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１.研究概要研究概要研究概要研究概要

1111....現状現状現状現状、、、、経緯経緯経緯経緯

■■■■現在現在現在現在、、、、日本の消費財メーカーにおいては日本の消費財メーカーにおいては日本の消費財メーカーにおいては日本の消費財メーカーにおいては、、、、過去からの延長線で過去からの延長線で過去からの延長線で過去からの延長線で 描いた未来に向けた施策では立ち行かないとの懸念から描いた未来に向けた施策では立ち行かないとの懸念から描いた未来に向けた施策では立ち行かないとの懸念から描いた未来に向けた施策では立ち行かないとの懸念から、、、、

未来洞察未来洞察未来洞察未来洞察（（（（フォーサイトフォーサイトフォーサイトフォーサイト））））研究が求められている研究が求められている研究が求められている研究が求められている。。。。

■■■■しかししかししかししかし、、、、未来洞察手法は未来洞察手法は未来洞察手法は未来洞察手法は、、、、デルファイ法デルファイ法デルファイ法デルファイ法、、、、シナリオ法等第二次世界大戦時に米国で開発された専門家による予測手法にシナリオ法等第二次世界大戦時に米国で開発された専門家による予測手法にシナリオ法等第二次世界大戦時に米国で開発された専門家による予測手法にシナリオ法等第二次世界大戦時に米国で開発された専門家による予測手法に

頼っている頼っている頼っている頼っている。。。。

2222....あるべき姿あるべき姿あるべき姿あるべき姿

■■■■イノベーションが頻繁に起こる科学技術分野においてはイノベーションが頻繁に起こる科学技術分野においてはイノベーションが頻繁に起こる科学技術分野においてはイノベーションが頻繁に起こる科学技術分野においては、、、、現状の専門家による予測手法がツールとして最適と思われるが現状の専門家による予測手法がツールとして最適と思われるが現状の専門家による予測手法がツールとして最適と思われるが現状の専門家による予測手法がツールとして最適と思われるが、、、、

食品等の消費財分野では食品等の消費財分野では食品等の消費財分野では食品等の消費財分野では、、、、消費者ニーズを基点としたマーケティングが定着する現在消費者ニーズを基点としたマーケティングが定着する現在消費者ニーズを基点としたマーケティングが定着する現在消費者ニーズを基点としたマーケティングが定着する現在、、、、消費者ニーズを基にした未来洞察消費者ニーズを基にした未来洞察消費者ニーズを基にした未来洞察消費者ニーズを基にした未来洞察

手法開発が求められている手法開発が求められている手法開発が求められている手法開発が求められている。。。。

3333....ギャップギャップギャップギャップ、、、、ソリューションソリューションソリューションソリューション

■■■■ネット上にはネット上にはネット上にはネット上には、、、、膨大な数の消費者の発言膨大な数の消費者の発言膨大な数の消費者の発言膨大な数の消費者の発言・・・・声がある声がある声がある声がある。。。。これらの中からこれらの中からこれらの中からこれらの中から、、、、当該市場の未来に関わる声をどの様なソフト当該市場の未来に関わる声をどの様なソフト当該市場の未来に関わる声をどの様なソフト当該市場の未来に関わる声をどの様なソフト、、、、手順手順手順手順

で集めで集めで集めで集め、、、、集めた声をテキストマイニングソフトを使用し集めた声をテキストマイニングソフトを使用し集めた声をテキストマイニングソフトを使用し集めた声をテキストマイニングソフトを使用し、、、、どのように未来予測として表すかどのように未来予測として表すかどのように未来予測として表すかどのように未来予測として表すか。。。。

■■■■またまたまたまた、、、、これらを個人のネット環境でこれらを個人のネット環境でこれらを個人のネット環境でこれらを個人のネット環境で、、、、フリーソフトだけの利用で実現できるかフリーソフトだけの利用で実現できるかフリーソフトだけの利用で実現できるかフリーソフトだけの利用で実現できるか。。。。

4444....研究テーマ研究テーマ研究テーマ研究テーマ（（（（５年後の菓子トレンド５年後の菓子トレンド５年後の菓子トレンド５年後の菓子トレンド））））

■■■■「「「「消費財分野の未来洞察ツール開発消費財分野の未来洞察ツール開発消費財分野の未来洞察ツール開発消費財分野の未来洞察ツール開発」」」」をテーマとしをテーマとしをテーマとしをテーマとし、、、、

1111））））専門家による従来の未来洞察手法専門家による従来の未来洞察手法専門家による従来の未来洞察手法専門家による従来の未来洞察手法（（（（デルファイ法デルファイ法デルファイ法デルファイ法））））

2222））））統計手法による予測統計手法による予測統計手法による予測統計手法による予測（（（（食マップ食マップ食マップ食マップ））））

3333））））ネット上にてネット上にてネット上にてネット上にて、、、、一般消費者が書き込んでいる当該テーマ一般消費者が書き込んでいる当該テーマ一般消費者が書き込んでいる当該テーマ一般消費者が書き込んでいる当該テーマ（（（（菓子菓子菓子菓子））））に関するニーズに関するニーズに関するニーズに関するニーズ・・・・不満を収集し不満を収集し不満を収集し不満を収集し、、、、テキストマイテキストマイテキストマイテキストマイ

ニングソフトにて分析ニングソフトにて分析ニングソフトにて分析ニングソフトにて分析。。。。（（（（新未来洞察ツール新未来洞察ツール新未来洞察ツール新未来洞察ツール））））

■■■■1111））））、、、、2222））））、、、、3333））））を比較しを比較しを比較しを比較し、、、、確からしさを考察確からしさを考察確からしさを考察確からしさを考察・・・・分析することで分析することで分析することで分析することで、、、、一般消費者のニーズ発言を基にした新未来洞察ツールの可能性を一般消費者のニーズ発言を基にした新未来洞察ツールの可能性を一般消費者のニーズ発言を基にした新未来洞察ツールの可能性を一般消費者のニーズ発言を基にした新未来洞察ツールの可能性を

考察する考察する考察する考察する。。。。

■■■■２０１３年は２０１３年は２０１３年は２０１３年は、、、、さらにさらにさらにさらに「「「「新未来洞察ツール新未来洞察ツール新未来洞察ツール新未来洞察ツール」」」」がががが、、、、個人のネット環境下でフリーソフトだけの使用で可能を考察する個人のネット環境下でフリーソフトだけの使用で可能を考察する個人のネット環境下でフリーソフトだけの使用で可能を考察する個人のネット環境下でフリーソフトだけの使用で可能を考察する。。。。
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2.第10分科会メ ンバー

■東急エージェンシー

■（株）ライオン

■ハウス食品（株）

■オフィス東井

■（株）亀田製菓

■もんじゅ

■(株）ロッテ

チーム 1チーム 1

� 食関連の専門家チーム食関連の専門家チーム食関連の専門家チーム食関連の専門家チーム

� 従来のデルファイ法により従来のデルファイ法により従来のデルファイ法により従来のデルファイ法により、、、、「「「「５年後の菓子トレ５年後の菓子トレ５年後の菓子トレ５年後の菓子トレ

