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1.

JMP2.0 とは

1.1. 背景
地理情報は、多数の機関において様々な形態で整備・
提供されており、これらの情報の中には、
所有する機関の内部での利用に留まることなく、様々な目的のために広く活用さるべきものが多数存
在する。インターネット技術を利用し、世の中に点在するこれら諸情報のメタデータを統合的に検索・
提供するシステム、いわゆるクリアリングハウスの実現は、地理情報の利用促進、重複投資回避によ
るコスト軽減を可能とするものであり、その構築にあたっては、各々の地理情報に関するメタデータの
整備が必要である。

1.2. これまでの経緯
国土地理院では、政府の地理情報クリアリングハウス（http://zgate.gsi.go.jp）を運用しており、その
JMP1.1a：
Japan Metadata Profile 1.1a）
システムにおいて日本版メタデータプロファイル（
が利用され
ている。
JMP1.1a とは、日本国内におけるクリアリングハウスの普及促進を優先することを目的に、国際標
1998 年登録）
準化機構の地理情報に関する専門委員会（ISO/TC211）
のメタデータの原案（
に基づ
いて暫定的に策定した国内標準である。
ISO/TC211 では、2003 年 5 月に正式にメタデータ（ISO19115）
が国際規格として発行された。そこ
で、これを機に日本版プロファイルについても、国際規格に準拠したものに改訂する運びとなり、国
土地理院及び民間企業 17 社が参加する共同研究「
地理情報標準の普及・
利用技術に関する研究」
において、国際規格に準拠した JMP2.0 を策定した。なお、共同研究に参加した企業のリストを付録
D に示す。

1.3. JMP2.0 の策定
ISO19115 では、コアメタデータと呼ばれる基本項目(項目数：
約 50 項目)が設定されており、この項
目はどのようなコミュニティも遵守している。ISO19115 に基づいてメタデータプロファイルを策定する
場合には、このコアメタデータに項目を追加して拡張していく形をとる。また ISO 19115 では予め拡張
用としての項目が多く用意されており、コアメタデータと追加パッケージを含んだ包括的メタデータ
（
項目数：約 400 項目）
がある。
このコアメタデータは、記述項目が限定され、例えば、キーワード情報、利用制限に関する情報、
品質情報をはじめとした種々の情報が記述できなくなっている。メタデータの運用を考えると、これら
コアメタデータだけでは必要とする事項をすべて記述することは難しいので、JMP2.0 では、ISO
19115 との整合性を保ちながら、包括的メタデータで用意されているパッケージから必要と思われる
項目をコアメタデータに追加する形をとった。
JMP2.0 は、地理情報やメタデータに関して専門的な知識を有していないユーザでも、簡単に理
解・
作成ができるメタデータを目指し、できるだけ項目数を限定したシンプルなプロファイルにしてい
る。例えば、メタデータに実体として情報を記述するのではなく、その情報へのリンク等を残す形で、
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融通性と簡素化を図っている。
さらに JMP2.0 では、地理情報利用者が検索手段として利用するクリアリングハウスだけではなく、
製品仕様書での活用のほか、様々なシステム間、アプリケーション間で地理情報を相互利用するた
めのインデックス情報としての活用も想定している。

ISO19115
包括的メタデータ
(約 400 項目)

JMP2.0
(約 70 項目)
コアメタデータ
(約 50 項目)

図 1-1 JMP2.0 とISO19115 との関係
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2.

メタデータパッケージ

2.1. メタデータパッケージの構成
JMP2.0 のメタデータパッケージ構成を表 2-1 に示す。ここで、メタデータパッケージとは、関係す
るメタデータ要素体とメタデータ要素の集まりを定義する、メタデータのサブセットのことである。メ
タデータ要素はメタデータの個々の構成単位で、その集まりは、データの同じ側面を記述するメタ
データ要素の集合であるメタデータ要素体となる。さらに同じ種類のメタデータ要素体の集まりが
メタデータパッケージとなる。なお、メタデータパッケージは、UML（統一モデル言語）
のパッケー
ジにあたり、メタデータ要素体はクラス、メタデータ要素は属性ないし関連の役割名に該当する。

表 2-1 JMP2.0 のメタデータパッケージ構成
パッケージ

概 説

メタデータ要素体集

このパッケージには、メタデータを記述するために使われる全てのルートクラ

合情報

スが含まれ、それらの相互関係が示される。

識別情報

識別情報はデータを一意に識別するための情報からなる。識別情報は情報
資源の引用、要約、目的、著作権者、状態、問合せ先に関する情報を含ん
でいる。

制約情報

このパッケージは、アクセスの制約や利用上の制約など、データに与えられ
た禁止事項に関する情報からなる。

データ品質情報

このパッケージは、データの品質評価結果を示す。品質評価の適用範囲を
示し、データの系譜や、特に定められた評価の結果を記入することもでき
る。

保守情報

このパッケージはデータ更新の適用範囲及び頻度についての情報からな
る。

参照系情報

このパッケージはデータ集合で使用されている空間及び時間参照系の記
述からなる。

配布情報

このパッケージはデータ集合の配布者及びデータ集合の入手のための任
意選択についての情報からなる。

範囲情報

このパッケージはデータの範囲を示すデータ型を規定し、参照するメタデー
タ要素体の空間及び時間範囲を記述するためのメタデータ要素の集まりか
らなる。

引用及び責任者情報

このパッケージは、情報資源（データ集合、地物、元情報、刊行物など）の
責任者についての情報や、情報資源を引用するための標準化された方法
を示すデータ型の情報からなる。

2.2. メタデータパッケージとメタデータ要素体の関係
メタデータパッケージとメタデータ要素体の関係は、表 2-1 に示される。メタデータパッケージ
に対応するメタデータ要素体は、要素体の列に記述され、UML 図やデータ辞書の列には、それ
ぞれ対応する箇条番号を記述する。なお、メタデータ要素体及びメタデータ要素の詳細な内容
は、次節以降で説明する。

表 2-1 メタデータパッケージとメタデータ要素体の関係
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メタデータパッケージ

要素体

UML図

データ辞書

メタデータ要素体集合情

MD_Metadata

3.1

4.1

識別情報

MD_Identification

3.2

4.2

制約情報

MD_Constraints

3.3

4.3

品質情報

DQ_DataQuality

3.4

4.4

保守情報

MD_MaintenanceInformation

3.5

4.5

参照系情報

MD_ReferenceSystem

3.6

4.6

配布情報

MD_Distribution

3.7

4.7

範囲情報

EX_Extent

3.8

4.8

引用及び責任者情報

CI_Citation CI_ResponsibleParty

3.9

4.9

報
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3.

UML データモデル

3.1. メタデータ要素体集合情報（Metadata entity set information）

図 3-1 MD_Metadata
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3.2. 識別情報（Identification information）

MD̲Metadata

MD̲Constraints

(from JMP2.0)

MD̲BrowseGraphic
+ fileName : CharacterString
+ fileDescription[0..1] : CharacterString
+ fileType[0..1] : CharacterString

(from Constraint information)

0..*
+resourceConstraints
+descriptiveKeywords

+identificationInfo

+graphicOverview 0..*

MD̲Keywords
+ keyword[1..*] : CharacterString
+ type[0..1] : MD̲KeywordTypeCode

1

+
+
+
+
+

<<Abstract>>
MD̲Identification
citation : CI̲Citation
abstract : CharacterString
purpose[0..1] : CharacterString
status[0..*] : MD̲ProgressCode
pointOfContact[0..*] : CI̲ResponsibleParty

0..*
条件文：
・MD̲Metadata.hierarchyLevel="dataset"の場合、
topicCategoryは必す
extent.geographicElement.EX̲GeographicBoundingBox,
extent.geographicElement.EX̲.CoordinateBoundingBox,
extent.geographicElement.EX̲GeographicDescription
のいずれかが必す

<<Union>>
MD̲Resolution
+ equivalentScale : MD̲RepresentativeFraction
+ distance : Distance

<<DataType>>
MD̲RepresentativeFraction
+ denominator : Integer

+
+
+
+
+

<<CodeList>>
MD̲KeywordTypeCode
discipline = 001
place = 002
stratum = 003
temporal = 004
theme = 005

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

・characterSet
JIS X 0221-1を使用していなければ必す

MD̲DataIdentification
spatialRepresentationType[0..*] : MD̲SpatialRepresentationTypeCode
spatialResolution[0..*] : MD̲Resolution
language[1..*] : CharacterString
characterSet[0..*] : MD̲CharacterSetCode
topicCategory[0..*] : MD̲TopicCategoryCode
extent[0..*] : EX̲Extent

<<CodeList>>
MD̲ProgressCode
completed = 001
historicalArchive = 002
obsolete = 003
onGoing = 004
planned = 005
required = 006
underDevelopment = 007

<<CodeList>>
MD̲SpatialRepresentationTypeCode
vector = 001
grid = 002
textTable = 003
tin = 004
stereoModel = 005
video = 006

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Enumeration>>
MD̲TopicCategoryCode
farming = 001
biota = 002
boundaries = 003
climatologyMeteorologyAtmosphere = 004
economy = 005
elevation = 006
environment = 007
geoscientificinformation = 008
health = 009
imageryBaseMapsEarthCover = 010
intelligenceMilitary = 011
inlandWaters = 012
location = 013
oceans = 014
planningCadastre = 015
society = 016
structure = 017
transportation = 018
utilitiesCommunication = 019

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
MD̲CharacterSetCode
ucs2 = 001
ucs4 = 002
utf7 = 003
utf8 = 004
utf16 = 005
8859part1 = 006
8859part2 = 007
8859part3 = 008
8859part4 = 009
8859part5 = 010
8859part6 = 011
8859part7 = 012
8859part8 = 013
8859part9 = 014
8859part10 = 015
8859part11 = 016
(reserved for future use) = 017
8859part13 = 018
8859part14 = 019
8859part15 = 020
8859part16 = 021
jis = 022
shiftJIS = 023
eucJP = 024
usAscii = 025
ebcdic = 026
eucKR = 027
big5 = 028
GB2312 = 029

図 3-2 MD_Identification

3.3. 制約情報（Constraint information）

<<Abstract>>
MD̲Identification
(from Identification information)

0..*

+resourceConstraints

MD̲Constraints
+ useLimitation[0..*] : CharacterString

図 3-3 MD_Constraints
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3.4. データ品質情報（Data quality information）
3.4.1. データ品質（DQ_DataQuality）

条件文：
scope.DQ̲Scope.level="dataset"の
ときは，
"report"又は"lineage"のいずれか
が必す

MD̲Metadata
(from JMP2.0)

+dataQualityInfo
0..*
+lineage

DQ̲DataQuality
+ scope : DQ̲Scope

LI̲Lineage
(from Lineage information)

0..1 + statement : CharacterString

+report

<<Abstract>>
DQ̲Result

0..*
<<Abstract>>
DQ̲Element
+ evaluationMethodDescription[0..1] : CharacterString
+ result[1..2] : DQ̲Result
+ typeOfQualityEvaluation : DQ̲TypeOfQualityEvaluationCode

DQ̲ConformanceResult
+ specification : CI̲Citation
+ explanation : CharacterString
+ pass : Boolean

条件文：
"level"が"dataset"でも"series"でもない場合は，
"levelDescription"が必す

<<DataType>>
DQ̲Scope
+ level : MD̲ScopeCode
+ extent[0..1] : EX̲Extent
+ levelDescription[0..*] : MD̲ScopeDescription

<<Union>>
MD̲ScopeDescription
(from Maintenance information)

+ dataset : CharacterString
+ other : CharacterString
DQ̲Elementの特化クラスを符号一覧のクラスとして定義し
、DQ̲Elementの属性 "typeOfQualityEvaluation" として記
述する

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
DQ̲TypeOfQualityEvaluationCode
completenessCommission = 001
completenessOmmission = 002
conceptualConsistency = 003
domainConsistency = 004
formatConsistency = 005
topologicalConsistency = 006
absoluteExternalPositionalAccuracy = 007
griddedDataPositionalAccuracy = 008
relativeInternalPositionalAccuracy = 009
accuracyOfATimeMeasurement = 010
temporalConsistency = 011
temporalValidity = 012
thematicClassificationCorrectness = 013
nonQuantitativeAttributeAccuracy = 014
quantitativeAttributeAccuracy = 015

図 3-4 DQ_DataQuality
3.4.2. 系譜情報（LI_Lineage）

DQ̲DataQuality
(from Data quality information)

+ scope : DQ̲Scope

+lineage

0..1

LI̲Lineage
+ statement : CharacterString

図 3-5 LI_Lineage
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DQ̲QuantitativeResult
+ valueUnit : UnitOfMeasure
+ errorStatistic[0..1] : CharacterString
+ value[1..*] : Record

3.5. 保守情報（Maintenance information）

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
MD̲ScopeCode
attribute = 001
attributeType = 002
collectionHardware = 003
collectionSession = 004
dataset = 005
series = 006
nonGeographicDataset = 007
dimensionGroup = 008
feature = 009
featureType = 010
propertyType = 011
fieldSession = 012
software = 013
service = 014
model = 015
tile = 016

<<Union>>
MD̲ScopeDescription
+ dataset : CharacterString
+ other : CharacterString

図 3-6 MD_MaintenenceInformation
3.6. 参照系情報（Reference system information）

MD̲Metadata
(from JMP2.0)

+referenceSystemInfo

0..*

MD̲ReferenceSystem
+ referenceSystemIdentifier : RS̲Identifier

<<DataType>>
MD̲Identifier
+ authority[0..1] : CI̲Citation
+ code : CharacterString

RS̲Identifier

図 3-7 MD_ReferenceSystem
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3.7. 配布情報（Distribution information）

MD̲Metadata
(from JMP2.0)

0..1

+distributionInfo
<<DataType>>
MD̲Medium
+ name[0..1] : MD̲MediumNameCode
+ mediumNote[0..1] : CharacterString

MD̲Distribution

+distributionFormat
1..*
MD̲Format
+ name : CharacterString
+ version : CharacterString

+transferOptions
0..*
MD̲DigitalTransferOptions
+ onLine[0..*] : CI̲OnlineResource
+ offLine[0..1] : MD̲Medium

図 3-8 MD_Distribution
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
MD̲MediumNameCode
cdRom = 001
dvd = 002
dvdRom = 003
3halfInchFloppy = 004
5quarterInchFloppy = 005
7trackTape = 006
9trackTape = 007
3480Cartridge = 008
3490Cartridge = 009
3580Cartridge = 010
4mmCartridgeTape = 011
8mmCartridgeTape = 012
1quarterInchCartridgeTape = 013
digitalLinearTape = 014
onLine = 015
satellite = 016
telephoneLink = 017
hardcopy = 018
mo = 019

3.8. 範囲情報（Extent information）
extentTypeCode == 0
extentTypeCode == 1

：外側
：内側

<<DataType>>
EX̲Extent
+ description[0..1] : CharacterString

条件文：
"description"
"geographicElement"
"temporalElement"
"verticalElement"
のいずれかひとつは必す

条件文：
・extentReferenceSystem
"EX̲GeographicDescription"を
記述した場合を除き、必す
+geographicElement
0..*
<<Abstract>>
EX̲GeographicExtent
+ extentTypeCode[0..1] : Boolean = "1"
+ extentReferenceSystem[0..1] : RS̲Identifier

+temporalElement
0..*
EX̲TemporalExtent
+ extent : TM̲Primitive

+verticalElement
0..*
EX̲VerticalExtent
+ minimumValue : Real
+ maximumValue : Real
+ unitOfMeasure : UomLength

+verticalDatum
1
EX̲BoundingPolygon
+ polygon[1..*] : GM̲Object

+
+
+
+

EX̲GeographicBoundingBox
westBoundLongitude : Angle
eastBoundLongitude : Angle
southBoundLatitude : Angle
northBoundLatitude : Angle

+
+
+
+

EX̲GeographicDescription
+ geographicIdentifier : MD̲Identifier

SC̲VerticalDatum
(from Spatial Referencing by Coordinates)

EX̲CoordinateBoundingBox
westBoundCoordinate : Real
eastBoundCoordinate : Real
southBoundCoordinate : Real
northBoundCoordinate : Real

図 3-9 EX_Extent
3.9. 引用及び責任者情報（Citation and responsible party information）
<<DataType>>
CI̲Citation
+ title : CharacterString
+ date[1..*] : CI̲Date

<<DataType>>
CI̲Date
+ date : Date
+ dateType : CI̲DateTypeCode

<<CodeList>>
CI̲DateTypeCode
+ creation = 001
+ publication = 002
+ revision = 003

図 3-10 CI_Citation
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+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

<<DataType>>
CI̲ResponsibleParty
individualName[0..1] : CharacterString
organisationName[0..1] : CharacterString
positionName[0..1] : CharacterString
contactInfo[0..1] : CI̲Contact
role : CI̲RoleCode

条件文：
indivisualName
organisationName
positionName
のいずれかは必す

<<DataType>>
CI̲Telephone
+ voice[0..*] : CharacterString
+ facsimile[0..*] : CharacterString

<<DataType>>
CI̲Contact
phone[0..1] : CI̲Telephone
address[0..1] : CI̲Address
onlineResource[0..1] : CI̲OnlineResource
hoursOfService[0..1] : CharacterString
contactInstructions[0..1] : CharacterString

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
CI̲RoleCode
resourceProvider = 001
custodian = 002
owner = 003
user = 004
distributor = 005
originator = 006
pointOfContact = 007
principalInvestigator = 008
processor = 009
publisher = 010
author = 011

<<DataType>>
CI̲Address
deliveryPoint[0..*] : CharacterString
city[0..1] : CharacterString
administrativeArea[0..1] : CharacterString
postalCode[0..1] : CharacterString
country[0..1] : CharacterString
electronicMailAddress[0..*] : CharacterString

<<DataType>>
CI̲OnlineResource
+ linkage : URL(IETF RFC1738, IETF RFC2056)
+ description[0..1] : CharacterString
URL

図 3-11 CI_ResponsibleParty
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4.

データ辞書
ここでは、JMP2.0 のメタデータパッケージ、メタデータ要素体及びメタデータ要素における、定義、

要求度／条件、最大記述回数等を記載したデータ辞書を提示する。
要求度／条件の記述内容は、次のとおり。
M（
必須）
：

メタデータ要素体及びメタデータ要素は、記述されなければならない。

C（
条件付）
：

その条件に適合すれば、メタデータ要素体及びメタデータ要素は、記
述されなければならない。

O（
オプション）
：

メタデータ要素体及びメタデータ要素は、記述されなくてもよい。

最大記述回数の記述内容は、次のとおり。
１：

メタデータ要素体及びメタデータ要素の最大記述回数は、１回のみで
ある。

N：

メタデータ要素体及びメタデータ要素の記述回数は、繰り返し記述が
可能である。

12

4.1.
No

1

メタデータ要素体集合情報（Metadata entity set information）
名称 / 役割名
MD_Metadata
メタデータ

2

fileIdentifier
ファイル識別子

3

language
言語

4

characterSet
文字集合

5

parentIdentifier
親識別子

6

hierarchyLevel

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

一つ以上の情報資源に関する
メタデータを定義する基本要素
体
このメタデータファイルのための
一意な識別子

M

1

クラス

O

1

文字列

メタデータの記述に使われる言
語

C/符号化によって定義さ
れなければ

1

クラス

C/ ISO/IEC 10646-1 が
使われず、かつ符号化
によって定義されなけれ
ば
このメタデータが部分集合とな C/ より上位の階層があ
る（子となる）メタデータのファイ
る場合
ル識別子

1

クラス

1

文字列

メタデータの適用範囲

C/ 階層レベルが デー
タ集合 でなければ

N

クラス

メタデータが供給されている階
層レベルの名称

C/ 階層レベルが デー
タ集合 でなければ

N

文字列

メタデータ情報の責任者

M

1

クラス

メタデータが作成された日付

M

1

クラス

メタデータ集合のために使われ
る ISO 文字符号規格の完全な
名称

階層レベル
7

hierarchyLevelName
階層レベル名

8

contact
問合せ先

9

dateStamp
日付

13

定義域
行 2-15

自由記述

言語型
(LanguageType《Union》)
6.8
文字コード
(MD_CharacterSetCode)
《CodeList》5.3
自由記述

適用範囲コード
(MD_ScopeCode)
《CodeList》5.7
自由記述

責任者
(CI_ResponsibleParty)
《DataType》4.9.1
日付
（Date) 6.1

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

10

metadataStandardNa
me
メタデータ規格の名
称
metadataStandardVers
ion
メタデータ規格の版

使っているメタデータ規格の名
称（プロファイル名称を含む）

O

1

文字列

使っているメタデータ規格の版
（プロファイルの版も含む）

O

1

文字列

12

役割名:
referenceSystemInfo
参照系情報

データ集合の中で使われてい
る空間及び時間参照系の記述

O

N

関連
（パッケージ）

参照系
（MD_ReferenceSystem）
4.6.1

13

役割名:
identificationInfo
識別情報

メタデータを適用する一つ以上
の情報資源についての基本的
情報

M

1

関連
（パッケージ）

識別
(MD_Identification
《Abstract》4.2.1

14

役割名:
distributionInfo
配布情報

一つ以上の情報資源を得るた
めの配布者及び任意選択に関
する情報

O

1

関連
（パッケージ）

配布
（MD_Distribution）
4.7.1

15

役割名:
dataQualityInfo
データ品質情報

一つ以上の情報資源の品質の
総合的な評価結果に関する情
報

O

N

関連
（パッケージ）

データ品質
（DQ_DataQuality）
4.4.1

11

14

定義域
自由記述

自由記述

）

4.2.
識別情報（Identification information）
4.2.1. 識別（MD_Identification）
No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

16

17

MD_Identification
識別

一つ以上の情報資源を一意に
識別するために要求される基本
情報

参照先の要求度を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

《Abstract》
メタデータ
（MD_Metadata）に
集約されるクラス

citation

一つ以上の情報資源の引用デ
ータ

M

1

クラス

一つ以上の情報資源の内容の
簡潔な目的
情報資源が作成された趣旨の
要約

M

1

文字列

引用
(CI_Citation《DataType》)
4.9.1
自由記述

O

1

文字列

自由記述

一つ以上の情報資源の状態

O

N

クラス

O

N

クラス

問合せ先

一つ以上の情報資源に関連す
る人及び組織への連絡のため
の識別情報及び手段

役割名:
graphicOverview
概要の図示

一つ以上の情報資源の図的な
表示（図の凡例を含むことが望
ましい）

O

N

関連

役割名:
descriptiveKeywords
記述的キーワード

分類のキーワード、その型、及
び参照する情報源

O

引用
18
19
20

abstract
要約
purpose
目的
status
状態

21

22

23

pointOfContact

定義域
行 17-32

進捗コード
(MD_ProgressCode
《CodeList》)5.6
責任者
(CI_ResponsibleParty
《DataType》)4.9.1

閲覧図
(MD_BrowseGraphic)
4.2.2
N

関連
キーワード
(MD_Keywords)
4.2.3

15

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

24

定義域

役割名:
resourceConstraints
情報資源の制約

一つ以上の情報資源に適用さ
れる制約に関する情報

O

N

関連

25

MD_DataIdentificatio
n
データ識別

データ集合の識別のために要
求される情報

参照先の要求度を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

識別
(MD_Identification)
の特化クラス

26

spatialRepresentation
Type
空間表現型

地理情報の空間表現に使用す
る方法

O

N

クラス

空間表現型コード
(MD_SpatialRepresentatio
nTypeCode《CodeList》)5.8

27

spatialResolution
空間解像度

データ集合中の空間データの
解像度に関する情報

O

N

クラス

解像度
(MD_Resolution《Union》
4.2.5

28

language
言語

データ集合中で使われる一つ
以上の言語

M

N

クラス

29

characterSet
文字集合

データ集合に使用している文字
符号規格の完全な名称

C/ ISO 10646-1 を使って
いなければ

N

クラス

30

topicCategory
主題分類

データ集合の一つ以上の主題

C/ 階層レベルが デー
タ集合 であれば

N

クラス

言語型
(LanguageType《Union》)
6.8
文字コード
(MD_CharacterSetCode
《CodeList》)5.3
主題コード
(MD_TopicCategoryCode
《CodeList》)5.9

31

欠番

制約
(MD_Constraints)
4.3

16

行 17-24 及び 26-32

名称 / 役割名

No

32

extent
範囲

4.2.2.

