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PREFIX URI
jrrk http://purl.org/jrrk#
dc http://purl.org/dc/elements/1.1/
dcterms http://purl.org/dc/terms/
schema http://schema.org/
xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
qb http://purl.org/linked-data/cube#
bibo http://purl.org/ontology/bibo/
sac http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C
georss http://www.georss.org/georss
geo http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
cal http://www.w3.org/2002/12/cal/icaltzd#
owl http://www.w3.org/2002/07/owl#
rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
pc http://purl.org/procurement/public-contracts#
gr http://purl.org/goodrelations/v1#
skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/
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1 jrrk:openingHours rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:CivicFacility 開所時間
2 jrrk:numberOfAED rdfs:Property xsd:decimal jrrk:CivicFacility AEDの数
3 jrrk:jenre rdfs:Property jrrk:Category jrrk:CivicFacility ジャンル
4 jrrk:hasWIFI rdfs:Property jrrk:hasEquipment jrrk:PublicWIFI jrrk:CivicFacility 公衆無線LAN 公衆無線LANのリソースを指す
5 jrrk:hasPlugs rdfs:Property jrrk:hasEquipment rdfs:Literal jrrk:CivicFacility 電源 利用できる電源の有無や数など
6 jrrk:hasAED rdfs:Property jrrk:hasEquipment jrrk:AED jrrk:CivicFacility AED
7 jrrk:CivicFacility rdfs:Class schema:Place 都市の施設
8 jrrk:category rdfs:Property jrrk:Category カテゴリー
9 jrrk:address rdfs:Property rdfs:Literal 住所

10 jrrk:EmergencyShelter rdfs:Class jrrk:CivicFacility 避難場所
11 jrrk:target rdfs:Property rdfs:Resource 対象 対象年齢や対象エリア等
12 jrrk:categoryOfEvent rdfs:Property jrrk:category jrrk:Category jrrk:CivicEvent カテゴリー
13 jrrk:charge rdfs:Property rdfs:Literal 料金について
14 jrrk:CivicEvent rdfs:Class schema:Place イベント
15 jrrk:hasSubEvent rdfs:Property dcterms:hasPart jrrk:CivicEvent jrrk:CivicEvent サブイベント
16 jrrk:location rdfs:Property rdfs:Literal 開催場所について
17 jrrk:participant rdfs:Property jrrk:Participant jrrk:CivicEvent クレジット 出演者や主催者や後援者等のリソースを指す
18 jrrk:Participant rdfs:Class クレジット
19 jrrk:programUnit rdfs:Property jrrk:CivicEvent プログラム イベントの詳細なプログラムについて
20 jrrk:scheduleNote rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:CivicEvent イベントスケジュールについて
21 jrrk:access rdfs:Property rdfs:Literal アクセス
22 jrrk:areaOfPlot rdfs:Property xsd:float 敷地面積 単位は平行メートル
23 jrrk:areaOfPremise rdfs:Property xsd:float 施設面積 単位は平行メートル
24 jrrk:availableFor0 rdfs:Property xsd:decimal 0歳児空き人数
25 jrrk:availableFor1 rdfs:Property xsd:decimal 1歳児空き人数
26 jrrk:availableFor2 rdfs:Property xsd:decimal 2歳児空き人数
27 jrrk:availableFor3 rdfs:Property xsd:decimal 3歳児空き人数
28 jrrk:availableFor4 rdfs:Property xsd:decimal 4歳児空き人数
29 jrrk:availableFor5 rdfs:Property xsd:decimal 5歳児空き人数
30 jrrk:capacityFor0 rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal 0歳児入所可能人数
31 jrrk:capacityFor1 rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal 1歳児入所可能人数
32 jrrk:capacityFor2 rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal 2歳児入所可能人数
33 jrrk:capacityFor3 rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal 3歳児入所可能人数
34 jrrk:capacityFor4 rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal 4歳児入所可能人数
35 jrrk:capacityFor5 rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal 5歳児入所可能人数
36 jrrk:childrenCareService rdfs:Property jrrk:hasService rdfs:Resource 提供サービス 園バスや給食、延長保育などのリソースを値にとる
37 jrrk:closingDate rdfs:Property xsd:date 閉所日 営業を終了した施設を判断する目的で使用する
38 jrrk:nearBy rdfs:Property schema:CivicFacility 最寄りの駅やバス停
39 jrrk:numberOfPersonWaitingFor0 rdfs:Property xsd:decimal 0歳児待ち人数
40 jrrk:numberOfPersonWaitingFor1 rdfs:Property xsd:decimal 1歳児待ち人数
41 jrrk:numberOfPersonWaitingFor2 rdfs:Property xsd:decimal 2歳児待ち人数
42 jrrk:numberOfPersonWaitingFor3 rdfs:Property xsd:decimal 3歳児待ち人数
43 jrrk:numberOfPersonWaitingFor4 rdfs:Property xsd:decimal 4歳児待ち人数
44 jrrk:numberOfPersonWaitingFor5 rdfs:Property xsd:decimal 5歳児待ち人数
45 jrrk:Nursery rdfs:Class jrrk:CivicFacility 保育所
46 jrrk:CivicPOI rdfs:Class schema:Place 名所やランドマーク
47 jrrk:season rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:CivicPOI 旬 訪れるのに適した季節などの情報を記述
48 jrrk:certified rdfs:Property jrrk:Certification 認定 なにかに認定されている場合はその無いようについて記述
49 jrrk:constructedBy rdfs:Property foaf:Agent 施工 施工者のリソースを指示
50 jrrk:designedBy rdfs:Property foaf:Agent デザイン デザイナーのリソースを指示
51 jrrk:HistoricalBuilding rdfs:Class schema:Place 都市の施設
52 jrrk:certificatedBy rdfs:Property foaf:Agent jrrk:Certification 認定者
53 jrrk:Certification rdfs:Class 認定 実績が認定されたその内容について記述
54 jrrk:hasMedicalService rdfs:Property jrrk:hasService rdfs:Resource jrrk:MedicalInstitute 診療科
55 jrrk:hasSickbed rdfs:Property jrrk:SickBed 病床
56 jrrk:MedicalInstitute rdfs:Class schema:MedicalOrganization 医療機関
57 jrrk:avavailableBed rdfs:Property xsd:decimal jrrk:SickBed 空き病床数
58 jrrk:SickBed rdfs:Class schema:Place 病床
59 jrrk:sickBedCapacity rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal jrrk:SickBed 病床数
60 jrrk:MedicalService rdfs:Class 診療科
61 jrrk:MedicalSubjectClassification rdfs:Class jrrk:Classification 診療科目
62 jrrk:Vaccintation rdfs:Class 予防接種
63 jrrk:FarmersMarket rdfs:Class jrrk:CivicFacility 農作物直売所
64 jrrk:availableNumber rdfs:Property xsd:decimal 空き台数
65 jrrk:capacity rdfs:Property xsd:decimal キャパシティ
66 jrrk:CommunityCyclePort rdfs:Class jrrk:CivicFacility コミュニティサイクルポート
67 jrrk:alliance rdfs:Property jrrk:Alliance jrrk:ParkingFacility 提携サービス 駐車場の割引サービスなどの提供がある店舗等
68 jrrk:canParked rdfs:Property jrrk:TypeOfCar jrrk:ParkingFacility 駐車可能な車のタイプ
69 jrrk:hasBarrier-freeFacility rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:ParkingFacility バリアフリー設備
70 jrrk:hasEntrance rdfs:Property dcterms:hasPart jrrk:Entrance jrrk:ParkingFacility 入り口
71 jrrk:heightLimit rdfs:Property xsd:float jrrk:ParkingFacility 高さ制限
72 jrrk:lengthLimit rdfs:Property xsd:float jrrk:ParkingFacility 長さ制限
73 jrrk:monthlyCharge rdfs:Property schema:price rdfs:Literal jrrk:ParkingFacility 月極料金
74 jrrk:oneBoxVehiclesParkingCapacity rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal jrrk:ParkingFacility 1BOX車両の駐車可能台数
75 jrrk:ParkingFacility rdfs:Class jrrk:CivicFacility 駐車場
76 jrrk:rvVehiclesParkingCapacity rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal jrrk:ParkingFacility RV車両の駐車可能台数
77 jrrk:threeNoVehiclesParkingCapacity rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal jrrk:ParkingFacility 3ナンバー車両の駐車可能台数
78 jrrk:weightLimit rdfs:Property xsd:float jrrk:ParkingFacility 重量制限
79 jrrk:widthLimit rdfs:Property xsd:float jrrk:ParkingFacility 幅制限
80 jrrk:Entrance rdfs:Class jrrk:CivicFacility 入り口
81 jrrk:rightAdmissionIsAllowed rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Entrance 右折入庫可否
82 jrrk:Alliance rdfs:Class jrrk:CivicFacility 提携
83 jrrk:allianceWith rdfs:Property rdfs:Resource jrrk:Alliance 提携先
84 jrrk:conditions rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Alliance 条件 買い物の購入金額などの情報
85 jrrk:Equipment rdfs:Class 設備
86 jrrk:expiration rdfs:Property xsd:date jrrk:Equipment 有効期限
87 jrrk:modelNumber rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Equipment モデルナンバー
88 jrrk:serialNumber rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Equipment シリアルナンバー
89 jrrk:workingHours rdfs:Property schema:openingHoursSpecification schema:OpeningHoursSpecification jrrk:Equipment サービス時間
90 jrrk:AED rdfs:Class jrrk:Equipment AED AEDを表すクラス
91 jrrk:typeOfAED rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:AED AEDのタイプ
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92 jrrk:typeOfPad rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:AED パッドのタイプ
93 jrrk:coverage rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:PublicWIFI カバーエリア
94 jrrk:PublicWIFI rdfs:Class jrrk:Equipment 公衆無線LAN
95 jrrk:diameter rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Hydrant 直径
96 jrrk:hasDecoupling rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Hydrant 分離器 有、無
97 jrrk:Hydrant rdfs:Class jrrk:Equipment 消火栓
98 jrrk:barrier-freeToiletCapacity rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal jrrk:PublicToilet バリアフリートイレ
99 jrrk:commonuseCapacity rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal jrrk:PublicToilet 男女共用トイレ

