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やさしい入門 
 

 

 この章のタイトルは「やさしい入門」である。実際に読み進めていただければ分か

ると思うが，非常に単純なことを解説しているだけである。XML 構文の紹介は 1.1

節で終わる。XML の構文には何も難しいことはない1。この章では XML の思想につ

いて解説したい。すなわち，XML を使ってシステムを構築したり，アプリケーショ

ンプログラムを書いたりするときの基本的な考え方となるものを解説したいと思う。

冒頭にも述べた通り XML 自体は難しいものではない。しかし XML を使って何かを

作るという作業は，上手にやろうとすると，難しいものである。XML を使いこなす

には，XML の根底に流れている思想を理解することが必要となる。 

 本章は，XML の基本的な項目をなるべく分かりやすく解説することを目的とする。

そして簡単ではあるが，具体的な例をいくつか見ていくことで，XML を紹介し，XML

の持つ可能性について解説する。 

 

1.1 はじめての XML 

 XML(Extensible Markup Language；拡張可能なマークアップ言語)は，文書やデー

タを表現する文字列をタグ(tag)によってマークアップ(markup)するための言語であ

る。XML で表現された(マークアップされた)オブジェクトのことを XML 文書(XML 

document)と呼ぶ2。まずは簡単な XML 文書の例を見てみよう。 

 

 15

                                                  
1 実際に細かく仕様を読み込むと難しい問題を含んでいるが，通常はそこまで深く読み込まなく

てもよい。細い構文規則は第 2 章，第 3 章で触れる。 
2 一般に，いわゆる文書でなくデータをマークアップしたものでも XML 文書と呼ぶ。 



1. やさしい入門 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<メモ>はじめての XML です</メモ> 

 

 1 行目の <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> は XML 宣言(XML declaration)

と呼ばれ，XML のバージョンや，その XML 文書の文字符号化方式(character 

encoding scheme)を指定する。詳しくは次章で触れるので，ここではこのような約束

事があると考えておけばよい。 

 

1.1.1 要素とタグ 

 XML では，“<”，“>”または“</”,“>”記号で囲まれた文字列をタグと呼ぶ3。

上記の例では“<メモ>”と“</メモ>”がタグである。“<”,“>”もしくは“</”,

“>”で囲まれた部分の文字列は，タグ名(tag name)になる。タグには開始タグ(start 

tag，“<メモ>”)と終了タグ(end tag，“</メモ>”)があり，開始タグと終了タグに

よって文字列を囲むことで，文書の構造を表現する。開始タグには対応する同名の終

了タグが必ず存在しなければならない。 

 開始タグから終了タグまでの文字列を，タグを含めて要素(element)と呼ぶ。タグで

囲まれた文字列を，その要素の内容(content)と呼ぶ。要素の内容には文字列を含める

ことができる。要素名(element name)はタグ名と同じである。 

 タグと要素，要素内容の関係を図示すると，図 1.1 のようになる。 

 
メモ要素

<メモ>はじめての<キーワード>XML</キーワード>です。</メモ>

開始タグ 内容 終了タグ

キーワード要素

開始タグ 終了タグ内容

メモ要素

<メモ>はじめての<キーワード>XML</キーワード>です。</メモ>

開始タグ 内容 終了タグ

キーワード要素

開始タグ 終了タグ内容

 

図 1.1 要素の説明 

                                                  
3 XML 宣言は <> で囲まれているが，これはタグではなく，あくまでも XML 宣言である。 
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1.1 はじめての XML 

 
１ 
 

 要素は入れ子(nest)にすることができる。言い換えると，要素の内容に要素を含む

ことができる。以下の例を見てみよう。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<メモ>はじめての<キーワード>XML</キーワード>です</メモ> 

 

 ここでは，「メモ」要素の内容に「キーワード」要素が含まれている。このように，

ある要素に含まれている要素のことを子要素(child element)と呼び，子要素を含んで

いる要素のことを親要素(parent element)と呼ぶ。 

 以下は，3 階層の要素の入れ子の例である。「メモ」要素の子要素として「略語」

要素があり，「略語」要素の子要素に「キーワード」要素がある。このように，要素

はいくらでも入れ子にすることができる(図 1.2)。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<メモ>はじめての<略語><キーワード>XML</キーワード><略語>です</メモ> 