ンドンドンドンド」」」」を予測を予測を予測を予測

志智 氏

新條 氏

宮戸 氏

東井 氏

嶋 氏

江澤 氏

須藤

チーム 2チーム 2

� リサーチ関連の専門家チームリサーチ関連の専門家チームリサーチ関連の専門家チームリサーチ関連の専門家チーム

� フリーソフトでのブログからのテキストデータのフリーソフトでのブログからのテキストデータのフリーソフトでのブログからのテキストデータのフリーソフトでのブログからのテキストデータの

収集とフリーのテキストマイニングソフトを使い収集とフリーのテキストマイニングソフトを使い収集とフリーのテキストマイニングソフトを使い収集とフリーのテキストマイニングソフトを使い、、、、

「「「「5年後の菓子トレンド年後の菓子トレンド年後の菓子トレンド年後の菓子トレンド」」」」を予測を予測を予測を予測

福田 氏

後藤 氏

大久保 氏

空閑 氏

北出 氏

後藤 氏 安藤 氏

田中 氏

五條 氏

荒生

■縄文コニュニケーション

■（株）東芝

■（株）コプロシステム

■

■トランスコスモス

■富士通

■Ｒ＆Ｄ

■ロッテ
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３３３３.２０１１年度、２０１２年度の研究内容と課題２０１１年度、２０１２年度の研究内容と課題２０１１年度、２０１２年度の研究内容と課題２０１１年度、２０１２年度の研究内容と課題
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1）.２０１１年度研究内容と課題

テキストデータ収集テキストデータ収集

■■■■ ネット上にネット上にネット上にネット上に「「「「菓子未来研究所菓子未来研究所菓子未来研究所菓子未来研究所」」」」を設立しを設立しを設立しを設立し、、、、消費者消費者消費者消費者

ニーズを中心に未来のお菓子に係わる発言をニーズを中心に未来のお菓子に係わる発言をニーズを中心に未来のお菓子に係わる発言をニーズを中心に未来のお菓子に係わる発言を

収集収集収集収集。。。。

テキストマイニングテキストマイニング

■■■■ 見える化エンジンを用いて見える化エンジンを用いて見える化エンジンを用いて見える化エンジンを用いて、、、、最頻出ワード順に最頻出ワード順に最頻出ワード順に最頻出ワード順に

「「「「５年後の菓子５年後の菓子５年後の菓子５年後の菓子10大トレンド大トレンド大トレンド大トレンド」」」」として編集として編集として編集として編集。。。。

■■■■ 直接消費者から収集したテキストデータによる直接消費者から収集したテキストデータによる直接消費者から収集したテキストデータによる直接消費者から収集したテキストデータによる「「「「５年後の菓子１０大トレンドは５年後の菓子１０大トレンドは５年後の菓子１０大トレンドは５年後の菓子１０大トレンドは、、、、従来の従来の従来の従来の「「「「デルファイ法デルファイ法デルファイ法デルファイ法」」」」、、、、

「「「「統計データ予測統計データ予測統計データ予測統計データ予測」」」」と比較してと比較してと比較してと比較して、、、、それぞれ近似の予測が５トレンドずつそれぞれ近似の予測が５トレンドずつそれぞれ近似の予測が５トレンドずつそれぞれ近似の予測が５トレンドずつ、、、、全く同じ内容も２トレンドずつと全く同じ内容も２トレンドずつと全く同じ内容も２トレンドずつと全く同じ内容も２トレンドずつと

遜色ない内容であった遜色ない内容であった遜色ない内容であった遜色ない内容であった。。。。

結 果結 果

■■■■ 直接消費者からの収集ではなく直接消費者からの収集ではなく直接消費者からの収集ではなく直接消費者からの収集ではなく、、、、ブログ等の発言は未来洞察のテキストデータとして有効かブログ等の発言は未来洞察のテキストデータとして有効かブログ等の発言は未来洞察のテキストデータとして有効かブログ等の発言は未来洞察のテキストデータとして有効か？？？？

■■■■ どの様にどの様にどの様にどの様に、、、、ブログ等から未来洞察に有効なテキストデータを収集するかブログ等から未来洞察に有効なテキストデータを収集するかブログ等から未来洞察に有効なテキストデータを収集するかブログ等から未来洞察に有効なテキストデータを収集するか？？？？

課 題課 題

⇒⇒⇒⇒ 一般消費者の声による未来洞察は専門家の未来洞察と同等一般消費者の声による未来洞察は専門家の未来洞察と同等一般消費者の声による未来洞察は専門家の未来洞察と同等一般消費者の声による未来洞察は専門家の未来洞察と同等
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２）.２０１２年度研究内容と課題

テキストデータ収集テキストデータ収集

■■■■ （（（（株株株株））））富士通の協力の基富士通の協力の基富士通の協力の基富士通の協力の基、、、、２２２２．．．．５億ブロブ記事の５億ブロブ記事の５億ブロブ記事の５億ブロブ記事の

中から中から中から中から、、、、約約約約1000の未来洞察に有用と思われるの未来洞察に有用と思われるの未来洞察に有用と思われるの未来洞察に有用と思われる

テキストデータを抽出テキストデータを抽出テキストデータを抽出テキストデータを抽出

テキストマイニングテキストマイニング

■■■■ ベクストマイナーベクストマイナーベクストマイナーベクストマイナー（（（（電通盤電通盤電通盤電通盤））））用いて用いて用いて用いて、、、、最頻出最頻出最頻出最頻出

ワード順にワード順にワード順にワード順に「「「「５年後の菓子５年後の菓子５年後の菓子５年後の菓子10大トレンド大トレンド大トレンド大トレンド」」」」

として編集として編集として編集として編集。。。。

■■■■ ブログから収集したテキストデータによるブログから収集したテキストデータによるブログから収集したテキストデータによるブログから収集したテキストデータによる「「「「５年後の菓子１０大トレンドは５年後の菓子１０大トレンドは５年後の菓子１０大トレンドは５年後の菓子１０大トレンドは、、、、従来の従来の従来の従来の「「「「デルファイ法デルファイ法デルファイ法デルファイ法」」」」、、、、

「「「「統計データ予測統計データ予測統計データ予測統計データ予測」」」」と比較してと比較してと比較してと比較して、、、、それぞれ近似の予測が５トレンドずつそれぞれ近似の予測が５トレンドずつそれぞれ近似の予測が５トレンドずつそれぞれ近似の予測が５トレンドずつ、、、、全く同じ内容も２トレンドずつと全く同じ内容も２トレンドずつと全く同じ内容も２トレンドずつと全く同じ内容も２トレンドずつと

遜色ない内容であった遜色ない内容であった遜色ない内容であった遜色ない内容であった。。。。

結 果結 果

■■■■ 個人のサーバー環境では個人のサーバー環境では個人のサーバー環境では個人のサーバー環境では、、、、ブログから有用なテキストデータを抽出できないブログから有用なテキストデータを抽出できないブログから有用なテキストデータを抽出できないブログから有用なテキストデータを抽出できない。。。。

