
ユーザーガイド

初心者から学ぶ
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サイトの構造により、⾃作のタスクで抽出できない場合
タスクの作成は⾯倒と思う⽅、
効率的にタスクを導⼊する⽅へ

本サービスは以下の⽅におすすめです：

弊社のエンジニアが作成したテンプレート、クローラー、タスクをOctoparseツール
で導⼊することで、クリック⼀つでデータを安定的に正確的に抽出できます。このサ
ービスを利⽤する場合は対象サイト構造の変更によるデータ抽出できないになった
ら、こちらが無料でテンプレートやクローラーなどの修復をサポートできます。

もっと詳しくは：こちらをクリック！

直接にデータを購⼊したい
膨⼤なデータ量のある場合

本サービスは以下の⽅におすすめです：

もっと詳しくは：こちらをクリック！

Octoparse は 何ができる
スクレイピングツール「Octoparse」①

本ツールでテンプレートをご利⽤したり、
タスクを作ったりをすることで、プログラ
ミング知識がなくでも、データをスクレイ
ピングを楽しむこともできます。また、本
ツールの基礎機能のご利⽤は無料でござい
ます。

テンプレート＆クローラー＆タスクの代行サービス②

ツールダウンロードはこちらをクリック！

データサービス③

０１
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スクレイピングについて法的な問題

Octoparse は 何ができる

Octoparse 応用例
Octoparseは⽇本語の他に、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語の独⽴のWebサイ
トもサポートしています。2021年12⽉の時点で全世界で400Wの利⽤者を持っています。
SONY、accenture、Wayfair、Tencent、TOYOTA、NEC、HONDAなどの様々な業界
の1000以上の企業、学校、政府機関から信頼をいただいています。

簡単ステップで
Web上のデータを短時間で収集！
消費者の生の声を分析し、クライア
ントに提案！

1日３～４万件！
一番鮮度の高い営業リストを取得！
広告代理社のOctoparse活用方法

簡単な設定で
データを自動取得！
自営業ビジネスのために情報面の優
位性とデータベースの整備を両立

高度なカスタマイズで
ECサイト上の細かいデータを取得！
独自のデータ分析方法で最適な仕入
れ先と商品を選定！

応用例についてもっと詳しくは：

octoparseの応⽤例についてもっと
詳しくはこちらをクリック！

Webスクレイピングには、その適⽤に対処するための明確な法律がありませんが、スクレ
イピングを⾏う際に気を付けなければ違法になってしまう場合が3つあります。

利⽤規約に違反する
サーバに過度の負荷をかける
著作権を侵害する

スクレイピングする際に著作者の利⽤許諾が必要
になりますが、著作権法は、いくつかの例外を認
めています。それは「私的使⽤のための複製」
「情報解析のための複製」と「検索エンジンの提
供のための利⽤」です。

関連記事はこちらをクリック！

０２
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octoparseで100以上のテンプレートと⾃動識別機能を備え、素⼈にも
クリックするだけで、Webスクレイピングを実現！

カスタマイズタスクの場合はワークフローを作って、Webスクレイピ
ングもノーコードで実現！

  メリット：簡単！
  デメリット：限界がある

  メリット：⾼度なカスタマイズ性
  デメリット：octoparseを使い⽅を学ぶ必要がある）

Octoparse の 特徴

自動識別機能
⾃動的に抽出したいデータを⾒分ける。

テンプレート
100以上のWebサイトのテンプレート！
クリック⼀つでデータを抽出！

操作ヒント
タスクを作成する際に、次のステップを
提⽰します。

自動
IPローテーション 管理やすい

IPが⾃動的に巡回できる
ので、アクセス拒否を効
果的に避けられる。

いつでもどこでもデータ
の利⽤、保存、共有化を
実現！

毎⽇、毎週など指定した
スケジュールにあわせて
⾃動取得が可能！

CSV、Excelなどの形式
で出⼒でき、APIに接
続、データベースにも保
存できる。

定時抽出

加速モードを利⽤して、
ローカル抽出の速度を３
倍以上アップ！

加速モード

クラウド抽出
クラウド型プラットフォ
ームでは、6〜20倍の⾼
速抽出が可能です。

使い�が簡単�使い�が簡単�

ノーコードのスクレイピングを�しむノーコードのスクレイピングを�しむ

�種のデータ�⼒�種のデータ�⼒

スケジュール��スケジュール��

データ抽�の���データ抽�の���

クラウドサービスクラウドサービス

０３

    octoparseはコードを書かなくでも簡単にデータを抽�できるノーコードスクレイピングツールです。
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アカウントを登録

