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はじめに 
 

この資料について 

この資料は、ダッシュボード機能の操作マニュアルです。 

ダッシュボードは、発行機関様が J-STAGE に登載した資料および記事のアクセス状況を把握

する機能です。本操作マニュアルで、ダッシュボードを利用したアクセス状況の確認方法につ

いて説明します。  
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ご利用にあたっての注意事項 

 

1.1.1.  注意事項 

 ダッシュボードのアクセス数は集計方法の違いにより、従来より提供しているアクセス統

計レポートの件数と差が生じることがあります。 

 未公開の資料は本機能がご利用できません。 

 公開済記事へのアクセスを対象としており、未公開の記事や本公開済の早期公開記事は表

示されません。 

 2020 年 4 月から前々日※のアクセスを対象としております。 

    ※ メンテナンス時はログ集計結果の公開が遅れることがあります。 

 表示対象期間を長く設定すると、画面描画に時間がかかることがあります。 

 

1.1.2.  ダッシュボードを利用できる編集登載アカウントについて 

ダッシュボードのご利用には、編集登載アカウントに以下のいずれかのサブロールが必要とな

ります。 

 学協会管理者 

 レポート 

 サービス管理 

 

1.1.3.  動作確認環境 

ダッシュボードは、以下の環境で正常に動作することを確認しております。 

表 1 動作確認環境 

OS / ブラウザ Chorme FireFox Safari Edge 

Windows 10 〇 〇 - 〇 

MacOS X - - 〇 - 

※iPhone、iPad、Android 等のモバイル端末、Wondows の IE 11 は動作対象外です。 

※各ブラウザは、2022 年 3 月時点の最新版で確認しています。 

 

1.1.4.  ローカル設定 

ダッシュボードは、Cookie、LocalStrage を利用します。 

また JavaScript が実行できる環境で動作します。 

（JavaScript が OFF の場合、動作しません） 
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ダッシュボード機能の利用 

 

編集登載のメニューから利用できます。 

利用にあたっては、ダッシュボード対象のジャーナルを指定する必要があります。 

下図に、ダッシュボードを利用するまでの編集登載画面の操作について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「編集登載」にログイン 

１ 

「サービス管理」を選択 

2 
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「ダッシュボード」を選択 

3 

鉛筆アイコンをクリックすると、別タブでダ

ッシュボードが起動 

4 
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ダッシュボードの利用開始 



 

9 

 

ダッシュボード機能について 

本章ではダッシュボードが持つ機能の概要について説明します。 

1.1.1.  ダッシュボード画面構成 

ダッシュボード画面は以下の画面構成となっています。 

画面項目毎に関連する機能の概要を「表 2 ダッシュボード項目一覧」に示します。 

 
 

 

表 2 ダッシュボード項目一覧 

# 項目 概要 

1 対象期間の指定 アクセス情報を表示する対象期間を指定します。 

対象期間には 2020 年 4 月 1 日以降の日付を指定することができま

す。アクセス情報を画面に表示するためには「開始日付」「終了日

付」の両方を指定する必要があります。 

2 集計の実行 #1「対象期間の指定」で指定した期間のアクセス情報を集計しま

す。集計した結果は#3「資料の統計情報」、#4「記事の統計情報」

に表示されます。 

3 資料の統計情報 記事へのアクセスを資料に集約した統計情報を表示します。 

資料の統計情報の詳細な説明は「章タイトルリンク」にて説明しま

す。 

4 記事の統計情報 対象記事へのアクセス統計情報を表示します。 

記事統計情報の詳細な説明は「章タイトルリンク」にて説明します。 

5 記事の検索 検索条件を指定して、記事の統計情報に表示する記事の絞り込みを行

います。 

記事検索の詳細な説明は「章タイトルリンク」にて説明します。 

１ 2 

3 

4,5 

6 
7 
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6 TSV エクスポート 資料および記事の統計情報について条件を指定して TSV 形式でアク

セス統計情報を出力します。 

TSV エクスポートの詳細な説明は「章タイトルリンク」にて説明しま

す。 

7 PDF 出力 ダッシュボード画面に表示されているグラフ、表を PDF で出力す

る。 

PDF 出力の詳細な説明は「章タイトルリンク」にて説明します。 
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各機能説明 

