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役員データベース構築プログラム使用マニュアル 

作成者：髙須悠介（横浜国立大学） 

作成日：2022/10/21 

A.【注意事項】 

 本マニュアルに記載内容の実行にあたっては，利用者の自己責任で行ってください。 

 本プログラムの実施は Windows 環境での実施を想定しています。Windows 10 および

11 のいずれでも実行可能であることは確認済みです。 

➢ Mac OS での使用については後述の Selenium の使用箇所を除いて実行可能のはず

です。ただし， Mac OS で本プログラムを実行した場合，プログラムのインター

フェース（「F.本プログラムの実行」のインターフェース）が真っ黒になる現象が

発生する可能性があります。これは python の標準ライブラリ”tkinter”に問題が生

じているものと考えられ，対処方法については web にて多く解説されているため

そちらを確認ください（Google 検索で「python mac tkinter 真っ黒」のキーワー

ドで表示されます）。 

 

B. 配布プログラムの取得 

1. 横浜国立大学プレスリリースに記載の連絡先までメールにて本プログラムの利用申請

を行ってください。 

(ア) トライアル期間における本プログラムの提供は大学等の研究・教育機関又は公共

の研究機関等に属する教員、研究員等又は学生（社会人ドクターを含む）に限定し

ております。 

2. 提供された zip ファイルを任意の場所に保存し，解凍してください。 

(ア) 自身でプログラムを変更しない限り，解凍されたフォルダの場所がワーキングデ

ィレクトリとして指定され，後述の「役員の状況」の HTML ファイルやその後の

解析ファイルの保管場所となるため，ストレージを十分に確保できる場所に解凍

してください。なお，2004 年 3 月期から 2022 年 3 月期までの HTML ファイルの

容量は約 10GB であり，その他の処理ファイルを含めると 20GB 程度の容量は確

保してください。 

(イ) 解凍する zip ファイルには 20 万件を超えるファイルが含まれているため，解凍に

は時間がかかります。 

① 効率的に解析を行うために事前に開発者が取得した Javascript による個々の

HTML の解析ファイルが含まれているためです。 

 

C. HTML ファイルの取得 

1. 本プログラムの解析対象となる HTML ファイル（有価証券報告書の「役員の状況」お
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よび「表紙」の HTML ファイル）を用意します。 

(ア) 本プログラムで使用する HTML ファイルはアイエヌ情報センターの「eol」から取

得しており，以下の説明は「eol」の使用を想定しております。なお，「eol」は有償

データベースであり，使用にはライセンスが必要となります（大学に所属している

利用者の場合は大学図書館等で契約されているケースが考えられます）。 

2. 「eol」の書類検索⇒書類別検索⇒基本条件の「日付／期間」に「決算日」を選び，必要

な期間を指定します。 

(ア) 現時点において本プログラムでサポートしている期間は 2004 年３月 31 日～2022

年 3 月 31 日までです。ただし，2022 年 4 月 1 日以降の観測値についても本プロ

グラムにて解析可能ですがその場合には後述する python の selenium ライブラリ

を使用する必要があります。 

① ここでいうサポートは，「開発者が開発の過程で確認したエラーについては修

正を加えている」という意味であり，「完全にエラーが存在しないこと」を意

味しておりません。 

3. 「eol」の書類検索⇒書類別検索⇒開示書類一覧（HTML）⇒「目次分割を指定」の「役

員の状況」のみを選択します。 

 

4. 必要な期間・業種を指定した上で検索実行をクリックして検索結果を表示させます。そ

の上で，ページ左側の「ON」をクリックし，HTML ファイルを選択して「チェックし

たドキュメントをダウンロード」をクリックします。 

(ア) 検索結果は 3,000 件ずつしか取得できないため，業種やデータ収集期間を細切れ

にすることで必要な期間・企業の HTML ファイルを抽出します。 

(イ) 100 件を超える観測値が検索結果として表示された場合でも 1 度にダウンロード

できる HTML ファイル数は 100 ファイルに制限されており，100 件ずつ細切れに

zip 形式でダウンロードする必要があります。  
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5. 開いたウインドウで拡張形式のダウンロードをクリックすることで zip ファイルを取

