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【著作権について】

USW（ウルトラ・サテライト・ライター）のマニュアル（ツール）は著作権法で保護されている
著作物です。
下記の点にご注意いただき利用ください。

このマニュアル（ツール）の著作権は作成者に属します。
著作権者の許可なく、このマニュアル（ツール）の全部又は一部をいかなる手段に
おいても複製、転載、流用、転売 等することを禁じます。

このマニュアル（ツール）の開封をもって下記事項に同意したとみなします。

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係
法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場
合があります。

このマニュアル（ツール）に書かれた情報は、作成時点で著者の見解等です。
著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有しま
す。

このマニュアル（ツール）作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等が
ありましたら、指摘をいただけると幸いです。状況によって、指摘によって修正などをさせて
いただきますが、お約束はできません。またその誤り等には、著者は一切責任を負わない
ことをご了承願います。

このマニュアル（ツール）を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者は、
一切責任を負わないことをご了承願います。

【使用承諾契約書】
本契約は、USW を購入した個人・法人（以下、甲と称する）と千代正雄（以下、乙と称する）
との間で合意した契約となります。甲が USW を受け取り、このマニュアルを開封す
ることにより、甲はこの契約に同意したことになります。

第 1 条 本契約の目的
乙が著作権を有する USW に含まれる情報を、本契約に基づき甲が非独占的に使用する
権利を承諾するものです。

第 2 条 禁止事項
USW に含まれる情報は著作権法により保護されています。

USW 及びコンテンツを第三者に渡すことは厳しく禁じます。
甲は、自らの事業、所属する会社および関連組織においてのみ USW を使用できるものと
します。

USW を有償・無償を問わず、勝手に第三者に貸与したり販売したりすることは固く禁じま
す。
また USW を使って出力した文章を第三者に貸与したり販売したりすることも固く禁じます。
USW に含まれる情報は甲のみが使用できるものとします。

第 3 条
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甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は事前の通告なく使用承諾契約書を
解除することができるものとします。

第 4 条 損害賠償
甲が第 2 条の規定に違反した場合、本契約の解除にかかわらず、甲は乙に対し違約金と
して、違反件数と販売価格を乗じたものの 50 倍の金額を損害賠償として支払うものとしま
す。

第 5 条 責任の範囲
甲が USW 使用によって期待通りの収益が上がらず、万が一損害が生じたとしても、乙は
一切の責任を負わないものとします。
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１．USWのアップロード

１－１．サーバーへUSWをアップロードする

USW はサーバーへアップロードして、Web ブラウザを介して使うソフトウェアですから、始
めにアップロードをする必要があります。

アップロードをする FTPソフトとして「FFFTP]で説明します。
FFFTP をお持ちでない方はこちらでどうぞ。
http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.html

FFFTP を起動したら「新規ホスト（N)」をクリックします。

ホストの設定名（T)は、自分がわかる任意の名前を入れます。

①②③は、レンタルサーバーから送られてくるサーバー情報のメールに書いてあります。
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さくらインターネットの場合
≪ご契約サービスの情報≫ の部分の
①は FTP サーバ名：****.sakura.ne.jp
②は FTP アカウント：****
③は FTP 初期フォルダの下にあるパスワードを入力

Xserver の場合
▼サーバアカウント情報 の部分の
① は FTP ホスト：***.xsrv.jp
② は サーバー ID
③ は サーバー ID の下にあるパスワードを入力

CORESERVER（XREA サーバ） の場合
▼登録内容の確認▼ の部分の
① は ＦＴＰサーバー：s**.coreserver.jp
② は ID（ＦＴＰユーザー名）：
③ は ID（ＦＴＰユーザー名）：の下にあるパスワードを入力

ミニム の場合
▼マスタードメインの下の部分の
① は ＦＴＰサーバー名：ftp.***.k-pop.ch
② は サーバーユーザー名：
③ は サーバーユーザー名：の下にあるサーバーパスワードを入力

ハッスルサーバー の場合
▼FTP アカウントの部分の
① は ＦＴＰサーバー名：***.hustle.ne.jp
② は ＦＴＰユーザー名：
③ は ＦＴＰユーザー名：の下にあるパスワードを入力

ミニム の場合 (2019/7 の情報）
PHP のバージョンは 7 でなく 5 ですから、使えません。
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①～③を入力後に ④の【OK】を押す
【OK】を押すと下記の画面が出てくるので、【ホスト一覧】より先に記入したホスト名を
クリックして 【接続（S）】をクリックする

接続が成功する黄色に塗りつぶした画面の様に左右に情報が表示されます。

左側は PC のフォルダ、右側はサーバーのフォルダを表しています。
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サーバーのどのフォルダに USW を入れるかを決めてください。
あなたのドメインのトップに USW をフォルダを入れるとすると

さくらインターネットの場合

WWW のフォルダをダブルクリックします。

上のように/home/****/www になっていることを確認します。****がドメイン名です。

USW のフォルダを、右側の（黄色に示している）右側のエリアへドロップ＆ドロップをして
アップロードをします。
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Xserver の場合

始めに、右のフォルダを「/」になるまで上に行きます。
上に行ったら、Xserver で持っている全部のドメイン名が表示されますから、USW を入れる
ドメイン名のフォルダをダブルクリックします。

そうしたら、***.xsrv.jp の中の public_html のフォルダをダブルクリックします。
これで、ドメインの一番上（WWW の直下）になります。

USW のフォルダを、右側の（黄色に示している）右側のエリアへドロップ＆ドロップをして
アップロードをします。
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CORESERVER（XREA サーバ） の場合

始めに、右のフォルダを「/」になるまで上に行きます。
上の public_html フォルダをダブルクリックします。

持っている全部のドメイン名が表示されますから、USW を入れるドメイン名のフォルダをダ
ブルクリックします。

USW のフォルダを、（黄色に示している）右側のエリアへドロップ＆ドロップをしてアップ
ロードをします。
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１－２．無料サーバーでUSWを使う

レンタルサーバーを使うのにお金（年数千円程度）が必要ですが、無料サーバーを使えな
いかと思う人もいるでしょう。

無料サーバーとは、無料で使える代わりに作ったサイトに広告が表示されることが多いで
すが、USW を使うのには別に問題になりません。ですから、無料サーバーを使えばいいと
思うのですが、実は忍者の無料サーバーを調べたら「php で作ったサイトは使えません」と
のことでした。

ただし、下のサイトでは PHP の使える無料サーバーを紹介しています。
https://xn--t8j4aa4ntgvb8c2dre1cxqka5g3fb2887p2be232esy9i.com/post-1248

エックスサーバー社のドメイン取得サービス「Xdomain」にて利用できる無料レンタルサー
バー
https://www.xdomain.ne.jp/server/

レンタルサーバー業界大手のネットオウルが運営する無料レンタルサーバー
https://www.star.ne.jp/free/
PHP+MySQL 対応プランを選びます。

古くからレンタルサーバーの運営を行なっているパラダイムシフトが展開する無料レンタ
ルサーバー
http://sitemix.jp/
http://tok2.com/

USW は DB は使いませんから、php が使えれば大丈夫です。ただし php は ver7 にしてく
ださい。
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１－３．サーバーなしでUSWを使う

どうしてもサーバーを使えない場合には、XAMPP（ザンプ）というソフトウェアを使います。

XAMPP というのは、自分の PC を自分だけのサーバーにすることができるという無料でもス
グレモノです。

次のどちらかの URL を参照して自分の PC に XAMPP を導入してください。
https://blog.codecamp.jp/xampp_install
https://techacademy.jp/magazine/1722

XAMPP を立ち上げると下のような画面が出ますから、Apache の右側の「Start をクリックす
ると数秒間待つと「Stop」に変わります。

なんと、これでもうあなたの PC がサーバーにもなるのです。
導入したフォルダxampp は C:xampp にあるでしょう。そのフォルダxampp の中にフォルダ
htdocs がありますのでダブルクリックをして、その中を見てください。

