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1. 概要
本書は、ダウンロードした統計データの見方を説明した資料です。統計データのダウンロー
ド手順については、『J-STAGE COUNTER サービス 操作説明書』を参照してください。

1.1. 本書の構成
本書は、以下の 2 章で構成されています。
○ 第 1 章(本章) 概要
○ 第2章
COUNTER レポート

1.2. 本書をご覧になるにあたって
本書をご覧になるにあたっての注意事項を以下に列挙します。
(1) レポートのイメージ
ダウンロードした COUNTER レポートは、tsv、または xml 形式のテキストファイルですが、
本書では表示上の見易さを考慮して表計算ソフトウェアに取り込んで整形した状態で図示し
ています。
資料名、購読機関名等は架空のものです。

1.3. ダウンロードファイルの解凍
COUNTER レポートは、JR1、JR1(GOA)、JR2、JR5 のうち 2 つ以上選択した場合 ZIP 形式で圧縮
されてダウンロードされます。ZIP 用の解凍ソフトウェアを別途入手の上、解凍してください。
No
1
2

表 1-1 ダウンロードファイル
種別
ファイル名(1)
COUNTER レポート（年のみ
{SCD}_{YYYY}_counter.zip
指定された場合）
COUNTER レ ポ ー ト （ 年 月
(From)～月(To)が指定され {SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter.zip
た場合）
※注(1) 「ファイル名」欄の意味は以下のとおりです。
{SCD} ：購読機関コード
{YYYY} : 集計対象年（西暦）
{YYYYMMstart}：集計開始年月 （YYYY（西暦 4 桁）MM（月 2 桁）とする。）
{YYYYMMend}：集計終了年月 （YYYY（西暦 4 桁）MM（月 2 桁）とする。
）
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2. COUNTER レポート
COUNTER レポートとは、J-STAGE の公開システムで取得した Web サーバ及びアプリケーション
のログを、COUNTER に準拠し購読機関別に集計したレポートです。COUNTER 規格 Release4 相当
(Journal Report1, Journal Report1(GOA), Journal Report2, Journal Report5, Consortium
Report1:R4 相当)をダウンロードできます。

2.1. 概要
(1) ファイル形式
COUNTER レポートは、tsv、または xml 形式のテキストファイルです。文字種別は UTF-8 で
す。
(2) レポートの種別
COUNTER レポートのダウンロードファイル("{SCD}_{YYYY}_counter.zip"または
"{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter.zip ")を解凍すると、下表に示すレポートファ
イルが展開されます。
表 2-1 レポートの種別
No

レポート
名

1

COUNTER JR1 レ
ポート（TSV）

2

COUNTER JR1 レ
ポート（XML）

3

COUNTER JR1
GOA レ ポ ー ト
（TSV）

4

COUNTER JR1
GOA レ ポ ー ト
（XML）

5

COUNTER JR2 レ
ポート（TSV）

6

COUNTER JR2 レ
ポート（XML）

7

COUNTER JR5 レ
ポート（TSV）

8

COUNTER JR5 レ
ポート（XML）

9

COUNTER CR1 レ
ポート（XML）

ファイル名(1)

概要
月別およびジャーナル別のフルテキ
スト論文リクエスト成功件数の統計
レポート（TSV 形式）
月別およびジャーナル別のフルテキ
スト論文リクエスト成功件数の統計
レポート（XML 形式）
月別およびジャーナル別のゴールド
オープンアクセスフルテキスト論文
リクエスト成功件数の統計レポート
（TSV 形式）
月別およびジャーナル別のゴールド
オープンアクセスフルテキスト論文
リクエスト成功件数の統計レポート
（XML 形式
月別、ジャーナル別およびカテゴリ
別のフルテキスト論文へのアクセス
拒否の統計レポート（TSV 形式）
月別、ジャーナル別およびカテゴリ
別のフルテキスト論文へのアクセス
拒否の統計レポート（XML 形式）
発行年（YOP）およびジャーナル別の
フルテキスト論文リクエスト成功件
数の統計レポート（TSV 形式）
発行年（YOP）およびジャーナル別の
フルテキスト論文リクエスト成功件
数の統計レポート（XML 形式）
コンソーシアムメンバー別、月別お
よびタイトル別のフルテキストジャ
ーナル論文または書籍チャプターリ
クエスト成功件数の統計レポート
（XML 形式）

