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ブログ（blog）とは

・ Web  log  (ウェブ上の記録) の略

・ 正確な定義はない、概ね、「Web 日記」

・ 近年、爆発的に増加

2005年9月： ブログ登録者数 473万人
(by 総務省)

http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/051019_2.html



http://manabekawori.cocolog-nifty.com/blog/

アイドル ブログの女王



http://takenakaheizo.cocolog-nifty.com/kataru_n/

政治家



スポーツ選手

http://www.tochiazuma.jp/ 1月23日 開始



http://blog.nlp-lab.com/

一般人



ブログの基本構造
ブログのタイトル

記事の日付

記事のタイトル

記事の内容

この３組がヅラヅラ
と並んでいる



RSS とは

Web ページの更新データを記述するフォーマット

あるいはそのフォーマットで記述されたファイル

主にブログ

アンテナ機能（更新の通知機能）をもつ

Web ページを訪れなくれも、

更新されたかどうか、何が更新されたかなどがわかる

フィードともいう



ブログの更新データ

ブログのタイトル

最新記事1の日時
最新記事1のタイトル
最新記事1の内容の要約
最新記事１の URL

・
・
・

最新記事 N の日時
最新記事 N のタイトル
最新記事 N の内容の要約
最新記事 N の URL

最新の N 個
の記事

ブログの基本構造
ブログのタイトル

記事の日付

記事のタイトル

記事の内容

この３組がヅラヅラ
と並んでいる

permalink

RSS



RSS の便利な点

更新された日時が分かる

新しい情報のある・なしがわかる

更新概要が分かる

興味のない記事を読む必要がない

XML で記述されている、シンプル

扱いが容易、受信だけでなく発信も可能



XML（eXtensible Markup Language）
１９９８年 W3C より XML 1.0 が勧告

機械処理が可能、
Web のインフラ（下部構造）のようなもの

メタ言語、フォーマット（言語）を記述する言語（規則）

XML に従ったフォーマット

RSS
SVG  … 図形
AdsML … 広告、広告取引
MML … 電子カルテ
G-XML … GIS
Open XML … 次期Office   
などなど



RSS と XML
RSS は XML で記述されている

RSS は XML 文書

RSS は XML の最も普及した応用

XML の技術が利用可能

XSLT、XML parser、Validator  などなど

Web アプリケーションと親和性が高い

次期 Office は？



RSS の各種フォーマット

RSS   0.92    Rich Site Summary

RSS   1.00    RDF Site Summary

RSS   2.00    Really Simple Syndication

Atom

初期の RSS、 2.0 へ移行

RDF に基づく、日本では主流

コンテンツ配信を重視、 PodCasting で利用

過去のしがらみをなくし、RSS を再設計

XML



RSS の実体（１）
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

<channel rdf:about="http://dp04022987.lolipop.jp/blog/">
<title>新納浩幸 の Weblog 828</title>
<link>http://dp04022987.lolipop.jp/blog/</link>
<description></description>
<dc:language></dc:language>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2006-01-13T13:53:31+09:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=3.01D-ja" />

<items>
<rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="http://dp04022987.lolipop.jp/blog/cgi/mt/archives/2006/01/post_78.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://dp04022987.lolipop.jp/blog/cgi/mt/archives/2006/01/python.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://dp04022987.lolipop.jp/blog/cgi/mt/archives/2006/01/post_77.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://dp04022987.lolipop.jp/blog/cgi/mt/archives/2006/01/post_76.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://dp04022987.lolipop.jp/blog/cgi/mt/archives/2006/01/post_75.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://dp04022987.lolipop.jp/blog/cgi/mt/archives/2006/01/post_74.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://dp04022987.lolipop.jp/blog/cgi/mt/archives/2006/01/post_73.html" />
</rdf:Seq>
</items>