 
メモ要素

<メモ>はじめての<略語><キーワード>XML</キーワード></略語>です。</メモ>

キーワード要素

略語要素

親
子

親
子

メモ要素

<メモ>はじめての<略語><キーワード>XML</キーワード></略語>です。</メモ>

キーワード要素

略語要素

親
子

親
子

 

図 1.2 親子の説明 

 

 要素は必ず入れ子になっていなければならない。次の例は，「略語」要素のタグと

「キーワード」要素のタグが正しく入れ子関係になっていないため構文違反となる。 

 

［間違った例］ 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<メモ>はじめての<略語><キーワード>XML</略語></キーワード>です</メモ> 
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1. やさしい入門 

 1 つの XML 文書には，他の要素に含まれていない要素が必ず 1 つだけなければな

らない。次の例は構文違反である。 

 

［間違った例］ 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<メモ>はじめての XML です</メモ> 

<メモ>これから XML を学びます</メモ> 

 

 この場合，2 つのメモ要素を含む要素を用意してやれば，構文的に正しい XML 文

書となる。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ノート> 

<メモ>はじめての XML です</メモ> 

<メモ>これから XML を学びます</メモ> 

</ノート> 

 

 このように，他のどの要素にも含まれていない要素を文書要素(document element)

もしくはルート要素(root element)と呼ぶ。XML 文書には，ルート要素が必ず 1 つな

ければならない。 

 XML 文書は唯一のルート要素を持つため，木構造(tree structure)としてモデル化

することができる。コンピュータ上で XML を利用するプログラムを作成するときは，

XML を木構造として扱うことが多い。 

 
ノート

メモ メモ

はじめてのXMLです これからXMLを学びます

ノート

メモ メモ

はじめてのXMLです これからXMLを学びます  
図 1.3 木構造の例 
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1.1 はじめての XML 

 
１ 
 

1.1.2 要素の属性 

 要素には属性(attribute)を付けることができる。属性は名前(name)と値(value)の組

で，開始タグ中に名前="値" という形式で記述することができる。以下は，属性の例

である。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<メモ>はじめての<略語 正式名称="Extensible Markup Language">XML<略語> 

です</メモ> 

 

 属性の値は，必ず“ " ”(double quote；二重引用符)もしくは“ ' ”(single quote；

一重引用符)で囲まなければならない。1 つの要素には複数の属性を付けることができる。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<メモ>はじめての<略語 正式名称="Extensible Markup Language" 

よみ="えっくすえむえる"><キーワード>XML<略語></キーワード>です</メモ> 

 

 ただし，同じ名前の属性を同一タグ中に複数個入れることはできない。以下の例は，

「略語」要素の「よみ」属性が 2 つあるため，構文違反となる。 

 

［間違った例］ 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<メモ>はじめての<略語 正式名称="Extensible Markup Language" 

よみ="えっくすえむえる"よみ="エックスエムエル"> 

<キーワード>XML<略語></キーワード>です</メモ> 

 

 以上で XML の基本構文は終わりである。他にも細い構文規則や文書構造はあるが，

最も単純な XML 文書の基本構造は要素と属性である。XML では，要素と属性を用い

ることによって様々な構造の文書やデータを文字列で表現することができる4。 

                                                  
4 XML 1.0 仕様では XML 文書の構文を定めているが，個々の要素や属性の意味(semantics；セ

マンティクス)は何も規定していない。実際に XML 文書を設計する場合は，その XML 文書の

設計仕様書として論理構造のセマンティクスを自然言語で定める必要がある。 
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1. やさしい入門 

 なお，XML は World Wide Web Consortium(W3C)が勧告(recommendation)として

公開している仕様である。W3C は WWW 関連の規格を定めている団体である。本書

で解説する XML に関する情報は，XML 1.0 第二版をもとにしている。XML の仕様

書は W3C の WWW サイトで入手することができる。 

 

1.1.3 SGML と HTML と XML 

 XML は，ある日突然姿を現したわけではない。その制定の過程には，長い間の技

術の蓄積があった。ここでは，それらの技術について簡単に解説する。 

 XML の直系の祖先を SGML(Standard Generalized Markup Language)という。

これは ISO 8879 という国際規格である。SGML は，マニュアルなどの構造化文書シ

ステムのために主に用いられ，現在でも多くのシステムが稼働している。 

 SGML は XML と同じようにタグ，要素，属性などで文書構造を表現する。しかし，

以下の点で XML とは大きく異っている。 

 

