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1. はじめに

　“OpenDOAR（Directory of Open Access Repositories）”(1) 

に登録されているリポジトリの数は2008年４月29日現
在で1,131に上り、着実に増加を続けている。日本では、
81の機関リポジトリが公開または試験公開されており
(2)、国立情報学研究所の“JuNii+”(3)を通じて利用でき
るコンテンツ数は28万件を超えるに至っている（2008
年４月16日現在）。
　こうした拡大のなかで、機関リポジトリの評価への
関心が高まっている。最も基本的な評価指標としては、
どのような種類のコンテンツがどれだけ集まっている
のかということがあげられる。機関リポジトリの目的
の一つがデジタル・コンテンツの「収集と保存」にあ
る以上、コンテンツの数は常に重要であり続ける。ま
た、機関リポジトリがオープンアクセス運動に代表さ
れる「学術コミュニケーションの変革」と「機関の電
子アーカイブ」としての２つの異なる文脈から成り立
つものであり(4)、そのためにさまざまな展開の可能性
があり得る中で、それぞれが実際にどのような方向性
を持って進んでいるのかは、収集されたコンテンツを
通じてかなりの程度、把握できるだろう。
　近年では、タイプ別のコンテンツ数およびフルテキ
ストのコンテンツ数だけではなく、コンテンツの投入
状況を異なる側面から評価する動きも生じている。例
えば、カー（Leslie Carr）等(5)は、寄託（deposit）の
状況（一時的に大量のコンテンツが投入されたのか継
続的に更新されているのか）と収集分野の広がりの２
点が、機関リポジトリの定着度と持続可能性に繋がる
可能性を指摘している（E686参照）。また、トーマス

（Chuck Thomas）等(6)は、11のリポジトリ（寄託が義
務化された２つの機関リポジトリ、義務化されていな
い６つの機関リポジトリ、３つの分野別リポジトリ）
における著者別の論文寄託件数を調査し、参加のパ
ターンからリポジトリの成功の程度を判断する方法を
示している。
　しかし、こうしたインプット評価の一方で、機関リ
ポジトリがどれだけ使われているかというアウトプッ
ト面での評価手法の開発も急速に進んでいる。アウト
プットの評価は、実際の利用量の明確化が、機関や学
術コミュニティ、さらには社会全般に対する機関リポ
ジトリの貢献を示唆し、現在および今後の成功に強く
関連するという点できわめて重要である。また、具体
的な利用状況は、機関リポジトリの担当者や管理者に

とって、機関の構成員や上位組織その他に対する理解
の涵養（アドヴォカシー）の手段として活用すること
が期待できる。
　本稿の目的は、機関リポジトリの利用統計とその評
価に関する最近の動向を整理することにある。機関リ
ポジトリや電子ジャーナルの利用統計は、基本的にシ
ステムログを集計し、分析することから得られる。し
たがって、一見きわめて機械的で容易そうに見えるか
もしれないが、実際には２つの理由からそう簡単には
ゆかない。１つに比較可能な利用統計システム構築の
問題、もう１つは複数のシステム間にまたがる集計の
問題である。
　以下では、最初に、電子ジャーナルやデータベー
スの利用統計に関するCOUNTER（Counting Online 
Usage of NeTworked Electronic Resources；CA1512
参照）プロジェクトにおける考え方を参考に、比較可
能な利用統計を作成するために必要なフィルタリン
グ処理について整理を行う。続いて、サウサンプトン
大学（Southampton Univ.）を中心に進められている
IRS（Interoperable Repository Statistics）プロジェ
クト(7)の経緯と現状を紹介し、そこから複数のシステ
ム間にまたがる集計、および今後における機関リポ
ジトリのアウトプット分析の方向性について検討した
い。
2. システムログのフィルタリング

　ウェブログのアクセス解析ツールから得られる数値
は、利用するツールによって大幅に異なる。また、同
じツールを用いた場合であっても、バージョンによっ
ても変動する。こうした違いは、それらのツールがウェ
ブログ中に含まれる不純物（アクセス数を実際よりも
大きい数にしかねない要素群）をどの程度まで取り除
いているか、そして訪問者（visitor）や訪問（visit）
といった概念をどのように定義しているかということ
から生じる。
　図１は、生のシステムログから除外すべき要素に
ついて、COUNTERプロジェクトの「電子ジャーナ
ル及びデータベースの利用データの記録と交換を管
理するための実務指針（COUNTER Code of Practice. 
Journals and Databases）」(8)を参考にしつつ図式化し
たものである。この実務指針については2008年３月に
第３版のドラフトが提示されている。主な改訂内容と
しては、実装すべきデータ処理内容に関する規定の更
新、SUSHIプロトコル（NISO Z39.93；E419参照）(9)(10)

