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序文 地理情報標準第 2 版（JSGI2.0 ）のこの標準は，国土地理院及び民間企業 38 社との共

同研究において，1999 年 3 月に作成した地理情報標準第 1 版から，ワーキンググループ１が

改良して作成したものである。 

この標準で，点線の下線を施してある箇所は，原国際規格原案（ISO/Final text of CD 

19118  Geographic information ― Encoding）にない事項である。 

 

概要  この標準は，地理情報標準及び ISO 19100 シリーズの規格内における地理データの，

交換のために使用しなければならない符号化規則を定義するための要件を規定する。符号化

規則を用いるため，応用スキーマによって定義される地理情報が，蓄積や転送に適したシス

テム非依存のデータ構造に符号化できる。 

 この標準は三つの部分から構成されている。UML スキーマに基づく符号化規則生成のための

要件を 6．から 8．に示す。符号化サービスの生成を 9．に示し，XML に基づく符号化規則を

附属書 A に示す。 

 拡張マークアップ言語（XML）に基づく符号化規則は，中立的なデータ交換のために使われ

ることになる。データ交換は XML と ISO/IEC 10646 文字集合規格に基づいている。XML と

ISO/IEC 10646 文字集合規格の概要を附属書 C と D に示す。この標準の適用例を附属書 E に

示す。附属書 F は原国際規格原案にない事項である。 

 地理情報の規格は，地理情報標準及び ISO 19100 シリーズの規格によって体系だてられる。

背景，この標準の構造，及び基礎的な記述技法は，ISO 19101 ，ISO 19102 ，ISO 19103 ，ISO 

19104 において定義されている。 

 この標準の利用者は，地理情報の意味を捉えるために応用スキーマを作成する。応用スキ

ーマは，標準化された概念スキーマの集合から要素を統合させることによって変換される。

概念スキーマは，空間スキーマ，時間スキーマ，地物カタログ化法，座標による空間参照，

地理識別子による空間参照，品質原理，メタデータ及び描画法などの規格によって作成する。

これらの統合をどのように行なうかを応用スキーマのための規則に示す。地理情報標準及び

ISO 19100 シリーズの規格は，地理情報応用システムの開発時に利用可能である共通サービス

群も定義する。その共通サービスは一般に ISO 19119 で定義され，共通情報モデルに従って

地理情報の処理を実行する。二つのサービス領域が，描画法においてさらに密接に定義され

る。ISO 19105，ISO 19106 ，ISO 19114 及びこの符号化は，その実装を示す。 

 

1 . 適用範囲  この標準は， 

・UML スキーマに基づく符号化規則を生成するための必要条件 

・符号化サービスを生成するための必要条件 

・空間データの中立的な交換に対する XML に基づく符号化規則 

について規定する。 

 符号化規則は，符号化すべきデータ型，符号化の結果として得られるデータ構造の中で用

いられる構文，構造，及び符号化体系を規定するものである。 

 結果として得られるデータ構造は，ディジタル媒体に記憶され，転送プロトコルを用いて

転送される。それは，計算機により，読むことや解釈することを目的としているが，特定の

フォームは人間にとっても読みやすくてもよい。 
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 中立的なデータ交換に対する符号化規則を選択することは，プラットフォーム依存があり，

データ容量や処理の複雑性に関する効率性の高い，アプリケーション領域や個々の国独自の

符号化規則を規定すること及び適用することを排除する訳ではない。XML は ISO 8879 のサブ

セットである。XML は，計算機プラットフォームに依存せず，World Wide Web 上で共有でき

るので，利用されている。 

 この標準では，いかなるディジタル媒体，また，いかなる転送サービスや転送プロトコル，

大容量画像を符号化する方法も定義しない。 

 この標準は，三つの論理的な部分に大別することができる。UML スキーマに基づく符号化規

則を生成するための必要条件は 6.，7.及び 8.に記述されている。符号化サービスを生成する

ための必要条件は 9.，XML に基づく符号化規則は附属書 A に記述されている。 

 

2 . 適合性  この標準では，二つの適合性段階について規定している。適合性段階は，附属

書 B で定義されている抽象試験スイートに規定している。 

 

3 . 引用規格  次に掲げる規格は，この標準に引用されることによって，この規定の一部を

構成する。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこ

の標準の規定を構成するものであって，その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付

記していない引用規格は，その最新版を適用する。 

地理情報標準 空間スキーマ 

地理情報標準 応用スキーマのための規則 

地理情報標準 メタデータ 

ISO TS/DTS  19103 ＊ Geographic information  Conceptual schema language 

ISO /DIS 19104 ＊ Geographic information  Terminology 

ISO/IEC 2382 -1:1993  Information technology  Vocabulary   Part 1:  

Fundamental terms 

ISO 10646 - 1:1993  Information technology  Universal Multiple-Octet Coded  

Character Set （UCS）   Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane 

ISO 860 1:1988  Data elements and interchange formats  Information  

interchange  Representation of dates and times 

ISO 11179 -3:1994  Information technology  Specification and standardization of 

data elements  Part 3: Basic attributes of data elements 

IEEE 754:198 6  IEEE Standard for Binary Floating Point Arithmetic 

ISO PAS 19501 -1  Unified Modelling Language （ UML ） , Object Management Group 

（OMG）,  

Extensible Markup Language （XML） 1.0 （Second Edition）, W3C Recommendation 6 

October 2000 - http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006 

XML Schema Part 1: Structures, W3C Recommendation 2 May 2001, 

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-1-20010502/ 

XML Schema Part 2: Data types, W3C Recommendation 2 May 2001, 

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2-20010502/ 
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注＊ 未発行 

 

4 . 定義  この標準で用いる主な定義は，次による。 

4.1  応用スキーマ（application schema ） 一つ又は複数の応用システムによって要求され

るデータのための概念スキーマ 

備考 応用スキーマは，特定のアプリケーション領域における情報に適切な，内容，構造及

び制約について記述している。 

4 . 2 文字（character ） データを表現，構成，又は制御するために用いられる要素の集合の

構成単位 

4.3  コード（co d e ） 規定された方式に従ったラベルの表現 

4.4  概念モデル（conceptual model ） 論議領域の概念を定義するモデル 

4.5  概念スキーマ（conceptual schema ） 概念モデルの形式記述 

4 . 6  概念スキーマ言語 （conceptual schema language ） 概念スキーマを表現するための

概念形式に基づく，形式言語 

例 UML, EXRESS, IDEF1X 

備考 概念スキーマ言語は，字句的，図表に示してもよい。 

4 . 7  変換規則（conversion rule ） 入力データ構造をもつインスタンスを，出力データ構

造をもつインスタンスに変換する方法についての仕様 

4.8  データ（da t a ） 情報の表現であって，伝達，解釈又は処理に適するように形式化され，

再度情報として解釈できるもの 

4.9  データ要素（deta element ） 一定の状況下で，これ以上分割できないと考えられるデ

ータの単位 

4.10  データ交換（deta interchage ） データの配信，受信及び解釈 

4.11  データ転送（data transfer ） 媒体を介し，データを一つの地点から別の地点に動か

すこと 

備考 情報の転送はデータの転送を含む 

4.12 データ型（data type ） 定まった定義域及びこの定義域内の値に対して許される操作

の仕様 

例 整数，実数，真偽値，文字列及び日付 

備考 データ型は，例えば，整数のように，用語により識別される。データ型の値は，値の

定義域で規定された値でなければならない。例えば，全ての整数は-65537 と 65536 の間の数

である。操作の集合は＋，－，／及び＊であり，矛盾のない意味を持たなけれなばらない。

データ型は単純型又は複合型化することができる。単純データ型は一つの値の定義域を定義

している。例えば，整数のように単純な内容を表す値を持つ。複合データ型は，互いに集め

られたデータ型の集まりである。複合データ型はオブジェクトを表してもよく，自己同一性

をもつことができる。 

4.13  データ集合（data set ） 他と識別可能な，データの集まり 

4.14  符号化 （encoding ） データを一連の符号列へ変換すること 

4.15  符号化規則 （encoding rule ） 他と識別可能な，特定のデータ構造に対する符号化

を定義する変換規則の集まり 
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例 XML, ISO 10303 -21, ISO 8211  

備考 符号化規則は，符号化すべきデータ型，符号化の結果として得られるデータ構造の中

で用いられる構文，構造，及び符号化体系を規定するものである。 

4.16  符号化サービス （encoding service ） 符号化規則を実装したソフトウェアコンポネ

ント 

4.17  地物（feature ） 実世界の現象の抽象概念 

備考 地物は型又はインスタンスとして現れる。地物型又は地物インスタンスという用語は，

一方のみを意味するときに使われるべきである。 

4.18  ファイル（file ） 一つの単位として記憶又は処理される，レコードからなる名前の

付いた集合 

4.19  地理データ（geographic dat a ） 地球に関係した地点への暗示的又は明示的な参照を

持ったデータ 

4.20  地理情報（geographic information ）  地球に関係した場所への暗示的又は明示的な

参照を持ったデータ 

4.21  識別子（identifier ） 個々の項目や項目のグループを一意に識別するラベル 

4.22  情報（information ） 事実，事象，事物，過程，着想などの対象物に関して知り得た

ことであって，概念を含み，一定の文脈中で特定の意味をもつもの 

4.23  インスタンスモデル（instance model ）  応用スキーマに従ったデータを表現するた

めの，概念モデル 

4.24  インタフェース（interface ） 要素の振る舞いを特徴付けている操作の総称 

4.25  相互運用性（interoperability ）  それぞれの機能単位に固有な特性に関する知識を

利用者がほとんど又は全く必要とせずに，各機能単位が互いに通信し，プログラムを実行し

又はデータを転送する能力 

4.26  媒体（medium ） データ構造を記憶又は伝達するための，物質又は仲介的手段 

例 コンパクトディスク，インターネット，無線波など。 

4.27  モデル（model ） 現実をいくつかの側面から解釈した抽象概念 

4.28  スキーマ（schema ） モデルの形式構造の記述 

4.29  スキーマモデル（schema model ） スキーマを格納するための表現モデル 

例 スキーマのリポジトリのための表現モデル 

4.30  ステレオタイプ（stereotype ） 既存の UML メタモデル要素に基づいてモデル内部で

定義されたモデル要素 

4.31  転送プロトコル（transfer protocol ） 分散システム間の相互作用を定義するための

規則の共通な集合 

4.32  論議領域（universe of discourse ） 興味を引くすべてのものを含んだ，実世界又は

仮想世界の見方 

4.33  値の定義域（value domain ） 受け入れられる値の集合 

例 3 から 28 の範囲，全ての整数，すべての ASCII 文字，受け入れられる全ての値の列挙

（緑，青，白）。 

 

 



ⅩⅠ 符号化 

ⅩⅠ－13 

5 . シンボルと略語  

DTD：文書型定義（Document Type Definition）  

IDREF：XMLID 参照型（An XML ID reference type） 

UCS：国際符号化文字集合（Universal Multiple-Octet Coded Character Set）  

UML：統一モデリング言語（Unified Modelling language）  

URI：Web 上のリソース命名則（Uniform Resource Identifier）  

UTF：UCS 転送フォーマット（UCS Transfer Format）  

Xlink：XML リンク機能言語（XML Linking language）  

XML：拡張可能マークアップ言語（Extensible Markup Language）  

Xpointer：XML ポインタ言語（XML Pointer language）  

 

6 . 基本的な概念と前提  

6.1 概念 この標準の目的は，異なる地理情報システム間における空間データの相互利用を

可能にすることである。そのためには，以下の二つの基本的な問題を解決する必要がある。

最初の問題は，空間データの内容及び論理構造の意味を定義することである。これは「応用

スキーマ」として規定する。2 番目の問題は，その応用スキーマに対応するデータを表現でき

る，システムやプラットフォームに依存しないデータ構造を定義することである。 

 本箇条では，データ交換の基本概念，すなわち，応用スキーマに基づいて，空間データを

符号化，送付，受領及び解釈するための手続きについて述べる。6.2 では，データ交換過程の

概要を述べる。6.3 では，空間データの解釈を可能にする応用スキーマについて説明する。

6.4 では，システムに依存しないデータ構造を生成するための符号化規則の重要性について述

べる。6.5 では，「符号化サービス」と呼ばれる，符号化規則を実行するソフトウェアコンポ

ーネントについて述べる。6.6 では，「転送サービス」と呼ばれる送付及び受領のための手続

きについて述べる。 

6.2 データ交換 データ交換の概観を図 6.1 に示す。システム A から，システム B にデータ

集合を送るとする。A と B の良好なデータ交換を保証するためには，以下の三つについて取り

決めしていなければならない。すなわち，共通の応用スキーマ I，適用する符号化規則 R，そ

して，使用する転送プロトコルの種類である。応用スキーマは，良好なデータ転送を実現す

るための基本となるものであり，転送されるデータのあり得るべき内容と構造を定義するも

のである。また，符号化規則はデータをシステムに依存しないデータ構造に変換するための

規則を定義する。 
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図 6. 1  － 二つのシステム間におけるデータ交換の概観 

 

 A，B 両システムとも，データを内部スキーマに従って内部データベースに保持しているが，

通常，スキーマは異なる。即ち，スキーマ A≠スキーマ B。A の内部データベースから B の内

部データベースへデータ集合を転送するためには，次の論理的ステップを踏まなければなら

ない。この標準は，符号化規則及び符号化サービスを作る際の要件を規定するものであり，

データ交換プロセス全体は規定しない。従って，ステップ b）及び e）のみを標準化する。ス

テップ c）及び d）は，一般的な情報技術の転送サービスを使用することになる。 

a ) まず，システム A において，その内部データを共通の応用スキーマ I に従ったデータ構造

に変換する。これは，内部スキーマの概念から応用スキーマにおいて定義されている概

念への写像を定義し，個々のデータ・インスタンスを変換する適切な対応付けソフトウ

ェアを実装することにより行われる。図 6.1 において，この写像は MAIで表している。MAI

の出力は，応用スキーマ特有データ構造 i である。このデータ構造は，メモリ又は中間

ファイルに記憶されるが，システムＡに依存したものであり，そのまま相手にデータ転

送するには適していない。 

b ) 次に，符号化サービスを使う。これは，システムに依存しない転送に適しているデータ

構造を作成するために，符号化規則 R を適用する。この符号化されたデータ集合 d は，

ファイルシステムに保管してもよいし，転送サービスを利用して転送してもよい。 

c ) システム A は，次に，符号化されたデータ集合 d をシステム B に送るために転送サービ

スを呼び出す。転送サービスは，パッケージの仕方やオンライン又はオフラインの通信

媒体上の実際の伝送方式に関して，転送プロトコルに従う。両者は，使用する転送プロ

トコルについて合意していなければならない。 

d ) システム B の転送サービスは，転送されたデータ集合を受け取り，転送プロトコルに従

ってデータ集合をアンパックし，符号化されたデータ集合 d として，例えば中間ファイ

ルに保管する。 
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e ) システムＢは，応用スキーマ特有データ構造のデータ iB を得るために，符号化されたデ

ータを解釈する逆符号化規則 R-1 を適用する。 

f ) システムＢでは，転送されたデータ集合を使用するために，応用スキーマ特有データ構

造のデータ iB を内部データベースに変換しなければならない。この変換は，応用スキー

マから内部スキーマへの写像を定義し，実際の変換を行うソフトウェアを実装すること

によって行われる。図において，この写像は MIB で表している。 

6.3 応用スキーマ 応用スキーマは，同様のデータ要件を持つアプリケーションのための概

念スキーマである。応用スキーマは良好なデータ交換の基本となるものであり，データのあ

り得るべき内容や構造を定義するものである。また，応用スキーマは，局所的に格納された

データに対し，応用スキーマ特有データ構造を実装するための基本である。 

 この標準に従って符号化するために使われる応用スキーマは，ISO 19103 及び地理情報標準

－応用スキーマのための規則に基づいて，UML 概念スキーマ言語で定義しなければならない。

これら二つの標準は応用スキーマを記述する方法に対する枠組みを示す。その規則は，地物

の型を定義する上での，標準化されたスキーマの利用方法に関する仕様を含んでいる。デー

タの送り手と受け手の両者は，その応用スキーマを参照できなければならない。 

 応用スキーマ特有データ構造の実装は，例えば，字句解析にコンパイラを使ったり，コー

ド生成にグラフィックモデリングツールを使うなどして，半自動化してかまわない。 

応用スキーマは，データ交換の良好な結果を保証するために，データ交換の両者が参照す

ることができなければならない。受け手と送り手の両方が，応用スキーマに従って写像とデ

ータ構造を実装し，システムの準備をすることができるように，応用スキーマはデータ交換

が行われる前に転送されていなければならない。応用スキーマは，データ集合と共に転送し

てもよいし，公の場に格納してデータ集合から参照してもよい。 

 応用スキーマは，紙文書や電子的手段により交換してもよい。応用スキーマデータ交換の

電子的手段として，オブジェクト・マネージメント・グループ（OMG）によって開発された

XML メタデータ・インターチェンジ（XMI）を使用することを推奨する。 

6.4 符号化規則 

6.4.1  概念 符号化規則は，特定のデータ構造のための符号化を定義する仕様の識別可能な

集まりである。符号化規則は，出力データ構造の中で用いられる構文，構造，符号体系だけ

でなく，変換対象となるデータ型も規定する。符号化規則は，伝送や保管に適切でありシス

テムに依存しないデータ構造を生成するために，応用スキーマ特有データ構造に対して適用

される。符号化規則を定義するためには，重要な三点，すなわち入力データ構造，出力デー

タ構造，入力データ構造と出力データ構造間の個々の要素の変換規則を規定しなければなら

ない。入出力データ構造は，概念スキーマ言語によって記述され，符号化規則を規定するた

めにはその言語の概念が用いられる。  

6.4.2  入力データ構造  入力データ構造は，応用スキーマ特有データ構造である。データ構

造は，データインスタンスの集合として考えることができる。すなわち，i = { i1, ..., 

ip }である。各々のデータインスタンス ikは，応用スキーマにおいて定義された概念 Ilのイ

ンスタンスである。応用スキーマは，概念の集合 I = { I1, ..., Im }を定義する。 

応用スキーマは，概念スキーマ言語 C によって記述された概念スキーマ c である。概念スキー

マは，概念スキーマ言語 C = { C1, ..., Cr }の概念をインスタンス化することにより，概
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念の集合 c = { c1, ..., cm }を定義する。応用スキーマは概念スキーマであるので，c = I

である。 

6.4.3  出力データ構造 出力データ構造はスキーマ D = { D1, ..., Ds }により定義する。

出力データ構造は，データインスタンスの集合，すなわち d = { d1, ..., dq }として考える

ことができる。ここで，各データインスタンス dkは，概念 Dlのインスタンスである。 

スキーマ D は，出力データ構造の構文，構造，符号体系を定義する。 

6.4.4  変換規則 変換規則は，入力データ構造の一つのインスタンスを，0 個又は一つ以上

の出力データ構造のインスタンスに変換する方法を規定する。変換規則は，概念スキーマ言

語 C の概念及び出力データ構造スキーマ D の概念に基づいて定義する。概念スキーマ言語の

概念の正当な組み合わせのそれぞれに対して一つの変換規則 Ri を規定する必要がある。変換

規則の集合は R = { R1, ..., Rn }である。ここで，Riは i 番目の変換規則，Ciはスキーマ言

語からのインスタンスの i 番目の正当な組み合わせである。 

 すべての Ci に対する変換テーブルは生成することができる。ここで，それぞれの Ci は出力

データ構造 D のインスタンスの生成物に写像される。図 6.2 は入出力概念スキーマ言語と符

号化規則間の関係を示す。 
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Encoding
rule
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language
D

input
concepts

output
concepts

 

図 6. 2  － 符号化規則は入力概念から出力概念への変換規則を定義する 

 

備考 定義されている変換規則は，特定の応用スキーマではなく，二つのスキーマ言語に基

づいている。これは開発者に対し，応用スキーマに依存しない符号化サービスを記述させる

一般的な手法であり，スキーマが同一の概念スキーマ言語で定義されている限り，異なる応

用スキーマに対して利用することができる。 

6.5 符号化サービス 符号化サービスは，符号化規則を実装し，符号化機能及び復号化機能

のインタフェースを提供するソフトウェアコンポーネントである。 

 図 6.3 は，符号化サービスの詳細及び主要なスキーマとの関連を表している。符号化サー

ビスは，入力データ構造を読み，出力データ構造にインスタンスを変換すること，及び，そ

の逆変換ができなければならない。また，応用スキーマ定義を読み，対応する出力データ構

造スキーマを記述できなければならない。入力データ構造は，応用スキーマによって定義す

る。応用スキーマは，概念スキーマ言語の概念を使って定義する。出力データ構造もまた，

スキーマによって記述する。これは，データ構造スキーマと呼ばれ，出力データ構造のあり

得るべき内容，構造，符号化体系を定義する。データ構造スキーマも，スキーマ言語によっ

て記述される。符号化規則は，スキーマレベルとインスタンスレベルの二つのレベルにおい

て変換規則を規定する。スキーマレベルにおいて変換規則は，応用スキーマで定義された各

概念から，データ構造スキーマの中の対応する概念への写像を定義する。インスタンスレベ
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ルにおいて変換規則は，入力データ構造の中の各インスタンスから，出力データ構造の中の

対応するインスタンスへの写像を定義する。インスタンス変換規則は通常，スキーマ変換規

則から導き出される。 

 

 

図 6. 3  － 符号化サービスの概要 

 

符号化サービスは少なくとも符号化・復号化機能のインタフェースを提供しなければならな

い。そのようなインタフェースの例は，符号化に対しては d = encode （ i, I ），復号化

に対しては i = decode （ d, I ） である。ここで，i は応用スキーマ特有データ構造への

参照，I は応用スキーマへの参照，d はシステムに依存しないデータ構造への参照である。 

6.6 転送サービス 転送サービスは，一つ以上の転送プロトコルを実装しているソフトウェ

アコンポーネントであり，オンライン又はオフラインの通信媒体をとおして分散している情

報システムの間のデータ転送を可能とする。二つのシステム間を良好にデータ転送させるた

めには，送り手と受け手が使用する転送プロトコルについて合意している必要がある。 

 様々な転送プロトコルを定義することができる。一例として，データが光又は磁気媒体に

記憶されていて，郵便サービス又は他の専用配達サービスを利用して届けられるオフライン

の転送プロトコルがある。また，他の例として，圧縮したデータを電子メールに添付して，

ファイル転送プロトコルや，下位レベルのネットワークサービスに頼る他の分散情報技術サ

ービスを使って転送する，オンラインの転送プロトコルがある。 

この標準では，望ましい転送プロトコルについては規定しない。 

 

7 . 文 字 レ パ ー ト リ  この標準は国際文字の規格で定義されている ISO/IEC10646 -1 と

ISO/IEC10646 -2 ＊を採用する。これらの規格は国際文字集合（UCS）と呼ばれる国際的に認め

られた文字レパートリとその文字符号化体系を定義する。 

注＊ 現時点では ISO/IEC 標準の段階に至ってはいない。 

符 号 化
サービス

応用スキーマ
I

ﾃﾞｰﾀ構造

スキーマ
D

定義する データの流れ

入力 出力インスタンス

スキーマ

i d
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 この標準の国際プロフィールにもとづく文字符号化体系は，以下のとおりである。 

a ） 8 ビット可変長 UCS 転送フォーマット UTF－8 

b ） 16 ビット可変長 UCS 転送フォーマット UTF－16 

c ） 16 ビット固定長国際文字集合 UCS－2 

b ） 32 ビット固定長国際文字集合 UCS－4 

 この標準に適合していると主張する国際的な符号化規則は，これらの文字符号化体系の一

つ以上をサポートしていなければならない。各国プロフィールの中及びシステム実装におい

ては異なった文字符号化体系を使ってもよい。固定長文字符号化体系は，しばしばデータベ

ース実装で使われ，可変長の文字符号化体系はしばしばデータ交換目的のために使われる。 

 採用された文字集合の規格は，文字のレパートリのみを指定し，実際に使われる言語を示

すものではない。文脈中に異なる言語を区別することが重要な場合，言語を表示する特別な

仕組みが存在しなければならない。この標準のプロフィールは，ISO/IEC 11179 -3 で定義さ

れるような，言語タグを付ける仕組みを持つかもしれない。 

 ISO/IEC 10646 は合成文字生成のしくみを定義する。合成文字は基本の文字の上に一つ以上

の文字を重ねることによって作り出される文字である。ISO/IEC 10646 は合成済文字とそれら

を定義した分解文字の集合を定義する。合成した文字と，等価な合成済文字を混合して用い

ると，変換に問題が生じる。このため，合成済文字が存在するならば，合成して生成した文

字の使用は差し控えなければならない，すなわち合成済文字を常に使わなければならない。 

 要約すると，符号化規則は以下でなければならない｡ 

 一つ以上の文字符号化体系をサポートすること 

 必要ならば，言語タグの仕組みを備えること 

 等価な合成済文字が存在する時は，生成した合成文字を使わないこと 

例 合成文字
‥

ｏはｏ¨に分解できる 

備考 これらの規格の詳細は，付属書 D を参照。 

 

8 . 符号化規則 

8.1 概説  この箇条では，符号化規則の規定のための要件を定義する。符号化規則は入力デ

ータ構造から出力データ構造へデータを変換する変換規則を記述する。スキーマは入力デー

タ構造，出力データ構造の両方を記述しなければならない。入力データ構造のスキーマは応

用スキーマと呼ばれる。 

 符号化規則は一般に以下のことを規定しなければならない。 

a ） 符号化要件概要（8.2） 

 1 ） 応用スキーマとスキーマ言語 

 2 ） サポートしている国際文字レパートリと言語 

 3 ） 必要な交換メタデータ 

 4 ） データ集合とオブジェクト識別スキーマ 

 5 ） 可能な更新メカニズム 

b ） 入力データ構造（8.3） 

 1 ） インスタンスモデルと呼ばれる，応用スキーマに基づいてデータを保管するためのデ
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ータ構造 

 2 ） インスタンスモデルを応用スキーマに関連付ける方法 

c ） 交換フォーマットと呼ばれる出力データ構造（8.4） 

d ） マッピングと呼ばれる，インスタンスモデルのデータを交換フォーマットに変換する為

の変換規則（8.5） 

 1 ） 符号化のための変換規則 

 2 ） 必要ならば，復号化のための変換規則 

e ） 抽象データ，変換規則の適用，及び符号化データの十分な例（8.6） 

8.2 符号化要件概要  

8.2.1  応用スキーマとスキーマ言語 符号化規則は応用スキーマを定義するために使用する

スキーマ言語を規定し，かつ，どの様に応用スキーマが構成されるかを記述しなければなら

ない。 

8.2.2  文字レパートリと言語  文字レパートリは使用可能な文字を定義する。二つ以上の言

語を必要とする場合には，現行の言語を識別するために，符号化するテキストにタグを付け

る仕組みを考慮しなければならない。 

 符号化規則は，使用する文字レパートリ及びサポートする言語と言語を特定する仕組みを

規定しなければならない｡ 

8.2.3  交換メタデータ 交換メタデータは，符号化されたデータ構造についてのメタデータ

である。それは，データ集合作成者を記述し，データ集合についてのメタデータ情報に言及

し，応用スキーマに言及し，そして適用すべき符号化規則についての情報を提供する。 

 符号化規則は交換メタデータを規定し，またそれがどのように符号化されたデータ構造を

伴うかを規定しなければならない。 

 

ExchangeMetadata 
+ datasetCitation : CI_Citation 
+ metadataCitation [0..1] : CI_Citation 
+ applicationSchemaCitation [0..1] : CI_Citation 

EncodingRule 
+ encodingRuleCitation : CI_Citation 
+ toolName : CharacterString 
+ toolVersion [0..1] : CharacterString 

+encodingRule 1 1 

 

図 8. 1  － 交換メタデータ例 

例 図 8.1 は ExchangeMetadata クラスとそれに対応する EncodingRule クラスの例である。

CI_Citation クラスは地 理 情 報 標 準 －メタデータで定義される。交換ファイルは通常

ExchangeMetadata クラスの一つのインスタンスを含んでいる。“datasetCitation”属性は，

データ集合の作成者についての情報を含み，“metadataCitation”属性は，メタデータがど

こにあるかについての情報を含んでもよいし，“applicationSchemaCitation”属性は，応用
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スキーマへの参照を保持してもよい。EncodingRule クラスの“encodingRuleCitation”属性

