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1.1 昨今 Web サイト事情 

 Web サイトの大規模化が急速に進んでいると言われています。冷静に考えてみると，この

「大規模」という言葉も結構あやふやな感じを受けます。大規模といっても，いったい何が

大規模なのでしょうか？ これを考えておかなければ，どのように対応するのかということ

を見定められなくなります。本論に入る前に，この点について少し考えてみます。 
 大規模と聞いて真っ先に思い浮かぶのは，アクセス数の多さです。では，アクセス数が多

ければ複雑なサイトなのかというと，必ずしもそうはいえません。例えば，日記系とかテキ

スト系と呼ばれるサイトは，そのコンテンツの 90%以上が文章のみであり，動的ページ生成

などの仕組みもほとんど見当たりません。ページ数自体も企業の商品紹介などのページと比

較すると圧倒的に少なかったりしますし，画像自体もあまりなかったりします。開発という

観点から見れば，これはもう小規模としかいえません。しかし，これが 1 日に数万件から数

10 万件のアクセスになってくると，サイトの構成などに変わりはなくとも小規模などとは到

底いえません。 
 では，そのような人気テキスト系サイトにおける大規模対応とはどういうものになるのか

というと，基本的にはインフラの強化ということになるでしょう。プログラムでどうこうす

るというよりも，たいていの場合はプロバイダ側のサーバ強化という話になります。プログ

ラム自体がなかったりするので，プログラマの出番はありません。 
 それなら，機能に関係なくアクセス数が多ければ大規模というのでしょうか？ 逆にいう

と，アクセス数が少なければ小規模といえるのでしょうか？ これもそういうわけではあり

ません。例えば証券会社のインターネット・トレーディングシステムは，利用者がそのとき

1 人しかいなくても確実に動作が行われなければならず，それを実現するために膨大なプロ

グラムが開発され運用されています。このシステムは果たして小規模でしょうか？ 
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1. 概 論 

 アクセス数の観点だけで見れば，このシステムの規模は先に書いた人気テキスト系サイト

の足元にも及ばないでしょう。開設口座数が数10 万件あるとしても，実際に商いを行うのは

全員ではありません。しかも 1 日に何回も頻繁に行うかというと，やはりそれだけの資産力

がないと難しいわけですから，アクセス数は勢い少なくなるのは必然です。しかしながら，

システムの規模としてはやはり大規模であるといわざるを得ないでしょう。実際，開発予算

の金額だけを見てもやはり大規模です。それに伴い，開発を行うエンジニアの人数なども規

模が大きくなります。 
 それでは，アクセス数が少なくて，大規模なトランザクション管理の必要がなければ，小

規模なのでしょうか？ 残念ながらそうではないようです。コンテンツ数が膨大なところの

場合は，静的なページ数だけでもかなりのボリュームがあります。実際のところ，トランザ

クション系のサイトというのは，ユーザから見たときのページ数は実際の数よりもぐんと少

なく感じます。なぜなら，1 つのフォームがあるとして，Submit された結果を返してくる

ページというのは必ず別途作成の必要があるのですが，ユーザの側から見ればあくまでもワ

ンセットのコンテンツにしか感じられないからです。 
 しかし，市役所などのサイトを見ると分かるのですが，取り扱っている内容がそれぞれ大

きく異なり，しかもそれぞれは意外とページ数が少ないというような場合，いかに数をこな

すかということが重要になってきます。このようなサイトは，後付けでどんどんコンテンツ

が増えていくことは間違いなく，どんどん膨張していきます。そして，その場合の最大の負

担は，サイト内の各ページ間におけるリンクの管理です。 
 企業のサイトを考えてみても，最初は単なる会社案内だけで始めても，その後商品説明を

行うページが追加されていきます。その次には，直販を実現するためのフォームなども追加

されていくでしょう。掲示板も追加されます。各種のイベントやキャンペーンなどの告知と

連動して，商品説明を変更する場合もあるでしょう。ダイナミックコンテンツ化を進めて

いっても，あくまでもプログラミングされている範疇でのみ対応可能なのであって，細かい

部分は手作業で追加していくことになります。場合によっては，ページをディレクトリから

移動することもあります。そして各ページに埋め込まれたハイパーリンクのメンテナンスは，

急激に大きな負担となってきます。 
 このような事態になってしまう原因は 2 つあります。 
 1 つ目は，ハイパーリンクによる関連付けがページとページの間で直結してしまっている

