
 

 第 1 章 
 

  XML のスキーマの基本概念 
 

 

── スキーマの基本・概念を知る ── 
 

<要旨> 

「世の中には生まれて使われ消えていく，流れ去るデータと，その流れ去るデータが

何であるかを知る普遍のデータが存在します。」(プラトン) 

</要旨> 

 

 XML のスキーマは，流れ去る XML の値が何であるかを知るためにメタデータを図

式化したものです。文書やデータの流通には，メタデータのスキーマ(以降スキーマ)

の共有は必須です。XML とそのスキーマは両輪です。 

 XML の種類には，well-formed という文書のスキーマを定義する DTD や XML 

Schema(1.6 節にて解説します)などを必要としないものと，必要とする valid のもの

があります。 

 XML 自身に余分な制約を持たせない well-formed の方が，XML の特徴である柔軟

性，拡張性を生かすという意見もあります。これは，柔軟で拡張性の高いドキュメン

トを記述する場合は，頻繁に必要な XML の変更と同時に XML Schema や DTD 等の

変更も必要となり柔軟性に欠ける，という考えからです。確かに，電子カタログやパ

ンフレットを well-formed を使って構築する効果は，筆者の経験からも絶大でした。 

 しかし，その場合であっても，その XML ドキュメントが何であるかをあらかじめ

知らなければ，アプリケーションは作ることはできませんし，利用することもできま

せん。また，構築したシステムに実データを移行することもできません。 

 電子カタログの作成者らは，何らかの方法でメタデータを表すスキーマを共有化して

いるわけです。彼らは，形式化されていないスキーマで共有化を図っているといえます。 
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1. XML のスキーマの基本概念 

1.1 スキーマとは(本とスキーマ) 

<要旨> 

読者が本に出合うまでは，個々の本が何であるかの情報(以下スキーマ)を持っていま

せん。 

しかし，読者は本を探すとき何らかのスキーマを読者自身が持っているはずです。 

製作者は，製作する本の具体的なスキーマを持っています。 

製作者は，その形式知化されたスキーマにより，本の製作が正しく行われるのです。 

</要旨> 

 

 本の読者と製作者を例に，XML のスキーマの必要性について説明していきます(図

1.1)。 
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図 1.1 製作者のスキーマ，読者のスキーマ 
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1.1 スキーマとは(本とスキーマ) 

1.1.1 読者のスキーマ，製作者のスキーマ 

(1) 読者は暗黙知のスキーマ共有 

 書籍の中身が何であるかは，本そのものを見れば分かると言うかもしれません。小

説であれば，全体が 1 つのコンテンツであり，スキーマは必要がないと言うかもしれ

ません。また読者は，目にしているこの本も本であり，本屋にある 1 冊 1 冊も本であ

る，という認識を持っています。 

 読者は，作者が誰で，タイトルが何で，目次が何で...と一定のルールで本を理解し

ていますので，本は，メタデータ(それを表すスキーマ)が何らかの形で共有化されて

います。それは，どれが表題で，どれが本文で，それらが章や節で階層化した構造と

なっていて，また，書かれている文字は何語である...などです。 

 このように，読者は本のメタデータ(それを表すスキーマ)の共有化を長い年月かけ

て定着化，常識化してきたのです。ほとんどすべての本を，読者は本と認識し，そし

て内容を理解できるでしょう。 

 XML の well-formed の使い方は，このような例に当てはまるといえます。つまり，

適用対象が狭く，参加者の間で常識化されているか，使う人が少ない場合には容易で

有効な方法です。 

 