Windows XPまたは32ビットオペレーティングシステム
の場合は、Octoparse 7.3.0を利⽤してください。
システムが64ビットか32ビットかわからない場合は、ス
タートメニューの「設定」アイコンをクリックし、「シ
ステム」ー「バージョン情報」を選択して確認できま
す。

PCのシステム必要条件：
Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10（x64）

注意点：

Octoparseをインストール

＞初めてOctoparseを利⽤する⽅は下記
の画像で⽰したように、新規アカウント
を作成しましょう！
アカウントを作成は：
こちらをクリック！

ダウンロード＆インストール

０４

Windows

ツールダウンロードは
こちらをクリック！

Mac

下記の⼿順からノーコードのスクレイピングの旅を始めましょう！

＞Octoparseのアカウントをお持ちし
ている⽅はユーザー名/登録したメール
アドレスとパースワードを⼊⼒して、
ログインします。

Octoparseでの基礎機能のご利⽤は無料でございます。クラウド抽出、API整備、テ
ンプレートなどのご利⽤は有料機能でございます。もっと強⼒な機能と作業効率化を
図るお客様はOctoparseの有料機能を是⾮お試ししてください。

①アカウントを��する

②スクレイピングを�しむ

ツールダウンロードは
こちらをクリック！
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割引＆トライアル＆学術研究への支援制度

⾝分証明書（学⽣証、教員証、または学校
⽤のメールアドレスなど）
学校の名前と専攻
データスクレイピングプロジェクトに関す
る簡単な説明

学割：
①Octoparseの学割を申請する⽅は下記の資
料を⽤意して、カスタマーサポートまでお問
い合わせください。

②学校⽤のメールアドレスで新規アカウント
を登録してください。

もっと詳しくは：こちらをクリック！

トライアル：
Octoparseでは、新規ユーザー向けに14⽇間
無料トライアルを提供しております。
14⽇間の無料トライアルは正式プレミアムと同
じ機能を使うことができます。例えば、APIア
クセス、IPローテーション、クラウド抽出など
です。

もっと詳しくは：こちらをクリック！

学術研究への支援制度：
Octoparseは教育機関、ジャーナリズム、⾮営
利団体向けに特別割引料⾦をご⽤意しておりま
す。申請に必要となる資料を⽤意して、カスタ
マーサポートまでお問い合わせください。

octoparseの⽀援制度

０５

割引についてのご相談・お
申し込みは下記のURLから
サポートにお問い合わせて
ください。

https://helpcenter.octo
parse.jp/hc/ja/articles/
360037277374

もっと詳しくは：こちらをクリック！

学校の名前
⾝分証明書（学⽣証、教
員証、学校⽤のメールア
ドレスなど）
スクレイピングの⽬的

�����

レビューのリンクとス
クリーンショット
スクレイピングの⽬的

ジャーナリズム�

所属機関の証明書（公
式サイト）
スクレイピングの⽬的

��利団・NPO：

トライアルを申し込みたい
場合はツール内で申し込め
ます。



01

タスク管理：

タスクチェック：

スケジュールの設定
など…

タスクの検索、実⾏、削除、複製、エ
クスポート。

タスクの実⾏状態、データのチェック

インターフェース

０６

サポート�

何が困ったことやご不明な点やご
意⾒やがございましたら、こちら
からサポートに連絡できます。

抽�開���

対象先のURLまたはWebサイト
名を⼊⼒し、「抽出開始」をクリ
ックして、データ抽出のタスクの
作成が始まります。

テンプレート�

octoparseで100以上のテンプレ
ートを⽤意しています。テンプレ
ートを利⽤して、キーワード、
URLなどのパラメータを⼊⼒す
ることで対象サイトのデータを抽
出できます。

チュートリアル�

バージョン別のチュートリアルを
動画の形で⽤意しています。
（最新のチュートリアルとは更新
中！最新の情報を⾒逃しために、
チャーネルを登録してくださ
い。）

①
②
③

④

⑤
⑥

①新規作成

カスタマイズタスク：

テンプレートタスク

タスクインポート

新規タスクグループ

⾃作のワークフローでタスクを作成。

内蔵テンプレートでクリック⼀つでデータを抽
出。

作成したタスクをインポートして直接にご利⽤。

タスクをグループ化することで、複数のタスクを
同時に管理。

③データサービス

ページ：

②ダッシュボード

④ ツール
正規表現ツール

DBへのエクスポートツール
タスクの作成上、正規表現を⾃動⽣成。

スケジュールの設定でデータをデータベース
に⾃動エクスポート。

⑤octoparseについて

⑥設定

ご利⽤中のバージョン、octoparseホームページ、SNS
公式アカウントを確認できる。

クラウドタスクの管理、カスタマイズモードとタスク同時
に実⾏数の設定、⾃動識別とタスク削除の確認の管理、加
速モードの設定。
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項目 解説