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

データ集合の地理、垂直及び
時間範囲に関する付加的な情
報

C/ 階層レベルが デー
タ集合 であれば、
範囲/地理要素/地理境
界ボックス
あるいは
範囲/地理要素/座標境
界ボックス
あるいは
範囲/地理要素/地理記
述
のいずれかが必須となる

N

クラス

定義域

範囲
（EX_Extent 《DataType》)
4.8.1

閲覧図（MD_BrowseGraphic）

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

33

MD_BrowseGraphic
閲覧図

参照先の要求度を使用

fileName
ファイル名

M

参照先の最大
記述回数を使
用
1

識別
(MD_Identification)
に集約されるクラス
文字列

行 34-36

34

データ集合を説明するために
提供される図（図の凡例を含む
ことが望ましい）
データ集合の説明をする図を
含んだファイルの名称

35

fileDescription
ファイル記述
fileType

図の説明文

O

1

文字列

自由記述

図の符号化の形式（例：CGM、
EPS 、 GIF 、 JPEG 、 PBM 、
PS、 TIFF、 XWD）

O

1

文字列

自由記述

36

ファイル型

17

定義域

自由記述

4.2.3.

キーワード（MD_Keywords）
名称 / 役割名

No

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

定義域

37

MD_Keywords
キーワード

キーワード、その型及びその参
照する情報源

参照先の要求度を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

識別
(MD_Identification)
に集約されるクラス

行 38-39

38

keyword

M

N

文字列

自由記述

39

キーワード
type
型

主題を記述するために共通的
に使用する、言葉、公認された
言葉、又は語句
類似のキーワードをグループ化
するために使われる主題

O

1

クラス

4.2.4.

キーワードタイプコード
(MD_KeywordTypeCode
《CodeList》)
5.4

分数表現（MD_RepresentativeFraction）

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

40

MD_RepresentativeFr
action

MD_RepresentativeFraction.den
ominator = 1 / Scale.measure か
つ
Scale.targetUnits
=
Scale.sourceUnits のときScale か
ら派生する
単分数の線の下にある数

参照先の要求度を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

クラス

行 41

M

1

整数

整数 > 0

分数表現
41

denominator
分母

18

定義域

4.2.5.
No

解像度（MD_Resolution）
名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

参照先の最大
記述回数を使
用
1

クラス《Union》

42

MD_Resolution
解像度

縮尺係数又は地表距離で表さ
れる詳細度

参照先の要求度を使用

43

equivalentScale
等価縮尺

比較し得る地図又は海図の縮
尺として表される詳細度

C/距離(ｄistance)が使用
されていなければ

44

distance

地表の標本距離

C/等価縮尺
（equivalentScale）が使用
されていなければ

1

クラス

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

参照先の最大
記述回数を使
用
N

識別
(MD_Identification)
に集約されるクラス
文字列

距離

4.3.
No

クラス

定義域
行 43-44

分数表現
（MD_RepresentativeFracti
on）4.2.4
距離
（Distance)
6.3

制約情報（Constraint information）
名称 / 役割名

45

MD_Constraints
制約

情報資源又はメタデータのアク
セスと利用に関する禁止事項

参照先の要求度を使用

46

useLimitation
利用制限

情報資源又はメタデータの利用
適合性に影響する、制限（例：
ナビゲーションに使用すべきで
ない ）

O

19

定義域
行 46

自由記述

4.4.
データ品質情報（Data quality information）
4.4.1. データ品質（DQ_DataQuality）
名称 / 役割名

No

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

47

DQ_DataQuality
データ品質

データ品質の適用範囲によっ
て規定されたデータの品質情
報

参照先の要求度を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

メタデータ
（MD_Metadata）に
集約されるクラス

48

scope
適用範囲

データ品質情報があてはまる適
用範囲

M

1

クラス

49

役割名:report
報告

適用範囲に対する定量的品質
情報

N

関連

50

役割名:lineage
系譜

適用範囲に対する系譜につい
ての非定量的品質情報

C/データ品質適用範囲
の階層レベルが”データ
集合”で、 系譜が記述さ
れていなければ
C/データ品質適用範囲
の階層レベルが”データ
集合”で、報告が記述さ
れていなければ

1

関連

要求度/条件

最大記述回数

データ型

参照先の最大
記述回数を使
用

データ品質
(DQ_DataQuality)
に集約されるクラス

1

文字列

4.4.2.
No

定義域
行 48-50

データ品質適用範囲
（DQ_Scope《DataType》)
4.4.5
データ品質要素
（DQ_Element《Abstract》）
4.4.3
系譜
（LI_Lineage）
4.4.2

系譜（LI_Lineage）
名称 / 役割名

51

LI_Lineage
系譜

52

statement
説明

定義

適用範囲に対して、データを構 参照先の要求度を使用
築する際に使用された事象若し
くは元情報についての情報、又
は系譜に関する知識の不足に
ついての情報
データ集合の系譜についての
M
作成者の知見の一般的説明

20

定義域
行 52

自由記述

4.4.3.
No

データ品質要素（DQ_Element）
名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

53

DQ_Element
データ品質要素

データ品質の適用範囲に対し 参照先の要求度を使用
て実施された試験の型

54

evaluationMethodDes
cription

評価手法の記述

O

1

文字列

データ品質測定から得られた値
（若しくは値の集合）又は規定さ
れた合格適合性品質水準と対
照して得られた値（若しくは値の
集合）の評価結果
データの品質評価を実施した
際の品質要素の型

M

2

クラス

55

評価手法の記述
result
結果

56

typeOfQualityEvaluat
ion
データ品質要素型

57

欠番

参照先の最大
記述回数を使用

データ型

定義域

データ品質
行 54-57
DQ_DataQuality)に
集約されるクラス
自由記述

データ品質評価結果
（DQ_Result《Abstract》)
4.4.4
M

1

21

クラス

データ品質要素型コード
（DQ_TypeOfQualityEvalu
ationCode《CodeList》)
5.10

4.4.4.

データ品質評価結果（DQ_Result）

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

58

DQ_Result
データ品質評価結果

より特殊な評価結果クラスの汎
化クラス

参照先の要求度を使用

参照先の最大
記述回数を使用

クラス《Abstract》

行 59-66

59

DQ_ConformanceRes
ult
適合性の結果

参照先の要求度を使用

参照先の最大
記述回数を使用

specification

M

1

データ品質評価結
果
(DQ_Result)の特化
クラス
クラス

行 60-62

60

規定された基準を満たした適合
性品質水準に対する、得られた
値（又は値の集合）の評価結果
に関する情報
評価されたデータに対する、製
品仕様書又は使用者要求の引
用情報
この結果に対する適合性の説
明
0 = 不合格、1 = 合格で与えら
れる、適合性の結果の表示

M

1

文字列

M

1

ブール値

参照先の最大
記述回数を使用

61
62

仕様
explanation
説明
pass
合否

63

DQ_QuantitativeResu
lt
定量的結果

データ品質測定の適用から得ら 参照先の要求度を使用
れる値（又は値の集合）につい
ての情報

64

valueUnit
測定値の単位

データ品質評価結果値の単位

M

1

データ品質評価結
果
(DQ_Result)の特化
クラス
クラス

65

errorStatistic
誤差統計

測定値を決定するために使用さ
れた統計的手法

O

1

文字列

66

value
測定値

使用された評価手順によって決
定された定量的な値

M

N

クラス

22

定義域

引用
(CI_Citation《DataType》)
4.9.1
自由記述
1 = 合格 0 = 不合格

行 64-66

測定単位
（UnitOfMeasure)
4.8.4
自由記述

値(Value 《DataType》) 6.4

4.4.5.

データ品質適用範囲（DQ_Scope）

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

67

DQ_Scope
データ品質適用範囲

適用範囲によって定めたデータ 参照先の要求度を使用
の記述

68

level
レベル

適用範囲によって定めたデータ
の階層レベル

M

1

クラス

69

extent

O

1

クラス

70

範囲
levelDescription

適用範囲によって定めたデータ
の地理、垂直及び時間範囲に
ついての情報

N

クラス

最大記述回数

データ型

適用範囲によって定めたデータ C/ レベル(level)が デ
レベルについての詳細な記述
ータ集合 、又は シリー
ズ でなければ

最大記述回数
参照先の最大
記述回数を使用

データ型

定義域

クラス《DataType》 行 68-70

レベル記述

適用範囲コード
（MD_ScopeCode
《CodeList》) 5.7
範囲
（EX_Extent 《DataType》）
4.8.1
適用範囲の記述
（MD_ScopeDescription
《Union》)
4.5.1

4.5.
保守情報（Maintenance information）
4.5.1. 適用範囲の記述（MD_ScopeDescription）
No

名称 / 役割名

71

MD_ScopeDescription
適用範囲の記述

当該情報が及ぶ範囲の情報ク 参照先の要求度を使用
ラスの記述

参照先の最大
記述回数を使用

クラス 《Union》

行 72-73

72

dataset
データ集合
other

当該情報に適用されるデータ C/その他（other）が記さ
集合
れていないならば
当該情報が適用される上記の C/データ集合（dataset）
範疇に属さない情報クラス
が記されていないならば

1

文字列

自由記述

1

文字列

自由記述

73

定義

要求度/条件

その他

23

定義域

4.6.
参照系情報（Reference system information）
4.6.1. 参照系（MD_ ReferenceSystem）
名称 / 役割名

No

定義

74

MD_ReferenceSyste
m
参照系

参照系についての情報

75

referenceSystemIdent
ifier
参照系識別子

参照系の名称

4.6.2.
No

要求度/条件

最大記述回数

参照先の要求度/条件を 参照先の最大
使用
記述回数を使用

M

データ型
メタデータ
（MD_Metadata）に
集約されるクラス

定義域
行 75

1

クラス

最大記述回数

データ型
クラス

行 77-78

クラス

引用
(CI_Citation《DataType》)
4.9.1
自由記述

識別子
（RS_Identifier）
4.6.2

識別子（MD_Identifier）、参照系識別子（RS_Identifier）
名称 / 役割名

定義

要求度/条件

76

MD_Identifier
識別子

名前空間において一意のコード 参照先の要求度/条件を
値を与えるクラス
使用

77

authority
典拠

名前空間の保守責任を有する
個人又は団体

O

参照先の最大
記述回数を使
用
1

78

code
符号

名前空間のインスタンスを識別
する文字の値

M

1

文字列

79

RS_Identifier
参照系識別子

参照系に使われる識別子

参照先の要求度/条件を
使用

参照先の最大
記述回数を使
用

識別子
(MD_Identifier)の
特化クラス

24

定義域

行 77-78

4.7.
配布情報（Distribution information）
4.7.1. 配布（MD_Distribution）
名称 / 役割名

No

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

定義域

80

MD_Distribution
配布

配布者及び情報資源を得るた
めの、任意選択に関する情報

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

メタデータ
（MD_Metadata）に
集約されるクラス

81

役割名:
distributionFormat
配布書式
役割名:
transferOptions
交換任意選択

配布されるデータの形式の記述

M

N

関連

情報資源を配布者から得るため
の技術的な手段と媒体に関する
情報

O

N

関連

書式
（MD_Format）
4.7.3
ディジタル交換任意選択
（MD_DigitalTransferOptio
ns）
4.7.2

定義域

82

4.7.2.

行 81-82

ディジタル交換任意選択（MD_DigitalTransferOptions）

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

83

MD_DigitalTransfer
Options
ディジタル交換任意
選択

情報資源を配布者から得るとき
の技術的手段と媒体

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

配布
(MD_Distribution)
に集約されるクラス

84

onLine
オンライン

得られる情報資源のオンライン
に関する情報

O

N

クラス

85

offLine
オフライン

得られる情報資源のオフライン
媒体に関する情報

O

1

クラス

25

行 84-85

オンライン情報資源
(CI_OnlineResource
《DataType》4.9.5
媒体
(MD_Medium 《DataType 》
4.7.4

4.7.3.

書式（MD_Format）
名称 / 役割名

No

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

定義域

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

配布
(MD_Distribution)
に集約されるクラス

行 87-88

86

MD_Format
書式

レコード、ファイル、メッセージ、
記憶装置又は通信チャネル中に
おけるデータ・オブジェクトの表
現を定めた、コンピュータ言語構
文の記述

87

name
書式名
version
バージョン

データ交換書式名

M

1

文字列

自由記述

形式の版（日付、版番号など）

M

1

文字列

自由記述

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

88

4.7.4.
No

媒体（MD_Medium）
名称 / 役割名

89

MD_Medium
媒体

情報資源を配布することのでき
る、媒体に関する情報

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使
用

90

name
媒体名

情報資源を受け取れる媒体の名
称

O

1

クラス

91

欠番

92

mediumNote
媒体の注意事項

媒体を使用する上での他の制限
や要求事項の記述

O

1

文字列

26

定義域

クラス《DataType 》 行 90-92

配布媒体コード
(MD_MediumNameCode
《CodeList》5.5

自由記述

4.8.
範囲情報（Extent information）
4.8.1. 範囲（EX_Extent）
No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

定義域

93

EX_Extent
範囲

地理、垂直及び時間範囲につ
いての情報

参照先の要求度/条件を
使用

参照先の最大
記述回数を使用

クラス
《DataType 》

行 94-97

94

description

参照する対象の範囲

C/地理要素
（geographicElement）、
時間要素
（temporalElement）及び
垂直要素
（verticalElement）が記さ
れていなければ
C/記述（description）、時
間要素
（temporalElement）及び
垂直要素
（verticalElement）が記さ
れていなければ
C/記述（description）、時
間要素
（temporalElement）及び
垂直要素
（verticalElement）が記さ
れていなければ
C/記述（description）、時
間要素
（temporalElement）及び
垂直要素
（verticalElement）が記さ
れていなければ

1

文字列

自由記述

N

関連

記述

95

役割名:
geographicElement

参照している対象の水平な範
囲部分

地理要素

96

役割名:
temporalElement

参照している対象の時間的な
部分の範囲

時間要素

97

役割名:
verticalElement
垂直要素

参照している対象の垂直的な
部分の範囲

27

地理範囲
（EX_GeographicExtent
《Abstract》4.8.2
N

関連
時間範囲
（EX_TemporalExtent）
4.8.3

N

関連
垂直範囲
（EX_VerticalExtent）
4.8.4

4.8.2.
No

地理範囲（EX_GeographicExtent）
名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

98

EX_GeographicExtent
地理範囲

データ集合の水平範囲

99

extentTypeCode

境界多角形がデータによって
O
カバーされる領域を示すか、
データが無い領域を示すかを
識別する
水平範囲が参照する座標参 C/地理識別子以外を選
照系
択したとき

範囲型符号
100

extentReferenceSystem

101

範囲参照系
EX_BoundingPolygon
境界ポリゴン

1

1

多角形を示す（X、Y）座標の
閉集合として表現される、デー
タ集合を囲む境界（最終の点
は最初の点と一致）
境界多角形を定義する点の集
合

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

M

N

データ型

定義域

《Abstract》
行 99-114
（EX_Exten に集約
されるクラス）
(EX_
SpatialTemporalEx
tent に集約されるク
ラス）
ブール値
0 – 外部 1 – 内部

クラス

識別子
（RS_Identifier）
4.6.2

地理範囲
行 102
(EX_GeographicE 及び 99-100
xtent)の特化クラス

polygon
境界ポリゴン

103

EX_GeographicBoundi
ngBox
地理境界ボックス

経緯度におけるデータ集合の
地理境界ボックス

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

104

westBoundLongitude

M

1

実数

-180、0 以上、180、0 以
下の西側境界経度

西側境界経度

東をプラスとした度による経度
であらわされているデータ集
合の最西端座標

eastBoundLongitude

東をプラスとした度による経度

M

1

実数

-180、0 以上、180、0 以下

105

28

GM_Objectｓ

幾何オブジェクト
（GM_Polygon ）6.6

102

地理範囲
行 104-107
(EX_GeographicE 及び 99-100
xtent)の特化クラス

No

名称 / 役割名
東側境界経度

106

southBoundLatitude
南側境界緯度

107

northBoundLatitude
北側境界緯度

定義
であらわされているデータ集
合の最東端座標
北をプラスとした度による緯度
であらわされているデータ集
合の最南端座標

要求度/条件

最大記述回数

データ型

定義域
の東側境界経度

M

1

実数

北をプラスとした度による緯度
であらわされているデータ集
合の最北端座標

M

1

実数

-90.0 以上、90、0 以下の
南側境界緯度
南 側 境 界 緯 度<= 北 側 境
界緯度
-90.0 以上、90、0 以下の
南側境界緯度
南 側 境 界 緯 度<= 北 側 境
界緯度
行 109-112
及び 99-100

108

EX_CoordinateBoundi
ngBox
座標境界ボックス

平面直角座標系におけるデー
タ集合の地理境界ボックス

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

地理範囲
(EX_GeographicE
xtent)の特化クラス

109

westBoundCoordinate

M

1

実数

実数値

110

西側境界座標
eastBoundCoordinate
東側境界座標

東をプラスとした平面直角座
標であらわされているデータ
集合の最西端座標

M

1

実数

実数値

111

southBoundCoordinate

M

1

実数

実数値

112

南側境界座標
northBoundCoordinate

東をプラスとした平面直角座
標であらわされているデータ
集合の最東端座標
北をプラスとした平面直角座
標であらわされているデータ
集合の最南端座標
北をプラスとした平面直角座
標であらわされているデータ
集合の最北端座標

M

1

実数

実数値

北側境界座標
113

EX_GeographicDescri
ption
地理記述

識別子を用いた地理的な場所
の記述

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

114

geographicIdentifier

地理的な場所を表現するため

M

1

29

地理範囲
行 114
(EX_GeographicE 及び 99-100
xtent)の特化クラス
クラス

識別子

No

名称 / 役割名
地理識別子

4.8.3.

定義

最大記述回数

データ型

の識別子

定義域
（MD_Identifier）
4.6.2

時間範囲（EX_TemporalExtent）

No

名称 / 役割名

115

EX_TemporalExtent
時間範囲

データ集合の期間

116

extent
範囲

データ集合の内容への日付と
時間

4.8.4.