この章では、ダッシュボード画面の各機能について説明します。 

 

1.1.2.  資料の統計情報の表示 

資料の統計情報には、下表に示す 5 つのグラフで記事へのアクセスを資料に集約した情報を表示

します。 

表 3 資料の統計情報グラフ一覧 

# グラフ名 説明 

1 単純アクセス数 全ての公開済記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのア

クセス数※を日単位で合計し、指定期間内における推移を示します。 

※クローラからのアクセスを含みます。 

2 国・地域別アクセス数 全ての公開済記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのア

クセス数※1 を、アクセス元の国・地域別※2 に合計して示します。 

※1 クローラからのアクセスを含みます。 

※2 アクセス元の国・地域は、IP アドレスに基づいて判別していま

す。 

3 外部サイト経由のアク

セス数 

全ての公開済記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのア

クセス数※1 を、当該画面に遷移する直前に参照していた web サイ

ト別※2 に合計して示します。 

※1 クローラからのアクセスを含みます。 

※2 当該画面に遷移する直前に参照していた web サイトはリファラ

に基づいて判別しています。「不明」と表示される項目については、

アクセス元がリファラの情報を消去しているか、ブックマークからの

遷移や URL の直接指定によるアクセスである可能性が考えられま

す。 

4 ドメイン別アクセス数 全ての公開済記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのア

クセス数※1 を、アクセス元のドメイン別※2 に合計して示します。 

記事に認証設定を行っている場合、アクセスを拒否した件数※3 を示

します。 

※1 クローラからのアクセスを含みます。 

※２アクセス元のドメイン名は、IP アドレスに基づいて判別していま

す。 

※3 購読者認証画面に遷移した件数を集計しています。 

5 全文 HTML/本文 PDF/

書誌画面のアクセス数 

全ての公開済記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのア

クセス数※を、各画面別に日単位で合計し、指定期間内における推移

を示します。 

※クローラからのアクセスを含みます。 
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単純アクセス数は以下のグラフ表示です。 

 

国・地域別アクセス数は以下の表です。 

 

 

 

 

 

「世界地図を表示」ボタンを押すと、世界地

図上で国・地域別のアクセス数を確認するこ

とができます。 

マウスオーバーで国名とアクセス数が

表示されます。 
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外部サイト経由のアクセス数は以下のグラフ表示です。 

 

ドメイン別アクセス数は以下のグラフ表示です。 

 

全文 HTML/本文 PDF/書誌画面のアクセス数は以下のグラフ表示です。 
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1.1.3.  記事の統計情報の表示 

記事の統計情報には、当該資料配下全ての公開記事のリストが表示されます。 

記事リストの記事を選択することで下表に示す 6 つのグラフで記事のアクセス情報を表示しま

す。 

 

 

  

記事を選択 

選択した記事のアクセス情報 

が表示される 
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記事リストには下表の項目があります。 

表 4 記事リストの項目一覧 

# 項目名 説明 

1 巻 記事を掲載している巻。 

2 号 記事を掲載している号。※ 

※会議論文・要旨集の場合は開催グループを表示します。 

3 記事タイトル 記事のタイトル。 

4 筆頭著者名 筆頭著者の氏名。 

5 開始ページ・論文番号 開始ページおよび論文番号。 

6 公開日 J-STAGE で公開した日。 

7 アクセス数 全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのアクセス数※を指定期

間内で合計した件数。 
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また、記事の統計情報で表示するグラフは下表の通りです。 