{SCD}_{YYYY}_counter_jr1.txt
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_jr1.txt
{SCD}_{YYYY}_counter_jr1.xml
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_jr1.xml
{SCD}_{YYYY}_counter_jr1goa.txt
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_jr1goa.txt
{SCD}_{YYYY}_counter_jr1goa.xml
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_jr1goa.xml
{SCD}_{YYYY}_counter_jr2.txt
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_jr2.txt
{SCD}_{YYYY}_counter_jr2.xml
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_jr2.xml
{SCD}_{YYYY}_counter_jr5.txt
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_jr5.txt
{SCD}_{YYYY}_counter_jr5.xml
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_jr5.xml
{SCD}_{YYYY}_counter_cr1.xml
{SCD}_{YYYYMMstart}_{YYYYMMend}_counter_cr1.xml
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※注(1) 「ファイル名」欄の意味は以下の通りです。
{SCD} : 集計対象の購読機関コード
{YYYY} : 集計対象年（西暦）
{JID}：集計対象の資料コード
{YYYYMMstart}：集計開始年月 （YYYY（西暦 4 桁）MM（月 2 桁）とする。）
{YYYYMMend}：集計終了年月 （YYYY（西暦 4 桁）MM（月 2 桁）とする。
）

2.2. COUNTER レポート
(1) アクセス数の集計について
COUNTER レポートで集計したアクセス数は、アクセスログに正常と記録されたものを全て
集計の対象としています。ただし、COUNTER の規格に準拠して、インターネット・ロボット、
および、クローラによるアクセスは、集計対象から除外しています。
また、COUNTER 規格と同様にある時間内に同一の IP アドレスから同一コンテンツに対して
アクセスがあった場合、同一アクセスとして集計しています。

2.3. レポートのイメージ

～

図 2-1 COUNTER JR1 レポート
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2.4. 出力項目
COUNTER レポートの出力項目について説明します。
(1) JR1
COUNTER JR1 レポートの出力項目について説明します。COUNTER JR1 は TSV,XML 形式でダウ
ンロード可能です。出力項目は月別およびジャーナル別のフルテキスト論文リクエスト成功
件数です。詳細は別紙「04_ファイル設計書_レポート」を参照。
(2) JR1(GOA)
COUNTER JR1(GOA)レポートの出力項目について説明します。COUNTER JR1(GOA)は TSV,XML
形式でダウンロード可能です。出力項目は月別およびジャーナル別のゴールドオープンアク
セスフルテキスト論文リクエスト成功件数です。詳細は別紙「04_ファイル設計書_レポート」
を参照。
(3) JR2
COUNTER JR2 レポートの出力項目について説明します。COUNTER JR2 は TSV,XML 形式でダウ
ンロード可能です。出力項目は月別、ジャーナル別およびカテゴリ別のフルテキスト論文へ
のアクセス拒否の件数です。詳細は別紙「04_ファイル設計書_レポート」を参照。
(4) JR5
COUNTER JR5 レポートの出力項目について説明します。COUNTER JR5 は TSV,XML 形式でダウ
ンロード可能です。出力項目は発行年（YOP）およびジャーナル別のフルテキスト論文リクエ
スト成功件数です。詳細は別紙「04_ファイル設計書_レポート」を参照。
(5) CR1
COUNTER CR1 レポートの出力について説明します。COUNTER CR1 は XML 形式でのみダウンロ
ード可能です。出力項目はコンソーシアムメンバー別、月別およびタイトル別のフルテキス
トジャーナル論文または書籍チャプターリクエスト成功件数です。詳細は別紙「04_ファイル
設計書_レポート」を参照。
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