ことです。これによって片方の場所が変更されると，もう片方も変更する必要があるという

ことになります。 
 そしてもう 1 つの原因は，URL に基づいて Web サーバがページを探索するルールがファ

イルシステムに依存していることです。論理的な名前と物理的な置き場所が一致してしまっ
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1.2 Cocoon2 による大規模 Web サイトへの対応 

ているために，1 つのページの場所を変更してしまうと，そのページを参照しているすべて

のページに対してメンテナンスを施してやる必要性が生じてしまうのです。 

   

１ 

概 

論 

 実は，この「膨大なコンテンツを持つ Web サイトの管理」を容易にするのが，Cocoon2
なのです。 
 
 

1.2 Cocoon2 による大規模 Web サイトへの対応 

 Cocoon2 について紹介する前に，少し前のバージョンである Cocoon1 について触れてお

きましょう。Cocoon1 は，既にご利用になっている方もいらっしゃるのではないかと思いま

す。ここでは，Cocoon1 と Cocoon2 との間で何が変わったのかを簡単に説明します。 
 
1.2.1 MVC モデル再考 

 現在，Web アプリケーションにおいて少し高度なことをしようとすれば，プログラミング

が必要となっています。そしてそのプログラミングの 1 つのパターンとして，MVC と呼ば

れるモデルが推奨されています。 
 MVC とは，ご存知のとおり，Model，View，Control の略ですが，Cocoon1 はこの 3 つ

の中でも，特に V の部分をいかに効率良く開発できるようにするかということを目指して，

XML＋XSLT＋XSP という 3 つのテクノロジの組み合わせを採用した非常にユニークな存

在です。 
 Cocoon1 そのものは Java サーブレットですが，ソースとなる XML に様々な指示命令を

書き加えておくだけで，XSLT や XSP を使うことができます。XSP というのは eXtensible 
Server Pages の略で，ちょうど XML における JSP のような組み込みロジックの記述を可

能にするものです。Cocoon1 が提示した視点というのは，それまでの「デザインとロジック

の分離」のために XSP というテクノロジを導入しただけでなく，「デザインとコンテンツ

の分離」という視点を XSLT＋XML という形で組み合わせて実現するというものです。こ

れによって，ワンソース・マルチユースというメリットを得ることが可能になりました。 
 しかし，Cocoon1 の限界というのも明白でした。つまり，Cocoon1 は「ページ作成のため

のテクノロジ」だったのです。確かに，XML＋XSLT＋XSP の組み合わせは，1 つのページ

を構成する要素を切り分けたという点で非常に大きな一歩を踏み出しました。しかし他の

ページとの関連まで含めて考えた場合，3 つの要素に分けて管理する方がむしろ負担である

ことさえあったのです。 
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 ワンソース・マルチユースとはいっても，では「条件 A を満たした場合はこの XSLT を