(2) 本製作は形式知のスキーマ共有 

 読者が暗黙知の共有化を図るからといって，製作者は同じというわけにはいきませ

ん。読者のメタデータ(それを表すスキーマ)の利用は，出来上がっている本に関する

ものです。いろいろな本を触れてきた経験から学習し，読者の中に蓄積されている概

念的な本のスキーマに当てはめ，本の内容を受け入れているのです。そこでは，人間

の持つ柔軟性に依存しています。 

 しかし，製作者の場合は，読者が受け入れてくれるスキーマを作らなければなりま

せん。 

 製作には，人間の持つこのような柔軟性を当てにできず，製作の形式知の明確なス

キーマがあって本の製作が可能です。新しくスキーマを作るか，既存のスキーマを使

う選択か，または，既存のスキーマを変更して新たなスキーマを作ることもあるかも

しれません。 
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1. XML のスキーマの基本概念 

 既存のスキーマを再利用するときは，そのスキーマが何であるかを知らなければな

りません。新たなスキーマの製作には，新たな考えを形式知にしなければなりません。

それは，製作者のスキーマとは共同作業で本を作成するための仕様であり，暗黙知は

許されないからです(実際には「あうんの呼吸」が著者，出版社，印刷者の間に存在し

ますが，本書はそれを極力なくする考えです)。また，形式知となった本のスキーマは

新たな種類の本を生み出す材料となり，本の進化に役立ちます。 

 本の製作のスキーマの目的には，次のものが挙げられます。 

 

 ① 形式知化されたスキーマの取得で，作業の自動化の徹底 

 ② 再利用性の高いスキーマの製作で，マルチユーズの実現から新たなコンテンツ

ビジネスの創造 

 

 情報システムとドキュメント製作とでは，スキーマの役割に違いがあります。次に，

コンピュータを使った情報処理のスキーマについて考えてみましょう。 

 

1.1.2 情報処理とスキーマ 

 コンピュータの情報処理は，人間のように柔軟ではなく，扱うものが形式知となっ

て始めて成り立ちます。 

 

(1) コンピュータの理解 

 明確なデータ定義があって，初めて処理の組み立てが可能です。 

 システムの構築は，設計書を作り，その内容を基に行われます。そして，その設計

書の内容のほとんどは，実現するシステム内では暗黙知化され，第三者がそのシステ

ムを理解するときは設計書が必須となります。インターネットで，コンピュータの処

理が他のコンピュータの処理とコミュニケーションを図るときには，設計内容の確認

を，設計書を使い，人が行わなければなりません。 

 XML は，それを設計書ではなくコンピュータが理解できるデータとして扱えるの

です。情報処理では，XML のデータの正当性はスキーマの共有化によりパーサで行

えますし，アプリケーションで XML スキーマを使えば，業務の特化した内容をアプ

リケーションに持ち込まずにすみ，汎用性，拡張性の高いものになります(図 1.2)。 
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1.1 スキーマとは(本とスキーマ) 

 

XMLのデータXMLのデータ XMLのスキーマXMLのスキーマ＋

情報処理プログラム情報処理プログラム XMLのスキーマXMLのスキーマ＋

XMLのデータXMLのデータ XMLのスキーマXMLのスキーマ＋

情報処理プログラム情報処理プログラム XMLのスキーマXMLのスキーマ＋

 

正当性の保障正当性の保障

汎用性・拡張性汎用性・拡張性

正当性の保障正当性の保障

汎用性・拡張性汎用性・拡張性

図 1.2 XML のスキーマの用途 

 

 

1.1.3 スキーマ(メタデータ)の重要性 

 ドキュメント処理，情報システムの処理は，以上説明したようにインスタンス(値，

実データ)を扱うためにメタデータを必要としています。そのメタデータは，標準化に

より，よりグローバルな情報共有が図れるのです。 

 

(1) メタデータの記述の標準化 

 XML の優れている点は，XML インスタンスの標準化とともに，メタデータである

XML のスキーマ記述ルールも標準化が図られていることです。 

 いろいろな標準化団体で行われているのは，この点に着目したビジネスへの適用で

す。そして，標準化を活用する立場，標準を作る立場にいるものは，DTD や XML 

Schema の記述ルールの理解とともに，スキーマ設計の方法論の共有が必要です。 

 

 ① 記述ルールの共有 

 ② スキーマの内容(メタデータ)の共有 

 ③ スキーマの設計方法論の共有 
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1. XML のスキーマの基本概念 