ここにフォルダusw をコピーします。

そうすると、ブラウザで http://localhost/usw/を入力すると USW が立ち上がります。

ただ、生成された文章がダウンロードをしても中身がありません。xampp の限界ですから、
フォルダusw の中のフォルダuswzip の中を見てください。ここに文章ができていますから、
それを使ってください。

またサイトを作成した時は、フォルダ sites の中にサイトができています。

ただしサーバーと言っても自分の PC ですから能力は限定的です。USW を多くの文章を
生成するように指定をすると、長時間かかったり、途中でエラーになってしまうことがありま
すので、あまり数多くの出力を望まないでください。例として手元の 4 万円の PC では、段
落数 5 個 x1,000 記事は 10 秒くらいで OK でしたが、3,000 記事ではエラーになりました。
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２．USWの実行

USW を入れたフォルダを URL として入れると、USW が実行されます。
例えば、hoge.com というドメインのトップ（www の直下）に入れたとすると、
www.hoge.com/usw/ と指定すればよいのです。

もし、hoge.com/tool というフォルダに USW を入れた場合でしたら、
www.hoge.com/tool/usw/ と指定すればよいのです。

このような６つのメニューのある画面が出ます。

「記事文章の作成」をクリックすると、USW はリライトした文章を大量に作成してくれます。

「サイトの作成」をクリックすると、USW はリライトした文章から複数のサイトを作成してくれま
す。

「元記事データの概要」をクリックすると、USW が使う元記事に関するデータ（元記事の数
とリライト数と平均文字数）を見られます。

「元記事データの登録」をクリックすると、PC 上にある元記事データのテキストファイルを
サーバーに登録をします。

「MTファイルの投稿日付の設定」は、持っている MTファイルの投稿日付を任意に設定し
直すことができます。

「初期化」はパラメータを初期化します。

PHP が ver7 より前の場合、上のように赤く警告が出ます。
Ver5.6 では動きません。

それでは、この６つのメニューのことを説明します。
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２－１．記事文章の作成

下のような画面が表示されます。
上から、順番に説明します。

２－１－１．　戻ります

「戻る」をクリックすると、前の画面に戻ります。

２－１－２．　元記事　文章作成数

リライトの元記事を選びます。画面では「サンプルエステ」を表示していますが、１０個以上
の分野の元記事がサンプルとして提供されています。サンプルは３記事だけ提供されてい
ます。実際には 100 記事を使います。

後で説明しますが、あなたが購入された元記事をアップロードすると、この中に入ります。
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元記事を選んだら、その右の文章作成数を指定します。指定できるのは、1～10,000 です。
xserver で試してみると 10,000 記事でも、10 秒くらいで作成できます。

その右の「文章作成」というボタンをクリックすると、作成が開始されます。

一番右の「変換あり」というのは、サーバーによってクリックするのがいいのか、クリックしな
いのがいいのかが違っています。

こういうふうに元記事の名前が文字化けしていたら、「変換あり」をクリックしてください。する
といったん元の画面に戻りますが、そこでまた「記事文章の作成」をクリックすると、元記事
の名前が化けていない画面になるはずです。以後、同じサーバーを使っている限りは、二
度とクリックする必要はありません。

またブラウザによってはダウンロードをするとサイズが 0 になり、中身がないことがあります。
ブラウザは chrome がオススメです。

なお、作った文章はフォルダusw の中のフォルダuswzip の中に作られています。そして、
そのフォルダを圧縮ファイルにしたのがフォルダusw の中にファイル usw.zip となっていま
す。ですから、ブラウザを頼らずに、ご自分で FTP でダウンロードしても問題はありません。

２－１－３．　出力文字コード

出力される記事文章の文字コードを、SJIS か UTF か EUC を選べます。

通常は PC では SJIS を使っていますが、インターネットでは UTF が主流になっています。
csv は SJIS でないと、文字化けします。

２－１－４．　段落数

元記事は全部で１００記事（100 段落）ありますが、１つの文章にいくつの元記事を使うかを
指定します。

PSW_ver.2 では、約 80 文字の元記事が 100 記事ありましたが、必ずそのうちの異なる 15
記事を使っています。（ですから 1300 文字程度の文章になります。）

USW では、約 200～500 文字の段落が１つの元記事になり、その元記事（段落）が 100 個
あります。100 個のうち異なる段落 1 個～20 個を選んで文章を作ります。（ですから、200
文字程度～10,000 文字くらいの文章が作れます。）
１つの文章に使う段落（元記事）の数を「段落数」で指定します。

２－１－５．　記事タイトル

記事タイトルを生成するかどうか、生成するのならどう作るかを指定します。

１）　なし あり
これで生成するかしないかを指定します。
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２）　タグなし <h>
タイトルに HTML のタグ（<h1>とか<h2>）をつけるかどうかを指定します。
<h>を指定した場合は、その後に１～７の数字を入れます。3 を入れれば<h3>のタグを入れ
ます。

３）　段落にはなし　段落にもあり
上で書いたタイトルは 1～20 個の段落で構成した文章全体に対してのタイトルですが、
「段落にもあり」を指定すると、それぞれの段落にもタイトルが付きます。通常は、<h>を指
定した時に使います。

そうすると、<h>で指定した数字に 1 を加えた数字が段落のタイトルに使われます。つまり、
<h>に 3 を指定すれば、、以下のような文章になります。
<h3>全体タイトル</h3>
<h4>1 番目のサブタイトル</h4>
1 番目のリライトされた元記事

<h4>2 番目のサブタイトル</h4>
2 番目のリライトされた元記事

なお PSW_ver.2 はタイトルを作成したリライト文から作りますが、USW ではリライト文をさら
にリライトして別の文言にしています。

４）キーワード
任意のキーワードを指定できます。次の挿入率で指定した割合で、タイトルの前に「キー
ワード|」が付けられます。キーワードの出現率を高くしたいときなどに使うでしょう。

５）挿入率
キーワードを指定した場合に、何％の文章でキーワードをタイトルに挿入するかを指定しま
す。

文章作成数が 12 個で、挿入率が 30％なら、12x30％≒3 個のタイトルにキーワードが挿入
されて、残り 7 個の文章のタイトルは変わりません。

段落にもタイトルを付けた場合は、そちらにもキーワードが挿入されます。例えば段落を４
つの文章を６個生成したとすると、タイトルは大タイトルを６個、小タイトルを４ｘ６＝２４個で
合計３０個のタイトルを生成します。
もし挿入率が２５％なら 30x25％≒７個のタイトルにキーワードが挿入されて、残り 23 個の
タイトルは変わりません。

２－１－６．　概要

MTファイルを出力すると、概要を書く欄があります。せっかくですから、概要も出力できる
ようになっています。

CSVやテキストでも概要は出力されます。

なお USW は概要を作成したリライト文の先頭から作りますが、内容はリライト文をさらにリラ
イトして別の文章にしています。
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２－１－７．　テキストの置換を入れる

リライトされた文章の中にある言葉を別の言葉に変えることができます。例えば「ダイエット」
を「痩せる」にすることができます。通常は使わないと思いますので、説明は２－１－２０でま
とめました。

なお、置換がされるのは元記事をリライトしてできた（タイトル、概要、本文の全ての）文章と
２－１－８で挿入したテキストが対象になります。

２－１－８．　リンクやテキストを挿入する

リライトされた文章の中の各段落の間に、指定したリンクやテキストを挿入することができま
す。例えばアフィリエイトのタグやバナーを入れることができます。通常は使わないと思いま
すので、説明は２－１－２１でまとめました。

２－１－９．　改行タグ

通常はスマホは１行の幅が狭く、PC は広いですから、段落等以外には改行は入れません
で、それぞれ表示している端末（スマホ、PC 等）によって自動的に改行がされます。

おすすめはしませんが、特に改行をしたい場合があれば、「あり」をクリックします。そして、
何文字で改行をするかを指定します。ただし、２－１－８で書いた挿入された文は改行はさ
れません。なぜなら、<a href=”http;// という文字の途中に改行タグを挿入してはおかしく
なります。

