"/>
</dcndl:BibAdminResource>
<!-- 書誌情報の記述 -->
<dcndl:BibResource rdf:about="http://sample.ndl.go.jp/xxxxxxxxx#material">
<dcterms:title>国立国会図書館のホームページが新しくなりました</dcterms:title>
<dc:title>
<rdf:Description>
<rdf:value>国立国会図書館のホームページが新しくなりました</rdf:value>
<dcndl:transcription>コクリツ コッカイ トショカン ノ ホームページ ガ アタラシク ナリマシ
タ</dcndl:transcription>
</rdf:Description>
</dc:title>
<dcndl:alternative>
<rdf:Description>
<rdf:value>Finding aids : how to use the NDL Search and the NDL-OPAC</rdf:value>
</rdf:Description>
</dcndl:alternative>
<dcterms:issued rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">2012-03</dcterms:issued>
<dcterms:audience>一般</dcterms:audience>
<dcndl:materialType rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/Article" rdfs:label="記事・論文"/>
<dcndl:materialType rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/NDLPublication" rdfs:label="国立国会図
書館刊行物"/>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/00279153"/>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/00279153"/>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000008550-00"/>
<dcndl:publicationName>国立国会図書館月報</dcndl:publicationName>
<dcndl:number>612</dcndl:number>
<dcndl:pageRange>16-17</dcndl:pageRange>
<dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">jpn</dcterms:language>
</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">
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/bib/023608194"/>
<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLBibID">023608194</dcterms:identifier>
<dcndl:callNumber>Z21-146</dcndl:callNumber>
<dcndl:localCallNumber>棚 55b/当館刊行物</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://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I023608194-00</dc:identifier>
<dc:title>国立国会図書館のホームページが新しくなりました</dc:title>
<dcndl:titleTranscription>コクリツ コッカイ トショカン ノ ホームページ ガ アタラシク ナリマシタ
</dcndl:titleTranscription>
<dcterms:alternative>Finding
aids
:
how
to
use
the
NDL
Search
and
the
NDL-OPAC</dcterms:alternative>
<dcterms:issued xsi:type="dcterms:W3CDTF">2012-03</dcterms:issued>
<dcterms:isPartOf xsi:type="dcndl:ISSN">00279153</dcterms:isPartOf>
<dcterms:isPartOf xsi:type="dcndl:ISSNL">00279153</dcterms:isPartOf>
<dcndl:materialType>記事・論文</dcndl:materialType>
<dcndl:materialType>国立国会図書館刊行物</dcndl:materialType>
<dcndl:publicationName>国立国会図書館月報</dcndl:publicationName>
<dcndl:number>612</dcndl:number>
<dcndl:pageRange>16-17</dcndl:pageRange>
<dc:language xsi:type="ISO639-2">jpn</dc:language>
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/bib/023608194"></rdfs:seeAlso>
</record>
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