■■■■ 個人のサーバー環境化でブログ等から未来洞察に有効なテキストデータを収集するフリーツールの研究個人のサーバー環境化でブログ等から未来洞察に有効なテキストデータを収集するフリーツールの研究個人のサーバー環境化でブログ等から未来洞察に有効なテキストデータを収集するフリーツールの研究個人のサーバー環境化でブログ等から未来洞察に有効なテキストデータを収集するフリーツールの研究。。。。

課 題課 題

⇒⇒⇒⇒ ブログの中にもブログの中にもブログの中にもブログの中にも、、、、未来洞察に有用なテキストデータがある未来洞察に有用なテキストデータがある未来洞察に有用なテキストデータがある未来洞察に有用なテキストデータがある。。。。
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４、２０１３年度研究プロセス４、２０１３年度研究プロセス４、２０１３年度研究プロセス４、２０１３年度研究プロセス
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２０１３年研究プロセス２０１３年研究プロセス２０１３年研究プロセス２０１３年研究プロセス

ブログ人気ランキングを参考に40の個人ブログの選定

フリークローリングツール「巡集」でブログ記事の収集

収集したブログ記事を「ＴｅｘｔＢｉｎｄｅｒ」、「ＴｅｘｔＳＳ．Ｎｅｔ」で１行ずつに加工

収集したテキストデータをフリーテキストマイニングソフト「ＫＨＣｏｄｅｒ」で編集

Ｅｘｃｅｌ検索機能を用いて、有用なテキストデータの検索

【Step１】

【Step２】

【Step３】

【Step４】

【Step５】
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【【【【STEP.1】】】】 ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集 －－－－ 記事収集の手順記事収集の手順記事収集の手順記事収集の手順

� ブログからブログからブログからブログから、、、、テキストマイニングに用いる投稿データを収集する手順を示しますテキストマイニングに用いる投稿データを収集する手順を示しますテキストマイニングに用いる投稿データを収集する手順を示しますテキストマイニングに用いる投稿データを収集する手順を示します。。。。

手順① 対象ブログを選定する

Amebloお菓子ブログランキング100
人気ブログランキング「お菓子ジャンル」100

200ブログ

ソーシャルメディア

19人を選定

「お菓子 あったらいい」の
ヒット件数順に目でチェック 1/10

手順② 対象ブログのデータを収集する

16737⾏の
本文

（Excel）

ソーシャルメディア

19ブログの過去記事
（16737記事）

手順④ お菓子・未来表現を⾒つける

200ブログ200ブログ

40ブログ40ブログ19ブログ

HTMLファイルをまとめてテキストファイルに
HTMLタグを除去し、１記事の本文が

１⾏になるように加⼯

お菓子＋未来表現／未来フレーズの
含まれた記事

837記事

Google
検索

フリーツール
「巡集」

フリーツール「TextBinder」
及び「TextSS.net」

Excelの
正規表現

検索アドイン

手順③ 収集した記事の加⼯

記事ファイル
（HTML）

Excel上の本文データに
求めている表現があるかを検索

2114記事

分析に有用と判断できる
記事を人の目で⾒てチェック

お菓子＋未来表現／未来フレーズの
含まれた有用な記事

1/8

1/2.5
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【【【【STEP.1】】】】 ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集 －－－－ 記事収集の対象ブログ一覧記事収集の対象ブログ一覧記事収集の対象ブログ一覧記事収集の対象ブログ一覧

� 記事収集の対象とした記事収集の対象とした記事収集の対象とした記事収集の対象とした19ブログの一覧ですブログの一覧ですブログの一覧ですブログの一覧です。。。。

No. ブログ ブログ名 ＵＲＬ 記事数

1

Ameblo

＊スイート ローズ＊ 幸せのひととき♪ http://ameblo.jp/morning-sweet/ 260

5168

2 仁美お菓子教室のブログ http://ameblo.jp/ecole-hitomi/ 289
3 柚猫日記 http://ameblo.jp/yuzuyu220/ 270
4 コンシェル入ってる？ http://ameblo.jp/unirize/ 70
5 ココロとカラダを元気にするお菓子を求めて！ http://ameblo.jp/grainsdenature/ 326
6 マミーのブログ http://ameblo.jp/ayumimommy/ 1204
7 バカなカエルは木に登る http://ameblo.jp/natsukyabetsu/ 51
8 chibinaoはスイーツがめっちゃ好っきゃねん♪ http://ameblo.jp/chibinao0918/ 1086
9 お菓子作家HAPPYの子育て日記 http://ameblo.jp/deephappiness/ 927

10 あまおうたん♪のスイーツ＆グルメブログ http://ameblo.jp/amaku-setsunai/ 272
11 追い続ければきっと願いはかなう。 http://ameblo.jp/hashiko845sskb/ 269
12 まりのブログ http://ameblo.jp/sora818angel/ 144
13

seesaa

気になる新商品 http://kininarushinshouhin.seesaa.net/ 1326

353814 *** お菓子なアメリカ*** http://americansweets.seesaa.net/ 823
15 ハタラキ蟻さんの生活日記 http://w-ari.seesaa.net/ 1314
16 シフォンケーキ王国！ http://chiffoncake-maple.seesaa.net/ 75
17

exblog
R-Sweetsな生活 http://Rsweets.exblog.jp/ 1186

560618 petit cafe http://petitp.exblog.jp/ 3101
19 どすこいスイーツ道場 http://miwadorami.exblog.jp/ 1319

合計 16737
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【【【【STEP.1】】】】 ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集ブログでの投稿データ収集 －－－－ 未来表現の書かれたブログの絞込み未来表現の書かれたブログの絞込み未来表現の書かれたブログの絞込み未来表現の書かれたブログの絞込み

検索キーワード（未来表現） ヒット数 有用な記事数
(また|もう⼀度)食べたい 46 9
受け入れられる 5 0
ありそうで(ない|なかった) 4 1
なかなか手に 8 1
どこにも売って 1 0
食べてみたい 1265 762
斬新な 13 4
復活(希望|させて|して) 18 1
買いたい 30 3
未来 15 1
画期的 4 1
(いま|今)までにない 4 2
であって(ほしい|欲しい) 3 0
作ってみたい 26 2
将来 42 0
夢 133 12
(たら|れば|ると)(いい|良い|いー|イイ|幸せ|嬉しい) 641 38

19ブログ
16737記事

未来表現有り
2114記事

有用と判断した
837記事

１/8

1/2.5

1/20

キーワードで検
索

目でチェック

� 未来表現の含まれる記事の絞込みに用いた検索キーワードについて未来表現の含まれる記事の絞込みに用いた検索キーワードについて未来表現の含まれる記事の絞込みに用いた検索キーワードについて未来表現の含まれる記事の絞込みに用いた検索キーワードについて、、、、キーワードの含まれキーワードの含まれキーワードの含まれキーワードの含まれ

る記事の数る記事の数る記事の数る記事の数（（（（ヒット数ヒット数ヒット数ヒット数））））とととと、、、、その中で有用であった記事の数その中で有用であった記事の数その中で有用であった記事の数その中で有用であった記事の数（（（（有用な記事数有用な記事数有用な記事数有用な記事数））））を整理しましたを整理しましたを整理しましたを整理しました。。。。
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必要なツールと入手先必要なツールと入手先必要なツールと入手先必要なツールと入手先

