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アクセスカウンタの設定方法 

 

本資料にてホームページ アクセスカウンタの以下の設定方法について説明いたします。 

1. アクセスカウンタの設置方法 

2. カウンタスタイルの設定方法 

 

1 アクセスカウンタの設置方法 

 カウンタデータファイルを作成します。 1.1

パソコン上でメモ帳などのエディタソフトを使用していただき、ファイル名を「FTPアカウント（認証

ID）※１_count.dat」とした空白のテキストファイルを作成します。このファイルがカウンタ値を格納

するファイルとなります。 

※１FTP アカウント（認証 ID）は、KMC より始まる 9 桁の ID です。 

 

＜ご注意＞ 

お使いのパソコンによっては、「ファイルの種類」が「テキスト文章（*.txt）」となっている場合には、

KMCXXXXXX_count.dat.txt となってしまうことがあります。 

「ファイルの種類」は「すべてのファイル」を指定して保存してください。 
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 カウンタデータファイルをアップロードします。 1.2

FTP クライアントソフトにて作成したカウンタデータファイルをお客様のホームページにアップロー

ドします。 

このとき、必ず、お客様のホームページ「/public_html」ディレクトリに設置してください。 

 

 

 カウンタ表示させたいページのカウンタタグを修正します。 1.3

カウンタを設置している HTML ファイルについて、次のようにカウンタタグ部の記述を修正します。 

 

 

＜カウンタ設置例＞ 

 

  

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?dd=A&df=KMCXXXXXX_count.dat"> 

<html> 

<body> 

ようこそ○○のホームページへ！ <br> 

あなたは<img src="/cgi-bin/Count.cgi?dd=A&df=KMCXXXXXX_count.dat"> 人目のお客さまです。 

</body> 

</html> 
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 タグ記入した HTML ファイルをアップロードします。 1.4

FTP クライアントソフトを用いてお客様ホームページへアップロードします。 

アップロード後、ブラウザでカウンタが表示されれば設置完了です。 

 

 

＜アクセスカウンタご利用にあたっての注意事項＞ 

●プロキシサーバを経由されたり、ファイアウォールが有効となっている場合には、カウンタが正しく

表示されなかったり、カウントアップされないことがあります。 

●いたずら防止のため、同一ＩＰアドレスからの連続したアクセスではカウントアップいたしません。 
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2 アクセスカウンタの設定方法 

アクセスカウンタのカスタマイズ方法をご説明します。 

 

 指定方法 2.1

カウンタタグに下記オプションを指定することにより、デザイン、色、桁数などをカスタマイズできま

す。 

まず、基本となるカウンタデザインを選択します。 

続いて、オプションを"&"でつないで記述します。 

 HTML 記述例 

 

 Web 画面表示 

 

 

 カウンタサンプル一覧 2.2

① カウンタのデザインを指定 

デザイン名 カウンタイメージ オプション値 

デザイン A  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat&dd=A"> 

デザイン B  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat&dd=B"> 

デザイン C  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat&dd=C"> 

デザイン D  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat&dd=D"> 

デザイン E  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat&dd=E"> 

 

  

<body> 

<center> 

<font color="#ff0000"><b>ようこそ○○のホームページへ!</b></font><br> 

<br> 

<small> 

あなたは<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat&dd=C&ft=3&frgb=ff0000">人目のお客様です。 

</small> 

</center> 

</body> 
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② フレームの太さを指定 

デザイン名 カウンタイメージ オプション値 

デザイン A  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat&dd=A 

&ft=0" > 

デザイン B  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat&dd=A 

&ft=7" > 

 

③ フレームの色を指定 

機能 カウンタイメージ オプション値 

16 進 
 

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=B&ft=3&frgb=ff0000" > 

10 進半角の「;」 

セミコロンで区切る 

 <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=B&ft=3&frgb=255;215;0" > 

 

④ 3 桁毎にカンマを表示 

機能 カウンタイメージ オプション値 

3 桁毎カンマ表示 

 

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

comma=T" > 

 

⑤ カウンタの向きを指定 

機能 カウンタイメージ オプション値 

縦方向に回転  
<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=D&rotate=Y" > 

角度回転指定 

(180 度回転) 
 

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=D&degrees=180" > 

 

⑥ カウンタの色、またはカウンタの背景の色を変更 

機能 カウンタイメージ オプション値 

文字の色を白 

から赤に変える 
 

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=C&srgb=ffffff&prgb=ff0000" > 

背景を黒から 

金色に変える 
 

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=C&srgb=000000&prgb=ffd700"> 

 

⑦ カウンタの色、およびカウンタの背景の補色をとる 

機能 カウンタイメージ オプション値 

カウンタの色、 

およびカウンタの背景 

の補色をとる 

 <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat 

&dd=A&negate=T" > 
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⑧ 背景を透明にする 

機能 カウンタイメージ オプション値 

背景を透明にする  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=A&tr=T" > 

 

⑨ カウンタの桁数を指定 

機能 カウンタイメージ オプション値 

カウンタの 

桁数を指定 

 <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=A&md=10" > 

 

⑩ ゼロを表示しない 

機能 カウンタイメージ オプション値 

ゼロを 

表示しない 

 <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=B&pad=0" > 

 

⑪ 常に指定の数字を表示 

機能 カウンタイメージ オプション値 

常に指定の 

数字を表示 

 <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=B&lit=777777" > 

 

⑫ デジタルクロックを表示 

機能 カウンタイメージ オプション値 

12 時間表示  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=B&display=clock" > 

24 時間表示 
 

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=B&display=clock&tformat=24" > 

 

⑬ デジタルカレンダーを表示 

機能 カウンタイメージ オプション値 

MM-DD-YYYY 
 

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=A&display=date" > 

YYYY-MM-DD  <imgsrc="/cgi-bin/Count.cgi?df=KMCXXXXXX_count.dat& 

dd=A&display=date&dformat=yyyymmdd" > 
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