• 膨大な仕様書 

• 終了タグの省略など処理系の作りにくさ 

• 国際化があまり考えられていない 

 

 XML は，このような SGML への反省のもとに作成された言語である。 

 SGML と XML の関係について触れるときに，忘れてはならないもう 1 つの言語が

HTML(Hyper Text Markup Language)である。HTML は，1990 年に WWW が生れ

たときに考案されたハイパーテキストのための SGML に似た言語であった。 

 HTML はその後 WWW の発展とともに成長を続け，HTML 2.0 の制定とともに正

式な SGML の応用言語となる。HTML は，良くも悪くも一番有名な SGML の応用で

ある。それまでの SGML システムとは比較にならないくらい多くの対応ソフトウェ

アが開発され，膨大な数の HTML 文書が世界中で公開された。 

 一見輝かしく成功したように見えた HTML であるが，一方で以下のような問題点

を抱えていた。 

• SGML に準拠しない，いいかげんなマークアップの氾濫 

• 拡張性の低さ 
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1.2 スキーマとマークアップボキャブラリ 

 
１ 
 

 このような状況の下に，世の中で求められていた，単純でソフトウェアが作りやす

く，拡張性に富んだプラットフォーム独立のマークアップ言語，として生れたのが

XML である。 

 いわゆる XML の解説書では，これらの関係についてまず触れるのが通例となって

いるが，本書ではあえて触れていない。これは，筆者らの以下のような方針からであ

る。 

 

• 現時点で SGML 自体を学ぶ必要はまったくない。 

• これから XML を学ぶ人は，SGML や HTML よりも，まず XML/XHTML の基

本技術を身につけるべきである。 

 

1.2 スキーマとマークアップボキャブラリ 

 XML 文書の構造(要素や属性の制約)を定義するものをスキーマ(schema)もしくは

文法(grammer)と呼ぶ。スキーマによって定義された要素と属性の集合をマークアッ

プボキャブラリ(markup vocabulary)と呼ぶ。XML のためのスキーマ言語としては，

XML 1.0 で定義されているDTD(Document Type Definition；文書型定義)がある。DTD

については第 3 章で解説する。DTD の他にも，XML のためのスキーマ言語は数種類

提案されている。マークアップボキャブラリの定義にはスキーマを用いる必要は特に

なく，要素や属性の定義を自然言語だけで記述してもよい。 

 スキーマに関係する用語を，以下のように定義する。 

 

• スキーマ 

 文書の構造(要素や属性の制約)を記述するもの。自然言語のみで記述すること

もできるが，厳密な定義を与える場合には専用のスキーマ言語を用いて記述する。 

 

• スキーマ言語 

 スキーマを記述するための言語。XML 1.0 では DTD が定義されている。DTD

の他にも XML のためのスキーマは数種類提案されている。スキーマは用途に

よって使い分けることもできる。DTD 以外のスキーマ言語は XML 構文で記述す

ることが多い。 
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1. やさしい入門 

• マークアップボキャブラリ 

 スキーマによって定義された要素や属性の集合。いくつかのマークアップボ

キャブラリを組み合わせて新しいボキャブラリを作ることもできる。 

 

• スキーマ検証器 

 XML 文書がスキーマに従っているかどうかを検証するためのプログラムを検

証器(verifier，validator)と呼ぶ。 

 

• XML インスタンス 

 スキーマに対して実際の XML 文書のことをインスタンス(instance)と呼ぶ。イ

ンスタンスとは，スキーマで定義されている構造の文書が実体化されたものだと

考えればよい5。 

 

1.2.1 整形式の文書と妥当な文書 

 スキーマ(DTD)で記述されている構造に従っているか否かで，XML 文書の適合性レ

ベルには次の 2 つがある(図 1.4)。 

 

 

整形式の文書

妥当な文書

整形式の文書

妥当な文書

 

図 1.4 整形式と妥当な文書の包含関係 

 