は，適用された符号化規則を特定し，この特定のケースに規則がどのように適用されたかの

記述を特定する。それはまた，そのデータ集合を符号化するために使われた符号化サービス

ツールの情報を含んでもよい。そこでは“toolName”と“toolVersion”が符号化サービスツ

ールの名前とそのバージョン番号を示す。 

8.2.4データ集合  

8.2.4.1  粒度と構造（Granularity and structure ） 効率的に符号化，復号化するために

は，データ集合の粒度と構造を定義することが重要である。 

 オブジェクトが情報の基本単位と考えられ，異なるタイプのオブジェクトは，識別されな

ければならない。データ集合の中のオブジェクトは，順次的にも階層的にも構造化すること

ができる。オブジェクトは属性の順列として内部的に構造化してもよいし，また他のオブジ

ェクトへの参照を含んでもよい。階層的な手法によって他のオブジェクトで構成されてもよ

い。 

 符号化規則は以下を規定しなければならない。 

・オブジェクトが何であるか，及び，オブジェクトの異なる型  

・オブジェクトの構造 

・データ集合の構造 

8.2.4.2  オブジェクト識別  オブジェクトは，特定の状況の中で一意に識別できる識別子を

持ってもよい。二つの異なった状況を考慮しなければならない。 

a） 最初の状況はデータ集合である。オブジェクト識別子（ID）は特定のデータ集合の中で

一意である。これらの識別子はオブジェクトがデータ集合の中でオブジェクトを参照する

ことを可能とする。識別子は通常，オブジェクトがデータ集合に挿入される時に割り当て

られ，本来的には一時的なものである。 

b） ２番目の状況はアプリケーション定義域である。アプリケーション定義域は，分野とユ

ニバーサル一意識別子（UUID）と呼ばれる識別の仕組みを定義する。UUID は，オブジェ

クトが作られるときに割り振られ，オブジェクトが存在している限り不変である。削除さ

れたオブジェクトの UUID は，再び使用することはできない。UUID は，長期の分散データ

管理と更新の仕組みを実現するために必要とされる。これらの識別子は，また，永続的識

別子と呼ばれる。特別なネームサーバを永続的識別子を解決するために使ってよい。識別

子はアプリケーション定義域によって明確に定義された限定された領域の中で一意である。 

 符号化規則は以下を規定しなければならない。 

・使用されている異なったオブジェクトの識別メカニズム 

・それらの内部構造 

備 考  ユニバーサル一意識別子を定義するいくつかの方法がある。国際水路機関

（International Hydrographic Organization ） は ， 電 子 海 図 （Electronic Nautical 

Charts）の継続的な動的更新ができるように，全ての水路オブジェクトを識別するために IHO 

S -5 7（ISO 19120 ）で定義されたユニバーサル一意識別子を使う。オープングループ CAE 仕様，

DCE1.1：リモートプロシージャコールもまた UUID 構造を定義する。 

8.2.5  更新メカニズム 更新メカニズムは，新しいデータ集合全体の再発行を必要とせずに，

以前に交換されたデータを最新のものにすることを可能とする。更新のための方針と手順は
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アプリケーションによる。三つの基本更新プリミティブとして，追加，変更，削除が通常定

義される。これらのプリミティブはオブジェクトレベルで作用するが，属性又は関連レベル

で作用するよう定義してもよい。以前に UUID を伴って転送されたオブジェクトに対しては，

変更又は削除ができる。更新データ集合は，順序付けられた更新プリミティブを含んでいる。

基本的なプリミティブは次のように記述される。 

a ） 追加： 新しいオブジェクトが原データ集合に追加されたので目標データ集合の中に追

加されなければならない。追加プリミティブは追加する新しいオブジェクトについての情

報を含んでいなければならず，それが目標データ集合のどこに挿入されるかについての情

報を含んでいてもよい。 

b ） 変更：原データ集合で既存オブジェクトが変更されたので目標データ集合で変更されな

ればならない。変更プリミティブは目標オブジェクトを識別する情報と実際の変更情報を

含まなければならない。変更情報の例としては，オブジェクト全部の場合から，更新され

た属性だけの場合までの範囲が可能である。 

c ） 削除：原データ集合で既存オブジェクトが削除されたので目標データ集合で削除されな

ければならない。削除プリミティブは削除される目標オブジェクトを識別する情報を含ま

なければならない。 

 符号化規則は更新メカニズムが必要かどうかを明示しなければならない。もし更新メカニ

ズムが必要とされるなら，符号化規則は以下を明示しなければならない。 

・更新のための方針と手順 

・適用されている異なった更新プリミティブ，及び，ユニバーサル一意識別子（UUIDs）に

よる既存オブジェクトの参照方法と更新情報の伝達方法。 

8.3 入力データ構造 入力データ構造はインスタンスモデルと呼ばれ，アプリケーションデ

ータについての意味付け，変換規則の定義付け及び例を表現するための道具である。インス

タンスモデルは，応用スキーマの仕様に従ってデータを表すことができなければならない。

それは特定の応用スキーマに特有のものであってもよいし，又はどんなスキーマに従ってで

も表現できるような一般的なものでもよい。符号化サービスを実現するにあたっては，実装

されなくてもよいので抽象的かもしれない。 

 符号化規則はインスタンスモデルとその応用スキーマへの関係を明示しなければならない。 

8.4 出力データ構造 出力データ構造は，どのようにデータが構造化され，交換ファイルの

中で表現されるかを定義する。スキーマが出力データ構造に伴ってもよい。 

 符号化規則は出力データ構造を明示しなければならず，存在するする場合には出力データ

構造スキーマを明示しなければならない。 

8.5 変換規則 変換規則は，入力データ構造の中のデータインスタンスが，出力データ構造

のインスタンスにどのように変換されるかを明示する。二つの変換規則の対が存在してもよ

い。最初はスキーマ変換規則で，それは UML スキーマから出力データ構造のスキーマへの写

像を定義する。二つ目はインスタンス変換規則であり，インスタンスモデルのインスタンス

から結果のデータ構造のインスタンスへの写像を定義する。図 8.2 はその異なった変換規則

を示す。 
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図 8. 2  － 変換規則 

 

 符号化規則は以下を規定しなければならない。 

・スキーマ変換規則 

・インスタンス変換規則 

8.6 例 例は変換規則を理解することと，符号化サービスをテストするために重要である。 

 符号化規則は以下を規定しなければならない。 

・変換規則の適用例 

・符号化サービスの実装で使用できるテストデータ 

 

9 . 符号化サービス 符号化サービスは，符号化規則を実装したソフトウェアコンポーネン

トであり，その機能性にインターフェースを提供する。 

 符号化サービスは， 

・ISO 19119 に基づき，一つ以上のインタフェース仕様を通じてその機能性にインタフェー

スを提供しなければならない。 

・インスタンス変換規則に従って，符号化及び，復号化する能力を持たねばならない 

・スキーマ変換規則に従って，出力データ構造スキーマを生成することができなければな

らない。 

例  図 9.1 は XML に基づく符号化サービスの例である。 

 

 
GenericXMLEncodingService 

+  generateXMLSchema ( Schemamodel  m) :  XMLStream 
+ encode( SchemaModel  m,  InstanceModel  i) :  XMLStream 

+ decode( SchemaModel  m,  XMLStream  d) :  InstanceModel 

<<Interface>> 

 

図 9. 1  － 符号化サービスインタフェースの例 
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 符号化サービスのインタフェースを図 9.1 に示す。それは，XML スキーマ生成

（generateXMLSchema），DTD 生成（generateDTD），符号化（encode）及び復号化（decode）とい

う四つの操作をサポートする。 

参考 原国際規格最終案では,符号化サービスで DTD を生成する操作を有している旨の記述が

あるが，図 9.1 のクラス図には DTD を生成するき機能の記述がない。また以前の標準の DTD

が付属書に定義されておらずその代わりに標準の XML スキーマが今回の付属書で提供されて

いるなど，DTD の扱いが顕著に後退している。このため DTD よりも XML スキーマの利用が推奨

されると思われる。ただし XML スキーマは最近規格制定されたものであるため，当面の使用

上は DTD も利用可能と考える。 

 “XML スキーマ生成”操作は，XML スキーマファイルを生成するために用いられる。この操

作はスキーマモデルを入力パラメタとして受け取り，結果として XML ストリームを生成する。

“符号化”操作は，XML 文書を生成させるために用いられる。この操作はスキーマモデル及び

インスタンスモデルを入力パラメタとして受け取り，XML ストリーム（XMLStream）オブジェク

トを返す。“復号化”操作は，XML 文書を解釈するために用いられる。この操作はスキーマモ

デルと XML ストリームオブジェクトを入力として受け取り，インスタンスモデルを返す。 
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附属書 A  （規定） X M L に基づく符号化規則 

 

A.1 はじめに この附属書は，中立的なデータ交換に用いる，XML に基づく符号化規則を明

示する。符号化規則は，Universal Modelling Language （ UML ）と互換性を有し，

Extensible Markup Language（XML）に基づく符号化規則を定義する。この附属書は，8.にお

ける要件に従い，以下を明示する。 

a ）  A.2 一般符号化要件 

b ）  A.3 入力データ構造 

c ）  A.4 出力データ構造 

d ）  A.5 及び A.6 変換規則 

e ）  A.5.8,A.6.4 及び附属書 E に例を示す。 

 変換規則は，応用スキーマにおけるクラス定義が XML スキーマにおける型宣言に変換され，

インスタンスモデルにおけるオブジェクトが XML 文書における対応要素構造に変換されると

いう概念に基づく。図 A.1 に二つの変換規則を示す。 

 

図 A. 1  － XML に基づく変換規則 

備考  XML の手引き書を附属書 C に示す。 

 

A.2 一般符号化要件  

A.2.1  応用スキーマ  

A.2.1.1  はじめに  応用スキーマは ISO 19103 及び地理情報標準－応用スキーマのための規

則における規則に基づく UML スキーマ言語で記述する。応用スキーマはクラス及び関連とし

て表現する応用定義概念から成り立つ。これらのクラスの幾つかは，他の標準における標準

化スキーマから導入してもよい。 

A.2.1.2  クラス  UML における基本的なモデル化概念はクラスである。クラスは名称により

識別され，ステレオタイプを持っていてもよい。クラスは属性，操作，制約を持っていても

よく，関連に関与する。クラスは他の型を定義するため，構造体のように用いられる型を定

義する。型は基本的な構造体である。そこからは，数，座標，文字列，日付，オブジェクト

といったすべてのデータ型式が構築され，符号化される。型は正当な値の定義域及びその領

応 用 ス キ ー マ 

 

c 

インス
タンス 
モ デ ル  

i 

スキーマ  
変 換 規 則 

インスタンス 

変 換 規 則  

符 号 化 サ ー ビ ス  スキーマ 
{  XML  ス

キ ー マ  

 ¦  DTD  }  

D 

XML 
文 書  

d 

スキーマ 

モ デ ル  

I 

アプリケーション

デ ー タ  
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域の値に対する操作を定義する。 

 型は大きく単純データ型及び複合データ型の二つに分けられる。型のために定義された正

規符号化が存在すれば，それは単純データ型である。この正規符号化は，型の値を記憶領域

におけるビットとして又は文字符号化における文字として，どのように表現するかを明示で

きる。単純型の例は，整数，浮動小数点，文字列等である。型に定義された正規符号化にな

い場合，それは複合データ型である。例としては，オブジェクト型，構造型，レコード，集

合がある。複合型は，基本属性と基本属性及び特殊構造プリミティブの組合せを用いて符号

化される複合属性で構造化した集合から構成される。第三のカテゴリーは，地理情報標準及

び ISO 19100 シリーズの規格外で定義される外部データ型である。 

a ）  単純データ型－値を表す基本型 

1 ） 基本データ型：文字列型，整数型，バイナリ型，真偽値型，日付型，時間型等 

2 ） 列挙データ型及びコードリスト：関連付けられた意味を持つ単語又はコードの正当な

値のリスト 

b ）  複合データ型－値のより複雑な集合を表す型 

1 ） 集合データ型：他の型の多重出現を表すためのテンプレート型：集合型，バッグ型，

列型，辞書型等 

2 ） 構造データ型：属性グループを定義する 

3 ） オブジェクト型：インスタンスがオブジェクトである型。しばしば応用スキーマ又は

標準化されたスキーマで定義される。GM_Point，ビルディング等 

4 ） インタフェース：インスタンスがサービス要素である型 

c ）  外部データ型－地理情報標準及び ISO 19100 シリーズの規格では未定義の，明瞭に定義

された符号化を伴う基本型又は複合型。例えば，NASA MODIS，TIFF 等のような画像フォ

ーマットである。通常は個別のファイルに格納されている外部データ型への参照を許す，

特殊参照メカニズムが明示されなければならない。 

 ISO/TS 19103 は，多くの基本データ型及び複合データ型とそれらの意味とともに定義して

いる。アプリケーション開発者は，UML のステレオタイプ拡張メカニズムを用いてユーザ定義

のデータ型及びオブジェクト型を自由に規定することができる。地理情報標準及び ISO 19100

シリーズの規格では，より特殊なデータ型を定義している。応用スキーマ開発者は，外部デ

ータ型の使用が必要な場合がある。外部データ型は，この標準の外部で定義された基本デー

タ型又は構造データ型である。それらは明確に定義された符号化，例えば NASA MODIS，TIFF

等のような画像フォーマットを持っていなければならない。外部データ型のオブジェクトは

個別のファイルに格納され，外部データ型を参照するための特殊参照メカニズムが明示され

なければならない。 

クラスに規定されたステレオタイプを表 A.１に示す。 

表 A. 1  － クラスのステレオタイプ 

ステレオタイプ 解説 

≪基本型≫ 正規符号化を定義した基本データ型を定義する。 

≪データ型≫ 構造データ型を定義する。 

インスタンスは考慮されたオブジェクトではなく，それゆえ，

アイデンティティを持たない。 
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≪共用≫ 和データ型を定義する。 

≪列挙≫ 列挙データ型を定義する。 

≪コードリスト≫ コードリスト，コード値の組み合わせを定義する。コードリス

ト型のインスタンスはコードである。 

≪インタフェース≫ サービスインタフェースを定義し，符号化されない。 

≪型≫ オブジェクトタイプを定義する。 

インスタンスはアイデンティティを持つ。 

なし オブジェクトタイプを定義する。 

インスタンスはアイデンティティを持つ。 

 

 オブジェクトは交換の基本的な単位と見なされている。データ交換目的のためには，オブ

ジェクトの状態の捕捉に必須な特徴のみを，考慮しなければならない。属性と関連は符号化

しなければならないが，操作と制約はそれ以上考慮してはならない。符号化規則は，どのよ

うにクラスのインスタンスを表現するかを，どのように属性と関連が構造化し表現するか含

めて明示しなければならない。 

A.2.1.3  属性  属性は名称により識別される。属性は多重度を記述してもよいが，常に型を

持たなければならない。多重度の記述は，特別な属性の正当な値の出現数を示さなければな

らない。 

 多重度と集合データ型の利用の組合せにより，値の入れ子化が可能となる。 

ヌル値は処理できるものとし型はヌル値がどのように表現されるかを定義しなければならな

い。基本データ型及び集合データ型の定義については，ISO/TS 19103 を参照のこと。 

A.2.1.4  関連  関連は，それらのインスタンス間の関係を含むクラス間の関係を定義する。

関連のインスタンス化をリンクと呼ぶ。リンクはオブジェクト参照への，順序づけられたリ

ストを含む。UML は関連，集約，合成という，関連の三つの異なった型を定義する。関連の三

つの型は，異なる意味は，ISO 19103 に，より詳しく述べられている。 

・関連はクラス間の一般的な関係を定義する。 

・集約はクラス間における部分と全体の弱い関係を定義する。 

・合成はクラス間における部分と全体の強い関係を定義する。 

 関連の終端はそのロール名及びその目標クラスで識別し，多重度の記述でより詳しく記述

する。リンクを表現するためにロール名を用いなければならない。ロール名が存在しなけれ

ば，リンクも存在しない。 

A.2.2 交換メタデータ  交換構造は三つに分類しなければならない。一つ目は 8.2.1 に基づ

く交換メタデータである。二つ目は独立オブジェクトに相当する XML 要素を含むデータ集合

である。三つ目はオプションであるが，8.2.4 に記述されているように，更新プリミティブか

らなる更新部位を含まなければならない。 

A.2.3 文字レパートリーと言語 ISO/IEC 10646 -1 をこの符号化規則の文字レパートリー

として用いるものとし，使用は言語交換メタデータに明示する。 

A.2.4 データ集合とオブジェクト識別 8.2.3 において説明したように，オブジェクト識

別を規定する二つの方法は，次のとおりである。 

・XML の ID メカニズムに応じた一意のデータ集合識別子 
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・応用定義域仕様に基づく普遍的で一意の識別子 

例  応用定義域は二つの構成要素識別子を使用してもよい。最初の構成要素は定義域名であ

り，次の構成要素は整数のインスタンスの数である。構成要素は，コロン“：”で区切る。

インスタンスの数は 16 進数に符号化してもよい。インスタンス数の大きさに制限はない。

“ example ” の 定 義 域 に お け る 二 つ の UUID の 例 は ， “ example:F23C30 ” と

“example:FFFFFF12345A”である。 

A.2.5 更新メカニズム  三つの更新プリミティブが規定されている。利用者はこれを拡張し

てよい。 

 

A.3 入力データ構造  

A.3.1  一般的なインスタンスモデル  一般的なインスタンスモデルはこの箇条で定義する。

インスタンスモデルは，UML で表現された応用スキーマにより記述されたデータを表すことが

できる。インスタンスモデルは，6.で定義された応用スキーマ特有のデータ構造を表す。イ

ンスタンスモデルは，一連のオブジェクト（IM_Object）を含む，データ集合（IM_Dataset）

から成り，オブジェクトは一連のプロパティを含む。それぞれのプロパティはそのデータの

型に従って符号化される。インスタンスモデルを図 A.2 と図 A.3 に示す。 

 応用スキーマは幾つかのクラスとそれらの属性及び関連を定義し，データ表現を生成する

ための基本でもある。データ表現（dataset）は，それらのクラス定義に合わせて構造化・符

号化される一つ又はそれ以上のオブジェクトを含む。この箇条は，オブジェクト，属性及び

オブジェクト間の関連についての表現方法の法則を記述する。 

 データ集合にある情報の基本単位はオブジェクトである。オブジェクトは単一の具体的な

クラスでなければならない。従って，抽象クラスやインタフェースの様なステレオタイプク

ラスは符号化してはならない。クラスは，応用スキーマの中で一意の名前を持たなければな

らない。応用スキーマは，標準化スキーマで定義されたクラスを使用するか参照してもよい。

これらのクラス宣言は，応用スキーマ自身に含まれるか，別個のファイルとして添付される。 

 オブジェクトは，順序立てられたプロパティ値のリストを含まなければならない。オブジ

ェクトのクラスは複数のプロパティを定義し，上位型クラスをとおしての継承か，クラス自

身の中での定義ができる。それらに，継承されたプロパティと局所的に宣言されたプロパテ

ィとの間に差異はない。異なるプロパティを区別するために，プロパティはそのクラスの中

で一意の名前を持つものとする。プロパティのデータ型は可能な値を定め，多重度の記述は

インスタンス化されたオブジェクトの中での数を示す。 

 オブジェクトは，応用スキーマで定義された一致するクラスを持ち，とりうる属性とオブ

ジェクトの状態を表すために必要な関連を定義する。IM_Object は“class”属性によりその

クラスを参照し，データ集合の中で，一意の識別子“id”により識別しなければならない。また

IM_Object は“uuid”属性により全域的に定義されたアプリケーション・ドメインや名前空間

の中で一意に識別してもよい。 
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IM_Dataset 

IM_Property 
+ name : CharacterString 
+ value [0..*] : IM_Value 

IM_Object 
+ id : CharacterString 
+ uuid [0..1] : CharacterString 
+ class : CharacterString 

1..* 1..* 

0..* 0..* 

{ordered} 

 
図 A. 2  － インスタンスモデル:データ集合，オブジェクトとプロパティ 

 

 クラスにより定義された属性と関連は順序づけられたプロパティ列に展開される。プロパ

ティ（IM_Property）は名前と値の組み合わせを与え，属性，関連，集約又は合成で表す事が

できる。プロパティ名は属性名又は関連の目標ロール名と一致しなければならない。値

（IM_Value）はプロパティの値を表す。 

 ヌル値は，明示的か暗黙のどちらかで与えられる。明示的なヌル値は，値がない

IM_Property に対応するインスタンスにより示されるものとする。もし対応する IM_Property

が存在しなければ，暗黙のヌル値が表示される。 

 

 

IM_StructuredValue IM_Object IM_CollectionValue 

IM_Value 

IM_BasicValue IM_ObjectReference 

 

図 A. 3  － インスタンスモデル: 値型 

 

 値について，五つの型が次のように定義される。 

・IM_BasicValue は基本型の値として表される。例えば integer や character string である。 

・IM_ObjectReference は目標オブジェクトへのリンク又は参照を表す。目標オブジェクト

は同じデータ集合，又は他のデータ集合の中にあってもよい。一意の識別子（ID）は，

同じデータ集合にあるオブジェクトを対象とする。全域的一意識別子（UUID）はアプリ

ケーション領域の中にあるオブジェクトを対象とする。 

・IM_Object はオブジェクトを表す。 

・IM_StructuredValue はプロパティ列（IM_Property）のような属性グループを表す。 

・IM_CollectionValue は，Set,Sequence,Bag や Dictionary の様な，集合データ型を表す。 

IM_CollectionValue は名前のない要素を持つ構造化された型の値を表す。その要素は基
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本でかつ構造化された値でなければならない。構造化された型の集合の例は，

Dictionary<KeyType,ValueType>と Sequence<Sequence<Integer>>である。 

 オブジェクトは，その関連によって，一つ又はそれ以上のオブジェクトとリンク（又は参

照）してもよい。UML は，関連・集約及び意味の違いによる合成と呼ばれる三つの異なる型を

定義する。より詳細については I S O  19103 を参照のこと。それは概ね，二つの関連の表現方

法についてである。一方は，オブジェクトの一部をカプセル化するものであり，もう一方は

分割された関連オブジェクト又は関係テーブルから分離するかのどちらかである。 

 カプセル化された表現方法は，ソースオブジェクト・プロパティと目標オブジェクト・プ

ロパティに関連を分割する。この二つの結合プロパティは，それぞれもう一つのオブジェク

トを示す。結合プロパティは，その目標オブジェクト又は目標オブジェクトそのものを複合

したものへの参照を含む。結合プロパティは，目標クラスに近い同じ多重度を持つロール名

により識別される。もし，ロール名を間違えるか，関連がソースオブジェクトから導かれな

い時，結合プロパティではない。二つの結合プロパティの値は，強制された指示的な完全な

制約の中で一貫していなければならない。これは，もし，ソースオブジェクトが，結合プロ

パティをとおして他の目標オブジェクトを参照し，目標オブジェクトがソースオブジェクト

への双方向の関連を持つならば，目標オブジェクトは，ソースオブジェクトを逆参照してい

る結合プロパティと一致しなければならない。 

A.3.2 U M L とインスタンスモデルとの関係  表 A.2 と表 A.3 は UML とインスタンスモデルの

関係を要約したものである。N/A は適用外である。従って，抽象クラスはインスタンス化され

ない。 

 上位型を持つクラスに基づくオブジェクトは，すべてのプロパティ及び関連を含み，オブ

ジェクトのクラスと上位型の合成も含むものとする。従って，すべての属性と関連は上位型

からの複製でなければならず，オブジェクトの一部とみなされる。属性と関連の名前は属性

の値を利用するためにクラスの中で一意でなければならない。 

操作と制約はインスタンスモデルには写像してはならない。 

表 A. 2  － UML とインスタンスモデルの関係の要約 

UML 概念 インスタンスモデル 

Package N/A 

Class 

 Stereotype 

  ≪Interface≫ 

  ≪BasicType≫ 

  ≪DataType≫ 

  ≪Union≫ 

  ≪Enumeration≫ 

  ≪CodeList≫ 

  ≪Type≫ or NONE 

 Abstract class 

 Subclass 

 

 

N/A 

IM_BasicValue 

IM_StructuredValue 

IM_StructuredValue 

IM_BasicValue 

IM_BasicValue 

IM_Object 

N/A 

属性と関連は上位型から複製されなければならない 
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Attribute 

 

データ型に従った IM_Value による IM_Property

（IM_BasicValue, IM_Object 又は 

IM_StructuredValue）のどちらか。 

Association IM_ObjectReference の IM_Value による 

IM_Property 

Aggregation IM_Object 又は IM_ObjectReference のどちらかに従

った IM_Value による IM_Property 

Composition IM_Object の IM_Value による IM_Property 

Operation N/A 

Constraint N/A 

 

表 A. 3  － 多重度とコレクション型による属性の写像 

属性 インスタンスモデル 

a1 [0..*] : Integer 

is the same as 

a1 : Sequence<Integer> a） 

複数の値が存在する IM_Property 

a2 : Sequence<T> 複数の値型 T が存在する IM_Property 

a3 : Dictionary<T1, T2> 二つの値型 T1 と T2 の要素から成る

IM_Collection が存在する 

IM_Composition  

a4 [0..*] : 

Sequence<Integer> 

integer 要素から成る複数の 

IM_Collection が存在する 

IM_Composition 

a） これは，また，他の基本型にも有効である 

 

備考 1  属性と関連の名前の競合は，継承を使用するときに問題を引き起こす。これを避ける

ための単純な方法は，すべての属性と関連について，それらの特有のクラス名を前に付ける

ことであるが，それをするかどうかはユーザーに任される。 

備考 2  属性と関連の再宣言も，継承を使用するときに，問題を引き起こす。再宣言は，属性

又は関連が，新しい下位型又は制限された型の再宣言で得られた上位型で宣言されるとき起

こる。多くのオブジェクト指向プログラム言語は再宣言ができないが，再宣言が不当かどう

か慎重に考えなければならない。 

A.3.3 例:応用スキーマとインスタンスモデル 

A.3.3.1  応用スキーマ ここに示す例は応用スキーマであり，データとインスタンスモデル

への写像を示す。 

 図 A.4 は四つのクラスとそれらの関係を定義した応用スキーマの例である。ここにあるク

ラス C0 は三つの属性を持っている。属性“a1”は，ゼロか一つの多重度を持ち,基本データ

型“Real”である。属性“a2”はゼロかそれ以上の多重度を持つ。属性“a3”は構造化され

たデータ型である。“c0”と“c1”の間の関連は二つのロール名を持つ。“role1”は C0 に

属し，C0 の中の C1 への関連の名前である。クラス C1 は“main”と呼び，C0 への関連を持つ。

注意することは，クラス C2 は，クラスデータ型 Point による属性名“pos”をもつことであ
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る。 

 

C1 
+ a1 : Integer 

C0 
+ a1 [0..1] : Real 
+ a2 [0..*] : CharacterString 
+ a3 : Dictionary<Integer, CharacterString>  1..n 1 

+role1 

1..n 

+main 

1 

C2 
+ no_items : Integer 
+ pos : Point 

C3 
+ a2 : Date 

0..n 

+part 

0..n 

Point 
+ position : DirectPosition DirectPosition 

<<BasicType>> 

 

図 A. 4  － 応用スキーマ例 

 

A.3.3.2  データ例  データ例として，オブジェクト図を図 A.5 で示す。 

o1 : C0

a1 = 2.14
a2 = {“A”,“list of”,”strings”}
role1 = {o8, o5}
a3 = {{1,”one”}

{2,”two”}
{3,”three”}}

o2 : C0

a1 = 2.15
a2 = {“a”,“b”,”c”}
role1 = {o3, o6, o7}
a3 = {{1024,”1KB”}

{2048,”2KB”}}

o3 : C1

a1 = 255
main = o1

o4 : C2
no_items = 2
pos=

part=

a1 = 255
main = o1 p : Point

position= 
{23553, 35534, 
32}

o7 : C3

a1 = 20 
a2 = 20000225
main = o2

a1 = 255
main = o2

o5 : C3
a1 = 25
a2 = 20000221
main = o1

o6 : C3
a1 = 30
a2 = 20001231
main = o2

o8 : C1

a1 = 255
main = o1
a1 = 255
main = o1
a1 = 255
main = o1

 

図 A. 5  － データ例 

 