100 jrrk:hasBabybed rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:PublicToilet ベビーベッド 有／無
101 jrrk:hasOstomate rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:PublicToilet オストメイト 有／無
102 jrrk:manToiletCapacity rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal jrrk:PublicToilet 男性トイレ
103 jrrk:PublicToilet rdfs:Class jrrk:Equipment 公衆トイレ
104 jrrk:womanToiletCapacity rdfs:Property jrrk:capacity xsd:decimal jrrk:PublicToilet 女性トレイ
105 jrrk:AdministrativeDocument rdfs:Class jrrk:AdministrativeInformation 行政文書
106 jrrk:AdministrativeInformation rdfs:Class jrrk:AdministrativeInformation 行政情報
107 jrrk:EmergencyInformation rdfs:Class jrrk:AdministrativeInformation 緊急情報
108 jrrk:Whitepaper rdfs:Class jrrk:AdministrativeDocument 白書
109 jrrk:Contract rdfs:Class pc:Contract 調達情報
110 jrrk:RoadConstruction rdfs:Class jrrk:AdministrativeInformation 道路工事情報
111 jrrk:classified rdfs:Property jrrk:Classification 分類
112 jrrk:numberOfHousehold rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:decimal 世帯数
113 jrrk:numberOfPeople rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:decimal 人口
114 jrrk:populationGrowthByNaturalFactors rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:decimal 自然要因による人口増加
115 jrrk:populationGrowthBySocialFactors rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:decimal 社会的要因による人口増加
116 jrrk:PopulatonStatistics rdfs:Class 人口統計
117 jrrk:refAge rdfs:Property qb:DimensionProperty xsd:decimal 年齢
118 jrrk:refArea rdfs:Property qb:DimensionProperty rdfs:Resource 対象地域
119 jrrk:refSex rdfs:Property qb:DimensionProperty rdfs:Resource 性別
120 jrrk:refYear rdfs:Property qb:DimensionProperty xsd:date 年
121 jrrk:amount rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:integer 金額
122 jrrk:Budget rdfs:Class 予算
123 jrrk:cofog rdfs:Property jrrk:classified jrrk:Classification 政府機能分類(Classification of the Functions of Government)を表すリソースを指す
124 jrrk:Settlement rdfs:Class 決算
125 jrrk:avarageHumidity rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:float 平均湿度
126 jrrk:avarageTemp rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:float 平均気温
127 jrrk:ClimateStatistics rdfs:Class 気象統計
128 jrrk:highestSnowfallPerDay rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:float 一日の最大降雪量
129 jrrk:highestTemp rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:float 最高気温
130 jrrk:lowestTemp rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:float 最低気温
131 jrrk:precipitation rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:float 降雨量
132 jrrk:snowfallInTotal rdfs:Property qb:MeasureProperty xsd:float 降雪量
133 jrrk:budjet rdfs:Property xsd:integer 予算
134 jrrk:CitizenProject rdfs:Class 市民主役事業
135 jrrk:hasRegularStaffOf rdfs:Property xsd:integer 専任スタッフ
136 jrrk:hasTemporaryStaffOf rdfs:Property xsd:integer 臨時スタッフ
137 jrrk:inCharge rdfs:Property rdfs:Resource 担当課
138 jrrk:man-hour rdfs:Property xsd:integer スタッフ稼働時間
139 jrrk:proporsal rdfs:Property rdfs:Literal 企画提案
140 jrrk:since rdfs:Property xsd:date 事業開始年度
141 jrrk:term rdfs:Property rdfs:Literal 事業年数について
142 jrrk:Constituency rdfs:Class 選挙区
143 jrrk:constituency rdfs:Property jrrk:Constituency 選挙区
144 jrrk:elected rdfs:Property xsd:integer 当選回数
145 jrrk:Giin rdfs:Class 議員
146 jrrk:memberOfTheParty rdfs:Property rdfs:Literal 所属政党（グループ）
147 jrrk:ClassificationOfRubbish rdfs:Class jrrk:Classification 分別区分
148 jrrk:notes rdfs:Property rdfs:Literal 備考
149 jrrk:Rubbish rdfs:Class ゴミの種類
150 jrrk:departure rdfs:Property jrrk:Depot 出発地
151 jrrk:destination rdfs:Property jrrk:Depot 目的地
152 jrrk:Fare rdfs:Class 料金 料金についての詳細な情報を記述するためのリソース
153 jrrk:fare rdfs:Property xsd:decimal 料金 金額
154 jrrk:FareTable rdfs:Class 料金表
155 jrrk:fareUnit rdfs:Property jrrk:Fare jrrk:FareTable 料金
156 jrrk:forChildren rdfs:Property xsd:decimal 子ども料金
157 jrrk:AirPort rdfs:Class jrrk:Depot 空港
158 jrrk:BusStand rdfs:Class jrrk:Stand バス乗り場
159 jrrk:BusStop rdfs:Class jrrk:Depot バス停
160 jrrk:Depot rdfs:Class jrrk:CivicFacility 発着所
161 jrrk:Gate rdfs:Class jrrk:Stand ゲート 飛行機などの搭乗ゲートを表すクラス
162 jrrk:hasBusStand rdfs:Property jrrk:hasStand jrrk:Stand jrrk:Depot バス乗り場
163 jrrk:hasGate rdfs:Property jrrk:hasStand jrrk:Stand jrrk:Depot ゲート
164 jrrk:hasPier rdfs:Property jrrk:hasStand jrrk:Stand jrrk:Depot 港
165 jrrk:hasPlatForm rdfs:Property jrrk:hasStand jrrk:Stand jrrk:Depot ホーム
166 jrrk:hasRoute rdfs:Property jrrk:BusRoute この発着所を経由する路線
167 jrrk:hasStand rdfs:Property dcterms:hasPart jrrk:Stand jrrk:Depot 乗り場
168 jrrk:hasTimetableSet rdfs:Property jrrk:TimetableSet この発着所の時刻表
169 jrrk:Pier rdfs:Class jrrk:Stand 桟橋
170 jrrk:PlatForm rdfs:Class jrrk:Stand ホーム
171 jrrk:Port rdfs:Class jrrk:Depot 港
172 jrrk:Stand rdfs:Class jrrk:Depot 乗り場
173 jrrk:Station rdfs:Class jrrk:Depot 駅
174 jrrk:arrival rdfs:Property jrrk:Arrival 到着
175 jrrk:Arrival rdfs:Class 到着
176 jrrk:arriveAt rdfs:Property jrrk:Depot 到着場所
177 jrrk:BusService rdfs:Class jrrk:Service バスの運行
178 jrrk:Flight rdfs:Class jrrk:Service フライト
179 jrrk:hasService rdfs:Property jrrk:Service 提供しているサービス
180 jrrk:hasTimetable rdfs:Property jrrk:Timetable 時刻表詳細 時刻表リソースを指す
181 jrrk:Operation rdfs:Class jrrk:Service 船等の運航
182 jrrk:route rdfs:Property jrrk:Route 路線
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183 jrrk:Service rdfs:Class サービス 店舗や公共施設によるサービス
184 jrrk:targetDay rdfs:Property jrrk:target schema:DayOfWeek 対象日
185 jrrk:targetDayFrom rdfs:Property jrrk:target xsd:dateTime 対象日（開始）
186 jrrk:targetDayTo rdfs:Property jrrk:target xsd:dateTime 対象日（終了）
187 jrrk:time rdfs:Property xsd:dateTime 時刻
188 jrrk:Timetable rdfs:Class 時刻表詳細 時刻表を表すクラス
189 jrrk:TimetableAtBusStop rdfs:Class jrrk:Timetable バスの時刻表詳細
190 jrrk:TimetableSet rdfs:Class 時刻表
191 jrrk:BusRoute rdfs:Class jrrk:Route バス路線
192 jrrk:hasSubRoute rdfs:Property jrrk:Route この路線に対する従たる路線
193 jrrk:named rdfs:Property jrrk:Depot 発着所