表 5 記事の統計情報グラフ一覧 

# グラフ名 説明 

1 記事情報 当該記事の情報を示します。表示項目は以下です。 

巻、号、記事タイトル、著者名、開始ページ・論文番号、公開日、ア

クセス数、資料内アクセス数順位 

2 単純アクセス数 当該記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのアクセス数

※を日単位で合計し、指定期間内における推移を示します。 

※クローラからのアクセスを含みます。 

3 国・地域別アクセス数 当該記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのアクセス数

※1 を、アクセス元の国・地域別※2 に合計して示します。 

※1 クローラからのアクセスを含みます。 

※2 アクセス元の国・地域は、IP アドレスに基づいて判別していま

す。 

4 外部サイト経由のアク

セス数 

当該記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのアクセス数

※1 を、当該画面に遷移する直前に参照していた web サイト別※2 に

合計して示します。 

※1 クローラからのアクセスを含みます。 

※2 当該画面に遷移する直前に参照していた web サイトはリファラ

に基づいて判別しています。「不明」と表示される項目については、

アクセス元がリファラの情報を消去しているか、ブックマークからの

遷移や URL の直接指定によるアクセスである可能性が考えられま

す。 

5 ドメイン別アクセス数 当該記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのアクセス数

※1 を、アクセス元のドメイン別※2 に合計して示します。 

記事に認証設定を行っている場合、アクセスを拒否した件数※3 を示

します。 

※1 クローラからのアクセスを含みます。 

※２アクセス元のドメイン名は、IP アドレスに基づいて判別していま

す。 

※3 購読者認証画面に遷移した件数を集計しています。 

6 全文 HTML/本文 PDF/

書誌画面のアクセス数 

当該記事の全文 HTML(ある場合)/本文 PDF/書誌画面へのアクセス数

※を、各画面別に日単位で合計し、指定期間内における推移を示しま

す。 

※クローラからのアクセスを含みます。 
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記事情報は以下の表です。 

 
その他のグラフ・表の種類は資料の統計情報と同一です。 

 

1.1.4.  記事の検索 

記事リストは記事検索機能を使って記事の絞り込みを行うことができます。 

 
 

「検索式を入力」をクリック 

１ 
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指定した検索式が表示されます。 

この検索式を変更して「実行」ボ

タンをクリックすると、変更した

検索式で記事を検索することが

できます。 

「実行」ボタンクリックで検索式を実行 
「検証」ボタンクリックで検索式の妥当性をチェック 

必要に応じて検索式の修正を実施 

検索式を入力 

2 

3 
4 

検索式に該当する記事が 

記事リストに表示されます 

5 
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1.1.5.  TSV エクスポート 

資料の統計情報および記事の統計情報は TSV 形式で出力することができます。 

 

TSV 出力では、出力時に以下の項目を指定することができます。 

表 6 TSV 出力時に指定する項目 

# 項目名 説明 

1 集計対象 TSV を出力する対象を指定します。「資料全体」「記事一覧」「選択

されている記事」から選択できます。 

2 集計期間 TSV を出力する対象期間を指定します。 

3 集計単位 TSV 出力時の集計単位を指定します。「年」「月」「日」から選択で

きます。 

4 出力対象 TSV 出力する統計の種類を指定します。「単純アクセス数」「国・地

域別アクセス数」「外部サイト経由のアクセス数」「ドメイン別アク

セス数および拒否数」「全文 HTML/本文 PDF/書誌画面のアクセス

数」から選択できます。複数選択が可能です。 

※TSV ファイルは出力対象 1 種類につき、1 件の TSV ファイルが作

成されます。 

例として、記事リストに記事を 100 件表示していたとします。 

集計対象に「記事一覧」を選択し、出力対象に 5 種類全てを選択した

場合は 500 ファイルの TSV ファイルが作成されます。 
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1 度に出力できる TSV のファイル数は 1,000 件を上限にしていま

す。 

 

出力対象毎の TSV の出力項目を以下に示します。 

表 7 TSV 出力項目（単純アクセス数） 

# 項目名 説明 

ヘッダ 

1 資料名 該当資料の資料名。 

2 巻 記事を掲載している巻。集計対象が「記事一覧」および「選択されて

いる記事」の場合に出力されます。 

3 号 記事を掲載している号。集計対象が「記事一覧」および「選択されて

いる記事」の場合に出力されます。 

4 ページ 開始ページまたは論文番号。集計対象が「記事一覧」および「選択さ

れている記事」の場合に出力されます。 

5 記事タイトル 記事のタイトル。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

6 著者 記事の著者名。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

7 公開日 記事を J-STAGE で公開した日。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

8 DOI 記事の DOI。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

9 集計期間 TSV 出力画面で指定した集計期間。 

明細 

10 年月日 アクセスを集計した日付 

集計単位が「年」の場合は年 

集計単位が「月」の場合は年月 

集計単位が「日」の場合は年月日 

を出力する。 

11 アクセス数 集計単位に合わせて集計したアクセス数。 

12 資料の平均アクセス数 対象日付の資料平均アクセス数。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 
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表 8  TSV 出力項目（国・地域別アクセス数） 