要求度/条件

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

M

1

範囲
（EX_Extent)に集約
されるクラス
クラス

要求度/条件

最大記述回数

データ型

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大記
述回数を使用

定義域
行 116

時間プリミティブ
（TM_Primitive）
6.5

垂直範囲（EX_VerticalExtent）

No

名称 / 役割名

定義

117

EX_VerticalExtent
垂直範囲

データ集合の垂直範囲

118

minimumValue
最低値

データ集合に含まれる垂直的範
囲の最低値

M

1

範囲
（EX_Extent)に集
約されるクラス
実数

119

maximumValue
最高値

データ集合に含まれる垂直的範
囲の最高値

M

1

実数

120

unitOfMeasure
測定単位

垂直範囲に使われる垂直方向の
測定単位例：メートル、フィート、
ミリメートル、ヘクトパスカル

M

1

文字列

30

定義域
行 118-121

実数

実数

長さの測定単位
（UomLength）
6.2

No

121

名称 / 役割名
役割名:
verticalDatum
垂直原子

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

定義域

最高及び最低の標高値が計測さ
れた時の原点に関する情報

M

1

関連

標 高 基 準 面 原 子
(SC_VerticalDatum) 6.7.1

要求度/条件

最大記述回数

データ型

定義域

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

クラス
《DataType 》

4.9.
引用及び責任者情報（Citation and responsible party information）
4.9.1. 引用（CI_Citation）、責任者（CI_ResponsibleParty）
No

名称 / 役割名

定義

122

CI_Citation
引用

情報資源への参照

123

title
タイトル
date
日付

引用された情報資源を示す名称

M

1

文字列

引用された情報資源を参照した
日付

M

N

クラス

125

CI_ResponsibleParty
責任者

データ集合に関連した人と組織
の識別情報及び連絡手段

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

クラス
《DataType 》

126

individualName

責任をもつ個人の苗字、名前、 C/組織名及び役職名の
所属
記述がなければ

1

文字列

自由記述

127

個人名
organisationName

責任をもつ組織の名称

C/個人名及び役職名の
記述がなければ

1

文字列

自由記述

128

組織名
positionName

責任をもつ個人の役割又は役職
の名称

C/個人名及び組織名の
記述がなければ

1

文字列

自由記述

129

役職名
contactInfo

O

1

クラス

問合せ先

124

責任者の情報

31

行 123-124

自由記述
日付コード
（CI_Date《DataType》)
4.9.4
行 126-130

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

問合せ情報
130

4.9.2.
No

role
役割

責任者の果たす機能

M

1

クラス

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

クラス
《DataType 》

定義域
（CI_Contact《DataType》
4.9.3
役割コード
（CI_RoleCode
《CodeList》）
5.2

住所（CI_Address）
名称 / 役割名

定義域

131

CI_Address
住所

責任をもつ個人又は組織の住
所

132

deliveryPoint
住所詳細
city
市区町村
administrativeArea
都道府県名
postalCode
郵便番号
country
国
electronicMailAddress
電子メールアドレス

場所を示す住所

O

N

文字列

自由記述

場所の市区町村名称

O

1

文字列

自由記述

都道府県の名称

O

1

文字列

自由記述

郵便番号

O

1

文字列

自由記述

国名

O

1

文字列

責任をもつ組織又は個人の電
子メールアドレス

O

N

文字列

ISO 3166-3.、その他の部
を使ってもよい
自由記述

要求度/条件

最大記述回数

データ型

定義域

133
134
135
136
137

4.9.3.
No

行 132-137

問合せ先（CI_Contact）
名称 / 役割名

定義
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定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

CI_Contact
問合せ先
phone
電話番号

責任をもつ個人及び/又は組織
に問合せするための情報
問合せされる組織又は個人の電
話番号

参照先の要求度/条件
を使用
O

参照先の最大
記述回数を使用
1

クラス
《DataType 》
クラス

140

address
住所

問合せされる組織又は個人の住
所及び電子メールアドレス

O

1

クラス

141

onlineResource
オンライン情報資源

個人又は組織への問合せに使
われるオンライン情報

O

1

クラス

142

hoursOfService

個人が組織又は個人に問合せる
ことができる時間

O

1

文字列

住所
（CI_Address《DataType》)
4.9.2
オンライン情報資源
（CI_OnlineResource
《DataType》)4.9.5
自由記述

143

案内時間
個人又は組織への問合せのため
contactInstructions
問合せのための手 の補足的な手引き
引き

O

1

文字列

自由記述

No

138
139

4.9.4.
No

名称 / 役割名

行 139-143
電話
（CI_Telephon
《DataType》)4.9.6

日付（CI_Date）
名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

144

CI_Date
日付

参照用の日付及びその記述に
使用される事象

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大記
述回数を使用

クラス
《DataType 》

145

date
日付
dateType
日付型

引用された情報資源の参照用
の日付
日付の参照に使用される事象

M

1

クラス

M

1

クラス

146

定義域
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定義域
行 145-146
日付
（Date) 6.1
日付型コード
（CI_DateTypeCode
《CodeList》)5.1

4.9.5.

オンライン情報資源（CI_OnlineResource）

No

名称 / 役割名

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

147

CI_OnlineResource
オンライン情報資源

データ集合、仕様あるいは共用
のプロファイル名称及び拡張メタ
データ要素が得られるオンライン
情報資源に関する情報

参照先の要求度/条件
を使用

参照先の最大
記述回数を使用

クラス
《DataType 》

148

linkage

M

1

クラス

リンク

“http://www.statkart.no/isotc211”
のようなユニフォーム・リソース・ロ
ケーター（URL）又は類似のアド
レス指定法によるオンラインアク
セス用の所在（住所）

description
記述

オンライン情報資源が何か、又
は何をするかの記述

O

1

文字列

定義

要求度/条件

最大記述回数

データ型

責任をもつ個人又は組織に問
合せをするための電話番号とフ
ァクシミリ番号
責任をもつ個人又は組織の電
話番号

参照先の要求度/条件を
使用

参照先の最大
記述回数を使用

クラス
《DataType 》

O

N

文字列

自由記述

責任をもつ個人又は組織のファ
クシミリ番号

O

N

文字列

自由記述

149

4.9.6.
No

定義域
行 148-149

URL

自由記述

電話（CI_Telephone）
名称 / 役割名

150

CI_Telephone
電話

151

voice

152

電話番号
facsimile
ファクシミリ番号
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定義域
行 151-152

5.

コードリスト
以下に、ステレオタイプ《CodeList》（コードリスト）を持つクラスを示す。このクラスは、 要求度 、

最大記述回数 、 データ型 、 定義域 属性は含まない。

5.1. 日付型コード（CI_DateTypeCode《CodeList》）
名称
CI_DateTypeCode
日付型コード
creation
作成日
publication
刊行日
revision
改訂日

定義域コード
DateTypCd

定義
イベントが発生したときに関わる識別情報

001

情報資源が作成された日付を示す識別情報

002

情報資源が発表された日付を示す識別情報

003

情報資源が、調査又は再調査及び改訂又は補足された日付を
示す識別情報

5.2. 役割コード（CI_RoleCode《CodeList 》）
名称
CI_RoleCode
役割コード
resourceProvider
情報資源提供者
custodian
管理者
owner
所有者
user
利用者
distributor
配布者
originator
創作者
pointOfContact
問合せ先
principalInvestigator
主要な調査担当者
processor
処理担当者

定義域コード
RoleCd

定義
責任者によって実行される機能

001

情報資源を供給する団体

002

情報資源の適切な管理、保守を保証し、データのために説明責
任、管理責任を負う団体

003

情報資源を所有している団体

004

情報資源を使用する団体

005

情報資源を配布する団体

006

情報資源を作成した団体

007

情報資源を得るため、又はその知識を得るための問合せを可能
とする団体

008

情報を集め、研究の指揮をとる主要な団体

009

情報資源を修正して、データを処理した団体

publisher
刊行者

010

情報資源を刊行した団体

author
著作者

011

情報資源を著作した団体
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5.3. 文字コード（MD_CharacterSetCode《CodeList 》）
名称
MD_CharacterSetCode

定義域コード
CharSetCd

定義
情報資源のために使われる文字符号の標準の名称

文字コード
ucs2

001

ISO 10646 に基づく16 ビット固定長の国際的な文字集合

ucs4

002

ISO 10646 に基づく32 ビット固定長の国際的な文字集合

utf7

003

ISO 10646 に基づく7 ビット可変長の UCS 転送形式

utf8

004

ISO 10646 に基づく8 ビット可変長の UCS 転送形式

utf16

005

ISO 10646 に基づく16 ビット可変長の UCS 転送形式

8859part1

006

Latin-1、西ヨーロッパの符号集合

8859part2

007

Latin-2、中央ヨーロッパの符号集合

8859part3

008

Latin-3、南ヨーロッパの符号集合

8859part4

009

Latin-4、北ヨーロッパの符号集合

8859part5

010

キリル文字の符号集合

8859part6

011

アラビア文字の符号集合

8859part7

012

ギリシャ文字の符号集合

8859part8

013

ヘブライ文字の符号集合

8859part9

014

Latin-5、トルコ語の符号集合

8859part10

015

Latin-6 の符号集合

8859part11

016

タイ文字の符号集合

(reserved for future use)

017

※将来、8859part12 が規格化された際に使用

8859part13

018

Latin-7 の符号集合

8859part14

019

Latin-8 の符号集合

8859part15

020

Latin-9 の符号集合

8859part16

021

Latin-10 の符号集合

jis

022

電子伝送のために使われる日本文字の符号集合

shiftJIS

023

MS-DOS マシンに使われる日本文字の符号集合

eucJP

024

UNIX マシンに使われる日本文字の符号集合

usAscii

025

アメリカ合衆国の ASCII 符号集合（ISO 646 US）

ebcdic

026

IBM メインフレームの符号集合

eucKR

027

ハングル文字の符号集合

big5

028

台湾文字の符号集合

GB2312

029

簡体中国文字の文字集合
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5.4. キーワードタイプコード（MD_KeywordTypeCode《CodeList 》）
名称
MD_KeywordTypeCode
キーワードタイプコード
discipline
学問分野
place
場所
stratum
層
temporal
時間
theme
主題

定義域コード
KeyTypCd

定義
類似のキーワードをまとめるのに利用される方法

001

教育分野あるいは特殊な学習分野を識別するキーワード

002

場所を識別するキーワード

003

様々な物質が置かれた層を識別するキーワード

004

データ集合に関連する期間を識別するキーワード

005

特定の主題や論題を識別するキーワード

5.5. 配布媒体コード（MD_MediumNameCode《CodeList 》）
名称

定義域コード

定義

MD_MediumNameCode
MedNameCd 記録媒体の名称
配布媒体コード
読み取り専用の光ディスク
cdRom
001
CD-ROM
ディジタル多用途ディスク
002
Dvd
DVD
読み取り専用のディジタル多用途ディスク
dvdRom
003
DVD-ROM
3halfInchFloppy
004
3、5 インチ磁気ディスク
3.5 インチ FD
5quarterInchFloppy
005
5、25 インチ磁気ディスク
5.25 インチ FD
7trackTape
006
7 トラック磁気テープ
7 トラック磁気テープ
9trackTape
007
9 トラック磁気テープ
9 トラック磁気テープ
3480Cartridge
008
3480 のカセットテープドライブ
3480 のカセットテープドライブ
3490Cartridge
009
3490 のカセットテープドライブ
3490 のカセットテープドライブ
3580Cartridge
010
3580 のカセットテープドライブ
3580 のカセットテープドライブ
4mmCartridgeTape
011
4 ミリ磁気テープ
4 ミリ磁気テープ
8mmCartridgeTape
012
8 ミリ磁気テープ
8 ミリ磁気テープ
1quarterInchCartridgeTape
013
0、25 インチ磁気テープ
0.25 インチ磁気テープ
半インチカートリッジストリームテープドライブ
digitalLinearTape
014
半インチカートリッジストリーム
テープドライブ
直接的なコンピュータとのつながり
onLine
015
オンライン
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名称
satellite
衛星通信
telephoneLink
電話回線
hardcopy
非デジタル媒体
MO
MO

定義域コード

定義

016

衛星通信システムによるつながり

017

電話網による通信

018

記述的情報を与えるパンフレット又は、ちらし

019

MO

5.6. 進捗コード（MD_ProgressCode《CodeList 》）
名称
MD_ProgressCode
進捗コード
Completed
完成
historicalArchive
古文書
Obsolete
廃棄
onGoing
進行中
Planned
計画済み
required
要求中
underdevelopment
作業中

定義域コード
ProgCd

定義
データ集合の状態、又は調査の進行状況

001

データの収集は終了している。

002

データは、オフラインの記憶機能に格納されている。

003

データは、もはや有効ではない。

004

データは、頻繁に更新されつつある。

005

データの作成あるいは更新が行われる期日が確定されている。

006

データは生成、又は更新が必要とされている。

007

現在データは、作成されている途中である。

5.7. 適用範囲コード（MD_ScopeCode《CodeList 》）
名称
MD_ScopeCode
適用範囲コード
attribute
属性
attributeType
属性型
collectionHardware
収集用機器
collectionSession
収集作業
dataset
データ集合
series
シリーズ
NonGeographicDataset
非地理データ集合

定義域コード
ScopeCd

定義
参照している実体が用いる情報のクラス

001

属性クラスに適用される情報

002

地物特性に適用される情報

003

収集用機器クラスに適用される情報

004

収集作業に適用される情報

005

データ集合に適用される情報

006

シリーズに適用される情報

007

非地理データに適用される情報
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名称
dimensionGroup
次元グループ
feature
地物
featureType
地物型
propertyType
特質の型
fieldSession
現場作業
software
ソフトウェア
service
サービス
model
モデル
tile
タイル

定義域コード

定義

008

次元グループに適用される情報

009

地物に適用される情報

010

地物型に適用される情報

011

特質の型に適用される情報

012

現場作業に適用される情報

013

コンピュータプログラム、又は、ルーチンに適用される情報

014

ユースケースのように、振る舞いを定義するインタフェースの集
合を通じてサービス利用者にサービスを可能にする、サービス
供給者の能力の説明に適用される情報
現存する若しくは、仮定的なオブジェクトのコピー又は、模倣品
に適用される情報
地理データの空間的なサブセットにに適用される情報

015
016

5.8. 空間表現型コード（MD_SpatialRepresentationTypeCode《CodeList 》）
名称

定義域コード

MD_SpatialRepresentation

SpatRepTypCd

定義
データ集合で地理的情報を表現するための方法

TypeCode
空間表現型コード
vector
ベクトル
grid
グリッド
textTable
テキスト表形式
tin
不規則三角形ネットワーク
stereoModel
ステレオモデル
video
ビデオ

001

ベクトルデータが、地理データを表現するために使われている。

002

グリッドデータが、地理データを表現するために使われている。

003

テキスト、又は表形式のデータが、地理的データを表現するた
めに使われている。
三角形から成る不規則なネットワーク

004
005
006

重複させた一対の画像上で交わって一致する光線によって形
成された３次元の像
ビデオ録画による場面

5.9. 主題コード（MD_TopicCategoryCode《CodeList 》）
名称

定義域コード

定義
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MD_TopicCategoryCode

TopicCatCd

主題コード

利用可能な地理空間データ集合を検索したり分類するための、地
理空間データの高いレベルの主題分類法。キーワードを集めるた
めにも使用される。ただしここで以下に示されているリスト中の例は
完全ではない。
備考 一般的なカテゴリー間には重複があり、利用者は最も適切な

farming
農業

001

biota
生物相

002

boundaries
境界
climatologyMeteorology
Atmosphere
気象
economy
経済

003
004

005

elevation
高さ

006

environment
環境

007

geoscientificInformation
地球科学の情報

008

health
健康

009

imageryBaseMapsEarthC
over
全地球基本地図画像
intelligenceMilitary
軍事情報
inlandWaters
陸水

010

location
位置
oceans
大洋
planningCadastre
土地台帳計画
society
社会

011
012

013
014
015
016

ものを選択することが推奨される。
家畜の飼育及び/又は作物の栽培
例 農業 潅漑 水産養殖 集合プランテーション 作物及び
家畜に影響を及ぼす病気及び害虫
自然環境における植物相及び/又は動物相
例： 野生生物 植物 生物学的な科学 生態学 荒野 海洋
生物 湿地帯 生息地
法律上の土地の境の記述
例 政治的な及び行政上の境界
大気の作用及び現象
例：雲量 天候 気候 大気の状態 気候変化 降水量
経済の活動、状態及び雇用
例 生産 労働 収入 商業 産業 観光旅行及びエコツーリ
スト 林業 水産業 貿易 生存のための狩猟 鉱物、石油及
び天然ガスのような資源の調査及び、開発
海面から上の、又は下の高さ
例 高度 水深測量 ディジタル標高モデル 斜面 これらか
ら派生した製品
環境資源、環境保護及び、環境保存
例 環境汚染 廃棄物の保管及び、処理 環境影響評価 環
境上への危険の監視 自然保護地 風景
地球科学と関係がある情報
例 地球物理学的地物とプロセス 地質学 鉱物資源 組成
学 岩盤組成と起源 地震の危機 火山活動 地滑り 重力情
報 土壌 永久凍土 水理地質学 浸食
健康、保健サービス、人間生態学及び、安全
例 病気と疾病 健康に影響を及ぼす原因 衛生学 薬物乱
用 精神的及び物理的な健康 保険サービス
基本図
例 土地カバー 地形学の地図 画像 分類されていないイメ
ージ 注釈
軍事基地、軍用構造物、軍事活動
例 兵舎 訓練施設 軍事輸送 情報収集
陸水地物、下水システム及び、それらの特性
例 河川と氷河 塩湖 水利用計画 ダム 水流 水害 水
質 水理地質学の水路図
位置情報及び、サービス
例 住所 測地網 基準点 郵便区分及び、サービス 地名
塩水の地物及び、特性（陸水を除く）
例 潮流 津波 海岸の情報 礁
将来的な土地利用のための適切な活動に使用される情報
例 土地利用図 建築規制図 地籍調査 土地所有
社会及び、文化の特性
例 居住地 人類学 考古学 教育 伝統的な信仰 作法と
習慣 人口統計データ レクリエーションの場所と活動 社会影
響の評価 犯罪と司法 国勢調査情報
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structure
構造物

017

transportation
運輸

018

utilitiesCommunication
公共事業・通信

019

人工構造物
例 ビルディング 博物館 教会 工場 家 記念碑 店
塔
人及び/又は物を運ぶための方法及び、仕組み
例 道路 空港/滑走路 輸送路 トンネル 船の航路図 乗
物、又は船の位置測定 飛行機の航路図 鉄道
エネルギー、上下水道、並びに通信インフラ及び、サービス
例 水力発電 地熱発電 太陽及び原子力 水質浄化と配水
汚水収集と処理 電気とガスの供給 データ通信 遠距離通
信 ラジオ 通信ネットワーク

5.10. データ品質要素型コード（DQ_TypeOfQualityEvaluationCode《CodeList》）
名称
DQ_TypeOfQualityEvaluati
onCode
データ品質要素型コード
completenessCommission
完全性/過剰
completenessOmmission
完全性/漏れ
conceptualConsistency
論理一貫性/概念一貫性
domainConsistency
論理一貫性/定義域一貫性
formatConsistency
論理一貫性/書式一貫性
topologicalConsistency
論理一貫性/位相一貫性
absoluteExternalPositionalA
ccuracy
位置正確度/絶対正確度又
は外部正確度
griddedDataPositionalAccura
cy
位置正確度/グリッドデータ
位置正確度
relativeInternalPositionalAcc
uracy
位置正確度/相対正確度又
は内部正確度
accuracyOfATimeMeasurem
ent
時間正確度/時間測定正確
度
temporalConsistency
時間正確度/時間一貫性
temporalValidity
時間正確度/時間妥当性
thematicClassificationCorrec
tness
分類正確度/分類の正しさ

定義域コード

定義

EvalCd

識別されたデータ品質計測量を評価するために適用した品質
要素の型

001
002
003
004
005
006
007

適用範囲によって記述される、データ集合中の過剰なデータ
の存在
適用範囲によって記述される、データ集合からのデータの欠
如
概念スキーマの規則に対する厳守の度合い
値の定義域に対する値の厳守の度合い
データが、適用範囲に記述されているとおりのデータ集合の
物理的構造に従って格納されているかの度合い
適用範囲によって記述されたデータ集合の、明示的に符号化
された位相的特性の正確性
地物位置の正確度

008

グリッドデータ位置の、真値又は真値とみなされた値に対する
近接度

009

適用範囲内の地物の相対位置の、真値又は真値とみなされ
た相対位置に対する近接度

010

011
012
013

地物の時間属性及び時間関係の正確度

項目（時間測定の誤差報告）の時間参照の正確性
時間に関する適用範囲によって規定されたデータの妥当性
定量的属性の正確度、並びに非定量的属性並びに地物及び
その関係の分類の正確性
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名称
nonQuantitativeAttributeAcc
uracy
分類正確度/非定量的属性
の正しさ
quantitativeAttributeAccurac
y
分類正確度/定量的属性の
正確度

定義域コード
014

015

定義
非定量的属性の正確性

定量的属性の正確度
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6.

外部参照をするメタデータ要素体

この標準によって参照された、幾つかの要素体には、他の外部標準によって書かれたものがある。それらの外部参照をするメタデータ要素体の説明を以下
に示す。

6.1.

Date（日付）
年・
月・
日の値を与えられる。日付の記述方法は JIS X 0301 によって指定された日付のための書式に従った文字列である。
JIS X 0301 では、日付を記述する場合のいくつかの記述方法が規格化されているが、JMP2.0 におけるDate 型においては
YYYY-MM-DD
という書式を採用する。
YYYY ：
年。西暦とし、4 桁の数字で表現する。
MM

：
月。2 桁の数字で表現する。

DD

：
日。2 桁の数字で表現する。

記述例：

6.2.