A.4 出力データ構造  

A.4.1 X M L 文書 この符号化規則は XML1.0 勧告に準拠している。XML はテキストフォーマッ
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トであり，すべてのデータの型は文字へ符号化しなければならない。データは XML 要素と XML

勧告で与えられた規則を使って符号化しなければならない。XML における符号化の基本単位は

XML 要素である。要素は複数の属性とひとつの内容を持つ事ができる。これは，階層的な構造

と XML の結合機能である生成されたネットワーク構造との組み合わせを可能とする。交換構

造は，インスタンスモデルの同一のオブジェクト列によって構成しなければならない。 

 交換フォーマットの構造を決定づける出力データ構造のためのスキーマは，有効な XML ス

キーマでなければならない。 

A.4.2  X M L スキーマ（XSD ） XML スキーマ文書（XSD）は，いくつかの複合型，単純型及び

許される構造と XML 文書のデータ・インスタンスを明示する要素宣言を定義する。XML スキー

マ変換規則 A.5 に定義する。 

 

A.5 スキーマ変換規則 

A.5.1  X M L スキーマ  スキーマ変換規則は，UML で表現された応用スキーマによって，XML

スキーマ文書（XSD）をどのように生成するかを定義する。XSD の主な目的は，有効なデータ

変換規則を使って XML 文書の生成を実現することである。 

 XSD は型定義と属性及び応用スキーマで定義されたクラスと一致する要素宣言を含まなけれ

ばならない。それらの要素は交換構造に構成されていなければならない。XSD は XML スキーマ

パート 1:構造及びパート 2:データ型に従わなければならない。 

 XSD は，単一のスキーマ文書又は幾つかに分割された（sub）スキーマ文書で物理的に表し

てもよい。論理的に取り込んだ単一スキーマを参照するか XML スキーマメカニズムに含まな

ければならない。XSD の名前空間の使用制限はない。 

 幾つかの一般的な規則は，以下に続く箇条で定義される。クラスは一般的に A.5.2 により

定義された型に変換しなければならない。それは A.5.5 による要素宣言に変換してもよいし，

A.5.6 で定義された交換構造の一つに変換してもかまわない。 

 一般的な規則に対する例外は，文書化されている限りは使用してもかまわない。 

備考  以下の名前空間"xs:"は，"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"にある XML スキーマ

の名前空間を参照するために使われる。 

A.5.2 型（Types ） 

A.5.2.1  基本型≪BasicType ≫ 

A.5.2.1.1  一般規則  ステレオタイプが≪BasicType≫クラスは，XML スキーマの単純型宣

言に変換しなければならない。XML スキーマで定義されているデータの型のうちどれでも，ユ

ーザは基本型として定義された構造体として使用することができる。基本型の符号化は，XML

スキーマ Part 2:Datatypes の中で定義された正規化表現に従わなければならない。 

 ISO 19103 の中で定義された基本型は，次の箇条に基づいて変換される。 

備考 1 .  ユーザは，XML スキーマに定義された制約の仕組みさらに使用して，基本型に制約

を加えてもよい。 

備考 2 .  異なる型は，ISO 19103 の中で明らかには定義されていない。また，使用されるス

テレオタイプ≪BasicType≫も同様である。以下に記述することは，XML スキーマ Part 

2:Datatypes 定義の部分集合に従うものである。 

A.5.2.1.2  数値型（Number ） 数値型（Number）は，抽象型であり整数型，実数型及び小数
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型の上位型として ISO 19103 に定義している。しかしながら，数値型は異なる標準化された

スキーマの中で多く使用される。XML スキーマは抽象的な数値型を定義しないが，Interger

の上位型であるように decimal を定義する。数値型のデータ型のインスタンスを使用可能と

するためには，decimal のデータ型に基づく単純型であることを宣言しなければならない。 

<xs:simpleType name="Number"> 

 <xs:restriction base="xs:decimal"/> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.3  整数型（Integer ） 整数型（Integer）は XML スキーマの Integer のデータ型

に基づくものとし，値領域を制約する。 

<xs:simpleType name="Integer"> 

 <xs:restriction base="xs:integer"/> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.4  小数型と実数型（Decimal と Real ） 小数型（Decimal）及び実数型（Real）は

両方とも XML スキーマの decimal 型に基づく。 

<xs:simpleType name="Decimal"> 

 <xs:restriction base="xs:decimal"/> 

</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="Real"> 

 <xs:restriction base="xs:decimal"/> 

</xs:simpleType> 

備考  小数型は厳密にその値であり，実数型は誤差を持ったその値である。 

A.5.2.1.5  ベクトル型（Vector ） ベクトル型（Vector）は数字の順序づけられた集合とし

て定義する。リストの構成は，小数値のリストを定義する。 

<xs:simpleType name="Vector"> 

 <xs:list itemType="xs:decimal"/> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.6  文字型（Character ） 文字型（Character）型は，1 文字のみに制限された，

XML スキーマの String 型として表わす。 

<xs:simpleType name="Character"> 

 <xs:restriction base="xs:string"> 

  <xs:length value="1" fixed="true"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.7  文字列型（CharacterString ） 文字列型（CharacterString）は，ISO 10646 -1

のどのような文字も表わすことができる，XML スキーマの string 型に基づく。 

<xs:simpleType name="CharacterString"> 

 <xs:restriction base="xs:string"/> 

</xs:simpleType> 

言語識別については，A.5.6 参照。 

A.5.2.1.8  D a t e 型（Date ） Date 型は XML スキーマの date 型に基づき，JIS X0301 及び
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ISO 8601 による標準的な符号化を持っている。 

<xs:simpleType name="Date"> 

 <xs:restriction base="xs:date"/> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.9  時 間 型（Ti m e ） 時間型（Time）は XML スキーマの time 型に基づき，JIS 

X0301 及び ISO 8601 による標準的な符号化を持っている。 

<xs:simpleType name="Time"> 

 <xs:restriction base="xs:time"/> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.10  日時型（DateTime ） 日時型（DateTime）は XML スキーマの dateTime 型に基

づき，ISO 8601 によって標準的な符号化を持っている。 

<xs:simpleType name="DateTime"> 

 <xs:restriction base="xs:dateTime"/> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.11  真偽型（Boolean ） 真偽型（Boolean）は，XML スキーマの boolean 型に基づ

く 。 値 は 論 理 的 な 偽 で あ る”0” ，”false” を と る か ， あ る い 論 理 的 な 真 で あ

る”1”，”true”をとる。 

<xs:simpleType name="Boolean"> 

 <xs:restriction base="xs:boolean"/> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.12  論理値型（Logi c a l ） 論理値型（Logical）は，真，中間，偽，三つの値を定

義する。それは，XML スキーマの boolean 型と中間値として表わされる二つ列挙値”0.5”

と”maybe”との組み合わせで表わす。 

<xs:simpleType name="Logical"> 

 <xs:union> 

  <xs:simpleType> 

   <xs:restriction base="xs:boolean"/> 

  </xs:simpleType> 

  <xs:simpleType> 

   <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

    <xs:enumeration value="maybe"/> 

    <xs:enumeration value="0.5"/> 

   </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 </xs:union> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.13  確率型（Probability ） 確率型（Probaility）は，0と1.0の間の小数値である。 

<xs:simpleType name="Probability"> 

 <xs:restriction base="xs:decimal"> 

  <xs:minInclusive value="0.0"/> 
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  <xs:maxInclusive value="1.0"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

A.5.2.1.14  バ イ ナ リ 型 （ Bina r y ）  XML スキーマは，二つのバイナリデータ型

base64Binary 及び hexBinary を定義する。二つの型は UML ではバイナリデータ型として使用

されなければならない。そのデータ型はの BinaryBase64 と BinaryHex である。

BinaryBase64 又は BinaryHex のいずれかを含んだ，Binary 型と呼ばれる特別の選択タイプを

定義する。 

<xs:simpleType name="BinaryBase64"> 

        <xs:restriction base="xs:base64Binary"/> 

    </xs:simpleType> 

    <xs:simpleType name="BinaryHex"> 

        <xs:restriction base="xs:hexBinary"/> 

    </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="Binary"> 

  <xs:choice> 

   <xs:element name="BinaryBase64" type="BinaryBase64"/> 

   <xs:element name="BinaryHex" type="BinaryHex"/> 

  </xs:choice> 

 </xs:complexType> 

備考 データ型 Binary 型は，ある理由により ISO 19103 の中では定義されていない。 

A.5.2.1.15  無限整数型（UnlimitedInteger ） 無限整数型（UnlimitedInteger）は，0 か

ら無限に対して値領域を持っている基本型である。シンボル“*”は無限の値を表わすともの

として定義する。 

<xs:simpleType name="UnlimitedInteger"> 

        <xs:union> 

            <xs:simpleType> 

                <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> 

            </xs:simpleType> 

            <xs:simpleType> 

                <xs:restriction base="xs:string"> 

                    <xs:enumeration value="*"/> 

                </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

        </xs:union> 

    </xs:simpleType> 

A.5.2.2  データの型（≪DataType ≫） 

A.5.2.2.1  一般規則 ステレオタイプ≪DataType≫クラスは，XML スキーマの複合型定義と

して変換しなければならない。属性や起こりうる関連は，XML の属性宣言か，又は A.5.3 によ

り構成される一連のローカルな XML 要素で宣言しなければならない。このため属性要素の順
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序は，複合型定義の中で与える。 

ISO 19103 の中で定義されたデータ型は，以降の箇条での記述にしたがって変換する。 

備考 異なる型は，ISO 19103 の中で明らかには定義されない。また，どちらもすべてステレ

オタイプ≪DataType≫を使用して定義された構造化したデータ型であるクラスではない。し

たがって次の宣言は，ISO 19103 の中のデータ型定義を解釈する。 

A.5.2.2.2  多重度 （Multiplicity ） 多重度クラス（Multiplicity）は，ISO 19103 の下

限から上限までの多重度の範囲を定義する。多重度クラスは≪DataType≫として解釈され，

以下のように定義する。 

<xs:complexType name="Multiplicity"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="range" type="MultiplicityRange" minOccurs="1" 

maxOccurs="unbounded"/>             

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="MultiplicityRange"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="lower" type="xs:nonNegativeInteger"/> 

  <xs:element name="upper" type="UnlimitedInteger"/>             

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

A.5.2.2.3  測定の単位（Units of measure ） ISO 19103 の中で定義された測量の座標系及

び単位系は，地域的な測地系と国際的な測地系との関係を定義するために使用することを目

的とする。量は測定辞書の単位の中で公開されている単位系に従い測量する。そのモデルは，

残念ながら理解することが困難である。例は提供されておらず，また記述は曖昧である。し

たがって，測定勧告の POSC 単位を代わりに用いることが望ましい。仕様の基本的な考えを図

示する UML 図を図 A.6 に示す。測定の単位（UnitOfMeasure）クラスのインスタンスは測定系

を定義し，名称を与える。また必要ならば，一般的な定式 Y = （A + BX）/（C + DX）を使

用して，量を基礎の単位に変換する方法を提供する。ここで X が変換される対象の単位であ

り Y の値は基礎の単位である。A=D=0 及び C=1 の場合，B は変換係数になる。変換係数が

A=D=0 の場合，有理数で記述される。そうでなければ，それは四つのパラメタによって記述さ

れる。測定クラスのインスタンスは，測定単位を参照する小数値である。 

Fraction
+ numerator : Decimal
+ denominator : Decimal

<<DataType>>

FourParameters
+ A [0..1] : Decimal
+ B : Decimal
+ C : Decimal
+ D [0..1] : Decimal

<<DataType>>
Measure

<<BasicType>>

Conversion
+ baseUnit : CharacterString
+ factor [0..1] : Decimal
+ fraction [0..1] : Fraction
+ formula [0..1] : FourParameters

UnitOfMeasure
+ name : CharacterString
+ measurementType[0..1] : CharacterString0..1

+uom

0..1

0..1+conversion 0..1

 

図 A. 6  － 測定の単位 
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測定勧告である POSC の単位の中で定義されている XML スキーマの定義を使用することが望

ましい。 

 

Measure 
<<BasicType>> 

Length 
<<BasicType>> 

Angle 
<<BasicType>> 

Area 
<<BasicType>> 

Velocity 
<<BasicType>> 

MTime 
<<BasicType>> 

Scale 
<<BasicType>> 

Distance 
<<BasicType>> 

Volume 
<<BasicType>> 

 

図 A. 7  － 測定型 

 

 ISO 19103（Length，Angle，Velocity，Scale，MTime，Area 及び Volume）によって定義

された測定型は，以下のように定義する。 

<xs:complexType name="Measure"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Decimal"> 

                <xs:attribute name="uom" type="URI"/> 

            </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Length"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Measure"/> 

        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Angle"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Decimal"/> 
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        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Scale"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Measure"/> 

        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Area"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Measure"/> 

        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Velocity"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Measure"/> 

        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="MTime"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Measure"/> 

        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Distance"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Measure"/> 

        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Volume"> 

        <xs:simpleContent> 

            <xs:extension base="Measure"/> 

        </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

A.5.2.3  列挙型（≪Enumeration ≫） 列挙型（Enumeration）は，複数の列挙された値を持

つ，文字列に制約をかけた単純型に変換しなければならない。 

例 例は文字に基づいた列挙型の Sign クラスであり，値は“+”，“positive”又は“-”，

“negative”の制約を与えている。 
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Sign 

  positve + 
  negative - 

<<Enumeration>> 

 

図 A. 8  － 列挙型の例 

<xs:simpleType name="Sign"> 

 <xs:restriction base="xs:string"> 

  <xs:enumeration value="+"/> 

  <xs:enumeration value="-"/> 

  <xs:enumeration value="positive"/> 

  <xs:enumeration value="negative"/> 

 </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

A.5.2.4  コードリスト型（≪CodeList ≫） コードリスト型の宣言は，出力スキーマに変換

しないが，その代り，コードリストに定義されたコードと値の組み合わせを格納する辞書に

写像する。 

 コードリスト型の属性は CodeListValue 型（それは基本的に characterstring 型である）

に変換しなければならない。 

例 BorderCL と呼ばれるコードリストは，XML の中の辞書に写像する。BorderCL への属性と

してコード値の組み合わせを記述する代わりに，コメントを用いることに注意する。 

 

BorderCL 
<<CodeList>> 

1 Unknown border 
2 Country 
3 County 
5 Property 

 

図 A. 9  － コードリスト型の例 

 

<codelist id="i25" name="BorderCL" version="2.3.4" date="2001-05-18"> 

 <description>Different border classes</description> 

 <codevalue code="1" value="Unknown border"/> 

 <codevalue code="2" value="Country"/> 

 <codevalue code="3" value="County"/> 

 <codevalue code="5" value="Property"/> 

</codelist> 

A.5.2.5  共用（≪Union ≫） ステレオタイプの共用（≪Union≫）クラスは複数の属性を記

述する。またいかなる場合も，属性のうちの一つだけしか存在できない。それは XML スキー
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マの選択構造を用いて，複合型に変換しなければならない。 

例  GM_Position クラスの共用は，空間スキーマから得られる。これは XML スキーマの選択構

造を用いて，適切なローカルの要素宣言を備えた複合型に写像される。 

GM_Position 
+ direct : DirectPosition 
+ indirect : GM_PointRef 

<<Union>> 

 
図 A. 10 － 共用の例 

 

<xs:complexType name="GM_Position"> 

 <xs:choice> 

  <xs:element name="direct" type="DirectPosition"/> 

  <xs:element name="indirect" type="GM_PointRef"/> 

 </xs:choice> 

</xs:complexType> 

A.5.2.6  オブジェクトの型（Object types ） 

A.5.2.6.1  一般規則 ステレオタイプであるクラス≪Type≫，又はステレオタイプでないク

ラスは，クラスと同じ名前を備えた複合型の定義に写像しなければならない。複合型定義は，

IM_Object からの継承，又は IM_ObjectIdentificaton 属性グループへの参照を通じた識別属

性を含まなければならない。 

A.5.2.6.2  レコード型（Record types ） 複数のレコード型（Recorde）型が ISO 19103 の

中で定義されている。それらは図 A.11 の中で再びモデル化され解釈される。AttributeName

及び TypeName は文字列型（CharacterString）に基づいた基本型としてモデル化する。 

 
RecordSchema 

+ schemaName : CharacterString 

Record 

+ attributes : Dictionary<AttributeName,Any> 

RecordType 
+ typeName : CharacterString 
+ attributeTypes : Dictionary<AttributeName,TypeName> 0..n 

+element 
0..n 

1 +recordType 1 

AttributeName 
<<BasicType>> 

TypeName 
<<BasicType>> 

 

図 A. 11 － レコード型 

<xs:complexType name="RecordSchema"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="schemaName" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="element" type="RecordType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 
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</xs:complexType> 

<xs:complexType name="RecordType"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="typeName" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="attributeTypes" 

type="Dictionary_AttributeName_TypeName_"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Record"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="attributes" type="Dictionary_AttributeName_Any_"/> 

            <xs:element name="recordType" type="ref_RecordType"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType> 

A.5.2.7  結 合 テ ン プ レ ー ト 型 （ Bound template ty pe ）  結合テンプレート型（Bound 

template）型はパラメタが，実引数に結び付けられる型である。ISO 19103 は五つの異なる

テンプレート型を定義している:セット型（Set<T>），バッグ型（ Bag<T>），列型

（Sequence<T>），循環列型（CircularSequence<T>）及び辞書型（Dictionary<K,V>）であ

る。最初の四つは，一つのパラメタを利用する。しかし，辞書型は二つのパラメタを利用す

る。これらのタイプは，属性宣言で通常結び付けられる，図 A.12 を見るとレコード型

の”attributeTypes”属性を定義している。 

・結合テンプレート型は，テンプレート型に相当する複合型定義に変換しなければならな

い。型宣言が指定されなければならない。その名称は，下線“_”文字で分離された引数

名とテンプレート名を連結することにより構築されてもよい。小なりを表す“<”，コン

マを表す“,”，また，大なりを表す“>”文字は，名称の中で使用することはできない。 

・境界セット型，バッグ型，列型又は循環列などのテンプレート型は，複合型定義に写像し

なければならない。それは，単一の引数の型に従って名前付けや型付けされたひとつの要

素を含んでいる無限の多重度性で構成している列で構成されている。引数の型が基本型で

ある場合，単純型定義はその代りに，XML スキーマのリスト構成が使用されてもよい。 

・辞書型のような境界テンプレート型は，複合型定義に写像しなければならない。それは，

二つの引数の型に従って名前付けや型付けされた二つの要素を含んでいる無限の多様性で

構成している列で構成されている。 

例 1  空間スキーマで定義されている直接位置のデータ型は，図 A.12 の中で示される。 

DirectPosition
+ coordinate : Sequence<Number>

<<DataType>>

 

図 A. 12 － 結合テンプレート型の例 
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Sequence < Number >は，境界テンプレート型を定義し，一般規則によって次のように記述す

る。 

<xs:complexType name="Sequence_Number_"> 

 <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

  <xs:element name="Number" type="Number"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

引数の型が基本型であるためさらに，以下のように写像してよい: 

<xs:simpleType name="Sequence_Number_"> 

 <xs:list itemType="Number"/> 

</xs:simpleType> 

例 2  図 A.12 で定義された境界テンプレート型は，以下のように写像する。 

<xs:complexType name="Dictionary_AttributeName_Any_"> 

        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

            <xs:element name="AttributeName" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="Any" type="xs:anyType"/> 

        </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Dictionary_AttributeName_TypeName_"> 

        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

            <xs:element name="AttributeName" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="TypeName" type="CharacterString"/> 

        </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

A.5.2.8  継承（Inheritance ） 

A.5.2.8.1  一般 UML の継承の仕組みでは，下位の型がその上位の型の属性及び関連を継承

することができる。単一継承では，単一の上位の型から唯一継承が可能であるが，多重継承

では２以上の型からの継承が可能である。UML は，単一及び多重継承の両方を認めている。

XML スキーマは，単一継承のみが可能である。したがって，多重継承を擬似的に可能としなけ

ればならない。 

継承は以下によって実現しなければならない: 

・単一継承（A.5.2.8.2）と呼ばれている，XML スキーマの拡張又は制約の仕組みによる。

又は 

・ターゲットの型から上位型への属性や関連の複製（A.5.2.8.3）による。 

多重継承の場合には，属性及び関連をターゲットタイプに複製しなければならない。 

A.5.2.8.2  単一継承（Single inheritance ） 一般規則では，複合型であるために XML ス

キーマの拡張の仕組みを使用しなければならない。しかし，属性か関連が再定義される場合，

制約の仕組みを使用しなければならない。 

例 1  下位型 S2，S3 を備えた上位型 S1 を定義する。S1 は抽象的なクラスである。S4 と S5 は，

S2 の下位型である。S5 が”attr1”を再定義すると，制約の仕組み使用する必要があることに注
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意する。 

 S1 
+ attr1 [0..*] : Integer 

S2 

+ attrA : Real 

S4 

+ attrX : CharacterString 
S5 

+ attr1 [2..8] : Integer 

S3 

+ attrB : Boolean 

 

図 A. 13 － 単一継承の例 

 

<xs:complexType name=”S1” abstract=”true”> 

 <xs:complexContent> 

  <xs:extension base="IM_Object"> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name=”attr1" type="Integer" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:extension> 

 </xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name=”S2”> 

 <xs:complexContent> 

  <xs:extension base="S1"> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name=”attrA" type="Real"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:extension> 

 </xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name=”S3”> 

 <xs:complexContent> 

  <xs:restriction base="S1"> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name=”attrB" type="Boolean"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:restriction> 

 </xs:complexContent> 
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</xs:complexType> 

<xs:complexType name=”S4”> 

 <xs:complexContent> 

  <xs:extension base="S2"> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name=”attrX" type="CharacterString"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:extension> 

 </xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name=”S5”> 

 <xs:complexContent> 

  <xs:restriction base="S2"> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name=”attr1" type="Integer" minOccurs="2" 

maxOccurs="8"/> 

    <xs:element name="attrA" type="Real"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:restricton> 

 </xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

A.5.2.8.3  多重継承（Multiple inheritance ） 属性や関連を複製するための手続きは，

左側の上位型から始め，その属性及び関連を複製し，次に，右端の上位型に到達するまで，

順次右側の上位型の複製を継続する。下位型の属性は，最後に加えられる。上位型又は下位

型が，先に複製したものと同じ名前を持った属性や関連を定義する場合，統合が生じる。名

前が最後の属性又は関連の名前と衝突した場合は，先行したものや前の複製されたものと交

換しなければならない。 

例 四つの型，T1，T2，T3 及び T4 を定義する。T4 は T1，T2 及び T3 の下位型である。 

 T1 

+ attrX : S3 
T2 

+ attrY : Integer 
T3 

+ attrX : Date 

T4 

+ attrZ : Character 
 

図 A. 14 － 多重継承の例 

 

<xs:complexType name=”T1”> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name=”attrX" type="S3"/> 
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 </xs:sequence> 

 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name=”T2”> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name=”attrY" type="Integer"/> 

 </xs:sequence> 

 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name=”T3”> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name=”attrX" type="Date"/> 

 </xs:sequence> 

 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name=”T4”> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name=”attrX" type="Date"/> 

  <xs:element name=”attrY" type="Integer"/> 

  <xs:element name=”attrZ" type="Character"/> 

 </xs:sequence> 

 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType> 

A.5.2.9  代替型（Substitution types ） 属性の型としての上位型の使用は，属性のインス

タンスが，上位型の継承階層によって定義された具体的な下位型のうちの一つでありうるこ

とを意味する。XML スキーマは，この動的な型メカニズムを直接使用することはできない。 

 三つの手法を使用することができる。 

a )  上位型に一致する型をで標準的な要素宣言を行う。交換ファイルの中では，xsi:type 属

性は，必須な型を表すために使用しなければならない。例 1 参照。 

b )  上位型の継承階層構造と一致する代替グループを備えたグローバルな要素を定義する。

グローバルな要素は要素宣言の中で参照しなければならない。例 2 を参照。 

c )  各上位型に選択グループを定義する。これらの上位型は，継承階層構造におけるそれぞ

れの型についての選択するべき要素宣言を含んでいる。選択グループは，要素宣言の中で

引用されなければならない。例 3 を参照。 

 A.5.2.8.3 に記述されたコピーの仕組みが使用された場合，c）のみが使用できるものとする。 

例 1  クラス Ex2 は，型が S1 である属性を定義する。S1 は，図 A.15 に定義された継承階層

との抽象的な上位型である。選択肢 a）： 

 Ex2 

+ use1 : S1 
 

図 A. 15 － 上位型の属性の例 
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<xs:complexType name="Ex2"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="use1" type="S1"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

交換ファイルで” xsi:type”の使用 

<Ex1> 

        <use1 xsi:type="S1"> 

            <attr1>42</attr1><attr1>43</attr1><attr1>44</attr1> 

            <attrB>true</attrB> 

        </use1> 

</Ex1> 

例 2  グローバルな代替要素の選択技 b）の使用： 

<xs:element name="S1" type="S1" abstract="true"/> 

<xs:element name="S2" type="S2" substitutionGroup="S1"/> 

<xs:element name="S3" type="S3" substitutionGroup="S1"/> 

<xs:element name="S4" type="S4" substitutionGroup="S2"/> 

<xs:element name="S5" type="S5" substitutionGroup="S2"/> 

<xs:complexType name="Ex2"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="use1"> 

   <xs:complexType> 

    <xs:sequence> 

     <xs:element ref="S1"/> 

    </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

  </xs:element> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

インスタンス 

<Ex1> 

        <use1> 

  <S3> 

          <attr1>42</attr1><attr1>43</attr1><attr1>44</attr1> 

   <attrB>true</attrB> 

  </S3> 

        </use1> 

</Ex1> 
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例 3  選択グループの選択技 c）に使用 

<xs:group name="S1"> 

 <xs:choice> 

  <xs:element name="S2" type="S2"/> 

  <xs:element name="S3" type="S3"/> 

  <xs:element name="S4" type="S4"/> 

  <xs:element name="S5" type="S5"/> 

 </xs:choice> 

</xs:group> 

<xs:complexType name="Ex2"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="use1"> 

   <xs:complexType> 

    <xs:group ref="S1"/> 

   </xs:complexType> 

  </xs:element> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 インスタンスは，正確に例 2 におけるインスタンスと同じになる。この手法の利点は，グ

ローバルな要素がないということである。 

A.5.2.10 抽象クラス（ ≪Abstract ≫ or abstract class ） 複製の仕組みを使用する場合，

抽象クラスは複合型宣言として表わしてはならない。単一継承を使用する場合，抽象クラス

は，”abstract”属性に正しくセットした A.5.2.5 による複合型定義に変換しなければなら

ない。 

A.5.2.11 外部型（≪ExternalType ≫） ステレオタイプ≪ExternalType≫のすべてのクラ

スは，XML スキーマの型の型である anyURI 型を制約する単純型か，NOTATION 型に写像しなけ

ればならない。 

例  

<xs:simpleType name="Modis"> 

 <xs:restriction base="xs:anyURI"/> 

</xs:simpleType> 

A.5.3  要素の特質の宣言（Property element declaration ） 

A.5.3.1  属性（Attribute ） 属性はクラスの特性を定義する。クラスの複合型宣言におい

て，属性は要素宣言に変換されるか，又は属性宣言に変換するものとする。既定時の規則と

しては，要素宣言に変換する。もしも属性が，多重度がゼロ又は 1 を持つ基本的な型である

ならば，それは属性宣言に変換してもよい。全ての他の属性は要素宣言に変換しなければな

らない。 

 既定時の規則は全ての属性だけでなく派生属性も変換することである。 

属性宣言は，名称と基本的なデータの型を持つ属性を定義する。属性の多重度は，表 A.４に

よるものとする。XML スキーマにおける属性宣言の省略時の多重度は，オプションである。 
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表 A. 4  － 属性についての多重度の対応付け 

UML  Optional Necessary attribute 

declaration 

1 

（default） 

false  Optional="false" 

0..1 True 

（default） 

 

 

 要素宣言は名称と型を持った要素を定義する。多重度は表 A.５によるものとする。既定時

の値は表の中で示されており，宣言する必要がない。そのかわりとして，最小値と最大値が

与えられる。 

表 A. 5  － 内容要素についての多重度の対応付け 

UML  MinOccu rs  MaxOccurs  Necessary element declaration  

1 

（default

） 

1  

（default） 

1 （default）  

0..1 0 1 （default） minOccurs=”0” 
0..* 0 Unbounded minOccurs=”0” 

maxOccurs=”unbounded” 
1..* 1 

（default） 

Unbounded maxOccurs=”unbounded” 