２－１－10．　classタグと classの名前

生成された HTML のタグに class の指定を付加します。これだけでは、特に見た目が変わ
るわけではありませんが、CSS で class を指定すれば、それぞれの HTML タグが見た目が
違って表示されます。
class タグを

• ランダム・・・「なし」と「あり」を乱数で選びますから、文章によって変わります。
• なし・・・タグを作りません。
• あり・・・タグを作ります。

class の名前
• ランダム・・・ランダムな a～z で 3桁の名前になります。
• 固定・・・下のように、固定した名前になります。

HTML タグ 固定の class 名 備考

li class-li

h1～h7 class-h1～class-h7 1～7 は、記事タイトルで指定した<h>の数字

section class-sec 

article class-art

div class-div

p class-p

２－１－11．　<br> と<li>

各文に<br> タグと<li>タグをつけるかどうかを指定します。
• ランダム・・・「なし」と「あり」を乱数で選びますから、文章によって変わります。
• なし・・・タグを作りません。
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• あり・・・タグを作ります。
<br> は文の後ろに
<li>は文の先頭につきます。
<li>エステを利用する際は、そのエステに関する口コミを確認しておいてください。お店の
名前に加え、「口コミ」と入力して結果をくまなく目を通してみると、質の良いサービスを提
供してくれるエステサロンなのか判別ができるはずです。うっかり契約してしまい、無駄に
なったりしないので良いです。頻繁にテレビの CM で流れているような資本力の大きな企
業であっても、そんなに良い評判を目にしない場合は、契約書にサインするのを避けた
方が無難です。<BR>

２－１－12　　<p> と<div>

各文ではなく、文章全体に<p> タグと<div>をつけるかどうかを指定します。
• ランダム・・・「なし」と「あり」を乱数で選びますから、文章によって変わります。
• なし・・・タグを作りません。
• あり・・・タグを作ります。

<p> が内側で、その外に<div>が来ます。
<div class='class_div'>
<p class='class_p'>
<li>エステを利用する際は、そのエステに関する口コミを確認しておいてください。お店の
名前に加え、「口コミ」と入力して結果をくまなく目を通してみると、質の良いサービスを提
供してくれるエステサロンなのか判別ができるはずです。うっかり契約してしまい、無駄に
なったりしないので良いです。頻繁にテレビの CM で流れているような資本力の大きな企
業であっても、そんなに良い評判を目にしない場合は、契約書にサインするのを避けた
方が無難です。<BR>
</p>
</div>
div には calss_div、p には class_p というクラスを定義してあります。CSS で、さらに見た目を
変えることが可能です。

２－１－13　　<section>と<article>

<p>と<div>と同様に、文章全体に<section> タグと<article>タグをつけるかどうかを指定しま
す。

• ランダム・・・「なし」と「あり」を乱数で選びますから、文章によって変わります。
• なし・・・タグを作りません。
• あり・・・タグを作ります。

<section> が外側で、その内側に<article>が来ます。
<h4>エステの契約をする前には、そのエステに関する情報を</h4>

<section class='class-sec'>
<article class='class-art’>
<div class='class_div'>
<p class='class_p'>
エステを利用する際は、そのエステに関する口コミを確認しておいてください。お店の名
前に加え、「口コミ」と入力して結果をくまなく目を通してみると、室の良いサービスを提供
してくれるエステサロンなのか判別ができるはずです。うっかり契約してしまい、無駄に
なったりしないので良いです。頻繁にテレビの CM で流れているような資本力の大きな企
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業であっても、そんなに良い評判を目にしない場合は、契約書にサインするのを避けた
方が無難です。<BR>
</p>
</div>
</article>
</section>

上が全部を「あり」で指定した場合です。

これらのタグが SEO 的に影響があるかどうかは不明ですが、作るサイトによってバラエティ
があった方が、ないよりはいいと信じます。

２－１－14．　<br>（改行）を付加

２－１－９で説明した改行タグは固定した文字数で改行タグ（<br>>）を入れましたが、こち
らは指定した文字（列）の後に<br>を付加します。

指定する文字列は全部で 10 個まで指定できます。多くの方は、句読点（、と。）でその後
に<br>を入れれば、読みやすい記事になると思いますね。その他に「？」や「！」も文の終
わりになることが多いですから、それも指定してもいいと思います。

上の例文で「。」を指定した場合は以下のようになります。
エステを利用する際は、そのエステに関する口コミを確認しておいてください。<BR>お店
の名前に加え、「口コミ」と入力して結果をくまなく目を通してみると、質の良いサービスを
提供してくれるエステサロンなのか判別ができるはずです。<BR>うっかり契約してしまい、
無駄になったりしないので良いです。<BR>頻繁にテレビの CM で流れているような資本
力の大きな企業であっても、そんなに良い評判を目にしない場合は、契約書にサインす
るのを避けた方が無難です。<BR>

これがブラウザで見ると、下のようになります。
エステを利用する際は、そのエステに関する口コミを確認しておいてください。
お店の名前に加え、「口コミ」と入力して結果をくまなく目を通してみると、質の良いサービ
スを提供してくれるエステサロンなのか判別ができるはずです。
うっかり契約してしまい、無駄になったりしないので良いです。
頻繁にテレビの CM で流れているような資本力の大きな企業であっても、そんなに良い評
判を目にしない場合は、契約書にサインするのを避けた方が無難です。

２－１－15．　MTファイル形式の出力

MTファイル形式で出力するかどうかを指定します。

「まとめて出力（１つのファイル） 」をチェックをすると、全部の文章を１つの MTファイルとし
て出力します。通常は MTファイルはこうします。

「個別に出力（文章毎） 」をチェックをすると、１つの文章を１つの MTファイルとして出力し
ます。ファイル名は MT-1.txt、MT-2.txt となります。
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「記事タイトルを出力ファイル名にする」をチェックをすると、１つの文章を１つの MTファイ
ルとして出力します。ファイル名は MT-記事タイトル.txt になります。

まれに複数のファイルで同一のファイル名を持つことがあります。これは USW の制限です。
同一のファイル名の複数の MTファイルは、最後の１つだけになります。

キーワードを挿入すると、タイトルに「キーワード|」が挿入されますが、ファイル名には「|」は
使えないので「|」は除かれます。

２－１－16．　CSVファイル形式の出力

CSVファイル形式で出力するかどうかを指定します。

「まとめて出力（１つのファイル） 」をチェックをすると、全部の文章を１つの CSVファイルと
して出力します。

「個別に出力（文章毎） 」をチェックをすると、１つの文章を１つの CSVファイルとして出力
します。ファイル名は csv-1.csv、csv-2.csv となります。

「記事タイトルを出力ファイル名にする」をチェックをすると、１つの文章を１つの CSVファイ
ルとして出力します。ファイル名は記事タイトル.csv になります。

「タイトル行あり」をチェックすると、CSVファイルの先頭行が「タイトル」「概要」「本文」という
タイトル行になり、2 行目からが記事になります。チェックしなければ、先頭行は記事です。

まれに複数のファイルで同一のファイル名を持つことがあります。これは USW の制限です。
同一のファイル名の複数の CSVファイルは、最後の１つだけになります。

キーワードを挿入すると、タイトルに「キーワード|」が挿入されますが、ファイル名には「|」は
使えないので「|」は除かれます。

２－１－17．　テキストファイル形式の出力

テキストファイル形式で出力するかどうかを指定します。

「まとめて出力（１つのファイル） 」をチェックをすると、全部の文章を１つのテキストファイル
として出力します。

「個別に出力（文章毎） 」をチェックをすると、１つの文章を１つのテキストファイルとして出
力します。ファイル名は text-1.txt、text-2.txt となります。