</channel>

以下略

</rdf:RDF>

RSS のファーマット

で記述されたファイル

ファイル名は任意
例） index.rdf 



RSS の実体（２）

ブログのホームディレクトリ

index.html

myphoto.jpg

・
・
・

・
・
・

index.rdf

ホームページを構成
するファイルと同様、
ファイルの位置も任意

リンクがあればよい



RSS の実体（３）

http://manabekawori.cocolog-nifty.com/blog/index.html

「眞鍋かをりのココだけの話」

「眞鍋かをりのココだけの話」 の RSS

http://manabekawori.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf



RSS のアイコン

RSS のファイルにリンクが張られている

RDF や XML や ATOM と書かれたものもある

多数の種類がある

標準的、オレンジで白抜き文字で RSS

非常に小さい、よく見ないと発見できない



RSS アイコンの表示例

ここ

http://news.goo.ne.jp/topics/



クリックすると、、、
XML 文書なので、 IE 等では整形されて表示される



再び RSS とは

Web ページの更新データを記述するフォーマット

あるいはそのフォーマットで記述されたファイル

主にブログ、、、だけど、ブログには限らない

ニュースサイトの記事
掲示板の投稿
書籍や DVD の新刊情報

企業からのお知らせ
天気予報
株価情報
….

リアルタイムな情報



一般の更新データ

ブログのタイトル

最新記事1の日時
最新記事1のタイトル
最新記事1の内容の要約
最新記事1の URL

・
・
・

最新記事 N の日時
最新記事 N のタイトル
最新記事 N の内容の要約
最新記事 N の URL

Web ページのタイトル

最新ニュース１の日時
最新ニュース１のタイトル
最新ニュース１の概要
最新ニュース１の URL

最新ニュース N の日時
最新ニュース N のタイトル
最新ニュース N の概要
最新ニュース N の URL

・
・
・

RSS
RSS



ブログ以外の RSS 配信

ニュース

掲示板的な情報

懸賞

天気予報

プロ野球速報

株価

などなど非常に多数

・・・・・

http://www.infomaker.jp/supprss.php 厳選サイト紹介



新聞
ここ

http://www.asahi.com/information/service/rss.html



http://news.goo.ne.jp/topics/



TV

http://www.fujitv.co.jp/index.html



掲示板

http://www.hatena.ne.jp/list

ここ



http://japan.internet.com/rss/

技術総合



http://www.bk1.co.jp/

本屋 ここ



ここ総合情報

http://allabout.co.jp/



http://www.vector.co.jp/rss/

ソフト総合



懸賞 ここ

http://www.tubox.com/



天気予報 ここ

http://weather.goo.ne.jp/area/4010.html



RSS の受信

RSS リーダー を利用

・ 登録した RSS を指定時間の間隔で取ってくる

・ RSS を見やすく表示する

・ 既読、未読の管理が可能

・ ブラウザーと連動し、実際のページも閲覧可能

・ 取ってきた RSS 内の検索

これじゃ読めない！

一覧表示、分類したり、、



RSS リーダーの種類

メーラータイプ

「goo RSS リーダー」 、「Headline Reader」 など多数

ティッカータイプ

「RSS Checker」 、「Headline Deskbar」 などなど