1985 年 4 月 1 日

1985-04-01

2003 年 12 月 31 日

2003-12-31

UnitOfMeasure（測定単位）及び UoMLength（長さの測定単位）
UnitOfMeasure（測定単位）：
実体を測定するために用いた単位の情報。単位の名称(name)と単位の種類(measurementType)から構成される。
UoMLength（長さの測定単位）：
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二つの実体の間の長さ、距離を測定するための測定の体系。
No

6.1

名称 / 役割名
UnitOfMeasure
測定単位

6.2

6.3

6.4

6.3.

name
単位の名称
measurementTyp
e
単位の種類
UoMLength
長さの測定単位

定義

要求度/条件
測定単位を表現するためのクラ 参照先の要求
度/条件を使用
ス

最大記述回数
参照先の最大記
述回数を使用

データ型
クラス《DataType 》

定義域
行 6.2-6.3

測定単位の名称

M

1

文字列

自由記述

測定単位の種類

O

1

文字列

自由記述

長さを規定する単位を表現する 参照先の要求
ためのクラス
度/条件を使用

参照先の最大記
述回数を使用

Measure（測定量）、Length（長さの測定量）及び Distance（距離）
Measure（測定量）：
ある実体の範囲、次元又は、量を確認するための行為又は、処理から得られた結果。
Length（長さの測定量）：
Measure の特化クラス。特に長さを記述する場合に用いる。
Distance（距離）：
Length の特化クラス。長さ（
距離）
を表現するためのクラス。
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測定単位
行 6.2-6.3
(UnitOfMeasure) の 特
化クラス

No

6.5

名称 / 役割名
Measure

定義

要求度/条件
参照先の要求
度/条件を使用

最大記述回数
参照先の最大記
述回数を使用

データ型
クラス《DataType 》

定義域
行 6.6-6.7

測定値

M

1

文字列

自由記述

測定単位

O

1

文字列

測定単位(UnitOfMeasure) 6.2

参照先の要求
度/条件を使用

参照先の最大記
述回数を使用

測定量(Measure)の特
化クラス

行 6.6-6.7

参照先の要求
度/条件を使用

参照先の最大記
述回数を使用

長さの測定量(Length)
の特化クラス

行 6.6-6.7

測定量を表現するためのクラス

測定量
6.6

6.7
6.8

value
測定値
uom
測定単位
Length
長さの測定量

長 さ の 測 定 量 。測 定 量
（Measure）の特化クラス。特に

長さを記述する場合に用いる。
6.9

Distance
距離

距 離 の 測 定 量 。長 さの 測 定 量
（Length）の特化クラス。特に距

離を記述する場合に用いる。

6.4. Value（値）：
測定結果等を表現するための値の集合。
No

6.10

名称 / 役割名

定義

Value

測定結果等のレ
コー ド値 を表 現
するためのクラス

参照先の要求度/条件を使用

測定結果等のレ
コード値

M

値
6.11

otherValue

要求度/条件

値
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最大記述
回数
参照先の
最大記述
回数を使
用
N

データ型

定義域

クラス《DataType 》

行 6.11

文字列

自由記述

6.5. 期間の長さ及び時間プリミティブ情報
6.5.1. TM_Primitive（時間プリミティブ）：
幾何属性又は位相属性の中でそれ以上分解されない要素を表す抽象クラス。

No

6.12

名称 / 役割名

定義

TM_Primitive

時間プリミティブ

要求度/条件
参照先の要求度/条件を使用

を表現するため
時 間 プリミティ
のクラス
ブ
6.13

instant

瞬間

瞬間
6.14

beginEnd

期間

期間
6.15

beginRange

開始範囲

開始範囲
6.16

endRange
終了範囲

終了範囲

C/
瞬間（instant）、期間（beginEnd）、開
始 範 囲 （beginRange ）、終 了 範 囲
（endRange）のいずれかは必ず記述
C/
瞬間（instant）、期間（beginEnd）、開
始 範 囲 （beginRange ）、終 了 範 囲
（endRange）のいずれかは必ず記述
C/
瞬間（instant）、期間（beginEnd）、開
始 範 囲 （beginRange ）、終 了 範 囲
（endRange）のいずれかは必ず記述
C/
瞬間（instant）、期間（beginEnd）、開
始 範 囲 （beginRange ）、終 了 範 囲
（endRange）のいずれかは必ず記述
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最大記述
回数
参照先の
最大記述
回数を使
用
1

データ型
クラス《DataType 》

定義域
行 6.13-6.16

クラス

日付（Date) 6.1

1

クラス

期間(startEndTime) 6.5.2

1

クラス

開始範囲(startTimeRange) 6.5.3

1

クラス

終了範囲(endTimeRange) 6.5.4

6.5.2. startEndTime（期間）：
No

6.17

名称 / 役割名
startEndTime

定義
期間を表現するためのクラス

期間

要求度/条件
参照先の要求
度/条件を使用

最大記述回数
参照先の最大記
述回数を使用

データ型
クラス《DataType 》

定義域
行 6.18-6.19

6.18

begin

期間の始まりの日付

M

1

クラス

日付
（Date) 6.1

6.19

期間の始まり
end

期間の終わりの日付

M

1

クラス

日付
（Date) 6.1

要求度/条件
参照先の要求
度/条件を使用

最大記述回数
参照先の最大記
述回数を使用

データ型
クラス《DataType 》

期間の終わり

6.5.3. startTimeRange（開始範囲）：
No

6.20

名称 / 役割名
startTimeRange
開始範囲

定義
開始範囲 を表現するためのクラ

ス

定義域
行 6.21-6.22

6.21

begin

期間の始まりの日付

M

1

クラス

日付
（Date) 6.1

6.22

期間の始まり
duration

期間の始まりからの範囲

M

1

期間

特定の期間の時間
PnYnMnDTnHnMnS

要求度/条件
参照先の要求
度/条件を使用

最大記述回数
参照先の最大記
述回数を使用

データ型
クラス《DataType 》

範囲

6.5.4. endTimeRange（終了範囲）：
No

6.23

名称 / 役割名
endTimeRange
終了範囲

定義
終了範囲 を表現するためのクラ

ス
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定義域
行 6.24-6.25

6.24

名称 / 役割名
end

定義
期間の終わりの日付

6.25

期間の終わり
duration

期間の終わりからの範囲

No

要求度/条件
M

最大記述回数
1

データ型
クラス

M

1

期間

定義域
日付
（Date) 6.1

特定の期間の時間
PnYnMnDTnHnMnS

範囲

※以上のクラスのうち、JMP2.0 で参照されるのは startEndTime（
期間）
のみ。

6.6. 幾何オブジェクト情報
6.6.1. GM_Polygon（面）：
No

6.26

名称 / 役割名
GM_Polygon

定義

面を表現するためのクラス

面

要求度/条件
参照先の要求
度/条件を使用

最大記述回数
参照先の最大記
述回数を使用

データ型
クラス《DataType 》

定義域
行 6.27-6.29

6.27

polygon

多角形

M

1

クラス

行 6.28-6.29

6.28

多角形
exterior

外側境界

M

1

クラス

閉曲線(Ring) 6.6.2

6.29

外側境界
interior

内側境界

O

N

クラス

閉曲線(Ring) 6.6.2

内側境界
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6.6.2. Ring（閉曲線）：
名称 / 役割名

定義

6.30

Ring

6.31

閉曲線
ｃoordinates

No

要求度/条件

最大記述回数

データ型

閉曲線を表現するためのクラス

参照先の要求
度/条件を使用

参照先の最大記
述回数を使用

クラス

閉曲線を構成する座標列

C/座標列、位
置及び個別座
標のうち一つの
みを記述

1

文字列

座標列

各座標（X,Y）をスペース区切りで
記述する。座標点は 3 点以上であ
る必要がある。
例：
X1,Y1 X2,Y2 X3,Y3 X4,Y4
座標（X,Y）をスペース区切りで記
述する。

6.34

X

X 座標

6.35

X 座標
Y

Y 座標

O

1

実数

座標値の実数

6.36

Y 座標
Z

Z 座標

O

1

実数

座標値の実数

6.37

Z 座標
LinearRing

線形閉曲線を表現するためのク

参照先の要求
度/条件を使用

参照先の最大記
述回数を使用

Ring の特化クラス

pos
位置

6.33

coord

閉曲線を構成する個別座標

個別座標

線形閉曲線

ラス

N

文字列

行 6.31-6.36

C/ 座 標 列 、位
置及び個別座
標のうち一つの
み を記 述 、又
最低 4 回以上
の記述が必要
C/ 座 標 列 、位
置及び個別座
標のうち一つの
み を記 述 、又
最低 4 回以上
の記述が必要
M

6.32

閉曲線を構成する座標の位置

定義域

例：
X1 Y1

50

N

クラス

行 6.34-6.36

1

実数

座標値の実数

行 6.31-6.36
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6.7. 標高基準面原子情報
6.7.1. SC_VerticalDatum（標高基準面原子）：
地表と鉛直方向の高さ（gravity-related height）
の関係を示すパラメタの集合。
No

6.38

6.39

名称 / 役割名
SC_VerticalDat
um
標高基準面原
子情報
datumID

定義

要求度/条件
測定単位を表現するためのクラ 参照先の要求
度/条件を使用
ス

原子の識別子

最大記述回数
参照先の最大記
述回数を使用

データ型
クラス《DataType 》

1

クラス

M

原子の識別子

6.8.

定義域
行 6.39

識別子情報
（RS_Identifier）
4.6.2

LanguageType（言語型）
language（
言語）
を表現するデータ型。ISO639-2 や ISO639 によって定義される言語の名称や略称で言語を表現する。

No

6.40

名称 / 役割名
LanguageType
言語型

6.41

isoCode

6.42

言語コード
isoName
言語名称

定義

要求度/条件
測定単位を表現するためのクラ 参照先の要求
度/条件を使用
ス

最大記述回数
参照先の最大記
述回数を使用

データ型
クラス《Union 》

定義域
行 6.41-6.42

ISO639-2 によって定義された言
語の略称

O

1

文字列

ISO639-2 によるアルファベット3 文
字表記の言語略称

ISO639-2 によって定義された言
語の名称

O

1

文字列

ISO639-2 による言語名

※このうち、JMP2.0 では 6.41 を採用し、アルファベット3 文字表記の言語略称で言語を記述している。
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ISO19115 とJMP2.0 の比較

付録 A

ISO19115 と JMP2.0

の比較

A-1

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.1. Package
A.1.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0

A-2

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.1.2. 相違点
A.1.2.1.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 には採用しなかったパッケージ

・ Content information
・ Portrayal catalogue information
・ Application schema information
・ Spatial representation information
・ Metadata extension information

A.1.2.2.

参考：ISO19115 CoreMetadata（JSGI2.0 コアメタデータ）と比較し、JMP2.0 において追加されているパッケージ

・ Constraint information
・ Maintenance information

A-3

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.2. Metadata entity set information ( MD_Metadata )
A.2.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0

A-4

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.2.2. 相違点
A.2.2.1.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス
Class Name

親 Class への集約 role 名／その他関連

MD_SpatialRepresentation

spatialRepresentationInfo

MD_ContentInformation

contentInfo

MD_PortrayalCatalogueReference

portrayalCatalogueInfo

MD_ApplicationSchemaInformation

applicationSchemaInfo

MD_MaintenanceInformation

metadataMaintenance

備考（詳細な変更点など）

resourceMaintenence
MD_Constraints

※ MD_Metadata に集 約 す る metadataConstraints は 採 用 しないが、

metadataConstraints

MD_Identification に集約するresourceConstraints としては採用する
MD_MetadataExtensionInformation

metadataExtensionInfo

A-5

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.3. Identification information ( MD_Identification )
A.3.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0
MD̲Metadata

MD̲Constraints

(from JMP2.0)

MD̲BrowseGraphic
+ fileName : CharacterString
+ fileDescription[0..1] : CharacterString
+ fileType[0..1] : CharacterString

(from Constraint information)

0..*
+resourceConstraints
+descriptiveKeywords

+identificationInfo

+graphicOverview 0..*

MD̲Keywords
+ keyword[1..*] : CharacterString
+ type[0..1] : MD̲KeywordTypeCode

1

+
+
+
+
+

<<Abstract>>
MD̲Identification
citation : CI̲Citation
abstract : CharacterString
purpose[0..1] : CharacterString
status[0..*] : MD̲ProgressCode
pointOfContact[0..*] : CI̲ResponsibleParty

0..*
条件文：
・MD̲Metadata.hierarchyLevel="dataset"の場合、
topicCategoryは必す
extent.geographicElement.EX̲GeographicBoundingBox,
extent.geographicElement.EX̲.CoordinateBoundingBox,
extent.geographicElement.EX̲GeographicDescription
のいずれかが必す

<<Union>>
MD̲Resolution
+ equivalentScale : MD̲RepresentativeFraction
+ distance : Distance

<<DataType>>
MD̲RepresentativeFraction
+ denominator : Integer

+
+
+
+
+

<<CodeList>>
MD̲KeywordTypeCode
discipline = 001
place = 002
stratum = 003
temporal = 004
theme = 005

+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+

・characterSet
JIS X 0221-1を使用していなければ必す

MD̲DataIdentification
+ spatialRepresentationType[0..*] : MD̲SpatialRepresentationTypeCode
+ spatialResolution[0..*] : MD̲Resolution
+ language[1..*] : CharacterString
+ characterSet[0..*] : MD̲CharacterSetCode
+ topicCategory[0..*] : MD̲TopicCategoryCode
+ extent[0..*] : EX̲Extent

<<CodeList>>
MD̲ProgressCode
completed = 001
historicalArchive = 002
obsolete = 003
onGoing = 004
planned = 005
required = 006
underDevelopment = 007

<<CodeList>>
MD̲SpatialRepresentationTypeCode
vector = 001
grid = 002
textTable = 003
tin = 004
stereoModel = 005
video = 006

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Enumeration>>
MD̲TopicCategoryCode
farming = 001
biota = 002
boundaries = 003
climatologyMeteorologyAtmosphere = 004
economy = 005
elevation = 006
environment = 007
geoscientificinformation = 008
health = 009
imageryBaseMapsEarthCover = 010
intelligenceMilitary = 011
inlandWaters = 012
location = 013
oceans = 014
planningCadastre = 015
society = 016
structure = 017
transportation = 018
utilitiesCommunication = 019

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
MD̲CharacterSetCode
ucs2 = 001
ucs4 = 002
utf7 = 003
utf8 = 004
utf16 = 005
8859part1 = 006
8859part2 = 007
8859part3 = 008
8859part4 = 009
8859part5 = 010
8859part6 = 011
8859part7 = 012
8859part8 = 013
8859part9 = 014
8859part10 = 015
8859part11 = 016
(reserved for future use) = 017
8859part13 = 018
8859part14 = 019
8859part15 = 020
8859part16 = 021
jis = 022
shiftJIS = 023
eucJP = 024
usAscii = 025
ebcdic = 026
eucKR = 027
big5 = 028
GB2312 = 029

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.3.2. 相違点
A.3.2.1.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス

Class Name

親 Class への集約 role 名／その他関連

備考（詳細な変更点など）

MD_Usage

resourceSpecificUsage

MD_AggregateInformation

aggregationInfo

MD_Format

resourceFormat

MD_MaintenanceInformation

ResourceMaintenance

MD_ServiceIdentification

MD_Identification の特化クラス

MD_InitiativeTypeCode

CodeList

MD_AggregateInformation.initiativeType が参照するデータ型

DS_AssociationTypeCode

CodeList

MD_AggregateInformation.associationType が参照するデータ型

A.3.2.2.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかった要素

Class Name

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name

MD_Identification

credit

MD_Keywords

thesaurusName

MD_DataIdentification

environmentDescription
supplementalInformation

A-7

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.4. Constraint information ( MD_Constraints )
A.4.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0
<<Abstract>>
MD̲Identification
(from Identification information)

0..*

+resourceConstraints

MD̲Constraints
+ useLimitation[0..*] : CharacterString
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ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.4.2. 相違点
A.4.2.1.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス

Class Name

親 Class への集約 role 名／その他関連

MD_LegalConstraints

MD_Constraints の特化クラス

MD_SecurityConstraints

MD_Constraints の特化クラス

MD_RestrictionCode

CodeList

備考（詳細な変更点など）

MD_LegalConstraints.accessConstraints
MD_LegalConstraints.useConstraints が参照するデータ型

MD_ClassificationCode

MD_SecurityConstraints.classfication が参照するデータ型

CodeList
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/
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A.5. Data quality information ( DQ_DataQuality)
A.5.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0
条件文：
scope.DQ̲Scope.level="dataset"の
ときは，
"report"又は"lineage"のいずれか
が必す

MD̲Metadata
(from JMP2.0)

+dataQualityInfo
0..*
DQ̲DataQuality
+ scope : DQ̲Scope

+lineage

LI̲Lineage
(from Lineage information)

0..1 + statement : CharacterString

+report
0..*
<<Abstract>>
DQ̲Element
+ evaluationMethodDescription[0..1] : CharacterString
+ result[1..2] : DQ̲Result
+ typeOfQualityEvaluation : DQ̲TypeOfQualityEvaluationCode

DQ̲ConformanceResult
+ specification : CI̲Citation
+ explanation : CharacterString
+ pass : Boolean

条件文：
"level"が"dataset"でも"series"でもない場合は，
"levelDescription"が必す

<<DataType>>
DQ̲Scope
+ level : MD̲ScopeCode
+ extent[0..1] : EX̲Extent
+ levelDescription[0..*] : MD̲ScopeDescription

<<Union>>
MD̲ScopeDescription
(from Maintenance information)

+ dataset : CharacterString
+ other : CharacterString
DQ̲Elementの特化クラスを符号一覧のクラスとして定義し
、DQ̲Elementの属性 "typeOfQualityEvaluation" として記
述する
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<<Abstract>>
DQ̲Result

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
DQ̲TypeOfQualityEvaluationCode
completenessCommission = 001
completenessOmmission = 002
conceptualConsistency = 003
domainConsistency = 004
formatConsistency = 005
topologicalConsistency = 006
absoluteExternalPositionalAccuracy = 007
griddedDataPositionalAccuracy = 008
relativeInternalPositionalAccuracy = 009
accuracyOfATimeMeasurement = 010
temporalConsistency = 011
temporalValidity = 012
thematicClassificationCorrectness = 013
nonQuantitativeAttributeAccuracy = 014
quantitativeAttributeAccuracy = 015

DQ̲QuantitativeResult
+ valueUnit : UnitOfMeasure
+ errorStatistic[0..1] : CharacterString
+ value[1..*] : Record

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.5.2. 相違点
ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス

A.5.2.1.

親 Class への集約 role 名／その他関連

Class Name
MD_EvaluationMethodTypeCode

備考（詳細な変更点など）
DQ_Element.evalationMethodType（Not Adopted）が参照するデータ型

CodeList

DQ_Element の特化クラス群

―

詳細は A.6.2.2 章を参照

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかった要素

A.5.2.2.

Class Name

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name

DQ_Element

nameOfMeasure
measureIdentification
measureDescription
evaluationMethodType
evaluationProcedure
dateTime

DQ_QuantitativeResult

valueType

JMP2.0 で追加したクラス

A.5.2.3.

親 Class への集約 role 名／その他関連

Class Name
MD_TypeOfQualityEvaluationCode

A.5.2.4.

DQ_Element. typeOfQualityEvaluation が参照するデータ型

JMP2.0 で追加した要素

Class Name
DQ_Element

CodeList

備考（詳細な変更点など）

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
typeOfQualityEvaluation

詳細は A.7Data quality information ( DQ_Element subclasses)参照。
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A.6. Data quality information ( LI_Lineage)
A.6.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0
DQ̲DataQuality
(from Data quality information)

+ scope : DQ̲Scope

0..1

+lineage

LI̲Lineage
+ statement : CharacterString

A-12

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.6.2. 相違点
A.6.2.1.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス

Class Name

親 Class への集約 role 名／その他関連

LI_Source

source

LI_ProcessStep

processStep

A.6.2.2.

JMP2.0 で変更した要素

Class Name
LI_Lineage

備考（詳細な変更点など）

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
statement

LI_Lineage の他の要素「source」「processStep」を採用しないことにより，必須項
目となる。
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A.7. Data quality information ( DQ_Element subclasses)
A.7.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0
条件文：
scope.DQ̲Scope.level="dataset"の
ときは，
"report"又は"lineage"のいずれか
が必す

MD̲Metadata
(from JMP2.0)

+dataQualityInfo
0..*
DQ̲DataQuality
+ scope : DQ̲Scope

+lineage

LI̲Lineage
(from Lineage information)

0..1 + statement : CharacterString

+report

<<Abstract>>
DQ̲Result

0..*
<<Abstract>>
DQ̲Element
+ evaluationMethodDescription[0..1] : CharacterString
+ result[1..2] : DQ̲Result
+ typeOfQualityEvaluation : DQ̲TypeOfQualityEvaluationCode

DQ̲ConformanceResult
+ specification : CI̲Citation
+ explanation : CharacterString
+ pass : Boolean

条件文：
"level"が"dataset"でも"series"でもない場合は，
"levelDescription"が必す

<<DataType>>
DQ̲Scope
+ level : MD̲ScopeCode
+ extent[0..1] : EX̲Extent
+ levelDescription[0..*] : MD̲ScopeDescription

<<Union>>
MD̲ScopeDescription
(from Maintenance information)

+ dataset : CharacterString
+ other : CharacterString
DQ̲Elementの特化クラスを符号一覧のクラスとして定義し
、DQ̲Elementの属性 "typeOfQualityEvaluation" として記
述する
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
DQ̲TypeOfQualityEvaluationCode
completenessCommission = 001
completenessOmmission = 002
conceptualConsistency = 003
domainConsistency = 004
formatConsistency = 005
topologicalConsistency = 006
absoluteExternalPositionalAccuracy = 007
griddedDataPositionalAccuracy = 008
relativeInternalPositionalAccuracy = 009
accuracyOfATimeMeasurement = 010
temporalConsistency = 011
temporalValidity = 012
thematicClassificationCorrectness = 013
nonQuantitativeAttributeAccuracy = 014
quantitativeAttributeAccuracy = 015

DQ̲QuantitativeResult
+ valueUnit : UnitOfMeasure
+ errorStatistic[0..1] : CharacterString
+ value[1..*] : Record

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.7.2. 相違点
A.7.2.1.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス
ISO19115 における表現（Class+subClass）

Class Name
DQ_Completeness

DQ_LogicalConsistency

DQ_PositionalAccuracy

DQ_TemporalAccuracy

DQ_ThematicAccuracy

―

JMP2.0 における表現（CodeList）
属性名（
リスト）

subclass Name
DQ_CompletenessCommission

completenessCommission

DQ_CompletenessOmmission

completenessOmmission

DQ_ConceptualConsistency

conceptualConsistency

DQ_DomainConsistency

domainConsistency

DQ_FormatConsistency

formatConsistency

DQ_TopologicalConsistency

topologicalConsistency

DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

absoluteExternalPositionalAccuracy

DQ_GriddedDataPositionalAccuracy

griddedDataPositionalAccuracy

DQ_RelativeInternalPositionalAccuracy

relativeInternalPositionalAccuracy

DQ_AccuracyOfATimeMeasurement

accuracyOfATimeMeasurement

DQ_TemporalConsistency

temporalConsistency

DQ_TemporalValidity

temporalValidity

DQ_ThematicClassificationCorrectness

thematicClassificationCorrectness

DQ_NonQuantitativeAttributeAccuracy

nonQuantitativeAttributeAccuracy

DQ_QuantitativeAttributeAccuracy

quantitativeAttributeAccuracy

―

N/A
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備考（詳細な変更点など）

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.8. Maintenance information ( MD_MaintenanceInformation )
A.8.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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<<CodeList>>
MD̲ScopeCode
attribute = 001
attributeType = 002
collectionHardware = 003
collectionSession = 004
dataset = 005
series = 006
nonGeographicDataset = 007
dimensionGroup = 008
feature = 009
featureType = 010
propertyType = 011
fieldSession = 012
software = 013
service = 014
model = 015
tile = 016

<<Union>>
MD̲ScopeDescription
+ dataset : CharacterString
+ other : CharacterString

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.8.2. 相違点
A.8.2.1.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス
Class Name

親 Class への集約 role 名／その他関連

MD_MaintenanceInformation

metadataMaintenance

MD_MaintenenceFrequencyCode

CodeList

備考（詳細な変更点など）

※ MD_MaintenanceInfomation クラスは採用しないが、同パッケージ内にあるMD_ScopeCode、MD_ScopeDescription が他のパッケージから参照されるため、この２
つのクラスのみ残した。

A.8.2.2.

ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかった要素

Class Name
MD_ScopeDescription

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
attributes
features
featureInstances
attributeInstances
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A.9. Spatial representative information (MD_SpatialRepresentation )
A.9.1. Class 図の比較
ISO19115

JMP2.0

JMP2.0 に該当項目なし

A.9.2. 相違点
パッケージ全体を採用せず
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A.10. Reference system information ( MD_ReferenceSystem )
A.10.1.
ISO19115

Class 図の比較
JMP2.0

A-19

ISO19115 とJMP2.0 の比較

相違点

A.10.2.

A.10.2.1. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス
親 Class への集約 role 名／その他関連

Class Name

MD_ReferenceSystem の特化クラス

MD_CRS

備考（詳細な変更点など）
MD_CRS に集約するクラスである、
MD_ProjectionParameters, MD_EllipsoidParameters 及び、
MD_ProjectionParameters に集約するクラスである
MD_ObliqueLineAzimuth, MD_ObliqueLinePoint を含む。

RS_ReferenceSystem

他クラスとの関連はなし

AbstractClass

A.10.2.2. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 には採用しなかった要素
Class Name
RS_Identifier

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
codeSpace
version

A.10.2.3. JMP2.0 策定にあたって修正、追加した要素
Class Name
MD_ReferenceSystem

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
referenceSystemIdentifier

ISO19115 においては、
「MD_CRS.projection, MD_CRS.ellipsoid, MD_CRS.datum のいずれも記述されな
い場合は、"referenceSystemIdentifier"は必須。」
とあるため、多重度を [0..1] から[1] に変更

MD_Identifier

code

JSGI2.0 IX メタデータ 附属書 M（規定）に準ずる。
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A.11. Content information ( MD_ContentInformation )
A.11.1.

Class 図の比較

ISO19115

JMP2.0

JMP2.0 に該当項目なし

A.11.2.

相違点

パッケージ全体を採用せず

A-21

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.12. Portrayal catalogue information ( MD_PortrayalCatalogueReference )
A.12.1.

Class 図の比較

ISO19115

JMP2.0

JMP2.0 に該当項目なし

A.12.2.

相違点

パッケージ全体を採用せず
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A.13. Distribution information ( MD_Disrtibution )
A.13.1.
ISO19115

Class 図の比較
JMP2.0
MD̲Metadata
(from JMP2.0)

0..1

+distributionInfo
<<DataType>>
MD̲Medium
+ name[0..1] : MD̲MediumNameCode
+ mediumNote[0..1] : CharacterString

MD̲Distribution

+distributionFormat
1..*
MD̲Format
+ name : CharacterString
+ version : CharacterString
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+transferOptions
0..*
MD̲DigitalTransferOptions
+ onLine[0..*] : CI̲OnlineResource
+ offLine[0..1] : MD̲Medium

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
MD̲MediumNameCode
cdRom = 001
dvd = 002
dvdRom = 003
3halfInchFloppy = 004
5quarterInchFloppy = 005
7trackTape = 006
9trackTape = 007
3480Cartridge = 008
3490Cartridge = 009
3580Cartridge = 010
4mmCartridgeTape = 011
8mmCartridgeTape = 012
1quarterInchCartridgeTape = 013
digitalLinearTape = 014
onLine = 015
satellite = 016
telephoneLink = 017
hardcopy = 018
mo = 019

ISO19115 とJMP2.0 の比較

相違点

A.13.2.

A.13.2.1. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス
Class Name
MD_Distributor

親 Class への集約 role 名／その他関連
Distributor(MD_Distribution)

備考（詳細な変更点など）
MD_Distributor に集約されるMD_StandardOrderProcess も含む

formatDistributor(MD_Format)
MD_MediumFormatCode

CodeList を参照する属性であるMD_Medium.MediumFormat が削除されたことに

CodeList

より、削除

A.13.2.2. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかった要素
Class Name
MD_Format

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
amendentNumber
specification
fileDecompressionTechnique

MD_DigitalTransferOptions

unitsOfDistribution
transferSize

MD_Medium

density
densityunits
Volumes
mediumFormat
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A.13.2.3. JMP2.0 で追加した要素
Class Name

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name

MD_MediumNameCode

CodeList に「MO 」
を追加

MO

A.13.2.4. その他の変更点
Class Name
MD_Distribution

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
distributionFormat (MD_Format)

ISO19115 では、
「"distributionFormat"あるいは"distributor.distributorFormat"のどちらか一方を必須」
とあるため、
MD_Distributor 削除に伴い、多重度を [0..*] から [1..*] に変更
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A.14. Metadata extension information ( MD_MetadataExtensionInformation )
A.14.1.

Class 図の比較

ISO19115

JMP2.0

JMP2.0 に該当項目なし

A.14.2.

相違点

パッケージ全体を採用せず
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A.15. Application schema information ( MD_ApplicationSchemaInformation )
A.15.1.

Class 図の比較

ISO19115

JMP2.0

JMP2.0 に該当項目なし

A.15.2.

相違点

パッケージ全体を採用せず
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A.16. Extent information ( EX_Extent )
A.16.1.

Class 図の比較

ISO19115

JMP2.0
extentTypeCode == 0
extentTypeCode == 1

：外側
：内側

<<DataType>>
EX̲Extent
+ description[0..1] : CharacterString

条件文：
"description"
"geographicElement"
"temporalElement"
"verticalElement"
のいずれかひとつは必す

条件文：
・extentReferenceSystem
"EX̲GeographicDescription"を
記述した場合を除き、必す
+geographicElement
0..*
<<Abstract>>
EX̲GeographicExtent
+ extentTypeCode[0..1] : Boolean = "1"
+ extentReferenceSystem[0..1] : RS̲Identifier

+temporalElement
0..*
EX̲TemporalExtent
+ extent : TM̲Primitive

+verticalElement
0..*
EX̲VerticalExtent
+ minimumValue : Real
+ maximumValue : Real
+ unitOfMeasure : UomLength

+verticalDatum
1
EX̲BoundingPolygon
+ polygon[1..*] : GM̲Object

+
+
+
+
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EX̲GeographicBoundingBox
westBoundLongitude : Angle
eastBoundLongitude : Angle
southBoundLatitude : Angle
northBoundLatitude : Angle

+
+
+
+

EX̲GeographicDescription
+ geographicIdentifier : MD̲Identifier

EX̲CoordinateBoundingBox
westBoundCoordinate : Real
eastBoundCoordinate : Real
southBoundCoordinate : Real
northBoundCoordinate : Real

SC̲VerticalDatum
(from Spatial Referencing by Coordinates)

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.16.2.

相違点

A.16.2.1. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス
Class Name
EX_SpatialTemporalExtent

親 Class への集約 role 名／その他関連

備考（詳細な変更点など）

EX_TemporalExtent の特化クラス

A.16.2.2. JMP2.0 策定にあたって修正、追加したもの
Class Name
EX_GeographicExtent

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
extentReferenceSystem

追加項目。
従来のEX_Extent では、範囲座標に対応する空間参照系が記述できなかったため、
追加。参照クラスは、MD_ReferenceSystem.RS_Identifier
※EX_Extent からEX_GeographicExtent に移動

EX_CoordinateBoundingBox

―

追加項目。GeographicBoundingBox では、BL 座標でのみ東西南北の境界座標を記
述できないが、本クラスの追加により、BL 座標以外の座標参照系による記述を可能
とした。
※ 対 応 す る 座 標 参 照 系 は 、 同 じ く 追 加 し た
EX_GeographicExtent.extentReferenceSystem にて記述することとした。

EX_CoordinateBoundingBox

westBoundCoordinate
eastBoundCoordinate
southBoundCoordinate
northBoundCoordinate
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A.17. Citation and responsible party information ( CI_Citation )
A.17.1.

Class 図の比較

ISO19115

JMP2.0
<<DataType>>
CI̲Citation
+ title : CharacterString
+ date[1..*] : CI̲Date

<<DataType>>
CI̲Date
+ date : Date
+ dateType : CI̲DateTypeCode

<<CodeList>>
CI̲DateTypeCode
+ creation = 001
+ publication = 002
+ revision = 003

A-30

ISO19115 とJMP2.0 の比較

相違点

A.17.2.

A.17.2.1. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス
Class Name

親 Class への集約 role 名／その他関連

CI_Series

DataType

CI_PresentationFormCode

CodeList

備考（詳細な変更点など）

クラスを参照する属性である CI_Citation.presentationForm の削除に伴い、削
除

A.17.2.2. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかった要素
Class Name
CI_Citation

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
alternateTitle
edition
editionDate
identifier
citedResponsibleParty
presentationForm
series
otherCitationDetails
collectiveTitle
ISBN
ISSN
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A.18. Citation and responsible party information (CI_ResponsibleParty )
A.18.1.
ISO19115

Class 図の比較
JMP2.0

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

<<DataType>>
CI̲ResponsibleParty
individualName[0..1] : CharacterString
organisationName[0..1] : CharacterString
positionName[0..1] : CharacterString
contactInfo[0..1] : CI̲Contact
role : CI̲RoleCode

<<DataType>>
CI̲Contact
phone[0..1] : CI̲Telephone
address[0..1] : CI̲Address
onlineResource[0..1] : CI̲OnlineResource
hoursOfService[0..1] : CharacterString
contactInstructions[0..1] : CharacterString

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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<<CodeList>>
CI̲RoleCode
resourceProvider = 001
custodian = 002
owner = 003
user = 004
distributor = 005
originator = 006
pointOfContact = 007
principalInvestigator = 008
processor = 009
publisher = 010
author = 011

条件文：
indivisualName
organisationName
positionName
のいずれかは必す

<<DataType>>
CI̲Telephone
+ voice[0..*] : CharacterString
+ facsimile[0..*] : CharacterString

+
+
+
+
+
+

<<DataType>>
CI̲Address
deliveryPoint[0..*] : CharacterString
city[0..1] : CharacterString
administrativeArea[0..1] : CharacterString
postalCode[0..1] : CharacterString
country[0..1] : CharacterString
electronicMailAddress[0..*] : CharacterString

<<DataType>>
CI̲OnlineResource
+ linkage : URL(IETF RFC1738, IETF RFC2056)
+ description[0..1] : CharacterString
URL

ISO19115 とJMP2.0 の比較

A.18.2.

相違点

A.18.2.1. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかったクラス
Class Name
CI_OnlineFunctionCode

親 Class への集約 role 名／その他関連

備考（詳細な変更点など）
クラスを参照する属性である CI_OnlineResource.function の削除に伴い、削除

CodeList

A.18.2.2. ISO19115 にはあるが、JMP2.0 では採用しなかった要素
Class Name
CI_OnlineResource

備考（詳細な変更点など）

Attribute Name
protocol
applicationProfile
name
function
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B.1. 本仕様におけるデータモデルの記述
B.1.1 UML モデルの表記法
この標準に現れる図表は，ISO インタフェース定義言語(IDL:Interface Definition Language)の基
本型定義による統一モデリング言語(UML :Unified Modelling Language)の静的構造図，及び概念
スキーマ言語として UML オブジェクト制約言語(OCL:Object Constraint Language)を使用して表され
ている。この標準の中で使用されるUML の表記法は，図 B- 1 に示す。

図 B- 1 UML 表記法
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B.2. UML モデルの関係
B.2.1 関連
関連は複数のクラスの関係を記述するのに利用される。UML は関連，集約及び結合の三つの異
なる関係の型を定義する。三つの型は，異なる意味をもつ。通常の関連は，二つのクラス間の一般
的な関係を表すのに利用しなければならない。集約，及び結合関連は，二つのクラスの，部品−全
体の関係を作成するために利用しなければならない。関連の方向は特定されなければならない。方
向が特定されなければ，双方向の関連とみなされる。もし，単方向の関連が意図される場合には，関
連の方向は線の終端に矢印をつけることによって示す。
集約関係は，一つがコンテナ（容器）の役割を担い，もう一つがその内容の役割を担うような二つ
のクラス間の関係である。
結合関係は強い集約である。結合関係においては，もしもコンテナオブジェクトが削除された場合，
その内容オブジェクトもすべて同様に削除される。コンテナオブジェクトの部品を表すオブジェクトが
コンテナオブジェクトなしに存在できない場合には，結合関係を利用しなければならない。

B.2.2 汎化
汎化は，それに置き換えられるスーパクラスとサブクラスの関係である。スーパクラスは汎化クラス
であり，サブクラスは特化クラスである。

B.2.3 インスタンス化/依存関係
依存関係は，次のような幾つかのサービスを規定するために受給者クラスが供給者クラス/インタフ
ェースに依存していることを示す。
・ 受給者クラスは，供給者クラス/インタフェースで定義された値（定数又は変数）にアクセスす
る：
・ 受給者クラスの操作は，供給者クラス/インタフェースの操作を起動する：
・ 受給者クラスの操作は，戻り値となるクラス又は引数が供給者クラス/インタフェースのインスタ
ンスであるようなシグネチャをもつ。
インスタンス化された関係は，より汎用的な項目の特化された版を作成するために，パラメタ化され
たクラスのパラメタ，又はパラメタ化されたクラスユーティリティに置き換わる実際の値の行為を示す。

B.2.4 役割
ある特定の方向で関連が通るのであれば，そのモデルはソースオブジェクトに関係するターゲット
オブジェクトの役割として，適した 役割名 を与えなければならない。したがって，双方向の関連では，
二つの役割名が用意される。
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クラス１

r2

r1

0..*

1
/クラス２

クラス１

0..*
0..1

クラス２

1..*

1のみ

n

０以上

クラス２

１以上
特定の数

任意選択（０又は１）

図 B- 2 UML の役割
図 B- 2 は，役割名及び基数がどのように UML の図表で表されるかを示している。役割名 r1 は，
クラス2 に対するクラス1 の関係である。役割名 r2 は，クラス1 に対するクラス2 の関係である。基数
は， ０又は多数 のクラス1 が 必ず一つの

クラス2 と関係していることを示している。

図 B- 2 は，また派生クラスがどのように表されるかを示している。この図表は，クラス1 がクラス2 の
派生クラスであること意味している。なおかつ，クラス1 のいかなる属性及び集約も，クラス2 から派生
している
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B.3. UML モデルのステレオタイプ
UML のステレオタイプは，既存の UML の概念を拡張する仕組みである。それはモデル要素であ
り，既存の基本メタモデルクラスを基礎として作られ，あたかも新たな仮想的又は擬似的なメタモデル
クラスであるかのようにふるまう，別の UML 要素を分別（
意味付け）
するために使われる。ステレオタ
イプは，本来備わった UML メタモデルクラスの階層に基づく分類の仕組みを拡張する。以下はこの
標準で使用されるステレオタイプを簡潔に記述したものである。より詳細な記述が必要な場合は，
ISO/TS 19103 ? 概念スキーマ言語による。
この標準では次のステレオタイプが使われる：
a)

Type》インスタンス(オブジェクト)の定義域を，そのオブジェクトに適用できる操作と共
《
に規定する為に使われるステレオタイプのクラス。type（
型）
は属性と関連をもつてもよ
い。

b)

Enumeration》インスタンスが，名前付けされた文字列のリストを形成するデータ型。列
《
挙名及び文字列の両方が宣言される。Enumeration（
列挙）
は，クラスの中の理解しやす
い，実際にとることが可能な値の短いリストを意味する。

c)

DataType》アイデンティティが欠如し，予期しない影響がでない操作をもつ値の集合
《
の記述子。データ型はあらかじめ定義されているプリミティブの型と利用者が定義できる
型を含む。あらかじめ定義されている型は数，文字列及び時間を含む。利用者定義の
enumeration）を含む。
型は列挙型（

d)

CodeList》より自由な列挙型を記述するために使われる。《
CodeList》は自由な(柔軟
《
性のある)列挙である。コードリストはとることが可能な値の長いリストを表現するのに役立
つ。リストの要素が完全に知られている場合は，列挙を使用することが望ましく， 要素の
もっともらしい値のみが知られている場合は，コードリストを使用することが望ましい。

e)

Union》指定された型のうちの一つの選択を記述する。これは，使うことのできる選択
《
すべきクラス/型の集合を，共通の上位型/クラスを作成することなく指定するのに役立
つ。

f)

Abstract》
《
直接インスタンス化できないクラス (又はその他のクラス分け)。その名前を示
す UML の表記にはイタリック体が使われる。

g)

MetaClass》
《
インスタンスがクラスであるクラス。メタクラスは，通常メタモデルの構造にお
いて使用される。メタクラスは，他のクラスのメタデータを保持することを主な目的とする
オブジェクトクラスである。

h)

Interface》
《
ある要素のふるまいを特徴付けるような，名前の付いた操作の集合。

i)

Package》
《
サブパッケージを含む，論理的に関係付けられたコンポーネントの集まり。

j)

Leaf》
《
いかなるサブパッケージももたない，定義を含むパッケージ。
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付録 C.