1.2 伝えるデータと表現(自己紹介のスキーマ) 

<要旨> 

XML の対象は，情報処理としてのデータとドキュメント処理としての表現です。 

XML のスキーマの設計はその両者の最適化を行うことです。 

</要旨> 

 

 本論に入る前に，ある研修の冒頭で行った研修内容を紹介します。それは，自己紹

介を題材に XML のスキーマとは何かを考えてもらうためのもので，受講生に次のこ

とを投げかけたのです。 

「人は自己紹介で何を伝えたいのでしょうか？」 

 読者は，自己紹介を行うときにどのような考えで自己紹介を行いますか？ 人によ

り，また行う場所により，自己紹介の内容や形が変わってきます。さらに，最初に自

己紹介を行う人にも影響されます。 

 この講座では，次のような進行となりました。 

 

1.2.1 自己紹介で伝えるもの 

 研修では，まず自己紹介を自由に行ってもらいました。その後に，ある条件を与え

て再度，自己紹介を行ってもらいました。 

 

(1) データを伝える 

 何も前提条件を与えなかったのですが，ほとんどの研修生は， 

 

私は○○○○です。 

会社は△△△です。 

私の趣味は×××××で 99 年間続けています…。 

 

 というようなものになりました。 
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1.2  伝えるデータと表現(自己紹介のスキーマ) 

 この形の自己紹介は，自分のプロフィール・データを聞いている人に伝える場合で

す。そして，大半の話す内容は，自分を中心に置いて「私は○○です。」，「私の△

△は××です。」というようになります。 

 

(2) 感情を伝える 

 あまりにも個性がなかったので，自己紹介をもう一度行ってもらいました。そして

今度は，「感情を込め，相手に自分を印象づけるような目的で自己紹介を行ってくだ

さい」という条件を受講生に与えました。 

 その結果自己紹介は，各自が考えた，いかに聞いている人たちに印象を持ってもら

うかという表現に変わり，前とは全く別のものとなりました。この形の自己紹介は，

自分の印象を聞いている人に持ってもらおうとする現れです。この異なる自己紹介に

ついて，少し詳しく考えてみましょう。 

 

(3) 自己紹介のこだわり 

 自己紹介のこだわりは何でしょうか？ みんなが同じこだわりを持っているとは限

りません。こだわりを分類すると，次の 2 つになります。 

 

 ① 同じにこだわる 

 この両者の自己紹介の違う理由は，その目的の違いから起こったことです。前者の

場合はデータ重視です。自分を客観的な内容で知ってもらうために，話す形式は自然

に聞ける標準ともいえるものになります。形式が同じならば，値(中身)を変えれば，

他人の自己紹介に使えます。1 番目の人がこのような自己紹介を行うと，2 番目に話

す人はこの形式の真似をします。3 番目の人が同じようになる確率はさらに高くなっ

てきます。それは，前の人の話す型を真似て，自己紹介自身の標準化を図ろうとする

ためです。 

 「感情を入れて」の条件を与えたときはどうでしょうか？ 

 

 ② 違いにこだわる 

 それは表現重視です。 

 仮にほとんどの値(内容)が同じでも，全く違ったものとなるのではないでしょう

か？ 話す人が表現として違いを伝えるものは，プロフィール・データより印象です。 
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1. XML のスキーマの基本概念 

 話す人の印象が違うから残るというわけです。つまり，極端にいいますと，中身が

どうでも，印象が残れば成功といえるものでしょう。 

 

1.2.2 XML のスキーマで扱うもの 

 2 つのタイプの自己紹介をまとめると，データ重視なのか表現重視なのかの違いで

す。つまり，XML のスキーマの記述について大事なことは，この 2 つの異なる性格

の調和です。 

 