の組み込み、XMLによる利用報告書の提供の義務付
け、コンソーシアム向けの利用報告書の作成があげら
れるが、ここでは機関リポジトリの利用統計に関連す
るデータ処理方式についてのみを扱う。
　なお、現行の第２版と第３版ドラフトとの違いを明
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確にするために、以下では、前者を“COUNTER-2”、
後者を“COUNTER-3D”として参照することとする。
a. HTTPステータスコードによる抽出
　ウェブログやシステムログからアクセス統計を
作成するにあたっては、HTTPステータスコード

（RFC2616(11)）によって、利用に結びつかなかったリ
クエスト以外を除去する必要がある。通常は、コード

“200”（OK）、“304”（Not Modified; サーバ側のコン
テンツとブラウザのキャッシュが同一で、後者が使用
された場合）以外のステータスのレコードを除外する。
b. 重複アクセスの制御
　同一ユーザによる「ダブル・クリック」への対処
について、COUNTER-2では、IPアドレス、セッショ
ン・クッキー、ユーザ・クッキー、登録ユーザIDの
いずれか（後にゆくにしたがって精度は向上）によっ
て、同一ユーザによるアクセスを判別し、一定時間内

（HTMLでは10秒、PDFでは30秒）に同一の論文に対
し複数のリクエストが行われたときは最終のものを保
持すること、すなわちアクセス回数は１回とカウント
することが規定されている。なお、この点に関する一
般のウェブログ解析ソフトウェアにおける処理内容は
まちまちであり、場合によっては明確にされていない
こともある。
c. ファイルタイプによる絞り込み
　１つのウェブページを構成する断片的なファイル群

（例えば、GIFまたはJPEGによるマスコットアイコン、
あるいはスタイルシート等）へのアクセス回数も、利
用カウントを不必要に増大させる可能性がある。ファ
イルタイプ別に分けたうえで、システムログを分析す
ることで、正確にアクセス回数をカウントしなければ
ならない。

　以上が、COUNTER-2で規定された事項であり、
COUNTER-3Dでは新たに次の３点の追加が提案され

ている。
d. 検索エンジン等によるアクセスの除去
　Google や Yahoo 等の検索エンジンの検索ロボット

（クローラ）、スパム・ボットその他の、人間による直
接利用以外のアクセスについて除去する必要がある。
こうしたサイトからのアクセスについては、既知のサ
イトを登録するブラックリスト方式で管理するのが一
般的である。しかし、ブラックリスト方式の場合、次
から次に生まれる新手のロボットや、既知の場合で
あってもIPアドレスの変更に対処しなければならない
ので、常に更新を行っていく必要がある。この点につ
いて、BEPRESS社（Berkeley Electronic Press）は、
ベイズ統計に基づくアルゴリズムを独自に開発し実装
したことを明らかにしている(12)。COUNTER-3Dでは、
電子ジャーナルのアーカイビングのためのLOCKSS 
プロトコル（Lots of Copies Keep Stuff Safe ; CA1597
参照）についても除外対象とされている。また、機関
リポジトリにおける、OAI-PMHプロトコルによるデー
タ収集のためのアクセスも当然除外する必要がある。
e. 統合検索の影響の排除
　統合検索およびその他の自動検索エージェントの利
用度が上昇し、必ずしも意図しないアクセスが発生す
る可能性があるため、COUNTER-3Dではデータベー
ス・レポート１および３において、正規の検索とは分
離してまとめることとされた。なお、今後において、
電子ジャーナルや機関リポジトリの論文が統合検索の
直接的な対象とされるならば、対応を考慮しなければ
ならなくなるだろう。
f. リンク先読みの影響の排除
　リンク先読み（link prefetch）とは、ユーザがすぐ
にアクセスする可能性のあるドキュメントをブラウザ
の空いた時間に事前にダウンロードまたは先取りす
る方式である。GoogleではFirefox向けにこの機能を
提供している。検索結果の最初のリンク数件に、ブラ
ウザに先読みのヒントを提供する“X-moz:prefetch” 
というhttpヘッダが付けられ、ブラウザはそのペー
ジのロードを終えた後、ユーザの知らぬ間に指定さ
れた資料の先取りを行い、キャッシュに保存する。
COUNTER-3Dでは、先読み機能の結果から生じるア
クセスについても除外することが提案されている。

　以上のような内容について除外処理を行った場合
の利用統計は、行わなかった場合とまったく違ったも
のになる。筆者も一員として参加した「機関リポジ
トリの評価システム」プロジェクト（平成19年度CSI
委託事業（領域２）、代表：千葉大学、分担：三重大
学）では、オープンソースのログ解析ツールである
AWStats(13)および独自に開発したツールを用いて、９
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つの機関リポジトリのウェブログを対象に上記a ～ d
に関連する処理を行った。その結果、bの「重複アク
セスの制御」についてはファイルサイズで0.46から0.92