「記事タイトルを出力ファイル名にする」をチェックをすると、１つの文章を１つのテキストファ
イルとして出力します。ファイル名は記事タイトル.txt になります。

まれに複数のファイルで同一のファイル名を持つことがあります。これは USW の制限です。
同一のファイル名の複数の的でファイルは、最後の１つだけになります。

キーワードを挿入すると、タイトルに「キーワード|」が挿入されますが、ファイル名には「|」は
使えないので「|」は除かれます。

なお、出力されるファイルが１つの場合はそのままダウンロードされますが、複数のファイル
の場合は圧縮ファイルとしてダウンロードされます。
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また XAMPP を使った場合はダウンロードされても中身がありません。USW を入れたフォル
ダの中のフォルダ（C:\xampp\htdocs\usw\uswzip）の中に作られますから、それをコピーし
て使ってください。
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「ここからはMTファイルの場合のみ指定します 」と書いた下は、MTファイルは投稿

日付を指定できますので、それを指定するためにあります。
MTファイルを使わなければこのページに書いてあることは無視してください。

２－１－18．　最初の日付

MTファイルの最初の日付を指定します。
この後の説明では「2018/12/25」を指定したと仮定します。

２－１－19．　記事の時刻

投稿時刻も指定しますが、0:00 から 23:59:59 までを指定してもいけないということはありま
せんが、自分だったら使う時刻が、例えば朝６時から夜９時だったら、6 と 21 を指定してお
けば、その間に時刻をランダムに指定します。

２－１－20．　日付の指定

前の記事を投稿した日から何日（0～99）後に投稿するかを指定します。

例えば、上のように指定すると、最初の１個の記事を（最初の日付から）０日間隔ですから、
最初の記事は「2018/12/25」に投稿します。

２番目の記事は、前の行の最後に投稿した日付（2018/12/25）より１日間隔ですから
「2018/12/26」に投稿します。

３番目の記事は、前の行の最後に投稿した日付（2018/12/26）より２日間隔ですから
「2018/12/28」に投稿します。

今度は、記事の個数を増やしてみました。
最初の２個の記事は、（最初の日付から）０日間隔ですから、２つ共記事は「2018/12/25」
に投稿します。もちろん、時刻は違ってます。

３番目と４番目の記事ですが、まず３番目の記事が前の行の最後に投稿した日付
（2018/12/25）より１日間隔ですから「2018/12/26」に投稿します。
次の４番目は、３番目の投稿した日付（2018/12/26）より１日間隔ですから「2018/12/27」
に投稿します。

その次の５番目の記事は、前の行の最後に投稿した日付（2018/12/27）より 2 日間隔です
から「2018/12/29」に投稿します。

これで、どの記事がいつ投稿されるか（というより、前の投稿より何日たってから投稿される
か）が理解できたでしょうか。
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２－１－21．　テキスト置換の説明

２－１－７で省略した説明をします。
この機能は「２－１．記事文章の作成」と「２－２．サイトの作成」で共通して使えます。

「置換」をクリックしますと、以下の画面が表示されます。

「文章のうちで置換される文章の％」は、文章作成数で指定した数のうち、何％がテキスト
置換がされるかを指定します。
もし文章作成数が 10 個で、文章のうちで置換される文章の％を 50 にしたら、10x50%=5 個
の文章が置換をされ、残る 5 個は置換がされないことになります。

「２－２．サイトの作成」で使われた時には、サイト作成数で指定した数のサイトのうち、何％
がテキスト置換がされるかを指定します。

sample というのは、はじめから指定してある置換のサンプルです。名前（sample）の上でク
リックしますと、次の画面が表示されます。

「ダイエット」という言葉を「減量」に置換をする指定で、置換率は 100％になっています。
これはあくまで例であって、実際に自分が置換したい言葉を置換前ワードに記入し、その
言葉を置き換えしたい言葉を置換後ワードに記入します。
置換率は、出てきた言葉のうち何％を置換するかを指定します。

全部で 20 個の置換の組み合わせを指定できます。

「確定」をクリックしますと、元の画面に戻ります。
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「sample は変更ができました」というメッセージが表示されます。

なお、「名前」を sample から他の言葉に変えてから「確定」をクリックしますと、以下のように
変更ではなく追加がされます。

「sample2 は追加ができました」というメッセージが表示されます。そして新しい名前
（sample2）で１行増えています。また、説明も自由に変更ができます。（説明は、置換自体
には何も影響はしません。自分の覚書として使ってください。）

また「確定」の隣の「キャンセル」をクリックすると、置換前ワードも置換後ワードも変更はなく、
元に戻ります。

その隣の「消去」をクリックすると、
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画面のように「削除してよろしいでしょうか？」と確認を求めて、「OK]をクリックすると、その
名前の置換の定義は消されます。

sample2 を削除すれば、元通り 1 個だけ変換の定義が残ります。

変換の定義の数は制限はありませんから、いくつでも定義してかまいません。１つの定義
には、前に書いたとおり 20 個までの置換前ワードと置換後ワードが定義できます。

ただし、実際に置換をするには、名前の前にある「順番」に数字を入れてください。複数の
置換の定義を使うのなら、それぞれに数字を入れます。入れた数字の小さい定義から順
番に置換が行われます。

例えば、以下のように sample は順番は２で、sample2 は順番は１だとすると、

もし、sample に「ダイエット->減量」が定義されていて、sample2 に「ダイエット->痩せる」が
定義されていると、始めに sample2 が処理されますから、ダイエットは「痩せる」に変わって
いて、sample の「減量」への置換は行われません。（sample2 で置換率を 100％の場合）

これが、順番は逆にすれば、ダイエットは sample で減量に置換されて、sample2 では置換
はされないです。

順番を指定しない（空白にする）と、その行の定義は使用されません。
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「戻る」をクリックする時に、順番が指定されると、戻った画面で「テキスト置換」の後が「な
し」だったのが、「あり」に変わっています。

テキストの置換を制御するのは、まとめると次の３つの箇所でされます。

「テキストの置換を入れる」画面の
「文章のうちで置換される文章の％」

全ての置換が、文章単位で置換がされるかされな
いかを％で指定します。

「サイトの作成」の場合には、サイト単位で置換
がされるかされないかを％で指定します。

「テキストの置換を入れる」画面の「順番」 １つの置換の定義（20 個までの置換前ワードと置
換後ワードがある）が、使用するのだったら、順
番に数字を入れる。

順番が空白でしたら、その定義は使用されませ
ん。

「テキストの置換を定義する」画面の「置換率」 1 対の置換前ワードと置換後ワードに対して、
何％を置換するかを指定します。

０を指定すれば、置換はされないです。
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２－１－22．　リンクやテキストを挿入することの説明

２－１－8 で省略した説明をします。
この機能は「２－１．記事文章の作成」と「２－２．サイトの作成」で共通して使えます。

「挿入」をクリックしますと、以下の画面が表示されます。

文章のうちで挿入される文章の％は、文章作成数で指定した数のうち、何％がリンクやテ
キストの挿入がされるかを指定します。
もし文章作成数が 10 個で、文章のうちで挿入される文章の％を 50 にしたら、10x50%=5 個
の文章が挿入をされ、残る 5 個は挿入がされないことになります。

「２－２．　サイトの作成」で使われた時には、サイト作成数で指定された数のサイトのうち、
何％がリンクやテキストの挿入がされるかを指定します。

sample というのは、はじめから指定してある挿入のサンプルです。名前（sample）の上でク
リックしますと、次の画面が出てきます。

3 つの挿入が定義されています。
最初の指定は段落 No が 0 ですから、最初の段落の前に挿入されます。挿入されるテキス
トは「テレビや<L>ラジオ</L>」で、<L>と</L>で挟んだ部分がアンカーテキストになり、URL
に指定された「http://example.com/」を使ってリンクが定義されます。
ですから挿入されるテキストは「テレビや<a href="http://example.com/" >ラジオ</a>」に
なります。
挿入率は 100％になっています。挿入率は、実際に何％の挿入が実行されるかを指定し
ます。