得します。なお，必要な表示項目を選ぶことで取得した各 HTML ファイルのファイル

名を設定できますが，本プログラムでは図の通りに設定（上から「証券コード」，「資料

名（英数字）」，「分類コード」，「提出日/決算日」）を前提にしており，変更した場合に

は正しく動作しません。 

 

(ア) 本プログラムでは以下のような階層構造で zip ファイルを保存することが必須と

なります。 

① 大元となる board_zip フォルダを作成（配布プログラムのフォルダ内にデフォ

ルトで用意してあります）し，そのなかに必ずサブフォルダを作成してくださ

い（たとえば，業種別にフォルダを作成するなどが考えられますが，サブフォ

ルダが作成されるのであればどのような分類でも OK です）。作成されたサブ

フォルダ内に eol から取得した zip ファイルを保存してください。 

② eol からのファイル収集では 100 件単位で zip ファイルを取得することになる

ため，ある程度分類（例えばサブフォルダとして産業ごとに zip ファイルをま

とめるなど）して収集することで収集時のエラーを減らすことができます。な

お，各フォルダ名および zip ファイル名は自由に設定して問題ありませんが，

本マニュアルでは大元のフォルダを board_zip フォルダとし，以降でも
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board_zip フォルダと呼ぶこととします。なお，board_zip フォルダの保存先

は自由に決めても構いません。 

 
6. 取得した役員データベースを使って経営トップの特定およびその変数化を行いたい場

合には有価証券報告書の「表紙」についても HTML データを取得する必要があります。

このときは上記の手順を「表紙」についても繰り返してください。 

(ア) 「表紙」と「役員の状況」を同時に選択し，取得しようとすると，zip ファイルに

両ファイルが混在してしまうため，本プログラムが正常に動作しなくなるので注

意してください。 

(イ) 本プログラムでは取得した「表紙」の zip ファイルは board_zip フォルダと同じ階

層構造とし，フォルダ名は title_zip フォルダと呼ぶこととします。 

 

【補足】chrome ウェブストアの Vimium の利用 

 eol からの HTML データの取得は単純作業の繰り返しであり，少しでも効率化するために

開発者が利用しているツールに Chrome の拡張ツールである Vimium がある。これによっ

てブラウザ上でクリックできる各項目（チェックボックス，リンクなど）をキーボードだけ

で選択できるため，マウスとキーボードを行き来するタイムロスを減らすことが可能とな

る。ただし，今回のデータ取得においては一部のボタンが Vimium に対応しておらず，マウ

スでのクリックが必要になる。なおこの点についても開発者は autohotkey によってクリッ

ク自体をキーボード操作で代用できるようにしており，このデータ取得の多くの作業をキ

ーボードのみで行っている。 

(注)本補足は Vimium および autohotkey の安全性・信頼性を保証するものではなく，イン

ストールは自身の判断で行ってください。 

 

D. Python の環境構築 

1. Python のホームページ（https://www.python.org/）の“Downloads”からインストーラ

ーをダウンロードします。 

(ア) Python 3 系（3.7.x や 3.8.x，3.9.x，3.10.x など）であればいずれのバージョンでも

本プログラムは実行可能だと考えられますので，最新のバージョンの Python をイ

ンストールすると良いと思います。 

① なお，現在のプログラムは Python 3.7.7，3.8.9，3.10.5 で実行可能であること

https://www.python.org/
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を確認しています。3.9系は実行不可能という意味ではなく，試していません。 

(イ) Python のインストール方法は様々な web サイトで説明されているのでそれらを参

考にしてください。 

2. インストーラーを立ち上げ、最初の画面で Add Python 3.10 to PATH にチェックを入

れ（3.10 は Python のバージョンであるため、インストールするバージョンによって異

なる）、Install Now からインストールを開始します。 

(ア) インストールの最後に“Setup was successful”と表示されているウインドウの

“Disable path length limit”をクリックしておくと，実行環境によってパスが長くな

ってしまってもエラーを出さずに済みます。 

 