# 項目名 説明 

ヘッダ 

1 資料名 該当資料の資料名。 

2 巻 記事を掲載している巻。集計対象が「記事一覧」および「選択されて

いる記事」の場合に出力されます。 

3 号 記事を掲載している号。集計対象が「記事一覧」および「選択されて

いる記事」の場合に出力されます。 

4 ページ 開始ページまたは論文番号。集計対象が「記事一覧」および「選択さ

れている記事」の場合に出力されます。 

5 記事タイトル 記事のタイトル。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

6 著者 記事の著者名。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

7 公開日 記事を J-STAGE で公開した日。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

8 DOI 記事の DOI。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

9 集計期間 TSV 出力画面で指定した集計期間。 

明細 

10 年月日 アクセスを集計した日付 

集計単位が「年」の場合は年 

集計単位が「月」の場合は年月 

集計単位が「日」の場合は年月日 

を出力する。 

11 国名 国名。 

12 アクセス数 集計単位に合わせて集計したアクセス数。 
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表 9  TSV 出力項目（外部サイト経由のアクセス数） 

# 項目名 説明 

ヘッダ 

1 資料名 該当資料の資料名。 

2 巻 記事を掲載している巻。集計対象が「記事一覧」および「選択されて

いる記事」の場合に出力されます。 

3 号 記事を掲載している号。集計対象が「記事一覧」および「選択されて

いる記事」の場合に出力されます。 

4 ページ 開始ページまたは論文番号。集計対象が「記事一覧」および「選択さ

れている記事」の場合に出力されます。 

5 記事タイトル 記事のタイトル。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

6 著者 記事の著者名。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

7 公開日 記事を J-STAGE で公開した日。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

8 DOI 記事の DOI。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

9 集計期間 TSV 出力画面で指定した集計期間。 

明細 

10 年月日 アクセスを集計した日付 

集計単位が「年」の場合は年 

集計単位が「月」の場合は年月 

集計単位が「日」の場合は年月日 

を出力する。 

11 外部サイト名 外部サイト名。 

12 アクセス数 集計単位に合わせて集計したアクセス数。 
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表 10  TSV 出力項目（全文 HTML/本文 PDF/書誌画面のアクセス数） 

# 項目名 説明 

ヘッダ 

1 資料名 該当資料の資料名。 

2 巻 記事を掲載している巻。集計対象が「記事一覧」および「選択されて

いる記事」の場合に出力されます。 

3 号 記事を掲載している号。集計対象が「記事一覧」および「選択されて

いる記事」の場合に出力されます。 

4 ページ 開始ページまたは論文番号。集計対象が「記事一覧」および「選択さ

れている記事」の場合に出力されます。 

5 記事タイトル 記事のタイトル。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

6 著者 記事の著者名。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

7 公開日 記事を J-STAGE で公開した日。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

8 DOI 記事の DOI。 

集計対象が「記事一覧」および「選択されている記事」の場合に出力

されます。 

9 集計期間 TSV 出力画面で指定した集計期間。 

明細 

10 年月日 アクセスを集計した日付 

集計単位が「年」の場合は年 

集計単位が「月」の場合は年月 

集計単位が「日」の場合は年月日 

を出力する。 

11 全文 HTML アクセス数 集計単位に合わせて集計した全文 HTML へのアクセス数。 

12 本文 PDF アクセス数 集計単位に合わせて集計した本文 PDF へのアクセス数。 

13 書誌画面アクセス数 集計単位に合わせて集計した書誌画面へのアクセス数。 
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1.1.6.  PDF 出力 

ダッシュボードに表示しているグラフを PDF 出力することができます。 

ダッシュボード画面上で非表示設定されているグラフは PDF に出力しません。

 
 

 

 

 

 

 

「-」は PDF の出力対象になります。 

「+」は PDF の出力対象外になりま

す。 