段落とは、「2－1.　記事の作成」では１記事に最高 20 段落まで指定でき、「２－２．　サイト
作成」では１ページに最高 100 段落まで指定できます。

2 つ目の指定は段落 No が 2 ですから、2 番目の段落の後に挿入されます。
バナーが指定されていますが、これはテキストの後に挿入されます。バナーはアフィリエイ
トのバナーなどに使うでしょう。ここでは Youtube のタグを指定してあります。
段落が１つしかない文章だったら、段落 No が 2 の挿入はされません。
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3 つ目の指定は段落 No が 1 ですから、1 番目の段落の後に挿入されます。

全部で 20 個の挿入を指定できます。

「確定」をクリックしますと、元の画面に戻ります。

「sample は変更ができました」というメッセージが表示されます。

なお、「名前」を sample から他の言葉に変えてから「確定」をクリックしますと、変更ではなく
追加がされます。
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「sample2 は追加ができました」というメッセージが表示されます。そして新しい名前
（sample2）で１行増えています。また、説明も自由に変更ができます。（説明は、挿入自体
には何も影響はしません。自分の覚書として使ってください。）

また「確定」の隣の「キャンセル」をクリックすると、段落 No、テキスト、URL、バナー、挿入率
には変更はなく、元に戻ります。

その隣の「消去」をクリックすると、

画面のように「削除してよろしいでしょうか？」と確認を求めて、「OK]をクリックすると、その
名前の挿入の定義は消されます。

sample2 を削除すれば、元通り 1 個だけ挿入の定義が残ります。

挿入の定義の数は制限はありませんから、いくつでも定義してかまいません。１つの定義
には、前に書いたとおり 20 個までの挿入が定義できます。
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ただし、実際に挿入をするには、名前の前にある「順番」に数字を入れてください。複数の
挿入の定義を使うのなら、それぞれに数字を入れます。入れた数字の小さい定義から順
番に挿入が行われます。

例えば、以下のように sample は順番は２で、sample2 は順番は１だとすると、

もし、sample に段落１に挿入が定義されていて、sample2 にも段落１に挿入が定義されて
いたら、最初に sample2 の定義したリンクやテキストが挿入され、その後に sample の定義し
た挿入がされます。

これが、順番は逆にすれば、最初に sample で定義した挿入がされて、その後に sample2
が挿入されます。

「戻る」をクリックする時に、順番が指定されると、戻った画面で「リンクやテキストの挿入」の
後が「なし」だったのが、「あり」に変わっています。

リンクやテキストの挿入を制御するのは、まとめると次の３つの箇所でされます。

「リンクやテキストを挿入する」画面の
「文章のうちで挿入される文章の％」

全ての挿入が、文章単位で挿入がされるかされな
いかを％で指定します。

「サイトの作成」の場合には、サイト単位で挿入
がされるかされないかを％で指定します。

「リンクやテキストを挿入する」画面の「順番」 １つの挿入の定義（20 個までのテキスト、URL
やバナーなどがある）が、使用するのだったら、
順番に数字を入れる。

順番が空白な行の挿入はされません。

「リンクやテキストの挿入定義する」画面の「挿
入率」

段落 No で指定した段落があれば、その後に何％
の場合に挿入をするかを指定します。

０を指定すれば、挿入はされないです。
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なお、挿入された文に対しては、２－１－９で説明した改行は挿入されません。もし、挿入
をすると、<a href=’http://・・・>という途中に挿入されておかしな出力になる可能性があり
ますから、制限をしています。
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２－２．サイトの作成

下のような画面が表示されます。
上から、順番に説明します。
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２－２－１．　戻ります

「戻る」をクリックすると、前の画面に戻ります。

２－２－２．　サイト作成数

サイトは 1 サイトにつき 100 個ある元記事をリライトして作ります。いくつサイトを作るかを指
定し「サイト作成」をクリックすると作成します。

USW では 1 度に最高 1,000 個のサイトを作れますが、100 個ぐらいがおすすめです。
USW 自身の制限ではなく、使っているサーバーにより使用するメモリーサイズとか実行時
間などに制限がありますから、せっかく 1,000 個のサイトを作っても使えないことがあります。
その点、100 個ならばxserver では 10 秒あまりで作成できますから、なんら問題はなくでき
ます。おそらく他のサーバーでも 100 個ぐらいならば制限にかかることはないと思います。

もし、本当に 1,000 個のサイトが必要でしたら、100 個ずつ 10回作成すれば問題なくサイ
トはできます。

その右の「変換あり」というのは、サーバーによってクリックするのがいいのか、クリックしな
いのがいいのかが違っています。

こういうふうに元記事の名前が文字化けしていたら、「変換あり」をクリックしてください。する
といったん元の画面に戻りますが、そこでまた「サイトの作成」をクリックすると、元記事の名
前が化けていない画面になるはずです。以後、同じサーバーを使っている限りは、二度と
クリックする必要はありません。

サーバーにできたサイトはダウンロードされますが、ブラウザによってはダウンロードをする
とサイズが 0 になり、中身がないことがあります。ブラウザは Chrome がオススメです。

また Chrome で画面の左下に、このようなメッセージが出ることがあります。

これは、ファイルの中身を見て出している警告ですが「破棄」をクリックするとダウンロードが
されませんから、「継続」をクリックしてください。

ただしダウンロードをしても、解凍ができないファイルのことがあります。（たいていファイル
サイズが小さくなっています。）テキストエディタ（メモ帳等）を開いて、その画面に zip ファイ
ルを持っていくと中身が見えます。
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これは、1,000 個のサイトは作ったけれど、それをダウンロードしようとするとプログラムが致
命的なエラー（Fatal error）を起こしたことを示しています。その後に原因（メモリーが大き
すぎる）が書いてあります。

この場合、どうしても作った 1,000 個のサイトを使いたいと思うのなら、作ったサイトはフォル
ダusw の中のフォルダsites の中に作られています。そして、そのフォルダを圧縮ファイル
にしたのがフォルダusw の中にファイル sites.zip となっています。ですから、ブラウザを頼
らずに、ご自分で FTP でダウンロードしても問題はありません。

ただ、こうした面倒が起こるのも 100 個を超えるサイトを 1 度に作成すると起こることが多い
ですから、繰り返しますがサイト作成は 1 度は 100 個までがおすすめです。

また XAMPP を使った場合はダウンロードされても中身がありません。USW を入れたフォル
ダの中のフォルダ（C:\xampp\htdocs\usw\sites）の中に作られますから、それをコピーして
使ってください。

２－２－３．　出力文字コード

出力される記事文章の文字コードを、SJIS か UTF か EUC を選べます。

通常は PC では SJIS を使っていますが、インターネットでは UTF が主流になっています。
作ったサイトの文字コードは以下のどれかを HTML で指定しています。

　　<meta charset='Shift_JIS'>
　　<meta charset='UTF-8'>
　　<meta charset='EUC-JP'>

もし、サイトを修正をして書き込むときに文字コードを変えると、上の指定と異なって文字化
けをする原因になります。

２－２－４．　サイトの構成（段落数）

USW ではリライトされる１００個の元記事の１つずつが 200 文字～500 文字の段落になって
います。その段落をいくつかを１ページに使ってサイトを作りますから、いくつ段落を使うか
を指定します。

「トップページ」で、最小と最大の段落数を指定します。作られる複数のサイトのトップペー
ジを 1,000 文字～2,000 文字程度なら段落数は 5～8 個くらいあればいいでしょう。もし、か
なり長いトップページを指定するのなら、例えば 50 個を指定すれば１万～2 万文字くらい
になります。

「個別ページ」でも、最小と最大の段落数を指定します。同じ値を指定すれば、すべての
個別ページが同じ段落数を持ちます。

なお最後に残っている段落数が個別ページの最小段落数よりも小さい場合は、残ってい
る段落はトップページに追加して使われます。

「サイト作成」をクリックするとサイトを作成します。結果は全部のサイトを含んだフォルダを
圧縮ファイルにしてダウンロードされます。
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２－２－５．　キーワード

