
MARC21とDC-NDL（RDF）の書誌データの主な違い

1/4
2016.12

国立国会図書館 収集書誌部 収集・書誌調整課

例示書誌：アフリカ潜在力=African Potentials　第5巻
　http://id.ndl.go.jp/bib/027214918
　http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I027214918-00

項目 タグ MARC21（MARCタグ形式で表示）※1 DC-NDL（RDF）※2 備考

LDR 00000cam a22 zi 4500

（データなし。但し、以下の資料種別あり）
<dcndl:materialType
rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/Book" rdfs:label="図書
"/>

レコード管理番号
（書誌ID）

001 027214918
<dcndl:BibAdminResource
rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-
I027214918-00"></dcndl:BibAdminResource>

URLから、NDL
サーチの書誌情報
画面を表示でき
る。

レコード管理番号識
別子

003 JTNDL （データなし）

最終更新年月日 005 20160621132533.0
（データなし）
※NDLサーチに登録された日に更新日が変更される。OAI-PMHで更新日の範
囲を指定してデータ取得する際に必要。

物理的属性 007 ta （データなし）

一般コード化情報 008 160420s2016 ja ||||g |||| ||||||jpn

<dcndl:publicationPlace
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">JP</dcndl:
publicationPlace>
<dcterms:language
rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-
2">jpn</dcterms:language>

出版地（国名コード
※）／言語

※MARC21で取り扱う
国名コードを、ISO3166
に変換。

全国書誌番号 015 |a 22742187 |2 jnb

<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JPNO">22742187
</dcterms:identifier>
<rdfs:seeAlso
rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/22742187"/>

URLから、NDL
サーチの検索結果
一覧画面を表示で
きる。

ISBN／価格 020 |a 978-4-8140-0009-8 : |c 3700円

<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISBN">978-4-
8140-0009-8</dcterms:identifier>
<rdfs:seeAlso
rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/9784814000098"/>
<dcndl:price>3700円</dcndl:price>

他MARC番号 035 |a (JP-ToTOH)33429192
<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/TOHANMARCNO"
>33429192</dcterms:identifier>

ここでは、トーハン
MARC番号

レコード作成機関 040 |a JTNDL |b jpn |c JTNDL |e ncr/1987 （データなし）
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項目 タグ MARC21（MARCタグ形式で表示）※1 DC-NDL（RDF）※2 備考

分類記号 084 |a 302.4 |2 njb/09
<dcterms:subject
rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndc9/302.4"/>

請求記号 090 |a GF51-L14 （データなし）

タイトル・責任表示 24500
|6 880-01 |a アフリカ潜在力 = |b African Potentials. |n 第
5巻 / |c 太田至 シリーズ総編.

　　＞カナ読み 88000 |6 245-01/$1 |a アフリカ センザイリョク. |n 5.

　　＞ローマ字読み 88000 |6 245-01/(B |a Afurika senzairyoku. |n 5. （データなし）

別タイトル 24621 |a African Potentials
<dcndl:alternative><rdf:Description><rdf:value>African
Potentials</rdf:value></rdf:Description></dcndl:alternative>

ここでは、並列タイ
トル

出版事項 260 |6 880-02 |a 京都 : |b 京都大学学術出版会, |c 2016.3.

　　＞カナ読み 880 |6 260-02/$1 |b キョウトダイガクガクジュツシュッパンカイ.

　　＞ローマ字読み 880 |6 260-02/(B |b Kyotodaigakugakujutsushuppankai. （データなし）

形態/付属資料 300 |a 311p ; |c 22cm. <dcterms:extent>311p ; 22cm</dcterms:extent>

注記 504 |a 索引あり. <dcterms:description>索引あり</dcterms:description> 他の注記も同様

内容細目 50500
|t 自然は誰のものか : 住民参加型保全の逆説を乗り越え
る / |r 山越言, 目黒紀夫, 佐藤哲 編

<dcndl:partInformation><rdf:Description><dcterms:title>自然は
誰のものか : 住民参加型保全の逆説を乗り越える
</dcterms:title><dc:creator>山越言, 目黒紀夫, 佐藤哲 編
</dc:creator></rdf:Description></dcndl:partInformation>

NDLサーチでは、
部分タイトルとして
表示される。

普通件名標目 650 7 |6 880-03 |a 自然保護 |z アフリカ |2 ndlsh |0 00826112

<dcterms:subject>
<rdf:Description
rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00826112">
<rdf:value>自然保護--アフリカ</rdf:value>
</rdf:Description></dcterms:subject>

URLから、Web
NDL Authoritiesの
典拠情報を参照で
きる。

<dcterms:title>アフリカ潜在力 = African Potentials 第5巻
</dcterms:title>
<dc:title><rdf:Description>
<rdf:value>アフリカ潜在力 = African Potentials</rdf:value>
<dcndl:transcription>アフリカ センザイリョク
</dcndl:transcription>
</rdf:Description></dc:title>
<dcndl:volume><rdf:Description><rdf:value>第5巻
</rdf:value></rdf:Description></dcndl:volume>
<dc:creator>太田至 シリーズ総編</dc:creator>