� 手順手順手順手順①①①①～～～～④④④④について必要なツールと入手先を記載しますについて必要なツールと入手先を記載しますについて必要なツールと入手先を記載しますについて必要なツールと入手先を記載します。。。。

手順 用途 ツールと入手先

手順①
対象ブログを選定する

ジャンル・カテゴリ別に人気ブロ
ガーを⾒つける。

Amebloのジャンルランキング⼀覧：http://ranking.ameba.jp/genre/
人気ブログランキング：http://blog.with2.net/
その他のブログサイトでもジャンルランキングは存在する。

「お菓子＋未来表現」が書かれ
てるかチェックする。

Google検索（オプション機能を利用）：http://www.google.co.jp/

手順②
対象ブログデータ収集

指定したURLのブログ記事ファイ
ルをダウンロードする。

巡集：http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se314781.html

手順③
収集した記事の加⼯

HTMLファイルをまとめて１つの
テキストファイルにする。

Text-File-Binder：
http://www.asahi-net.or.jp/~gj3t-
tki/REALbasicAPL/TextFileBinder.html
Windows8の場合：
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se377447.html）

HTMLタグを除去したり、1記事
の本文が１⾏になるように加⼯
（置換）する。

TextSS.net：
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se493374.html

手順④
お菓子・未来表現検索

Excel上で正規表現※でキー
ワード検索を⾏う。

Excel用正規表現検索ダイアログアドイン
http://srcedit.pekori.jp/tool/excelre.html

※正規表現とは、文字列をパターンとして表現する⽅法で、これを駆使すると複雑な条件で検索、置換を⾏うことができます。
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手順①手順①手順①手順① 対象ブログを選定する対象ブログを選定する対象ブログを選定する対象ブログを選定する ― テーマ（ブログのジャンル）の選定テーマ（ブログのジャンル）の選定テーマ（ブログのジャンル）の選定テーマ（ブログのジャンル）の選定

� 対象ブログを見つけるには対象ブログを見つけるには対象ブログを見つけるには対象ブログを見つけるには、、、、次の方法が有効です次の方法が有効です次の方法が有効です次の方法が有効です。。。。

� Ameblo人気ブログランキング人気ブログランキング人気ブログランキング人気ブログランキング[ジャンル別ジャンル別ジャンル別ジャンル別]（（（（http://ranking.ameba.jp/genre/category））））、、、、

FC2 Blog ジャンル別検索ジャンル別検索ジャンル別検索ジャンル別検索（（（（http://blog.fc2.com/））））等から等から等から等から、、、、調査対象となるブログテーマを選調査対象となるブログテーマを選調査対象となるブログテーマを選調査対象となるブログテーマを選

択してランキングを表示します択してランキングを表示します択してランキングを表示します択してランキングを表示します。。。。

� ジャンルはジャンルはジャンルはジャンルは、、、、各ブログサービスであらかじめ設定されているものの中から各ブログサービスであらかじめ設定されているものの中から各ブログサービスであらかじめ設定されているものの中から各ブログサービスであらかじめ設定されているものの中から、、、、執筆者であるユーザ執筆者であるユーザ執筆者であるユーザ執筆者であるユーザ

ーが任意に選択していますーが任意に選択していますーが任意に選択していますーが任意に選択しています。。。。

� そのため、調査者が求めるジャンルを的確に指定して検索を行うことは、非常に困難です。そのため、調査者が求めるジャンルを的確に指定して検索を行うことは、非常に困難です。そのため、調査者が求めるジャンルを的確に指定して検索を行うことは、非常に困難です。そのため、調査者が求めるジャンルを的確に指定して検索を行うことは、非常に困難です。

�Amebloの場合 �FC2ブログの場合

ジャンル
⼀覧

ジャンル別
ランキング

ジャンル
⼀覧

ジャンル別
ランキング

【ジャンルをクリック】 【ランキングをチェック】 【ジャンルをクリックしてランキングを表示】
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手順①手順①手順①手順① 対象ブログを選定する対象ブログを選定する対象ブログを選定する対象ブログを選定する ― ブログの選定ブログの選定ブログの選定ブログの選定

� 対象ブログを見つけるには対象ブログを見つけるには対象ブログを見つけるには対象ブログを見つけるには、、、、次の方法が有効です次の方法が有効です次の方法が有効です次の方法が有効です。。。。

� 表示されたランキング中のブログを目検でチェックし表示されたランキング中のブログを目検でチェックし表示されたランキング中のブログを目検でチェックし表示されたランキング中のブログを目検でチェックし、、、、目的とする目的とする目的とする目的とする““““テーマ専門ブログテーマ専門ブログテーマ専門ブログテーマ専門ブログ””””であるかであるかであるかであるか

否かを判断します否かを判断します否かを判断します否かを判断します。。。。

� ランキングに表示されるのはランキングに表示されるのはランキングに表示されるのはランキングに表示されるのは、、、、ブログタイトルのみですブログタイトルのみですブログタイトルのみですブログタイトルのみです。。。。ブログタイトルのみから記事の内容をブログタイトルのみから記事の内容をブログタイトルのみから記事の内容をブログタイトルのみから記事の内容を

判断することは極めて困難なので判断することは極めて困難なので判断することは極めて困難なので判断することは極めて困難なので、、、、目ぼしいタイトルをクリックし目ぼしいタイトルをクリックし目ぼしいタイトルをクリックし目ぼしいタイトルをクリックし、、、、個々の記事内容を確認する個々の記事内容を確認する個々の記事内容を確認する個々の記事内容を確認する

必要があります必要があります必要があります必要があります。。。。

� 選択したブログが選択したブログが選択したブログが選択したブログが、、、、目的とするテーマのみを取り扱った目的とするテーマのみを取り扱った目的とするテーマのみを取り扱った目的とするテーマのみを取り扱った““““専門ブログ専門ブログ専門ブログ専門ブログ””””であるか否かを判断するであるか否かを判断するであるか否かを判断するであるか否かを判断する

ためにはためにはためにはためには、、、、複数の記事に目を通す必要があります複数の記事に目を通す必要があります複数の記事に目を通す必要があります複数の記事に目を通す必要があります。。。。

【ブログタイトルをクリック】 【記事内容を目⾒でチェック】
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【【【【ご参考ご参考ご参考ご参考】】】】特定のキーワード・表現のあるブログをあらかじめ絞り込む（特定のキーワード・表現のあるブログをあらかじめ絞り込む（特定のキーワード・表現のあるブログをあらかじめ絞り込む（特定のキーワード・表現のあるブログをあらかじめ絞り込む（1/2））））

� 『『『『お菓子お菓子お菓子お菓子』』』』に関するに関するに関するに関する『『『『未来表現のある未来表現のある未来表現のある未来表現のある』』』』ブログなどブログなどブログなどブログなど、、、、明確に収集したいブログが定まっている場合は明確に収集したいブログが定まっている場合は明確に収集したいブログが定まっている場合は明確に収集したいブログが定まっている場合は、、、、Googleのののの