2..8 2 8 minOccurs=”2” maxOccurs=”8” 

 

例  データの型は UML で宣言される。”title”, "number" 及び”subExample”という三つの属性

を持っている。 "title" と"number" 属性は属性宣言へ変換することができ，一方 

"subExample" は複合型であり，要素宣言に割り当てるものとする。 

Example

+ title : CharacterString
+ number [0..1] : Integer
+ subExample[0..*] : Example

<<DataType>>

 

図 A. 16 － 属性の例 

 

既定時の要素宣言は以下を与える: 

<xs:complexType name=”Example” > 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="title" type="CharacterString"/> 

  <xs:element name="number" type="Integer" minOccurs="0"/> 

  <xs:element name="subExample" type="Example" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

この "title"と "number" は属性変換の規則によって変換すると， 
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<xs:complexType name=”Example” > 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="subExample" type="Example" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

 </xs:sequence> 

 <xs:attribute name="title" type="CharacterString" optional="false"/> 

 <xs:attribute name="number" type="Integer"/> 

</xs:complexType> 

A.5.3.2  関連（Association ） 関連は，二つのクラス間の一般的な関係を定義する。クラ

スのうちのひとつはソースクラスと呼び，もう一方はターゲットクラスと呼ぶ。ソースクラ

スのオブジェクトはターゲットクラスのオブジェクトへの参照を保持し，また逆も同様であ

る。 

・もしも関連が明らかでターゲットクラスがロール名によって特定されるならば，ソース

クラスに該当する複合型は，要素宣言を含まなければならない。要素名はターゲットクラ

スを特定するロール名でなければならない。その型は IM_ObjectReference 又は基本の型

でなければならないか，又は IM_ObjectReference で定義される属性を持つ。要素宣言は

表 A.5 による多重度を持つものとする。 

・もしも関連が明らかでソースクラスがロール名によって特定できるならば，ターゲット

クラスに該当する複合型は，要素宣言を含まなければならない。要素名はソースクラスを

特定するロール名でなければならない。その型は IM_ObjectReference 又は基本の型でな

ければならないか，又は IM_ObjectReference で定義される属性を持つ。要素宣言は表

A.5 による多重度を持つものとする。 

例  クラス A とクラス B との間の関連を定義する。一つのみのロール名が定義されているた

め，A のみが B について認識していることになる。 

 A B 
0..* 

+theB 

0..*  

図 A. 17 － 関連の例 

 

XLM スキーマ宣言は以下のとおり: 

<xs:complexType name="A"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name=”theB” type=”ref_B” minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="ref_B"> 

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

</xs:complexType> 

A.5.3.3  集約（Aggregation ） 集約は，集合体（全体）と全体を構成する一部分との間の

弱い関係を定義する。この結びつきは弱く，同時に二つ以上の集約を構成することができる。

このため，部分オブジェクトは二つ以上の集約オブジェクトによって共有してもよい。集約
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はこのため，一般的にはその部分に対する参照を保持するが，完全な占有状態にある場合は，

それぞれの部分を含んでもよい。 

・集約クラスに一致する複合型は要素宣言を含まなければならない。またその宣言の名称

は，部分クラスを特定するロール名に一致する。その要素の多重度は表 A.5 に従うものと

する。要素の型は IM_ObjectReference に基づくものとし，ゼロ又はひとつの要素を含ん

でもよい。その要素は部分クラスに一致する。  

・もしも関連が明らかでかつロール名によってターゲットクラスが特定できる場合，複合

型である部分クラスは，要素宣言を含むものとする。要素名は，集約クラスを特定する要

素名に一致するものとし，型は IM_ObjectReference に基づくものとする。要素宣言は表

A.5 に従う多重度を持たなければならない。 

例  集約クラスＣと部分クラスＤとの間の集約関連を定義する。クラスＣはロール名”theD”

によってクラスＤを定義する。クラスＤはロール名”theＣ”によってクラスＣを定義する。 

 D C 
1..* 1..* 

+theD 

1..* 
+theC 

1..*  
図 A. 18 － 集約の例 

 

<xs:complexType name="C"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="theD" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 

   <xs:complexType> 

    <xs:sequence> 

     <xs:element name="D" type="D" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

  

    </xs:sequence> 

    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

   </xs:complexType> 

  </xs:element> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="D"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="theC" type="IM_ObjectReference" minOccurs="1" 

maxOccurs="unbounded"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

A.5.3.4  合成（Composition） 合成関連は，合成（全体）とそれらを構成する部分との間

の強い「全体-部分」関係を定義する。ある部分がひとつのコンポジットオブジェクトの一部

分であるとき，固有の関係は強い。このため合成は個々の部分を含まねばならない。 

・合成クラスに一致する複合型は，要素宣言を含まねばならない。要素宣言では，名称は

部分クラスを特定するロール名に一致し，型は部分クラスの型に一致しなければならない。
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要素宣言は表 A.5 に従う多重度を持たねばならない。 

・部分クラスに一致する複合型は，要素名が合成クラスを特定していたとしても，要素宣

言を含んではならない。部分は常に合成クラスに含まれるためである。   

例  クラスＥとクラスＦとの間の合成を定義する。Ｅはターゲットロール名"theF"によって

Ｆを特定する。 

 E F 

2..8 

+theF 

2..8  
図 A. 19 － 合成関連の例 

 

<xs:complexType name="E"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="theF" type="F" minOccurs="2" maxOccurs="8"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

A.5.4  要素宣言 （Element declaration ） 

A.5.4.1  文書構造（Document structure ） GI 要素は交換ファイルの基底要素でなければ

ならない。GI は図 A.20 に示す，exchangeMetadata, dataset 及び update の三つの要素を持

つ。dataset と update 要素は識別子を持ってよいが，exchangeMetadata は持ってはならない。 

 GI 要素の属性は以下のとおりである: 

・version: CharacterString = "1.0" 

・timeStamp: DateTime 

・exchangeMode [0..1] : CharacterString 

 version 属性は“1.0”でなければならない。これは交換ファイルが地理情報標準のこの版

に適合していることを示す。この標準の修正版は，他の番号を持つことになる。Timestamp 属

性は，データを符号化した日時を示し，交換ファイルが生成した時を示す。exchangemode 属

性は，利用者が定義するものであり，その値は交換ファイルの前後関係や状態を表す。 

 

ExchangeMetadata 
<<DataType>> 

Dataset GI 
+ version : CharacterString = "1.0" 

+ timeStamp : DateTime 
+ exchangeMode [0..1] : CharacterString 

<<RootElement>> 

0..1 
+exchangeMetadata 

0..1 

0..1 

+dataset 

0..1 

Update 0..1 

+update 

0..1 

 

図 A. 20 － 文書構造 
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GI の宣言は以下に示す。 

<xs:element name="GI"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="exchangeMetadata" type="ExchangeMetadata" 

minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="dataset" type="Dataset" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="update" type="Update" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="version" type="CharacterString" use="required" 

fixed="1.0"/> 

  <xs:attribute name="timeStamp" type="DateTime" use="required"/> 

  <xs:attribute name="exchangeMode" type="CharacterString"/> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

A.5.4.2  データ集合とオブジェクト要素（Dataset and object elements ） クラスは一以

上の要素を持つ。その要素はオブジェクト要素と呼ばれる符号化オブジェクトであり，要素

として宣言しなければならない。 

・識別属性を用いる全ての複合型定義は，オブジェクト要素宣言のための候補である。あ

るものは独立オブジェクトとしては扱わないほうがよく，このため定義しないほうがよい。 

・要素名は型の名称又はタグ名と同じでなければならない。オブジェクト要素は局所的な

要素として又は全体の要素として宣言してもよい。省略時は局所的な要素である。 

・全てのオブジェクト要素は，Object という名称の選択グループにグループ化するものと

する。このため選択グループは，全体として宣言された要素を参照するか，局所的にオブ

ジェクト要素を宣言する。データ集合におけるオブジェクトを制約するためにこの選択グ

ループを用いなければならない。 

 
Dataset 

Object 

1..n 1..n 

 

図 A. 21 － オブジェクトを含むデータ集合 

 

例  A.5.2.8.3 の例では，オブジェクトグループはオブジェクト要素を定義する。Dataset の

型は，オブジェクトグループの unboundedsequence を参照する。このことは dataset が T1, 

T2, T3 及び T4 の四つの要素を持つことができることを示す。 
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<xs:complexType name="Dataset"> 

 <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

  <xs:group ref="Object"/> 

 </xs:sequence> 

 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType> 

<xs:group name="Object"> 

 <xs:choice> 

  <xs:element name=”T1” type=”T1”/> 

  <xs:element name=”T2” type=”T2”/> 

  <xs:element name=”T3” type=”T3"/> 

  <xs:element name=”T4” type=”T4"/> 

 </xs:choice> 

</xs:group> 

A.5.4.3  交換メタデータ（Exch a n ge metadata ） exchange metadata の型を図 A.22 に示

す。CI_Citation の型はメタデータから導入して再利用する。 

 ExchangeMetadata は デ ー タ 集 合 を 記 述 す る 情 報 を 持 た な け れ ば な ら な い 。

“datasetCitation”属性はデータ集合の起源を記述する。“matadataCitation”属性は，デ

ータ集合の適切なメタデータを参照する。“applicationSchemaCitation”属性は応用スキー

マを参照し，“configFileCitation”はコンフィグレーションファイルを記述する。

“encodingRule”合成は，データ集合を生成するための符号化規則を記述する。データ集合

が符号リストの属性を持つならば，“codeLists”合成を用いて，符号リストとその値を示さ

なければならない。 

 

CodeListValueFormat 

+ code 
+ value 
+ mix 
+ both 

<<Enumeration>> 

CodeListExtraction 
+ name : CharacterString 
+ source : URI 
+ extracted : DateTime 
+ format : CodeListValueFormat 

<<DataType>> 

EncodingRule 
+ encodingRuleCitation : CI_Citation 
+ toolName : CharacterString 
+ toolVersion [0..1] : CharacterString 

<<DataType>> 

ExchangeMetadata 
+ datasetCitation : CI_Citation 
+ metadataCitation [0..1] : CI_Citation 
+ applicationSchemaCitation [0..1] : CI_Citation 
+ configFileCitation [0..1] : CI_Citation 

<<DataType>> 

0..* 

+codeLists 

0..* 

1 +encodingRule 1 

 

図 A. 22 － メタデータ 

 

 EncodingRule クラスは，データ集合の生成に適用した符号化規則についての情報を持つ。
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“encodingRuleCitation”要素は符号化規則を記述する。“toolName” 要素はデータ集合を

生成するのに用いた符号化サービスのツール名称を持ち，“toolVersion”は版番号を示す。 

CodeListExtraction クラスは，“name”と“souruce“属性を用いてコード表を特定する。

また“format”属性は属性がコードを用いるか，又はコード表の値の部分を用いるかを示す。

これらはコードと値の両方を用いても，混合して用いてもかまわない。 

<xs:complexType name="ExchangeMetadata"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="datasetCitation" type="CI_Citation"/> 

            <xs:element name="metadataCitation" type="CI_Citation" 

minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="applicationSchemaCitation" type="CI_Citation" 

minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="configFileCitation" type="CI_Citation" 

minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="encoding" type="EncodingRule"/> 

            <xs:element name="codelist" type="CodeListExtraction" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

    <xs:complexType name="EncodingRule"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="ruleCitation" type="CI_Citation"/> 

            <xs:element name="toolName" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="toolVersion" type="CharacterString"/> 

        </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

    <xs:complexType name="CodeListExtraction"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="name" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="source" type="URI"/> 

            <xs:element name="timeStamp" type="DateTime"/> 

            <xs:element name="format" type="CodeListValueFormat"/> 

        </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

    <xs:simpleType name="CodeListValueFormat"> 

        <xs:restriction base="CharacterString"> 

            <xs:enumeration value="code"/> 

            <xs:enumeration value="value"/> 

            <xs:enumeration value="mix"/> 

        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 

A.5.4.4  U pdate  三つの更新プリミティブを図 A.23 に定義する。 

 
Update 

UpdatePrimitve 

1..n 

Delete 
+ uuidref : CharacterString 

Add Modify 

Object 
1 1 1 1 

  

図 A. 23 － 更新プリミティブ 

 

<xs:complexType name="Add"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:group ref="Object"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Modify"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:group ref="Object"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Delete"> 

        <xs:attribute name="uuidref" type="CharacterString" use="required"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:group name="UpdatePrimitive"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="add" type="Add"/> 

            <xs:element name="modify" type="Modify"/> 

            <xs:element name="delete" type="Delete"/>             

        </xs:choice> 

    </xs:group> 
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    <xs:complexType name="Update"> 

        <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 

            <xs:group ref="UpdatePrimitive"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:complexType> 

A.5.5  コア型（Core types ） 

A.5.5.1  オブジェクト識別子（Object identification ） IM_Object の型から全てのオブ

ジェクトの型を導かなければならない。これはインスタンスモデルで定義される IM_Object

クラスに一致する。IM_Object クラスはオブジェクトを識別するために使う二つの属性を定義

している。“id”属性はひとつの XML 文書の中で固有でなければならず，XML の“ID”データ

の型の意味に従わなければならない。“uuid”属性はひとつのアプリケーションの範囲の中

で普遍的に定義され，普遍的に固有な識別子を提供するために用いてよい。 

<xs:attributeGroup name="IM_ObjectIdentification"> 

 <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 

 <xs:attribute name="uuid" type="xs:string"/> 

</xs:attributeGroup> 

<complexType name=”IM_Object”> 

 <attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</complexType> 

A.5.5.2  オブジェクト参照（Object reference ） IM_ObjectReference の型は，オブジェ

クトを参照するために用いなければならない三つの属性についての表を定義する。“idref”

属性は，同一のデータ集合の XML 要素によって与えられるオブジェクトを参照するために用

いなければならない。“uuidref”属性はアプリケーション領域において，オブジェクトを参

照するために用いなければならない。名称サーバーは“uuid”の値を解決するために用いる

ことができる。“uuref”属性は，他のデータ集合に存在するオブジェクトを参照するために

用いなければならない。その表現は 5)で定義される URL を用いる。 

IM_ObjectReference の型のインスタンスは，与えられる三つの属性のうち，一つのみにしか

値をもつことができないものとする。 

<xs:attributeGroup name="IM_ObjectReference"> 

        <xs:attribute name="idref" type="xs:IDREF"/> 

        <xs:attribute name="uuidref" type="xs:string"/> 

        <xs:attribute name="uriref" type="URI"/> 

    </xs:attributeGroup> 

     <xs:complexType name="IM_ObjectReference"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

例 1  オブジェクト要素ｅは“id”と“uuid”属性について値を持つ。 

 <e id="i05" uuid="dce:F6A120B3"> … </e> 

例 2  要素 I は“idref”を用いて e を参照できる。 

 <l idref="i05"/> 
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例 3  I は uuidref 属性を用いて e を参照できる。 

 <l uuidref="dce:F6A120B3"/> 

例 4  また，I は外部の XML 文書との X ポインタ識別子を用いた関連づけによって，ｅを参照

できる。ここで “|i05”は“|id（i05）”の短縮したものである。 

 <l uriref="http://www.example.org/data.xml|i05"/> 

A.5.6 言語タグの仕組み（Language tagging mechanisms ） 二つのタグづけの仕組みがある。  

・ひとつめの仕組みは 指定された"xml:lang" 属性を使用するものである。指定された属

性"xml:lang"は，言語タグが必要な要素に対して，その属性として宣言されなければな

らない。"xml:lang"の仕組みは，要素の属性と内容に対し，ひとつの言語が使われてい

ることを示している。 

・二つめの仕組みは，ISO 10646 の言語タグを用いることである。もしも文字列の中で二つ

以上の言語を使用するならば，ISO 10646 plane14 の仕組みを使わなければならない。 

例  CharacterStringWithLanguageTag という名称の複合型を定義する。XML 名前空間を定義

する必要があることに注意しなければならない。 

<xs:complexType name="CharacterStringWithLanugageTag"> 

 <xs:simpleContent> 

  <xs:extension base="xs:string">             

   <xs:attribute ref="xml:lang"/> 

  </xs:extension> 

 </xs:simpleContent> 

</xs:complexType> 

A.5.7  符号化選択（Encoding choices ） スキーマ変換規則の中で，これまでは，選択グル

ープを変換規則の中に示すことを説明してきた。選択グループは記述が必須であり，この箇

条ではコンフィグレーションファイルへの登録方法について述べる。 

・命名方針について。省略時の命名方針は，XSD の中で要素の名称を宣言した時の応用スキ

ーマでの名称を用いるものとする。定義クラス，属性及びロール名に対する命名規則は，

ISO 19103 で与えられる。要素名の集合を定義することによって，ISO 19103 とは異なる

命名方針を使ってよい 

・独立オブジェクトについて。省略時は，オブジェクト要素として≪Type≫のステレオタ

イプを持つ全てのクラスを宣言するものとする。 

・XML スキーマの継承の仕組み及び複写について。単一継承を用いているならば，XML スキ

ーマの継承を用いてよい。そうでなければ，複写の仕組みを用いなければならない。適用

した仕組みについては，記述しておかなければならない。 

・置換の仕組みについて。コンフィグレーションファイルは，用いている置換の仕組みの

型について，表示しなければならない。 

・例外規則について。一般的な規則とは異なってクラスを割り当てるときは，その旨を記

述しなければならない。 

 コンフィグレーションファイルは，それぞれのクラスの要素とともに XML 文書に登録され

る。コンフィグレーションファイルは異なるクラスや特質をどのように置き換えなければな

らないかを明らかにするために用いられる。コンフィグレーションファイルはまた省略時の
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要素名称を変更する仕組みを規定する。 

参考  図 A.22 のメタデータのクラス図に示されるとおり，コンフィグレーションファイルを

作成した場合は，メタデータから参照されることが必要である。 

 

definition 
+ name : CharacterString 

cfg 
+ schemaName : CharacterString 
+ substitution : SubstAlternative 
+ inheritance : Boolean 
+ timeStamp : DateTime 

<<RootElement>> 

1..* 1..* 

enumeration codelist basicType 

objectType union list dictionary 

SubstAlternative 
+ xsitype  
+ substitutionElement 
+ SubstitutionGroup 

<<Enumeration>> 

dataType 

externalType complexType 

boundedTemplate 

simpleType 

structuredType 

substitutionGroup 

 

図 A. 24 － コンフィグレーションファイル:  頂点要素 

 

 cfg 要素は，要素定義を含む。cfg 要素は，スキーマ名称，継承が使われている場合の置換

の仕組み及びファイルのタイムスタンプ（ファイルが生成されたとき）についての情報を保

持する属性を持つ。異なる定義要素は以下の通りである 

・基本型。ステレオタイプが≪BasicType≫であるクラスを提供する。 

・コード表型。ステレオタイプが≪CodeList≫であるクラスを提供する。 

・列挙型。ステレオタイプが≪Enumration≫であるクラスを提供する。 

・オブジェクト型。オブジェクト型（ステレオタイプが存在しないか，又はステレオタイ

プが≪Type）であるクラス）を規定する。オブジェクト型は，応用スキーマと同じ名称を

持ち，応用スキーマのクラスの属性と関連に一致するプロパティのリストを持たなければ

ならない。独立属性は，このオブジェクトが独立オブジェクトでありうるかどうかを特定

する。このため，独立オブジェクトは分離した要素宣言を持たなければならない。タグの

属性は XML 名称と型を含む。また省略時の値はそれ自身のクラス名である。 

・データの型。≪DataType≫のステレオタイプのクラスを規定する。ステレオタイプのク

ラスは，応用スキーマのクラスやプロパティリストと同じ名称を持たなければならない 

・共用。≪Union≫のステレオタイプのクラスを規定する。応用スキーマのクラスやプロパ

ティリストと同じ名称を持たなければならない。 

・リスト。集合型，シーケンス型，バッグ型，循環型などの結合テンプレート型を規定す

る。 

・辞書型。辞書型である境界テンプレート型を規定する。 

・外部型。ステレオタイプが≪ExternalType≫であるクラスを規定する。 
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・代替グループ型。代替グループを規定する。具体的にインスタンス化できる下位型を持

つ上位型である。 

 

objectType 
+ independent : Boolean 

dataType 

structuredType 
+ supertype [0..1] : CharacterString 
+ tag [0..1] : CharacterString 
+ exception [0..1] : Boolean 

property 
+ name : CharacterString 
+ multiplicity : CharacterString 
+ rep : Representation 
+ dts : CharacterString 
+ attribute : Boolean 
+ tag [0..1] : CharacterString 
+ esd [0..1] : CharacterString 

1..* 1..* 

union 

Representation 
+ value 
+ reference 
+ both 

<<Enumeration>> 

 

図 A. 25 － コンフィグレーションファイル:  構造型 

 

 プロパティ要素はクラスの属性や関連を規定する。プロパティ要素は，関連のロール名又

は応用スキーマの属性と同様の名称をもつものとする。multiplicity 属性は，属性の多重度

を含むものとする。rep 属性は，次の三つの値を持つ。“value”は，インスタンスが dts 属

性の中で与えられる型の値の定義域からとられねばならないことを意味する。“reference”

は属性のインスタンスがオブジェクトを参照するときに，値として識別子を与えなければな

らないことを意味する。“either”は参照か値のどちらかであることを意味する。dts 属性は

応用スキーマのターゲットデータの型に一致する型の名称を含むものとする。もしも rep が

“reference”に等しいときは，dts のデータの型は，識別子を持った構造型でなければなら

ない。 

 list 
+ semantic : CharacterString argumentType 

<<BasicType>> 

1 1 

dictionary 

2 2  

図 A. 26 － コンフィグレーションファイル:  結合テンプレート型 

 

 

enumvalue 
+ value : CharacterString 

enumeration 

1..* 1..* 

codevalue 
+ code : CharacterString 
+ value : CharacterString 

codelist 

1..* 1..* externalType 
+ base : CharacterString 

 

図 A. 27 － コンフィグレーションファイル:  コードリスト型，列挙型，及び 外部型 

 

A.5.8  例：コンフィグレーションファイルと XS D  

A.5.8.1  序文  次の箇条では A.3.3 で与える，応用スキーマの例について，コンフィグレー
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ションファイルと XSD ファイルを示す。 

A.5.8.2  コンフィグレーションファイル（Configuration file ） 

<?xml version="1.0" ?> 

<!DOCTYPE cfg SYSTEM "cfg.dtd"> 

<cfg schemaName="Ex" inheritance="false" substitution="substitutionGroup" 

timeStamp="2001-05-31T15:13"> 

<objectType id="i1" name="C0" independent="true" tag="C0"> 

  <property id="i2" name="a1" multiplicity="0..1" rep="value" dts="Real" 

attribute="false" tag="a1"/> 

  <property id="i3" name="a2" multiplicity="0..*" rep="value" 

dts="CharacterString" attribute="false" tag="a2"/> 

  <property id="i4" name="a3" rep="value" 

dts="Dictionary_Integer_CharacterString_" attribute="false" tag="a3"/> 

  <property id="i5" name="role1" multiplicity="1..*" rep="reference" dts="C1" 

attribute="false" tag="role1"/> 

</objectType> 

<objectType id="i7" name="C1" independent="true" tag="C1"> 

  <property id="i8" name="a1" rep="value" dts="Integer" attribute="false" 

tag="a1"/> 

  <property id="i9" name="main" multiplicity="1" rep="reference" dts="C0" 

attribute="false" tag="main"/> 

</objectType> 

<objectType id="i10" name="C2" independent="true" tag="C2"> 

  <property id="i11" name="no_items" rep="value" dts="Integer" attribute="false" 

tag="no_items"/> 

  <property id="i12" name="pos" rep="value" dts="Point" attribute="false" 

tag="pos"/> 

  <property id="i13" name="part" multiplicity="0..*" rep="value" dts="C3" 

attribute="false" tag="part"/> 

</objectType> 

<objectType id="i14" name="C3" independent="true" tag="C3"> 

  <property id="i15" name="a1" rep="value" dts="Integer" attribute="false" 

tag="a1"/> 

  <property id="i16" name="main" multiplicity="1" rep="reference" dts="C0" 

attribute="false" tag="main"/> 

  <property id="i17" name="a2" rep="value" dts="Date" attribute="false" 

tag="a2"/> 

</objectType> 

<objectType id="i18" name="Point" independent="true" tag="Point"> 

  <property id="i19" name="position" rep="value" dts="DirectPosition" 
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attribute="false" tag="position"/> 

</objectType> 

<basicType id="i20" name="DirectPosition" base="CharacterString"/> 

<dictionary id="i21" name="Dictionary_Integer_CharacterString_"> 

  <argumentType name="Integer"/> 

  <argumentType name="CharacterString"/> 

</dictionary> 

<substitutionGroup id="i22" name="C1"> 

     <type name="C1"/><type name="C3"/> 

</substitutionGroup> 

</cfg> 

A.5.8.3  X S D   まず，以下の Ex.xsd ファイルがある。: 

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

<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!--PART 1 - Objects with identity--> 

    <xs:group name="Object"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="C0" type="C0"/> 

            <xs:element name="C1" type="C1"/> 

            <xs:element name="C2" type="C2"/> 

            <xs:element name="C3" type="C3"/> 

            <xs:element name="Point" type="Point"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <!--PART 2 - Type declarations--> 

    <xs:complexType name="C0"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="a1" type="Real" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="a2" type="CharacterString" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="a3" type="Dictionary_Integer_CharacterString_"/> 

            <xs:element name="role1" type="ref_C1" maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="theC2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:sequence minOccurs="0"> 

                        <xs:element name="C2" type="C2"/> 

                    </xs:sequence> 

                    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 
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        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="C1"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="a1" type="Integer"/> 

            <xs:element name="main" type="ref_C0"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="C2"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="no_items" type="Integer"/> 

            <xs:element name="pos" type="Point"/> 

            <xs:element name="part" type="C3" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="C3"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="a1" type="Integer"/> 

            <xs:element name="main" type="ref_C0"/> 

            <xs:element name="a2" type="Date"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Point"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="position" type="DirectPosition"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:simpleType name="DirectPosition"> 

        <xs:restriction base="CharacterString"/> 

    </xs:simpleType> 

    <xs:complexType name="Dictionary_Integer_CharacterString_"> 

        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

  <xs:element name="Integer" type="Integer"/> 

  <xs:element name="CharacterString" type="CharacterString"/> 
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   </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

    <xs:group name="C1"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="C1" type="C1"/> 

            <xs:element name="C3" type="C3"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <!--PART 3 - Object Reference types--> 

    <xs:complexType name="ref_C1"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_C0"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

</xs:schema> 

 つぎに応用スキーマ Ex_AS.xsd を得る。これは全てのファイルを結合する。 

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

<xsd:schema  

    targetNamespace="Ex"  

    xmlns="Ex"  

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

    version="1.0"> 

   <xsd:include schemaLocation="19103.xsd"/> 

    <xsd:include schemaLocation="19115.xsd"/> 

    <xsd:include schemaLocation="Ex.xsd"/> 

    <xsd:include schemaLocation="19118.xsd"/> 

</xsd:schema> 

 

A.6 インスタンス変換規則（Instance conversion rules ）  

A.6.1  X M L 文書構造（XML document structure ） この箇条ではインスタンス変換規則につ

いて，インスタンスモデルの中のオブジェクトを XML 要素へ一致するように変換する方法を

述べる。インスタンス変換の結果は，妥当な XML 文書である。このファイルは以下を含まな

ければならない。: 

・XML のバージョンと，オプションの符号化宣言。 

例 <?xml version="1.0" encoding="UCS-2" ?> 

・XSD ファイルに一致する名前空間への参照を行なう基底要素 

・XSD ファイルの宣言に一致する要素。 

 インスタンスモデルのオブジェクトを XSD ファイルの宣言に従って XML ファイルの要素に

変換する。 
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例  典型的な XML 文書は，以下の構造をもつ。Ex.xsd ファイルは，ターゲットの名前空間を

定義していないことに注意すること。 

<?xml version="1.0"?> 

<GI  version="1.0"  

  timeStamp="2001-06-07T23:59"  

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  xsi:noNamespaceSchemaLocation="Ex.xsd"> 

 <exchangeMetadata> ... </exchangeMetadata> 

 <dataset> 

  <objectElement id="o1"> … </objectElement> 

    ...  