194 jrrk:order rdfs:Property xsd:integer 順序
195 jrrk:Route rdfs:Class 路線
196 jrrk:subRouteOf rdfs:Property jrrk:Route この路線に対する主たる路線
197 jrrk:timeTable rdfs:Property jrrk:Timetable ダイアグラム
198 jrrk:via rdfs:Property jrrk:Via 経由
199 jrrk:Via rdfs:Class 経由
200 jrrk:ProbeInformation rdfs:Class 現在地
201 jrrk:onService rdfs:Property jrrk:Route 路線
202 jrrk:advancePayment rdfs:Property jrrk:termsOfPayment rdfs:Literal jrrk:Contract 前払いについて
203 jrrk:blueprint rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Contract 設計書
204 jrrk:contractDate rdfs:Property xsd:dateTime jrrk:Contract 契約日
205 jrrk:contractDeposit rdfs:Property jrrk:termsOfPayment rdfs:Literal jrrk:Contract 契約保証金について
206 jrrk:disclosed rdfs:Property xsd:dateTime jrrk:Contract 開示日
207 jrrk:documentToBeSubmitted rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Contract 提出書類
208 jrrk:engineer rdfs:Property jrrk:eligibilityForParticipation rdfs:Literal jrrk:Contract 技術者内容
209 jrrk:grade rdfs:Property jrrk:eligibilityForParticipation jrrk:Classification jrrk:Contract 格付け分類
210 jrrk:industrialSpecies rdfs:Property jrrk:eligibilityForParticipation jrrk:Classification jrrk:Contract 産業分類
211 jrrk:industrialSpeciesSpecific rdfs:Property jrrk:eligibilityForParticipation jrrk:Classification jrrk:Contract 産業細分類
212 jrrk:locationClassification rdfs:Property jrrk:eligibilityForParticipation jrrk:Classification jrrk:Contract エリア分類
213 jrrk:lowestLimitPrice rdfs:Property xsd:integer jrrk:Contract 最低価格
214 jrrk:mandatory rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Contract 必須事項について
215 jrrk:notices rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Contract 特記事項
216 jrrk:partialPayment rdfs:Property jrrk:termsOfPayment rdfs:Literal jrrk:Contract 部分払いについて
217 jrrk:referencePrice rdfs:Property xsd:integer jrrk:Contract 参考価格
218 jrrk:result rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Contract 入札結果
219 jrrk:workPeriod rdfs:Property xsd:dateTime jrrk:Contract 事業期間
220 jrrk:biddingEligibility rdfs:Property rdfs:Literal jrrk:Contract 入札参加資格
221 jrrk:Animal rdfs:Class 動物
222 jrrk:distributed rdfs:Property rdfs:Literal 分布
223 jrrk:Exhibition rdfs:Class schema:Place 展示場所
224 jrrk:length rdfs:Property rdfs:Literal 体長
225 jrrk:Species rdfs:Class 種
226 jrrk:weight rdfs:Property rdfs:Literal 体重
227 jrrk:Everyday rdfs:Class schema:DayOfWeek 毎日
228 jrrk:Weekend rdfs:Class schema:DayOfWeek 毎週末
229 jrrk:Weekday rdfs:Class schema:DayOfWeek 平日
230 jrrk:FirstMonday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第一月曜日
231 jrrk:FirstTuesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第一火曜日
232 jrrk:FirstWednesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第一水曜日
233 jrrk:FirstThursday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第一木曜日
234 jrrk:FirstFriday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第一金曜日
235 jrrk:FirstSaturday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第一土曜日
236 jrrk:FirstSunday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第一日曜日
237 jrrk:SecondMonday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第二月曜日
238 jrrk:SecondTuesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第二火曜日
239 jrrk:SecondWednesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第二水曜日
240 jrrk:SecondThursday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第二木曜日
241 jrrk:SecondFriday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第二金曜日
242 jrrk:SecondSaturday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第二土曜日
243 jrrk:SecondSunday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第二日曜日
244 jrrk:ThirdMonday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第三月曜日
245 jrrk:ThirdTuesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第三火曜日
246 jrrk:ThirdWednesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第三水曜日
247 jrrk:ThirdThursday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第三木曜日
248 jrrk:ThirdFriday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第三金曜日
249 jrrk:ThirdSaturday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第三土曜日
250 jrrk:ThirdSunday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第三日曜日
251 jrrk:FourthMonday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第四月曜日
252 jrrk:FourthTuesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第四火曜日
253 jrrk:FourthWednesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第四水曜日
254 jrrk:FourthThursday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第四木曜日
255 jrrk:FourthFriday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第四金曜日
256 jrrk:FourthSaturday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第四土曜日
257 jrrk:FourthSunday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第四日曜日
258 jrrk:FifthMonday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第五月曜日
259 jrrk:FifthTuesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第五火曜日
260 jrrk:FifthWednesday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第五水曜日
261 jrrk:FifthThursday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第五木曜日
262 jrrk:FifthFriday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第五金曜日
263 jrrk:FifthSaturday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第五土曜日
264 jrrk:FifthSunday rdfs:Class schema:DayOfWeek 第五日曜日
265 jrrk:ArrivalTime rdfs:Class 到着時刻 到着時刻を表すクラス
266 jrrk:arrivalTime rdfs:Property jrrk:ArrivalTime 到着時刻
267 jrrk:biddingEligibility rdfs:Property rdfs:Literal 参加資格
268 jrrk:Category rdfs:Class カテゴリー さまざまなオブジェクトのカテゴリを表すクラス
269 jrrk:ClassifiedOfExpenses rdfs:Class jrrk:Classification 費目分類項目
270 jrrk:contact rdfs:Property schema:contactPoint rdfs:Resource 問い合わせ先
271 jrrk:CulturalProperty rdfs:Class 文化財 文化財を表すクラス
272 jrrk:Dentist rdfs:Class jrrk:MedicalInstitute 歯科 歯科を表すクラス
273 jrrk:Department rdfs:Class 部課 組織内の局や課を表すクラス
274 jrrk:departmentInCharge rdfs:Property jrrk:Department 担当課