(1) 情報処理の分析・設計で得るもの，失うもの 

 そして研修はこの観点を掘り起こし，スキーマの本質に近づく次のステップに進み

ました。 

 今度は，この自己紹介の情報を表でまとめることにします。ここでは，表現様式(2

次元)にまとめなければならない制約が出てきます。 

 通常，表の作成は項目とその値を対応させていくのが自然です。しかし，感情を込

めての自己紹介は，どうでしょうか？ そもそも，制約なしの自由な表現を求めたわ

けですから，2 次元の表にまとめること自体が無理というものです。 

 研修生の全部は，項目名と値を対比する形式で整理しました(斬新なアイデアで表を

扱うことを期待したのですが，それは無理な要求なのでしょうか？)。 

 次に，その表を基にデータベースを作る作業に進みました(図 1.3)。 

 

 

アープロで記述アープロで記述 表でまとめる表でまとめる

何を得て，何を失う

自己紹介

か？

自己紹介 アープロで記述アープロで記述 表でまとめる表でまとめる

何を得て，何を失う

自己紹介

か？

自己紹介

 

データベースを作るデータベースを作るデータベースを作るデータベースを作る

図 1.3 情報処理で失うもの 
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1.2  伝えるデータと表現(自己紹介のスキーマ) 

(2) 個々の特徴より共通性を重視する設計 

「表とデータベースの違いは，前の「表でまとめる」では出来上がる表は普通 1 つ

であり，自己紹介は個人のプロフィールとして完結したまとめとなります。つまり，

個人が選んだ流通形式です。環境が違う研修生は，講座の雰囲気，伝えたいデータ，

前の人の内容に影響を受け自己紹介を行うことが多いはずです。しかし，データベー

ス設計(リレーショナル・データベース設計)は，個人個人の視点を全体の視点に持っ

ていく作業です。...」 

 

と，講師は研修生次第で答えが変わってしまうスリリングな授業を進めました。そし

て，データベース，つまり情報共有としての整理に受講生を誘導していったのです。 

 XML は，その情報共有のための表現として使用するのが 1 つの目標でしょう。で

は，感情を込めた自己紹介について，XML は扱えるのでしょうか？ 

 

• 情報処理として，また文書表現として XML を使う。 

• そのためのスキーマは？ 

 

 これが，この研修で説く内容でした。 
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1. XML のスキーマの基本概念 

1.3 XML のスキーマ設計はなぜ重要か？ 

<要旨> 

XML のスキーマは，対象文書またはデータが何であるかを決められたルールで記述

し，XML のデータおよびドキュメントを共有化します。 

例えばマニュアル類を XML 化するのは，単なる文書をコンピュータの中に蓄積する

ためだけではなく，デジタル化，構造化したコンテンツの新たな価値を見いだすため

です。 

</要旨> 

 

1.3.1 スキーマの共有のいろいろ 

(1) マニュアルの骨格を決める 

 同じようなマニュアルへの XML の適用は，標準化されている同じスキーマを使い，

マニュアルの品質を高めるためにあります。 

 マニュアル等の文書類の XML 化は，その目的により，XML のスキーマ設計が異な

ります。特に文書類は，情報処理のためのデータ(これも一種の文書であるが)との違

いとして内容表現，外形表現が伴い，文書を印刷再現できる情報を包含している場合

が多いようです。そのため，この印刷情報の扱いでいろいろなバリエーションが出て

きます。 

 文書類を対象とする場合，ある設計者はそのすべてを XML 記述により表現しよう

とします。また，ある設計者は，外形スタイルは他のデザインツールにまかせ，内容

表現とデータだけを扱います。さらに，徹底すると，データ表現を切り出し，それの

みを XML 化して，コンピュータの世界と人間系の世界のインタフェースに使います。

この使い方は，通常言われる B2B の標準化と非常に近い使い方になります。 

 では，このように様々な使い方ができる XML で，スキーマはどのような役割を果

たしているのでしょうか。 

 これについて説明します。 
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1.6 XML のスキーマ定義言語のいろいろ 

(2) 内容が正しいかを検証する 

 スキーマの共有とは，XML の記述の規則を共有化することです。あるドキュメン

トを取得したときは，それが共有化した規則に合っているかを確認する必要がありま

す。この確認を行うために，スキーマ記述言語(DTD や XML Schema)をコンピュー

タに分かる形式で記述することは，スキーマ記述言語の目的の 1 つです。 

 