  ... 

 </dataset> 

 <update> 

  <add> … </add> 

  <modify> … </modify> 

  <delete uuid="dcd:FD3243"/> 

 </update> 

</GI> 

A.6.2  オブジェクト（Object ） インスタンスモデルの中のオブジェクトは，その一致する

クラスと要素宣言に従って変換するものとする。要素の内容は，その内容要素でなければな

らない。独立オブジェクトは，id 属性の集合を持つものとする。 

 一般的には，個々のオブジェクトを要素として符号化し，オブジェクトのプロパティをオ

ブジェクト要素の内容要素として符号化する。原則として，要素はクラス名と同じ名称を持

つものとし，内容要素はそのプロパティと同じ名称を持つものとする。 

A.6.3  文字符号 （Character coding） XSD ファイルと XML 文書は，この標準によって規定

される文字の符号化体系に従うものとする。XML は“UTF-8”，“UTF-16”，“I S O -10646 -

UCS -2”及び“I S O -10646 -UCS- 4”のような，文字の全ての符号化体系を利用可能としている。

文字の符号化体系は，XML 文書の最初の文において定義するものとする。もしも符号化体系を

定義していない場合には，省略時の内容は“UTF-8”又は“UTF-16”に従う。 

例  

<?xml version="1.0" encoding="I S O - 10646 -UCS -2" ?> 

A.6.4  例（Example: XML encoding ） A.3.3 のインスタンスモデル，応用スキーマ，コン

フィグレーションファイル及び A.5.8 の XSD ファイルによって定義される例についての XML

の符号化を示す。応用スキーマに一致する XSD ファイルは，“Ex”と呼ばれるターゲットの

名前空間を定義する。 

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

<ex:GI 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

    xmlns:ex="Ex" 
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    xsi:schemaLocation="Ex Ex_AS.xsd"  

    timeStamp="1999-05-31T13:20-05:00"  

    version="1.0"> 

 <dataset> 

    <C0 id="o1"> 

        <a1>2.14</a1> 

        <a2>A</a2><a2>list</a2><a2>of</a2><a2>strings</a2>  

        <a3><Integer>1</Integer><CharacterString>one</CharacterString> 

            <Integer>2</Integer><CharacterString>two</CharacterString> 

            <Integer>3</Integer><CharacterString>three</CharacterString> 

        </a3> 

        <role1 idref="o8"/><role1 idref="o5"/> 

    </C0> 

    <C0 id="o2"> 

        <a2>a</a2><a2>b</a2><a2>c</a2> 

        <a3> 

            <Integer>1024</Integer><CharacterString>1KB</CharacterString> 

            <Integer>2048</Integer><CharacterString>2KB</CharacterString> 

        </a3> 

        <role1 idref="o3"/><role1 idref="o6"/><role1 idref="o7"/> 

    </C0> 

    <C1 id="o3"> 

        <a1>255</a1> 

        <main idref="o2"/> 

    </C1> 

    <C1 id="o8"> 

        <a1>255</a1> 

        <main idref="o1"/> 

    </C1> 

    <C2 id="o4"> 

        <no_items>1</no_items> 

        <pos id="p"> 

            <position>235553 3553234 32</position> 

        </pos> 

        <part id="o7"> 

            <a1>20</a1> 

            <main idref="o2"/> 

            <a2>2000-02-25</a2> 

        </part> 

    </C2> 
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    <C3 id="o5"> 

        <a1>20</a1> 

        <main idref="o1"/> 

        <a2>2000-02-21</a2> 

    </C3> 

    <C3 id="o6"> 

        <a1>30</a1> 

        <main idref="o2"/> 

        <a2>2000-12-31</a2> 

    </C3> 

</dataset>  

</ex:GI> 
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附属書 B  （参考） 抽象試験項目群 

 

B.1 序文  この標準への適合を求める符号化サービスは，この付属書 A の規約に示される要

件を満たさねばならない。符号化規約は，符号化サービスの能力を記述する。   

 ２種類の符号化サービスがある。固有型は，ひとつ以上の固有の応用スキーマに対応する。

一般型符号化サービスは任意の応用スキーマに対応する。符号化サービスは適合性レベル 1

に適合しなければならない，また適合性レベル 2 に適合してもよい。  

 適合性レベル１に対応した符号化サービスは，B.2 の全ての要件に対応する符号化規則を持

つ。適合性レベル 2 に対応する符号化サービスは，付属書 A で述べた XML に直接基づいた符

号化規則を持つ。適合性レベル 2 に対応する符号化サービスは，B.2 だけなく B.3 の要件にも

対応するものとする。 

 この抽象試験項目群は，以下で定義する二つの抽象試験を構成する。 

 

B.2 適合性レベル 1  一般符号化要件 

a ） 試験目的 符号化規則が一般符号化規則の要件に合致しているか検証する。 

b ） 試験方法 本体の 8.に対して符号化規則を検査し，全ての要件に合致していることを調査

する。 

c ） 参照 6.，7.及び 8. 

d ) 試験種類 能力の試験 

 

B.3 適合性レベル 2  

B.3.1  応用スキーマ  

a ） 試験目的  符号化規則が UML で記述されている一つ以上の応用スキーマによって形成さ

れていることを検証する。また付属書 A に従って XML スキーマを記述できることを検証

する。 

b ） 試験方法 試験対象の応用スキーマを特定し，符号化サービスが応用スキーマを処理す

ることを検証する。また符号化サービスから生成する XML スキーマを検証し，変換規則

に基づいていて正当な XML スキーマを生成することを検証する。 

c ） 参照 6.，7.及び 8. 

d ） 試験種類 能力の試験 

B.3.2  インタフェース  

a ） 試験目的 ISO 19119 に適合したインタフェースを，符号化サービスが規定していること

を検証する。 

b ） 試験方法  符号化サービスのインタフェースを検証し，それらが ISO 19119 にしたがっ

て記述されていることを検証する。 

c ） 参照 ISO 19119  

d） 試験種類 能力の試験 

B.3.3  データ構造 

a ） 試験目的  符号化サービスが標準に適合して XML 文書を生成し，読み込むことができる

ことを検証する。 
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b ） 試験方法 データが応用スキーマのデータ構造やインスタンスモデルに割り当てられる

ことを検証し，また変換規則が正確に適用されていることを検証する。これらは XML 文

書の一部分の検証と，XML 文書を読み込むための一般的な XML 処理プロセッサを使用する

ことによって実施する。 

c ） 参照 附属書 A 

d ） 試験種類 基本的な試験 

B.3.4  試験データ 

a ） 試験目的 応用スキーマに付随する試験データを，符号化規則が生成したり読み込むこ

とができることを検証する。応用スキーマは，抽象データ集合と，抽象データ集合に基

づいて生成された正確な XML 文書から構成される試験データと関連していなければなら

ない。 

b ） 試験方法 抽象データ集合を用いて，インスタンスモデルを一般化し，XML 文書を生成す

る。この文書が理論的に応用スキーマの試験データと等価であるかを比較する。試験デ

ータを読み込み，結果であるインスタンスモデルと比較する。もしもデータの二つの型

の間に不一致があったとき，試験は失敗である。文字データが変換時に失われていない

ことを検証する。 

c ） 参照 附属書 A 

d ） 試験種類 変換の真偽試験 
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附属書 C  （参考） 拡張可能マークアップ言語 （XM L ） 

 

C.1 序文 この附属書では，XML とこの標準の論理的背景について短い紹介をおこなう。 

 XML はオープンで，プラットホームやベンダと関連しない規格である。XML は ISO 10646，

及び Unicode の国際文字セット規格をサポートする。XML 規格は，プログラミング言語や API

に対して中立である。一連の XML API は，プログラマに XML の統合，アクセスの選択方法及

び調査方法を伝えるために利用できる。XML のタグ構造と逐語的な文法は，HTML と同様可読

性が高く，構造化された情報の伝達に適している。今後ツール群が増加し，XML 開発に利用可

能となる。 

 

C.2 拡張マークアップ言語 

C.2.1  一般  拡張可能マークアップ言語（XML）は，ISO 8879 :1986 国際規格マークアップ

言語（SGML）のサブセットである。XML は，実装の容易さ及び SGML と HTML の相互運用のため

に設計された。それは，構造化された情報をウェブにもたらすように設計されているフォー

マットであり，有効な電子情報交換のための言語である。 

 XML は，［World Wide Web Consortium 4)］によって維持されるオープン技術である。 

 XML は，XML 文書と呼ばれるデータオブジェクトのクラスを定義する。XML プロセッサと呼

ばれるソフトウェアモジュールは，XML 文書を読み，それらの内容と構造へのアクセスを行う

ために使われる。XML 文書は，HTML における<title></title>のタグのように，各々が開始と

終了を構成するタグペアから成る。タグペアは，文字列又は，他のタグペアを含んでもよい。

タグペアは，要素と呼ばれる。その高度なリンク能力で，XML は，多種多様な情報構造を符号

化できる。どのようにタグが構造化されるかを指定する規則は，Document Type Declaration

（文書型宣言），又は，DTD と呼ばれる。代わりに，XML Schema は，規則を与えるために用

いることができる。その点において，XML は UML と類似しており，宣言的モデル（DTD）とイ

ンスタンスモデル（XML 文書）を持つ。HTML において，書き手が HTML DTD で指定されたタグ

のみ使用を許す場合，DTD は事前に指定される。一方 XML においては，書き手が自身のタグ構

造を用いて自身の DTD を作成できる。 

 XML 文書は特徴の上から，整形式 XML 文書と検証済み XML 文書に分類される。XML 規格に従

い，開始タグと終了タグによって境界を定められ，相互の中に適切に入れ子し，また唯一の

基底要素と任意の数の内容要素を含むならば，XML 文書は整形式である。XML 文書が整形式で

ありまた，DTD に従うならば，検証済み（XML 文書）である。XML プロセッサは，非検証済み

にも検証済みにもなり得る。それは非検証済み XML プロセッサのみが XML 文書が整形式であ

るかどうかをチェックすることを意味する。検証済み XML プロセッサは，XML 文書がその DTD

に適合するかチェックする。 

C.2.2  X M L 要素（XML element ） XML 文書の論理的構造は，適切に入れ子された XML 要素と

実体参照から成る。XML 要素は，属性と内容を持つことができる。要素は，要素の属性，内容

及び終了タグを含みうる開始タグを常に持っている。その内容は，空，一連の要素，要素の

代替リストのうちの一つ，要素の繰返し，プレーンテキスト又は混成要素，及びテキストデ

ータをとることができる。以下は内容としての属性やプレーンテキストなしで Road と呼ばれ

る単純 XML 要素の例である: 
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 <Road>Route 66</Road>  

 ここで，“<Road>”が開始タグ，“Route 66”が要素の内容，及び“</Road>”が要素の終

了タグであることがわかる。さらに複合的な XML 要素は，内容としての属性と二つの要素を

持つ要素である: 

 <Person id="convenor1"> 

  <FirstName>John</FirstName> 

  <LastName>Smith</LastName> 

 </Person> 

 ここでは，Person と呼ばれる，“convenor1”という値の属性 id を持った XML 要素がある。

Person 要素の内容は，FirstName と LastName と呼ばれるふたつの XML 要素を持ち，その内容

はプレーンテキストである。 

 XML 要素は，XML 文書の他の要素や特別な目的の XML 属性を使うことによって外部リソース

を参照できる。これらの XML 要素は，リンク付け要素と呼ばれる。リンク付け要素は，

Uniform Resource Identificator（URI）参照によってターゲットへ向かう。これらの特別

な目的の XML 属性を持つ XML 要素の宣言は，XML プロセッサに対する作用を示す。特別な目的 

XML 属性の概要は，次箇条を見ること。 

 他の XML 文書を示す XML 要素の例である: 

 <Reference xml:link="simple" href="http://www.example.org/AnnexA.xml">See Annex 

A</Reference> 

 特別な目的属性の xml:link は，これがリンク付け要素であることと，属性の href の値が

別の XML 文書を示す URI であることを示す。 

C.2.3  X M L スキーマ（XML Schema ） XML の DTD メカニズムは，意味表現が欠如しているた

め評価が低い。パラメタ化された実体を多用することによって，多くの DTD が読みにくくな

った。XML Schema は，この問題を解決するために開発された。XML Schema は，XML 文書の許

された要素，及び，構造を定義する XML 文書である。XML Schema は，XML の型機構を著しく

拡張する。型は，要素の内容モデルを定義するために利用できる。型は，型要素を用いて宣

言する: 

<complexType name="RoadType" type="string"/> 

 この型の要素は，テキストコンテント（内容）モデルを持つ。#PCDATA を使わなければな

らない代りに，非常に豊富な型の集合からの選択が可能である。この新しい型は，それから

要素を宣言するために利用できる: 

<element name="Road" type="RoadType"/> 

 豊富な内容モデルを持つ要素は，名前なしの型によって定義する: 

<element name="parent" > 

 <complexType> 

  <sequence> 

   <element name="c1" type="integer"/> 

   <element name="c2" type="date" minOccurs="0"/> 

   <element name="c3" type="RoadType" maxOccurs="*"/> 

   <element name="c4" type="float" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
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  </sequence> 

 </complexType> 

</element> 

 ここで親要素は，一連の四つの要素を含む，C1 は一度現れるものとし，Ｃ2 は現れるかも

しれない，Ｃ3 は一回以上現れる，Ｃ4 は 0 回か複数回現れてよい。 

子要素の選択による要素は，次のとおりに宣言される: 

<element name="car_part" > 

 <complexType> 

  <choice> 

   <element ref="door"/> 

   <element ref="wheel" /> 

   <element ref="engine" /> 

  </choice> 

 </complexType> 

</element> 

 “car_part”要素は，選択順位を有する要素群を含む。 

 このように，car_part インスタンスは，三つの要素，“door”，“wheel ”又は

“engine”のうちの一つを含む。同様に，要素宣言の“ref”属性に注目すると，これは，ス

キーマ上の他で既に定義される要素を参照する。属性は，タイプ定義で同様に指定できる。 

<complexType name="point"> 

 <attribute name="id" type="ID"/> 

 <attribute name="dim" type="NMTOKEN" default="twoD"> 

  <enumeration value="oneD"/> 

  <enumeration value="twoD"/> 

  <enumeration value="threeD"/> 

 </attribute> 

 <attribute name="x" type="double"/> 

 <attribute name="y" type="double"/> 

 <attribute name="z" type="float" minOccurs="0"/> 

</complexType> 

 ここでは，型“point”のために五つの属性を定義した。Dim 属性は三つの値を持つ列挙型

であり，省略時の値は“twoD”，“z”属性は任意である。 

C.2.4  ドキュメント型宣言 （DT D ） ドキュメント型宣言（DTD）は妥当な XML 要素，その構

造，及び XML 文書のクラス毎に用いることができる XML 実体を宣言する。XML 文書は，XML 文

書のヘッダ情報の一部と定義された個別のファイルか，内部の DTD サブセットにおいて定義

された外部の DTD サブセットを持つことができる。XML 文書が外部のサブセット及び内部のサ

ブセットを含むならば，内部のサブセットは，外部のサブセットの前に発生すると考えられ

る。次の DTD 宣言において，XML 文書のインスタンスがどのように見えるか例をあげる。 

 XML 要素は，特別な DTD 開始タグ“<!ELEMENT>”を用いて宣言する: 

<!ELEMENT Road （#PCDATA）> 
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 <Road>Route 66</Road> 

 ここでは，内容モデルとしてテキストを持つ，Road と名づけられた XML 要素を定義する。

“#PCDATA”という XML 予約キーワードが，これを示す。“#PCDATA”は parsed character 

data（文字データの構文解析）の省略である。内容モデルは，空，連続又は特殊な子要素の

選択，要素のあらゆる結合の選択，又はテキスト，及び特殊な子要素の混成である。多重演

算子は子要素の生成を認める記述に用いることができる。多重演算子は出現回数が，0 又は 1

の場合に（?），1 以上のときは（+），0 以上に対しては（*）である。多重演算子のない場

合は，子要素が 1 回だけ出現しなければならないことを意味する。多重演算子の使用の例を

以下に示す: 

<!ELEMENT parent （ c1, c2?, c3+, c4* ）> 

 <parent> 

  <c1> ... </c1> 

  <c3> ... </c3> 

  <c3> ... </c3> 

  <c4> ... </c4> 

 </parent> 

 親 XML 要素は，この固有の順序で四つの子 XML 要素 c1，c2，c3，及び c4 を含む｡要素 c1

は，常に発生しなければならず，c2 は任意の数，一つ以上の c3 要素，及び０以上の c4 要素

である。例では，c1 は一つ，c2 はなし，c3 は二つ，及び c4 は一つの要素を示す。 

子要素の選択による XML 要素は，次のように宣言する: 

<!ELEMENT car_part （door | wheel | engine）> 

 <car_part> 

  <wheel> ... </wheel> 

 </car_part> 

 ここで，car_part 要素は，door，wheel 又は engine のどれかひとつの子要素を含むことが

できる。 

 混成内容モデルは，文字と特定の子要素の混在を可能とする: 

<!ELEMENT mp （#PCDATA | Road）*> 

 <mp>Here we can mix text and Road elements. <Road>E6</Road> See!</mp> 

 ANY キーワードは XML 要素の内容モデルが，任意である事を指定する： 

<!ELEMENT p ANY> 

 <p>Anything goes <Road>E6</Road>here<tag/>!</p> 

 XML 要素が空を宣言すると，終了タグは不要となる。開始タグの終わりのスラッシュによっ

てこれを示す。 

<!ELEMENT tag EMPTY> 

 <tag/> 

 XML 要素は，属性を持つことができる。XML 属性リストステートメントにおいて属性を宣言

する。XML には，文字データ，トークン型及び列挙型の三つの属性型グループがある。リスト

内の属性の名称と関連している#REQUIRED ステートメントは必須を意味し，#IMPLIED ステー

トメントは任意を意味する。同様に，既定値を属性に与える事も可能である。属性リスト構
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造のなかで属性を宣言する: 

<!ELEMENT point EMPTY>  

<!ATTLIST point 

 id ID #REQUIRED 

 dim （oneD | twoD | threeD）  #IMPLIED "twoD" 

 x CDATA #REQUIRED 

 y CDATA #IMPLIED 

 z CDATA #IMPLIED> 

  

 ここでは point と名づけられた XML 要素を定義した。point は五つの属性の属性リストを持

つ。id と呼ばれる属性はトークン型の ID を持ち，id は必須である。 

 dim 属性は列挙型であり，三つのうち一つの妥当な値をもつ。この属性は，暗黙のものであ

るが，“twoD”の既定値を持つ。x，y 及び z 属性はすべて“CDATA”型である。CDATA は

character data の省略である。XML は決して数値型データを持たないので，座標値は文字型

に変換しなければならない。ｘだけが必要とされることに気をつけること。この XML 要素の 

二つのインスタンスは，以下のとおりである。 

 <point id="i01" x="12300" y="234"/> 

 <point id="i02" dim="threeD" x="123456" y="-234567" z="50"/> 

 id が“i01”である最初のインスタンスについて，この点が二次元であることを示し明白に

あたえる必要のない，暗黙の次元の既定値を使うことができる。２番目のインスタンスは，

すべての属性が満たされている。 

 トークン属性型は認められた文字に次のような特別な制限を持っている。 

表 C. 1  － DTD 属性型 

XML Type Semantics 

ID 詳述されるのであれば，要素に対する識別子は XML 文書において一

意でなければならない。識別子の値は常に，“_”又は“:”の文字

で始めなければならない。XML 要素は ID 型の属性をひとつだけ持

つことができる。 

IDREF XML 文書における XML 要素の参照。その値は，現存する XML 要素に

おけるタイプ ID の属性値と一致しなければならない。 

IDREFS 一つ以上の XML 要素への参照。値はスペースで区切られ，存在する

XML 要素 ID に対応しなければならない。 

ENTITY 外部実体への参照。値は正当な実体名称でなければならない。 

ENTITIES 任意の数の実体名称への参照，ここでの実体名称はスペース区切

り。 

NMTOKEN NMTOKEN（名称トークン）は任意の文字の混合。 

NMTOKENS スペースによって区切られた，任意の数の NMTOKEN。 

 

 幾つかの属性は XML 特有のものであり，予約された名称や定義の明確な意味を持つ。

xml:lang 属性は，XML 要素及び xml:space において使用される言語が要素の中で，どのよう
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に空白を扱うかを示すために用いることができる。 

 

表 C. 2  － XML 属性の二つの特別な目的 

Attri

bute 

name 

XML Type Semantics 

Xml:l

ang 

NMTOKEN XML 文書における任意の要素の，内容及び属性値で使われた言

語を特定するために文書に挿入できる特別な属性。しかし，実

際の要素の属性リスト仕様において定義されなければならな

い。 

Xml:s

pace 

（ default | 

preserve） 

要素内に空白スペースを保持するかどうかを表す特別な属性。 

 

C.2.5  リンク付け要素（Linking element ） リンクづけ要素は，xml:link と指定された指

名属性の使用と付随した属性の集合に基づいて認識される。これは，［XML XLink 仕様書

7)］で説明されている。リンクは，URI や IDREF でしばしば表されたデータオブジェクトの二

つ以上のデータオブジェクト間又は部分間の明白な関係である。リンクは，二つ以上のデー

タオブジェクト間の明確な関係であり，又 URI 若しくは IDREF によって表されるデータオブ

ジェクト間の明確な関係である。リンクづけ要素の内容は，ローカルリソースと呼び，一方

リンクのターゲットは，遠隔リソースと呼ぶ。遠隔リソースは，locator（ロケータ）という

文字列で認識される。ロケータ値は，Uniform Resource Identifier（URI）かフラグメント

識別子のどちらか若しくは両方を含むことができる。ロケータの文法は，最初に URI，次にコ

ネクタ（“#”又は“|”），最後はフラグメント識別子の順番である。URI は遠隔リソース，

フラグメント識別子は遠隔リソースにおけるサブリソースで記述する。XML 文書内で示される

フラグメント識別子は，Xpointer［8］でなければならない。コネクタが“#”であれば，こ

れは遠隔リソースが全体として転送されるためのものであり，サブリソースを引き出すため

の Xpointer 処理がクライアント上で実行可能であることを示す。コネクタが“|”であれば，

処理モデルが指名されたリソースにアクセスするために使えるかどうかは示していないこと

になる。 

 次の情報は，リンクとそのリソースに関連づけることができる：その情報とは，リンク付

けを行う遠隔資源を特定するための 1 以上のロケータ（ロケータがそれぞれの遠隔リソース

のために必要である），リンクの型，遠隔リソースの型，及びローカルリソースの型である。

以下はリンク付け要素の例である。 

 <link xml:link="simple" href="http://www.example.org/data.xml|id（i005）" >This 

is the local resource</link> 

 link と呼ばれるリンク付け要素があり，二つの属性の xml :link と href を持つ。

xml :link は，簡潔なリンク付け要素であり，一方 href は遠隔リソースの識別ロケータを有

することを示す。ロケータは“http://www.example.org/data.xml”という URI と，コネク

タ“ | ”，そして Xpointer 内のフラグメント識別子“id（i005）”から構成されている。

Xpointer の仕様におけるショートカットの定義として，直接“i005”を使うこともできる。
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リンク付け要素の内容はローカルリソースである。以下は他の結合の例である。 

 <link xml:link="simple" href="|id500">This link points to an element within the 

document with an attribute of type ID with value "id500"</link> 

 <link xml:link="simple" href="xdata.xml">This link points to an XML 

document</link> 

 XLink 仕様は，次の属性を定義する: 

表 C. 3  － XLink 属性 

Attribute 

name 

XML Type Semantics 

xml:link CDATA 要素がリンク付け要素として機能することを示す特別予約

属性である。正当な値は simple，extended，locator，

group 又は document である。単純リンクのみを使用する

こと! 

Href CDATA 要素をリンクする際の href 属性の値は，リソース確認の

ロケータを含む（例えば,URI‐参照や XPointer 仕様によ

る）。 

Inline （true | false） inline 属性はリンク付け内容の最初の部分を指定する。

リンクは inline 又は out-of-line のどちらかである。

Inline の場合は文書の内に，out-of-line の場合は文書

の外にある。 

Role CDATA Role 属性もまた，リンクの意味の一部を指定する。この

属性の値はリンクの手段である応用ソフトウエアを特定す

る。種類の異なるリンクに対し，異なるシンボルを説明す

るための応用ソフトウェアを認めるものである。 

Title CDATA 遠隔リソースを利用者に示すタイトルである。 

Show (embed | replace | 

new) 

リンクが表示や処理のためにトラバースされる時に，Show

属性は，利用のための振る舞いの方針を示す。embed 値は

指名されたリソースが，リソース本体のトラバースを始め

た場所に埋め込まれることを示す。Replace 値は，指名さ

れたリソースがトラバースの始まったリソースと入れ替わ

ることを示す。new 値は指名されたリソースが新しい状況

において，表示又は処理されることを示す。 

actuate (auto | user) Actuate 属性は，リンクのトラーバスが発生するべき時期

に関する方針を表すために使用する。auto 値はリソース

が自動的にトラバースされることを示す。User 値はリンク

が使用者の要求によってのみトラバースされることを示す。 

 

C.2.6  X M L エンティティ（XML entity ） XML エンティティはテキスト置換のメカニズムで

ある。XML 実体により，読取がより簡単で記述がより迅速な XML 文書を作ることができる。次

に，“p”要素で使われる“XML”と名づけられた XML エンティティを定義する。 

<!ENTITY XML 'Extensible Markup Lanuage'> 
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<!ELEMENT p （#PCDATA） > 

 <p>This is written in XML （&XML;）.</p> 

 <p>要素におけるエンティティ参照“&XML;”は，参照がエンティティのテキストに置き換

わることを示す。 

 XML として解析されるテキストエンティティのみが XML 文書において直接参照されることが

できる。 

 XML エンティティは，テキストとバイナリエンティティに分類される。 

バイナリエンティティは，検証済み XML を含まず，XML 要素の ENTITY 型の属性で参照を受け

なければならない。ここに my.sign と指定された外部のバイナリエンティティを定義し，

image 要素の s r c 属性で参照を定義する。 

<!ENTITY my.sign SYSTEM "image/signature.gif" NDATA GIF> 

<!ELEMENT pi ANY> 

<!ELEMENT image EMPTY> 

<!ATTLIST image 

 src ENTITY #REQUIRED > 

 <pi>This is my signature: <image src="my.sign"/></pi> 

 また，内部エンティティと外部エンティティの間にも区別がある。内部エンティティは，

エンティティ宣言の一部として関連した値を持つ。外部エンティティは，物理的記憶装置

（ファイル名）に名前を関連付ける。 

 上の“my.sign”エンティティは外部エンティティの例であり，そして“XML”エンティテ

ィは内部エンティティの例である。 

 パラメタエンティティと呼ばれる DTD のみで使われる特別な構造がある。パラメタエンテ

ィティは，一般に発生するテキスト構造のためのショートカットとして使用される。パラメ

タエンティティ宣言は，エンティティ名称の前のスペースに続く“%”記号の使用を除いたエ

ンティティ宣言と似ている。パラメタエンティティが DTD を読み込む時，パラメタエンティ

ティは XML プロセッサによるテキストに置き換えられる。“Boolean”と呼ばれるパラメタエ

ンティティの宣言と使用例を次にあげる。 

<!ENTITY % Boolean '（ true | false ）' > 

<!ELEMENT my_Boolean_element EMPTY> 

<!ATTLIST my_Boolean_element %Boolean; > 

C.2.7  文 字 の 符 号 化  XML 文書は，この標準によって規定する文字符号指定法に従う。XML 文

書が外部参照する文書で，参照元の文書と異なる文字符号指定法を用いてもよい。すべての

XML プロセッサは，最低限 ISO/IEC 10646 に規定された符号である，UTF-8 と UTF-16 が使用

できなければならない。UTF-8 又は UTF-16 以外の符号を用いている文書は，符号の宣言で始

まらなければならない。 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-10646-UCS-2" ?> 

 XML 勧告に従うならば，以下の値を使用できる。 

・ISO/IEC 10646 及びユニコード（UNICODE）に基づいた符号化“UTF-8”，“UTF-16”，

“I S O- 10646- UCS - 2”及び“I S O -10646 -UCS- 4”を用いることができる。XML文書をUCS-2

で符号化しているなら，適切な符号化署名（バイト順序符号：16進表記でFEFF）で始め
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なければならない。 

・I S O/IEC 8859 に基づいた：“I S O -8859 -1”，“ISO -8859- 2”， ... ，“I S O -8859- 10” 

を使用してもよい。 

・JIS X - 02 08 -1997のさまざまな符号化:“I S O -2022-J P”, “Shift_JIS”及び“EUC-JP”

を使用してもよい。 

参考：原国際規格案では「This is restricted to ”UTF-8”,”UTF-16”,”I S O -10646- UCS2 ” 

and ”I S O -10646 -UCS- 4 ” in this International Standarts 」の記述があるが，これは

NormativeであるA.6.3に記述がなく，競合している。このためC.2.7の記述は誤りであるとみ

なすものとした。 

 どのような文字符号指定法を用いた場合でも，文字番号を引用することにより，ISO/IEC 

10646 の中のどのような文字にも参照付けを行なってもよい。若しくは，問題となっている文

字を表す文書を定義してもよい。文字を直接参照するには，10 進数値表現，若しくは 16 進数

の参照による。16 進数の参照による小なり記号“<”は， 

&#x3C; 

である。 

10 進数値表現によって同じ記号を表すと， 

&#60; 

である。 

C.2.8  X M L 文書ヘッダ  XML 文書はすべて，これが XML 文書であること，及び XML 標準のど

のバージョンであるかを明示する処理指示で始めなければならない。UTF-8 でも UTF-16 でも

ない場合は文字符号化に関する情報が，さらにヘッダに含まれていなければならない。次に

例を示す。 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-10646-UCS-2" ?>.  

