
 

 第 1 章 
 

  XML の基礎知識 
 

 

 

1.1 アプリケーション開発のための概要 

1.1.1 概 略 

 最初に，W3C 勧告：Extensible Markup Language(XML)1.0 仕様書の一般事項を

参照して，XML の概略を把握しておきます。 

 

「XML は，XML 文書というデータオブジェクトのクラスを規定し，XML 文書

を処理するプログラムの動作の一部を規定します。」 

 

 XML 文書とは，整形式のデータオブジェクトと規定され，1 つの単位として処理さ

れる情報の集まりとなっています。オブジェクトのクラスとは，階層および特性とい

うことで，XML は文書の階層や特性を記述し，それを処理するプログラムの動作に

ついても部分的に定めています。 

 

「XML 文書は実体という記憶単位から成り，実体は構文解析されるデータまた

は構文解析されないデータから成ります。構文解析されるデータは，文字から成

り，その一部は文字データを構成し，一部はマーク付けを構成します。マーク付

けは，文書の記憶レイアウトおよび論理構造を記述する符号とします。XML は，

記憶レイアウトおよび論理構造についての制約条件を記述する機構を提供しま

す。」 

 

 



1. XML の基礎知識 

 実体とは，XML 文書を構成する記憶単位と規定され，通常，名前を持ちます。1 文

字の実体もあれば，画像のようなバイナリデータもあります。構文解析されるデータ

とは，XML プロセサが処理の対象とするデータであり，構文解析されないデータと

はその対象外のデータです。構文解析されないデータには，画像などのバイナリデー

タに加えて，XML プロセサが解析の対象としない XML 以外のフォーマットのテキス

トデータが含まれます。構文解析されるデータは，いわゆる XML データであり，文

字の並び(テキスト)による，文字データとマーク付けから構成されています。制約条

件を記述する機構として提供されるのは文書型宣言であり，実体に名前を付けて使用

できるようにしたり，論理構造と特性を定義したりすることができます。 

 

「XML プロセサというソフトウェアモジュールは，XML 文書を読み込み，その

内容および構造へのアクセスを提供するために用います。XML プロセサは，他

のモジュールのために動作することを前提としており，そのモジュールをアプリ

ケーションといいます。この仕様は，XML プロセサに要求される振る舞いを規

定します。つまり，XML データの読み込み方法を規定し，アプリケーションに

提供する情報を規定します。」 

 

 XML プロセサに要求される振る舞い，すなわち，XML データの読み込み方法とア

プリケーションに提供する情報を規定しています。この中でアプリケーション開発者

にとって重要なことは，「XML プロセサ」と「アプリケーション」というモジュー

ルを分離して開発作業が行えるという点です。 

 XML プロセサは構文解析をして適当なデータ構造に読み込むという汎用処理を担

いますが，このようなモジュールはツール(XML パーサ)として提供されています。開

発者は XML プロセサを選択して汎用処理を任せ，アプリケーション開発に注力でき

るというわけです。なお，本書では XML パーサに「Microsoft XML Parser Version 

3.0」を使用してアプリケーションを開発する方法を解説します。 
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1.1 アプリケーション開発のための概要 

1.1.2 XML の設計目標 

 XML は実装が容易であって，SGML および HTML のどちらに対しても相互運用性

を保つ設計がなされています。以下に，XML の設計目標を列挙します。 

 

 ① XML は，インターネット上でそのまま使用できる。 

② XML は，広範囲のアプリケーションを支援する。 

③ XML は，SGML と互換性を持つ。 

④ XML 文書を処理するプログラムは容易に書ける。 

⑤ XML では，オプションの機能はできるだけ少なくし，理想的には 1 つも存在

しない。 

⑥ XML 文書は，人間にとって読みやすく，十分に理解しやすい。 

⑦ XML の設計は，すみやかに行う。 

⑧ XML の設計は，厳密で，しかも簡潔なものとする。 

⑨ XML 文書は，容易に作成できる。 

⑩ XML では，マーク付けの数を減らすことは重要ではない。 

 

 設計目標は，仕様制定時にさまざまな機能や実装上の制限をまとめていく中で，優

先順位を決める際の指針となります。①および③により，XML は任意の文書型を持

つ SGML 文書を Web 上で配布，受信および処理ができるように設計されました。た

だし②により，XML 文書を HTML 文書と同じようにブラウザで表示することよりも，

構造化情報を配布可能にして広範囲のアプリケーションを支援することが優先されて

います。これにより，XML を電子商取引などの分野やフレームワークとして利用す

るという新たな需要が生み出されました。また④～⑩により，XML は制定された仕

様を通じて，アプリケーションの開発を容易にするための最大限の努力が払われてい

ます。 

 

 