指定をしなければ「サイト作成数」で選んだ元記事の名前がキーワードになります。それを
違うキーワード（例えば「エステ」を「エスティックサロン」）を指定することができます。その
キーワードは、作成されるリライト記事の内容に影響はしませんが、「サイト管理者」と「サイ
トマップ」のページの中と「グローバルメニュー」で使われます。

また挿入率を 0 以外を指定すると、その％の記事のタイトルに「キーワード：」という記述が
記事タイトルの先頭に挿入されます。この場合のタイトルとは、記事のタイトルと共に各段
落の見出しも含みます。
あまり大きな値を指定すると、いかにも不自然になります。10％とか 20％くらいがいいので
はと思います。

これから下の指定は「ランダム」を推奨します。これらは作るサイトを、それらが機械で生成
されたものでないように、それぞれを違ったサイトにするためにものですから、ランダムで指
定をサイトごとに変わることが望ましいと思われます。

２－２－６．　サイトの桁数

サイトの構成は、サイドメニューを持たない１カラム（最下段にメニューがあります）、左右の
どちらかに持つ２カラム、左右両方を持つ３カラムがあります。

「ランダム」ならサイトごとに乱数で決めます。
「ランダム」でなければ、すべてのサイトが同じ桁（カラム）数になります。

２－２－７．　「テキストの置換をする」から「<br>（改行）を付加」まで

２－１－７から２－１－１４で説明してありますので、そちらを参照してください。

２－２－８．　グローバルメニュー

グローバルメニューとは、ヘッダー部分と本文部分の間にあるメニューです。これ
を、作るか作らないかを選びます。

「ランダム」ならサイトごとに乱数で決めます。
「ランダム」でなければ、すべてのサイトが同じ指定になります。

２－２－９．　プロフィール

プロフィールとはサイト管理者の自己紹介のページです。これを、作るか作らない
かを選びます。

「ランダム」ならサイトごとに乱数で決めます。
「ランダム」でなければ、すべてのサイトが同じ指定になります。

２－２－10．　問い合わせ

問い合わせのためのページです。これを、作るか作らないかを選びます。

「ランダム」ならサイトごとに乱数で決めます。
「ランダム」でなければ、すべてのサイトが同じ指定になります。

「問い合わせ」ページは、見かけ上は完成していますが、実際には問い合わせを送っても
無視されます。もし、本当に問い合わせをもらいたいのならば、php などでその処理をする
プログラムが必要になります。
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２－２－11．　サイト管理者

サイト管理者がサイトについて語るページです。内容は次の３項目からなります。
1. 著作権について（生成する時としない時があります）
2. サイトの内容（必ず生成します）
3. 免責事項について（生成する時としない時があります）

これを、作るか作らないかを選びます。

「ランダム」ならサイトごとに乱数で決めます。
「ランダム」でなければ、すべてのサイトが同じ指定になります。

２－２－12．　サイトマップ

サイトマップのページです。これを、作るか作らないかを選びます。

「ランダム」ならサイトごとに乱数で決めます。
「ランダム」でなければ、すべてのサイトが同じ指定になります。

２－２－13．　トップページに貼るリンク

USW で作るサイトは、サテライトサイト用のサイトです。サテライトサイトとは、メインサイトへ
のリンクを貼るためのサイトであり、かつそのリンクはトップページにすることが推奨されます。
（複数のリンクを貼ったり、トップページ以外に貼ることは、リンクのパワーが弱まりますから、
効果が少ないです。）

トップページにリンクを貼りたい場合に指定します。URL で指定した URL を使って、トップ
ページの本文の最後にリンクを作成します。

アンカーテキストも統一するのは SEO 的に良くないので、アンカーテキスト１からアンカー
テキスト５まで指定できます。アンカーテキスト１には狙っているキーワードを指定しましょう。
残りのアンカーテキストには、サイトのタイトルやキーワードの一部を指定しましょう。

作られる 100 サイトのうち、それぞれのアンカーテキストが何％使われるかを右に指定しま
す。とうぜんですが、合計は 100％までにしてください。

なお「100％に満たない場合、残りは URL 自身をアンカーテキストにします」とあるように、
「http://・・・」をアンカーテキストにするようになっています。この URL 自身をアンカーテキ
ストにするのも、SEO 的にはある程度必要だと言われています。

38



２－３．元記事データの概要

２－３－１．　元記事データの概要を表示する

下のような画面が表示されます。
上には出ている項目の説明があり、下には現在の記事データの項目が表示されています。
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「元記事の数」とは、そのキーワードについてリライトされる元記事が何記事あるかを示して
います。購入されるキーワードについては、通常 100 個ですが、上に出ているのは USW と
共に出荷されるサンプルの元記事ですから 3 記事が入っています。

「平均リライト数」は、まず「リライト数」は元記事ごとにリライトして何個の異なった記事が生
成されるかの値です。その値（元記事ごとのリライト数）を全部を合計して、元記事の数で
割って出した平均の数です。
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リライト数とは、まさに USW を使う意味がここにありますが、元記事から何種類の文章が作
られるかを示しています。

例えば
明日、会社に行きます。
という元記事で、「明日」を「あした」と「翌日」にリライトすると、１->３になりますね。
同様に「会社に行きます。」を「会社に行く。」とリライトすると、１->２になりますね。
ですから３ x ２ ＝ ６通りの文章ができますから、リライト数は６になります。

平均リライト数は、次のように表されます。
K 10 の 3 乗 1K=1,000 回

M 10 の 6 乗 1M=100 万回

G 10 の 9 乗 1G=10 億回

T 10 の 12 乗 1T=1 兆回

P 10 の 15 乗 1P=1000 兆回

E 10 の 18 乗 1E=100 京回

Z 10 の 21 乗 1Z=10 垓回

購入される元記事についてはすべては 999Zになります。

999Zとは、1 万垓（1 ＝「のぎへん＋予」という漢字で「じょ」と読む）以上ということです。

「平均文字数」とは、リライトされて長くなることも短くなることもありますが、リライトされた全
部の文字数の平均を出しています。

次のようにデータの概要が表示されないことがあります。
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「変換ありのチェックをしてください 」と表示されています。

あるいは、このようにキーワードが文字化けしていることもあります。

これは USW の最初の画面で「記事文章の作成」をクリックすると右にある「変換あり」という
フィールドがありますが、これをクリックしてから、もう一度「元記事データの概要」をクリック
すると直るはずです。
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２－３－２．　元記事ごとの集計

こちらをクリックすると、上のようにキーワードごとにまとめたサマリーではなく、下のように１
つ１つの元記事ごとにリライト数と平均文字数を表示します。

そしてリライトが（USW での最低基準としてあるだけ）十分にされているかどうかを判断して、
不十分な場合には赤、薄緑、薄黄色をつけています。

今回のデータはサンプルですから、薄緑や薄黄色がありますが、実績に出荷される場合
は、とうぜん全部が 999Z以上リライトされていますから、色はつきません。

ですから、色はご自身が独自に元記事を用意する場合に、その元記事が十分にリライトさ
れているかを判断するのに使えばよろしいかと考えています。
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２－４．元記事データの登録
購入された（あるいはご自分が作られた）元記事は、PC のテキストファイルです。文字コー
ドは SJIS です。

これを USW の稼働するサーバーへ登録しなければなりません。

「元記事データの登録」をクリックすると、以下の画面が出ます。
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「ファイルを選択」をクリックして、元記事データの入っているファイルを指定して「アップ
ロード」をクリックしますと、登録がされ、以下のように結果が下に出ます。

「キーワードの指定」に指定したキーワード、もし指定がされなければ元記事データのファ
イル名がキーワードとして使われます。

キーワードは「記事文章の作成」と「サイトの作成」で元記事を選ぶのに使われます。
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２－５．MTファイルの投稿日付の設定