下記を文書タイプの要素宣言とする。 

      <!DOCTYPE top SYSTEM "root.dtd" [ 

 <!ELEMENT bot EMPTY> ] > 

 これは，外部サブセットと内部サブセット DTD の両方の文書タイプ要素宣言を持つ。外部

サブセット DTD は別ファイルになっているのに対して，内部サブセット DTD は，この XML 文

書に含まれている。元となる XML 要素は top と名付けてあり，“root.dtd”ファイル中で定

義した外部 DTD サブセットに定義する。内部 DTD サブセットはひとつの bot と名付けられた

XML 要素として定義する。 

C.2.9  その他  XML コメントは，他のマークアップの内部以外なら，文書のどこにあっても

よい。コメントは文書の文字データの一部ではない。コメントは“<!--”で始まり，“--”

を除くあらゆる文字を含んでもよく，“-->”で終わる。コメントの例を示す。 

 <!-- This is a comment. --> 

 すべてのXML文書では，マークアップもテキストも，大文字と小文字を区別する。これは，

SGML及びHTMLと異なっており，非ラテンアルファベット文字を使用できるようにし，大文

字・小文字の問題を回避するために導入した。つまり，要素名も属性名もすべて大文字と小

文字を区別する。下記の要素は異なっているため，一つのXML文書の中で使用してもよい。 

 <road>This is a road element</road> 
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 <Road>This is a Road with a capital R</Road> 

C.2.10 他の X M L 規格 元になっている XML 規格は，多くの基本となる規格と関連している。

最も適切な規格は，この箇条に記述する。 

 リンクとは，二つ以上のデータオブジェクトやその部分間の明示的な関係である。リンク

はXML文書中のIDREFメカニズムと，XLink及びXpointer仕様を併用して，XML要素上の属性に

より構築することができる。［XMLリンク言語 7)］，及び［XMLポインタ言語 8)］によって，

構築するXML文書の外部と内部オブジェクトの間のリンクを定義できる。 

 XLinkは，さらに複雑な他のリンク手法の中で，個別のXML文書中にあるオブジェクト間の

単純な一方向のハイパーリンクを作成するために使用する。それに対して，XPointerは要素，

文字列，及びXML文書の他の部分への参照のようなXML文書内の内部構造を指し示すために使

用する。 

 XML 中の［名前空間仕様 3)］は，URI 参照によって識別する名前空間に関連付けることに

より，XML 文書の中で使用する要素や属性名を限定する単純な方法を提供する。XML 名前空間

は，URI 参照によって識別し，要素型や属性名として XML 文書の中で使用する，名前の集合で

ある。XML 文書では，異なる DTD に同名で異なる意味を持った複数の DTD の XML 要素，及び属

性を混用してもよい。これを可能にするためには XML 要素，及び属性の両方に使用できる名

前を使用する。どちらにでも使用できる名前は，局所的な名前が後続する名前空間の接頭語

（セパレータとしての単一のコロン）から成る。次に XML 名前空間メカニズムの使用例を示

す。 

 <x xmlns:gis="http://www.example.org/schema/spatial.dtd"> 

  <gis:point>234 445 150</gis:point> 

  <point>23 55</point> 

 </x> 

 この例では，xの中にpointポイントと命名した二つの要素がある。局所的なpointはこの文

書のDTDで定義してあるが，gis:point要素は URI”http://www.example.org/shema/spatial.

dtd”にあるDTDファイルで定義している。要素xにある特別の使途属性xmlns:gisはgisをター

ゲットとなるDTDに定義した宣言の名前空間接頭語として定義する。 

 RDF（Resource Description Framework）はW3Cのメタデータ活動の成果である。RDFは，

交換フォーマットとしてXMLを使用して，ウェブ上で機械的に理解可能なメタデータを処理し

交換するための基礎である。RDFはウェブページの知的所有権の記述のために，及びウェブサ

イトのプライバシーポリシーと同様に利用者のプライバシー優先権も示すために次の様々な

適用範囲の中で利用可能である。例えばリソース検索をする時，特別のウェブサイトでコン

テンツやコンテンツ間関係に関するカタログを作る時，及び内容格付けにおいて，単一の論

理的な文書を表すページの収集についての記述をする時，などである。［RDFモデルと構文の

仕様 10)］文書は表現する名前付き属性と属性値のデータモデルを定義する。そのデータモ

デルはリソース，プロパティ及びステートメントの三つのオブジェクトタイプから成る。RDF

データモデルの実例はRDFスキーマと呼ばれる。RDFリソースは，例えば全ウェブページ，XML

要素，全ウェブサイトのような重要な事項である。RDFプロパティは特定の様相，特性，常に

リソースについて記述した関係若しくは属性である。RDFステートメントはそのリソースの名

前付きRDFプロパティと関係している特別なRDFリソースである。RDFは多様なデータモデル
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（例えば実体関係モデル）を示すために使用することができる。［RDFスキーマ仕様 11)］

文書は，RDFモデルでの使用に基本型システムを供給するスキーマ仕様言語を定義する。RDF

スキーマ仕様文書は応用仕様スキーマで使用できるクラスや下位クラス構造のようなリソー

スやプロパティを定義する。RDFスキーマはXML DTDと比較することができる。しかし，XML 

DTD（それはXML文書の構造上の特定の制約を与える）と異なりRDFスキーマは，RDFデータモ

デルの中で与えられたステートメントの解釈に関する情報を提供する。 

 XMI［15］はオブジェクト指向における，メタデータのモデルを交換するためのXMLベース

の交換標準である。XMIの目的は，ベンダに中立な方法で，異なるモデル作成ツール間のUML

モデルのデータ交換を促進することである。それは，OMGのメタオブジェクトファシリティ

（MOF），及びCORBAデータ型に基づいている。XMIはUMLモデルに基づいたデータを交換する

ために理論的には使用することができるが，それを主目的として設計したわけではない。 

 ［XSL（Extensible Stylesheet Language）13)］は，XML文書の外観を操作するためのも

のである。XSLはスタイルシートを表現するための言語である。スタイルシートはXML文書の

クラスを示すための規則である。したがって，スタイルシートは，XMLブラウザがどのように

XML要素を与えることができるかについての記述を含んでいる。XSLはツリー構造としてXML文

書を見て，2段階の表示処理を行なう。最初に，スタイルシートは，基底ツリーから結果ツリ

ーを構築する。次にディスプレイや，印刷や，音声若しくは他のメディア上へ，フォーマッ

トした出力を表示するために，結果ツリーを解釈する。 

 ［DOM（Document Object Model）12)］仕様はプラットフォームや言語に依存しないインタ

フェースを定義する。それはプログラムとスクリプトが動的にアクセスしXML文書の内容，構

造，及びスタイルを更新することを可能にする。DOMは，HTMLとXMLの文書を表すために用い

るオブジェクトの標準のセット，どのようにこれらのオブジェクトを組み合わせることがで

きるかの標準のモデル，及びそれらにアクセスし操作するための標準のインタフェースを提

供する。これは，ベンダが所有するXMLプロセッサへのインタフェースとしてDOMをサポート

できることを意味している。 

 ［SVG（Scalable Vector Graphics）6)］は，XML 内に二次元のグラフィックスについて記

述するための言語である。SVG はベクトル表示，イメージ表示，及びテキスト表示の３タイプ

のグラフィックオブジェクトを考慮している。グラフィックオブジェクトは，それまでに与

えられているオブジェクトを組み合わせたり，配置したり，変形したり，構成させることが

できる。SVG の図面はインタラクティブに動的に変化させることができる。アニメーションは，

宣言文若しくはスクリプトを書くことのいずれかによって（すなわち SVG の中に埋め込む SVG

アニメーション要素）定義され，起動することができる。 
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附属書 D  （参考） 文字レパートリー（ISO/IEC 10646 ） 

 

 すべての文は，文字セットコード表によって定義する。最も包括的な国際的文字セットは

UCS（Universal Multiple-Octet Character Set）の4オクテット版（ISO/IEC 10646 , UCS-4

版＊である。 

注＊ 拡張漢朝の文字（およそ70,000の表意文字）を加えて，UCS-2がカバーした言語をすべ

て事実上扱うことができる。現代の文字値同様にすべての古代文字を扱うシステムを書くこ

とが特定の目的を持っている。UCS-4は古代エジプトの象形文字文のような文字セットのため

に必要である。 

 ISO/IEC  10646では，事実上世界中の全言語をUCS（Universal Character Set）として定

義している。 

 ISO/IEC 10646 は31ビットの文字セット形式を定義する。しかしこの巨大なコードスペース

に，最初の65,534の位置（0x0000から0xFFFDまで）のみに膨大な文字が割り当てられている。

この16ビットのUCSのサブセットは，BMP（Basic Multilingual Plane）又はプレーン 0と呼

ばれている。歴史的・科学的な目的のために専門家が使用するだけの，やや風変わりな文字

（例えば象形文字文）はすべて文字16ビットのBMPの外部で符号化することが求められる。現

在の計画では，割り当てた0x000000から0x10FFFF（それは100万の潜在的な将来の文字のため

に領域を残している）までの21ビットのコード・スペース以上の文字はないと想定している。

ISO/IEC 10646 - 1は，1993年に最初に公表され，文字セットの構造，及びBMPの内容を定義し

ている。BMP以外の文字の符号化を定義するISO/IEC 10646 -2は現在準備中であるが，完了す

るまで数年を要するかもしれない。 

 新しい文字は，いまだに継続的にBMPに加えられている。しかし，既存の文字は変更される

ことなく，安定している。 

 ISO/IEC 10646 は，65,536 文字のプレーンが 256 個あるグループが 256 個で成り立ってい

る形で系統付けている。各プレーンは 256 列から成り，各列は 256 文字から成っている。

ISO/IEC 10646 （1993 ）の第一版は，その UCS-2 版＊の中で，2 オクテットのみからなるプレ

ーン 0 を定義した（その表は UNICODE 業界基準と同一である）。 

注＊ UCS-2 は，ラテン文字言語，ギリシア語，ヘブライ語，キリル文字，アラビア語，漢朝

の文字（およそ 30,000 の表意文字）の一部，韓国のハングル，日本の片仮名などをすべて事

実上扱うことができる ISO/IEC 10646 の基礎的な多言語のプレーン（プレーン０）に相当する。 
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8 7 6 5 4 3 2 1

Octet 4 Octet 3 Octet 2 Octet 1

Group Plane Row

Row 0: Latin-1 repertoire
Plane 0: ISO/IEC 10646-1 and UNICODE
Others:  To be determined

 

図 D. 1  － UCS- 4 の構造 

 

 256 文字の第 1 列は，ラテン文字数 1（ISO/IEC 8859 - 1）＊であり，7 ビット，若しくは，

94 若しくは 96 のグラフィック文字セットを含んだ 8 ビットの文字セットであり，最初の 3 若

しくは 4 ビットで行を，最後の 4 ビットで列を表す歴史的なコードの構造に基づいている。 

注＊ ISO 8859 -1 は LATIN-1（西洋のラテン文字に基づいた言語であり，アクセント記号付き

の文字を含んでいる言語，例えば ISO の三つの公式言語の一つであるフランス語は部分的に

使用できる）に相当する。 

32 ビットの組合せでは，コード表の中で 1 ページを制御文字割付のために予約してある。UCS

上では，256 文字の第 1 列だけが制御文字のために 64 ビット分を予約してある。制御文字の

うちの幾つかを，非同期通信システム若しくは ISO/IEC 8211 に準じて使用する，アプリケー

ション層での送信制御のように，独特の目的のために限定して予約している。原始データの

一部として要求されたときのみ有効な制御文字の，唯一の形式はキャリッジリターン（CR），

ラインフィード（LF），バックスペース（BS），水平タブ（HT），垂直タブ（VT）及びフォ

ームフィード（FF）である。単純なオクテット文字セット領域は，複雑な文字セットを使用

するためには，ISO/IEC 20 22 に記述された複雑なコード拡張技術が必要である。地理情報標

準及び ISO 19100 シリーズの規格において，使用する基本的な文字セットは UCS-4 である。

過去の資産として，UCS-2 を使用することができる。ISO/IEC 8859 - 1 に対応する第ゼロ列は，

西ヨーロッパの一部及びアメリカの一部に制限した情況の中でのみ使用するものとする。最

小の文字セットとしては，UCS-2 を推奨する。どんな応用システムも UCS-4 文字データを変換

することができなければならない。UCS は，文字に整数番号を与えるコードテーブルである＊。 

注＊ これは，Markus Kuhn  UTF-8 and Unicode FAQ （http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html）

による。 

バイト順序として，文字順序，若しくはそれぞれの整数値の表現方法には，幾つかの案が存

在する。そのほとんどの明白に符号化する二つのスキーマが，それぞれ UCS-2 及び UCS-4 と

呼ばれ，2 若しくは 4 バイト列として文書を格納する。別段の定めがない限り最も重要なバイ

トは，最初に来る（ビッグエンディアン協定）。ASCII 若しくは Latin-1 ファイルは，すべて

の ASCII バイトの前に単に 0x00 バイトを挿入することにより UCS-2 ファイルに変換すること
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ができる。UCS-4 ファイルに変換するためには，すべての ASCII バイトの前に 3 個の 0x00 バ

イトを挿入しなければならない。可変長 UCS 変換フォーマット（UTF-8）は次のような特徴を

持っている。 

・U+0000からU+007F（ASCII）のUCS文字は，単純に0x00から0x7Fのバイトとして符号化す

る（ASCII互換性）。これは，7ビットのASCII文字だけを含んでいるファイル及び文字列

がASCII，UTF-8の両方で，同じ符号化が行われていることを意味する。 

・すべてのU+007Fより大きいUCS文字は，各々の最も特徴的なビットセットである数バイト

の列として符号化する。したがって，ASCIIバイト（0x00-0x7F）は他の文字の一部であ

ってはならない。 

・非ASCII文字を表すマルチバイト列の第1バイトは，常に0xC0-0xFDの範囲内にある。また

このバイトは，この文字が何バイトであるかを示している。マルチバイト列の後続バイ

トはすべて0x80-0xBFの範囲にある。このことによって容易に再同期することができ，符

号化の際に，言語に関わらずバイト喪失発生に対して安全である。 

・あらゆる231UCSコードは符号化することができる。 

・UTF-8に符号化した文字は理論上長さは6バイト以内でよい。しかし，16ビットのBMP文字

の長さは，わずか3バイト以内である。 

・UCS-4バイト文字列の並び順はビッグエンディアンであることが保証されている。 

・バイト0xFE及び0xFFはUTF-8符号化の中で使用できない。 

次のバイト列は文字を表すために使用する。使用するバイト列は，文字のユニコード番号

に依存する。 

表 D. 1  － 文字を表す UTF8 バイト順列 

U-00000000 - U-0000007F:  0xxxxxxx  

U-00000080 - U-000007FF:  110xxxxx 10xxxxxx  

U-00000800 - U-0000FFFF:  1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 

U-00010000 - U-001FFFFF:  11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 

U-00200000 - U-03FFFFFF: 111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx  

U-04000000 - U-7FFFFFFF: 1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 

10xxxxxx  

 

 xxxビット位置は，2進法の表現での文字コード番号のビットで満たす。右端のxビットは最

も重要でないビットである。それは文字のコード番号を表すことができる，できるだけ短い

マルチバイト列を使用しなければならない。第1バイトの1ビットで始まる数は，全列のバイ

トの数である。 

 16ビット可変長UCS変換フォーマットUTF-16には，以下の属性がある＊。 

注＊ この記述はIETF RFC 2781による。 http://www.ietf.org/rfc/rfc2781.txt 

・0x10000未満の値を備えた文字は，文字の符号番号と等しい単一の16ビットの整数として

表す。 

・0x10000と0x10FFFFの間の値を備えた文字は，0xDC00と0xDFFF（いわゆる低い半分のゾー

ン若しくは低い代理エリア内）の間の値を備えた16ビットの整数と，後続する0xD800と

0xDBFF（いわゆる高い半分のゾーン若しくは高い代理エリア内）の間の値を備えた16ビ



ⅩⅠ 符号化 

ⅩⅠ－83 

ットの整数によって表す。 

・0x10FFFFより大きな値を備えた文字はUTF-16の中で符号化することができない。 

・0xD800と0xDFFFの間の値は，UTF-16を備えた使用のために特に予約してあり，いかなる

文字も割り当ててはならない。 

 ISO/IEC 10646 は文字（それは，BOM（BYTE ORDER MARK）としてさらに非公式に知られて

いる） ”ZERO WIDTH NON-BREAKING SPACE” （0xFEFF）を定義する。後の名前は，テキスト内

の純粋な ”ZERO WIDTH NON-BREAKING SPACE” としてのその正常な使用に加えて，文字の別の

可能な使用法を暗示する。その使用法は，ISO/IEC 10646 の附属書Fによって示唆してあり，

“署名”としてユニコード文字の順列に0xFEFF文字特徴を接頭することで，連続したストリ

ームのレシーバが，ストリームがISO/IEC10646文字から成るということと，順列化の順序を

認識する方法の両方として，初期文字を使用する。 

 そのような署名を先頭に付加した，連続したU T F -1 6では，最初の2オクテットが，0xFFが後

続する0xFEである場合，順序はビッグエンディアンであり，それらが，0xFEが後続する0xFF

である場合，順序はリトルエンディアンである。0xFFFEはバイトオーダーマークとして

0xFEFFの有用性を保存するため，正確にはユニコード文字ではない。 
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附属書 E  （参考） 例 

 

E.1  序文 この附属書は，この標準の附属書 A に記述した規則に準拠して，符号化した XML 応

用システムの幾つかの例を含んでいる。その例は，適用図表，例データ，及び対応する XML

図表，並びに XML 文書の抽出から成る。例データは，グラフ式の地図として，インスタンス

モデルに相当する抽象的なフォーマットで表す。 

  

E.2 標準タイプ 

E.2.1  一般 ここに，この標準で定義された異なる図表からの例を示す。内容が不一致の場

合には，個々の標準の原本を参照すること。各スキーマは，次の箇条の中で与えられた例の

中で使用するタイプの，最も重要な XML スキーマ定義である。 

E.2.2  「空間スキーマ」地理情報のプロファイル：空間スキーマ 

E.2.2.1  UML スキーマ 

 

GM_Point 
+ position : DirectPosition 

SC_CRS GM_Object 

0..1 0..1 

GM_LineString 
+ controlPoint : GM_PointArray 

GM_Curve 

GM_CurveSegment 
+ interpolation : GM_CurveInterpolation 

1..n +segment 

GM_Surface 

GM_SurfacePatch 
+ interpolation : GM_SurfaceInterpolation 

1..n +patch 

GM_Polygon 
+ boundary : GM_SurfaceBoundary 

GM_OrientableCurve GM_OrientableSurface 

GM_Primitive 

GM_OrientablePrimitive 
+ orientation : Sign 

1 

+primitive 

1 

 

図 E. 1  － 幾何プリミティブ 
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DirectPosition 

+ coordinate : Sequence<Number> 

<<BasicType>> 

GM_PointRef 
GM_Point 

+ position : DirectPosition 
1 

+point 

1 

GM_PointArray 
GM_Position 

+ direct : DirectPosition 
+ indirect : GM_PointRef 

<<Union>> 

1..n 

+column 

1..n 

GM_SurfaceBoundary 

GM_Ring 
+exterior 

0..1 0..1 

+interior 
0..n 0..n 

 
図 E. 2  － 座標幾何 

 
GM_Object 

GM_Complex 

GM_Composite 

GM_Primitive 
1..n 0..1 
+element 

1..n 

+complex 

0..1 

0..n 

1..n 

+composite 

0..n 

+generator 
1..n 

Composition 

GM_CompositeCurve 

GM_OrientableCurve 

0..n 

1..n 

+composite 

0..n 

+generator 1..n 

Composition 

{sequence} 

GM_Ring 

 

図 E. 3  － 幾何複体 
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GM_Primitive TP_Primitive 

0..1 0..1 

+geometry 

0..1 

+topology 

0..1 

GM_Complex 

1..n 
0..1 

+element 
+complex 

TP_Complex 

1..n 
1..n 

+element 
+complex 

0..1 0..1 

+geometry +topology 

TP_DirectedTopo 
+ orientation : Sign 

TP_Node 
+ spoke [0..*] : TP_DirectedEdge 

TP_DirectedNode 

1 +topo 1 

TP_Edge 
+ boundary [2] : TP_DirectedNode 
+ spoke [0..*] : TP_DirectedFace 

TP_DirectedEdge 

1 +topo 1 

TP_Face 
+ boundary [1..*] : TP_DirectedEdge 

TP_DirectedFace 

1 +topo 
1 

 

図 E. 4  － 位相 

 

備 考 この標準の空間スキーマと比較すると，DirectedTopoクラスをモデル化している点が異

なる。この理由は，空間スキーマではカプセル化をしていないためである。それ以外の方法

では，位相オブジェクトのインスタンス化が不可能だからである。 

E.2.2.2  XML スキーマ 

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

<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!--PART 1 - Objects with identity--> 

    <xs:group name="SP_Object"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_Point" type="GM_Point"/> 

            <xs:element name="GM_Curve" type="GM_Curve"/> 

            <xs:element name="GM_Surface" type="GM_Surface"/> 

            <xs:element name="GM_LineString" type="GM_LineString"/> 

            <xs:element name="GM_Polygon" type="GM_Polygon"/> 

            <xs:element name="GM_SurfaceBoundary" type="GM_SurfaceBoundary"/> 

            <xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/> 

            <xs:element name="GM_Complex" type="GM_Complex"/> 

            <xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/> 
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            <xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/> 

            <xs:element name="GM_OrientableSurface" type="GM_OrientableSurface"/> 

            <xs:element name="GM_PointRef" type="GM_PointRef"/> 

            <xs:element name="GM_PointArray" type="GM_PointArray"/> 

            <xs:element name="TP_Node" type="TP_Node"/> 

            <xs:element name="TP_Edge" type="TP_Edge"/> 

            <xs:element name="TP_Face" type="TP_Face"/> 

            <xs:element name="TP_Complex" type="TP_Complex"/> 

            <xs:element name="TP_DirectedNode" type="TP_DirectedNode"/> 

            <xs:element name="TP_DirectedEdge" type="TP_DirectedEdge"/> 

            <xs:element name="TP_DirectedFace" type="TP_DirectedFace"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <!--PART 2 - Type declarations--> 

    <xs:complexType name="GM_Point"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="position" type="DirectPosition"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_Curve"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

            <xs:element name="segment" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_CurveSegment"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 
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    <xs:complexType name="GM_Surface"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

            <xs:element name="patch" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_SurfacePatch"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_LineString"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="interpolation" type="GM_CurveInterpolation"/> 

            <xs:element name="controlPoint" type="GM_PointArray"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_Polygon"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="interpolation" type="GM_SurfaceInterpolation"/> 

            <xs:element name="boundary" type="GM_SurfaceBoundary"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_SurfaceBoundary"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="exterior" type="GM_Ring" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="interior" type="GM_Ring" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_Ring"> 

        <xs:sequence> 
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            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_Primitive" minOccurs="0"/> 

                    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

            <xs:element name="generator" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_OrientableCurve" minOccurs="0"/> 

                    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_Complex"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_Primitive" minOccurs="0"/> 

                    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_CompositeCurve"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_Primitive" minOccurs="0"/> 

                    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 
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                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

            <xs:element name="generator" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_OrientableCurve" minOccurs="0"/> 

                    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_OrientableCurve"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_OrientableSurface"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_Position"> 

        <xs:choice> 
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            <xs:element name="direct" type="DirectPosition"/> 

            <xs:element name="indirect" type="GM_PointRef"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="TP_Node"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="complex" type="ref_TP_Complex" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="geometry" type="ref_GM_Primitive" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="spoke" type="TP_DirectedEdge" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="TP_Edge"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="complex" type="ref_TP_Complex" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="geometry" type="ref_GM_Primitive" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="boundary" type="TP_DirectedNode" minOccurs="2" 

maxOccurs="2"/> 

            <xs:element name="spoke" type="TP_DirectedFace" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="TP_Face"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="complex" type="ref_TP_Complex" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="geometry" type="ref_GM_Primitive" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="boundary" type="TP_DirectedEdge" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="TP_Complex"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 
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                    <xs:group ref="TP_Primitive" minOccurs="0"/> 

                    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

            <xs:element name="geometry" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="TP_DirectedNode"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="topo" type="ref_TP_Node"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="TP_DirectedEdge"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="topo" type="ref_TP_Edge"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="TP_DirectedFace"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="topo" type="ref_TP_Face"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:simpleType name="GM_CurveInterpolation"> 

        <xs:restriction base="CharacterString"> 

            <xs:enumeration value="linear"/> 

            <xs:enumeration value="geodesic"/> 

            <xs:enumeration value="circularArc3Points"/> 

            <xs:enumeration value="circularArc2PointWithBulge"/> 

            <xs:enumeration value="elliptical"/> 

            <xs:enumeration value="clothoid"/> 

            <xs:enumeration value="conic"/> 

            <xs:enumeration value="polynomialSpline"/> 

            <xs:enumeration value="cubicSpline"/> 
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            <xs:enumeration value="rationalSpline"/> 

        </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

    <xs:simpleType name="GM_SurfaceInterpolation"> 

        <xs:restriction base="CharacterString"> 

            <xs:enumeration value="none"/> 

            <xs:enumeration value="planar"/> 

            <xs:enumeration value="spherical"/> 

            <xs:enumeration value="elliptical"/> 

            <xs:enumeration value="conic"/> 

            <xs:enumeration value="tin"/> 

            <xs:enumeration value="parametricCurve"/> 

            <xs:enumeration value="polynomialSpline"/> 

            <xs:enumeration value="rationalSpline"/> 

            <xs:enumeration value="triangulatedSpline"/> 

        </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

    <xs:group name="GM_Complex"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/> 

            <xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/> 

            <xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/> 

            <xs:element name="GM_Complex" type="GM_Complex"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_Composite"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/> 

            <xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_OrientablePrimitive"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_Curve" type="GM_Curve"/> 

            <xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/> 

            <xs:element name="GM_Surface" type="GM_Surface"/> 

            <xs:element name="GM_OrientableSurface" type="GM_OrientableSurface"/> 

            <xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/> 

            <xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/> 

        </xs:choice> 
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    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_Primitive"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_Point" type="GM_Point"/> 

            <xs:element name="GM_Curve" type="GM_Curve"/> 

            <xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/> 

            <xs:element name="GM_Surface" type="GM_Surface"/> 

            <xs:element name="GM_OrientableSurface" type="GM_OrientableSurface"/> 

            <xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/> 

            <xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/> 

            <xs:element name="GM_Complex" type="GM_Complex"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_CompositeCurve"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/> 

            <xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_CurveSegment"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_LineString" type="GM_LineString"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_SurfacePatch"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_Polygon" type="GM_Polygon"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_OrientableCurve"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="GM_Curve" type="GM_Curve"/> 