語彙一覧

4 ページ

id rdf:Description rdf:type rdfs:subClassOf rdfs:subPropertyOf rdfs:range rdfs:domain rdfs:label@ja
rdfs:label

@en rdfs:comment@ja
rdfs:com
ment@en

rdfs:seeAl
so

rdfs:isDefi
nedBy

275 jrrk:eligibilityForParticipation rdfs:Property rdfs:Literal 参加資格
276 jrrk:EmergencyFacility rdfs:Class jrrk:CivicFacility 緊急時施設 緊急時施設を表すクラス
277 jrrk:HistoricalDocument rdfs:Class 歴史的資料
278 jrrk:Hospital rdfs:Class jrrk:MedicalInstitute 病院 病院を表すクラス
279 jrrk:livein rdfs:Property rdfs:Resource 居住エリア
280 jrrk:LocalBrandAmabssodor rdfs:Class 地域ブランド大使 地域ブランド大使を表すクラス
281 jrrk:MedicalClinic rdfs:Class jrrk:MedicalInstitute 医院 医院を表すクラス
282 jrrk:MedicalSpeciality rdfs:Class schema:MedicalSpeciality 診療科目分類 診療科目分類を表すクラス
283 jrrk:RequiringAssistanceAuthorizedUsersFacilityDisast rdfs:Class jrrk:EmergencyFacility 災害時要援護者利用施設 災害時要援護者利用施設を表すクラス
284 jrrk:role rdfs:Property jrrk:classified jrrk:Classification 役割や担当 主催や後援など
285 jrrk:Statistics rdfs:Class 統計
286 jrrk:TemporaryGatheringLocation rdfs:Class jrrk:EmergencyFacility 一時避難場所 一時避難場所を表すクラス
287 jrrk:termsOfPayment rdfs:Property rdfs:Literal 支払い条件
288 jrrk:representative rdfs:Property 管理者
289 jrrk:Classification rdfs:Class skos:Concept 分類 さまざまなオブジェクトの分類を表すクラス
290 jrrk:notesAboutTarget rdfs:Property jrrk:notes rdfs:Literal 対象に関する記述 対象年齢や対象エリアなどに関する記述



語彙一覧 jrrk_CvicPOI - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:CivicPOI rdfs:Class 名所やランドマーク
rdfs:label rdfs:Property 名称
dcterms:identifier rdfs:Property 識別子
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
jrrk:jenre rdfs:Property ジャンル
jrrk:openingHours rdfs:Property 開所時間
jrrk:hasWIFI rdfs:Property 公衆無線LAN
jrrk:hasPlugs rdfs:Property 電源
jrrk:numberOfAED rdfs:Property AEDの数
jrrk:hasAED rdfs:Property AED
schema:contactpoint rdfs:Property 問い合わせ先
schema:description rdfs:Property 説明
schema:price rdfs:Property 価格
schema:image rdfs:Property 画像
schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像
schema:url rdfs:Property ホームページアドレス
schema:review rdfs:Property レビュー
schema:openingHoursSpecification rdfs:Property 開所時間
jrrk:address rdfs:Property 住所
schema:postalCode rdfs:Property 郵便番号
schema:location rdfs:Property 所在地
schema:faxnumber rdfs:Property ファックス番号

schema:telephone rdfs:Property 電話番号

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
georss:polygon rdfs:Property ポリゴン

georss:line rdfs:Property ライン

schema:foundingdate rdfs:Property 創設日

schema:founder rdfs:Property 創設者

jrrk:season rdfs:Property 旬 訪れるのに適した季節などの情報を記述



語彙一覧 jrrk_HistoricalBuilding - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:HistoricalBuilding rdfs:Class 都市の施設
rdfs:label rdfs:Property 名称
rdfs:seeAlso rdfs:Property 参照すべきリソース
dcterms:identifier rdfs:Property 識別子
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
jrrk:jenre rdfs:Property ジャンル
jrrk:openingHours rdfs:Property 開所時間
jrrk:hasWIFI rdfs:Property 公衆無線LAN
jrrk:hasPlugs rdfs:Property 電源
jrrk:numberOfAED rdfs:Property AEDの数
jrrk:hasAED rdfs:Property AED
schema:contactpoint rdfs:Property 問い合わせ先
schema:description rdfs:Property 説明
schema:price rdfs:Property 価格
schema:image rdfs:Property 画像
schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像
schema:url rdfs:Property ホームページアドレス
schema:review rdfs:Property レビュー
schema:openingHoursSpecification rdfs:Property 開所時間
jrrk:address rdfs:Property 住所
schema:postalCode rdfs:Property 郵便番号
schema:location rdfs:Property 所在地
schema:faxnumber rdfs:Property ファックス番号

schema:telephone rdfs:Property 電話番号

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
georss:polygon rdfs:Property ポリゴン

georss:line rdfs:Property ライン

schema:foundingdate rdfs:Property 創設日

schema:founder rdfs:Property 創設者

jrrk:constructedBy rdfs:Property 施工 施工者のリソースを指示



語彙一覧 jrrk_HistoricalBuilding - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:designedBy rdfs:Property デザイン デザイナーのリソースを指示

jrrk:certified rdfs:Property 認定 なにかに認定されている場合はその無いようについて記述



語彙一覧 jrrk_Certification - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Certification rdfs:Class 認定 実績が認定されたその内容について記述
rdfs:label rdfs:Property 名称
dcterms:dateAccepted rdfs:Property 認定日

schema:description rdfs:Property 説明 認定された経緯や理由など
jrrk:certificatedBy rdfs:Property 認定者