「MTファイルの投稿日付の設定」をクリックすると下の画面が表示されます。

２－５－１．　戻ります

「戻る」をクリックすると、前の画面に戻ります。

２－５－２．　記事データMTファイル：  

この下で指定した日付を設定する MTファイルを指定します。

なお、１つだけでなく、複数の MTファイルを指定することが可能です。（みんな同じ間隔で
投稿日がつけられます。）

MTファイルを指定したら「設定の実行」をクリックすると投稿日付が設定されます。出力さ
れるファイルの名前は「入力ファイル名-date.txt」になります。

２－５－３．　最初の日付 記事の時刻 日付の指定

これは、２－１－１７から２－１－１９で説明したとおりです。
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なお、「記事文章の作成」で、日付を間違えて MTファイルを生成した場合、「MTファイル
の投稿日付の設定」で日付を直した方が早いと思うかもしれませんが、そうでもないのです。
むしろ、「記事文章の作成」を再実行した方が早いことが多いです。

それは、PC にあるファイルを「MTファイルの投稿日付の設定」で処理しようとするのに、最
初にファイルをサーバーにアップロードしますが、その時間の方より「記事文章の作成」を
実行する時間の方が短いのです。

ですから「MTファイルの投稿日付の設定」を

・生成した MTファイルを加工した場合
・USW 以外で作成した MTファイル

に投稿日付の設定をするのに使うのがいいと思います。

ただし、XAMPP を使って「MTファイルの投稿日付の設定」を実行すると、MTファイルを
アップロードとダウンロードをすることはなく、同じ PC の中で処理するので早く処理ができ
ます。

また XAMPP を使った場合は、複数のファイルを入力すると、出力される複数のファイルは
圧縮されてダウンロードされますが、それには中身がありません。USW を入れたフォルダ
の中のフォルダ（C:\xampp\htdocs\usw\setdatezip）の中に作られますから、それをコピー
して使ってください。
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２－６．初期化

記事文章の作成、サイトの作成、MT ファイルの投稿日付で指定するパラメータは、最後に指定して

実行した値を次の時には初期値として使われます。

その初期値を、USW を始めて使った時の値に戻します。

初期化を実行すると、下に「初期化されました。」とメッセージが出ます。

51



３．元記事を用意する

USW が文章を生成する元になる記事（元記事）は、フォルダ USW の下のフォルダkiji に
文字コード SJIS のテキストファイルで入っています。フォルダkiji に入っているテキストファ
イルの名前を表示しますから、それから選んで記事を生成します。

元記事のファイル名は任意ですから、ご自分がわかりやすい名前をつけてください。元記
事は（ほぼ）同じ内容でも、複数を登録することはできます。例えば、「美容品」を特定の商
品名に変えて「商品 A のスキンケア」「商品 B のスキンケア」というように、登録すれば、そ
れぞれの商品のサテライトサイトを作る時に使えます。

記事文章の作成では問題はありませんが、サイトの作成の場合は元記事のファイル名は
キーワードとしても使われますから、ファイル名と違った言葉をキーワードとして使う場合は
２－２－５で書いたように「キーワード」として指定してください。

３－１．サンプル元記事

現在販売中、もしくは近日中に販売開始予定のジャンルの元記事からいくつかを選んで、
商品では 100 個ある元記事のうち 3 個だけを提供するものです。（ただし、開発中の元記
事もありますから、リライト数は 999z ではありません）

本番の元記事を登録する前から使えますから、記事をどう出すか、それがどういう形で出る
かを理解するのに役に立つと思います。

３－２．商品の元記事

最初の元記事は USW を購入した時に手に入れられます。

その元記事は USW ユーザーサイトでタブ「ジャンル申込」をクリックすることで申込ができ
ます。

申し込んだ画面および確認メールにも書いてありますが、それから 24 時間以内に元記事
が送られます。

商品（元記事）を追加したいときは、USW と同様に販売していますから Infotop で購入して
ください。

元記事を使うには、それをサーバーへアップロードする必要があります。
２－４．元記事を登録するを見て、登録してください。（FFFTP などを使って、フォルダ
USW の下のフォルダkiji にアップロードをしても同じです。）
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３－３．元記事を作る。

USW は元記事の形式は公表してますから、ご自分であるいは外注を使って新しい元記事
を作ることが可能です。

サンプル元記事を見ればだいたいわかると思いますが、４－２　元記事データのカスタマイ
ズに元記事を書く場合の注意点を述べています。
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４．USWのカスタマイズ
USW は、元記事データからリライト記事を生成するのと、そのリライト記事を使ってサテライ
トサイトを作成するに必要な機能を備えていますが、その内容をご自分でカスタマイズする
ことで、さらに特色を出すことも可能です。

一つは元記事データに新たなデータを追加することや、自分オリジナルなデータを作るこ
とも可能です。

もう一つはサイト作成の際に、サイトをリライト記事だけでなく、通常のサイトにあるサイト管
理者やプロフィールなども自動生成することをしていますが、その内容にも新たなデータを
追加してオリジナリティを高めることも可能です。

さらにサイト作成で使う画像は、あなたが用意できるものがあればそれも使うことができます。

４－１．USWのフォルダ

フォルダ 内容

usw プログラム

usw/change_link テキストの置換の定義

usw/change_text リンクやテキストの挿入の定義

usw/etc プロフィールなどの内容の元記事

usw/img/profile サイドメニューのプロフィールの画像

usw/img/side サイドメニューの象徴的画像

usw/img/top ページのトップの画像

usw/kiji リライトされる元記事

usw/setdatezip MT ファイルの投稿日付を設定した時の出力

usw/sites サイトの作成をした時の出力

usw/uswzip リライトで記事文章の作成をした時の出力

４－２．元記事データのカスタマイズ

===

＊
エステに行く時には、
エステを利用する際は、
エステの契約をする前には、
エステでの契約をする前に、
エステを利用する前には、かならず
エステの契約書にサインする前に、

エステの情報を
そのエステに関する評判を
そのエステを実際に利用した人たちの口コミを
そのエステを過去に使用した人たちの口コミ情報に
そのエステに関する口コミを
そのエステに関する情報を
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元記事データは、文字コード SJIS の PC のテキストファイルの形式で保存しておきます。上
の例は、「サンプル　エステ」の最初の２つの文節を示しています。

最初の「===」が元記事ごとの区切りです。もし、新しい元記事を書くには、先頭に「===」を
書いてください。それから後は次の元記事になります。「サンプル エステ」を見ると「===」が
３つあるのがわかるでしょう。「===」は全角ではなく、半角です。

それから空白行で区切られているのが文節です。ですから、上の例は２つの文節です。改
行で区切られているそれぞれの文字列が、同じ文節のリライトしたものです。

なお、「＊」がある場合は「その文節を省略することも可能」という意味です。つまり、最初の
文節は省略して 2 番目の文節から始めることも可能なわけです。

これで、新しいジャンルの元記事を書くこと、既存のジャンルの元記事を追加したり更新す
ることも可能なことがわかるでしょう。

４－３．サイト作成のカスタマイズ

サイト作成では、プロフィール等の記事の内容と、グローバルメニューのアンカーテキスト
がカスタマイズできます。

４－３－１．　プロフィール等の内容のカスタマイズ

プロフィールなどを自動生成できるのは、usw/etc フォルダに入っている文章からリライトを
するからです。

基本的には元記事と同じ書き方をしますが、以下のように若干違いがあります。
先頭の「===」は不要です。
「＊」を書くと省略可能です。（元記事と同じ）
$keyword は、キーワードで指定した言葉が入ります。
$owner は、owner.txt から乱数で選ばれた言葉が入ります。
owner.txt には、サイト管理者の名前（ニックネーム）があります。最初の約１００個がニック
ネームで、残りは実名（らしい）です。