「「「「検索オプション検索オプション検索オプション検索オプション」」」」機能を使用することで機能を使用することで機能を使用することで機能を使用することで、、、、ランキングなどを経由せずにランキングなどを経由せずにランキングなどを経由せずにランキングなどを経由せずに、、、、収集対象となりそうなブログを絞り込収集対象となりそうなブログを絞り込収集対象となりそうなブログを絞り込収集対象となりそうなブログを絞り込

むことができますむことができますむことができますむことができます。。。。

� 「「「「検索オプション検索オプション検索オプション検索オプション」」」」機能は機能は機能は機能は、、、、例えば例えば例えば例えば、、、、【【【【「「「「お菓子お菓子お菓子お菓子」」」」を必ず含みを必ず含みを必ず含みを必ず含み、、、、「「「「あったらいいあったらいいあったらいいあったらいい」」」」「「「「将来将来将来将来」」」」「「「「作ってみたい作ってみたい作ってみたい作ってみたい」」」」のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか

のののの『『『『未来表現未来表現未来表現未来表現』』』』を含むを含むを含むを含む、、、、Amebloの記事の記事の記事の記事】】】】といったといったといったといった、、、、複雑な検索条件を指定し複雑な検索条件を指定し複雑な検索条件を指定し複雑な検索条件を指定し、、、、それに合致するページを検索すそれに合致するページを検索すそれに合致するページを検索すそれに合致するページを検索す

る機能でする機能でする機能でする機能です。。。。

� これによりこれによりこれによりこれにより、、、、 『『『『お菓子お菓子お菓子お菓子』』』』に関するに関するに関するに関する『『『『未来表現のある未来表現のある未来表現のある未来表現のある』』』』記事を検索することが出来るので記事を検索することが出来るので記事を検索することが出来るので記事を検索することが出来るので、、、、その記事を含むブログその記事を含むブログその記事を含むブログその記事を含むブログ

を検索対象に定めることができますを検索対象に定めることができますを検索対象に定めることができますを検索対象に定めることができます。。。。

� 「「「「検索オプション検索オプション検索オプション検索オプション」」」」機能は機能は機能は機能は、、、、Googleトップ画面の右上から選択することができますトップ画面の右上から選択することができますトップ画面の右上から選択することができますトップ画面の右上から選択することができます。。。。

①
「オプション」

を開く

②
「検索オプション」

を選択

【検索オプション機能を呼び出す】 【検索オプション機能選択後の画⾯】
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【【【【ご参考ご参考ご参考ご参考】】】】特定のキーワード・表現のあるブログをあらかじめ絞り込む（特定のキーワード・表現のあるブログをあらかじめ絞り込む（特定のキーワード・表現のあるブログをあらかじめ絞り込む（特定のキーワード・表現のあるブログをあらかじめ絞り込む（2/2））））

� 検索オプション機能で、任意の検索条件を設検索オプション機能で、任意の検索条件を設検索オプション機能で、任意の検索条件を設検索オプション機能で、任意の検索条件を設

定し、対象とするブログを絞り込みます。定し、対象とするブログを絞り込みます。定し、対象とするブログを絞り込みます。定し、対象とするブログを絞り込みます。

� ここでは、以下の条件を例に手順を示します。ここでは、以下の条件を例に手順を示します。ここでは、以下の条件を例に手順を示します。ここでは、以下の条件を例に手順を示します。

「お菓子」を必ず含み、「あったらいい」「将来」「お菓子」を必ず含み、「あったらいい」「将来」「お菓子」を必ず含み、「あったらいい」「将来」「お菓子」を必ず含み、「あったらいい」「将来」

のいずれかを含むのいずれかを含むのいずれかを含むのいずれかを含む Amebloの記事の記事の記事の記事

� 「すべてのキーワードを含む」欄に、“必須のキ「すべてのキーワードを含む」欄に、“必須のキ「すべてのキーワードを含む」欄に、“必須のキ「すべてのキーワードを含む」欄に、“必須のキ

ーワード”＝「お菓子」を入力します。これによりーワード”＝「お菓子」を入力します。これによりーワード”＝「お菓子」を入力します。これによりーワード”＝「お菓子」を入力します。これにより

、「お菓子」を必ず含む、「お菓子」を必ず含む、「お菓子」を必ず含む、「お菓子」を必ず含むWebサイトが検索対象サイトが検索対象サイトが検索対象サイトが検索対象

となります。となります。となります。となります。

� 「いずれかのキーワードを含む」欄に、“抽出し「いずれかのキーワードを含む」欄に、“抽出し「いずれかのキーワードを含む」欄に、“抽出し「いずれかのキーワードを含む」欄に、“抽出し

たい未来表現”である「あったらいい」「将来」をたい未来表現”である「あったらいい」「将来」をたい未来表現”である「あったらいい」「将来」をたい未来表現”である「あったらいい」「将来」を

入力します。これにより、入力します。これにより、入力します。これにより、入力します。これにより、 「あったらいい」もしく「あったらいい」もしく「あったらいい」もしく「あったらいい」もしく

は「将来」を含むは「将来」を含むは「将来」を含むは「将来」を含むWebサイトが検索対象となりサイトが検索対象となりサイトが検索対象となりサイトが検索対象となり

ます。ます。ます。ます。

� 「サイトまたはドメイン」欄に、“対象とするブロ「サイトまたはドメイン」欄に、“対象とするブロ「サイトまたはドメイン」欄に、“対象とするブロ「サイトまたはドメイン」欄に、“対象とするブロ

グ”のグ”のグ”のグ”のURL＝「＝「＝「＝「http://ameblo.jp/」を入力しま」を入力しま」を入力しま」を入力しま

す。これにより、す。これにより、す。これにより、す。これにより、Ameblo上のブログ記事が検上のブログ記事が検上のブログ記事が検上のブログ記事が検

索対象となります。索対象となります。索対象となります。索対象となります。

� 以上の条件を設定後、「詳細検索」ボタンをクリ以上の条件を設定後、「詳細検索」ボタンをクリ以上の条件を設定後、「詳細検索」ボタンをクリ以上の条件を設定後、「詳細検索」ボタンをクリ

ックすると、すべての条件に当てはまるページックすると、すべての条件に当てはまるページックすると、すべての条件に当てはまるページックすると、すべての条件に当てはまるページ

が検索されます。検索されたブログの複数記が検索されます。検索されたブログの複数記が検索されます。検索されたブログの複数記が検索されます。検索されたブログの複数記

事を目見でチェックし、調査対象として適切な“事を目見でチェックし、調査対象として適切な“事を目見でチェックし、調査対象として適切な“事を目見でチェックし、調査対象として適切な“

専門ブログ”かどうかを判断してください。専門ブログ”かどうかを判断してください。専門ブログ”かどうかを判断してください。専門ブログ”かどうかを判断してください。

必須のキーワードを入⼒
※ここでは“お菓子”

候補となるキーワードを入⼒
※ここでは“未来表現”として

「あったらいい」「将来」

検索対象とするブログの
ドメインを指定

※ここでは、http://ameblo.jp/
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手順②手順②手順②手順② 対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集 ― ツールの起動ツールの起動ツールの起動ツールの起動