【メタ言語のメタデータ】 

 XML はよくメタ言語と言われます。つまり，文書を記述するための文書です。そ

の XML ドキュメントは何であるかを記述したデータであるので，それはメタデータ

です。 

 言葉の遊びですが，XML のスキーマはそれ自身がメタ言語ですから，メタメタな

世界を対象にしています。そのメタメタな定義の共有があって，ドキュメントおよび

データはインターネット環境で「メチャクチャ」にならないといえます。 

 

(3) well-formed と valid 

 XML の特徴の 1 つに，DTD や XML Schema がなくても扱える well-formed の存

在があります。スキーマとしての基本型が正しければよく，内容としての型の正しさ

はアプリケーションに依存するというものです。この特徴を生かす対象は，内容の構

造を伴う変更が頻繁に起き，そのつど，スキーマへの反映を行いたくないときです。 

 具体的な例としては，変更の激しい電子カタログ，私的な文書を含む孤立した内容

の文書で，自由にタグ名を設定するようなものです。 

 しかし，どのような場合でもスキーマは存在しているといえます。そのスキーマの

最適設計は，XML を扱う場合の必須項目です。 

 

(4) 簡易な便利さと不便さ 

 ① 標準化の苦労 

 狭い範囲で使う自由な便利さは，広い範囲にそれを適用すると無秩序な不便さを生

みます。例えば，特定の業者間で最適なデザインとなっている取引伝票を，すべての

業者共通のものにするのは大変なことです。それは，専門用語を使ったり，決済の仕

方，発注に特別な取引ルールやワークフローが行われている等，例を挙げればたくさ

ん出てきます。 
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1. XML のスキーマの基本概念 

 逆に，広い範囲で使用する標準化の便利さは，特別な関係の個別ルールが適用でき

ないという不便さがあります。 

 今までにいろいろな EDI の標準が生まれましたが，その普及のための個別企業の努

力は大変なものです。中には標準化をあきらめている企業さえあるのが現状です。

XML の登場は，この矛盾するような異なる狙いに対して最適解が求められているの

です。 

 

 ② 変更の伴うスキーマ 

 記述ルールは，狭い適用ですと自由度が求められ，広い適用ですと統制が求められ

ます。自由度を求められる領域で，柔軟性確保のために DTD や XML Schema を使わ

ないのは自然な選択です。 

 例えば，情報処理では，プロトタイピングをしながら行う構築中の扱いがこれに当

たりますし，文書系では，新たな企画の制作，編集，校正中の扱いです。つまり，こ

れらの作業中は DTD や XML Schema を使わずに，それらを経てスキーマの確定した

段階で DTD や XML Schema を利用します。 

 このような，作業中と作業完了前でスキーマの使い方を変え，well-forms と valid

を適材適所に使って XML の特徴を生かした効果を見いだす領域は，これからいろい

ろ考え出されるでしょう。 

 

(5) XML の適用範囲 

 XML の適用範囲やその使い方は，今まで述べてきたように印刷分野へ適用してい

た SGML や Web へ適用していた HTML にとどまらず，大変広いものです。 

 しかし，この XML の適用の広さは，容易さと困難さを併せ持っています。最適な

適用を行うためには，その目的に合わせたスキーマの分析，設計手法を使い分けなけ

ればなりません。時には厳密なルールで品質を確保するための設計が必要ですし，時

にはスキーマの再利用性を確保するための抽象度を高めた設計が必要です。また，あ

る場合には，オーダーメードの特殊な設計が必要となります。 

 XML のスキーマ設計法は，従来のアプリケーション設計法やデータの分析・設計

と違ったアプローチも必要となります。いろいろな異なる設計結果を持ち寄り，再度，

統合することもあります。 
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1.3.2 XML の構造例 

 XML 表現の，いろいろなタイプをいくつか説明します。 

 

(1) 自由で具体的な情報定義 

 