1. XML の基礎知識 

 

『XML と SGML，HTML の関係について』 

補足

 SGML は，データの交換/配布に優れる反面，処理が重い，文法定義が複雑といっ

た欠点があり，Web 上での使用には問題があるとされていました。XML は，SGML

の仕様を縮小・簡素化したもので，前述の設計目標は SGML の欠点を克服するため

のものといえます。これらのことにより「XML は，SGML の制限したサブセット(縮

小版)とする」と規定され，また「XML 文書は，必ず SGML 規格に適合する」と明示

されています。 

 一方，HTML(2.0～4.01)は，SGML によって文書型定義された SGML アプリケー

ションの 1 つです。なお，HTML の最新版(XHTML 1.0)は XML によって再構築され，

XML アプリケーションの 1 つとなっています。 

 

1.1.3 XML のビジネス用途への展開 

 さて，改めて「XML とは何ですか？」とか「XML は何の役に立つのですか？」と

問われたとき，どのように答えますか？ 1 つの答えが，W3C によって維持管理され

ている「XML FAQ(拡張可能なマーク付け言語についてのよく尋ねられる質問集)」に

記載されています(章末の参考 URL より参照してください)。XML を HTML の拡張

版(HTML++)とみたり SGML の縮小版(SGML--)とみたりし，Web での利用をからめ

た説明が多くなっています。また，XML はメタ言語であるという特徴から導かれた，

応用方法の説明もあります。 

 ビジネス用途への展開のヒントとして，XML の特徴を整理してみましょう。 

 

① マーク付けを定義するための言語(メタマーク付け言語)である。 

② XML 文書はテキストファイルである。 

③ 文書またはデータの構造化情報の記述が可能である。 

④ Web 上でそのまま使用できる。 

⑤ タグと表示方法は独立している。 

⑥ 多くのベンダーがサポートしている。 

⑦ 開発途上の技術である。 
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1.1 アプリケーション開発のための概要 

 ①により，広範囲のアプリケーションを支援することができるようになります。②

はクロスプラットフォーム(どのプラットフォームにも依存しない)を実現し，人間に

とっての読みやすさをサポートします。反面，それ自身では何もしませんので，実行

にはプログラムが必要になります。③を実現するには DTD の使用，または他のスキー

マの併用が必要となります。タグによって，要素に人間にも機械にも理解できる意味

付けをするには，それなりの準備が必要ということになります。④と⑤は，それぞれ

SGML と HTML に比較した特徴です。⑥と⑦は，特徴とはいえないかもしれません

が，重要な開発であるとの認識から，個人を含む多くの企業や団体により，仕様と周

辺技術が整備されているのが現状ということです。 

 これらの特徴を踏まえたビジネス用途として考えられるのは，Web 上で利用できる

データベースまたはデータ交換フォーマットということになると思います。 

 ここで，「XML はデータベース管理システムではないということに気がつくべき

だ」という指摘があります。XML とデータベース管理システムは相互に多くの似た

部分を持っているが，片方が持っている概念が他方では全く欠けていることがあると

いうことです。それは，データベース管理システムにマーク付けの機能が欠如してい

るのと同様に，データベース的機能が欠如しているという点です。したがって，XML

をデータベースに利用するにはデータベース管理システムと併用しなければならない

のですが，XML フォーマットを使用することにより，各データは構造化情報が付加

されたものとなり，Web 上でのデータ連携が可能になるとともに，開発の負荷を軽減

するという効果をもたらします。 

 XML により，各種データに機械が理解できる意味付けをすることができれば，情

報処理の自動化を促進できます。これにより，各種 IT ツールと連携した，ビジネス

用途への展開が期待できます。 

 

 



1. XML の基礎知識 

1.2 XML の概要 

1.2.1 XML 文書の基本構造 

 XML 文書は，整形式のデータオブジェクトであり，論理構造および物理構造を持

ちます。物理的には，文書は実体という単位から成ります。実体が他の実体を参照す

れば，参照された実体も文書の一部になります。文書は文書実体から始まります。論

理的には，文書は宣言や要素など含み，これらは文書内で明示的なマーク付けによっ

て示されます。要素は，開始タグおよび終了タグによって区切られ，厳密に入れ子構

造を構成します。 

 実体は，構文解析されるデータまたは構文解析されないデータから成ります。構文

解析されるデータとは，XML プロセサが処理の対象とするデータであり，Unicode

またはそれに準じる文字セットを使用した文字の並び(テキスト)による，マーク付け

(開始タグ，終了タグなど)と文字データ(マーク付け以外のテキスト)から構成されてい

ます。実体の集合は，通常，1 つまたは複数のファイルを構成し，複数のファイルで

構成される場合でも 1 つの単位として処理されます。文書実体を含むファイルは，テ

キストファイルとなります。なお，Windows 環境では，文書実体を含むファイルはファ

イル名に「.xml」という拡張子を付け，XML 文書の本体であることを表します。 

 以下，XML 文書のサンプルを用いて，XML 文書の基本構造について解説していき

ます。 

 