用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:MedicalInstitute rdfs:Class 医療機関
rdfs:label rdfs:Property 名称
dcterms:identifier rdfs:Property 識別子
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
jrrk:jenre rdfs:Property ジャンル
jrrk:openingHours rdfs:Property 開所時間
jrrk:numberOfAED rdfs:Property AEDの数
jrrk:hasAED rdfs:Property AED
schema:description rdfs:Property 説明
schema:price rdfs:Property 価格
schema:image rdfs:Property 画像
schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像
schema:url rdfs:Property ホームページアドレス
schema:openingHoursSpecification rdfs:Property 開所時間
jrrk:address rdfs:Property 住所
schema:postalCode rdfs:Property 郵便番号
schema:location rdfs:Property 所在地
schema:faxnumber rdfs:Property ファックス番号

schema:telephone rdfs:Property 電話番号

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
schema:primaryPrevention rdfs:Property 予防接種

jrrk:hasMedicalService rdfs:Property 診療科

schema:foundingdate rdfs:Property 創設日

schema:founder rdfs:Property 創設者

jrrk:hasSickbed rdfs:Property 病床



語彙一覧 jrrk_SickBed - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:SickBed rdfs:Class 病床
rdfs:label rdfs:Property 名称
dcterms:identifier rdfs:Property 識別子
jrrk:avavailableBed rdfs:Property 空き病床数
jrrk:sickBedCapacity rdfs:Property 病床数
schema:description rdfs:Property 説明



語彙一覧 jrrk_MedicalService - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:MedicalService rdfs:Class 診療科
rdfs:label rdfs:Property 名称
schema:description rdfs:Property 説明
schema:medicalSpeciality rdfs:Property 診療科目



語彙一覧 jrrk_MedicalSubjectClassificati
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:MedicalSubjectClassification rdfs:Class 診療科目
rdfs:label rdfs:Property 名称
rdfs:description rdfs:Property 説明
schema:medicalSpeciality rdfs:Property 診療科目



語彙一覧 jrrk_Vaccintation - 表 1

1 ページ

用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Vaccintation rdfs:Class 予防接種
rdfs:label rdfs:Property 名称
rdfs:description rdfs:Property 説明



語彙一覧 jrrk_FarmersMarket - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:FarmersMarket rdfs:Class 農作物直売所
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
jrrk:openingHours rdfs:Property 開所時間
schema:description rdfs:Property 説明
schema:image rdfs:Property 画像
schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像
schema:url rdfs:Property ホームページアドレス
schema:review rdfs:Property レビュー
schema:openingHoursSpecification rdfs:Property 開所時間
jrrk:address rdfs:Property 住所
schema:postalCode rdfs:Property 郵便番号
schema:location rdfs:Property 所在地
schema:faxnumber rdfs:Property ファックス番号

schema:telephone rdfs:Property 電話番号

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
georss:polygon rdfs:Property ポリゴン

georss:line rdfs:Property ライン



語彙一覧 jrrk_CommunityCyclePort - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:CommunityCyclePort rdfs:Class レンタサイクルポート
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
jrrk:openingHours rdfs:Property 開所時間
jrrk:capacity rdfs:Property 説明
jrrk:availableNumber rdfs:Property 空き台数
schema:image rdfs:Property 画像
schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像
schema:url rdfs:Property ホームページアドレス
schema:review rdfs:Property レビュー
schema:openingHoursSpecification rdfs:Property 開所時間
jrrk:address rdfs:Property 住所
schema:location rdfs:Property 所在地
geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度



語彙一覧 jrrk_ParkingFacility - 表 1

1 ページ

用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:ParkingFacility rdfs:Class 駐車場
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
jrrk:openingHours rdfs:Property 開所時間
schema:description rdfs:Property 説明
schema:image rdfs:Property 画像
schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像
schema:url rdfs:Property ホームページアドレス
schema:review rdfs:Property レビュー
schema:openingHoursSpecification rdfs:Property 開所時間
jrrk:address rdfs:Property 住所
schema:postalCode rdfs:Property 郵便番号
schema:location rdfs:Property 所在地
schema:faxnumber rdfs:Property ファックス番号

schema:telephone rdfs:Property 電話番号

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
georss:polygon rdfs:Property ポリゴン

georss:line rdfs:Property ライン

jrrk:heightLimit rdfs:Property 高さ制限

jrrk:widthLimit rdfs:Property 幅制限

jrrk:lengthLimit rdfs:Property 長さ制限

jrrk:weightLimit rdfs:Property 重量制限

jrrk:threeNoVehiclesParkingCapacity rdfs:Property 3ナンバー車両の駐車可能台数
jrrk:rvVehiclesParkingCapacity rdfs:Property RV車両の駐車可能台数
jrrk:oneBoxVehiclesParkingCapacity rdfs:Property 1BOX車両の駐車可能台数
jrrk:canParked rdfs:Property 駐車可能な車のタイプ

jrrk:hasBarrier-freeFacility rdfs:Property バリアフリー設備

jrrk:alliance rdfs:Property 提携サービス 駐車場の割引サービスなどの提供がある店舗等
jrrk:hasEntrance rdfs:Property 入り口

schema:contactpoint rdfs:Property 問い合わせ先



語彙一覧 jrrk_ParkingFacility - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
schema:price rdfs:Property 料金

jrrk:monthlyCharge rdfs:Property 月極料金



語彙一覧 jrrk_Entrance - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Entrance rdfs:Class 入り口
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:rightAdmissionIsAllowed rdfs:Property 右折入庫可否
schema:location rdfs:Property 所在地
geo:lat rdfs:Property 緯度
geo:long rdfs:Property 経度
georss:polygon rdfs:Property ポリゴン
georss:line rdfs:Property ライン



語彙一覧 jrrk_Alliance - 表 1

1 ページ

用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Alliance rdfs:Class 提携
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:allianceWith rdfs:Property 提携先
jrrk:conditions rdfs:Property 条件 買い物の購入金額などの情報
schema:description rdfs:Property 内容



語彙一覧 jrrk_Equipment - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Equipment rdfs:Class 設備
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:serialNumber rdfs:Property シリアルナンバー
jrrk:modelNumber rdfs:Property モデルナンバー
jrrk:expiration rdfs:Property 有効期限
jrrk:location rdfs:Property 設置場所
jrrk:workingHours rdfs:Property サービス時間
schema:price rdfs:Property 利用料金
schema:location rdfs:Property 設置場所
schema:image rdfs:Property 画像
schema:description rdfs:Property 説明
geo:lat rdfs:Property 緯度
geo:long rdfs:Property 経度



語彙一覧 jrrk_AED - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:AED rdfs:Class AED
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:typeOfAED rdfs:Property AEDのタイプ
jrrk:typeOfPad rdfs:Property パッドのタイプ
jrrk:serialNumber rdfs:Property シリアルナンバー
jrrk:modelNumber rdfs:Property モデルナンバー
jrrk:expiration rdfs:Property 有効期限
jrrk:location rdfs:Property 設置場所
schema:location rdfs:Property 設置場所
schema:image rdfs:Property 画像
geo:lat rdfs:Property 緯度
geo:long rdfs:Property 経度



語彙一覧 jrrk_PublicWIFI - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:PublicWIFI rdfs:Class 公衆無線LAN
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:coverage rdfs:Property カバーエリア
jrrk:workingHours rdfs:Property サービス時間



