
Web NDL Authoritiesについて＞RDFモデルについて
4. RDF/XML形式によるフォーマット仕様

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 属性

1 xml
XML文書
であること
を宣言

<?xml version=”1.0″ encoding=”
utf-8″?>

<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:owl=”
http://www.w3.org/2002/07/owl#
xmlns:skos=”
http://www.w3.org/2004/02/skos
/core#”
xmlns:xl=”
http://www.w3.org/2008/05/skos
-xl#”
xmlns:rda=”
http://RDVocab.info/ElementsGr2
/”
xmlns:frbrent=”
http://RDVocab.info/uri/schema/
FRBRentitiesRDA/”
xmlns:foaf=”
http://xmlns.com/foaf/0.1/”
xmlns:ndl=”
http://ndl.go.jp/dcndl/terms/”

xmlns:dct=”
http://purl.org/dc/terms/”>

3
skos:Conc
ept

rdf:about
メタデータ
の主語

<skos:Concept rdf:about=”
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/005
74798″>

4
owl:sameA
s

rdf:resourc
e

ラベル形
URIへの参
照

<owl:sameAs rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/合
理主義”/>
※普通件名にのみ付与する。

地名・統一タイトル・普通件名・細目のRDF/XMLフォーマット仕様
項
番

タグ名
内容 備考および表現例

2 rdf:RDF

・統一タイトル
<skos:inScheme rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth#uniformTitl
es”/>
・地名
<skos:inScheme rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth#geographic
Names”/>
・普通件名
<skos:inScheme rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth#topicalTer
ms”/>
・一般細目
<skos:inScheme rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth#generalSu
bdivision”/>
・地理細目
<skos:inScheme rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth#geographic
Subdivision”/>
・時代細目
<skos:inScheme rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth#chronologi
calSubdivision”/>
・形式細目
<skos:inScheme rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth#formSubdi
vision”/>

文書の
ルート要素

5
skos:inSch
eme

rdf:resourc
e

レコード種
別
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6
skosxl:pref
Label

7
rdf:Descrip
tion

8
skosxl:liter
alForm

標目
<xl:literalForm>コンピュータ
</xl:literalForm>

9
dcndl:trans
cription

xml:lang=”
@ja-Kana”

標目カタカ
ナ読み

<ndl:transcription xml:lang=”ja-
Kana”>コンピュータ
</ndl:transcription>

10
dcndl:trans
cription

xml:lang=”
@ja-Latn”

標目ロー
マ字読み

<ndl:transcription xml:lang=”ja-
Latn”

11
skosxl:altL
abel

12
rdf:Descrip
tion

13
skosxl:liter
alForm

別名（「を
見よ」参

<xl:literalForm>電子計算機
</xl:literalForm>

14
dcndl:trans
cription

xml:lang=”
@ja-Kana”

別名カタカ
ナ読み
（「を見よ」

<ndl:transcription xml:lang=”ja-
Kana”>デンシケイサンキ
</ndl:transcription>

15
dcndl:trans
cription

xml:lang=”
@ja-Latn”

別名ロー
マ字読み
（「を見よ」

<ndl:transcription xml:lang=”ja-
Latn”
>Denshikeisanki</ndl:transcription

16
dcterms:de
scription

注記
<dct:description>LCSH
(200612)</dct:description>

17
skos:broad
er

rdf:resourc
e

rdfs:label
上位語

<skos:broader rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/005
74759″ rdfs:label=”事務機械・器
具”/>

18
skos:narro
wer

rdf:resourc
e

rdfs:label
下位語

<skos:narrower rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/005
61439″ rdfs:label=”記憶装置 (コ
ンピュータ)”/>

19
skos:relate
d

rdf:resourc
e

rdfs:label
関連語

<skos:related rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/005
75015″ rdfs:label=”情報処理”/>

20
skos:relate
dMatch

rdf:resourc
e

代表分類

NDLC<skos:relatedMatch
rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/class/ndlc/M15
4″/>
NDC9<skos:relatedMatch
rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/class/ndc9/548.
2″/>
NDC10<skos:relatedMatch
rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/cl
ass/ndc10/210.42"/>

21
skos:exact
Match

rdf:resourc
e

VIAFへの
リンク

<skos:exactMatch
rdf:resource="http://viaf.org/viaf/
sourceID/NDL%7C00647131#skos:
Concept"/>
※地名、統一タイトルのみ

22
skos:close
Match

rdf:resourc
e

LCCN
<skos:closeMatch rdf:resource=”
http://id.loc.gov/authorities/subje
cts/sh94002527”/>

項
番

タグ名
内容 備考および表現例
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23
skos:exact
Match

rdf:resourc
e

BSH

<skos:exactMatch rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth/bsh4/0038
4000″/>
※当館レコードの標目形とBSHの
標目形が一致する場合、BSHのID
をここに収める。

24
skos:close
Match

rdf:resourc
e

BSH

<skos:closeMatch rdf:resource=”
http://id.ndl.go.jp/auth/bsh4/0085
2500″/>
※当館レコードの参照形とBSHの
標目形が一致する場合、BSHのID
をここに収める。

25
dcterms:so
urce

出典
<dct:source>電子計算機教程. 第
3-7</dct:source>

26 skos:note 注記
<skos:note>和図書不使用
</skos:note>

27
skos:histor
yNote

標目訂正
に関する
注記

<skos:historyNote>電子計算機→
コンピュータ
(20020201)</skos:historyNote>

28
dcterms:cr
eated

新規作成
日

<dct:created>1980-06-
20</dct:created>
※W3CDTF形式

29
dcterms:m
odified

最終更新
年月日

<dct:modified>2010-03-
25T17:51:40</dct:modified>
※W3CDTF形式

項
番

タグ名
内容 備考および表現例
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更新履歴

No. 更新内容 対象項番 更新年月日
1 項番13～15の「内容」欄を修正。また、項番20にNDC10の例を追加 13～15、20 2017/3/22
2 「備考・表現例」欄のVIAFへのリンクのURLを修正 21 2017/7/26
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