（全体では0.80）(14)に圧縮された。dの「検索エンジン
等によるアクセスの除去」については、実際のデータ
からAWStatsのロボットリストに大幅な追加を行い、
単純なアクセス回数で少なく見積もった場合でも0.13
から0.69（全体では0.40）ときわめて大きな縮減率が
得られ、これらの処理の重要性をあらためて確認する
こととなった(15)。
　なお、上記以外にも、次のように今後、処置を検討
しなければならない事項がある。
g. 分割されたファイルの扱い
　電子ジャーナルの場合、米国物理学会（American 
Institute of Physics） のScitation(16)に お け る よ う
に、全文の論文をセクションに区切られたHTML

（sectioned HTML）によって提供されることがある。
COUNTER-3Dでは、こうしたケースの存在を指摘し
ているものの、具体的な取扱いについては規定してい
ない。また、機関リポジトリ等においては、一つの図
書や報告書を複数のPDFとして分割提供する場合も
想定される。
h. 内部利用の除去
　COUNTERでは規定されていないが、図書館内やシ
ステム開発業者等からの利用についても、本来は除外
されるべきであろう。また、機関リポジトリの場合は、
サーバ上のデータのチェック機能等の実装によって、
業務プロセス内から自動的なアクセスが行われている
ケースも見られる。
3. IRSプロジェクト

　機関リポジトリに関して比較可能な利用統計を作成
するためには、以上のような処理を実装した標準とし
てのプログラムが開発され、各機関が同じ枠組みで処
理を実行することが必要である。そうすることで、ど
のようなコンテンツにどこから、どれだけのアクセス
やダウンロードが行われたか、あるいはどのような経
路（リファラ）を辿って利用が行われたかを把握し、
相互に比較することが可能となる。
　しかし、プログラムの作成は十分条件を満たしたこ
とにしかならない。少なくとも次のような２つの課
題が残る。１つは、DSpace、EPrints、E-repository、
Fedora等々の機関リポジトリのさまざまなプラット
フォームに対応した共通仕様のプログラムを作成、維
持することである。もう１つは、例えば１年間に日本
中で最もダウンロードされた論文は何か、といった質
問に対応する機関横断的な利用統計をどのように整備
するかということである。
　英国のIRSプロジェクトは、部分的ではあるにして

も、これらの課題の解決を目指すものであった。この
プロジェクトは、2005年６月から2007年５月の２年に
わたって英国情報システム合同委員会（JISC）の助成
を受け、サウサンプトン大学を中心に実施された(17)(18)。
　IRSは、それぞれのリポジトリで個別に使用するた
めのソフトウェアと、統計データのハーベスティング
を前提に集中処理を行うOAIサービスという2つの異
なるモジュールから構成される。前者は、“IRStats”
と名付けられたオープンソースのソフトウェアで、

“EPrints”向けパッケージが既にウェブ上で公開さ
れている（“DSpace”向けパッケージは未完成）(19)。
IRStats は基本的には“AWStats”をベースに開発さ
れたものであり、機関リポジトリ上のウェブログを読
み込み、MySQLまたはPostgreSQLにより利用イベン
トのデータベース（匿名の形式で個々の利用者の記録
を作成する）を構築したうえで、集計およびグラフ、
図表の作成処理を行うという方式になっている。作成
された集計やグラフ等は必要に応じて簡単にローカル
サイトで公開することができ、単純な利用回数（例．
どの資料が何回ダウンロードされたか）、利用ランキ
ング（例．最も多くダウンロードされた資料／著者の
トップ10）、アイテムごとの月別ダウンロードグラフ
等が利用できる。また、ビットストリーム（論文全文）
のダウンロードの分析をどの単位で行うか（個々のレ
コードかコレクション全体か）や、分析の対象とする
期間、求めるグラフや図表の選択のためのインター
フェイスも用意されている(20)。実は、以上の処理のほ
とんどは、AWStatsの機能だけで行えないわけでは
ない。IRStatsの意義は、AWStatsだけでは利用され
たコンテンツをURL形式でしか表せないのに対して、
IRStatsではメタデータの形式で把握できるようにす
るためのモジュールが組み込まれた点にあると考えら
れる。
　IRSプロジェクトの当初の目標は、もう一つのモ
ジュールであるOAIサービスにあったようである。
OAIサービスとは、メタデータを含むIRStatsの利用
イベントのデータベースに相当する内容を“OpenURL 
ContextObjects”(21)(22)の形式に変換し、それらをOAI-
PMHプロトコルを用いて収集（ハーベスト）し、集
中的に分析処理を行いその結果を返すという一連
のサービスを指す。例えば、リポジトリの利用者が