内蔵ブラウザ Chrome、Firefox、Safariなどの内蔵ブラウザを備えています。最⼤限に各種のニーズを対応します。

操作ヒント
ワークフローの作成に、次のステップをどのように実⾏しますか、を提⽰します。実⾏したい選択肢が
ない場合は、ワークフローの「＋」をクリックし、カスタマイズで追加してください。

ワークフロー

タスクの作成は「操作ヒント」と「ワークフロー」の組み合わせて、データ抽出のロジックを作ります。
ツールはそのロジックに従って、重複な作業を⾃動化にします。
Octoparseは、⼈間の⾏動をシミュレートしてデータを抽出します。⾔い換えれば、octoparseはロボ
ットのように、重複な作業を⼀つ固定されたプロセス（ロッジく）で⾃動に実⾏します。それで、タス
クの作成の第⼀歩は「ロジック」を規定します。そのワークフローはある意味での「ロジック」です。

データプレビ
ュー

［データプレビュー］画⾯では、タスクの作成中、抽出できるデータ項⽬に含まれるデータ（項⽬値）
を確認したり、フォーマットをしたりをすることができます。また、⽇付や対象サイトのURLやデータ
ソースなどのデータ項⽬を追加するもできます。

セッティング
ワークフローの各ステップがどのように実⾏するのかを設定することができます。（例えば：Xpathの
変更、タイムアウトの設定、トリガー、Ajaxの読み込みなど）

インターフェース



初心者向けの７つチュートリアル

��者
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７
つ
初
⼼
者
向
け
の
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル

レッスン1：
自動識別機能でデータ
を抽出する 方法

もっと詳しくは：こちらを
クリック！

データを抽出できるタスクとは？�

重複な作業を⾃動化にする「ループアイテム」
とは？

レッスン2�
タスクを���する

Octoparseを使ってデ
ータを⾃動検出するの
は便利ですが、必要な
データが正確に検出さ
れない場合がありま
す。 このレッスンで
は、スクレイピングタ
スクを最適化するため
に適⽤できる簡単な修
正について説明しま
す。

もっと詳しくは：こちらを
クリック！

複数のページからデータを抽出する

「もっと⾒る」ボタンのあるサイトのデータ抽出

詳細ページからデータを抽出

検索結果リストページと詳細ページを同時
にデータ抽出⽅法

キーワードのリストを⼊⼒して検索結果を
スクレイピングする⽅法 �

URLリストからデータを⼀括的に抽出

既存データ項⽬から新たなデータ項⽬を追加する⽅法

テーブル、表組からを抽出する

タスクの作成する⽅法を分かる
⾃作のタスクで50％のWebサイトからデータを抽出でき
る

７つ緑枠でのレッスンの学習↓↓↓
学習効果：

＊タスクの作成についてもっと勉強しようとしたら、右のチュート
リアルをぜひご覧ください。
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７
つ
初
⼼
者
向
け
の
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
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レッスン3：データフ
ィールドを調整する

きれいなデータを抽出す
るために、データフィー
ルドを調整する⽅法

もっと詳しくは：こちら
をクリック！

ツール内の正規表現ツールで正規表現を⽣成

正規表現の使い⽅と利⽤タイミング�

レッスン4：タスクを実⾏する前にタスクをチェックする⽅法：

もっと詳しくは：こちらをクリック！

レッスン5：データを取得する�

もっと詳しくは：こちらをクリック！

レッスン6：
デ ー タ の 定 期 抽 出 、 ⾃
動 デ ー タ エ ク ス ポ ー
ト 、 A P I な ど よ り 効 果
的 か つ 効 率 的 な デ ー タ
抽 出 す る ⽅ 法 を 紹 介

もっと詳しくは：こちらをクリ
ック！ 

Octoparseからタスクをエクスポートする

取得したデータをCSV、�Excel、JSON、
HTML形式に変更する⽅法�

正規表現の使い⽅と利⽤タイミング�

レッスン７：

ここまで、octoparseの基本機能でタスクを作成⽅法を紹介しまし
た。いかがでしょうか？

さあ！下記のURLからタスクの作成をこちらから練習しましょう！

おめでとう
ございます！

〜初心者レベル〜
〜目標達成〜

https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408214655890
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408526448658
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408524856210
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408524856210
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408214655890
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408214655890
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408332633618
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408332633618
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408340000402
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408340000402
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408340000402
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408519013906
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4409191418130
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4409191418130
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408524856210
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408524856210
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408340000402
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どんどん中級者レベルへ