JMP2.0

XML Schema

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-*******************************************************************
JMP2.0 XML Schema implementation
*** JMP2.0 Metadata Classes ***
*** jmp20.xsd ***
*******************************************************************
-->
<xs:schema
targetNamespace="http://zgate.gsi.go.jp/ch/jmp/"
xmlns:jmp20="http://zgate.gsi.go.jp/ch/jmp/"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<!-===========================================================================
Japan Metadata Profile Classes
===========================================================================
-->
<!-- ================== MD_Metadata ================== -->
<xs:complexType name="MD_Metadata">
<xs:sequence>
<xs:element name="identificationInfo">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:_MD_Identification"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dataQualityInfo" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:DQ_DataQuality"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="distributionInfo" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:MD_Distribution"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="referenceSystemInfo" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:MD_ReferenceSystem"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="fileIdentifier" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="language" type="jmp20:LanguageType"/>
<xs:element name="characterSet" type="jmp20:MD_CharacterSetCode"/>
<xs:element name="parentIdentifier" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="hierarchyLevel" type="jmp20:MD_ScopeCode" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="hierarchyLevelName" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="contact" type="jmp20:CI_ResponsibleParty"/>
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<xs:element name="dateStamp" type="jmp20:Date"/>
<xs:element name="metadataStandardName" type="jmp20:CharacterString" default="JMP"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="metadataStandardVersion" type="jmp20:CharacterString" default="2.0"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_Metadata" type="jmp20:MD_Metadata"/>
<!-- ================== _MD_Identification ================== -->
<xs:complexType name="_MD_Identification" abstract="true">
<xs:sequence>
<xs:element name="citation" type="jmp20:CI_Citation"/>
<xs:element name="abstract" type="jmp20:nonNullString"/>
<xs:element name="purpose" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="status" type="jmp20:MD_ProgressCode" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="pointOfContact" type="jmp20:CI_ResponsibleParty" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="resourceConstraints" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:MD_Constraints"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="descriptiveKeywords" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:MD_Keywords"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="graphicOverview" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:MD_BrowseGraphic"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="_MD_Identification" type="jmp20:_MD_Identification" abstract="true"/>
<!-- ================== MD_BrowseGraphic ================== -->
<xs:complexType name="MD_BrowseGraphic">
<xs:sequence>
<xs:element name="fileName" type="jmp20:nonNullString"/>
<xs:element name="fileDescription" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="fileType" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_BrowseGraphic" type="jmp20:MD_BrowseGraphic"/>
<!-- ================== MD_DataIdentification ================== -->
<xs:complexType name="MD_DataIdentification">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:_MD_Identification">
<xs:sequence>
<xs:element name="spatialRepresentationType"
type="jmp20:MD_SpatialRepresentationTypeCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="spatialResolution" type="jmp20:MD_Resolution"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="language" type="jmp20:LanguageType"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="characterSet" type="jmp20:MD_CharacterSetCode"
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maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="topicCategory"
type="jmp20:MD_TopicCategoryCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="extent" type="jmp20:EX_Extent" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_DataIdentification" type="jmp20:MD_DataIdentification"
substitutionGroup="jmp20:_MD_Identification">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
*** -- if MD_Metadata.hierarchyLevel isn't "dataset" (005), then topicCategory is not mandatory
*** -- if MD_Metadata.hierarchyLevel equals "dataset" (005), then
(count (extent.geographicElement.EX_GeographicBoundingBox)
+ count (extent.geographicElement.EX_CoordinateBoundingBox)
+ count (extent.geographicElement.EX_GeographicDescription) &gt;= 1)
***
let level : String = MD_Metadata::hierarchyLevel
*** let isDataSet (t : String) : Boolean = ( t = 'dataset' or t = '005')
*** if (isDataSet(level)) then (
***
self.extent-&gt;count(EX_GeographicDescription) + self.extent-&gt;count(EX_GeographicBoundingBox)
&gt; 0
*** ) else (
***
self.topicCategory-&gt;size() &gt;= 0
*** )
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<!-- ================== MD_RepresentativeFraction ================== -->
<xs:complexType name="MD_RepresentativeFraction">
<xs:sequence>
<xs:element name="denominator" type="jmp20:positiveInteger"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_RepresentativeFraction" type="jmp20:MD_RepresentativeFraction"/>
<!-- ================== MD_Resolution ================== -->
<xs:complexType name="MD_Resolution">
<xs:choice>
<xs:element name="equivalentScale" type="jmp20:MD_RepresentativeFraction"/>
<xs:element name="distance" type="jmp20:Distance"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_Resolution" type="jmp20:MD_Resolution"/>
<!-- ================== MD_Keywords ================== -->
<xs:complexType name="MD_Keywords">
<xs:sequence>
<xs:element name="keyword" type="jmp20:nonNullString" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="type" type="jmp20:MD_KeywordTypeCode" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_Keywords" type="jmp20:MD_Keywords"/>
<!-- ================== MD_Constraints ================== -->
<xs:complexType name="MD_Constraints">
<xs:sequence>
<xs:element name="useLimitation" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_Constraints" type="jmp20:MD_Constraints"/>
<!-- ================== LI_Lineage ================== -->
<xs:complexType name="LI_Lineage">
<xs:sequence>
<xs:element name="statement" type="jmp20:CharacterString"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:element name="LI_Lineage" type="jmp20:LI_Lineage"/>
<!-- ================== DQ_ConformanceResult ================== -->
<xs:complexType name="DQ_ConformanceResult">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:_DQ_Result">
<xs:sequence>
<xs:element name="specification" type="jmp20:CI_Citation"/>
<xs:element name="explanation" type="jmp20:nonNullString"/>
<xs:element name="pass" type="jmp20:DQ_PassCode"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="DQ_ConformanceResult" type="jmp20:DQ_ConformanceResult"
substitutionGroup="jmp20:_DQ_Result"/>
<!-- ================== DQ_QuantitativeResult ================== -->
<xs:complexType name="DQ_QuantitativeResult">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:_DQ_Result">
<xs:sequence>
<xs:element name="valueUnit" type="jmp20:UnitOfMeasure"/>
<xs:element name="errorStatistic" type="jmp20:CharacterString"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="value" type="jmp20:Value"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="DQ_QuantitativeResult" type="jmp20:DQ_QuantitativeResult"
substitutionGroup="jmp20:_DQ_Result"/>
<!-- ================== _DQ_Result ================== -->
<xs:complexType name="_DQ_Result" abstract="true"/>
<xs:element name="_DQ_Result" type="jmp20:_DQ_Result" abstract="true"/>
<!-- ================== DQ_Element ================== -->
<xs:complexType name="DQ_Element">
<xs:sequence>
<xs:element name="evaluationMethodDescription" type="jmp20:CharacterString"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="typeOfQualityEvaluation"
type="jmp20:DQ_TypeOfQualityEvaluationCode"/>
<xs:element name="result">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:_DQ_Result" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DQ_Element" type="jmp20:DQ_Element"/>
<!-- ================== DQ_DataQuality ================== -->
<xs:complexType name="DQ_DataQuality">
<xs:sequence>
<xs:element name="scope" type="jmp20:DQ_Scope"/>
<xs:element name="lineage" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:LI_Lineage"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="report" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:DQ_Element"
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maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DQ_DataQuality" type="jmp20:DQ_DataQuality">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
*** -- "report" or "lineage" role is mandatory if scope.DQ_Scope.level = 'dataset' (005)
*** if (self.scope.level = 'dataset' or self.scope.level = '005') then
(self.lineage-&gt;size() + self.report-&gt;size() &gt; 0)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<!-- ================== DQ_Scope ================== -->
<xs:complexType name="DQ_Scope">
<xs:sequence>
<xs:element name="level" type="jmp20:MD_ScopeCode"/>
<xs:element name="extent" type="jmp20:EX_Extent" minOccurs="0"/>
<xs:element name="levelDescription" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DQ_Scope" type="jmp20:DQ_Scope">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
*** -- "levelDescription" is mandatory if "level" not equal "dataset" (005) or "series" (006)
*** if (self.level &lt;&gt; 'dataset' and self.level &lt;&gt; '005' and self.level &lt;&gt;
'series' and self.level &lt;&gt; '006') then self.levelDescription-&gt;notEmpty()
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<!-- ================== RS_Identifier ================== -->
<xs:complexType name="RS_Identifier">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:MD_Identifier"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="RS_Identifier" type="jmp20:RS_Identifier" substitutionGroup="jmp20:MD_Identifier"/>
<!-- ================== MD_ReferenceSystem ================== -->
<xs:complexType name="MD_ReferenceSystem">
<xs:sequence>
<xs:element name="referenceSystemIdentifier" type="jmp20:RS_Identifier"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_ReferenceSystem" type="jmp20:MD_ReferenceSystem"/>
<!-- ================== MD_Identifier ================== -->
<xs:complexType name="MD_Identifier">
<xs:sequence>
<xs:element name="authority" type="jmp20:CI_Citation" minOccurs="0"/>
<xs:element name="code" type="jmp20:nonNullString"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_Identifier" type="jmp20:MD_Identifier"/>
<!-- ================== MD_Medium ================== -->
<xs:complexType name="MD_Medium">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="jmp20:MD_MediumNameCode" minOccurs="0"/>
<xs:element name="mediumNote" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_Medium" type="jmp20:MD_Medium"/>
<!-- ================== MD_DigitalTransferOptions ================== -->
<xs:complexType name="MD_DigitalTransferOptions">
<xs:sequence>
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<xs:element name="onLine" type="jmp20:CI_OnlineResource" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="offLine" type="jmp20:MD_Medium" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_DigitalTransferOptions" type="jmp20:MD_DigitalTransferOptions"/>
<!-- ================== MD_Distribution ================== -->
<xs:complexType name="MD_Distribution">
<xs:sequence>
<xs:element name="distributionFormat">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:MD_Format"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="transferOptions" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:MD_DigitalTransferOptions"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_Distribution" type="jmp20:MD_Distribution"/>
<!-- ================== MD_Format ================== -->
<xs:complexType name="MD_Format">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="jmp20:nonNullString"/>
<xs:element name="version" type="jmp20:nonNullString"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MD_Format" type="jmp20:MD_Format"/>
<!-===========================================================================
JMP2.0 Data Type Classes
===========================================================================
-->
<!-- Type EX_Extent Classes -->
<!-- ================== EX_TemporalExtent ================== -->
<xs:complexType name="EX_TemporalExtent">
<xs:sequence>
<xs:element name="extent" type="jmp20:TimeDuration"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="EX_TemporalExtent" type="jmp20:EX_TemporalExtent"/>
<!-- ================== EX_VerticalExtent ================== -->
<xs:complexType name="EX_VerticalExtent">
<xs:sequence>
<xs:element name="minimumValue" type="jmp20:Real"/>
<xs:element name="maximumValue" type="jmp20:Real"/>
<xs:element name="unitOfMeasure" type="jmp20:UomLength"/>
<xs:element name="verticalDatum">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:SC_VerticalDatum"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="EX_VerticalExtent" type="jmp20:EX_VerticalExtent"/>
<!-- Class SC_VerticalDatum -->
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<xs:complexType name="SC_VerticalDatum">
<xs:sequence>
<xs:element name="datumID" type="jmp20:RS_Identifier"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="SC_VerticalDatum" type="jmp20:SC_VerticalDatum"/>
<!-- ================== EX_BoundingPolygon ================== -->
<xs:complexType name="EX_BoundingPolygon">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:_EX_GeographicExtent">
<xs:sequence>
<xs:element name="polygon" type="jmp20:Surface"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="EX_BoundingPolygon" type="jmp20:EX_BoundingPolygon"
substitutionGroup="jmp20:_EX_GeographicExtent"/>
<!-- ================== EX_Extent ================== -->
<xs:complexType name="EX_Extent">
<xs:sequence>
<xs:element name="description" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="verticalElement" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:EX_VerticalExtent"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="temporalElement" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:EX_TemporalExtent"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="geographicElement" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:_EX_GeographicExtent"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="EX_Extent" type="jmp20:EX_Extent">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
***
self.description-&gt;size() +
self.geographicElement-&gt;size() +
self.temporalElement-&gt;size() +
self.verticalElement-&gt;size() &gt; 0
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<!-- ================== _EX_GeographicExtent ================== -->
<xs:complexType name="_EX_GeographicExtent" abstract="true">
<xs:sequence>
<xs:element name="extentTypeCode" type="jmp20:EX_ExTypeCode" default="1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="extentReferenceSystem" type="jmp20:RS_Identifier" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:element name="_EX_GeographicExtent" type="jmp20:_EX_GeographicExtent" abstract="true"/>
<!-- ================== EX_GeographicBoundingBox ================== -->
<xs:complexType name="EX_GeographicBoundingBox">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:_EX_GeographicExtent">
<xs:sequence>
<xs:element name="westBoundLongitude"
type="jmp20:approximateLongitude"/>
<xs:element name="eastBoundLongitude"
type="jmp20:approximateLongitude"/>
<xs:element name="southBoundLatitude"
type="jmp20:approximateLatitude"/>
<xs:element name="northBoundLatitude"
type="jmp20:approximateLatitude"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="EX_GeographicBoundingBox" type="jmp20:EX_GeographicBoundingBox"
substitutionGroup="jmp20:_EX_GeographicExtent"/>
<!-- ================== EX_CoordinateBoundingBox ================== -->
<xs:complexType name="EX_CoordinateBoundingBox">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:_EX_GeographicExtent">
<xs:sequence>
<xs:element name="westBoundCoordinate" type="jmp20:Real"/>
<xs:element name="eastBoundCoordinate" type="jmp20:Real"/>
<xs:element name="southBoundCoordinate" type="jmp20:Real"/>
<xs:element name="northBoundCoordinate" type="jmp20:Real"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="EX_CoordinateBoundingBox" type="jmp20:EX_CoordinateBoundingBox"
substitutionGroup="jmp20:_EX_GeographicExtent"/>
<!-- ================== EX_GeographicDescription ================== -->
<xs:complexType name="EX_GeographicDescription">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:_EX_GeographicExtent">
<xs:sequence>
<xs:element name="geographicIdentifier" type="jmp20:MD_Identifier"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="EX_GeographicDescription" type="jmp20:EX_GeographicDescription"
substitutionGroup="jmp20:_EX_GeographicExtent"/>
<!-- Type CI_Citation Classes -->
<!-- ================== CI_Citation ================== -->
<xs:complexType name="CI_Citation">
<xs:sequence>
<xs:element name="title" type="jmp20:nonNullString"/>
<xs:element name="date" type="jmp20:CI_Date" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CI_Citation" type="jmp20:CI_Citation"/>
<!-- ================== CI_Date ================== -->
<xs:complexType name="CI_Date">
<xs:sequence>
<xs:element name="date" type="jmp20:Date"/>
<xs:element name="dateType" type="jmp20:CI_DateTypeCode"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CI_Date" type="jmp20:CI_Date"/>
<!-- Type CI_ResponsibleParty Classes -->
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<!-- ================== CI_ResponsibleParty ================== -->
<xs:complexType name="CI_ResponsibleParty">
<xs:sequence>
<xs:element name="individualName" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="organisationName" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="positionName" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="contactInfo" type="jmp20:CI_Contact" minOccurs="0"/>
<xs:element name="role" type="jmp20:CI_RoleCode"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CI_ResponsibleParty" type="jmp20:CI_ResponsibleParty">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
*** -- Either "individualName", "organisationName" or "positionName" must be
documented
***
self.individualName-&gt;size() + self.organisationName-&gt;size() +
self.positionName-&gt;size() &gt; 0
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<!-- ================== CI_Address ================== -->
<xs:complexType name="CI_Address">
<xs:sequence>
<xs:element name="deliveryPoint" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="city" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="administrativeArea" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="postalCode" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="country" type="jmp20:CI_CountryCode" default="jpn" minOccurs="0"/>
<xs:element name="electronicMailAddress" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CI_Address" type="jmp20:CI_Address"/>
<!-- ================== CI_OnlineResource ================== -->
<xs:complexType name="CI_OnlineResource">
<xs:sequence>
<xs:element name="linkage" type="jmp20:URI"/>
<xs:element name="description" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CI_OnlineResource" type="jmp20:CI_OnlineResource"/>
<!-- ================== CI_Contact ================== -->
<xs:complexType name="CI_Contact">
<xs:sequence>
<xs:element name="phone" type="jmp20:CI_Telephone" minOccurs="0"/>
<xs:element name="address" type="jmp20:CI_Address" minOccurs="0"/>
<xs:element name="onlineResource" type="jmp20:CI_OnlineResource" minOccurs="0"/>
<xs:element name="hoursOfService" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
<xs:element name="contactInstructions" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CI_Contact" type="jmp20:CI_Contact"/>
<!-- ================== CI_Telephone ================== -->
<xs:complexType name="CI_Telephone">
<xs:sequence>
<xs:element name="voice" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="facsimile" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CI_Telephone" type="jmp20:CI_Telephone"/>
<!-===========================================================================
JMP2.0 Constraint types Classes
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===========================================================================
-->
<!-- ================== Classes ================== -->
<xs:complexType name="endTimeRange">
<xs:sequence>
<xs:element name="end" type="jmp20:DateTime"/>
<xs:element name="duration" type="xs:duration"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="endTimeRange" type="jmp20:endTimeRange"/>
<xs:complexType name="startEndTime">
<xs:sequence>
<xs:element name="begin" type="jmp20:Date"/>
<xs:element name="end" type="jmp20:Date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="startEndTime" type="jmp20:startEndTime"/>
<xs:complexType name="startTimeRange">
<xs:sequence>
<xs:element name="begin" type="jmp20:DateTime"/>
<xs:element name="duration" type="xs:duration"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="startTimeRange" type="jmp20:startTimeRange"/>
<xs:simpleType name="URI">
<xs:restriction base="xs:anyURI"/>
</xs:simpleType>
<xs:element name="URI" type="jmp20:URI"/>
<xs:complexType name="Surface">
<xs:choice>
<xs:element name="polygon" type="jmp20:polygon"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="Surface" type="jmp20:Surface"/>
<xs:complexType name="TimeDuration">
<xs:choice>
<xs:element name="beginEnd" type="jmp20:startEndTime"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="TimeDuration" type="jmp20:TimeDuration"/>
<xs:complexType name="Value">
<xs:choice>
<xs:element name="otherValue" type="jmp20:nonNullString"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="Value" type="jmp20:Value"/>
<xs:simpleType name="approximateLatitude">
<xs:restriction base="jmp20:Real">
<xs:minInclusive value="-90.0"/>
<xs:maxInclusive value="90.0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="approximateLatitude" type="jmp20:approximateLatitude"/>
<xs:simpleType name="approximateLongitude">
<xs:restriction base="jmp20:Real">
<xs:minInclusive value="-180.0"/>
<xs:maxInclusive value="180.0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="approximateLongitude" type="jmp20:approximateLongitude"/>
<xs:simpleType name="decimalLatitude">
<xs:restriction base="jmp20:Decimal">
<xs:minInclusive value="-90.0"/>
<xs:maxInclusive value="90.0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:element name="decimalLatitude" type="jmp20:decimalLatitude"/>
<xs:simpleType name="decimalLongitude">
<xs:restriction base="jmp20:Decimal">
<xs:minInclusive value="-180.0"/>
<xs:maxInclusive value="360.0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="decimalLongitude" type="jmp20:decimalLongitude"/>
<xs:simpleType name="nonNegativeDecimal">
<xs:restriction base="jmp20:Decimal">
<xs:minInclusive value="0.0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="nonNegativeDecimal" type="jmp20:nonNegativeDecimal"/>
<xs:simpleType name="nonNegativeInteger">
<xs:restriction base="jmp20:Integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="nonNegativeInteger" type="jmp20:nonNegativeInteger"/>
<xs:simpleType name="nonNullString">
<xs:restriction base="jmp20:CharacterString">
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="nonNullString" type="jmp20:nonNullString"/>
<xs:simpleType name="positiveDecimal">
<xs:restriction base="jmp20:Decimal">
<xs:minExclusive value="0.0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="positiveDecimal" type="jmp20:positiveDecimal"/>
<xs:simpleType name="positiveInteger">
<xs:restriction base="jmp20:Integer">
<xs:minExclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="positiveInteger" type="jmp20:positiveInteger"/>
<!-===========================================================================
JMP2.0 Conceptual Schema Language Classes
===========================================================================
-->
<!-- Basic datatypes -->
<!-- Number -->
<xs:simpleType name="Number">
<xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<!-- Integer -->
<xs:simpleType name="Integer">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<!-- Decimal -->
<xs:simpleType name="Decimal">
<xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<!-- Real -->
<xs:simpleType name="Real">
<xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<!-- Vector -->
<xs:simpleType name="Vector">
<xs:list itemType="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<!-- Character -->
<xs:simpleType name="Character">
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<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1" fixed="true"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- CharacterString -->
<xs:simpleType name="CharacterString">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<!-- Date -->
<xs:simpleType name="Date">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<!-- Time -->
<xs:simpleType name="Time">
<xs:restriction base="xs:time"/>
</xs:simpleType>
<!-- DateTime -->
<xs:simpleType name="DateTime">
<xs:restriction base="xs:dateTime"/>
</xs:simpleType>
<!-- Boolean -->
<xs:simpleType name="Boolean">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<!-- Logical -->
<xs:simpleType name="Logical">
<xs:union memberTypes="xs:boolean">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
<xs:enumeration value="maybe"/>
<xs:enumeration value="0.5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
<!-- Probability -->
<xs:simpleType name="Probability">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0.0"/>
<xs:maxInclusive value="1.0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Binary -->
<xs:simpleType name="BinaryBase64">
<xs:restriction base="xs:base64Binary"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BinaryHex">
<xs:restriction base="xs:hexBinary"/>
</xs:simpleType>
<!-- UnlimitedInteger -->
<xs:simpleType name="UnlimitedInteger">
<xs:union memberTypes="xs:nonNegativeInteger">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>
<!-- Sign -->
<xs:simpleType name="Sign">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="+"/>
<xs:enumeration value="-"/>
<xs:enumeration value="positive"/>
<xs:enumeration value="negative"/>

C-12

付録 C. JMP2.0 XML Schema
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Multiplicity -->
<xs:complexType name="Multiplicity">
<xs:sequence>
<xs:element name="range" type="jmp20:MultiplicityRange" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MultiplicityRange">
<xs:sequence>
<xs:element name="lower" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:element name="upper" type="jmp20:UnlimitedInteger"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- URI Diverse -->
<xs:simpleType name="CodeListValue">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Binary">
<xs:choice>
<xs:element name="BinaryBase64" type="jmp20:BinaryBase64"/>
<xs:element name="BinaryHex" type="jmp20:BinaryHex"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Sequence_Number_">
<xs:list itemType="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Sequence_Real_">
<xs:list itemType="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Sequence_Integer_">
<xs:list itemType="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<!-- Units of Measure-->
<xs:complexType name="UnitOfMeasure">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="jmp20:CharacterString"/>
<xs:element name="measurementType" type="jmp20:CharacterString" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UomLength">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:UnitOfMeasure"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Measure Classes -->
<xs:complexType name="Measure">
<xs:sequence>
<xs:element name="value" type="jmp20:Real"/>
<xs:element name="uom">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UnitOfMeasure"
type="jmp20:UnitOfMeasure"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Length">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:Measure"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Angle">
<xs:simpleContent>
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<xs:extension base="jmp20:Decimal"/>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Scale">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:Measure"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Area">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:Measure"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Velocity">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:Measure"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MTime">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:Measure"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Distance">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:Measure"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Volume">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jmp20:Measure"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Record types -->
<xs:complexType name="RecordSchema">
<xs:sequence>
<xs:element name="schemaName" type="jmp20:CharacterString"/>
<xs:element name="element" type="jmp20:RecordType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RecordType">
<xs:sequence>
<xs:element name="typeName" type="jmp20:CharacterString"/>
<xs:element name="attributeTypes" type="jmp20:Dictionary_AttributeName_TypeName_"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Record">
<xs:sequence>
<xs:element name="attributes" type="jmp20:Dictionary_AttributeName_Any_"/>
<xs:element name="recordType" type="jmp20:RecordType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dictionary_AttributeName_Any_">
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="AttributeName" type="jmp20:CharacterString"/>
<xs:element name="Any"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dictionary_AttributeName_TypeName_">
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="AttributeName" type="jmp20:CharacterString"/>
<xs:element name="TypeName" type="jmp20:CharacterString"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Namespace -->