ツールバータイプ

「ExplorerBarPlus」 、「RSS バー for IE」 などなど

一般にはこれ

一覧は http://www.rssnavi.jp/reader.html を参照



メーラータイプ Headline Reader



ティッカータイプ

ディスクトップに電光掲示板のようにニュース記事が
次々と表示される

気になる記事をクリックするとブラウザで表示される

RSS Checker



ツールバータイプ
ExplorerBarPlus

今は存在価値希薄



メールソフトの機能として
Thunderbird

Becky! 、 Outlook 12 、Opera メールも



ブラウザの機能として

FireFox

Mac の Safari、 Windows の IE 7



Sleipnir
国産タブブラウザー by 柏木泰幸

1月27日、Headline-Reader の取り込みを発表

スレイプニール

フェンリン

個人的に期待



昨日（１日）のニュース

http://www.forest.impress.co.jp/article/2006/02/01/ie7pr2.html





サーバーサイド型 RSS リーダー

http://www.bloglines.com/



RSS ポータル

サーバーサイド型 RSS リーダーのサイトは
RSS ポータルを目指している

第２部で説明

MSN Start.com
Yahoo! RSS リーダー

goo RSS リーダー ウェブ版

Feedpath

Bloglines

代表的
player

パーソナライズされた Web の
ポータル、様々な可能性あり

はてな RSS リーダー



RSS リーダーのシェア

「My RSS 管理人ブログ」 http://blog.myrss.jp/ で公表

登録フィード数×購読者数

2005年12月



RSS の自動発見

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" 

title="RSS"  href="RSS フィードのURL" />

Auto Discovery

HTML ファイルの中に入れておくと、
RSS リーダーやクローラーに自動発見される

IE 7 でも採用

されたアイコン



RSS の発信

・ エディタで作成可能

・ ツールの利用

「Headline Editor」、「RSS Post」、
「HomePage Builder」 など

CMS （Content Management System） が必要

ブログツール

面倒！



ブログツール

ブラウザー

ブラウザー

ブラウザー

自宅

会社

旅行先

投稿

投稿

投稿

ブログ
ツール

日記
HTML ファイル

ブログ

過去の記事

リンク

HTML作成

DB管理

RSS フィード

ping サーバー

トラックバック

トラックバック

通知

配信

通知

受信



Movable Type

標準的なブログツール、一種の CMS 

・ Six Apart 社の製品
（本社） http://www.sixapart.com/
（日本法人）http://www.sixapart.jp/

ブログの世界を
引っ張っている
中心的な会社

・ Perl の CGI による動作、使いやすく高機能

・ 個人利用は無料

・ スタイルシートのカスタマイズの解説本多数



ブログのビジネス活用（1）

ビジネスブログブック （１）、（２）、（３）

発行：毎日コミュニケーションズ

著者：小川 浩 他



ブログのビジネス活用（2）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822244946

「ブログ・オン・ビジネス

企業のためのブログ・マーケティング」
シックス・アパート株式会社 (編集)
日経BP社 ; 
ISBN: 4822244946 ; (2005/12/28)