� 収集したいサイトが特定できたら、フリーツール「巡集」を起動します。（収集したいサイトが特定できたら、フリーツール「巡集」を起動します。（収集したいサイトが特定できたら、フリーツール「巡集」を起動します。（収集したいサイトが特定できたら、フリーツール「巡集」を起動します。（Junshu.exeをクリック）をクリック）をクリック）をクリック）

� 起動画面は右のようになります。起動画面は右のようになります。起動画面は右のようになります。起動画面は右のようになります。

【アイコンをクリック】 【起動画⾯】
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手順②手順②手順②手順② 対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集 ― Proxyの設定の設定の設定の設定

� ツールがネットにアクセスできるように、詳細設定＞取得設定＞ツールがネットにアクセスできるように、詳細設定＞取得設定＞ツールがネットにアクセスできるように、詳細設定＞取得設定＞ツールがネットにアクセスできるように、詳細設定＞取得設定＞HTTPを指定してを指定してを指定してを指定してProxyサーバサーバサーバサーバ

とポート番号を入力します。（わからない場合はネットワークの管理者に確認。）とポート番号を入力します。（わからない場合はネットワークの管理者に確認。）とポート番号を入力します。（わからない場合はネットワークの管理者に確認。）とポート番号を入力します。（わからない場合はネットワークの管理者に確認。）
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手順②手順②手順②手順② 対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集 ― ダウンロード設定ダウンロード設定ダウンロード設定ダウンロード設定

� ダウンロードしたいブログのトップサイトのダウンロードしたいブログのトップサイトのダウンロードしたいブログのトップサイトのダウンロードしたいブログのトップサイトのURLをををを、、、、「「「「URL」」」」タブの入力欄に記入しますタブの入力欄に記入しますタブの入力欄に記入しますタブの入力欄に記入します。。。。

� 「詳細設定＞取得設定」でオプションを設定します。「詳細設定＞取得設定」でオプションを設定します。「詳細設定＞取得設定」でオプションを設定します。「詳細設定＞取得設定」でオプションを設定します。

設定の変更が必要な項目は以下の通りです。設定の変更が必要な項目は以下の通りです。設定の変更が必要な項目は以下の通りです。設定の変更が必要な項目は以下の通りです。

‐‐‐‐ ファイルの保存先ファイルの保存先ファイルの保存先ファイルの保存先 ・・・・・・・・・・・・ ダウンロードしたファイルの保存先を任意に指定してください。ダウンロードしたファイルの保存先を任意に指定してください。ダウンロードしたファイルの保存先を任意に指定してください。ダウンロードしたファイルの保存先を任意に指定してください。

‐‐‐‐ 階層を限定する階層を限定する階層を限定する階層を限定する ・・・・・・・・・・・・ この項目にチェックを入れ、「１階層まで」に設定します。この項目にチェックを入れ、「１階層まで」に設定します。この項目にチェックを入れ、「１階層まで」に設定します。この項目にチェックを入れ、「１階層まで」に設定します。
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手順②手順②手順②手順② 対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集 ― URLフィルター設定フィルター設定フィルター設定フィルター設定

� ブログの構成をみてブログの構成をみてブログの構成をみてブログの構成をみて、、、、記事ファイルの命名規則を把握し記事ファイルの命名規則を把握し記事ファイルの命名規則を把握し記事ファイルの命名規則を把握し、、、、リスト等ではなく記事ファイルのみをダウンロードすリスト等ではなく記事ファイルのみをダウンロードすリスト等ではなく記事ファイルのみをダウンロードすリスト等ではなく記事ファイルのみをダウンロードす

るよう設定しまするよう設定しまするよう設定しまするよう設定します。。。。

� 例えば例えば例えば例えば、、、、Amebloの場合にはの場合にはの場合にはの場合には、、、、次のような命名規則があります次のような命名規則があります次のような命名規則があります次のような命名規則があります。。。。

• 新着記事一覧のファイル名・・・ /entrylist.html

• 年月別の記事一覧のファイル名・・・/archiveentrylist-[yyyymm].html

• 記事本体のファイル名・・・/entry-[数値].html

� 今回は記事本体のみを収集したいので今回は記事本体のみを収集したいので今回は記事本体のみを収集したいので今回は記事本体のみを収集したいので、、、、URLフィルタでフィルタでフィルタでフィルタで[ドメインドメインドメインドメイン]/entry-*.htmlを指定しますを指定しますを指定しますを指定します。。。。
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手順②手順②手順②手順② 対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集対象ブログデータ収集 ― ダウンロード実行ダウンロード実行ダウンロード実行ダウンロード実行

� ダウンロード＞ダウンロード実行をクリックするとダウンロード＞ダウンロード実行をクリックするとダウンロード＞ダウンロード実行をクリックするとダウンロード＞ダウンロード実行をクリックすると、、、、状況タブに進行状況が表示されます状況タブに進行状況が表示されます状況タブに進行状況が表示されます状況タブに進行状況が表示されます。。。。

� ダウンロードが終了するとダウンロードが終了するとダウンロードが終了するとダウンロードが終了すると、、、、オプションで指定したフォルダにオプションで指定したフォルダにオプションで指定したフォルダにオプションで指定したフォルダに、、、、サイト名のフォルダができているサイト名のフォルダができているサイト名のフォルダができているサイト名のフォルダができている

ことが確認できますことが確認できますことが確認できますことが確認できます。。。。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ TextSS.net.exeの起動の起動の起動の起動

「ファイル追加」をクリック、フォルダから
HTMLファイルを選択して「開く」。

ファイルリストに表示されたら「次へ」

ファイルリストに読み込まれる。

�収集した記事はHTMLHTMLHTMLHTMLタグを含むファイルとなっています。TextSS.netTextSS.netTextSS.netTextSS.netを使い、不要なタグを除去したり、改⾏を加え
たりすることで、未来表現やお菓⼦の検索をしやすい形に記事を加⼯します。

� TextSS.netTextSS.netTextSS.netTextSS.netの起動は、次のように⾏います。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ TextSS.netへの設定ファイルの読み込みへの設定ファイルの読み込みへの設定ファイルの読み込みへの設定ファイルの読み込み

①提供する設定ファイル「未来のお菓子（Ameblo編）
.tss」を、TSSフォルダの「ユーザ置換リスト」フォルダ内に格
納しておくと、ここで選択でき、以降の設定が不要になる。

②設定ファイルを読み込むと、このようなパターンリス
トが表示されればOK。右下の「次へ」をクリック。

� TextSS.netTextSS.netTextSS.netTextSS.netによって⾏う記事の加⼯処理は複数ありますが、1111度使⽤した処理内容を「設定ファイル」として保存し、
2222回目以降に同じ処理を呼び出して実⾏することが可能です。

�今回の取組みでは、P.21P.21P.21P.21〜26262626の設定内容について、「未来のお菓⼦（AmebloAmebloAmebloAmeblo編）.tss.tss.tss.tss」として取りまとめてあります。
記事の加⼯を⾏う際は、このファイルを次のように読み込むことで、必要な処理を素早く⾏うことができます。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 設定１）不要なヘッダー部分の削除設定１）不要なヘッダー部分の削除設定１）不要なヘッダー部分の削除設定１）不要なヘッダー部分の削除