            <xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/> 

            <xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/> 

            <xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="TP_Primitive"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="TP_Node" type="TP_Node"/> 
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            <xs:element name="TP_Edge" type="TP_Edge"/> 

            <xs:element name="TP_Face" type="TP_Face"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <!--PART 3 - Object Reference types--> 

    <xs:complexType name="ref_SC_CRS"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_GM_Complex"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_GM_Composite"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_GM_CompositeCurve"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_GM_Primitive"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_GM_Point"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_TP_Complex"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_TP_Node"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_TP_Edge"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_TP_Face"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

<!-- 2001-06-12 （David Skogan） Types excepted from the rule --> 

    <xs:simpleType name="DirectPosition"> 

        <xs:restriction base="CharacterString"/> 

    </xs:simpleType> 

    <xs:complexType name="GM_PointArray"> 
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        <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"> 

            <xs:choice> 

                <xs:element name="direct" type="DirectPosition"/> 

                <xs:element name="indirect" type="GM_PointRef"/> 

            </xs:choice> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_PointGrid"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="row" type="GM_PointArray" maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="GM_PointRef"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

</xs:schema> 

 

E.3  簡単な道路地図 

E.3.1  応用スキーマ:S R M （Simple RoadMap ） 簡単な道路地図（SimpleRoadMap）の例は，二

つの地物（道と交差点）を備えた非常に単純な応用スキーマである。 

 道路（Road）クラスは三つの属性と交差点（Intersection）クラスへの関連を定義した。

属性は整数型のroadNo番号，列型の（道路状況:RoadSituation）の状況記述，及びタイプ

GM_Curveのセグメントと呼ばれる幾何属性である。道路状況クラスは二つの属性タイプと長

さを持っている。 

 交差点クラスは，pos（それらは GM_Point 型である）と呼ばれる単一の属性を持っている。 

 

RoadSituation 
+ type : CharacterString 
+ length : Real 

<<DataType>> 

Road 
+ roadNo : Integer 
+ situation : Sequence<RoadSituation> 
+ segment : GM_Curve 

Intersection 
+ pos : GM_Point 

0..* 2 0..* 

+intersection 

 

図 E. 5  － S RM 応用スキーマ 

 

E.3.2  データ例 これは，単純なデータ集合の例である。1 本の道，及び二つの交差点。道に

は三つの状況記述がある。図 E.6 参照。 
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図 E. 6  － SRM 応用スキーマにもとづく地図 

 

E.3.3  X M L スキーマ（SRM.xsd ） 

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

<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

<!--PART 1 - Objects with identity--> 

    <xs:group name="Object"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="Road" type="Road"/> 

            <xs:element name="Intersection" type="Intersection"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <!--PART 2 - Type declarations--> 

    <xs:complexType name="Road"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="roadNo" type="Integer"/> 

            <xs:element name="situation" type="Sequence_RoadSituation_"/> 

            <xs:element name="segment" type="GM_Curve"/> 

            <xs:element name="intersection" type="ref_Intersection" minOccurs="2" 
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maxOccurs="2"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Intersection"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="pos" type="GM_Point"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="RoadSituation"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="type" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="length" type="Real"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Sequence_RoadSituation_"> 

        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

            <xs:element name="RoadSituation" type="RoadSituation"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

    <!--PART 3 - Object Reference types--> 

    <xs:complexType name="ref_Intersection"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

</xs:schema> 

E.4  プロパティ－建物－融資 

E.4.1  応用スキーマ: P B L  （Property- Building- Loan ） プロパティ－建物－融資（PBL）

応用スキーマは，図 E.7 のとおりである。それは，融資が関連する建物と，敷地の二つの地

物から構成されている。敷地は識別 ID，名前，境界，及び更新情報を持っている。敷地は境

界内にある 1 群の建物に関連している。建物は属性として，所有者，住所，及び建物の種別

を持っている。さらに，それは一つ以上の融資が貸付けられている。建物の形は GM_surface

によって与えられてもよく，また，常に中心点を持つものとする。 
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Position 
+ position : GM_Point 
+ horizontalAccuracy [0..1] : DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 
+ verticalAccuracy [0..1] : DQ_RelativeInternalPositionalAccuracy 

<<DataType>> 

PropertyParcel 
+ identification : PropertyID 
+ name : CharacterString 
+ area : TP_Face 

Loan 
+ amount : Real 
+ classification : MD_LegalConstraints 
+ period [0..1] : TM_Period 

Building 
+ code : Integer 
+ centerPoint : Position 
+ shape [0..1] : GM_Curve 
+ address [0..1] : SI_LocationInstance 
+ type : BuildingType = Private 
+ owner[0..1] : CI_ResponsibleParty 

0..* 

+contains 

0..* 

0..* +financed 

BuildingType 
+ Private 
+ Public 

<<Enumeration>> 
PropertyID 

+ municipalityNo : Integer 
+ number : Integer 

<<DataType>> 

 

図 E. 7  － PBL 応用スキーマ 

 

E.4.2  データ例 一つの敷地と三つの建物から成る小さな例を示す。二つの融資が，建物のう

ちの二つに関連付けられている。 
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図 E. 8  － PBL データ例 

 

E.4.3  X M L スキーマ宣言 

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

<xs:schema targetNamespace="PBL"  

    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

    xmlns="PBL"  

    version="1.0"> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19103.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19107d.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19108a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19109a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19111a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19112a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19115a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19116a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19119a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="PBL.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="PBL_Object.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../std/19118.xsd"/> 

</xs:schema> 

PBL.xsd 

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

<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!--PART 1 - Objects with identity--> 

    <xs:group name="PBL_Object"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/> 

            <xs:element name="Building" type="Building"/> 

            <xs:element name="Loan" type="Loan"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <!--PART 2 - Type declarations--> 

    <xs:complexType name="PropertyParcel"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="identification" type="PropertyID"/> 

            <xs:element name="name" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="area" type="TP_Face"/> 

            <xs:element name="contains" type="ref_Building" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 
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    <xs:complexType name="Building"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="code" type="Integer"/> 

            <xs:element name="centerPoint" type="Position"/> 

            <xs:element name="shape" type="GM_Curve" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="address" type="SI_LocationInstance" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="type" type="BuildingType"/> 

            <xs:element name="owner" type="CI_ResponsibleParty" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="financed" type="ref_Loan" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Loan"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="amount" type="Real"/> 

            <xs:element name="classification" type="MD_LegalConstraints"/> 

            <xs:element name="period" type="TM_Period" minOccurs="0"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Position"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="position" type="GM_Point"/> 

            <xs:element name="horizontalAccuracy" 

type="DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="verticalAccuracy" 

type="DQ_RelativeInternalPositionalAccuracy" minOccurs="0"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:simpleType name="BuildingType"> 

        <xs:restriction base="CharacterString"> 

            <xs:enumeration value="Private"/> 

            <xs:enumeration value="Public"/> 

        </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

    <xs:complexType name="PropertyID"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="municipalityNo" type="Integer"/> 
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            <xs:element name="number" type="Integer"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <!--PART 3 - Object Reference types--> 

    <xs:complexType name="ref_Building"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="ref_Loan"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

</xs:schema> 

E.4.4  X M L 文書 データ例を示す。要素のサブセットのみを与えてある。 

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

<PBL:GI> 

    xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”  

    xmlns:PBL=”PBL” xsi:schemaLocation=”PBL PBL_AS.xsd”  

    timestamp=”1999-06-11T16:20+01:00” version=”1.0”> 

    <exchangeMetadata> 

        <datasetCitation> 

            <title>PBL Map</title> 

            <date> 

                <date>1999-01-06</date> 

                <dateType/> 

            </date> 

            <citedResponsibleParty> 

                <individualName>Jery King</individualName> 

                <organisationName>Maping and surveying</organisationName> 

                <positionName>Manager</positionName> 

                <contactInfo> 

                    <phone> 

                        <voice>234 34982 389</voice> 

                    </phone> 

                    <onlineResource> 

                        <linkage>http://www.mapsurv.com/</linkage> 

                    </onlineResource> 

                </contactInfo> 

                <role>owner</role> 

            </citedResponsibleParty> 

        </datasetCitation> 
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        <encoding> 

            <ruleCitation> 

                <title>ISO XML based Encoding Rule</title> 

                <date> 

                    <date>2000-05-03</date> 

                    <dateType/> 

                </date> 

            </ruleCitation> 

            <toolName>GI Converter</toolName> 

            <toolVersion>1.0</toolVersion> 

        </encoding> 

    </exchangeMetadata> 

    <dataset> 

        <PropertyParcel id=”p1”> 

            <identification> 

                <municipalityNo>334</municipalityNo> 

                <number>225</number> 

            </identification> 

            <name>Iso Grounds</name> 

            <area id=”f1”> 

                <complex idref=”tpcomplex1”/> 

                <geometry idref=”s1”/> 

                <boundary> 

                    <orientation>+</orientation> 

                    <topo idref=”e1”/> 

                </boundary> 

            </area> 

            <contains idref=”b1”/> 

            <contains idref=”b2”/> 

            <contains idref=”b3”/> 

        </PropertyParcel> 

        <Building id=”b1”> 

            <code>123</code> 

            <centerPoint> 

                <position id=”bp1”> 

                    <position>3 3</position> 

                </position> 

            </centerPoint> 

            <address> 

                <geographicIdentifier>ABC Z399</geographicIdentifier> 
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                <administrator> 

                    <individualName>Sue John</individualName> 

                    <organisationName>CC Municipality</organisationName> 

                    <positionName>Manager</positionName> 

                    <role>owner</role> 

                </administrator> 

                <locationType uriref=”http://www.ex.com/loc.xml#locType1”/> 

                <child uriref=”http://www.ex.com/loc.xml#loc12”/> 

                <gazetteer uriref=”http://www.ex.com/gaz.xml#gazzete”/> 

            </address> 

            <type>Private</type> 

            <owner> 

                <individualName>John Smith</individualName> 

                <organisationName>Smith Ltd</organisationName> 

                <positionName>Manager</positionName> 

                <contactInfo> 

                    <address> 

                        <deliveryPoint>North side</deliveryPoint> 

                        <city>Utopia</city> 

                        <administrativeArea>Central City</administrativeArea> 

                        <postalCode>ABC Z399</postalCode> 

                        <country>USA</country> 

                        <electronicMailAddress>jm@net</electronicMailAddress> 

                    </address> 

                    <onlineResource> 

                        <linkage>http://www.jm.com/</linkage> 

                    </onlineResource> 

                    <hoursOfService>9am to 5pm</hoursOfService> 

                    <contactInstructions>Ring bell</contactInstructions> 

                </contactInfo> 

                <role>owner</role> 

            </owner> 

        </Building> 

        <Building id=”b2”> 

            <code>25</code> 

            <centerPoint> 

                <position id=”bp2”> 

                    <position>5 4</position> 

                </position> 

            </centerPoint> 
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            <shape id=”c1”> 

                <orientation>+</orientation> 

                <primitive idref=”c1”/> 

                <segment> 

                    <GM_LineString> 

                        <interpolation>linear</interpolation> 

                        <controlPoint> 

                            <direct>3.5 1.2</direct> 

                            <direct>4.7 2</direct> 

                            <direct>3.6 2</direct> 

                            <direct>3.5 1.2</direct> 

                        </controlPoint> 

                    </GM_LineString> 

                </segment> 

            </shape> 

            <address> 

                <geographicIdentifier>ABC Z398</geographicIdentifier> 

                <administrator> 

                    <individualName>Sue John</individualName> 

                    <organisationName>Municipality</organisationName> 

                    <positionName>Manager</positionName> 

                    <role>owner</role> 

                </administrator> 

                <locationType uriref=”http://www.ex.com/loc.xml#locType1”/> 

                <child uriref=”http://www.ex.com/loc.xml#loc12”/> 

                <gazetteer uriref=”http://www.ex.com/gaz.xml#gazzete”/> 

            </address> 

            <type>Private</type> 

            <owner> 

                <individualName>Pearl Gardner</individualName> 

                <positionName>Mrs</positionName> 

                <contactInfo> 

                    <phone> 

                        <voice>（1） 234 5678 823</voice> 

                    </phone> 

                    <address> 

                        <deliveryPoint>North side</deliveryPoint> 

                        <city>Utopia</city> 

                        <administrativeArea>Central City</administrativeArea> 

                        <postalCode>ABC Z398</postalCode> 
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                        <country>USA</country> 

                    </address> 

                </contactInfo> 

                <role>owner</role> 

            </owner> 

            <financed idref=”lo1”/> 

        </Building> 

        <Building id=”b3”> 

            <code>15</code> 

            <centerPoint> 

                <position id=”bp3”> 

                    <position>4 2</position> 

                </position> 

            </centerPoint> 

            <type>Private</type> 

            <financed idref=”lo2”/> 

            <financed idref=”lo3”/> 

        </Building> 

        <Loan id=”lo1”> 

            <amount>230506.30</amount> 

            <classification> 

                <useLimitation>Mortage</useLimitation> 

                <accessConstraints>otherRestrictions</accessConstraints> 

                <otherConstraints>copyright</otherConstraints> 

                <otherConstraints>intellectualPropertyRights</otherConstraints> 

            </classification> 

        </Loan> 

        <Loan id=”lo2”> 

            <amount>15000.00</amount> 

            <classification> 

                <useLimitation>Mortage</useLimitation> 

                <accessConstraints>patent</accessConstraints> 

            </classification> 

        </Loan> 

        <Loan id=”lo3”> 

            <amount>3000.00</amount> 

            <classification> 

                <useLimitation>Second Mortage</useLimitation> 

                <accessConstraints>other</accessConstraints> 

            </classification> 
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        </Loan> 

        <GM_Surface id=”s1”> 

            <CRS uriref=”http://www.iso.ch/encoding/csr/srs1#1”/> 

            <orientation>+</orientation> 

            <primitive idref=”s1”/> 

            <patch> 

                <GM_Polygon id=”pat1”> 

                    <interpolation>planar</interpolation> 

                    <boundary> 

                        <exterior id=”ring1”> 

                            <element idref=”c2”/> 

                            <generator> 

                                <GM_Curve id=”c2”> 

                                    <orientation>+</orientation> 

                                    <primitive idref=”c2”/> 

                                    <segment> 

                                        <GM_LineString> 

                                            <interpolation>linear</interpolation> 

                                            <controlPoint> 

                                                <indirect idref=”gp1”/> 

                                                <direct>6 1</direct> 

                                                <direct>9 2.7</direct> 

                                                <direct>9 5</direct> 

                                                <direct>6 3</direct> 

                                                <direct>3 4</direct> 

                                                <direct>1 3</direct> 

                                                <direct>3.5 1.2</direct> 

                                                <indirect idref=”gp1”/> 

                                            </controlPoint> 

                                        </GM_LineString> 

                                    </segment> 

                                </GM_Curve> 

                            </generator> 

                            <orientation>+</orientation> 

                            <primitive idref=”c2”/> 

                        </exterior> 

                    </boundary> 

                </GM_Polygon> 

            </patch> 

        </GM_Surface> 
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        <GM_Point id=”gp1”> 

            <position>2 1</position> 

        </GM_Point> 

        <GM_Complex id=”gmcomplex1”> 

            <element idref=”s1”/> 

            <element idref=”gp1”/> 

            <element idref=”bp1”/> 

            <element idref=”bp2”/> 

            <element idref=”bp3”/> 

            <element idref=”c1”/> 

            <element idref=”c2”/> 

        </GM_Complex> 

        <TP_Complex id=”tpcomplex1”> 

            <element> 

                <TP_Node id=”n1”> 

                    <complex idref=”tpcomplex1”/> 

                    <geometry idref=”p1”/> 

                </TP_Node> 

            </element> 

            <element idref=”e1”/> 

            <element idref=”f1”/> 

            <geometry idref=”gmcomplex1”/> 

        </TP_Complex> 

        <TP_Edge id=”e1”> 

            <complex idref=”tpcomplex1”/> 

            <geometry idref=”c2”/> 

            <boundary> 

                <orientation>-</orientation> 

                <topo idref=”n1”/> 

            </boundary> 

            <boundary> 

                <orientation>+</orientation> 

                <topo idref=”n1”/> 

            </boundary> 

        </TP_Edge> 

    </dataset> 

</PBL:GI> 

 

E.5   敷地－建物－更新  

E.5.1  応用スキーマ：PB U  （Property - Building - Updating ） 敷地－建物の応用スキーマを
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図 E.9 に示す。それは二つの地物，敷地と建物から成っている。この例では，簡単のため，

敷地は敷地名のみを持っている。その空間特質は，GM_Surface に再び由来する RF_Area に由

来する。それによって，平面の図形，共有境界，及びそれらの近隣の敷地を備えたカーブに

よって敷地を位相的に記述することができる（すべての敷地は RF_Theme 複体のメンバであ

る）。単純化した建物は建物番号（CharacterString）と GM_Surface によって与えられる形

を持っている。建物は“敷地と建物”の RF_Theme 上に存在する。したがって，建物は敷地及

び（たぶん）他の建物と，曲線を共有する。 
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図 E. 9  － プロパティ－建物応用スキーマ 
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図 E. 10 － 継承による地物タイプ 

 

E.5.2  データ例 三つの敷地の古い状況を更新し，最新版の新しい状況として四つの敷地と一

つの建物に変更する簡単な例を示す。 
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 Sx表面を表す。 

 Fxフェイスを表す。 

 Cxカーブを表す。 

 矢印の向きはカーブの＋方向を表す 

 ａ－ｑまでの文字は直接位置を表す 
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図 E. 11 － データ例 

 

 次に座標を示す。 

symbol value  

a 10.0 40.0 

b 30.0 40.0 

c 50.0 40.0 

d 70.0 40.0 

e 70.0 10.0 

f 50.0 10.0 

g 30.0 10.0 

h 10.0 10.0 

i 30.0 16.0 
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j 50.0 16.0 

k 57.16 18.68 

l 60.0 26.0 

m 60.0 40.0 

n 52.0 40.0 

o 52.0 25.0 

p 40.0 25.0 

q 40.0 40.0 

  

E.5.3  応用スキーマ （XML スキーマ） 

PBU_AS.xsd 

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

<xs:schema targetNamespace="PBU"  

    xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema"  

    xmlns="PBU"  

    version="1.0"> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19103.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19107d.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19108a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19109a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19111a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19112a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19115a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19116a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19119a.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="PBU.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="PBU_Object.xsd"/> 

    <xs:include schemaLocation="../stdo/19118.xsd"/> 

</xs:schema> 

PBU.xsd 

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

<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!--PART 1 - Objects with identity--> 

    <xs:group name="PBU_Object"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/> 

            <xs:element name="Building" type="Building"/> 

            <xs:element name="AreaFeature" type="AreaFeature"/> 

            <xs:element name="RF_Area" type="RF_Area"/> 

            <xs:element name="RF_Theme" type="RF_Theme"/> 
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            <xs:element name="RF_Point" type="RF_Point"/> 

            <xs:element name="RF_Curve" type="RF_Curve"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <!--PART 2 - Type declarations--> 

    <xs:complexType name="PropertyParcel"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

            <xs:element name="patch" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_SurfacePatch"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

            <xs:element name="parcelName" type="CharacterString"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="Building"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="complex" type="ref_RF_Theme" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="buildingNumber" type="CharacterString"/> 

            <xs:element name="shape" minOccurs="0"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_Surface"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="AreaFeature"> 

        <xs:sequence/> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="RF_Area"> 
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        <xs:sequence> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

            <xs:element name="patch" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_SurfacePatch"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="RF_Theme"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="RF_Feature" minOccurs="0"/> 

                    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element> 

            <xs:element name="name" type="CharacterString"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="RF_Point"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="position" type="DirectPosition"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:complexType name="RF_Curve"> 

        <xs:sequence> 
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            <xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/> 

            <xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

            <xs:element name="orientation" type="Sign"/> 

            <xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> 

            <xs:element name="segment" maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                    <xs:group ref="GM_CurveSegment"/> 

                </xs:complexType> 

            </xs:element>             

        </xs:sequence> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:group name="GM_Complex"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="RF_Theme" type="RF_Theme"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_Primitive"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/> 

            <xs:element name="RF_Area" type="RF_Area"/> 

            <xs:element name="RF_Point" type="RF_Point"/> 

            <xs:element name="RF_Curve" type="RF_Curve"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="GM_Surface"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/> 

            <xs:element name="RF_Area" type="RF_Area"/> 

        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <xs:group name="RF_Feature"> 

        <xs:choice> 

            <xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/> 

            <xs:element name="RF_Area" type="RF_Area"/> 

            <xs:element name="Building" type="Building"/> 

            <xs:element name="RF_Point" type="RF_Point"/> 

            <xs:element name="RF_Curve" type="RF_Curve"/> 
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        </xs:choice> 

    </xs:group> 

    <!--PART 3 - Object Reference types--> 

    <xs:complexType name="ref_RF_Theme"> 

        <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

    </xs:complexType> 

</xs:schema> 

E.5.4  X M L 文書（古い状況） 

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

<PBU:GI xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:PBU="PBU" 

xsi:schemaLocation="PBU PBU_AS.xsd" timeStamp="1999-06-11T16:20+01:00" version="1.0"> 

 <dataset> 

  <RF_Theme id="t1"> 

   <element idref="id1"/> 

   <element idref="id2"/> 

   <element idref="id3"/> 

   <name>PropertyParcels and Buildings</name> 

  </RF_Theme> 

  <PropertyParcel id="id1" uuid="P1"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id1"/> 

   <patch> 

    <GM_Polygon> 

     <interpolation>planar</interpolation> 

     <boundary> 

      <exterior id="ring1"> 

       <element uuidref="C1"/> 

       <element uuidref="C2"/> 

       <element uuidref="C9"/> 

       <element uuidref="C8"/> 

       <generator uuidref="C1"/> 

       <generator uuidref="C2"/> 

       <generator uuidref="C9"/> 

       <generator uuidref="C8"/> 

       <orientation>+</orientation> 

       <primitive idref="id1"/> 

      </exterior> 

     </boundary> 

    </GM_Polygon> 

   </patch> 
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   <parcelName>10/1</parcelName> 

  </PropertyParcel> 

  <PropertyParcel id="id2" uuid="P2"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id2"/> 

   <patch> 

    <GM_Polygon> 

     <interpolation>planar</interpolation> 

     <boundary> 

      <exterior id="ring2"> 

       <element uuidref="C3"/> 

       <element uuidref="C10"/> 

       <element uuidref="C7"/> 

       <element uuidref="C9"/> 

       <generator uuidref="C3"/> 

       <generator uuidref="C10"/> 

       <generator uuidref="C7"/> 

       <generator> 

        <GM_OrientableCurve> 

         <orientation>-</orientation> 

         <primitive uuidref="C9"/> 

        </GM_OrientableCurve> 

       </generator> 

       <orientation>+</orientation> 

       <primitive idref="id2"/> 

      </exterior> 

     </boundary> 

    </GM_Polygon> 

   </patch> 

   <parcelName>17</parcelName> 

  </PropertyParcel> 

  <PropertyParcel id="id3" uuid="P3"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id3"/> 

   <patch> 

    <GM_Polygon> 

     <interpolation>planar</interpolation> 

     <boundary> 

      <exterior id="ring3"> 

       <element uuidref="C4"/> 
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       <element uuidref="C5"/> 

       <element uuidref="C6"/> 

       <element uuidref="C10"/> 

       <generator uuidref="C4"/> 

       <generator uuidref="C5"/> 

       <generator uuidref="C6"/> 

       <generator> 

        <GM_OrientableCurve> 

         <orientation>-</orientation> 

         <primitive uuidref="C10"/> 

        </GM_OrientableCurve> 

       </generator> 

       <orientation>+</orientation> 

       <primitive idref="id2"/> 

      </exterior> 

     </boundary> 

    </GM_Polygon> 

   </patch> 

   <parcelName>28/5</parcelName> 

  </PropertyParcel> 

 <GM_Curve uuid="C1" id="id5"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id5"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 

     <direct>10.0 10.0</direct> 

     <direct>10.0 40.0</direct> 

    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

  <GM_Curve uuid="C2" id="id6"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id6"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 
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     <direct>10.0 40.0</direct> 

     <direct>30.0 40.0</direct> 

    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

 <GM_Curve uuid="C3" id="id10"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id10"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 

     <direct>30.0 40.0</direct> 

     <direct>50.0 40.0</direct> 

    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

 <GM_Curve uuid="C4" id="id16"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id16"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 

     <direct>50.0 40.0</direct> 

     <direct>70.0 40.0</direct> 

    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

 <GM_Curve uuid="C5" id="id17"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id17"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 

     <direct>70.0 10.0</direct> 
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     <direct>50.0 10.0</direct> 

    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

 <GM_Curve uuid="C7" id="id12"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id12"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 

     <direct>50.0 10.0</direct> 

     <direct>30.0 10.0</direct> 

    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

 <GM_Curve uuid="C8" id="id8"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id8"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 

     <direct>30.0 10.0</direct> 

     <direct>10.0 10.0</direct> 

    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

 <GM_Curve uuid="C9" id="id7"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id7"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 

     <direct>30.0 40.0</direct> 

     <direct>30.0 10.0</direct> 
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    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

 <GM_Curve uuid="C10" id="id11"> 

  <orientation>+</orientation> 

  <primitive idref="id11"/> 

  <segment> 

   <GM_LineString> 

    <interpolation>linear</interpolation> 

    <controlPoint> 

     <direct>50.0 40.0</direct> 

     <direct>50.0 10.0</direct> 

    </controlPoint> 

   </GM_LineString> 

  </segment> 

 </GM_Curve> 

 </dataset> 

</PBU:GI> 

E.5.5  X M L 文書 （更新ファイル） 

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

<PBU:GI xmlns:xsi="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance" xmlns:PBU="PBU" 

xsi:schemaLocation="PBU PBU_AS.xsd" timeStamp="1999-06-11T16:20+01:00" version="1.0"> 

 <update> 

  <modify> 

   <PropertyParcel id="id1" uuid="P1"> 

    <orientation>+</orientation> 

    <primitive idref="id1"/> 

    <patch> 

     <GM_Polygon> 

      <interpolation>planar</interpolation> 

      <boundary> 

       <exterior id="ring1"> 

        <element uuidref="C1"/> 

        <element uuidref="C2"/> 

        <element uuidref="C11"/> 

        <element uuidref="C12"/> 

        <element uuidref="C8"/> 

        <generator uuidref="C1"/> 

        <generator uuidref="C2"/> 



ⅩⅠ 符号化 

ⅩⅠ－121 

        <generator uuidref="C11"/> 

        <generator uuidref="C12"/> 

        <generator uuidref="C8"/> 

        <orientation>+</orientation> 

        <primitive idref="id1"/> 

       </exterior> 

      </boundary> 

     </GM_Polygon> 

    </patch> 

    <parcelName>10/1</parcelName> 

   </PropertyParcel> 

  </modify> 

  <delete uuidref="P2"/> 

  <delete uuidref="P3"/> 

  <add> 

   <PropertyParcel id="id2" uuid="P4"> 

    <orientation>+</orientation> 

    <primitive idref="id2"/> 

    <patch> 

     <GM_Polygon> 

      <interpolation>planar</interpolation> 

      <boundary> 

       <exterior id="ring2"> 

        <element uuidref="C16"/> 

        <element uuidref="C17"/> 

        <element uuidref="C18"/> 

        <element uuidref="C15"/> 

        <element uuidref="C14"/> 

        <element uuidref="C13"/> 

        <element uuidref="C11"/> 

        <generator uuidref="C16"/> 

        <generator uuidref="C17"/> 

        <generator uuidref="C18"/> 

        <generator uuidref="C15"/> 

        <generator uuidref="C14"/> 

        <generator> 

         <GM_OrientableCurve> 

          <orientation>-</orientation> 

          <primitive uuidref="C13"/> 

         </GM_OrientableCurve> 
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        </generator> 