“Citebase”のウェブサイト(23)から、自分の論文がど
れだけダウンロードされているか（どれだけ引用され
ているかに加えて）を確認できるといった状況が想定
された。もしこの方式がうまくいけば、それぞれのリ
ポジトリは単にログファイルをハーベスト可能な状態
に置くだけで、プラットフォームの違いを問わず、利
用統計を入手することができることになる。しかし、
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残念ながらOAIサービスの成果は明確には示されてい
ない。システムログの分析には予期せぬデータの出現
などからどうしても単純な機械的作業だけで行うこと
ができない側面があるため、システム資源や人的資源
の面で非効率と判断されたということなのかもしれな
い。
　利用統計のOAIサービスが構想された背景には、英
国の大学研究評価（Research Assessment Exercise; 
RAE）方式の見直しの動きがある。英国における各
大学への研究資金の配分は、個々の研究に対する競争
的な研究補助金のほかに、研究分野ごとの個人の研究
業績の審査と学科自体に対する評価による学科のラン
ク付けに基づいて総体としての大学への配分額が決
定される方式となっている(24)。このうちの個人の研究
業績の審査については、これまで（現在、2007年から
2008年にかけて評価を実施中）はピア・レビュー方式
で行われてきたが、時間と費用がかかり過ぎるという
ことから、次回以降の方式としてビブリオメトリック
スをもとにした数的指標による評価の導入が検討され
ている(25)。Citebaseにおいては、論文や著者ごとの引
用回数とダウンロード回数が実験的に表示されている
が、この表示はRAEにおける数的指標の活用との連
動が意図された結果である(26)(27)。
　Citebaseにおいて、引用回数とともにダウンロード
回数が示されているのは、ダウンロード回数を学術的
影響に関する新たな指標として捉えているからに他な
らない。利用は「引用に先行するため、学術的影響の
より初期の指標として役立つ」(28)ものであり、雑誌論
文の範囲を越えた、雑誌論文の著者だけに限定されな
いコミュニティ全般の学術情報の流通を表わすと考え
られるからである。この点で、IRSプロジェクトは、
出版社のサービス、機関リポジトリ、リンク・リゾル
バ等から大規模な引用データ、利用データ、書誌デー
タを収集し、分析を行っている“MESUR”プロジェ
クト(29)と共通する方向性を持つ。
　とはいえ、Citebaseにおける回数表示は、引用は
arXivから、ダウンロードはarXivの英国内ミラーサー
バーからのデータのみに拠っているのが現状である
(30)。セルフアーカイビングの比率がまだまだ限られて
いる現時点では、OAIサービスから得られたデータを
活用するには数が少なすぎるということなのかもしれ
ないが、ハーナッド（Stevan Harnad）等はメタデー
タと利用データの集約と分析をセルフアーカイビング
普及の道具として活用することを一貫して目指してき
ただけに、今後の展開が注目される。
おわりに

　機関リポジトリの利用統計は、どのようなコンテン
ツをどのような人々が（どこから）どれだけ利用した

かを明らかにし、今後の機関リポジトリの方向を考え
る上で貴重な情報をもたらす。ただし、利用統計を相
互に比較し、そこからベンチマーキングの設定や運営
計画の見直しを行うためには、利用統計の標準化が不
可欠となる。具体的には、上述したようなシステムロ
グからの不純物の除去（フィルタリング）を前提にし
た共通の枠組みでの統計項目の整備が必要である。
　しかし、共通の枠組みを準備したとしても、それら
が実際にツールとして実装され、使用されなければ意
味をなさない。機関リポジトリに携わる関係者が協
力して、プラットフォームの違いを越えて利用できる
IRStatsのようなツールを整備、維持していくことが、
より重要性を増していくに違いない。また、運用の方
式としては、IRSプロジェクトで採られたような集中
方式と分散方式が考えられる。厳密な方法の徹底とい
う点では集中方式は理想的であるが、さまざまに異な
る環境を理解したうえで処理を行わなければならな
い面があり、少なくとも現時点では現実的であるとは
考えられない。一方で、分散方式の場合には実行可能
性は高い反面、所定の手続きと仕様に準拠して処理が
行われたかが不明確になりがちであるという問題があ
る。現実的には、COUNTERプロジェクトにおいて規
定されたような監査の枠組みに基づいた分散方式を選
択するのが妥当なのではないかと考えられる。
　最後に、IRSプロジェクトやMESURプロジェクト
に見られるように、機関リポジトリのシステムログか
ら利用を調べることは、利用統計の作成にとどまらな
い可能性を持つ。利用統計という面でも、利用の分析
という面でも、これまでには得られなかった粒度での
新たな取り組みが始まっているのである。
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