<dcterms:publisher><foaf:Agent>
<foaf:name>京都大学学術出版会</foaf:name>
<dcndl:transcription>キョウトダイガクガクジュツシュッパンカイ
</dcndl:transcription>
<dcndl:location>京都</dcndl:location>
</foaf:Agent></dcterms:publisher>
<dcterms:date>2016.3</dcterms:date>
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項目 タグ MARC21（MARCタグ形式で表示）※1 DC-NDL（RDF）※2 備考
　　＞カナ読み 880 7 |6 650-03/$1 |a シゼンホゴ |z アフリカ |0 00826112 （データなし）
　　＞ローマ字読み 880 7 |6 650-03/(B |a Shizenhogo |z Afurika |0 00826112 （データなし）

他タイトル標目 7400
|6 880-04 |a 自然は誰のものか : 住民参加型保全の逆説
を乗り越える.

　　＞カナ読み 8800
|6 740-04/$1 |a シゼン ワ ダレ ノ モノ カ : ジュウミン サン
カガタ ホゼン ノ ギャクセツ オ ノリコエル.

　　＞ローマ字読み 8800
|6 740-04/(B |a Shizen wa dare no mono ka : Jumin
sankagata hozen no gyakusetsu o norikoeru.

（データなし）

個人著者標目 7001 |6 880-05 |a 太田, 至, |d 1953- |0 00342208

　　＞カナ読み 8801 |6 700-05/$1 |a オオタ, イタル, |d 1953- |0 00342208

　　＞ローマ字読み 8801 |6 700-05/(B |a Oota, Itaru, |d 1953- |0 00342208 （データなし）
＜例示書誌にない項目＞

ISSN 022 |a 2432-1370 |l 2432-1370 |2 9

<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSN">2432-1370
</dcterms:identifier>
<dcterms:identifier
rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSNL">2432-
1370 </dcterms:identifier>
<rdfs:seeAlso
rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/24321370"/>
<rdfs:seeAlso
rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/24321370"/>

版表示 250 |a 第3版. <dcndl:edition>第3版</dcndl:edition>

シリーズ名 4900 |6 880-03 |a 広島県文化財資料シリーズ ; |v 第6

　　＞カナ読み 8800
|6 490-03/$1 |a ヒロシマケン ブンカザイ シリョウ シリー
ズ ; |v 6

　　＞ローマ字読み 8800
|6 490-03/(B |a Hiroshimaken bunkazai shiryo shirizu ; |v
6

（データなし）

<dcndl:seriesTitle>
 <rdf:Description>
  <rdf:value>広島県文化財資料シリーズ ; 第6</rdf:value>
  <dcndl:transcription>ヒロシマケン ブンカザイ シリョウ シリー
ズ ; 6</dcndl:transcription>
 </rdf:Description>
</dcndl:seriesTitle>

<dcterms:creator><foaf:Agent
rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00342208">
<foaf:name>太田, 至, 1953-</foaf:name>
<dcndl:transcription>オオタ, イタル</dcndl:transcription>
</foaf:Agent></dcterms:creator>

URLから、Web
NDL Authoritiesの
典拠情報を参照で
きる。

<dcndl:alternative><rdf:Description>
<rdf:value>自然は誰のものか : 住民参加型保全の逆説を乗り
越える</rdf:value>
<dcndl:transcription>シゼン ワ ダレ ノ モノ カ : ジュウミン サン
カガタ ホゼン ノ ギャクセツ オ ノリコエル</dcndl:transcription>
</rdf:Description></dcndl:alternative>
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項目 タグ MARC21（MARCタグ形式で表示）※1 DC-NDL（RDF）※2 備考

団体著者標目 7102 |6 880-03 |a JA東京女性組織協議会 |0 00712572

<dcterms:creator><foaf:Agent
rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00712572">
<foaf:name>JA東京女性組織協議会</foaf:name>
</foaf:Agent></dcterms:creator>

URLから、Web
NDL Authoritiesの
典拠情報を参照で
きる。

　　＞カナ読み 8802
|6 710-03/$1 |a JA トウキョウ ジョセイ ソシキ キョウギカ
イ |0 00712572

（データなし）

　　＞ローマ字読み 8802
|6 710-03/(B |a JA Tokyo Josei Soshiki Kyogikai |0
00712572

（データなし）

　※1　詳細は「JAPAN/MARC MARC21フォーマットマニュアル」を参照
　※2　詳細は、「DC-NDL（RDF）フォーマット仕様 ver.1.3（2014.03.24）」を参照

http://www.ndl.go.jp/jp/data/JAPANMARC_MARC21manual_MS.pdf
http://iss.ndl.go.jp/information/wp-content/uploads/2014/03/dcndl_rdf_format_ver.1.3_201403241.pdf
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