                                                  
5 オブジェクト指向の世界では，クラスを実体化したものをインスタンスと呼ぶ。スキーマとク

ラスが対応すると考えると理解しやすいかもしれない。 
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1.2 スキーマとマークアップボキャブラリ 

 
１ 
 

                                                 

• 整形式の XML 文書(well-formed XML document) 

 XML としての構文規則を満たしている XML 文書を整形式の XML 文書と呼ぶ。

XML としての構文規則には，例えばタグの入れ子関係が正しいことや，属性の

値が正しく引用符で囲まれていることなどがある6。すべての XML 文書は整形式

である。 

 

• 妥当な XML 文書(valid XML document) 

 整形式の XML 文書であり，なおかつ，ある DTD の制約を満しているものを

その DTD に対して妥当な XML 文書と呼ぶ。 

 

 整形式は XML の大きな特徴である。整形式の XML 文書の利点を次に挙げる。 

 

 ① 構文解析が簡単に行える 

 一般的に XML 文書が整形式かどうかを調べるのと，あるスキーマに対して妥

当かどうかを調べるのでは前者よりも後者の方が処理系への負荷が高い。例えば，

同じ XML 文書を何回もパースする必要がある場合を考えよう。このようなとき，

パースの目的は単純に XML 文書から主記憶上に木構造を構築するだけになる。

木構造を構築するだけならば，XML 文書インスタンスとスキーマの妥当性の検

証は必要はない。つまり，整形式かどうかだけをチェックすればよいこととなる。 

 

 ② スキーマを必要としないアプリケーションが可能 

 XML に限らず，スキーマの設計という作業は経験とテクニックを要する難し

いものである。簡単なアプリケーションを短時間で作るためには，スキーマは作

成せず，自然言語で記述された簡単な仕様書だけでアプリケーションを開発する

方が効率的な場合が多い。XML ではスキーマが必須でないため，まずインスタ

ンスを作成してみるという開発手法を取ることもできる。 

 

 
6 より正確には，XML 1.0 で定義されている整形式制約(well-formedness constraint)をすべて

満している XML 文書のことを整形式の XML 文書と呼ぶ。 
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1. やさしい入門 

 ③ スキーマの変更が容易 

 例えば，スキーマが必須であるリレーショナルデータベースシステムの場合，

一度スキーマを決定してしまうとそれを拡張するのは大変である。XML では，

前述の通り整形式という適合性レベルがある。ある妥当な XML 文書のスキーマ

が変更されて，それ以前の XML 文書が妥当でなくなったとしても，その文書が

整形式であることは保証されている。XML プロセッサは整形式の文書を扱える

ため，スキーマ変更ですべてのデータが使えなくなってしまうということはない。 

 

 このように，整形式の XML 文書には数多くの利点がある。これは整形式の利点で

あるとともに XML 自体の利点でもある。XML を利用したアプリケーションは，これ

らの利点を亨受できるように設計すべきである。 

 

1.3 XML プロセッサ 

 XML 文書をパース(parse；構文解析)し，要素や属性を操作するためのソフトウェ

アを XML プロセッサ(XML processor)と呼ぶ。XML 文書をパースするための機能を特

にパーサ(parser)と呼ぶ。XML プロセッサと XML パーサは，ほぼ同義で使われるこ

ともある(図 1.5)。 

 

XML文書

XMLプロセッサ

木構造XML文書

XMLプロセッサ

木構造  

図 1.5 XML プロセッサ 

 

 XML プロセッサは，通常プログラミング言語のライブラリとしてアプリケーショ

ンプログラムから利用される。XML 文書を扱うアプリケーションは，XML プロセッ

サライブラリを利用して構築する。 
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1.4 XML で表現してみる 

 
１ 
 

 XML プロセッサは様々なベンダから提供されており，ほとんどのプログラミング

言語で利用可能となっている。XML を操作するのに用いられるプログラミング言語

には，代表的なものに Java，C，C++，C#，Perl，Ruby，ECMA Script(Java Script)，

Visual Basic などがある。 

 ある XML 文書がスキーマ(DTD)に従っているかどうかを検証するプロセッサを妥

当性を検証するプロセッサ(validating processor)，スキーマでの検証を行わず，整形

式かどうかだけをチェックするプロセッサを妥当性を検証しないプロセッサ

(non-validating processor)と呼ぶ。 

 コンピュータ上で XML 文書はプレインテキストとして扱われる。そのため，一般

的なテキストエディタで編集することができる。もちろん，XML 文書をそのまま操

作・編集するのは一般ユーザには難しいので，XML 文書を作成・編集するためのプ

ログラムを用いるのが一般的である。そのようなプログラムを XML エディタ(XML 

editor)と呼ぶ。XML エディタには XML プロセッサが内蔵されている。 

 