C-14

付録 C. JMP2.0 XML Schema
<xs:complexType name="NameSpace">
<xs:sequence>
<xs:element name="isGlobal" type="jmp20:Boolean"/>
<xs:element name="acceptableClassList" type="jmp20:Set_TypeName_"/>
<xs:element name="name" type="jmp20:GenericName" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Set_TypeName_">
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="TypeName" type="jmp20:TypeName"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LocalName">
<xs:sequence>
<xs:element name="scope" type="jmp20:NameSpace"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TypeName">
<xs:sequence>
<xs:element name="scope" type="jmp20:NameSpace"/>
<xs:element name="aName" type="jmp20:CharacterString"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ScopedName">
<xs:sequence>
<xs:element name="scope" type="jmp20:NameSpace"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MemberName">
<xs:sequence>
<xs:element name="scope" type="jmp20:NameSpace"/>
<xs:element name="aName" type="jmp20:CharacterString"/>
<xs:element name="attributeType" type="jmp20:TypeName"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericName">
<xs:choice>
<xs:element name="LocalName" type="jmp20:LocalName"/>
<xs:element name="TypeName" type="jmp20:TypeName"/>
<xs:element name="ScopedName" type="jmp20:ScopedName"/>
<xs:element name="MemberName" type="jmp20:MemberName"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<!-===========================================================================
JMP2.0 Spatial Schema Classes
===========================================================================
-->
<!-- ============================================================== -->
<!-- positions -->
<!-- =========================================================== -->
<xs:element name="pos" type="jmp20:DirectPositionType"/>
<!-- ============================================================== -->
<xs:complexType name="DirectPositionType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="jmp20:doubleList"/>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<!-- =========================================================== -->
<xs:simpleType name="doubleList">
<xs:list itemType="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<!-- ============================================================== -->
<xs:element name="coord" type="jmp20:coord"/>
<!-- ============================================================== -->
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<xs:complexType name="coord">
<xs:sequence>
<xs:element name="X" type="jmp20:Decimal"/>
<xs:element name="Y" type="jmp20:Decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Z" type="jmp20:Decimal" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ============================================================== -->
<xs:element name="coordinates" type="jmp20:coordinates"/>
<!-- =========================================================== -->
<xs:complexType name="coordinates">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="jmp20:CharacterString">
<xs:attribute name="decimal" type="jmp20:CharacterString" default="."/>
<xs:attribute name="cs" type="jmp20:CharacterString" default=","/>
<xs:attribute name="ts" type="jmp20:CharacterString" default="&#x20;"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<!-- =========================================================== -->
<!-- Polygon -->
<!-- =========================================================== -->
<xs:element name="LinearRing" type="jmp20:LinearRing" substitutionGroup="jmp20:Ring"/>
<!-- =========================================================== -->
<xs:complexType name="LinearRing">
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element ref="jmp20:coordinates"/>
<xs:element ref="jmp20:coord" minOccurs="4" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="jmp20:pos" minOccurs="4" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- =========================================================== -->
<xs:element name="polygon" type="jmp20:polygon"/>
<!-- =========================================================== -->
<xs:complexType name="polygon">
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:exterior" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="jmp20:interior" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="exterior" type="jmp20:AbstractRingPropertyType"/>
<xs:element name="interior" type="jmp20:AbstractRingPropertyType"/>
<!-- =========================================================== -->
<xs:complexType name="AbstractRingPropertyType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="jmp20:Ring"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Ring" abstract="true"/>
<!-- =========================================================== -->
<!-===========================================================================
JMP2.0 Code Lists
===========================================================================
-->
<!-- CodeList MD_CharacterSetCode -->
<xs:simpleType name="MD_CharacterSetCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
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<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
<xs:enumeration value="012"/>
<xs:enumeration value="013"/>
<xs:enumeration value="014"/>
<xs:enumeration value="015"/>
<xs:enumeration value="016"/>
<xs:enumeration value="017"/>
<xs:enumeration value="018"/>
<xs:enumeration value="019"/>
<xs:enumeration value="020"/>
<xs:enumeration value="021"/>
<xs:enumeration value="022"/>
<xs:enumeration value="023"/>
<xs:enumeration value="024"/>
<xs:enumeration value="025"/>
<xs:enumeration value="026"/>
<xs:enumeration value="027"/>
<xs:enumeration value="028"/>
<xs:enumeration value="029"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="MD_CharacterSetCode" type="jmp20:MD_CharacterSetCode"/>
<!-- CodeList MD_SpatialRepresentationTypeCode -->
<xs:simpleType name="MD_SpatialRepresentationTypeCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="MD_SpatialRepresentationTypeCode" type="jmp20:MD_SpatialRepresentationTypeCode"/>
<!-- Enumeration MD_TopicCategoryCode -->
<xs:simpleType name="MD_TopicCategoryCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
<xs:enumeration value="012"/>
<xs:enumeration value="013"/>
<xs:enumeration value="014"/>
<xs:enumeration value="015"/>
<xs:enumeration value="016"/>
<xs:enumeration value="017"/>
<xs:enumeration value="018"/>
<xs:enumeration value="019"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:element name="MD_TopicCategoryCode" type="jmp20:MD_TopicCategoryCode"/>
<!-- CodeList MD_ProgressCode -->
<xs:simpleType name="MD_ProgressCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="MD_ProgressCode" type="jmp20:MD_ProgressCode"/>
<!-- CodeList MD_KeywordTypeCode -->
<xs:simpleType name="MD_KeywordTypeCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="MD_KeywordTypeCode" type="jmp20:MD_KeywordTypeCode"/>
<!-- CodeList DQ_TypeOfQualityEvaluationCode -->
<xs:simpleType name="DQ_TypeOfQualityEvaluationCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
<xs:enumeration value="012"/>
<xs:enumeration value="013"/>
<xs:enumeration value="014"/>
<xs:enumeration value="015"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="DQ_TypeOfQualityEvaluationCode" type="jmp20:DQ_TypeOfQualityEvaluationCode"/>
<!-- CodeList MD_ScopeCode -->
<xs:simpleType name="MD_ScopeCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
<xs:enumeration value="012"/>
<xs:enumeration value="013"/>
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<xs:enumeration value="014"/>
<xs:enumeration value="015"/>
<xs:enumeration value="016"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="MD_ScopeCode" type="jmp20:MD_ScopeCode"/>
<!-- CodeList MD_MediumNameCode -->
<xs:simpleType name="MD_MediumNameCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
<xs:enumeration value="012"/>
<xs:enumeration value="013"/>
<xs:enumeration value="014"/>
<xs:enumeration value="015"/>
<xs:enumeration value="016"/>
<xs:enumeration value="017"/>
<xs:enumeration value="018"/>
<xs:enumeration value="019"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="MD_MediumNameCode" type="jmp20:MD_MediumNameCode"/>
<!-- CodeList CI_RoleCode -->
<xs:simpleType name="CI_RoleCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="CI_RoleCode" type="jmp20:CI_RoleCode"/>
<!-- CodeList CI_PresentationFormCode -->
<xs:simpleType name="CI_PresentationFormCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
<xs:enumeration value="012"/>
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<xs:enumeration value="013"/>
<xs:enumeration value="014"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="CI_PresentationFormCode" type="jmp20:CI_PresentationFormCode"/>
<!-- CodeList CI_DateTypeCode -->
<xs:simpleType name="CI_DateTypeCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="CI_DateTypeCode" type="jmp20:CI_DateTypeCode"/>
<!-- CodeList CI_CountryCode -->
<xs:simpleType name="CI_CountryCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="jpn"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="CI_CountryCode" type="jmp20:CI_CountryCode"/>
<!-- CodeList MD_LanguageCode -->
<xs:simpleType name="MD_LanguageCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="jpn"/>
<xs:enumeration value="eng"/>
<xs:enumeration value="fre"/>
<xs:enumeration value="ger"/>
<xs:enumeration value="chi"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="MD_LanguageCode" type="jmp20:MD_LanguageCode"/>
<!-- CodeList EX_ExTypeCode -->
<xs:simpleType name="EX_ExTypeCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="EX_ExTypeCode" type="jmp20:EX_ExTypeCode"/>
<!-- CodeList DQ_PassCode -->
<xs:simpleType name="DQ_PassCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="DQ_PassCode" type="jmp20:DQ_PassCode"/>
<!-- CodeList UoMNameCode -->
<xs:simpleType name="UoMNameCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="centimeter"/>
<xs:enumeration value="meter"/>
<xs:enumeration value="kilometer"/>
<xs:enumeration value="radian"/>
<xs:enumeration value="degree"/>
<xs:enumeration value="squaremeter"/>
<xs:enumeration value="cubicmeter"/>
<xs:enumeration value="second"/>
<xs:enumeration value="minute"/>
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<xs:enumeration value="hour"/>
<xs:enumeration value="count"/>
<xs:enumeration value="percent"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="UoMNameCode" type="jmp20:UoMNameCode"/>
<!-===========================================================================
JMP2.0 LanguageCode Classes
===========================================================================
-->
<!-- Object -->
<xs:element name="Language" type="jmp20:LanguageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
"otherLang" should be used only if language isn't yet defined in the ISO 639-2
codelists
(LanguageCode and LanguageName)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<!-- Type Definitions -->
<xs:complexType name="LanguageType">
<xs:choice>
<xs:element name="isoCode" type="jmp20:LanguageCodeType"/>
<xs:element name="isoName" type="jmp20:LanguageNameType"/>
<xs:element name="otherLang" type="jmp20:nonNullString"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LanguageCodeType">
<xs:restriction base="jmp20:CharacterString">
<xs:enumeration value="aar"/>
<xs:enumeration value="abk"/>
<xs:enumeration value="ace"/>
<xs:enumeration value="ach"/>
<xs:enumeration value="ada"/>
<xs:enumeration value="afa"/>
<xs:enumeration value="afh"/>
<xs:enumeration value="afr"/>
<xs:enumeration value="aka"/>
<xs:enumeration value="akk"/>
<xs:enumeration value="alb"/>
<xs:enumeration value="ale"/>
<xs:enumeration value="alg"/>
<xs:enumeration value="amh"/>
<xs:enumeration value="ang"/>
<xs:enumeration value="apa"/>
<xs:enumeration value="ara"/>
<xs:enumeration value="arc"/>
<xs:enumeration value="arm"/>
<xs:enumeration value="arn"/>
<xs:enumeration value="arp"/>
<xs:enumeration value="art"/>
<xs:enumeration value="arw"/>
<xs:enumeration value="asm"/>
<xs:enumeration value="ast"/>
<xs:enumeration value="ath"/>
<xs:enumeration value="aus"/>
<xs:enumeration value="ava"/>
<xs:enumeration value="ave"/>
<xs:enumeration value="awa"/>
<xs:enumeration value="aym"/>
<xs:enumeration value="aze"/>
<xs:enumeration value="bad"/>
<xs:enumeration value="bai"/>
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<xs:enumeration value="bak"/>
<xs:enumeration value="bal"/>
<xs:enumeration value="bam"/>
<xs:enumeration value="ban"/>
<xs:enumeration value="baq"/>
<xs:enumeration value="bat"/>
<xs:enumeration value="bej"/>
<xs:enumeration value="bel"/>
<xs:enumeration value="bem"/>
<xs:enumeration value="ben"/>
<xs:enumeration value="ber"/>
<xs:enumeration value="bho"/>
<xs:enumeration value="bih"/>
<xs:enumeration value="bik"/>
<xs:enumeration value="bin"/>
<xs:enumeration value="bis"/>
<xs:enumeration value="bla"/>
<xs:enumeration value="bnt"/>
<xs:enumeration value="bos"/>
<xs:enumeration value="bra"/>
<xs:enumeration value="bre"/>
<xs:enumeration value="btk"/>
<xs:enumeration value="bua"/>
<xs:enumeration value="bug"/>
<xs:enumeration value="bul"/>
<xs:enumeration value="bur"/>
<xs:enumeration value="cad"/>
<xs:enumeration value="cai"/>
<xs:enumeration value="car"/>
<xs:enumeration value="cat"/>
<xs:enumeration value="cau"/>
<xs:enumeration value="ceb"/>
<xs:enumeration value="cha"/>
<xs:enumeration value="chb"/>
<xs:enumeration value="che"/>
<xs:enumeration value="chg"/>
<xs:enumeration value="chi"/>
<xs:enumeration value="chk"/>
<xs:enumeration value="chm"/>
<xs:enumeration value="chn"/>
<xs:enumeration value="cho"/>
<xs:enumeration value="chp"/>
<xs:enumeration value="chr"/>
<xs:enumeration value="chu"/>
<xs:enumeration value="chv"/>
<xs:enumeration value="chy"/>
<xs:enumeration value="cmc"/>
<xs:enumeration value="cop"/>
<xs:enumeration value="cor"/>
<xs:enumeration value="cos"/>
<xs:enumeration value="cpe"/>
<xs:enumeration value="cpf"/>
<xs:enumeration value="cpp"/>
<xs:enumeration value="cre"/>
<xs:enumeration value="crp"/>
<xs:enumeration value="cus"/>
<xs:enumeration value="cze"/>
<xs:enumeration value="dak"/>
<xs:enumeration value="dan"/>
<xs:enumeration value="day"/>
<xs:enumeration value="del"/>
<xs:enumeration value="den"/>
<xs:enumeration value="dgr"/>
<xs:enumeration value="din"/>
<xs:enumeration value="div"/>
<xs:enumeration value="doi"/>
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<xs:enumeration value="dra"/>
<xs:enumeration value="dua"/>
<xs:enumeration value="dum"/>
<xs:enumeration value="dut"/>
<xs:enumeration value="dyu"/>
<xs:enumeration value="dzo"/>
<xs:enumeration value="efi"/>
<xs:enumeration value="egy"/>
<xs:enumeration value="eka"/>
<xs:enumeration value="elx"/>
<xs:enumeration value="eng"/>
<xs:enumeration value="enm"/>
<xs:enumeration value="epo"/>
<xs:enumeration value="est"/>
<xs:enumeration value="ewe"/>
<xs:enumeration value="ewo"/>
<xs:enumeration value="fan"/>
<xs:enumeration value="fao"/>
<xs:enumeration value="fat"/>
<xs:enumeration value="fin"/>
<xs:enumeration value="fiu"/>
<xs:enumeration value="fon"/>
<xs:enumeration value="fre"/>
<xs:enumeration value="frm"/>
<xs:enumeration value="fro"/>
<xs:enumeration value="fry"/>
<xs:enumeration value="ful"/>
<xs:enumeration value="fur"/>
<xs:enumeration value="gaa"/>
<xs:enumeration value="gay"/>
<xs:enumeration value="gba"/>
<xs:enumeration value="gem"/>
<xs:enumeration value="geo"/>
<xs:enumeration value="ger"/>
<xs:enumeration value="gez"/>
<xs:enumeration value="gil"/>
<xs:enumeration value="gla"/>
<xs:enumeration value="gle"/>
<xs:enumeration value="glg"/>
<xs:enumeration value="glv"/>
<xs:enumeration value="gmh"/>
<xs:enumeration value="goh"/>
<xs:enumeration value="gon"/>
<xs:enumeration value="gor"/>
<xs:enumeration value="got"/>
<xs:enumeration value="grb"/>
<xs:enumeration value="grc"/>
<xs:enumeration value="gre"/>
<xs:enumeration value="grn"/>
<xs:enumeration value="guj"/>
<xs:enumeration value="gwi"/>
<xs:enumeration value="hai"/>
<xs:enumeration value="hau"/>
<xs:enumeration value="haw"/>
<xs:enumeration value="heb"/>
<xs:enumeration value="her"/>
<xs:enumeration value="hil"/>
<xs:enumeration value="him"/>
<xs:enumeration value="hin"/>
<xs:enumeration value="hit"/>
<xs:enumeration value="hmn"/>
<xs:enumeration value="hmo"/>
<xs:enumeration value="hun"/>
<xs:enumeration value="hup"/>
<xs:enumeration value="iba"/>
<xs:enumeration value="ibo"/>
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<xs:enumeration value="ice"/>
<xs:enumeration value="ido"/>
<xs:enumeration value="ijo"/>
<xs:enumeration value="iku"/>
<xs:enumeration value="ile"/>
<xs:enumeration value="ilo"/>
<xs:enumeration value="ina"/>
<xs:enumeration value="inc"/>
<xs:enumeration value="ind"/>
<xs:enumeration value="ine"/>
<xs:enumeration value="ipk"/>
<xs:enumeration value="ira"/>
<xs:enumeration value="iro"/>
<xs:enumeration value="ita"/>
<xs:enumeration value="jav"/>
<xs:enumeration value="jpn"/>
<xs:enumeration value="jpr"/>
<xs:enumeration value="jrb"/>
<xs:enumeration value="kaa"/>
<xs:enumeration value="kab"/>
<xs:enumeration value="kac"/>
<xs:enumeration value="kal"/>
<xs:enumeration value="kam"/>
<xs:enumeration value="kan"/>
<xs:enumeration value="kar"/>
<xs:enumeration value="kas"/>
<xs:enumeration value="kau"/>
<xs:enumeration value="kaw"/>
<xs:enumeration value="kaz"/>
<xs:enumeration value="kha"/>
<xs:enumeration value="khi"/>
<xs:enumeration value="khm"/>
<xs:enumeration value="kho"/>
<xs:enumeration value="kik"/>
<xs:enumeration value="kin"/>
<xs:enumeration value="kir"/>
<xs:enumeration value="kmb"/>
<xs:enumeration value="kok"/>
<xs:enumeration value="kom"/>
<xs:enumeration value="kon"/>
<xs:enumeration value="kor"/>
<xs:enumeration value="kos"/>
<xs:enumeration value="kpe"/>
<xs:enumeration value="kro"/>
<xs:enumeration value="kru"/>
<xs:enumeration value="kua"/>
<xs:enumeration value="kum"/>
<xs:enumeration value="kur"/>
<xs:enumeration value="kut"/>
<xs:enumeration value="lad"/>
<xs:enumeration value="lah"/>
<xs:enumeration value="lam"/>
<xs:enumeration value="lao"/>
<xs:enumeration value="lat"/>
<xs:enumeration value="lav"/>
<xs:enumeration value="lez"/>
<xs:enumeration value="lin"/>
<xs:enumeration value="lit"/>
<xs:enumeration value="lol"/>
<xs:enumeration value="loz"/>
<xs:enumeration value="ltz"/>
<xs:enumeration value="lua"/>
<xs:enumeration value="lub"/>
<xs:enumeration value="lug"/>
<xs:enumeration value="lui"/>
<xs:enumeration value="lun"/>
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<xs:enumeration value="lus"/>
<xs:enumeration value="mac"/>
<xs:enumeration value="mad"/>
<xs:enumeration value="mag"/>
<xs:enumeration value="mah"/>
<xs:enumeration value="mai"/>
<xs:enumeration value="mak"/>
<xs:enumeration value="mal"/>
<xs:enumeration value="man"/>
<xs:enumeration value="mao"/>
<xs:enumeration value="map"/>
<xs:enumeration value="mar"/>
<xs:enumeration value="mas"/>
<xs:enumeration value="may"/>
<xs:enumeration value="mdr"/>
<xs:enumeration value="men"/>
<xs:enumeration value="mga"/>
<xs:enumeration value="mic"/>
<xs:enumeration value="min"/>
<xs:enumeration value="mis"/>
<xs:enumeration value="mkh"/>
<xs:enumeration value="mlg"/>
<xs:enumeration value="mlt"/>
<xs:enumeration value="mnc"/>
<xs:enumeration value="mni"/>
<xs:enumeration value="mno"/>
<xs:enumeration value="moh"/>
<xs:enumeration value="mon"/>
<xs:enumeration value="mos"/>
<xs:enumeration value="mul"/>
<xs:enumeration value="mun"/>
<xs:enumeration value="mus"/>
<xs:enumeration value="mwr"/>
<xs:enumeration value="myn"/>
<xs:enumeration value="nah"/>
<xs:enumeration value="nai"/>
<xs:enumeration value="nau"/>
<xs:enumeration value="nav"/>
<xs:enumeration value="nbl"/>
<xs:enumeration value="nde"/>
<xs:enumeration value="ndo"/>
<xs:enumeration value="nds"/>
<xs:enumeration value="nep"/>
<xs:enumeration value="new"/>
<xs:enumeration value="nia"/>
<xs:enumeration value="nic"/>
<xs:enumeration value="niu"/>
<xs:enumeration value="non"/>
<xs:enumeration value="nor"/>
<xs:enumeration value="nno"/>
<xs:enumeration value="nob"/>
<xs:enumeration value="nso"/>
<xs:enumeration value="nub"/>
<xs:enumeration value="nya"/>
<xs:enumeration value="nym"/>
<xs:enumeration value="nyn"/>
<xs:enumeration value="nyo"/>
<xs:enumeration value="nzi"/>
<xs:enumeration value="oci"/>
<xs:enumeration value="oji"/>
<xs:enumeration value="ori"/>
<xs:enumeration value="orm"/>
<xs:enumeration value="osa"/>
<xs:enumeration value="oss"/>
<xs:enumeration value="ota"/>
<xs:enumeration value="oto"/>
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<xs:enumeration value="paa"/>
<xs:enumeration value="pag"/>
<xs:enumeration value="pal"/>
<xs:enumeration value="pam"/>
<xs:enumeration value="pan"/>
<xs:enumeration value="pap"/>