語彙一覧 jrrk_Hydrant - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Hydrant rdfs:Class 消火栓
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:diameter rdfs:Property 直径
jrrk:hasDecoupling rdfs:Property 分離器 有、無
geo:lat rdfs:Property 緯度
geo:long rdfs:Property 経度



語彙一覧 jrrk_PublicToilet - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:PublicToilet rdfs:Class 公衆トイレ
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:womanToiletCapacity rdfs:Property 女性トレイ
jrrk:manToiletCapacity rdfs:Property 男性トイレ
jrrk:commonuseCapacity rdfs:Property 男女共用トイレ
jrrk:barrier-freeToiletCapacity rdfs:Property バリアフリートイレ
jrrk:hasBabybed rdfs:Property ベビーベッド 有／無
jrrk:hasOstomate rdfs:Property オストメイト 有／無
schema:description rdfs:Property 説明
schema:openingHoursSpecification rdfs:Property 利用可能時間
schema:image rdfs:Property 画像
schema:url rdfs:Property URL
schema:location rdfs:Property 所在地
geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度



語彙一覧 jrrk_AdministrativeInformation 
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:AdministrativeInformation rdfs:Class 行政情報
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:category rdfs:Property カテゴリ
dc:title rdfs:Property タイトル
dc:publisher rdfs:Property 発行者
dc:description rdfs:Property 内容
dcterms:isPartOf rdfs:Property この情報が部分を成す情報
dcterms:references rdfs:Property 参照
dcterms:creator rdfs:Property 作成者
dcterms:modified rdfs:Property 更新日
dcterms:created rdfs:Property 作成日



語彙一覧 jrrk_EmergencyInformation - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:EmergencyInformation rdfs:Class 緊急情報
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
dc:title rdfs:Property タイトル
dc:type rdfs:Property タイプ
dc:publisher rdfs:Property 発行者
dc:description rdfs:Property 内容
dcterms:isPartOf rdfs:Property この文書が部分を成す他の要素
dcterms:hasPart rdfs:Property この文書が包含する他の要素
dcterms:references rdfs:Property 参照
dcterms:creator rdfs:Property 作成者
dcterms:modified rdfs:Property 更新日
dcterms:created rdfs:Property 作成日
schema:url rdfs:Property URL



語彙一覧 jrrk_Whitepaper - 表 1-1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Whitepaper rdfs:Class 白書
rdfs:label rdfs:Property 名称
dc:title rdfs:Property タイトル
dc:type rdfs:Property タイプ
dc:publisher rdfs:Property 発行者
dc:description rdfs:Property 内容
dcterms:isPartOf rdfs:Property この文書が部分を成す他の要素
dcterms:hasPart rdfs:Property この文書が包含する他の要素
dcterms:references rdfs:Property 参照
dcterms:creator rdfs:Property 作成者
dcterms:modified rdfs:Property 更新日
dcterms:created rdfs:Property 作成日
schema:url rdfs:Property URL



語彙一覧 jrrk_HistoricalDocument - 表 1-1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:HistoricalDocument rdfs:Class 歴史資料
rdfs:label rdfs:Property 名称
dc:title rdfs:Property タイトル
dc:type rdfs:Property タイプ
dc:format rdfs:Property フォーマット
dc:publisher rdfs:Property 発行者
dc:description rdfs:Property 内容
dcterms:abstract rdfs:Property 概要
dcterms:isPartOf rdfs:Property この文書が部分を成す他の要素
dcterms:hasPart rdfs:Property この文書が包含する他の要素
dcterms:references rdfs:Property 参照
dcterms:creator rdfs:Property 作成者
dcterms:modified rdfs:Property 更新日
dcterms:created rdfs:Property 作成日
dcterms:subject rdfs:Property 主題
schema:url rdfs:Property URL
schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像URL
schema:image rdfs:Property 画像URL
bibo:owner rdfs:Property 所蔵者



語彙一覧 jrrk_RoadConstruction - 表 1-1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:RoadConstruction rdfs:Class 道路工事情報
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
dc:description rdfs:Property 内容
dcterms:isPartOf rdfs:Property この文書が部分を成す他の要素
dcterms:hasPart rdfs:Property この文書が包含する他の要素
dcterms:creator rdfs:Property 作成者
dcterms:modified rdfs:Property 更新日
dcterms:created rdfs:Property 作成日
schema:url rdfs:Property URL
cal:dtstart rdfs:Property 工事開始日

cal:dtend rdfs:Property 工事終了日

jrrk:location rdfs:Property 工事現場

schema:location rdfs:Property 工事現場（リソース）

schema:Place rdfs:Class 工事現場

rdfs:label rdfs:Property 工事現場の名称

jrrk:crasified rdfs:Property 工事現場の分類

georss:polygon rdfs:Property 工事現場のポリゴン

georss:point rdfs:Property 工事現場の緯度経度



語彙一覧 jrrk_PopulatonStatistics - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:PopulatonStatistics rdfs:Class 人口統計
qb:Observation rdfs:Class 観測値
rdfs:label rdfs:Property ラベル
jrrk:refYear rdfs:Property 年
jrrk:refArea rdfs:Property 対象地域
jrrk:numberOfPeople rdfs:Property 人口
jrrk:numberOfHousehold rdfs:Property 世帯数
jrrk:populationGrowthBySocialFactors rdfs:Property 社会的要因による人口増加
jrrk:populationGrowthByNaturalFactors rdfs:Property 自然要因による人口増加
jrrk:refSex rdfs:Property 性別
jrrk:refAge rdfs:Property 年齢
qb:dataSet rdfs:Property データセット



語彙一覧 jrrk_Budget,jrrk_Settlement - 表
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Budget rdfs:Class 予算
jrrk:Settlement rdfs:Class 決算
qb:Observation rdfs:Class 観測値
rdfs:label rdfs:Property ラベル
jrrk:refYear rdfs:Property 年
jrrk:amount rdfs:Property 金額
jrrk:refArea rdfs:Property 対象地域
jrrk:cofog rdfs:Property 政府機能分類(Classification of the Functions of Government (COFOG)
dcterms:identifier rdfs:Property 識別子
qb:dataSet rdfs:Property データセット



語彙一覧 jrrk_ClimateStatistics - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:ClimateStatistics rdfs:Class 気象統計
qb:Observation rdfs:Class 観測値
rdfs:label rdfs:Property ラベル
jrrk:refYear rdfs:Property 年
jrrk:refArea rdfs:Property 対象地域
jrrk:highestTemp rdfs:Property 最高気温
jrrk:lowestTemp rdfs:Property 最低気温
jrrk:avarageTemp rdfs:Property 平均気温
jrrk:avarageHumidity rdfs:Property 平均湿度
jrrk:precipitation rdfs:Property 降雨量
jrrk:snowfallInTotal rdfs:Property 降雪量
jrrk:highestSnowfallPerDay rdfs:Property 一日の最大降雪量
qb:dataSet rdfs:Property データセット



語彙一覧 jrrk_CitizenProject - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:CitizenProject rdfs:Class 市民主役事業
rdfs:label rdfs:Property ラベル
jrrk:budjet rdfs:Property 予算
jrrk:hasRegularStaffOf rdfs:Property 専任スタッフ
jrrk:hasTemporaryStaffOf rdfs:Property 臨時スタッフ
jrrk:man-hour rdfs:Property スタッフ稼働時間
jrrk:since rdfs:Property 事業開始年度
jrrk:term rdfs:Property 事業年数について
jrrk:proporsal rdfs:Property 企画提案
jrrk:inCharge rdfs:Property 担当課
schema:description rdfs:Property 説明