3. Windows メニューからコマンドプロンプトを開き、python と打ち込み、Enter を押し

た時に以下のように表示されれば Python のインストールは完了です。 

(ア) コマンドプロンプトは Windows システムツールに含まれています。別の方法とし

ては Windows の検索で“コマンドプロンプト”もしくは”cmd”と打つと出てきます。 

(イ) Mac OS の場合にはアプリケーションのユーティリティからターミナルを開

き，”python3”（windows 版と異なり，”3”まで打ち込む必要があることに注意）と

打ち込み，Enter を押すと同じような画面が表示されます。 
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4. 【重要】3.においてコマンドプロンプトで python と打ち込んでいる場合には①“quit()”

と打ち込み，エンターを押す，もしくは②コマンドプロンプトを閉じて開き直す，のい

ずれかを行ってから 5.に進んでください。 

5. 続いて Python の外部ライブラリをインストールします。本プログラムでは外部ライブ

ラリとして，“beautifulsoup4”, “html5lib”, “numpy”, “pandas”, “selenium”を使用しま

す。 

(ア) 本プログラムが実行可能であることを確認している各ライブラリのバージョンは

以下の通りです。 

① beautifulsoup4 4.11.1 

② html5lib 1.1 

③ numpy 1.21.6 

④ pandas 1.3.5 

⑤ selenium 4.3.0 

6. 外部ライブラリはコマンドプロンプトに”pip install ライブラリ名”と打ち込んでエン

ターキーを押すことでインストールできます。 

(ア) 例えば，“beautifulsoup4”であれば”pip install beautifulsoup4”と入力します。 

(イ) Mac OS の場合には”pip”を”pip3”に置き換えて実行してください。 

 

7. 以上で Python の環境構築は完了です。 

 

E. 上級者向け 

1. 以下のXAMPPのインストールおよびSeleniumドライバーのダウンロードはSelenium

でブラウザを動かし，補助ファイル（data_js_x_x フォルダ）を使わずに利用者自身で

HTML ファイルの解析を全て行いたい場合に実行してください。補助ファイルを使っ

た解析のみで良い場合には「F. 本プログラムの実行」まで進んでください。 

(ア) 以下の目的で本プログラムを使う場合などに当てはまります。 

① 本プログラムがサポートしている期間外の観測値（2022 年 4 月決算以降の観

測値）に対する本プログラムの実行。 

② 本プログラムの改変。 

(イ) Selenium を用いて Microsoft Edge の IE モードを実行することになるため，この
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処理は Windows PC にのみ対応しています。 

2. XAMPP のインストール 

(ア) XAMPP のホームページ（https://www.apachefriends.org/jp/index.html）から、イ

ンストーラーをダウンロードします。 

① 本プログラムでは XAMPP をインストールすることによって使用できる

Apache のみを使用します。そのため XAMPP 自体はインストールする必要は

ないかもしれませんがインターフェースが使いやすいため XAMPP を採用し

ています。 

(イ) インストーラーを起動し，インストールするプログラムを選択できますが、Apache

があれば良いのでほかはチェックを外しても大丈夫です（ただし PHP はデフォル

トで外せなくなっています）。他の設定はデフォルトのままで大丈夫です（Bitnami 

for Xampp という画面が出た場合はチェックを外して OK です）。 

(ウ) インストールが完了したら XAMPP のコントロールパネルを立ち上げるか聞かれ

るので、立ち上げ、表示されたウインドウの Apache の Actions の Start をクリッ

クします。Start ボタンが Stop ボタンに変わったあとに、インターネットブラウザ

上で http://localhost/と入力してアクセスし、XAMPP のサンプルページが確認で

きれば大丈夫です。 

3. Selenium webdriver のダウンロード 

(ア) Selenium のホームページ（https://www.selenium.dev/downloads/）にアクセスし，

“The Internet Explorer Driver Server”をダウンロードします。 

① 64 ビット Windows PC を使用している場合でも推奨されている“32 bit 

Windows IE”をダウンロードしてください。 

② 本プログラムを実行するためには IE driver のバージョンは 4.0.0 以降である

必要があります。 

(イ) ダウンロードした zip ファイルを解凍し，“IEDriverServer.exe”を任意の場所に保

存してください。 

① 提供プログラムの解凍先フォルダ(“main_program.py”が含まれるフォルダ)を

指定すると下記でのプログラム実行時に指定する手間を省くことができます。 

 

