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１．はじめに ～Web スクレイピング～ 

 “Webスクレイピング”、聞き慣れない言葉かも知れません。 

 

 

       図１：スクレーパー 

 

  英語で「Scrape」とは、「こする」「すれる」「こすり取る」「削り取る」といった意味 

  を持っています。図１は「スクレーバー」（物質の外面（または外面に付着しているも 

  の、堆積しているもの）を削る・こすり取る、刃状、へら状の器具）です。 

 

“Webスクレイピング”は、Webのアウトプット情報から必要な情報をこすり取って 

くる技術。具体的には、Webのページ表示言語であるHTMLを解析し必要情報を見つ 

け出し、それを得て、最終目的としてその情報を利用します。 

 

２．“Web スクレイピング”と“クロール” 

   “Webスクレイピング”と同時に語られることが多い用語に“クロール”があり 

  ます。 

 

 （１）クロール 

  一番解りやすいものとして、グーグルの検索エンジンで説明できます。 

  検索エンジン内のクローラー（ロボット）が１つ１つのサイトを巡回し、サイト情報 

  を得る。この動作を“クロール”と言います。 

  クロールし、そのページを解析して、グーグル独自のアルゴリズムにより“検索”を 

  利用するユーザーに有用な情報を与えています。 
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    図２：クローラーのイメージ 

 

   “クロール”の技術には“Webスクレイピング”の技術が含まれ、“Webスクレイ 

  ピング”自体も“Webクローラー”、“Webスパイダー”と呼ばれることがあります。 

 

 （２）スクレイピングとクロールの違い 

  “Webスクレイピング”の目的は、「特定のページから目的の情報を抽出し利用する」 

  ことにある一方で、“クロール”は「次々にページを遷移しページの内容を解析し、そ 

  の解析情報を利用する」点が相違と言えます。 

 

３．“スマートデバイス”について 

  少し話は変わりますが、ここで“スマートデバイス”について触れます。それは、“Web 

スクレイピング”が“スマートデバイス”の活用に一役買うことができるからです。具 

体的には後述します。 

 

“スマートデバイス”とは何か？について明確な定義はありませんが、ここでは、 

     ・スマートフォンとタブレット 

 を指すものとします。 

 

 （１）「スマートデバイスのインパクト」 

   以前に「スマートデバイスのインパクト」というホワイトペーパーをご提供しま 

   した（https://www.nexaweb.co.jp/dl/503）。 

https://www.nexaweb.co.jp/dl/503
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ここで述べたのは、「スマートデバイスは企業の情報システムに新たな価値を生み出 

す」ということでした。「今まで出来なかったことが出来るようになる端末」です。 

 

 （２）スマートデバイスの UI 

    従来、企業のWeb情報システムに利用する端末は、 

     ・デスクトップ PC 

     ・Windows OS 

     ・Internet Explorer 

       という組み合わせをターゲットとしていました。 

しかし、今は様々な OS、様々なブラウザ、様々なスクリーンサイズの端末が存在 

    する「マルチの時代」です。 

 

        図３：マルチの時代 

 

    こうしたマルチ時代でのシステム課題は、大きく２つあります。 

     ・ユーザビリティの課題 

     ・技術面の課題 

    です。 

 

    「ユーザビリティの課題」とは、特にスマートデバイス利用時に考慮しなければ 

    いけない課題であり、“画面サイズ”や“画面の向き”、“操作方法”により、異な 

    る UI（ユーザ・インタフェース）が必要だということです。 
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    また、デスクトップ PCのように“使わない情報”を多く詰め込んでいても問題が 

    ない画面サイズではありませんから、何を表示すべきかを考慮する必要があり、 

    デスクトップ PCの UIをそのまま利用するのは、利用者の生産性を大きく損なう 

    ことになります。 

 

    そして、「技術面の課題」とは、各 OSや各ブラウザの差を技術的にどう吸収する 

    のか、保守性を考えたとき、どう対応するのか、といった側面です。 

 