語彙一覧 jrrk_Giin - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Giin rdfs:Class 議員
jrrk:Constituency rdfs:Class 選挙区
rdfs:label rdfs:Property 名前
foaf:name rdfs:Property 名前
foaf:phone rdfs:Property 電話番号
foaf:depiction rdfs:Property 写真
jrrk:address rdfs:Property 住所
jrrk:memberOfTheParty rdfs:Property 所属政党（グループ）
jrrk:elected rdfs:Property 当選回数
jrrk:constituency rdfs:Property 選挙区



語彙一覧 jrrk_Rubbish - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Rubbish rdfs:Class ゴミの種類
jrrk:ClassificationOfRubbish rdfs:Class 分別区分
rdfs:label rdfs:Property ラベル
jrrk:notes rdfs:Property 備考
jrrk:crasified rdfs:Property 分別区分
schema:description rdfs:Property 説明



語彙一覧 jrrk_Fare - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:FareTable rdfs:Class 料金表
rdfs:label rdfs:Property ラベル
dc:description rdfs:Property 説明
jrrk:fareUnit rdfs:Property 料金

jrrk:Fare rdfs:Class 料金
rdfs:label rdfs:Property ラベル
jrrk:departure rdfs:Property 出発地
jrrk:destination rdfs:Property 目的地
jrrk:fare rdfs:Property 料金
jrrk:forChildren rdfs:Property 子ども料金
dc:description rdfs:Property 説明



語彙一覧 jrrk_BusStop - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:BusStop rdfs:Class バス停
jrrk:Depot rdfs:Class 発着所
jrrk:Station rdfs:Class 駅
jrrk:Port rdfs:Class 港
jrrk:AirPort rdfs:Class 空港
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:hasStand rdfs:Property 乗り場
jrrk:hasBusStand rdfs:Property バス乗り場
jrrk:hasPier rdfs:Property 港

jrrk:hasPlatForm rdfs:Property ホーム

jrrk:hasGate rdfs:Property ゲート

jrrk:Stand rdfs:Class 乗り場
jrrk:Pier rdfs:Class 桟橋
jrrk:BusStand rdfs:Class バス乗り場
jrrk:PlatForm rdfs:Class ホーム

jrrk:Gate rdfs:Class ゲート

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
jrrk:hasRoute rdfs:Property この発着所を経由する路線
jrrk:hasTimetableSet rdfs:Property この発着所の時刻表



語彙一覧 jrrk_TimetableSet - 表 1

1 ページ

用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:TimetableSet rdfs:Class 時刻表
rdfs:label rdfs:Property ラベル
dcterms:publisher rdfs:Property 発行者
dcterms:modified rdfs:Property 更新日
jrrk:hasTimetable rdfs:Property 時刻表詳細

jrrk:Timetable rdfs:Class 時刻表詳細
jrrk:TimetableAtBusStop rdfs:Class 時刻表詳細
rdfs:label rdfs:Property 時刻表詳細ラベル
jrrk:targetDay rdfs:Property 対象日
jrrk:targetDayFrom rdfs:Property 対象日（開始）
jrrk:targetDayTo rdfs:Property 対象日（終了）
jrrk:hasService rdfs:Property 便

jrrk:arrival rdfs:Property 到着

jrrk:Arrival rdfs:Class 到着

jrrk:route rdfs:Property 路線

jrrk:time rdfs:Property 時刻

jrrk:arriveAt rdfs:Property 到着場所

jrrk:Service rdfs:Class 便

jrrk:BusService rdfs:Class バスの運行

jrrk:Flight rdfs:Class フライト

jrrk:Operation rdfs:Class 船等の運航



語彙一覧 jrrk_Route - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Route rdfs:Class 路線

jrrk:BusRoute rdfs:Class バス路線

rdfs:label rdfs:Property ラベル

dcterms:identifier rdfs:Property 路線番号

schema:description rdfs:Property 説明
jrrk:subRouteOf rdfs:Property この路線に対する主たる路線
jrrk:hasSubRoute rdfs:Property この路線に対する従たる路線
jrrk:timeTable rdfs:Property ダイアグラム

jrrk:via rdfs:Property 経由

jrrk:Via rdfs:Class 経由
jrrk:named rdfs:Property 発着所

jrrk:order rdfs:Property 順序



語彙一覧 jrrk_ProbeInformation - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:ProbeInformation rdfs:Class 現在地

jrrk:departure rdfs:Property 出発地

jrrk:destination rdfs:Property 目的地

jrrk:onService rdfs:Property 路線

dcterms:identifier rdfs:Property 号車



語彙一覧 jrrk_Contract - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Contract rdfs:Class 調達
rdfs:label rdfs:Property 名称
skos:altlabel rdfs:Property 別名
jrrk:disclosed rdfs:Property 開示日
pc:procedureType rdfs:Property 調達タイプ
jrrk:workPeriod rdfs:Property 事業期間
pc:location rdfs:Property 納入場所
dcterms:abstract rdfs:Property 概要
jttk:biddingEligibility rdfs:Property 入札参加資格
pc:estimatedPrice rdfs:Property 推定価格
jrrk:referencePrice rdfs:Property 参考価格
jrrk:lowestLimitPrice rdfs:Property 最低価格
jrrk:notes rdfs:Property 備考

jrrk:documentToBeSubmitted rdfs:Property 提出書類

jrrk:blueprint rdfs:Property 設計書

pc:tenderOpeningDateTime rdfs:Property 入札開始日

pc:tenderDeadline rdfs:Property 入札期限

pc:startDate rdfs:Property 事業開始日

pc:estimatedEndDate rdfs:Property 事業終了日

jrrk:advancePayment rdfs:Property 前払いについて
jrrk:contractDeposit rdfs:Property 契約保証金について

jrrk:partialPayment rdfs:Property 部分払いについて
jrrk:notices rdfs:Property 特記事項

jrrk:mandatory rdfs:Property 必須事項について

foaf:primaryTopic rdfs:Property 原典URL
jrrk:engineer rdfs:Property 技術者内容

jrrk:locationClassification rdfs:Property エリア分類

jrrk:grade rdfs:Property 格付け分類

pc:kind rdfs:Property 業種分類

jrrk:industrialSpecies rdfs:Property 産業分類
jrrk:industrialSpeciesSpecific rdfs:Property 産業細分類