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

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="table2.xsl"?> 

 

    <特徴> 

            <特徴内訳> 

                    <特徴事項>TEXT</特徴事項> 

                            <特徴説明> 

                                    TEXT である最大の利点は，プラットフォームに依

存しない点である。OS の種類が異なっていてもかまわないし，容易にデータを扱える。ま

た，情報処理の技術の発展に対しても長期にわたり安定した扱いができる。 

                            </特徴説明> 

            </特徴内訳> 

            <特徴内訳> 

                    <特徴事項>階層構造</特徴事項> 

                            <特徴説明> 

                              ・・・ 

 

 この例は，大変分かりやすい XML ドキュメントといえます。 

 具体的なタイトルと内容説明がタグ名となっているので，そのまま読んでいるのに

近い感覚で XML ドキュメントが扱えます。この表現は，パーソナルな情報整理に使

うにはうってつけの方法です。 

 しかし，出てくるタグの名称は，その XML ドキュメントだけの個別名称になりま

す。タグ名称が異なるものは，人間世界なら常識の力で分かるにしても，コンピュー

タでは簡単には判断できないので，タグを当てにした情報共有に不向きな使い方とい

えます。 

 この適用は，コンピュータを使った情報処理に使うというより，個々の表現の独自

性を優先する文書向きです。 
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(2) 情報共有・情報流通のため標準化した情報定義 

 

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

<customer_information> 

    <person> 

            <last_name>タカハシ</last_name> 

            ・・・ 

            <lastupdate>2000/05/02</lastupdate> 

            <work> 

                    <company_name>株式会社 JKL</company_name> 

                    <work_name>営業本部</work_name> 

                    <work_contact> 

                            <work_zip>199-1023</work_zip> 

                    ・・・ 

                    </work_contact> 

            </work> 

            ・・・ 

 

 情報流通は，送るデータ，受け取るデータ，蓄積するデータ内容が何を表すかを示

すメタデータを，送る側，受ける側で共有することで始めて可能になります。XML

のデータもしくはドキュメントの情報流通は，内容が何かを定義した XML のスキー

マを共有化してできるのです。 

 上記例は，タグ名を具体的で分かりやすく，かつ，複数の利用者が使うために名称

の付与ルールを含めて標準化を行った例で，システム間の流通，ビジネス間の流通等

の B2B の世界で適した使用方法といえるでしょう。 

 

(3) 再利用のため抽象度の高い情報定義 

 

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

<document> 

<contents_elements> 

・・・ 

<contents_elements> 

    <contents_element_title>第 1 回 XML とは何か？ 

    </contents_element_title> 
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       <contents_element_category>章</contents_element_category> 

       <contents_elements> 

               <contents_element_title>はじめに 

</contents_element_title> 

       <contents_element_category>節</contents_element_category> 

       <contents_element_text>XML(eXtensible Markup Language )はインターネット上

で文書や図形の・・・に使うにはその文法が複雑すぎる。その点を改善したものである。) 

         </contents_element_text> 

         <contents_element_text>つまり，・・・といえる。 

         </contents_element_text> 

            ・ 

            ・ 

 

 「(2) 情報共有・情報流通のため標準化した情報定義」の項で示したタグの名称は

流通名称に近い具体的なものですが，ここでは具体的な名称を，タグ名ではなくイン

スタンス(値)として扱おうとする方法です。 

 この方法は，例えば文書を構造と内容に分けるとしたならば，文書の内容を表すも

のを除き，文書構造だけをタグで表そうとするもので，コンテンツを集め新たな文書

を作ったりするワンソース・マルチユーズの使い方に有効であるといえます。 

 

(4) 情報定義の定義 

 

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

<standard_functions> 

  <standard_function layer_symbol="AAP"> 

    <standard_function_name>商品企画</standard_function_name> 

        <standard_function_description>アパ・・・行う。 

        </standard_function_description> 

・・・・ 

  </standard_function> 

  <standard_function layer_symbol="AAP"> 

    <standard_function_name>サンプル作成 

  </standard_function_name> 

    <standard_function_description>商品企画プロセスにより決定された製品化サンプ

ル対象・・・の資料作成を行う。 

  </standard_function_description> 
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    ・・・ 