内容を書くファイルは以下のとおりです。
記事名 ファイル名 内容

プロフィール プロフィール Q&A での自己紹介 *1

サイト管理者 サイト管理者 名前（ニックネーム）を表示

著作権について 1 著作権について２つの言い方。どちらか一方、あるいは表示
しないこともある。

著作権について 2

サイト内容 1 どんな内容かを語る

サイト内容 2 内容の正確さを語る。表示しないこともある。

免責事項 1 免責について２つの言い方。どちらか一方、あるいは表示し
ないこともある。

免責事項 2

サイトマップ サイトマップ 1 トップページの<h3>

サイトマップ 2 個別ページの<h3>

サイトマップ 3 その他のページの<h3>
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お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせの文章

お問い合わせ 2 返事・回答について書く。表示しないこともある。

*1：ちょっと捻った書き方をしてます。それは、Q と A をセットで表示する・しないのどちらか
を選ばなければならないからです。
そのため、1 行で「Q.好きなタイプ<br />A.甘え上手な方<br /><br />」のように書いてあり
ます。
また、「＊」（省略可能）を複数書いてありますが、これは「QA の行」が５つあれば、「＊」を４
つくらい書いて、「＊」（何も出ない）の確率を５０％ぐらいにするためです。

４－３－２．　グローバルメニューのアンカーテキストのカスタマイズ

各ページのトップ画像のすぐ下に表示されるグローバルメニューには、プロフィールなども
入りますが、同時にリライト記事で作った個別ページも入ります。個別ページが入った時に、
記事のタイトルでは長過ぎますから、適当な言葉をつけます。

その言葉を定義しているのが usw/etc/global_words.txt です。この中から乱数で選ばれた
言葉はグローバルメニューでのアンカーテキストになります。言葉の中で「＠」はキーワード
で置き換えます。

４－４．自分の持っている画像を使う

USW が作るサイトの画像を次のとおりを用意してあります。
サイトでの場所 USW での場所

ページのトップ usw/img/top 幅 960px 高さ 200px を使います。足りなけれ
ば、リピートされます。多い部分は削られま
す。

サイドメニューのプロフィール usw/img/profile 幅 240px で表示されます。
プロフィールへリンクが貼られます。

サイドメニューの最後 usw/img/side 幅は 240px で表示されます。
意味はなく、単なる飾りです。

100 個以上から 300 個と数はばらばらですが、その中から１つを乱数で選びます。

現在の画像に追加する、あるいは現在の画像を削除して新しい画像を追加すると、どちら
でも問題はありません。

画像は jpg でお願いします。gif や png を入れても表示はされません。
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５．MTファイルでの記事投稿

MT形式（Movabletype）とは SixApart株式会社が提供するブログの標準形式で、多くのブ
ログサービスが採用しています。
（どうしても自動投稿をしたい場合は、CSV形式のファイルで出力して、それを PSW_Ver2
で実装したブログ自動投稿機能を使ってください。）

５－１．無料ブログ（seesaa）での記事投稿

seesaa にログインをすると、ブログ一覧が表示されますから、記事を投稿するブログの「設
定」をクリックします。

設定の画面で下の方に「その他設定」の中に「インポート」がありますから、クリックします。

インポートの画面で、「ファイルを選択」をクリックして、ファイルを選び、下で「Seesaa ブログ
利用規約に同意する」をクリックして「インポート」をクリックします。
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「インポートが完了しました。」とメッセージが出て投稿がされました。

なお、seesaa の場合、20 記事は OK でしたが、30 記事では以下のようにエラーになりまし
た。ですから、適当な記事数の MTファイルに分けて投稿をしてください。
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５－２．Wordpressでの記事投稿

Wordpress の古いバージョンではサポートをしていませんが、最近のバージョンを使えば
MTファイルを使って投稿ができます。

ダッシュボードの画面で、左のメニューから「ツール」を選ぶと、上から 3 番目くらいに MT
からの投稿が表示されます。（Movable Type と TypePad）

そこある「今すぐインストール」をクリックしますと、少し時間がかかりますが、上に「インポー
ターのインストールを完了しました。」と表示され、「今すぐインストール」が「インポーターの
実行が表示されます。

「インポーターの実行」をクリックします。
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表示された上の画面で、「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択します。

ファイルを選択すると「ファイルをアップロードしてインポート」が表示されますから、それを
クリックしますと、「投稿者の割り当て」の画面が表示されます。
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投稿者を特に問題にしなければ、「実行」をクリックします。これで、投稿ができます。投稿
日が未来になっていれば、予約投稿になります。

Wordpress は 100 個以上の記事を 1 度に投稿しても、問題はないようです。
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６．その他

６－１．元記事の選ぶ順番の決め方

USW は元記事（通常１ジャンルに１００記事）をどうやって選ぶのでしょうか？

「記事の作成」の場合は、初めにランダムで（１００個の）記事の順番を決めます。
その（１００個の）記事を全部リライトをしたら、また同じ順番でリライトをします。
6
13
56
：
23

最初はランダムで 100 個を選びます。

6
13
56
：
23

2回目（101 記事から）は、同じ元記事を同じ順番で使います。
もちろん、生成される記事の内容は異なっています。

6
13
56
：
23

３回目（201 記事から）も、同じ元記事を同じ順番で使います。
もちろん、生成される記事の内容は異なっています。

できた記事を普通は 1 つ目のサイトには最初から必要な数だけの記事を使い、2 つ目のサ
イトにはその後の記事を使います。
その場合１サイトに使う記事の数が多くない（１００個以下）でしたら、同じ元記事が使われ
ることがないということを考えてあります。

もちろん、１０１個以上の記事を１つのサイトに使うのならば、同じ元記事から生成された違
う記事を使うことになります。

「サイトの作成」の場合は、毎回サイト毎にランダムで（１００個の）記事の順番を決めます。
ですから、どのサイトも同じ（１００個の）元記事から作られますが、サイト毎に違った元記事
の順番でサイトは作られます。
4
45
66
：
98

ランダムで 100 個を選びます。

78
5
34
：
2

次のサイトもランダムで 100 個を選びます。

45
98
28
：
76

その次のサイトもランダムで 100 個を選びます。
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６－２．問合せについて

USW についてわからないことや疑問があったときは、USW ユーザーサイトにあります FAQ
のページを参照してください。

FAQ を見ても解決しない場合は、問合せのページから USW オフィスへ解決を依頼してく
ださい。

６－３．注意事項

USW はサーバーで実行しますが、複数のサーバーに導入することは問題はありません。

また、サーバーですから１つの USW を複数の人が使うこともできます。ただし、同時に複数
の人が USW を実行すると、出力されるのは同じファイルですから、先に実行された人の結
果を後に実行される人の結果が上書きをしてしまいます。

USW の実行は、数十秒くらいで終わることがほとんどですから、あまりないことですが、万
一の時には「自分が求めているジャンルでなくて違うジャンル（次に実行した人が使った
ジャンル）の記事が生成される」ということが起こりえますから、念のために注意事項として
あげておきます。
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７．最後に

USW は次世代の文章自動作成ツールあるいは、究極の文章自動作成ツールを自負して
いますが、それでも所詮はただのツールですから、使い方を間違えないで有効に使ってく
ださい。

USW の作成する記事は、アドセンス用としても十分なクオリティは持っていると思いますが、
だからといってアドセンス用に使うのは避けてください。アドセンスのタグを貼ったページは
時には、  人が見てチェックする  こともします  。

それで機械が作った記事だと判断されれば、当然アドセンスの広告は出なくなるだけでな
く、アカウントの ID も削除する可能性が高いです。

さらに、google がその技術力をもってすれば、違う言葉や意味があっても、元は同一の文
章から機械が生成したと見抜けるかもしれません。そうすると、せっかくの USW を使って
作ったサイト（自分だけでなく多くの人達のサイト）が根こそぎ圏外へ外されてしまうかもし
れません。

どうか、ちょっとしたアドセンスの収入などに惑わされることのないように、あくまでサテライト
サイトを作るために USW を使ってください。USW とは Ultra Satellite Writer であって、メイ
ンサイトを作るためのものではありません。

よろしくお願いいたします。

千代 正雄 　　　　　
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