語彙一覧 jrrk_Contract - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
pc:contractingAuthority rdfs:Property 契約担当者

pc:contact rdfs:Property 問い合わせ担当者

dcterms:description rdfs:Property 説明
dcterms:publisher rdfs:Property 発行者

jrrk:contractDate rdfs:Property 契約日

jrrk:result rdfs:Property 入札結果

pc:agreedPrice rdfs:Property 契約金額

pc:tender rdfs:Property 入札

pc:awardedTender rdfs:Property 入札（落札）

gr:UnitPriceSpecification rdfs:Class 契約金額

gr:hasCurrencyValue rdfs:Property 金額

gr:hasCurrency rdfs:Property 通貨

gr:valueAddedTaxIncluded rdfs:Property 税込み価格か

pc:Tender rdfs:Class 入札

pc:supplier rdfs:Property 登録法人
pc:offerdPrice rdfs:Property 入札価格

gr:BusinessEntity rdfs:Class 登録法人



語彙一覧 jrrk_Animal - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Animal rdfs:Class 動物

rdfs:label rdfs:Property 名称

dc:title rdfs:Property 名称

schema:image rdfs:Property 画像URL
bibo:owner rdfs:Property 展示施設

jrrk:location rdfs:Property 展示場所

schema:location rdfs:Property 展示場所（リソース）

dcterms:type rdfs:Property 種

jrrk:Species rdfs:Class 種

rdfs:label rdfs:Property 名称

jrrk:weight rdfs:Property 体重

jrrk:length rdfs:Property 体長

jrrk:distributed rdfs:Property 分布

dc:description rdfs:Property 説明
owl:sameAs rdfs:Property ウェブ上にある他の同等のリソース

jrrk:Exhibition rdfs:Class 展示場所

rdfs:label rdfs:Property 展示場所のラベル

geo:lat rdfs:Property 展示場所の緯度

geo:long rdfs:Property 展示場所の経度
schema:description rdfs:Property 展示場所の説明



語彙一覧 jrrk_CvicFacility - 表 1

1 ページ

用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:CivicFacility rdfs:Class 都市の施設
rdfs:label rdfs:Property 名称
dcterms:identifier rdfs:Property 識別子
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー
jrrk:jenre rdfs:Property ジャンル
jrrk:openingHours rdfs:Property 開所時間
jrrk:hasWIFI rdfs:Property 公衆無線LAN 公衆無線LANのリソースを指す
jrrk:hasPlugs rdfs:Property 電源 利用できる電源の有無や数など
jrrk:numberOfAED rdfs:Property AEDの数 AEDのリソースを指す
jrrk:hasAED rdfs:Property AED
schema:contactpoint rdfs:Property 問い合わせ先
schema:description rdfs:Property 説明
schema:price rdfs:Property 価格
schema:image rdfs:Property 画像
schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像
schema:url rdfs:Property ホームページアドレス
schema:review rdfs:Property レビュー
schema:openingHoursSpecificati
on

rdfs:Property 開所時間
jrrk:address rdfs:Property 住所
schema:postalCode rdfs:Property 郵便番号
schema:location rdfs:Property 所在地
schema:faxnumber rdfs:Property ファックス番号

schema:telephone rdfs:Property 電話番号

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
georss:polygon rdfs:Property ポリゴン

georss:line rdfs:Property ライン

schema:foundingdate rdfs:Property 創設日

schema:founder rdfs:Property 創設者



語彙一覧 jrrk_EmergencyShelter - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:EmergencyShelter rdfs:Class 避難場所
rdfs:label rdfs:Property 名称
owl:sameAs rdfs:Property 同一リソース 小学校や公園など避難場所として指定されている場所のリソース
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー 避難場所にさらに種別がある場合に指定する
jrrk:target rdfs:Property 対象地区 対象地区のリソース
schema:description rdfs:Property 説明
schema:url rdfs:Property ホームページアドレス
jrrk:address rdfs:Property 住所
schema:postalCode rdfs:Property 郵便番号
schema:location rdfs:Property 所在地
schema:telephone rdfs:Property 電話番号

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
georss:polygon rdfs:Property ポリゴン

georss:line rdfs:Property ライン



語彙一覧 jrrk_CvicEvent - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:CivicEvent rdfs:Class イベント
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:categoryOfEvent rdfs:Property カテゴリー
jrrk:scheduleNote rdfs:Property イベントスケジュールについて
jrrk:location rdfs:Property 開催場所について
jrrk:charge rdfs:Property 料金について
jrrk:hasSubEvent rdfs:Property サブイベント
jrrk:programUnit rdfs:Property プログラム イベントの詳細なプログラムについて
jrrk:participant rdfs:Property クレジット 出演者や主催者や後援者等のリソースを指す
cal:dtstart rdfs:Property 開始日
cal:dtend rdfs:Property 終了日
schema:url rdfs:Property URL
schema:location rdfs:Property 開催場所リソース
schema:image rdfs:Property 画像
schema:description rdfs:Property 内容
schema:openingHoursSpecification rdfs:Property イベントスケジュール 毎日開催や決まった曜日のみ開催する場合などに使用する
schema:contactPoint rdfs:Property 問い合わせ先
dcterms:modified rdfs:Property 情報変更日
dcterms:created rdfs:Property 情報作成日

jrrk:Participant rdfs:Class クレジット 主催者や出演者等について記述するリソース



語彙一覧 jrrk_Nursery - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
jrrk:Nursery rdfs:Class 保育所
rdfs:label rdfs:Property 名称
jrrk:category rdfs:Property カテゴリー さまざまなタイプの保育所があるがそれを区別するために利用する
jrrk:openingHours rdfs:Property 開所時間
jrrk:nearBy rdfs:Property 最寄りの駅やバス停
jrrk:target rdfs:Property 受け入れ対象年齢等

jrrk:areaOfPremise rdfs:Property 施設面積 単位は平行メートル

jrrk:areaOfPlot rdfs:Property 敷地面積 単位は平行メートル

jrrk:capacityFor0 rdfs:Property 0歳児入所可能人数
jrrk:capacityFor1 rdfs:Property 1歳児入所可能人数
jrrk:capacityFor2 rdfs:Property 2歳児入所可能人数
jrrk:capacityFor3 rdfs:Property 3歳児入所可能人数
jrrk:capacityFor4 rdfs:Property 4歳児入所可能人数
jrrk:capacityFor5 rdfs:Property 5歳児入所可能人数
jrrk:availableFor0 rdfs:Property 0歳児空き人数
jrrk:availableFor1 rdfs:Property 1歳児空き人数
jrrk:availableFor2 rdfs:Property 2歳児空き人数
jrrk:availableFor3 rdfs:Property 3歳児空き人数
jrrk:availableFor4 rdfs:Property 4歳児空き人数
jrrk:availableFor5 rdfs:Property 5歳児空き人数
jrrk:numberOfPersonWaitingFor0 rdfs:Property 0歳児待ち人数
jrrk:numberOfPersonWaitingFor1 rdfs:Property 1歳児待ち人数
jrrk:numberOfPersonWaitingFor2 rdfs:Property 2歳児待ち人数
jrrk:numberOfPersonWaitingFor3 rdfs:Property 3歳児待ち人数
jrrk:numberOfPersonWaitingFor4 rdfs:Property 4歳児待ち人数
jrrk:numberOfPersonWaitingFor5 rdfs:Property 5歳児待ち人数
jrrk:closingDate rdfs:Property 閉所日 営業を終了した施設を判断する目的で使用する

jrrk:childrenCareService rdfs:Property 提供サービス 園バスや給食、延長保育などのリソースを値にとる

jrrk:access rdfs:Property アクセス

schema:description rdfs:Property 説明

schema:price rdfs:Property 利用料金



語彙一覧 jrrk_Nursery - 表 1
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用語 rdf:type 日本語ラベル 補足説明
schema:image rdfs:Property 画像

schema:thumbnailUrl rdfs:Property サムネイル画像

schema:url rdfs:Property ホームページアドレス

schema:openingHoursSpecification rdfs:Property 開所時間

jrrk:address rdfs:Property 住所

schema:postalCode rdfs:Property 郵便番号

schema:location rdfs:Property 所在地

schema:faxnumber rdfs:Property ファックス番号

schema:telephone rdfs:Property 電話番号

schema:foundingdate rdfs:Property 創設日

schema:founder rdfs:Property 創設者

geo:lat rdfs:Property 緯度

geo:long rdfs:Property 経度
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