ブログ検索
Google や Yahoo! の検索

全ての Web ページが対象（ブログを含む）

ブログの検索

ブログだけが対象

RSS を利用してコンテンツを収集できるので、

ゴミが少ない



ブログ検索サイト

「goo ブログ」

「楽天広場・ブログサーチ 」
http://blogsearch.plaza.rakuten.co.jp/

「livedoor」

http://sf.livedoor.com/

http://blog.goo.ne.jp/

「テクノラティ Japan」

http://www.technorati.jp/home.html

など多数



http://www.technorati.jp/home.html



新しい情報順で表示



Ping サーバー

「ブログを更新した」という通知を受け付けるサーバー

多くのブログ検索サイトは Ping サーバーを

運営している、これを利用して収集している

自分のブログを検索サーバーに検索して
もらいたければ、積極的に Ping する

How ? ブログツールにその設定がある



http://blog.goo.ne.jp/info/ping_info.html

「goo ブログ」 への ping



http://www.technorati.jp/developers/pingconfig.html

「テクノラティ」 への ping



PodCasting
iPod + Broadcasting からの造語

Web を通じて配信された音声ファイルを保存し、

ユーザーが好きな時にそれを聞けるようにした仕組み

聞くためのデバイスが iPod

利用するソフトが iTunes

映像もOK

iTunes : Apple 社の音楽映像プレーヤーソフト

音楽のダウンロード、購入、CD読み書き再生、
iPod への転送がシームレス



iTunes





iPod をつなぐと、、、





自動で受信



受信した動画の再生



PodCasting        音声版ブログ≈
Web 上の音声配信

テレビ、ラジオ、各種団体、有名人 等々が

番組を配信

2005年6月28日： iTunes 4.9 リリース

PodCasting に対応

爆発的に普及

更新情報が RSS で配信される 音声版ブログ



http://www.whitehouse.gov/news/radio/

ここ



国内の状況

「Podcasting Juice」 ニフティー、、、火付け役

http://www.podcastjuice.jp/



ラジオ NIKKEI

http://www.radionikkei.jp/contents/podcasting.cfm



文化放送

http://www.joqr.co.jp/podcast/



ニッポン放送

http://podcast.1242.com/



ALC

http://podcast.alc.co.jp/apod/



アイコンの先は RSS RSS 2.0

enclosure で音声ファイルを指定



PodCasting 対応 RSS の作成

Moval Type に対応するようなものは、

まだ現れていない様子

「Podfeed」 の利用が現在標準的

ブログURLを入力することで Podcasting 
に対応したRSS を自動で作ってくれる

ニフティで行われているサービス
2005年11月、動画にも対応



http://www.podcastjuice.jp/blog/feed01.html

Podfeed



PodCasting対応のブログサービス

「podcast.jp」 http://podcast.jp/

「Seesaa ブログ」 http://blog.seesaa.jp/

「ケロログ」 http://www.voiceblog.jp/

「チャンネル北国 TV」 http://ch.kitaguni.tv/

などなど

PodCasting に対応した CMS を利用



受信プレーヤーソフト

RSS リーダーに対応するもの

iTunes   で決まり

でも iPod 持っていないと少し不便

「Podcast Juke」 ニフティが配布するフリーソフト

Media Player 対応もウリ

現在、 RSS リーダーでも徐々に対応

Headline-Reader、 はてな RSS リーダー





検索サービス

Podscope

http://www.podscope.com/

音声認識により
テキストに変換して
インデキシング



Yahoo! Podcasting

http://podcasts.yahoo.com/



Ask.jp ここ

Podcasting のコンテンツではなく、「Podcasting を含む」という意味

http://ask.jp/blghome.asp



まとめ
・ RSS は XML ベースのフォーマット、

Web の更新情報を記述する、アンテナ機能を提供

・ 多くのサイトが RSS 配信を行っている

・ RSS を受信するソフトが RSS リーダー、
メール、ブラウザなどに搭載され、徐々に RSS が浸透

・ RSS を使ったブログの検索サイトが多数ある

・ RSS の配信は CMS が自動で行うのが理想、
ブログでは Movable Type が標準

・ RSS の応用である PodCasting が昨年からはやりだした


	わずか３時間で分かる RSS 入門セミナー�--- 基礎編 ---�「RSS の基礎知識」
	目次
	ブログ（blog）とは
	ブログの基本構造
	RSS とは
	ブログの更新データ
	RSS の便利な点
	XML（eXtensible Markup Language）
	RSS と XML
	RSS の各種フォーマット
	RSS の実体（１）
	RSS の実体（２）
	RSS の実体（３）
	RSS のアイコン
	RSS アイコンの表示例
	再び RSS とは
	一般の更新データ
	ブログ以外の RSS 配信
	RSS の受信
	RSS リーダーの種類
	メーラータイプ
	ティッカータイプ
	ツールバータイプ
	メールソフトの機能として
	ブラウザの機能として
	Sleipnir  
	サーバーサイド型 RSS リーダー
	RSS ポータル
	RSS リーダーのシェア
	RSS の自動発見
	RSS の発信
	ブログツール
	Movable Type
	ブログのビジネス活用（1）
	ブログのビジネス活用（2）
	ブログ検索
	ブログ検索サイト
	Ping サーバー
	PodCasting
	PodCasting        音声版ブログ
	国内の状況
	PodCasting 対応 RSS の作成
	PodCasting対応のブログサービス
	受信プレーヤーソフト
	検索サービス
	まとめ

