
【参考４　別紙３】共通語彙基盤　対応表

property 日本語名 タイプ 対応標準項目 M/R/O
Cardinalit

y
説明

グループ name
グループ
のURLの
一部

niem-xsd:anyURI M 1
グループのURLに使用する文字列を設定する。

（http://datameti.go.jp/data/group/【文字列】）

title タイトル rdfs:Literal dct:title M 1 グループのタイトルを設定する。
descriptio
n

説明 rdfs:Literal dct:discription M 1 グループの概要を説明する100文字以内の文章を記載する。

image_url 画像 niem-xsd:anyURI O 0..1
組織のロゴマークを組織のページに掲載するため、組織のロゴ
マークを掲載しているURLを設定する。

state 状態 rdfs:Literal M 1

グループの状態を記載する。
・active
・deleted（非表示）
※システム内で自動管理

themes タグ rdfs:Literal dcat:themes M 1

グループがどの分類に当たるかを設定する。以下の中から最も
適切と考える分類を選択する。
・01_白書（年次報告）

・02_防災・減災関連情報

・03_地理空間情報

・04_人の移動・ツーリズムに関する情報

・05_予算、決算、調達関連情報

・06_統計情報

・07_コード情報

・08_活用事例リンク

・09_その他

dataset データセッ
トリスト

rdfs:Literal dcat:dataset M 1..n システム内で自動管理

publisher 発行者 ic:OrganizationName dct:publisher M 1 経済産業省
homepag
e

ホーム
ページurl

niem-xsd:anyURI foaf:homepage R 0..1 ホームページのURLを記述する。

データセッ
ト

name
データセッ
トのURL
の一部

rdfs:Literal M 1
データセットのURLに使用する文字列を設定する。

（http://datameti.go.jp/data/dataset/【文字列】）

title タイトル rdfs:Literal dct:title M 1

データセットのタイトルを設定する。
具体的には、ホームページに掲載されている内容から○○白
書_××年度、◆◆調査_月報_△△月といったリソースの集合体
を指すタイトル名を記載する。複数の単語を組み合わせてタイ
トルを設定する場合は、半角アンダースコア（_）でつなげること
とする。

publisher 発行組織
名

ic:OrganizationName dct:publisher M 1
データセットの発行者である組織名を設定する。組織名は、以
下の府省から選択する。
・経済産業省

contact_p
oint

部局名 rdfs:Literal adms:contactPoint M 1..n データセットの公表者である部局名を記述する。

contact_e
mail

公表者の
メールアド
レス

ic:ContactEmailID R 0..n データセットの公表者のメールアドレスを記述する。

contact_t
el

公表者の
電話番号

ic:ContactTelephone
Number

O 0..n データセットの公表者の電話番号を記述する。

creator 作成者 ic:OrganizationName dct:creator M 1..n

owner_orgを記載する。さらにowner_org以外にもデータセット
の作成者が存在する場合、その組織名も記述する。

以下の府省から選択する。選択肢がない場合は、正式な組織
名称を記載する。

・内閣官房・人事院・内閣法制局・内閣府・宮内庁・公正取引委
員会・警察庁・金融庁・消費者庁・復興庁・総務省・法務省・外
務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産
業省・国土交通省・環境省・防衛省

contributo
r

協力者 ic:OrganizationName dct:contributor O 0..n 当該データセットの作成に何らかの寄与、貢献をした組織等の
名称を記載する。

frequency 作成頻度 rdfs:Literal dct:accrualPeriodicity R 0..1

データセットの作成頻度を設定する。
以下の区分から選択する
・年単位
・半年単位
・四半期単位
・隔月単位
・月単位
・隔週単位
・週単位
・随時
・リアルタイム
・その他（自由記述））

license_id ライセンス
ID

rdfs:Literal dct:license M 1

データセットのライセンスを設定する。ライセンスは、以下のい
ずれかを選択する。
・CC0
・CC-BY
・CC-BY-ND
・その他（各リソースのlicense、rightsを参照）

rights コピーライ
ト

rdfs:Literal dct:rights O 0..1 国以外の者が著作権を有する場合に以下を選択する。
・国以外の者が著作権を有する

notes 説明 rdfs:Literal dct:description M 1 データセットを説明する100文字以内の文章を記載する。
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tag1 タグ rdfs:Literal
dcat:theme,
subproperty of
dct:subject