適用する。条件 B を満たした場合はこちらの XSP を適用してから，さらにこの XSLT を適

用する」などという制御を細かく織り込んでいこうとすると，結局のところ，これまでと同

様にページごとにコードが入り込んでしまうという問題を抱え込んでしまい，それはつまり，

メンテナンス性が低いままとなるということになってしまいます。 
 ページ単位で見たメンテナンス性の向上について Cocoon1 は大きな進歩を示したものの，

複数ページ間の関連を取りまとめるところまではカバーできていなかったのです。 
 さて，この問題は一体何に注目する必要があるのでしょうか？ 先ほど「制御」を織り込

もうとするとページごとにコードが入り込む，ということを書きました。「制御」が問題の

ようです。そう，つまり MVC の C の部分が問題なのです。ここについては，例えばサーブ

レットでファサードパターンを使うなどの方法が考えられます。しかし，ここをより容易に

管理することができるようにならないか，ということで考えられたのが Cocoon2 なのです。 
 
1.2.2 Cocoon2 とは 

 Cocoon2 は，Cocoon1 のテクノロジをそのまま継承しています。そのため，View に関す

るメリットはそのまま受け継がれています。そして，今回のテーマとして「管理の分離」が

掲げられ，これを実現するために XSP を応用した Control 部分に関する新テクノロジを導

入しました。名は体を表すといいますが，これほどピッタリのネーミングはないでしょう。

Cocoon2 では，これまでの XML＋XSLT＋XSP に加えて，サイトマップ(Sitemap)という仕

組みが導入されました。 
 サイトマップという仕組みが導入されたことで，Cocoon1 と Cocoon2 はまったくといっ

てよいほどに別物となりました。Cocoon1 が「いかにページを作るか」を目標としていたの

に対して，Cocoon2 では，「いかにサイトを構築するか」が目標となっています。このため，

キーテクノロジとしては相変わらず XML＋XSLT＋XSP という三羽烏によって構成されて

いるものの，受けるニュアンスや取り組み方がずいぶんと変化したと感じます。Cocoon1 に

おいてもパイプラインという考え方は存在していたのですが，これも詳細は後述しますが，

サイトマップ内に明確に記述するようになりました。管理のしやすさや見通しの良さという

点でも，ずいぶんと改善されています。 
 しかし，Cocoon2 の本当の凄さは，何といってもサイトマップをもとにして，XSP によっ

てサーブレットを生成してしまうという点でしょう。サイトマップは XML で記述します。

そして，Cocoon2は起動時に，このXMLファイル(sitemap.xmap)に対してXSP(sitemap.xsl)
の適用を行います。その結果何が起こるのかというと，サイトマップは XSP によって加工
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1.2 Cocoon2 による大規模 Web サイトへの対応 

された結果 Java ソースコードに変換され，そのソースコードがさらにコンパイルされて 1
個の巨大なサーブレットクラスになり，サーブレットコンテナにロードされるのです。これ

は言われてみればなるほど納得ですが，実に画期的な発想といえます。 

   

１ 

概 
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 これまで XML には豊富な可能性があると言われてきましたが，そうは言いながらも XML
の可能性の具体例として上がってくるのは，XML＋XSLT による HTML の代替や，B2B に

おけるデータ交換のフォーマット(EDIFACT など)のリプレースなど，理屈は分かるが置き

換えるメリットを感じられないと言われても反論が難しいものだったのは事実です。しかし

Cocoon2 は，単なる既存技術の置き換えではない，XML の持つ可能性を実際に目の前に提

示して見せたという点で非常に画期的だといえるでしょう。1 つのサイトの制御論理構成を

XML で記述し，それを別のプログラミング言語へと変換するのです。プログラミング言語

を知らない人でもマークアップ言語には比較的入りやすい，というのは HTML で既に実証

されています。つまり，プログラミング言語に精通していなくても，大規模 Web サイトを

構築する
きょうとうほ

橋頭堡たり得るわけです。 
 ここで，Cocoon2 のドキュメントに書いてある「Cocoon1 の知識は不要」という言葉が俄

然重みを増してきます。Cocoon2は名前こそバージョン 2ですが，その実態は単なるバージョ

ンアップではなく，Web サイト構築におけるパラダイムシフトを実現するものだといえるの

です。 
 
 能書きを延々と続けても仕方がないので，いよいよ Cocoon2 について順番に見ていきたい

と思います。 
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1. 概 論 

1.3 XML 基礎 

 Cocoon2 は，Apache XML プロジェクトの一部として開発されているプロダクトです。当

然，全面的に XML テクノロジを活用していくことになります。ですから，Cocoon2 の利用

に際しては，まずは XML について理解しておく必要があります。XML のメリットを最大

限に活かしている点が Cocoon2 の大きな特徴の 1 つだからです。XML について説明を十分

に行おうとすると，それだけで 1 冊の書籍でも足りないくらいになってしまいますので，こ

こでは，XML の基礎的な事柄について簡単に触れておきます。詳細は，それぞれ専門の書

籍などを参照してください。 
 
1.3.1 XML 

(1) XML とは 

 XML は，正式名称を eXtensible Markup Language といいます。「拡張可能なマークアッ

プ言語」と翻訳されることもあります。XML は，データとともに，そのデータのフォーマッ

トや構造や表示方法なども含んだ，いわゆるメタデータです。1998 年 2 月に，インターネッ

トの標準仕様として W3C より勧告されました。 
 XML は，SGML(Standard Generalized Markup Language)という文書のデータベース化

を目的としたマークアップ言語の仕様を基本として考案されました。HTML も SGML を前

身としますので，XML と HTML は兄弟関係にあるといえます。 
 HTML は Web の普及に非常に貢献しましたが，Web に対するニーズが多様化・高度化し