サイトの検索欄にキーワードを抽出する⽅法

ログインが必要なサイトからデータ取得

取得したデータを統合する

条件を判断してデー
タを抽出する

特定した条件に満たすデータだけを抽出する
(トリガー)

条件分岐：条件を判断してデータを別々に抽出
する⽅法

ページ全体を再読み込みせずにWebページの⼀部
情報を更新するサイト(Ajax⾃動検出)からデータ
の抽出⽅法

ツ
ー
ル
利
⽤
上
の
⾖
知
識

データ抽�

画像スライダーから画像URLを抽出する

ドロップダウンメニューでの特定、あるいは
複数のオプションからデータを抽出する⽅法

マウスオーバーで表⺬されるデータからデ
ータを抽出する⽅法

「Webページを開く」のところ、1つの
URLを複数のURLに変更する⽅法�

Xpathの書き⽅（データをより正確的に抽出できる）
様々なデータ抽出要望を応じてツールのもっと多くの機
能を学び

複雑なサイトにもデータをうまく抽出できる
主な内容：

学習効果：
90％以上のWebサイトのデータをより正確的に抽出できる

それぞれのサイトの構
造により、データをく
まく抽出するために、
octoparseでの対応法
（備えた機能）を紹介
します。

https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408718684690
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4409598827410
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408533395858
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4409213147922
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4409213147922
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Xpath

XPath応⽤編（1）ー�ページ送りボタンを
指定する⽅法�

XPath応⽤編（2）ーテーブルで表⺬され
るデータを指定する⽅法

XPath応⽤編（3）�ー�リストで表⺬される
データを指定する⽅法

XPathによる特定データの指定�

XPath基礎編(1)-XPathの基本概念

XPath基礎編(2)-XPathの書き⽅

XPath基礎編(3)-XPathによく使う関数�

データ抽出の安定性
の改善

広告ブロック＆キャッシュクリア�

クラウド抽出 クラウド抽出の実⾏状況と実⾏レコード

クラウド「タスク分割」とは何ですか？
（クラウド抽出の⾼速化）

おめでとうございます！

Xpathの書き�

Octoparseブロッキング防⽌設定

OctoparseはXPathを⾃動
的に⽣成し、⾃分で書く必要
はありませんがページネーシ
ョンが突然機能できなくなっ
たり、取得したデータの位置
がずれてしまったりする場合
があります。その時はXPath
を変更して、データをより正
しく⾒つける必要がありま
す。

データの位置がよく変わる
ページ送りボタンが正しく
ない
⼀覧リストのリンクをクリ
ックできない
ドロップダウンメニューの
特定データが必要

どんな時にXpathの�更が必��

https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360018666520
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360018666520
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360018740459
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360018738299
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408846040722-XPath%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408846040722-XPath%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360018699299-XPath%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8-1-%E3%83%BC-XPath%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%A6%82%E5%BF%B5
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360018651420
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360018654180
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360018654180
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408524985874
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408524985874
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4409264425490
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408524985874


上級者をチャレンジ！

上�者

１２

上
級
者
向
け

API
APIを利⽤するためにタスクIDを調べる⽅法

API�と接続する⽅法

Advanced�API�の使い⽅

そのほかの上���

frame：ページ内に別のページをコンテ
ンツとして埋め込む要素をスクレイピング
する⽅法。

差分抽出：ニュースポータルやフォーラム
など常に情報を更新するサイトからデータ
を抽出する⽅法。

並⾏処理：クラウドまたはローカルマシン
で同時に実⾏されている⽅法。

ここまで、上級レベルのチュートリアルを勉強して、⼤変
お疲れ様でした。octoparse使い⽅の勉強はいかがでしょ
うか？ツールを使いこなしたのでしょうか？もし、⾃分の
タスク作成⼒に⾃信を持ちましたら、ぜひoctoparseの資
格認証試験をチャレンジしましょう。

申し込み⽅法：
「資格認定の申し込み」という件名のメールを
supoort@octoparse.comに送って、試験を申し込むことができま
す。

試験に合格する⽅は：
①「octoparseスクレイピング専⾨⼠」資格認定証
②octoparseタコちゃんキャラクター
をもらえます。

APIでoctoparseでの操作
をしなくても、抽出された
データ（クラウドデータの
み）、タスク情報、さらに
はタスクを制御できるた
め、独⾃のアプリケーショ
ンとのシームレスなデータ
統合が可能になる。

https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360017791934-API
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/360017953533-Advanced-API
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408768553106
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408734018194
https://helpcenter.octoparse.jp/hc/ja/articles/4408711014162