        <generator> 

         <GM_OrientableCurve> 

          <orientation>-</orientation> 

          <primitive uuidref="C11"/> 

         </GM_OrientableCurve> 

        </generator> 

        <orientation>+</orientation> 

        <primitive idref="id2"/> 

       </exterior> 

      </boundary> 

     </GM_Polygon> 

    </patch> 

    <parcelName>17/2</parcelName> 

   </PropertyParcel> 

  </add> 

  <add> 

   <PropertyParcel id="id3" uuid="P5"> 

    <orientation>+</orientation> 

    <primitive idref="id3"/> 

    <patch> 

     <GM_Polygon> 

      <interpolation>planar</interpolation> 

      <boundary> 

       <exterior id="ring3"> 

        <element uuidref="C13"/> 

        <element uuidref="C21"/> 

        <element uuidref="C7"/> 

        <element uuidref="C12"/> 

        <generator uuidref="C13"/> 

        <generator uuidref="C21"/> 

        <generator uuidref="C7"/> 

        <generator> 

         <GM_OrientableCurve> 

          <orientation>-</orientation> 

          <primitive uuidref="C13"/> 

         </GM_OrientableCurve> 

        </generator> 

        <orientation>+</orientation> 

        <primitive idref="ring3"/> 
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       </exterior>      

      </boundary> 

     </GM_Polygon> 

    </patch> 

    <parcelName>17/3</parcelName> 

   </PropertyParcel> 

 </add> 

 <add> 

   <PropertyParcel id="id4" uuid="P6"> 

    <orientation>+</orientation> 

    <primitive idref="id4"/> 

    <patch> 

     <GM_Polygon> 

      <interpolation>planar</interpolation> 

      <boundary> 

       <exterior id="ring4"> 

        <element uuidref="C14"/> 

        <element uuidref="C15"/> 

        <element uuidref="C19"/> 

        <element uuidref="C5"/> 

        <element uuidref="C6"/> 

        <element uuidref="C21"/> 

        <generator> 

         <GM_OrientableCurve> 

          <orientation>-</orientation> 

          <primitive uuidref="C14"/> 

         </GM_OrientableCurve> 

        </generator> 

        <generator> 

         <GM_OrientableCurve> 

          <orientation>-</orientation> 

          <primitive uuidref="C15"/> 

         </GM_OrientableCurve> 

        </generator> 

        <generator uuidref="C19"/> 

        <generator uuidref="C5"/> 

        <generator uuidref="C6"/> 

        <generator> 

         <GM_OrientableCurve> 

          <orientation>-</orientation> 
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          <primitive uuidref="C21"/> 

         </GM_OrientableCurve> 

        </generator> 

        <orientation>+</orientation> 

        <primitive idref="ring4"/> 

       </exterior>      

      </boundary> 

     </GM_Polygon> 

    </patch> 

    <parcelName>17/3</parcelName> 

   </PropertyParcel> 

 </add> 

 <add> 

  <Building uuid="B1" id="id55"> 

   <buildingNumber>5</buildingNumber> 

   <shape> 

    <RF_Area id="id56" uuid="S1"> 

     <orientation>+</orientation> 

     <primitive idref="id56"/> 

     <patch> 

      <GM_Polygon> 

       <interpolation>planar</interpolation> 

       <boundary> 

        <exterior> 

         <element></element> 

         <generator> 

          <GM_Curve uuid="C20" id="id58"> 

           <orientation>+</orientation> 

           <primitive idref="id58"/> 

           <segment> 

            <GM_LineString> 

             <interpolation>linear</interpolation> 

             <controlPoint> 

              <direct>52.0 40.0</direct> 

              <direct>52.0 25.0</direct> 

              <direct>40.0 25.0</direct> 

              <direct>52.0 40.0</direct> 

             </controlPoint> 

            </GM_LineString> 

           </segment> 
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          </GM_Curve> 

         </generator> 

         <orientation>+</orientation> 

         <primitive></primitive> 

        </exterior> 

       </boundary> 

      </GM_Polygon> 

     </patch> 

    </RF_Area> 

   </shape> 

  </Building>   

 </add> 

 <delete uuidref="C3"/> 

 <delete uuidref="C4"/> 

 <delete uuidref="C10"/> 

 <delete uuidref="C9"/> 

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C11" id="id24"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id24"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>30.0 40.0</direct> 

      <direct>30.0 16.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C12" id="id25"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id25"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>30.0 16.0</direct> 
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      <direct>30.0 10.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C13" id="id41"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id41"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>30.0 16.0</direct> 

      <direct>50.0 16.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C14" id="id35"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id35"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>circularArc3Points</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>60.0 26.0</direct> 

      <direct>57.16 18.88</direct> 

      <direct>50.0 16.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C15" id="id34"> 

   <orientation>+</orientation> 



ⅩⅠ 符号化 

ⅩⅠ－127 

   <primitive idref="id34"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>60.0 40.0</direct> 

      <direct>60.0 26.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C16" id="id31"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id31"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>30.0 40.0</direct> 

      <direct>40.0 40.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C17" id="id32"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id32"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>40.0 40.0</direct> 

      <direct>52.0 40.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 
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  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C18" id="id33"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id33"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>52.0 40.0</direct> 

      <direct>60.0 40.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C19" id="id50"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id50"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 

      <direct>60.0 40.0</direct> 

      <direct>70.0 40.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 <add> 

  <GM_Curve uuid="C21" id="id42"> 

   <orientation>+</orientation> 

   <primitive idref="id42"/> 

   <segment> 

    <GM_LineString> 

     <interpolation>linear</interpolation> 

     <controlPoint> 
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      <direct>50.0 16.0</direct> 

      <direct>50.0 10.0</direct> 

     </controlPoint> 

    </GM_LineString> 

   </segment> 

  </GM_Curve> 

 </add>  

 </update> 

</PBU:GI> 
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附属書 F  （参考） 日本国内での運用 

 

F.1 序文 この箇条では，日本国内における運用を鑑みて，ISO 19000 シリーズでは言及さ

れていない事項について述べるものとする。 

 

F.2 X M L 形式スキーマモデル仕様  

F.2.1  スキーマモデルの位置付けと目的  スキーマモデルとは，応用スキーマを符号化する

ためのメタモデルである。応用スキーマは一般地物モデルのインスタンスとして記述される

ものであるが，符号化を目的として定義されたスキーマモデルのインスタンスとみなすこと

もできる。すなわち，全ての応用スキーマは，スキーマモデルで表現することができ，スキ

ーマモデルのインスタンス化によって，全ての応用スキーマの情報を交換可能な形式に変換

することが可能となる。 

A.3 では，応用スキーマをインスタンスモデルに展開することによって，空間データを実装

するための方法を述べた。ここでは，スキーマモデルを導入することによりあらゆる応用ス

キーマを交換可能な形式で表現するための方法を述べる。 

表 F. 1  － UML 図とインスタンスモデルの関係 

UML 図のコンセプト スキーマモデル インスタンスモデル 

Package Package N/A 

Class 

Stereotype 

 ≪Interface≫ 

 ≪DataType≫ 

 ≪other≫ or none 

Abstract 

Subclass 

 

 

 

Class （識別子を持たな

い） 

Class（識別子を持つ） 

Class（抽象クラス） 

supertypes（継承関係） 

 

 

N/A 

IM_Structure 

IM_Object 

N/A 

 

Attribute 

基本型（basic type） 

構 造 型 （ structured 

type） 

 

Property 

Composition 

 

IM_Property 

IM_Composition 

Association Assosiation IM_Association 

Aggregation Assosiation IM_Association 

Composition Composition IM_Composition 

Operation  N/A 

Constraint/Note Note N/A 

備考 1  クラスの継承はスキーマモデルでは supertypes として実現するが，インスタンスモ

デルでは属性と関連の各要素を複写することにより実現する。 

備考 2  Interface，operation については，符号化の対象ではないため，本標準におけるス

キーマモデルで表現する対象とはしていない。 

 スキーマモデルは，UML のメタモデルに基づいているが，UML メタモデル中で最も関連のあ

る概念のみを抽出する形で簡略化してある。スキーマモデルは，以下の五つのクラスから成る。 
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・パッケージ（Package）， 

・クラス（Class）， 

・Property， 

・Association， 

・Composition， 

 

 注記や制約は，上記の各クラスに付加することができるが，それらは，スキーマモデルで

は Note クラスで記述できる。 

 図 F.1 に，スキーマモデルのメタモデルを示す。 

 

Associat edPackage 
+ name : String 
<<o>> + stereotype : String 

Property 
+ name : String 
<<o>> + tag : String 
+ data_type : String 
<<o>> + stereotype : String 
<<o>> + multiplicity : String 
<<o>> + collection : String 

Composition 
+ name : String 
<<o>> + tag : String 
+ target_class : String 
<<o>> + stereotype : String 
<<o>> + multiplicity : String 
<<o>> + collection : String 
<<o>> + inverse_role : String 

Package 
+ name : String 
<<o>> + tag : String  
<<o>> + stereotype : String 0..* 

+subpackages 
0..* 

0..* +associations  
0..* 

Association 
+ name : String 
<<o>> + tag : String  
+ target_class : String 
<<o>> + aggregation : Boolean 
<<o>> + collection : String 
<<o>> + multiplicity : String  
<<o>> + inverse_role : String 

Class 
+ name : String 
<<o>> + tag : String 
+ abstract : Boolean 
<<o>> + stereotype : String 
+ invariants : Sequence(OclExpression) 

0..* +properties 0..* 0..* +compositions 
0..* 

0..* 
+supertypes 

0..* 

0..* 
+classes 

0..* 

0..* +associations  
0..* 

+ type : String 

 

図 F. 1  － スキーマモデル 

 

 一つのパッケージは，サブパッケージ（subpackage）群，関連群，及びクラス群から成る。

一つのクラスは，そのスーパークラス（superclass）群を参照する。また，一つのクラスは，

プロパティ群，関連群，合成群を含む。 

F.2.2  X M L 形式スキーマモデル仕様  XML 形式スキーマモデルは，基本的に前述のスキーマ

モデルのクラス図を符号化仕様にもとづいて XML 文書に変換したものである。この変換され

た XML 文書が，応用スキーマ記述文書である。応用スキーマ記述文書は，応用スキーマの内

容をスキーマ・モデルで表現しかつ XML 文書で記述するため，データ集合とともに応用スキ

ーマを交換すことが可能となる。 

F.2.3  応用スキーマ記述文書の構造 この箇条では，応用スキーマ記述文書を構成する各

XML タグを記述している。XML タグの記述では，まず，XML タグ形式が提示されている。XML

タグ形式で，“タグ内容:”と記述されている場合，以下にタグのデータ内容の形式が示され
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ている。なお，多くの場合は，そのデータ内容として記述可能なタグが括弧でくくって定義

されている。次に，そのタグに属性が使用されている場合は各属性の定義が表形式で記述さ

れ，さらに，XML タグのデータ内容が存在する場合は，その内容が表形式で記述されている。 

a )  応用スキーマ記述文書定義  ひとつの応用スキーマは，図 F.1 のスキーマモデルにおい

て，Package クラスで定義される。応用スキーマ記述文書は，複数の応用スキーマから構

成され，Schema 要素を用いて記述する。 

この要素は，内容が応用スキーマ記述文書であることを定義する。応用スキーマ記述文

書として作成された XML 文書は，ひとつの Schema 要素をその内容として持つ。 

XML タグの形式： 

<Schema  name=”schema_name”  tag=”tag_name” > 

タグ内容:  ( Import* | Package+ | Note* ) 

</Schema> 

表 F. 2  － 応用スキーマの定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”schema_name” 1 応用スキーマの名称。 

tag=”tag_name” 0..1 応用スキーマのタグ名。省略時値は応

用スキーマ名称。 

 

内  容 多重度 解      説 

Import 0..n この応用スキーマが前提としているスキーマ。 

Package 1..n この応用スキーマに定義されたパッケージ。 

Note 0..n この応用スキーマ全体に対する注記情報。 

 

b )  関連スキーマ定義 この要素は，応用スキーマを記述するにあたって前提としている他

の応用スキーマ記述文書を指定する。 

XML タグの形式： 

<Import  name=”schema_name”  DTD=”dtd_name”  option=[“PRE” | “POST”] /> 

表 F. 3  － 関連スキーマの定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”schema_name” 1 応用スキーマ記述文書の名称。 

DTD=”DTD_name” 1 DTD ファイルの名称。 

（これは，実装に必要な情報であ

る。） 

option=[“PRE” | “POST”] 1 DTD インポート位置の指定。 

省略時値は“PRE” 

（これは，実装に必要な情報であ

る。） 

 

c ) パッケージ定義  この要素は，スキーマ・モデルにおける Package クラスを定義する。 

XML タグの形式： 



ⅩⅠ 符号化 

ⅩⅠ－133 

<Package  name=”package_name”  tag=”tag_name”  stereotype=”name” > 

タグ内容:  (AssociatedPackage*, Package* | ( Class | Enum )+ | Note* ) 

</Package> 

表 F. 4  － パッケージの定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”package_name” 1 パッケージの名称。 

tag=”tag_name” 0..1 パッケージのタグ名。省略時値はパッ

ケージ名称。 

stereotype=”name” 0..1 ステレオタイプの記述。 

  

内  容 多重度 解      説 

AssociatedPackag

e 

0..n このパッケージと関連をもつパッケージ。 

Package 0..n このパッケージに従属するパッケージ。 

Class 1..n このパッケージに定義されたクラス。 

Enum 0..n このパッケージに定義された列挙型データ型。 

Note 0..n このパッケージに対する注記情報。 

 

d ) 関連パッケージ定義  この要素は，スキーマ・モデルにおける AssociatedPackage クラ

スを定義する。 

XML タグの形式： 

<AssociatedPackage  name=”package_name”  

  type=[ ”IMPORT” | “IMPORTED_BY” | “ACCESS” | “ACCESSED_BY” ]  

  stereotype=”name”  > 

タグ内容:  ( Note* ） 

</AssociatedPackage> 

表 F. 5  － 関連パッケージの定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”package_name” 1 関連をもつパッケージの名称。 

type=[ ”IMPORT” | “IMPORTED_BY” 

| “ACCESS” | “ACCESSED_BY” ] 

0..1 関連の種別。関連をもつパッケージの

状態。省略時値は”IMPORT”。 

stereotype=”name” 0..1 ステレオタイプの記述。 

 

内  容 多重度 解      説 

Note 0..n この関連に対する注記情報。 

 

e ) クラス定義 この要素は，スキーマ・モデルの Class クラスを定義する。 

XML タグの形式： 

<Class name=”class_name” tag=”tag_name” abstract=[“yes” | “no”] 

stereotype=”name” idProperty=”property_name” uuidProperty=”property_name” > 
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タグ内容:  (SuperClass* |  ( Property | Composition | Association ）*  

| Note*） 

</Class> 

 

表 F. 6  － クラスの定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”class_name” 1 クラスの名称。 

tag=”tag_name” 0..1 クラスのタグ名。省略時値はクラス名

称。 

abstract=[“yes” | “no”] 0..1 抽象クラスの指定。省略時値は”no” 

Stereotype=”name” 0..1 ステレオタイプの記述。 

IdProperty=”property_name” 0..1 インスタンスの id 値をプロパティから

得る場合のプロパティの名称。 

uuidProperty=”property_name” 0..1 インスタンスの uuid 値をプロパティ

から得る場合のプロパティの名称。 

 

内  容 多重度 解      説 

SuperClass 0..n このクラスが従属クラスである場合，上位型を指定す

る。 

Property 0..n このクラスに定義されたプロパティ。 

Composition 0..n このクラスに定義された合成。 

Association 0..n このクラスに定義されたアソシエーション。 

Note 0..n このクラスに対する注記情報。 

 

f )  継承関係定義 この要素は，クラスの継承関係について定義するもので，下位型に対す

る上位型を指定する。多重継承のときは，この要素を複数指定する。 

XML タグの形式： 

<SuperClass  name=”class_name” > 

タグ内容:  ( Note* ） 

</SuperClass> 

表 F. 7  － 継承関係の定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”class_name” 1 上位型の名称。 

 

内  容 多重度 解      説 

Note 0..n この継承関係に対する注記情報。 

 

g ) プロパティ定義  この要素は，スキーマ・クラスの Property クラスを定義する。 

XML タグの形式： 

<Property name=”name” tag=”tag_name” datatype=”datatype”  stereotype=”name” 
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multiplicity=”nn..nn” 

  collectionType=[”SET” | “BAG” | “SEQ” | “DICT”]  

  domain=”value_list” value=”value” maxLength=”length” characterSet=”cset”  

  dimension=”dimension” > 

タグ内容:  ( Note* ) 

</Property> 

表 F. 8  － プロパティの定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”name” 1 プロパティの名称。 

tag=”tag_name” 0..1 プロパティのタグ名。省略時値はプロ

パティ名称。 

datatype=”datatype” 1 データ型の記述。 

列挙型データ型の場合は，その型名。 

Stereotype=”name” 0..1 ステレオタイプの記述。 

multiplicity=”nn..nn” 0..1 多重度の記述。省略時値は “1” 

CollectionType=[”SET” | “BAG” 

|  “SEQ” | “DICT” | “NO” ]   

0..1 コレクション・タイプの記述。 

省略時値は”NO”.。 

domain=”value_list” 0..1 取り得る値のリスト。複数のデータ値

を “|” でつないで記述する。これは，

列挙型データ型の代替として使用する

ことができる。 

value=”value” 0..1 初期値の記述。初期値はデータ型に合

ったものでなければならない。また，

domain が指定されている場合には，そ

のリストに定義された値であることが

必要である。 

maxLength=”length” 0..1 最大データ長の記述。 

データ型が文字列型，バイナリ型の場

合に有効である。 

characterSet=”cset” 0..1 文字セットの記述。 

データ型が文字列型，バイナリ型の場

合に有効である。 

dimension=”dimension” 0..1 次元の記述。 

データ型がベクトル型の場合に有効で

ある。 

 

内  容 多重度 解      説 

Note 0..n このプロパティに対する注記情報。 

 

h ) 合成定義 この要素は，スキーマ・クラスの Composition クラスを定義する。 

XML タグの形式： 
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<Composition  name=”name”  tag=”tag_name”  targetClass=”class_name”   

   stereotype=”name”  multiplicity=”nn..nn”  collectionType=[”SET” | “BAG” | 

“SEQ” |  

   “DICT”]   inverseRole=”role_name” > 

タグ内容:  ( Note* ) 

</Composition> 

 

表 F.9  － 合成の定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”name” 1 合成の名称。 

tag=”tag_name” 0..1 合成のタグ名。省略時値は合成名称。 

targetClass=”class_name” 1 対象クラスの記述。 

stereotype=”name” 0..1 ステレオタイプの記述。 

multiplicity=”nn..nn” 0..1 多重度の記述。省略時値は “1” 

collectionType=[”SET” | “BAG” 

|  “SEQ” | “DICT” | “NO” ]   

0..1 コレクション・タイプの記述。 

省略時値は”NO”.。 

inverseRole=”role_name” 0..1 逆の関係におけるロール名の記述。 

 

内  容 多重度 解      説 

Note 0..n この合成に対する注記情報。 

 

i ) 関連定義 この要素は，スキーマ・クラスの Association クラスを定義する。 

XML タグの形式： 

<Association  name=”name”  tag=”tag_name”  targetClass=”class_name”  

   aggregation=[”yes” | “no”]  stereotype=”name”  multiplicity=”nn..nn”  

   collectionType=[”SET” | “BAG” | “SEQ” | “DICT”]  inverseRole=”role_name”  

> 

タグ内容:  ( Note* ） 

</Association> 

 

表 F.10 － 関連の定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”name” 1 関連の名称。 

tag=”tag_name” 0..1 関連のタグ名。省略時値は関連名称。 

targetClass=”class_name” 1 対象クラスの記述。 

stereotype=”name” 0..1 ステレオタイプの記述。 

aggregation=[”yes” | “no”] 0..1 集約関連の指定。省略時値は”yes”。 

multiplicity=”nn..nn” 0..1 多重度の記述。省略時値は “1” 

collectionType=[”SET” | “BAG” 

|  “SEQ” | “DICT” | “NO” ]   

0..1 コレクション・タイプの記述。 

省略時値は”NO”.。 
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inverseRole=”role_name” 0..1 逆の関係におけるロール名の記述。 

 

内  容 多重度 解      説 

Note 0..n このアソシエーションに対する注記情報。 

 

j ) 列挙型データ型定義  この要素は，列挙型データ型を定義する。 

XML タグの形式： 

<Enum  name=”name”  stereotype=”name”   > 

タグ内容:  (EnumValue+, Note*） 

</Enum> 

表 F.11 － 列挙型データ型の定義 

属   性 多重度 解      説 

name=”name” 1 列挙型データタイプの名称。 

stereotype=”name” 0..1 ステレオタイプの記述。 

 

内  容 多重度 解      説 

EnumValue 1..n 列挙型データのドメインを構成する全データを定義す

る。 

Note 0..n この列挙型データに対する注記情報。 

 

k )  列挙型データ値定義 この要素は，列挙型データ型のドメインを構成するデータ値を記

述する。 

XML タグの形式： 

<EnumValue> 

タグ内容:  データ値 

</EnumValue> 

表 F.12 － 列挙型データ値の定義 

内  容 多重度 解      説 

データ値 1 列挙型データのドメインを構成するひとつのデータ値

を表わす文字列。 

 

l ) 注記情報定義 この要素は，UML クラス図に書かれた注記情報を記述する。 

XML タグの形式： 

<Note  type=[“TEXT” | “OCL”]  stereotype=”name”  > 

タグ内容:  NOTE としてテキストで記述された string  又は  OCL 記述の

string 

</Note> 
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表 F.13 － 注記情報の定義 

属   性 多重度 解      説 

type=[“TEXT” | “OCL”] 1 注記情報のタイプ。 

stereotype=”name” 0..1 ステレオタイプの記述。 

 

内  容 多重度 解      説 

データ 1 注記情報の内で，NOTE としてテキストで記述された 

string  

又は OCL 記述の string。 

 

F.2.4  応用スキーマ記述例  

RS_Identifier

+ identifier : CharacterString
+ citation : CI_Citation

(from Reference system)

<<Union>>

SI_SpatialReferenceSystemUsingGeographicIdentifiers

+ theme : CharacterString
+ overallOwner : CI_ResponsibleParty

(from ReferenceSystem by Identifier)

SI_LocationInstance

+ geographicIdentifier : CharacterString
+ alterrnativeGeographicIdentifier [0..*] : CharacterString
+ versionDate[0..1] : EX_TemporalExtent
+ geographicExtent[0..1] : EX_GeographicExtent
+ administrator : CI_ResponsibleParty
+ position[0..1] : GM_Primitive

(from Gazetteer)

0..*+parent 0..*

nesting

+child

0..*

SI_LocationType

+ name : RS_Identifier
+ theme : CharacterString
+ labellingConvention : CharacterString
+ definition : CharacterString
+ owner : CI_ResponsibleParty
+ domainOfUse : EX_Extent

(from ReferenceSystem by Identifier)

1..* +locationTypes1..*

+referenceSystem

Comprises

0..*

0..*

+parent

0..*

nesting

+child 0..*

0..*

1

0..* +locationType

1

SI_Gazetteer

+ name : RS_Identifier
+ scope[0..1] : CharacterString
+ custodian : CI_ResponsibleParty
+ coordinate_system[0..1] : SC_CRS
+ domainOfUse : EX_GeographicExtent

(from Gazetteer)

1..*

1..*

+comprises1..*

+gazetteer

1..*

1..*

0..*

+locationType 1..*

0..*

 
図 F. 2  － 空間参照系の定義 

 

 上の図 F.2 は，空間参照系の定義を示している。これは応用スキーマとして記述されたも

のではないが，応用スキーマとしての要件を満たしているので，その中のクラス定義につい

て XML 文書で記述した例を以下に示す。 

<Class name=”SI_LocationType” > 

 <Composition  name=”name” targetClass=” RS_Identifier” /> 

 <Property  name=”theme”  datatype=”CharacterString” /> 

 <Property  name=”labellingConnection” datatype=”CharacterString” /> 

 <Property  name=”definition” datatype=”CharacterString” /> 

 <Composition  name=”owner” targetClass=”Cl_ResponsibleParty” /> 

 <Composition  name=”domainOFUse” targetClass=”EX_Extent” /> 

 <Composition  name=”referenceSystem”

 targetClass=”SI_SpatialReferenceGeographicIdentifiers” /> 
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</Class> 

<Class name=” SI_SpatialReferenceGeographicIdentifies”> 

 <Property  name=”theme”  datatype=”CharacterString” /> 

 <Composition  name=”overallowner” targetClass=”Cl_ResponsibleParty” /> 

</Class> 

<Class name=”SI_LocationInstance” > 

 <Property  name=” GeographicIdentifier” datatype=”CharacterString” /> 

 <Property  name=” alternativeGeographicIdentifier” datatype=”CharacterString” 

 mulltiplicity=”0..*” /> 

 <Composition  name=”versionDate” targetClass=”EX_ TenmporalExtent”

 mulltiplicity=”0..1”  /> 

 <Composition  name=”geographicExtent” targetClass=”EX_ geographicExtent”

 mulltiplicity=”0..1”  /> 

 <Composition  name=”administrator”  targetClass=” Cl_ResponsibleParty” /> 

 <Composition  name=”position” targetClass=”GM_Position”  mulltiplicity=”0..1”  

/> 

</Class> 

<Class name=”SI_Gazzeteer” > 

 <Composition  name=”name” targetClass=” RS_Identifier” /> 

 <Property  name=” scope”  datatype=”CharacterString”  mulltiplicity=”0..*” 

/> 

 <Composition  name=”custodian” targetClass=” Cl_ResponsibleParty” /> 

 <Composition  name=”coordinate_system” targetClass=”SC_CRS” /> 

 <Composition  name=”domainOFUse” targetClass=”EX_GegraphicExtent” /> 

</Class> 

<Class name=”RS_Identifier”   steretype=”Union”> 

 <Property  name=”Identifier”  datatype=”CharacterString” /> 

 <Composition  name=”citation” targetClass=”CI_Citation” /> 

</Class> 

 

F.3 日本語の取扱い  

F.3.1  文 字 の 符 号 化  C2.7 の参考においても述べたように，「This is restricted to 

“UTF-8”,”UTF-16”,”ISO-10646-UCS2” and ”ISO-10646-UCS-4” in this 

International Standarts」の記述があるが，Normative である A.6.3 と競合する（指定され

た四つの文字コードはサポートすることが必須。）ため，C.2.7 の制約は誤りであるとした。

このため日本において使用されている Shift_JIS，EUC-JP，I S O -2022- JP の使用は可能である。 

F.3.2  言語タグの仕組み 提供者と利用者の合意がとれれば日本語をタグ名に使用してよい

ものとする。しかし相手が不特定の場合は合意がとれないとみなして英語のタグ名を使用す

ることが望ましい。 

 



ⅩⅠ 符号化 

ⅩⅠ－140 

附属書 G  （参考） 参考文献 

 

1)    The Internet Official Protocol Standards - IETF STD1:1998. 

2)    The Open Group, CAE Specification, DCE 1.1: Remote Procedure Call, Document 

number C706, http://www.opengroup.org/publications/catalog/c706.htm 

3)    Namespaces in XML, W3C Recommendation, 14-January-1999, 

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114  

4)    The World Wide Web Consortium (W3C). The standards group responsible for 

maintaining and advancing HTML and other Web related standards. 

http://www.w3.org/ 

5)    Uniform Resource Identifier [RFC2396],  http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt 

6)    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 Specification, W3C Candidate 

Recommendation 02 November 2000, http://www.w3.org/TR/SVG/ 

7)    XML Linking Language (XLink) Version 1.0, W3C Proposed Recommendation 20 

December 2000, http://www.w3.org/TR/2000/PR-xlink-20001220/ 

8)    XML Pointer Language (XPointer) Version 1.0, W3C Last Call Working Draft 8 

January 2001, http://www.w3.org/TR/xptr 

9)    XML Path Language (XPath), Version 1.0 W3C Recommendation 16 November 1999, 

http://www.w3.org/TR/xpath 

10)   Resource Description Framework, (RDF) Model and Syntax Specification, W3C 

Recommendation 22 February 1999, http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax 

11)   Resource Description Framework, (RDF) Schema Specification 1.0, W3C 

Candidate Recommendation 27 March 2000, http://www.w3.org/TR/2000/CR-rdf-

schema-20000327 

12)   Document Object Model (DOM) Level 1 Specification, Version 1.0, W3C 

Recommendation 01-October-1998, http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1 

13)   XSL Transformations (XSLT), Version 1.0, W3C Recommendation 16 November 

1999, http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116 

14)   The Object Management Group (OMG), http://www.omg.org/ 

XML Metadata Interchange (XMI) version 1.1, formal/00-11-02, 

http://cgi.omg.org/cgi-bin/doc?formal/00-06-01 

 

 