ていく中で，HTML の機能では実現できないものが出てきました。特に，Web を企業の業

務システム間のやり取りをするために使うケースが最たるものです。業務システムでは膨大

なデータ処理が必要となりますが，画面表示機能に重点をおいた HTML ではデータが表示

情報の中に埋没してしまい，データを取り出すことが困難です。この問題を解消できる言語

として登場したのが XML です。 
 XML は，タグによりデータの意味を定義します。HTML では，タグは情報の表示方法を

定義しますので，タグの使い方が XML と HTML では大きく異なっています。また XML で

は，タグをユーザが定義できる点も，HTML と異なっています。HTML が文書の表示やレ

イアウトなど見栄えについての機能を追求しているのに対して，XML は，データの意味付

けをタグによって表現することを中心に据えて推進されているため，このような相違が生じ

ています。 
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1.3 XML 基礎 

 XML 文書は，基本的には，XML 宣言部・XML データ部・DTD 部から構成されています。

XML 宣言部は XML 文書の先頭に記述し，XML のバージョン等を宣言します。XML デー

タ部は，タグとともにデータを記述します。<タグ名称>データ</タグ名称> というように記

述します。DTD(Document Type Definition)部では，データ部で用いるタグの定義，外部

DTD や画像データへのリンクなどの定義を行います。現在では，DTD に代わって XML 
Schema と呼ばれる仕様に基づいてタグの定義を行うように勧告されています。 

   

１ 

概 
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 XML はメタデータであることから，好きなように加工し，再利用することができます。

そのためのツールは既に数多く提供されています。対応ツールを導入することにより，XML
を介した他のアプリケーションとのデータのやり取りや，XML とデータベースとの連携が

容易に実現できます。この様々なアプリケーション間でのデータのやり取りを促進可能であ

るという観点から，XML は現在もっとも注目されているテクノロジとなっています。今後

の Web アプリケーションは，XML を基盤としていくことがもはや規定路線であるとの認識

が浸透しています。そして，この XML の特性を活かした Web ソリューションの 1 つが

Cocoon2 なのです。 
 
(2) なぜ XML 

 このように，本来は文書を扱う目的で開発された XML ですが，実際にはそれ以外に，デー

タ交換，データストレージ，さらに本書でのターゲットである Web ページの生成などにも

広く使用されています。その他にも，Java 版の Make ツールである Ant の設定ファイルも

XML で記述されていますし，Java によるサーバサイドのデファクト Servlet コンテナであ

る Tomcat の設定ファイルも同様に XML です。これは，テキストファイルであるため人間

が扱いやすいのと同時に，XML がタグによる明確な構造を持っているのでコンピュータで

の処理系実装が容易である，というのが理由として挙げられます。 
 XML は単純なテキストファイルであるため，ほとんどのプラットホームへのポータビリ

ティ(可搬性)があります。加えて，規格そのものも W3C により標準化が推進されているた

め，インタオペラビリティ(相互運用性)が非常に高くなっています。 
 単純なテキストによるデータという点では，これまでもよく使用されている CSV 形式も

同様ではあるのですが，データ構造が複雑なものは表現しづらいという欠点があり，また，

人間が見た場合の直感性に乏しいという問題がつきまといます。 
 XML では，複雑な構造を持つデータをも比較的簡単に取り扱うことができること，また

人間が見ても理解しやすいタグによるマークアップ形式であることから，これまでは独自の

構造を持ったバイナリ形式でしか交換できなかった各種のデータについても，互換性が飛躍

的に高まるものとして期待されています。 
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1. 概 論 

(3) XML ドキュメントの形式 

 さて，このようなメリットのある XML ですが，記述形式について順番に見ていきます。

基本的な XML ドキュメントは，以下のようなものとなります。 
 

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

<!DOCTYPE sample [ 

      <!ELEMENT sample (element1, element2)> 

      <!ATTLIST sample 

            title CDATA #REQUIRED 

      > 

      <!ELEMENT element1 (#PCDATA)> 

      <!ELEMENT element2 (#PCDATA)> 

]> 

<sample title="サンプル"> 

      <!--  コメント行 --> 

      <element1>要素 1</element1> 

      <element2>要素 2</element2> 

</sample> 

 
 以下では簡単に XML ドキュメントの構造を説明していきますが，詳細に関しては他に多

くの良書が刊行されていますので，ぜひそれらを参照してください。 
 
 ① XML 宣言 

 