<xs:enumeration value="pau"/>
<xs:enumeration value="peo"/>
<xs:enumeration value="per"/>
<xs:enumeration value="phi"/>
<xs:enumeration value="phn"/>
<xs:enumeration value="pli"/>
<xs:enumeration value="pol"/>
<xs:enumeration value="pon"/>
<xs:enumeration value="por"/>
<xs:enumeration value="pra"/>
<xs:enumeration value="pro"/>
<xs:enumeration value="pus"/>
<xs:enumeration value="que"/>
<xs:enumeration value="raj"/>
<xs:enumeration value="rap"/>
<xs:enumeration value="rar"/>
<xs:enumeration value="roa"/>
<xs:enumeration value="roh"/>
<xs:enumeration value="rom"/>
<xs:enumeration value="rum"/>
<xs:enumeration value="run"/>
<xs:enumeration value="rus"/>
<xs:enumeration value="sad"/>
<xs:enumeration value="sag"/>
<xs:enumeration value="sah"/>
<xs:enumeration value="sai"/>
<xs:enumeration value="sal"/>
<xs:enumeration value="sam"/>
<xs:enumeration value="san"/>
<xs:enumeration value="sas"/>
<xs:enumeration value="sat"/>
<xs:enumeration value="scc"/>
<xs:enumeration value="sco"/>
<xs:enumeration value="scr"/>
<xs:enumeration value="sel"/>
<xs:enumeration value="sem"/>
<xs:enumeration value="sga"/>
<xs:enumeration value="sgn"/>
<xs:enumeration value="shn"/>
<xs:enumeration value="sid"/>
<xs:enumeration value="sin"/>
<xs:enumeration value="sio"/>
<xs:enumeration value="sit"/>
<xs:enumeration value="sla"/>
<xs:enumeration value="slo"/>
<xs:enumeration value="slv"/>
<xs:enumeration value="sma"/>
<xs:enumeration value="sme"/>
<xs:enumeration value="smi"/>
<xs:enumeration value="smj"/>
<xs:enumeration value="smn"/>
<xs:enumeration value="smo"/>
<xs:enumeration value="sms"/>
<xs:enumeration value="sna"/>
<xs:enumeration value="snd"/>
<xs:enumeration value="snk"/>
<xs:enumeration value="sog"/>
<xs:enumeration value="som"/>
<xs:enumeration value="son"/>
<xs:enumeration value="sot"/>
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<xs:enumeration value="spa"/>
<xs:enumeration value="srd"/>
<xs:enumeration value="srr"/>
<xs:enumeration value="ssa"/>
<xs:enumeration value="ssw"/>
<xs:enumeration value="suk"/>
<xs:enumeration value="sun"/>
<xs:enumeration value="sus"/>
<xs:enumeration value="sux"/>
<xs:enumeration value="swa"/>
<xs:enumeration value="swe"/>
<xs:enumeration value="syr"/>
<xs:enumeration value="tah"/>
<xs:enumeration value="tai"/>
<xs:enumeration value="tam"/>
<xs:enumeration value="tat"/>
<xs:enumeration value="tel"/>
<xs:enumeration value="tem"/>
<xs:enumeration value="ter"/>
<xs:enumeration value="tet"/>
<xs:enumeration value="tgk"/>
<xs:enumeration value="tgl"/>
<xs:enumeration value="tha"/>
<xs:enumeration value="tib"/>
<xs:enumeration value="tig"/>
<xs:enumeration value="tir"/>
<xs:enumeration value="tiv"/>
<xs:enumeration value="tkl"/>
<xs:enumeration value="tli"/>
<xs:enumeration value="tmh"/>
<xs:enumeration value="tog"/>
<xs:enumeration value="ton"/>
<xs:enumeration value="tpi"/>
<xs:enumeration value="tsi"/>
<xs:enumeration value="tsn"/>
<xs:enumeration value="tso"/>
<xs:enumeration value="tuk"/>
<xs:enumeration value="tup"/>
<xs:enumeration value="tur"/>
<xs:enumeration value="tut"/>
<xs:enumeration value="tvl"/>
<xs:enumeration value="twi"/>
<xs:enumeration value="tyv"/>
<xs:enumeration value="uga"/>
<xs:enumeration value="uig"/>
<xs:enumeration value="ukr"/>
<xs:enumeration value="umb"/>
<xs:enumeration value="und"/>
<xs:enumeration value="urd"/>
<xs:enumeration value="uzb"/>
<xs:enumeration value="vai"/>
<xs:enumeration value="ven"/>
<xs:enumeration value="vie"/>
<xs:enumeration value="vol"/>
<xs:enumeration value="vot"/>
<xs:enumeration value="wak"/>
<xs:enumeration value="wal"/>
<xs:enumeration value="war"/>
<xs:enumeration value="was"/>
<xs:enumeration value="wel"/>
<xs:enumeration value="wen"/>
<xs:enumeration value="wln"/>
<xs:enumeration value="wol"/>
<xs:enumeration value="xho"/>
<xs:enumeration value="yao"/>
<xs:enumeration value="yap"/>
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<xs:enumeration value="yid"/>
<xs:enumeration value="yor"/>
<xs:enumeration value="ypk"/>
<xs:enumeration value="zap"/>
<xs:enumeration value="zen"/>
<xs:enumeration value="zha"/>
<xs:enumeration value="znd"/>
<xs:enumeration value="zul"/>
<xs:enumeration value="zun"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LanguageNameType">
<xs:restriction base="jmp20:CharacterString">
<xs:enumeration value="Afar"/>
<xs:enumeration value="Abkhazian"/>
<xs:enumeration value="Achinese"/>
<xs:enumeration value="Acoli"/>
<xs:enumeration value="Adangme"/>
<xs:enumeration value="Afro-Asiatic"/>
<xs:enumeration value="Afrihili"/>
<xs:enumeration value="Afrikaans"/>
<xs:enumeration value="Akan"/>
<xs:enumeration value="Akkadian"/>
<xs:enumeration value="Albanian"/>
<xs:enumeration value="Aleut"/>
<xs:enumeration value="Algonquian languages"/>
<xs:enumeration value="Amharic"/>
<xs:enumeration value="English, Old"/>
<xs:enumeration value="Apache languages"/>
<xs:enumeration value="Arabic"/>
<xs:enumeration value="Aramaic"/>
<xs:enumeration value="Armenian"/>
<xs:enumeration value="Araucanian"/>
<xs:enumeration value="Arapaho"/>
<xs:enumeration value="Artificial (Other)"/>
<xs:enumeration value="Arawak"/>
<xs:enumeration value="Assamese"/>
<xs:enumeration value="Astrurian"/>
<xs:enumeration value="Athapascan languages"/>
<xs:enumeration value="Australian languages"/>
<xs:enumeration value="Avaric"/>
<xs:enumeration value="Avestan"/>
<xs:enumeration value="Awadhi"/>
<xs:enumeration value="Aymara"/>
<xs:enumeration value="Azerbaijani"/>
<xs:enumeration value="Banda"/>
<xs:enumeration value="Bamileke languages"/>
<xs:enumeration value="Bashkir"/>
<xs:enumeration value="Baluchi"/>
<xs:enumeration value="Bambara"/>
<xs:enumeration value="Balinese"/>
<xs:enumeration value="Basque"/>
<xs:enumeration value="Baltic (Other)"/>
<xs:enumeration value="Beja"/>
<xs:enumeration value="Belarusian"/>
<xs:enumeration value="Bemba"/>
<xs:enumeration value="Bengali"/>
<xs:enumeration value="Berber (Other)"/>
<xs:enumeration value="Bhojpuri"/>
<xs:enumeration value="Bihari"/>
<xs:enumeration value="Bikol"/>
<xs:enumeration value="Bini"/>
<xs:enumeration value="Bislama"/>
<xs:enumeration value="Siksika"/>
<xs:enumeration value="Bantu (Other)"/>
<xs:enumeration value="Bosnian"/>
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<xs:enumeration value="Braj"/>
<xs:enumeration value="Breton"/>
<xs:enumeration value="Batak (Indonesia)"/>
<xs:enumeration value="Buriat"/>
<xs:enumeration value="Buginese"/>
<xs:enumeration value="Bulgarian"/>
<xs:enumeration value="Burmese"/>
<xs:enumeration value="Caddo"/>
<xs:enumeration value="Central American Indian (Other)"/>
<xs:enumeration value="Carib"/>
<xs:enumeration value="Catalan"/>
<xs:enumeration value="Caucasian (Other)"/>
<xs:enumeration value="Cebuano"/>
<xs:enumeration value="Chamorro"/>
<xs:enumeration value="Chibcha"/>
<xs:enumeration value="Chechen"/>
<xs:enumeration value="Chagatai"/>
<xs:enumeration value="Chinese"/>
<xs:enumeration value="Chuukese"/>
<xs:enumeration value="Mari"/>
<xs:enumeration value="Chinook jargon"/>
<xs:enumeration value="Choctaw"/>
<xs:enumeration value="Chipewyan"/>
<xs:enumeration value="Cherokee"/>
<xs:enumeration value="Church Slavic"/>
<xs:enumeration value="Chuvash"/>
<xs:enumeration value="Cheyenne"/>
<xs:enumeration value="Chamic languages"/>
<xs:enumeration value="Coptic"/>
<xs:enumeration value="Cornish"/>
<xs:enumeration value="Corsican"/>
<xs:enumeration value="Creoles and pidgins, English-based"/>
<xs:enumeration value="Creoles and pidgins, French-based"/>
<xs:enumeration value="Creoles and pidgins, Portuguese-based"/>
<xs:enumeration value="Cree"/>
<xs:enumeration value="Creoles and pidgins (Other)"/>
<xs:enumeration value="Cushitic (Other)"/>
<xs:enumeration value="Czech"/>
<xs:enumeration value="Dakota"/>
<xs:enumeration value="Danish"/>
<xs:enumeration value="Dayak"/>
<xs:enumeration value="Delaware"/>
<xs:enumeration value="Slav (Athapascan)"/>
<xs:enumeration value="Dogrib"/>
<xs:enumeration value="Dinka"/>
<xs:enumeration value="Divehi"/>
<xs:enumeration value="Dogri"/>
<xs:enumeration value="Dravidian (Other)"/>
<xs:enumeration value="Duala"/>
<xs:enumeration value="Dutch, Middle"/>
<xs:enumeration value="Dutch"/>
<xs:enumeration value="Dyula"/>
<xs:enumeration value="Dzongkha"/>
<xs:enumeration value="Efik"/>
<xs:enumeration value="Egyptian (Ancient)"/>
<xs:enumeration value="Ekajuk"/>
<xs:enumeration value="Elamite"/>
<xs:enumeration value="English"/>
<xs:enumeration value="English, Middle"/>
<xs:enumeration value="Esperanto"/>
<xs:enumeration value="Estonian"/>
<xs:enumeration value="Ewe"/>
<xs:enumeration value="Ewondo"/>
<xs:enumeration value="Fang"/>
<xs:enumeration value="Faeroese"/>
<xs:enumeration value="Fanti"/>
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<xs:enumeration value="Finnish"/>
<xs:enumeration value="Fino-Ugrian (Other)"/>
<xs:enumeration value="Fon"/>
<xs:enumeration value="French"/>
<xs:enumeration value="French, Middle"/>
<xs:enumeration value="French, Old"/>
<xs:enumeration value="Frisian"/>
<xs:enumeration value="Fulah"/>
<xs:enumeration value="Friulian"/>
<xs:enumeration value="Ga"/>
<xs:enumeration value="Gayo"/>
<xs:enumeration value="Gbaya"/>
<xs:enumeration value="Germanic (Other)"/>
<xs:enumeration value="Georgian"/>
<xs:enumeration value="German"/>
<xs:enumeration value="Geez"/>
<xs:enumeration value="Gilbertese"/>
<xs:enumeration value="Gaelic"/>
<xs:enumeration value="Irish"/>
<xs:enumeration value="Gallegan"/>
<xs:enumeration value="Manx"/>
<xs:enumeration value="German, Middle High"/>
<xs:enumeration value="German, Old High"/>
<xs:enumeration value="Gondi"/>
<xs:enumeration value="Gorontalo"/>
<xs:enumeration value="Gothic"/>
<xs:enumeration value="Grebo"/>
<xs:enumeration value="Greek, Ancient"/>
<xs:enumeration value="Greek, Modern"/>
<xs:enumeration value="Guarani"/>
<xs:enumeration value="Gujarati"/>
<xs:enumeration value="Gwich'in"/>
<xs:enumeration value="Haida"/>
<xs:enumeration value="Hausa"/>
<xs:enumeration value="Hawaiian"/>
<xs:enumeration value="Hebrew"/>
<xs:enumeration value="Herero"/>
<xs:enumeration value="Hiligaynon"/>
<xs:enumeration value="Himachali"/>
<xs:enumeration value="Hindi"/>
<xs:enumeration value="Hittite"/>
<xs:enumeration value="Hmong"/>
<xs:enumeration value="Hiri Motu"/>
<xs:enumeration value="Hungarian"/>
<xs:enumeration value="Hupa"/>
<xs:enumeration value="Iban"/>
<xs:enumeration value="Igbo"/>
<xs:enumeration value="Icelandic"/>
<xs:enumeration value="Ido"/>
<xs:enumeration value="Ijo"/>
<xs:enumeration value="Inuktitut"/>
<xs:enumeration value="Interlingue"/>
<xs:enumeration value="Iloko"/>
<xs:enumeration value="Interlingua"/>
<xs:enumeration value="Indic (Other)"/>
<xs:enumeration value="Indonesian"/>
<xs:enumeration value="Indo-European (Other)"/>
<xs:enumeration value="Inupiaq"/>
<xs:enumeration value="Iranian (Other)"/>
<xs:enumeration value="Iroquoian languages"/>
<xs:enumeration value="Italian"/>
<xs:enumeration value="Javanese"/>
<xs:enumeration value="Japanese"/>
<xs:enumeration value="Judeo-Persian"/>
<xs:enumeration value="Judeo-Arabic"/>
<xs:enumeration value="Kara-Kalpak"/>
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<xs:enumeration value="Kabyle"/>
<xs:enumeration value="Kachin"/>
<xs:enumeration value="Kalaallisut"/>
<xs:enumeration value="Kamba"/>
<xs:enumeration value="Kannada"/>
<xs:enumeration value="Karen"/>
<xs:enumeration value="Kashmiri"/>
<xs:enumeration value="Kanuri"/>
<xs:enumeration value="Kawi"/>
<xs:enumeration value="Kazakh"/>
<xs:enumeration value="Khasi"/>
<xs:enumeration value="Khoisan (Other)"/>
<xs:enumeration value="Khmer"/>
<xs:enumeration value="Khotanese"/>
<xs:enumeration value="Kikuyu"/>
<xs:enumeration value="Kinyarwanda"/>
<xs:enumeration value="Kirghiz"/>
<xs:enumeration value="Kimbundu"/>
<xs:enumeration value="Konkani"/>
<xs:enumeration value="Komi"/>
<xs:enumeration value="Kongo"/>
<xs:enumeration value="Korean"/>
<xs:enumeration value="Kosraean"/>
<xs:enumeration value="Kpelle"/>
<xs:enumeration value="Kru"/>
<xs:enumeration value="Kurukh"/>
<xs:enumeration value="Kuanyama"/>
<xs:enumeration value="Kumyk"/>
<xs:enumeration value="Kurdish"/>
<xs:enumeration value="Kutenai"/>
<xs:enumeration value="Ladino"/>
<xs:enumeration value="Lahnda"/>
<xs:enumeration value="Lamba"/>
<xs:enumeration value="Lao"/>
<xs:enumeration value="Latin"/>
<xs:enumeration value="Latvian"/>
<xs:enumeration value="Lezghian"/>
<xs:enumeration value="Lingala"/>
<xs:enumeration value="Lithuanian"/>
<xs:enumeration value="Mongo"/>
<xs:enumeration value="Lozi"/>
<xs:enumeration value="Luxembourgish"/>
<xs:enumeration value="Luba-Lulua"/>
<xs:enumeration value="Luba-Katanga"/>
<xs:enumeration value="Ganda"/>
<xs:enumeration value="Luiseno"/>
<xs:enumeration value="Lunda"/>
<xs:enumeration value="Lushai"/>
<xs:enumeration value="Macedonian"/>
<xs:enumeration value="Madurese"/>
<xs:enumeration value="Magahi"/>
<xs:enumeration value="Marshallese"/>
<xs:enumeration value="Maithili"/>
<xs:enumeration value="Makasar"/>
<xs:enumeration value="Malayalam"/>
<xs:enumeration value="Mandingo"/>
<xs:enumeration value="Maori"/>
<xs:enumeration value="Austroneasian"/>
<xs:enumeration value="Marathi"/>
<xs:enumeration value="Masai"/>
<xs:enumeration value="Malay"/>
<xs:enumeration value="Mandar"/>
<xs:enumeration value="Mende"/>
<xs:enumeration value="Irish, Middle"/>
<xs:enumeration value="Micmac"/>
<xs:enumeration value="Minangkabau"/>
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<xs:enumeration value="Miscellaneous languages"/>
<xs:enumeration value="Mon-Khmer (Other)"/>
<xs:enumeration value="Malagasy"/>
<xs:enumeration value="Maltese"/>
<xs:enumeration value="Manchu"/>
<xs:enumeration value="Manipuri"/>
<xs:enumeration value="Manobo languages"/>
<xs:enumeration value="Mohawk"/>
<xs:enumeration value="Mongolian"/>
<xs:enumeration value="Mossi"/>
<xs:enumeration value="Multiple languages"/>
<xs:enumeration value="Munda languages"/>
<xs:enumeration value="Creek"/>
<xs:enumeration value="Marwari"/>
<xs:enumeration value="Mayan languages"/>
<xs:enumeration value="Nahuatl"/>
<xs:enumeration value="North American Indian"/>
<xs:enumeration value="Nauru"/>
<xs:enumeration value="Navajo"/>
<xs:enumeration value="Ndebele, South"/>
<xs:enumeration value="Ndebele, North"/>
<xs:enumeration value="Ndonga"/>
<xs:enumeration value="Low German"/>
<xs:enumeration value="Nepali"/>
<xs:enumeration value="Newari"/>
<xs:enumeration value="Nias"/>
<xs:enumeration value="Niger-Kordofanian (Other)"/>
<xs:enumeration value="Niuean"/>
<xs:enumeration value="Norse, Old"/>
<xs:enumeration value="Norwegian"/>
<xs:enumeration value="Norwegian Nynorsk"/>
<xs:enumeration value="Norwewgian Bokmal"/>
<xs:enumeration value="Sotho, Northern"/>
<xs:enumeration value="Nubian languages"/>
<xs:enumeration value="Chichewa"/>
<xs:enumeration value="Nyamwezi"/>
<xs:enumeration value="Nyankole"/>
<xs:enumeration value="Nyoro"/>
<xs:enumeration value="Nzima"/>
<xs:enumeration value="Occitan"/>
<xs:enumeration value="Ojibwa"/>
<xs:enumeration value="Oriya"/>
<xs:enumeration value="Oromo"/>
<xs:enumeration value="Osage"/>
<xs:enumeration value="Ossetian"/>
<xs:enumeration value="Turkish, Ottoman"/>
<xs:enumeration value="Otomian languages"/>
<xs:enumeration value="Papuan (Other)"/>
<xs:enumeration value="Pangasinan"/>
<xs:enumeration value="Pahlavi"/>
<xs:enumeration value="Pampanga"/>
<xs:enumeration value="Panjabi"/>
<xs:enumeration value="Papiamento"/>
<xs:enumeration value="Palauan"/>
<xs:enumeration value="Persian, Old"/>
<xs:enumeration value="Persian"/>
<xs:enumeration value="Philippine (Other)"/>
<xs:enumeration value="Phoenician"/>
<xs:enumeration value="Pali"/>
<xs:enumeration value="Polish"/>
<xs:enumeration value="Pohnpeian"/>
<xs:enumeration value="Portuguese"/>
<xs:enumeration value="Prakrit languages"/>
<xs:enumeration value="Provencal, Old"/>
<xs:enumeration value="Pushto"/>
<xs:enumeration value="Quechua"/>
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<xs:enumeration value="Rajasthani"/>
<xs:enumeration value="Rapanui"/>
<xs:enumeration value="Rarotongan"/>
<xs:enumeration value="Romance (Other)"/>
<xs:enumeration value="Raeto-Romance"/>
<xs:enumeration value="Romany"/>
<xs:enumeration value="Romanian"/>
<xs:enumeration value="Rundi"/>
<xs:enumeration value="Russian"/>
<xs:enumeration value="Sandawe"/>
<xs:enumeration value="Sango"/>
<xs:enumeration value="Yakut"/>
<xs:enumeration value="South American Indian (Other)"/>
<xs:enumeration value="Salishan languages"/>
<xs:enumeration value="Samaritan Aramaic"/>
<xs:enumeration value="Sanskrit"/>
<xs:enumeration value="Sasak"/>
<xs:enumeration value="Santali"/>
<xs:enumeration value="Serbian"/>
<xs:enumeration value="Scots"/>
<xs:enumeration value="Croatian"/>
<xs:enumeration value="Selkup"/>
<xs:enumeration value="Semitic (Other)"/>
<xs:enumeration value="Irish, Old"/>
<xs:enumeration value="Sign Languages"/>
<xs:enumeration value="Shan"/>
<xs:enumeration value="Sidamo"/>
<xs:enumeration value="Sinhalese"/>
<xs:enumeration value="Siouan languages"/>
<xs:enumeration value="Sino-Tibetan (Other)"/>
<xs:enumeration value="Slavic (Other)"/>
<xs:enumeration value="Slovak"/>
<xs:enumeration value="Slovenian"/>
<xs:enumeration value="Southern Sami"/>
<xs:enumeration value="Northern Sami"/>
<xs:enumeration value="Sami languages (Other)"/>
<xs:enumeration value="Lule Sami"/>
<xs:enumeration value="Inari Sami"/>
<xs:enumeration value="Samoan"/>
<xs:enumeration value="Skolt Sami"/>
<xs:enumeration value="Shona"/>
<xs:enumeration value="Sindhi"/>
<xs:enumeration value="Soninke"/>
<xs:enumeration value="Sogdian"/>
<xs:enumeration value="Somali"/>
<xs:enumeration value="Songhai"/>
<xs:enumeration value="Sotho, Southern"/>
<xs:enumeration value="Spanish"/>
<xs:enumeration value="Sardinian"/>
<xs:enumeration value="Serer"/>
<xs:enumeration value="Nilo-Saharan (Other)"/>
<xs:enumeration value="Swati"/>
<xs:enumeration value="Sukuma"/>
<xs:enumeration value="Sundanese"/>
<xs:enumeration value="Susu"/>
<xs:enumeration value="Sumerian"/>
<xs:enumeration value="Swahili"/>
<xs:enumeration value="Swedish"/>
<xs:enumeration value="Syriac"/>
<xs:enumeration value="Tahitian"/>
<xs:enumeration value="Tai (Other)"/>
<xs:enumeration value="Tamil"/>
<xs:enumeration value="Tatar"/>
<xs:enumeration value="Telugu"/>
<xs:enumeration value="Timne"/>
<xs:enumeration value="Tereno"/>
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<xs:enumeration value="Tetum"/>
<xs:enumeration value="Tajik"/>
<xs:enumeration value="Tagalog"/>
<xs:enumeration value="Thai"/>
<xs:enumeration value="Tibetan"/>
<xs:enumeration value="Tigre"/>
<xs:enumeration value="Tigrinya"/>
<xs:enumeration value="Tiv"/>
<xs:enumeration value="Tokelau"/>
<xs:enumeration value="Tlingit"/>
<xs:enumeration value="Tamashek"/>
<xs:enumeration value="Tonga (Nyasa)"/>
<xs:enumeration value="Tonga (Tonga Islands)"/>
<xs:enumeration value="Tok Pisin"/>
<xs:enumeration value="Tsimshian"/>
<xs:enumeration value="Tswana"/>
<xs:enumeration value="Tsonga"/>
<xs:enumeration value="Turkmen"/>
<xs:enumeration value="Tupi languages"/>
<xs:enumeration value="Turkish"/>
<xs:enumeration value="Altaic (Other)"/>
<xs:enumeration value="Tuvalu"/>
<xs:enumeration value="Twi"/>
<xs:enumeration value="Tuvinian"/>
<xs:enumeration value="Ugaritic"/>
<xs:enumeration value="Uighur"/>
<xs:enumeration value="Ukranian"/>
<xs:enumeration value="Umbundu"/>
<xs:enumeration value="Undetermined"/>
<xs:enumeration value="Urdu"/>
<xs:enumeration value="Uzbek"/>
<xs:enumeration value="Vai"/>
<xs:enumeration value="Venda"/>
<xs:enumeration value="Vietnamese"/>
<xs:enumeration value="Volapuk"/>
<xs:enumeration value="Votic"/>
<xs:enumeration value="Wakashan languages"/>
<xs:enumeration value="Walamo"/>
<xs:enumeration value="Waray"/>
<xs:enumeration value="Washo"/>
<xs:enumeration value="Welsh"/>
<xs:enumeration value="Sorbian languages"/>
<xs:enumeration value="Wallon"/>
<xs:enumeration value="Wolof"/>
<xs:enumeration value="Xhosa"/>
<xs:enumeration value="Yao"/>
<xs:enumeration value="Yapese"/>
<xs:enumeration value="Yiddish"/>
<xs:enumeration value="Yoruba"/>
<xs:enumeration value="Yupik languages"/>
<xs:enumeration value="Zapotec"/>
<xs:enumeration value="Zenaga"/>
<xs:enumeration value="Zhuang"/>
<xs:enumeration value="Zande"/>
<xs:enumeration value="Zulu"/>
<xs:enumeration value="Zuni"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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共同研究「
地理情報標準普及・
利用技術に関する研究」
に参加した企業のリストを次に示す。
朝日航洋（
株）
アジア航測（
株）
（
株）
インフォマティクス
（
株）
オオバ
（
株）
かんこう
国際航業（
株）
昭和（
株）
（
株）
ゼンリン
玉野総合コンサルタント（
株）
東京ガス（
株）
（
株）
ドーン
中日本航空（株）
日本アイ・
ビー・
エム（
株）
日本コンピュータグラフィック（
株）
日本ユニシス（
株）
（
株）
パスコ
（
株）
パスコシステム技術センター
（
五十音順・
敬称略）
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