プルダウンで「文字列の置換（正規表現）」を選択

<head>.*</head> を入⼒

□.の意味を変更し、¥nを含めて⼀致させる にチェック

1つ目の設定が終わったら、「⾏の追加」をクリック

�収集した記事のうち、データとして必要なのは記事の本文部分のみにあたります。

�本文前に必ず存在する「ヘッダー部分」を削除するために、次のような設定を⾏います。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 設定２）日付部分の保護設定２）日付部分の保護設定２）日付部分の保護設定２）日付部分の保護

プルダウンで「文字列の置換（通常）」を選択

<span class=“date”>

★エントリー日付★ と入⼒

�記事の加⼯時に削除するHTMLHTMLHTMLHTMLタグの中には、記事をエントリーした「日付」を示すタグも含まれます。
この「日付」の情報は、後の⼯程で「1111記事」の切れ目を判断したり、記事をソートしたりする際に使⽤するので、削除
されないように保護する必要があります。

�日付部分の保護の設定は、次のように⾏います。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 設定３）設定３）設定３）設定３）HTMLタグの除去タグの除去タグの除去タグの除去

プルダウンで「文字列の置換（正規表現）」を選択

<("[^"]*"|'[^']*'|[^'">])*> を入⼒

�収集した記事データから、不要なHTMLHTMLHTMLHTMLタグを削除する必要があります。

� HTMLHTMLHTMLHTMLタグの削除の設定は、次のように⾏います。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 設定４）改行の削除設定４）改行の削除設定４）改行の削除設定４）改行の削除

¥n|^¥n|¥z|¥s|¥t を入⼒

プルダウンで「文字列の置換（正規表現）」を選択

□^と$を⾏単位処理する（OFFはファイル単位） をチェック

�後の⼯程に向けて、収集した記事を「1111記事1111⾏」の状態に加⼯しておく必要があるので、本文中に含まれている改⾏
を削除します。

�改⾏の削除の設定は、次のように⾏います。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 設定５）日付前で改行設定５）日付前で改行設定５）日付前で改行設定５）日付前で改行

★エントリー日付★ を入⼒

プルダウンで「文字列の置換（通常）」を選択

★エントリー日付★↓ を 入⼒
⾏末の ↓ は改⾏（enterキー）

�後の⼯程で、複数の記事データを1111つのファイルにまとめますが、その際、1111つ1111つの記事の切れ目が分かるようになっ
ている必要があります。記事のスタート地点は、あらかじめ保護してある「エントリー日付」の部分に存在するので、そ
の部分に改⾏を挿⼊するように設定を⾏います。

�日付前で改⾏を挿⼊する設定は、次のように⾏います。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 設定６）本文の終わりで改行設定６）本文の終わりで改行設定６）本文の終わりで改行設定６）本文の終わりで改行

同じテーマの記事 を入⼒

プルダウンで「文字列の置換（通常）」を選択

↓
同じテーマの記事
を入⼒ ⾏頭の↓は、改⾏(enterキー）

設定が終わったら「次へ」

�後の⼯程で、複数の記事データを1111つのファイルにまとめますが、その際、1111つ1111つの記事の切れ目が分かるようになっ
ている必要があるので、本文の終わりに改⾏を挿⼊するように設定を⾏います。

�本文の終わりに改⾏を挿⼊する設定は、次のように⾏います。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 置換の実行（１／４）置換の実行（１／４）置換の実行（１／４）置換の実行（１／４）

チェックしたら「開始」

保存する にチェック
表示しない にチェック

�設定した処理内容に従い、記事の加⼯を⾏います。

�加⼯の手順は次の通りです。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 置換の実行（２／４）置換の実行（２／４）置換の実行（２／４）置換の実行（２／４）

途中画⾯が出てきたら、「表示しな
い」または「ファイル全置換」をクリック
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 置換の実行（３／４）置換の実行（３／４）置換の実行（３／４）置換の実行（３／４）

処理中の画⾯。760ファイルを処理する場
合、10秒程度で処理が完了する。

終了するとこのようなコメントが表示される。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ 置換の実行（４／４）置換の実行（４／４）置換の実行（４／４）置換の実行（４／４）

最初のファイルリストに処
理結果が表示される。

元のHTMLファイルは、不要な箇所が削除された
ため、サイズが小さくなっている。置換の実⾏と同
時に、元のファイルのバックアップが取られるので、
失敗しても「復元」ボタンで元に戻る。



3535

手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ テキストの結果テキストの結果テキストの結果テキストの結果

１記事分のHTMLファイルは、このように３⾏構
成（改⾏は２つしかない）になっており、改⾏で
囲まれた真ん中の日付で始まる⾏が本文。

�加⼯処理が完了したファイルをテキストエディタ（秀丸など）で開くと、次のような形式になっています。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 ― HTMLドキュメントの結合ドキュメントの結合ドキュメントの結合ドキュメントの結合

� 次の工程では、次の工程では、次の工程では、次の工程では、TextSS.netでは処理しきれなかった不要な文章データを削除する作業を行います。ここでは処理しきれなかった不要な文章データを削除する作業を行います。ここでは処理しきれなかった不要な文章データを削除する作業を行います。ここでは処理しきれなかった不要な文章データを削除する作業を行います。ここ

では、では、では、では、TextSS.netを使った処理のように、を使った処理のように、を使った処理のように、を使った処理のように、1度に複数のファイルに対して処理を施すことができないので、度に複数のファイルに対して処理を施すことができないので、度に複数のファイルに対して処理を施すことができないので、度に複数のファイルに対して処理を施すことができないので、

1ファイルにファイルにファイルにファイルに1回の処理を施す必要があります。回の処理を施す必要があります。回の処理を施す必要があります。回の処理を施す必要があります。

� しかし、処理の対象となるテキストファイルは膨大な数になるため、１つ１つのテキストファイルを全て処理しかし、処理の対象となるテキストファイルは膨大な数になるため、１つ１つのテキストファイルを全て処理しかし、処理の対象となるテキストファイルは膨大な数になるため、１つ１つのテキストファイルを全て処理しかし、処理の対象となるテキストファイルは膨大な数になるため、１つ１つのテキストファイルを全て処理

するのは非現実的です。そのため、テキストデータ結合ツール「するのは非現実的です。そのため、テキストデータ結合ツール「するのは非現実的です。そのため、テキストデータ結合ツール「するのは非現実的です。そのため、テキストデータ結合ツール「Text Binder」（」（」（」（http://www.asahi-
net.or.jp/~gj3t-tki/REALbasicAPL/TextFileBinder.html）を使用し、複数の記事ファイルを統合し、総）を使用し、複数の記事ファイルを統合し、総）を使用し、複数の記事ファイルを統合し、総）を使用し、複数の記事ファイルを統合し、総