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

 
 このタグで行われる宣言を XML 宣言といいます。 
 文書内での文字エンコーディングを encoding 要素で指定します。この指定が省略された

場合のデフォルトエンコーディング指定は，「UTF-8」となります。 
 この宣言は省略可能ではありますが，記述する場合には，必ずドキュメントの最初の行に

記述しなければいけません。この「最初の行」というのは，コメント行も含めての最初です。

この宣言の前にコメント行を書いてはいけませんので，ご注意ください。 
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1.3 XML 基礎 

 ② 文書型宣言    

１ 

概 

論 

 XML ドキュメント内のマークアップ機能を規定する部分を文書型宣言といいます。文書

型宣言は XML 宣言の後，最初に現れる XML 要素の前に記述します。以下の記述の部分が

文書型宣言です。 
 

<!DOCTYPE sample [ (1) 

      <!ELEMENT sample (element1, element2)> (2) 

      <!ATTLIST sample 

            title CDATA #REQUIRED (3) 

      > 

      <!ELEMENT element1 (#PCDATA)> (4) 

      <!ELEMENT element2 (#PCDATA)> (5) 

]> 

 
 また，文書型宣言は DTD(Document Type Definition)ファイルとして外部に記述すること

も可能です。 
 この例の場合は， 
 
 (1) ドキュメントの文書要素は「sample」という名前である。 
 (2) 要素 sample は「element1」，「element2」という要素を含む。 
 (3) 要素 sample は「title」という属性を持つ。 
 (4)(5) element1，element2 はテキストノードを持つ。 
 
ことを定義しています。 
 
◆DTD ファイル 

 さて，DTD ファイル内に文書型宣言を記述する場合は，以下のようになります。 
 

<!--  sample.dtd --> 

<!ELEMENT sample (element1, element2)> 

<!ATTLIST sample 

      title CDATA #REQUIRED 

> 
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<!ELEMENT element1 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT element2 (#PCDATA)> 

 
 この場合には，XML ドキュメント内では宣言の仕方が変わります。文書型宣言を直接書

く必要がなくなる代わりに，DTD ファイルの指定を宣言しなければなりません。この例で

あれば， 
 

<!DOCTYPE sample SYSTEM "sample.dtd"> 

 
という記述になります。 
 
 ③ 要素 

 宣言の後に，本体としての記述が続きます。XML ドキュメントは，必ず 1 つ以上の要素

を含む必要があります。要素は，必ず開始タグ，終了タグでくくられなければなりません。

また，ネストした要素の開始タグと終了タグは，正しく対応していなければなりません。 
 

<sample .....> 
      <element1>....</element1> 
      ....... 
</sample> 

 
 要素のうち，最上位の要素を文書要素と呼びます。その他の要素は，必ず文書要素の中に

ネストした状態で記述することになります。 
 
 ④ コメント 

 コメントは，XML 宣言以降であれば，タグ内部以外のどこにでも書けます。記述形式は

以下のようになります。 
 
  <!--  コメント行 --> 
 
 コメントは「<!--」で開始し，「-->」で終了します。コメント内に「--」を記述すること

はできません。 
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 ⑤ 整形式文書，妥当な文書    

１ 

概 

論 

 XML ドキュメントで，以下の条件を満たすものを，整形式 XML 文書といいます。 
 
 (i) 1 つ以上の要素を含む。 
 (ii) ただ 1 つの文書要素を持ち，他の要素は文書要素内にネストしている。 
 (iii) すべての要素の開始タグ，終了タグが正しく対応している。 
 