1.4 XML で表現してみる 

 XML の雰囲気をつかむために，もう少し例を見ていこう。まず，簡単なデータ構

造を XML で表現してみる。 

 従業員データベースの XML 表現を考えよう。このデータベースに格納されている

従業員データは，以下のような構造を持っている。 

 

• 従業員名 

• 社員番号 

• 所属 

• 役職 

 

 このようなデータ構造を XML でどのように表現するかを考えてみよう。 

 以下の例は，最も単純な例である。 
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1. やさしい入門 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<従業員データベース> 

 <従業員> 

  <名前>山田一郎</名前> 

  <社員番号>123456</社員番号> 

  <所属>開発部</所属> 

  <役職>社員</役職> 

 </従業員> 

 <従業員> 

  <名前>観音崎ほげ</名前> 

  <社員番号>234567</社員番号> 

  <所属>研究部</所属> 

  <役職>部長</役職> 

 </従業員> 

</従業員データベース> 

 

 この例では，ルート要素(「従業員データベース」要素)がデータベース全体を表し

ている。「従業員データベース」要素は「従業員」要素をいくつか含む。「従業員」

要素は，従業員 1 人を表現する要素である。「従業員」要素は，従業員データのデー

タ構造で示した構造を子要素として持つ。 

 「従業員データベース」の子には，「従業員」要素をいくらでも入れることができ

る。各従業員の「電話番号」要素が必要になれば，従業員の子として追加することで

対応できる。 

 

1.4.1 ここまでのまとめ 

 データをこのように XML で表現することには，以下のような利点がある。 

 

 ① プレインテキストである 

 データベースデータのバイナリ表現はデータベースシステムごとに存在し，相

互に交換することは難しい。一方，XML はベンダから独立したテキスト表現で

あり，最悪の場合でもテキストとしての可読性が保証されている。異なるデータ

ベースシステム間でデータを相互運用する場合，最近では XML が用いられるこ

とが多い。 

 26



1.4 XML で表現してみる 

 
１ 
 

                                                 

 ② 拡張性が高い 

 Extensible(拡張可能な)という名前の通り，XML を用いたデータ形式では比較

的簡単に要素を追加することができる。例えば，上記の従業員データの場合，あ

る企業では従業員の住所や電話番号も管理したいと考えているかもしれない。そ

の場合，「住所」要素と「電話番号」要素を追加するだけである。アプリケーショ

ンプログラムは知らない要素を無視するように設計しておけば，他の要素の構造

を変更しない限り，既存のアプリケーションを使い続けることができる。データ

構造を簡単に拡張できるのは XML の大きな利点である。 

 

 ③ 再利用性が高い 

 XML で表現されたデータは解析・変換が容易である。そのため，ネットワー

ク上で交換された XML 文書，データベース同士が交換した XML 文書を他の

XML 形式に変換して再利用したり，他の専用のデータ形式に変換したりするこ

とが可能である。また，他の XML 形式からタグを借りてくることで，XML 文書

インスタンス自体の再利用性を上げるとともに文書設計のコストを下げることが

可能となる。 

 

 ④ アプリケーションプログラムが作成しやすい 

 前節でも述べた通り，XML を操作するためのライブラリである XML プロセッ

サは様々な言語のものが用意されており，共通した API を持っている。ソフト

ウェア開発者は，データ構造を解析するという煩わしい作業から解放され，より

本質的な部分に注力することができる。 

 

 ⑤ 国際化が始めから考慮されている 

 XML は国際文字集合・ユニコード(unicode)を前提として設計されている。こ

のため，従来のアプリケーションのようにデータ形式を各国語にローカライゼー

ション(localization，L10N；地域化)する必要がない7。また，多言語を混在させ

ることも可能である。 

 
7 もちろん，ローカライゼーションそのものがなくなるわけではない。 
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 ⑥ あいまいな構造を表現できる 