ファイル数を減らします。ファイル数を減らします。ファイル数を減らします。ファイル数を減らします。

� 一度に大量の記事を選択しすぎると、結合に失敗したり、この後の手順に失敗することがあるので、選択一度に大量の記事を選択しすぎると、結合に失敗したり、この後の手順に失敗することがあるので、選択一度に大量の記事を選択しすぎると、結合に失敗したり、この後の手順に失敗することがあるので、選択一度に大量の記事を選択しすぎると、結合に失敗したり、この後の手順に失敗することがあるので、選択

する記事数には注意が必要です。以降の操作をスムーズに進めるには、する記事数には注意が必要です。以降の操作をスムーズに進めるには、する記事数には注意が必要です。以降の操作をスムーズに進めるには、する記事数には注意が必要です。以降の操作をスムーズに進めるには、100記事程度ずつを目安に、１記事程度ずつを目安に、１記事程度ずつを目安に、１記事程度ずつを目安に、１

つのファイルに統合してください。つのファイルに統合してください。つのファイルに統合してください。つのファイルに統合してください。

■「Text Binder」を起動し、ファイルの出

力先とファイル名を指定します。

■フリーツール「巡集」で収集した記事ファ

イルを複数選択し、「Text Binder」の指

定のWindowにドロップします。

■「結合実行」ボタンをクリックすると、選択

した記事データが1つのテキストデータ

に結合されます。
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手順③手順③手順③手順③ 収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工収集した記事の加工 －－－－ エクセルでの並べ替えと不要行の削除エクセルでの並べ替えと不要行の削除エクセルでの並べ替えと不要行の削除エクセルでの並べ替えと不要行の削除

統合されたtxtファイルを秀丸で開いて、エクセルにコピー＆ペ
ースト。
A列を並べ替えると日付で始まる本文がまとまるので、それ以
外の⾏を削除。

�統合されたテキストファイルから不要な文章を削除する作業はExcelExcelExcelExcelで⾏います。

�統合されたテキストファイルを、テキストエディタで開いてコピーし、ExcelExcelExcelExcelに貼り付け、ソートを⾏います。これまでの処
理の結果、最終的に必要となるデータの冒頭は全て「日付」で始まるように加⼯を⾏っているので、必要なデータが
まとまった状態を作ることができます。

�日付で始まるセル以外は不要なデータなので、削除してください。
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手順④手順④手順④手順④ お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索 －－－－ 正規表現検索ツールのインストール（正規表現検索ツールのインストール（正規表現検索ツールのインストール（正規表現検索ツールのインストール（1/2））））

� 未来表現の検索を容易に行うために未来表現の検索を容易に行うために未来表現の検索を容易に行うために未来表現の検索を容易に行うために、、、、Excel用の正規表現検索ツールを利用します用の正規表現検索ツールを利用します用の正規表現検索ツールを利用します用の正規表現検索ツールを利用します。。。。

� http://srcedit.pekori.jp/tool/excelre.htmlからからからから、、、、「「「「Excel用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン」」」」をダウンローをダウンローをダウンローをダウンロー

ドしますドしますドしますドします。。。。

� インストールの手順インストールの手順インストールの手順インストールの手順（（（（http://srcedit.pekori.jp/tool/reinst.html））））に従いに従いに従いに従い、、、、ツールを使用可能な状態にしますツールを使用可能な状態にしますツールを使用可能な状態にしますツールを使用可能な状態にします

。。。。

�ダウンロード �インストール手順①

クリックして
ダウンロード
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手順④手順④手順④手順④ お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索 －－－－ 正規表現検索ツールのインストール（正規表現検索ツールのインストール（正規表現検索ツールのインストール（正規表現検索ツールのインストール（2/2））））

�インストール手順③�インストール手順②

� http://srcedit.pekori.jp/tool/excelre.htmlからからからから、、、、「「「「Excel用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン」」」」をダウンローをダウンローをダウンローをダウンロー

ドしますドしますドしますドします。。。。

� インストールの手順インストールの手順インストールの手順インストールの手順（（（（http://srcedit.pekori.jp/tool/reinst.html））））に従いに従いに従いに従い、、、、ツールを使用可能な状態にしますツールを使用可能な状態にしますツールを使用可能な状態にしますツールを使用可能な状態にします

。。。。
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手順④手順④手順④手順④ お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索 －－－－ 未来表現のあるテキストの抽出未来表現のあるテキストの抽出未来表現のあるテキストの抽出未来表現のあるテキストの抽出

� 「「「「Excel用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン用正規表現検索ダイアログアドイン」」」」 のインストールを完了したらのインストールを完了したらのインストールを完了したらのインストールを完了したら、、、、Ctrl+Rで下図のウイで下図のウイで下図のウイで下図のウイ

ンドウを呼び出すことが出来ますンドウを呼び出すことが出来ますンドウを呼び出すことが出来ますンドウを呼び出すことが出来ます。。。。

� 下図の通りにすべての項目をセットしてから下図の通りにすべての項目をセットしてから下図の通りにすべての項目をセットしてから下図の通りにすべての項目をセットしてから「「「「抽出抽出抽出抽出(E)」」」」をクリックするとをクリックするとをクリックするとをクリックすると、、、、正規表現を用いてすべ正規表現を用いてすべ正規表現を用いてすべ正規表現を用いてすべ

てのテキストデータの検索が行われてのテキストデータの検索が行われてのテキストデータの検索が行われてのテキストデータの検索が行われ、、、、結果がエクセルシートに反映されます結果がエクセルシートに反映されます結果がエクセルシートに反映されます結果がエクセルシートに反映されます。。。。（（（（結果のイメージ結果のイメージ結果のイメージ結果のイメージ

は次のページに示しますは次のページに示しますは次のページに示しますは次のページに示します。。。。））））

抽出タブを選択

テキストのあ
る列を選択

チェックを入れる

検索結果を表示
したい列を選択

ヒットした表現をハイラ
イトする色を選択
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手順④手順④手順④手順④ お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索お菓子・未来表現検索 －－－－ 検索の結果検索の結果検索の結果検索の結果

� 検索後の結果表示のイメージです検索後の結果表示のイメージです検索後の結果表示のイメージです検索後の結果表示のイメージです。。。。

検索したキーワード
がテキストに含まれ
ていた場合、「１」
と表示されます。

識は、非常に⼤事な学生時の勉強でもあるもので、「教
育」関連、「⼤学」の内容とか、より充実したカリキュラムに
することで、未来の繁栄につながる人材が育って、社会に
羽ばたくと、これまた素晴らしいアイデアでヒット商品が開発
されたりなんかして、繁栄は繁栄を呼ぶ。「ちょい高」傾向と
いうか、「ちょいリッチ」傾向って、「ちょっと幸せ。。」の時間を
持つのにも買っているかもね。。（写真のコーヒーは、アロマ
リッチに６種類のコーヒーがセレクトされたもの）スーパーで
⾒かけた「サンラヴィアン」のブロックケーキ（モンドセレクショ
ン⾦賞受賞商品）でも、いろいろな種類のものを詰め合
わせたものがあったけど、

テキストデータのあるセルを展開すると、下記のようにヒット
したキーワードがハイライト表示されています。

画像はTextSS.net使用以前の
手順の結果なので、

処理済みのデータが得られた段階で
張り替えます。