 さらに，文書型宣言を持ちそれが規定する制約を満たす XML ドキュメントのことを，妥

当な XML 文書といいます。 
 以下のサンプルは，整形式ではありますが，妥当な XML 文書ではありません。なぜかと

いうと，文書型宣言において必須であると定義されている sample2 の属性 title が，本文内

で欠如しているからです。 
 

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

<!DOCTYPE sample2 [ 

      <!ELEMENT sample2 (element1, element2)> 

      <!ATTLIST sample2 

            title CDATA #REQUIRED 

      > 

      <!ELEMENT element1 (#PCDATA)> 

      <!ELEMENT element2 (#PCDATA)> 

]> 

<sample2 > 

      <!--  コメント行 --> 

      <element1>要素 1</element1> 

      <element2>要素 2</element2> 

</sample2> 
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1.3.2 XSLT 

(1) XSLT とは 

 XSLT(eXtensible Stylesheet Language Transformations)は，XML 文書を様々な形式に

変換するための言語です。XML 文書から他の構造の XML 文書に変換したり，HTML 文書

やプレーンテキストなどに変換するのにも用いられています。 
 Cocoon2 は，XSLT のメリットを活用したソリューションです。Cocoon2 を使った開発の

大部分は，XSLT の作成を行うことになります。XSLT の理解を深めて活用することが，

Cocoon2 の長所を引き出すことにつながります。 
 
(2) XSLT 文書の構造 

 XSLT 文書も一種の XML 文書であり，XML 文書の規約に従って記述されることになって

います。したがって，すべての要素は xsl:stylesheet という文書要素の下に書かなければい

けません。 
 例えば，nameList.xml という XML ドキュメントを nameList.html という HTML ファ

イルに変換するための XSLT の記述は，次の nameList.xsl のようになります。 
 
≪nameList.xml≫ 

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

<nameList title="氏名一覧"> 

      <personName> 

            <firstName>田中</firstName> 

            <lastName>一郎</lastName> 

      </personName> 

</nameList> 

 
≪nameList.xsl≫ 

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

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 

<xsl:output method="html" version="4.0" encoding="Shift_JIS" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/"> 

<html> 

      <head> 
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            <title> 

                  <xsl:value-of select="nameList/@title" /> 

            </title> 

      </head> 

      <body> 

            <xsl:value-of select="nameList/@title" /> 

            <br/> 

            <table  border="1"> 

            <tr> 

            <td>姓</td> 

            <td>名</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                  <td> 

                        <xsl:value-of select="nameList/personName/firstName" /> 

                  </td> 

                  <td> 

                        <xsl:value-of select="nameList/personName/lastName" /> 

                  </td> 

            </tr> 

            </table> 

      </body> 

</html> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 
≪nameList.html≫ 

<html> 

<head> 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

<title>氏名一覧</title> 

</head> 

<body>氏名一覧<br> 

<table border="1"> 

<tr> 
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<td>姓</td><td>名</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>田中</td><td>一郎</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 
 xsl:stylesheet 要素には，必ず version 属性を指定しなければなりません。現在指定でき

る version は 1.0 だけとなっています。 
 <xsl:template match="/"> は，ルートにマッチする場合に行う処理の指定です。ルートと

は，文書要素の上，この場合だと nameList 要素のさらに上に 1 つ見えない要素があるもの

とする考えです。 
 

<title> 

      <xsl:value-of select="nameList/@title" /> 

</title> 

 
は，この位置に XML ドキュメントの中の nameList 要素の title 属性の値を設定することを

指定しています。要素の指定は，普通に要素名を記述します。要素内の属性を指定する場合

は，頭に@を記述します。 
 同様に， 
 

<td> 

      <xsl:value-of select="nameList/personName/firstName" /> 

</td> 

 
は，firstName 要素の値を設定することを指定しています。 
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(3) 繰り返しの表現 

 では，XML ドキュメントが以下のように，繰り返しによる複数の名前データを含んでい

る場合には，どのような XSLT を書けばよいでしょうか。 
 
≪nameList.xml≫ 

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

<nameList title="氏名一覧"> 

      <personName> 

            <firstName>田中</firstName> 

            <lastName>一郎</lastName> 

      </personName> 

      <personName> 

            <firstName>鈴木</firstName> 

            <lastName>二郎</lastName> 

      </personName> 

</nameList> 

 
 まず，nameList.xsl ファイルの以下の部分を変更します。 
 

<tr> 

      <td> 

            <xsl:value-of select="nameList/personName/firstName" /> 

      </td> 

      <td> 

            <xsl:value-of select="nameList/personName/lastName" /> 

      </td> 

</tr> 

 
 変更は次のようになります。 
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<xsl:for-each select="nameList/personName" > 