</standard_function> 

<standard_function layer_symbol="AAP"> 

  <standard_function_name>生産計画 

  </standard_function_name>・・・ 

 

 この使い方は，例外的な使い方かもしれません。この例では，B2B のプロセスのメ

タデータを XML で表そうとしたものです。つまり，メタメタデータを扱っているの

です。 

 W3C の XML Schema は，XML のスキーマを XML で表現したものでこれに当た

りますし，B2B の XML 標準もこのような使い方が各所に出てきます。今後，B2B の

流通が拡大してくると，その仕組み自身をスキーマ化して共有化するディレクトリや

リポジトリの設置が必要となります。そのとき，この定義方法が採用されます。 

 本書の第 3 章で詳しく取り上げています。 

 

1.3.3 XML のスキーマはいつでも必要 

(1) 表現の自由と標準 

 XML をうまく使うコツは，特徴である自由度と標準化を生かすことです。 

 「タグ名(情報定義するための名札)を自由に付与する」と「タグ名を標準化する」

は，ややもすると矛盾するように思われます。しかし，この標準化とは，XML 自身

を指すのではなく，記述の自由な XML を使い，使う側で標準化を行うことです。 

 厳密な標準の設定，柔軟な標準の設定は，利用者側に委ねられていて自由です。ま

た，先に述べたように，適用でタグ(名札)の付与は異なりますし，小説用と情報処理

用のタグの付与が異なるのは当然といえます。文書なら約款類，記録類，マニュアル

類，小説等，種類によりタグの付与は異なります。したがって，XML のスキーマ設

計は，XML の適用の広さから画一的なルールでは付与できないという難しさがあり

ます。 

 対象を限定すれば，XML のスキーマ設計は難しいものではありません。しかし，

対象を広げると，XML のスキーマ設計は個別の自由度，柔軟性を確保しながら，標

準化を図るグローバル化を行わなければならない難しさが出てきます。この難しさこ

そ XML を生かした適用領域であり，解決することが求められています。 
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(2) well-formed でも XML の構造(スキーマ)設計は重要  

 XML の最も大きな特徴は，XML がメタ言語であることと，XML で記述したドキュ

メントの中で，タグの名称を含めて自由に設定できるメタデータを持っていることで

す(図 1.4)。 

 

インスタンスインスタンス

メタデータ（タグ）メタデータ（タグ）
（XML

XMLインスタンス XML

インスタンスインスタンス

メタデータ（タグ）メタデータ（タグ）
（XML

XMLインスタンス XML

 

インスタンス
（XML文書のメタデータ）

インスタンス
（XML文書のメタデータ）

メタデータ
（XML文書のメタメタデータ）

メタデータ
文書のメタメタデータ）

のスキーマ

インスタンス
（XML文書のメタデータ）

インスタンス
（XML文書のメタデータ）

メタデータ
（XML文書のメタメタデータ）

メタデータ
文書のメタメタデータ）

のスキーマ

図 1.4 XML インスタンスと XML のスキーマ 

 

 メタデータを持たない普通の文書は，メタデータを他の定義に任せていますので，

文章であるインスタンス(値)とメタデータが明確に区別されています。しかし，XML

は，XML ドキュメントの中に構造情報やタグ情報というメタデータの一部を持ちま

す。このために，XML で書かれたデータやドキュメントは，他のメタデータがない

のにドキュメント処理やデータ処理が行えます。この DTD や XML Schema を使わな

い XML を，well-formed といいます。 

 ただ，well-formed の XML であっても，XML 文書自体にメタデータを持っていま

すので，XML のデータやドキュメントの流通には，何らかの方法でそのスキーマを

共有化させる必要があります。そのスキーマの共有化の手段として，DTD や XML 

Schema は使えます。それは，XML のデータやドキュメントを仕様書として使えるか

らです。 
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