 リレーショナルデータベースシステムでは，格納するデータのスキーマを厳格

に定義しなければならなかった。しかし，世の中に存在するデータにある一定の

枠を定めることは困難であることが認識されている。例えば前述の従業員データ

ベースの例では，各従業員は 1 つの所属を持つとしているが，複数の部署を兼務

する者がいるとこのようなスキーマではそのままでは対応できない。また，結婚

して戸籍上は苗字が変わったが業務上は従来の名前で勤務するという例も固定さ

れたスキーマでは対応が難しい。このようにスキーマがなかなか決らないデータ，

スキーマがないデータ，もしくは非常に緩いスキーマしか持っていないデータを

半構造データ(semi-structured data)という。データベースの分野では多くの半構

造データの研究がなされており，XML が半構造データの表現手段として有望視

されている。 

 

 これらはバラバラに独立した利点ではなく，それぞれの利点が相互に補完し合って

いることに注意してほしい。例えばインターネットでの電子商取引での利用を考える

と，アプリケーションを迅速に開発することが求められ，また発注者の名前や住所に

多言語の文字を含んでいる可能性が非常に高くなる。 

 

 これまではあえて XML の利点を述べてきたが，もちろん XML にも欠点はある。

以下に XML の欠点を挙げる。 

 

 ① データが冗長になりやすい 

 XML で表現されたデータは同じデータのバイナリ表現よりも冗長になりやす

い。これは，構造をタグで表現するマークアップ言語の性質である。XML で表

現したデータは，どうしても同じ名前のタグや属性が複数回登場してしまう。し

かし，冗長であるということは圧縮率が高いということでもある。特にデータ容

量が問題となる場面(帯域の狭いネットワークやディスクが少い場合など)では，

XML を圧縮して利用すべきである。XML を利用するのであれば，冗長性を嫌う

よりも可読性やデータの分かりやすさを尊重するべきである。 
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 ② データ形式の統一性を取らなければならない 

 XML で表現されたデータでも，利用者の間で表現の互換性が取られていなけ

れば意味がなくなってしまう。XML をある業界間でのデータ交換方式として採

用しようとすれば，まずその業界内での意見を統一し，標準を作らなければなら

ない。このような作業は XML に限らず大変複雑で難しい作業である。ただし，

XML を上手に用いれば，簡便性を損なわずに拡張性を得ることが可能となる。

また，他の業界間とのデータ交換も容易になる8。 

 

 ③ 1 つのデータを表現する方法が何通りもある 

 これは XML に限った問題ではないのだが，XML は万能であると誤解されやす

い点でもある。方法が 1 つでないことを「柔軟性がある」と形容するが，柔軟性

がある言語が万能であるとは限らないのである。詳しくは次の項で触れる。 

 

1.4.2 様々な XML 表現 

 XML は，データの表現方法であるタグの構文(syntax)を規定している言語である。

しかしながら，あるデータの XML 表現が一意に決まるわけではない。通常，1 つの

データの XML 表現は複数考えられる。 

 例として，先に述べた従業員データについて考えてみよう。前の例ではデータのす

べてを要素として表現したが，例えば，次のように社員番号を「従業員」要素の属性

とする方法も考えられる。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<従業員データベース> 

 <従業員 社員番号="123456"> 

  <名前>山田一郎</名前> 

  <所属>開発部</所属> 

  <役職>社員</役職> 

 </従業員> 

</従業員データベース> 

                                                  
8 もちろん，個人で利用する分にはこのような大それたことは考えず，気楽に XML を利用して

よい。 
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 また，すべてを属性だけで表現することも可能である。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<従業員データベース> 

 <従業員 社員番号="123456"名前="山田一郎" 所属="開発部" 役職="社員"></従業員> 

</従業員データベース> 

 

 このように，あるデータを表現するための XML 構造は一意に決まるわけではない。

XML を利用してデータを記述する場合には，まずその XML 文書がどのような構造を

していて，各要素・属性がどのような意味を持っているかを規定しておく必要がある。

XML 文書の構造を規定するものがスキーマである。各要素・属性の意味をセマンティ

クス(semantics)という。 
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