      <tr> 

            <td> 

                  <xsl:value-of select="firstName" /> 

            </td> 

            <td> 

                  <xsl:value-of select="lastName" /> 

            </td> 

      </tr> 

</xsl:for-each> 

 
 for-each という指定によって繰り返し処理の指定ができます。この場合の， 
 

<xsl:for-each select="nameList/personName" > 

 
は，処理対象の XML ドキュメントである nameList.xml の中の nameList/personName 要

素がマッチするたびごとに，xsl:for-each 要素で囲まれた内側の動作を実行します。修正し

た XSLT は，次のとおりです。 
 
≪nameList.xsl≫ 

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

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 

<xsl:output method="html" version="4.0" encoding="Shift_JIS" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/"> 

<html> 

      <head> 

            <title> 

                  <xsl:value-of select="nameList/@title" /> 

            </title> 

      </head> 

      <body> 

            <xsl:value-of select="nameList/@title" /> 
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            <br/> 

            <table  border="1"> 

            <tr> 

            <td>姓</td> 

            <td>名</td> 

            </tr> 

            <xsl:for-each select="nameList/personName" > 

                  <tr> 

                  <td> 

                        <xsl:value-of select="firstName" /> 

                  </td> 

                  <td> 

                        <xsl:value-of select="lastName" /> 

                  </td> 

                  </tr> 

            </xsl:for-each> 

            </table> 

      </body> 

</html> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 
 処理された結果の HTML は，次のようになります。 
 
≪nameList.html≫ 

<html> 

<head> 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

<title>氏名一覧</title> 

</head> 

<body>氏名一覧<br> 

<table border="1"> 

<tr> 

<td>姓</td><td>名</td> 

</tr> 
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<tr> 

<td>田中</td><td>一郎</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>鈴木</td><td>二郎</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 
(4) データのカウント 

 では，以下の HTML のように，データ数をカウントして表示させるにはどのようにすれ

ばよいでしょうか。 
 
≪nameList.html≫ 

<html> 

<head> 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

<title>氏名一覧</title> 

</head> 

<body>氏名一覧<br> 

      データ数 =2 

<table border="1"> 

<tr> 

<td>姓</td><td>名</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>田中</td><td>一郎</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>鈴木</td><td>二郎</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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 これを実現する場合は，XSLT の中で，    
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<xsl:value-of select="nameList/@title" /> 

<br/> 

データ数 = 

<xsl:value-of select="count(nameList/personName)" /> 

 
のように，レコード数のカウント(personName 要素の出現回数)を行って，それをタイトル

表示行の下に設定することで可能となります。 
 
 ごく簡単な例を紹介しましたが，これは XSLT の強力な機能のきわめて一部でしかありま

せん。ぜひ，XSLT についての書籍などを参考にして，いろいろな機能を使いこなしていた

だければと思います。 
 
(5) XSLT 処理 

 XML ドキュメントを XSLT ファイルで処理・変換する方法はいろいろあります。Cocoon2
も，もちろんその代表的な仕組みです。しかし，もっと単純に XSLT のテストを行いたいと

いうような場合，わざわざ Web サーバを必要とする Cocoon2 を起動するのも面倒に感じる

ことがあるでしょう。 
 そのような場合のために，ここでは Xalan と呼ばれる Apache Foundation で開発されて

いる Java プログラムを使用して処理する方法を紹介しておきますので，ご参考にしてくだ

さい。以下の説明は，Java2 SDK の環境が設定済みであることを前提としています。 
 
1. Xalan Java のダウンロード 

  http://xml.apache.org/xalan-j/index.html 

 をダウンロードします。現時点での最新バージョンは 2.3.1 です。 
 
2. ダウンロードしたファイルを適当なディレクトリに解凍します。 
 
3. 処理する XML ファイル，XSL ファイルを同じディレクトリに保存し，そのディレクト

リに移動します。 
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4. Xalan への CLASSPATH を通します。 

  Windows 環境の場合， 
  set CLASSPATH=%CLASSPATH%;保存ディレクトリ¥bin¥xalan.jar 
 
5.コマンドプロンプトで変換処理を実行 

  java org.apache.xalan.xslt.Process -in XML ファイル名 -xsl XSL ファイル名  
  -out HTML ファイル名 
 
 先述の例の場合は， 
 

java org.apache.xalan.xslt.Process -in nameList.xml -xsl nameList.xsl -out nameList.html 

 
とします。 
 
 
 

 
30