R 0..n

データセットの検索を容易にするための検索キーワードを設定
する。以下の中から選択する。複数選択する場合は、カンマ（,）
区切りで列挙する。
・G空間・安全・医療・エネルギー・ガス・環境
・観測・議会資料・企業（会社情報）・教育・漁業・金融・契約・研
究・建設・保健・商業・工業・交通・国際・国際開発（援助）・国
土・財政・裁判・支出・社会可動性・社会保障・商取引・食料・水
産業・スポーツ・生活・製造・地方・調達・通信・放送・統計・農
業・犯罪・福祉・不動産・法令集・保険・郵便・林業・経済・行政・
鉱業・産業・資源・社会・水道・地理・法律・立法・労働・災害・セ
キュリティ

tag2 タグ rdfs:Literal dcat:keyword R 0..n
キーワードとなる単語を記述する。複数キーワードを設定する
場合は、半角カンマ（,）区切りで列挙する 。

state 状態 rdfs:Literal M 1

データセットの状態を記載する。
・active
・deleted（非表示）
※システム内で自動管理

version バージョン rdfs:Literal adms:version M 1 データセットのバージョンを記載する。

release_d
ate

データセッ
トのリリー
ス日

niem-xsd:data dct:issued R 0..1
データセットがホームページへ掲載された日付を記載する。入
力形式は、YYYY-MM-DD形式とする 。

resources リソースリ
スト

rdfs:Literal dcat:distribution M 1..n システム内で自動管理

url 関連url niem-xsd:anyURI dcat:landingPage R 0..1 データセットや関連ドキュメントにアクセスするためのURLを記
述する。

spatial_ge
ographica
l coverag

対象地域 dcterms:spatial dct:spatial O 0..n データセットの対象地域を記述する。
記述には、都道府県コード及び市町村コードを用いる。

temporal_
coverage-
from

対象期間
の始期

ic:StartDate dct:temporal O 0..1 データセットの対象期間の始期を記述する。

temporal_
coverage-
to

対象期間
の終期

ic:EndDate dct:temporal O 0..1 データセットの対象期間の終期を記述する。

リソース name 名前 rdfs:Literal dct:title M 1

リソースの名称を設定する。
具体的には、ホームページ情報からデータセット内に含まれる
ファイルにリンクが張られているファイル名称を次の基準で設
定する。
①ホームページに掲載されているファイル名の表記を設定す
る。
②ファイル名の表記の横にダウンロードアイコンがある場合等
は、表記されているファイル名とする。
複数の単語を組み合わせてnameを設定する場合は、半角アン

ダースコア（ ）でつなげることとする。
url URL niem-xsd:anyURI dcat:accessURL M 1 リソースのリンク先となるURLを記載する。
descriptio
n

説明 rdfs:Literal dct:description M 1 リソースを説明する100文字以内の文章を記載する。

format データ形
式

rdfs:Literal dct:format R 0..1

リソースのリンク先にあるファイルの拡張子を設定する。以下の
拡張子から選択する。
・txt・xls・xlsx・ods・csv・jpg・gif・png・gml・shp・dat・kml・html・
sgml・xml・rdf・doc・docx・jtd・odt・ppt・pptx・odp・pdf・exe・
zip・lzh・epub・azw・tpz・mobi・prc

size ファイルサ
イズ

rdfs:Literal dcat:byteSize R 0..1
ファイルの容量をByte単位の整数で設定する。

ファイルの容量がkB、MB、GBで表示されている場合、kBは
1000倍、MBは100万倍、GBは10億倍として換算する。

release_d
ate

公開日 niem-xsd:data dct:issued O 0..1
リソースがホームページへ掲載された日付を記載する。入力形
式は、YYYY-MM-DD形式とする。

last_modif
ied

最終更新
日

niem-xsd:data dct:modified R 0..1
リソースの更新日付（又はホームページへ掲載された日付）を
記載する。入力形式は、YYYY-MM-DD形式とする。

license
ライセンス
ID

rdfs:Literal dct:license M 1

リソースのライセンスを設定する。ライセンスは、以下のいずれ
かを選択する。
・CC0
・CC-BY
・CC-BY-ND
・その他

rights コピーライ
ト

rdfs:Literal dct:rights O 0..1 国以外の者が著作権を有する場合に以下を選択する。
・国以外の者が著作権を有する

resource_
type

リソースタ
イプ

rdfs:Literal M 1

リソースのメディアタイプを設定する。
具体的には、以下の中から選択する。
・file（データファイル） ・api（API） ・visualization（視覚化）

・image（画像） ・metadata（メタデータ） ・documentation（ド
キュメント） ・code（コード） ・example（例）

mimetype MIMEタイ
プ

rdfs:Literal R 0..1 リソースのMIMEタイプを記述する。

mimetype
_inner

MIMEタイ
プ（圧縮
ファイルの
中身）

rdfs:Literal O 0..n
リソースが圧縮ファイルの場合、最も内側にあるファイルの
MIMEタイプを記述する。

language 使用言語 rdfs:Literal dct:language M 1 当該情報資源の記述言語をここに収める。ISO639-2 の構文
符号化スキームを用いるのが望ましい。