４．既存 Web システムの課題 

  「スマートデバイスを利用し新たな価値を利用者に提供したい」と考えたとき、 

・既存で、デスクトップＰＣを端末として利用しているシステム 

をスマートデバイスにも対応させる、そうしたケースが多いと思います。この場合、機 

能を特定する、制限する、新たな機能を追加する、ことがあってもビジネスロジックは 

流用できます。 

 

 しかし、「ユーザビリティの課題」「技術面の課題」に直面することになります。 

 

 課題を解決するアプローチには以下のような手法があります。 

 

（１）ユーザーエージェント分岐 

  サーバーにアクセスしてきたクライアント端末のユーザ・エージェント情報を参照 

  し、プログラムとしてアクセス URLや出力タグを分岐する手法です。 

 

       図４：PC用、スマートデバイス（モバイル）用の分岐 

 

   このアプローチは、PC用とスマートデバイス用で表示するサイトを変更することに 

  より、課題を解決します。 
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   しかし、分岐後の PC用とスマートデバイス用は共通で利用できる部分が少なく、ほ 

   とんどの場合、個別構築となり「保守性」の課題を解決できません。 

 

（２）レスポンシブ Web デザイン 

  スマートデバイスの進化、高度なプラウザー機能により“レスポンシブWebデザイ 

  ン”と呼ばれる概念が登場しました。 

 

  “レスポンシブWebデザイン”は、ブラウザの横幅サイズを判断基準として、スタ 

  イルシート（CSS）によって表示装飾を切り替える手法です。 

  これにより、デザインだけを PC用、スマートデバイス用に分けて用意することで、 

  HTMLは共通のものを用いることができます。 

 

  しかし、有用な手法と思われる“レスポンシブ Webデザイン”も欠点があります。 

  

  共通の HTMLを使用して、スタイルシートによって表示装飾を切り替える過程の中 

  で、画像データなどは不要であってもダウンロードされます。また、スタイルシー 

  トによる表示装飾だけで実現できないものは表現できず、万能ではありません。 

 

  なお、ソースコードを単一化して共通利用するため、レイアウト／機能、双方で PC 

  とスマートデバイス環境で、共有できる最大公約数的なものとなる点も制限と言え 

  ます。 

 

こうした欠点は、表示中心のWebサイトではなくアプリケーションでの利用におい 

て特に顕著です。さらに、既存のWebシステムでの PC用レイアウトの再構築も 

必要になります。 
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（３）アプローチ手法のまとめ 

  「ユーザ・エージェント分岐」と「レスポンシブWebデザイン」のメリット、デメ 

  リットを表にまとめました。 

アプローチ手法 メリット デメリット 

ユーザ・エージェン

ト分岐－URL変更型 

PC 版は既存 Web システムをその

まま利用可能。モバイル側の自由度

が高い。 

プログラム、デザイン、画面遷移が PC とモバ

イルで完全分離するため、開発・メンテナンス

の手間が増える。 

ユーザ・エージェン

ト分岐－出力タグ変

更型 

サーバーサイドプログラムを共通

化できる。 

プログラムが複雑化する。既存 Web システムの

資産を生かしにくい。 

レスポンシブ Web

デザイン 

ソースコードを共通化できるため、

メンテナンスコストを抑えること

ができる。 

クライアント部分は、ほぼ全て作り直しが必要。

デザイン、プログラムに制約がある。 

         表１：アプローチ手法のメリットとデメリット 

 

５．救いの神“Web スクレイピング” 

  “救いの神”は少しオーバーな表現ですが、スマートデバイスに対応するときの“別 

アプローチ”であり、以下のようなケースでは非常に有用です。 

 

  ・既存のWeb情報システムが存在し、デスクトップ PC画面はそのままで良い。 

  ・既存のWeb情報システムは安定しており、手を入れたくない。 

・既存のWeb情報システムを改修、保守できない。 

（ソースコードがスパゲッティ状態である。構築したベンダーとの取引がすでに 

ない、など） 

  ・スマートデバイスに対して適切な UIを提供したい。 

 

（１）Web サイトの解析 

  前段で“Webスクレイピング”とは、サイト内を解析し目的の情報をこすり取ると 

  いった説明をしました。実質は、HTMLの場合タグ解析をして情報を抽出します。 
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         図５：Webスクレイピングでのデータ抽出 