F. 本プログラムの実行 

1. 提供プログラムを解凍したフォルダに含まれる”main_program.py”を実行します。 

(ア) ダブルクリックでも実行できると思いますが，実行できない場合には「右クリック

⇒プログラムから開く⇒Python」を指定すれば実行できます。 

2. 以下のインターフェースが表示されます。 
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(ア) 環境によってはディスプレイの最前面に現れないかもしれないので，その時には

タスクバーを確認してください。 

3. ”main_program.py”が含まれているフォルダ（ディレクトリ）をワーキングディレクト

リに指定してください。 

(ア) このフォルダが以下での解析の保存先（各種 ZIP ファイルの解凍先，HTML の

CSV 変換先，脚注 TXT の保存先，役員変数の抽出先）になります。 

4. 「役員の状況」の ZIP ファイルの保存ディレクトリ（board_zip フォルダ）を指定して

ください。 

5. 「表紙」の ZIP ファイルの保存ディレクトリ（title_zip フォルダ）を指定してくださ

い。 

6. 以下は入力例です。 
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(ア) この状態でウインドウの「一括処理の実施」の下にある「実行」ボタンをクリック

すると解析が始まります。 

① この解析には非常に時間がかかります（処理時間は CPU 性能に依存します）。

以下は参考として開発者が各環境で 2004 年 3 月期～2022 年 3 月期までの

69,382 観測値の処理したときの時間を示しています。 

1. Core i7-12700 & メモリ 16GB：約 25 時間 

2. Core i7-11700 & メモリ 16GB：約 28 時間 

3. Core i7-6650U & メモリ 16GB：約 69 時間 

4. Core i5-7200U & メモリ 8GB：約 66 時間 

② 長時間の解析処理のため，パソコンのスリープ設定を停止させておく必要が

あります（ウインドウの電源はオフでも構いません）。 

③ 「表紙」の zip を取得していない場合には「表紙」の ZIP ファイルの保存ディ

レクトリを空欄とすることでそれ以外の処理および変数化が実行されます。 

(イ) 分割処理では一括処理によって行われる操作が左から順番に並べられているため，

順番に実施することで一括処理と同じ結果が得られます。 

7. （以下は上級者向け）提供された補助データを使わずに自身で Selenium によって

HTML を全て解析する場合には以下の操作が追加で必要となります。 

(ア) 提供された zip ファイルの解凍フォルダにある Javascript ファイル（type1.js）を

Apache 起動時の localhost に指定されているフォルダにコピー＆ペーストしてく

ださい。 

① デフォルトのまま XAMPP をインストールした場合には当該フォルダのパス

は” C:\xampp\htdocs”になっていると思います。 



10 

 

(イ) XAMPP コントロールパネルを起動し，Apache を start させてください。 

(ウ) 本プログラムのウインドウにおいて，「Selenium の有効化」にチェックを入れてく

ださい。 

(エ) localhost のディレクトリを指定してください。 

① デフォルトのまま XAMPP をインストールした場合には” C:\xampp\htdocs”

になっていると思います。 

(オ) ダウンロードしておいて IEDriverServer.exe を指定してください。 

① ワーキングディレクトリに IEDriverServer.exe を保存している場合は未入力

でも大丈夫です。 

(カ) Microsoft Edge のパスを指定してください。 

① “C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe”にある場

合（デフォルトではおそらくこのパスだと思われます）には未入力で大丈夫で

す。 

(キ) 以下は入力例です。 

 

(ク) 「一括処理の実施」もしくは「分割処理の実施」で HTML の解析が始まります。 

① Selenium を用いて HTML を全て解析する場合，Selenium を用いない場合と

比較して処理時間が２倍程度長くなります。 

1. Core i7-11700 & メモリ 16GB：約 60 時間 

② Selenium を用いて HTML を全て解析する場合，サポートしている 2004 年 3

月期から 2022 年 3 月期の 69,382 観測値に関しても，幾つかのファイル（10

件前後）がエラーによって解析できない結果になることがあります。ただし，

これらエラーが出たファイルを対象に再度解析を行うとエラーが解消されて

通常通り出力されます。 



11 

 

1. Javascript の出力を python で受け取る際に何らかのエラーが偶発的に発

生していることが原因ではないかと考えています。あくまでも偶発的で

あるため，同じファイルをもう一度解析した場合にはエラーが生じない

ことが多いです。 