≪リスト 1.1 XML 文書のサンプル：sample.xml≫ 

01 <?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

02 

03 <!DOCTYPE EMAIL [ 

04  <!ELEMENT EMAIL (TO, FROM, SUBJECT, BODY)> 

05  <!ELEMENT TO (#PCDATA)> 

06  <!ELEMENT FROM (#PCDATA)> 

07  <!ELEMENT SUBJECT (#PCDATA)> 

08  <!ELEMENT BODY (#PCDATA)> 

09 ]> 

10 

11 <EMAIL> 
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12  <TO>email@src.jp</TO> 

13  <FROM>yasushi@goda.jp</FROM> 

14  <SUBJECT>「ASP による XML アプリケーション開発技法」脱稿予定</SUBJECT> 

15  <BODY>遅れましたが来週の月曜日に脱稿予定です。</BODY> 

16 </EMAIL> 

(説明のため，行番号：01～16 を付加しています) 

 

 XML 文書は，前書き(プロローグ)と文書インスタンスという 2 つの主要な部分に分

けることができ，前書きはさらに XML 宣言と文書型宣言の 2 つに分かれます。リス

ト 1.1 では，1 行目が XML 宣言，3～9 行目が文書型宣言，11～16 行目が文書インス

タンスに相当します。XML 文書の前書きを省略することはできますが，現実の XML

文書そのものである文書インスタンスの省略はありえません。各部が省略されていな

い場合，XML 宣言，文書型宣言，文書インスタンスの順序で現れます。 

 

(1) XML 宣言 

 XML 宣言は，version(XML のバージョン情報)/encoding(文書内の文字符号化を宣

言)/standalone(スタンドアロン文書宣言)の 3 つのパートを持ち，XML のバージョン

などを宣言します。 

 

<?xml version="1.0" encoding="文字コード名" standalone="yes|no"?> 

 

 XML 宣言を省略することは可能ですが，「XML 文書は XML 宣言で開始すること

が望ましい」とされています。XML 宣言を行うときは，version を必ず指定しなけれ

ばなりませんが，encoding/standalone は省略可能です。encoding を省略した場合は

デフォルトとして「UTF-8 または UTF-16(Unicode 符号化)」が用いられ，standalone

を省略した場合はデフォルトとして「no(外部にマーク付け宣言が存在することがあ

る)」が用いられます。なお，3 つのパートは必ずこの順番で指定しなければなりませ

ん。 

 Windows 環境では，日本語に Shift-JIS コードを用いていますので，この場合は以

下のような XML 宣言を行います。 

 

<?xml version="1.0" encoding="Shift-JIS"?> 

 



1. XML の基礎知識 

 

『文字コードと改行コードについて』 

補足

 XML 文書はテキストファイルですので，Windows に付属の「メモ帳」などのテキ

ストエディタで作成/編集できます。ただし，Windows 以外の OS(日本語版)で作成さ

れたテキストファイルでは，使用している文字(漢字)コード，または行末の改行コー

ドが異なっていることがあるので注意が必要です(表 1.1)。 

 

表 1.1 日本語版 OS の標準文字コード/改行コード 

日本語版 OS 文字コード

Windows Shift_JIS

UNIX EUC-JP

MacOS Shift_JIS

改行コード

CR(#xD)+LF(#xA)

LF(#xA)

CR(#xD)

日本語版 OS 文字コード

Windows Shift_JIS

UNIX EUC-JP

MacOS Shift_JIS

改行コード

CR(#xD)+LF(#xA)

LF(#xA)

CR(#xD)  
 

 XMLは文字符号化の標準をUnicodeとしていますが，符号化宣言を行うことによっ

て，Shift_JIS など，Unicode 以外の文字コードの使用が許容されています。また，

行末は CR と LF のいずれの組み合わせであっても，同等の処理が行われるような仕

様となっています。しかしながら，XML 文書を作成/編集時に使用するテキストエディ

タはすべての文字コード/改行コードに対応しているわけではありませんので，コード

の変換処理を要する場合があります。 

 例えば，Windows 98 のメモ帳は Unicode に対応していませんので，Unicode を使

用した XML 文書は，通常，正しく表示されません。この場合，ワードパッドを利用

して開き，クリップボード経由でメモ帳に送ると正常に表示されます。また，改行コー

ドに CR または LF のみが使用されたテキストファイルの場合でも，同様の方法で正

常に表示させることができます。 
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