 

   結果として、既存Webシステムのデータだけをやり取りする“Webサービス”に近 

   い機能を作れます。これは“レガシーマイグレーション”でいう「ラッピング」に 

   近い手法です。 

 

 

    

         図６：既存Webシステムのラッピング 

 

（２）Web スクレイピング利用でのメリット 

  ⅰ．既存Webシステムの変更がいらない 

   アウトプット情報を利用するため、既存Webシステムに手をいれなくて済みます。 

   これは、ソフトウェアにとって非常に重要です。改変による既存Webシステムの 
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   品質に影響を与えないためです。 

 

   システム構築における工数比率は、改修の場合、製造からテストまでで約 64.5% 

   （ソフトウェア開発データ白書）という統計があります。テストだけを見れば、 

   約 32.2%です。修正量に目がいきますが、実際はテストフェーズにも多くの工数 

   がかかります。 

 

  ⅱ．サーバーサイドのビジネスロジック流用 

   UIに関連しない数値計算などのサーバーサイドビジネスロジックは、そのまま継 

   続して利用できます。このため、スマートデバイス用を作成する際にはそのUIに 

   特化することが可能となります。 

 

  ⅲ．スマートデバイスのUIは自由に作成 

   既存Webシステムとは完全に分離しますので、スマートデバイスでの UIは、既 

   存の UIを意識することなく、“自由に設計”できます。これは、画面単位および 

画面遷移に至るまでです。 

 

（３）Web スクレイピングのデータ抽出 

      実際に、Webスクレイピング技術としてのデータ抽出はどんな方法があるのか。 

   代表的な方法を説明します。 

 

  ⅰ．正規表現型 

   レスポンスデータをテキストデータとして扱い、正規表現の機能によってデータ 

   を抽出する方法です。 

 

  ⅱ．DOM型 

   HTMLデータを前提として、HTMLの DOMを構築し、DOM内から XPathなど 

   を使用してデータを抽出する方法です。 

 

  技術者の方は、こうした方法の場合「HTMLにデータが埋め込まれていない動的な 

  データを扱うWebシステムのときはどうなるのか」という疑問が浮かぶと思います。 

 

  具体的には、Ajaxなどを用いてHTMLにデータを埋め込んでサーバーがレスポン 

  スするのではなく、JSON形式や XML形式などで Javascriptによってデータを取 

  得してクライアント側でデータの表示を行っているケースが該当します。 

  このような場合、DOM型のデータ抽出方法ではデータの抽出は難しくなります。 
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  ブラウザのように HTMLと CSS、Javascriptを処理し、実行時に DOMを処理でき 

  るようにしている場合は別ですが、サーバーからレスポンスされたテキストデータ 

  としてのHTMLを DOMとして扱っている場合は対処できません。 

  この場合は、DOM型ではない別の手段を使ってのデータ抽出が必要になります。 

 

  このため、Webスクレイピング技術を用いる際には、既存Webシステムが“どのよ 

  うな形式でやり取りしているか”を判断した上で、適切なデータ抽出方法を選択す 

  る必要があります。 

 

（４）Web スクレイピングでの注意点 

  Webスクレイピング技術は、言わばブラウザを使用し利用者がブラウジングする 

  処理を自動化し、利用者が閲覧するデータを抽出して２次利用することです。 

  以下、注意点があります。 

 

  ⅰ．既存Webシステムの変更 

   データを抽出される側はWebスクレイピングによりデータ抽出されることを前提 

   としていません。このため、スクレイピング側は既存Webシステムが予告なく変 

   更された場合に対処する必要があります。 

 

  ⅱ．自動化（機械化） 

   自動化（機械化）されることにより通常のユーザーオペレーションより、はるか 

   に高速でオペレーションが行われます。このため、既存Webシステム側から見た  

   場合、通常では考えられない頻度と間隔でユーザーリクエストが発生しているよ 

   うに見えるかも知れません。 

 

   これは、「サーバー側への攻撃」とも捉えられてしまうこともあります。 

   サーバー側が過負荷にならないよう頻度と間隔を調整するなどの考慮が必要です。 

   ただし、調整によってはWebスクレイピング側でデータ抽出のパフォーマンス低 

   下につながるためバランスの良いチューニングを考えなければいけません。 

 

  ⅲ．2次利用 

   既存Webシステムが自社システムであれば、全く問題ありませんが、外部のシス 

   テムである場合、著作権やサイトの運用規則を遵守することが基本です。 
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６．Web スクレイピングの実際 

   “データを抽出する”という説明をしてきましたので、参照だけと思われるかも知 

  れませんが、ログインなど、通常の利用者からのサイト利用を考えれば、双方向、書 

  き込みも必要であることが分かります。 

 

 

          図７：既存Webシステムでの処理フロー 

 

           図８：Webスクレイピング時の処理フロー 

 

  では、ここで代表的なWebスクレイピングライブラリ／ツールをご紹介します。 

 

プログラム言語 ライブラリ 

Java jsoup 

.NET Html Agility Pack 

PHP PHP Simple HTML DOM Parser 

JavaScript CasperJS 

Python Scrapy 

Ruby Nokogiri 

表２：Webスクレイピングライブラリ／ツール  

 

  その他、プログラム言語で使用するライブラリではなく、サービスや専用ツールとし 
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  て提供されているものがいくつかありますが、その一部をご紹介します。 

 

種類 ツール・サービス名 

サービス kimono 

専用ツール・サービス XGEN-WEB 

表３：Webスクレイピングのサービス／専用ツール 

 

  ここでは、日本ネクサウェブ株式会社が提供している「XGEN-WEB（クロスジェン・ 

  ウェブ）」についてご説明します。 

  

 ◆ 「XGEN-WEB」とは？（https://www.nexaweb.co.jp/solution/xgen_web01） 

  “Webスクレイピング”と“画面開発＋実行エンジン”である「nexaceo platform」 

  というリッチクライアント／RIA（Rich Internet Application）を組み合わせたサービ 

  ス、ソリューションです。 

 

 

         図９：「XGEN-WEB」での開発ツール画面  

 

  XGEN-WEBでは「X-POP Developer」と呼ばれる専用の開発ツールを提供しており、 

  利用者のWebシステムに対する操作をトレースする「Web Tracer」や、トレース情報 

https://www.nexaweb.co.jp/solution/xgen_web01
http://image.itmedia.co.jp/l/im/ait/articles/1506/17/l_scraping3_4.jpg
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  をもとに情報抽出を行うための各種ツールが備わっています。 

 

  また、抽出したデータをもとに利用者に提供する画面開発は「nexacro platform」での 

  画面開発ツールである「nexacro studio」を利用し、GUI開発を行うことができます。 

 

  このツールは、クライアント端末で利用されている OSでの言語を意識する必要があり 

  ません。すべてのクライアント端末での画面開発が「nexacro studio」だけで可能とな 

ります。 

  イベントドリブンやサーバーとのデータ送受信など、コーディングが必要な部分は、

Webの汎用技術である Javascriptでのコード記述であり、それだけがプログラミング

において必要な言語スキルです。 

 

  また、「nexacro platform」の実行エンジンはクライアント端末、特にブラウザによる 

  挙動差を吸収しています。 

 

７．おわりに 

  “Webスクレイピング”技術は、魔法の技術か。もちろん魔法の技術ではありません。 

 ただ、“既存Webシステムに手を入れない”点において、非常に稀有であり、可能性を 

持った方法です。 

 

 ソフトウェアは、コードを修正すれば常に障害を引き起こすリスクを抱えています。し 

 かし、“触らなければ”そうした懸念は一切ありません。 

 

 システムに対する手法として、あまり意識されていない技術ですが、スマートデバイス 

 という“新たな価値”を、既存Webシステムの安定性を毀損せず追加できます。 

 

 “Webスクレイピング”をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 

以上 
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執筆協力：日本ネクサウェブ株式会社 

     松木健太郎  

      

     本資料の内容の一部は、＠ＩＴに 

「Webシステムで始める業務システムのモバイル化」（2015.5.19～7.23） 

     と題する記事の中で掲載しました。 

     こちらもぜひご覧ください。 

     （http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1506/02/news016.html） 
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