
Google Analytics Data Export API (177)
2012/3/19

区分区分区分区分 属性属性属性属性 メソッドメソッドメソッドメソッド 68686868 内容、および計算式内容、および計算式内容、および計算式内容、および計算式 出力例出力例出力例出力例

ディメンション eコマース ga:affiliation アフィリエイト

ディメンション eコマース ga:daysToTransaction 購買までの日数 1

ディメンション eコマース ga:productCategory 商品カテゴリー 日用品

ディメンション eコマース ga:productName 商品名 abc-1234

ディメンション eコマース ga:productSku 商品の最小単位 M（サイズ等

ディメンション eコマース ga:transactionId 処理ID 123456789

ディメンション eコマース ga:visitsToTransaction 購入までのセッション数 1

ディメンション アドワーズ ga:adContent 広告文 アナリティクス初級セミナー　※設定した広告タイトル

ディメンション アドワーズ ga:adDestinationUrlga:adDestinationUrlga:adDestinationUrlga:adDestinationUrl 新新新新

ディメンション アドワーズ ga:adDisplayUrlga:adDisplayUrlga:adDisplayUrlga:adDisplayUrl 新新新新 表示URL

ディメンション アドワーズ ga:adDistributionNetworkga:adDistributionNetworkga:adDistributionNetworkga:adDistributionNetwork 新新新新 コンテンツネットワークの

ディメンション アドワーズ ga:adFormatga:adFormatga:adFormatga:adFormat 新新新新 配信形式

ディメンション アドワーズ ga:adGroup 広告グループ名

ディメンション アドワーズ ga:adMatchedQueryga:adMatchedQueryga:adMatchedQueryga:adMatchedQuery 新新新新 マッチクエリ

ディメンション アドワーズ ga:adMatchTypega:adMatchTypega:adMatchTypega:adMatchType 新新新新 マッチタイプ

ディメンション アドワーズ ga:adPlacementDomainga:adPlacementDomainga:adPlacementDomainga:adPlacementDomain 新新新新 プレースメントのドメイン

ディメンション アドワーズ ga:adPlacementUrlga:adPlacementUrlga:adPlacementUrlga:adPlacementUrl 新新新新 プレースメントのURL

ディメンション アドワーズ ga:adSlot 表示場所 side　※検索画面の上（右に表示されているか

ディメンション アドワーズ ga:adSlotPosition 表示順位 3rd

ディメンション アドワーズ ga:adTargetingOptionga:adTargetingOptionga:adTargetingOptionga:adTargetingOption 新新新新 ターゲットのオプション 自動、手動

ディメンション アドワーズ ga:adTargetingTypega:adTargetingTypega:adTargetingTypega:adTargetingType 新新新新 ターゲットの種類

ディメンション アドワーズ ga:adwordsAdGroupId グループID

ディメンション アドワーズ ga:adwordsCampaignId キャンペーンID

ディメンション アドワーズ ga:adwordsCreativeId クリエイティブID

ディメンション アドワーズ ga:adwordsCriteriaId 条件ID

ディメンション アドワーズ ga:adwordsCustomerId 顧客ID

ディメンション アドワーズ ga:campaign キャンペーン名

ディメンション イベントトラッキング ga:eventAction イベントアクション名 play

ディメンション イベントトラッキング ga:eventCategory イベントカテゴリー名 test

ディメンション イベントトラッキング ga:eventLabel イベントラベル stop

ディメンション カスタム変数 ga:customVarName(n) カスタム変数名 id　※ga:customVarName1　と記述

ディメンション カスタム変数 ga:customVarValue(n) カスタム変数値 100 ※ga:customVarValue1　と記述

ディメンション コンテンツ（ページ） ga:exitPagePath 離脱ページ /info.html

ディメンション コンテンツ（ページ） ga:landingPagePath 閲覧開始ページ /copr.html

ディメンション コンテンツ（ページ） ga:nextPagePath 直後のページ /faq.html

ディメンション コンテンツ（ページ） ga:pagePath 閲覧ページ /

ディメンション コンテンツ（ページ） ga:pageTitle ページタイトル よくあるご質問

ディメンション コンテンツ（ページ） ga:previousPagePath 前のページの集計 /

ディメンション コンテンツ（ページ） ga:secondPagePath 次のページの集計 /faq.html

ディメンション サイト内検索 ga:searchCategory サイト内検索のカテゴリー

ディメンション サイト内検索 ga:searchDestinationPage 到達ページ /etc/follower1.html

ディメンション サイト内検索 ga:searchKeyword サイト内検索キーワード アドバンスセグメント

ディメンション サイト内検索 ga:searchKeywordRefinement 再検索キーワード 非同期トラッキング

ディメンション サイト内検索 ga:searchStartPage 検索開始ページ /column/jinsei.html

ディメンション サイト内検索 ga:searchUsed 利用状況 Visits Without Site Search

ディメンション トラフィック ga:keyword 検索キーワード Google Analytics

ディメンション トラフィック ga:medium 媒体名 organic、cpc

ディメンション トラフィック ga:referralPath リファラのURL /blog/1234/

ディメンション トラフィック ga:source リファラ google.co.jp

ディメンション ユーザー（システム系） ga:browser ブラウザ Firefox

ディメンション ユーザー（システム系） ga:browserVersion ブラウザーのバージョン 2.0.0.14

ディメンション ユーザー（システム系） ga:flashVersion FLASHのバージョン 10.0 r45

ディメンション ユーザー（システム系） ga:isMobile モバイル Android

ディメンション ユーザー（システム系） ga:javaEnabled Javaが利用可能かどうか Yes

ディメンション ユーザー（システム系） ga:language 使用言語 en-gb

ディメンション ユーザー（システム系） ga:operatingSystem OS iPhone

ディメンション ユーザー（システム系） ga:operatingSystemVersion OSのバージョン XP　※携帯は機種名

ディメンション ユーザー（システム系） ga:screenColors ディスプレイの色深度 24-bit

ディメンション ユーザー（システム系） ga:screenResolution 解像度 1024×738.

ディメンション ユーザー（セッションPV系） ga:pageDepth 滞在中のページビュー 1

ディメンション ユーザー（セッションPV系） ga:userDefinedValue ユーザー定義 定義内容

ディメンション ユーザー（セッションPV系） ga:visitCount セッション数 1

ディメンション ユーザー（セッションPV系） ga:visitLength 滞在時間 100

ディメンション ユーザー（セッションPV系） ga:visitorType 新規かリピーターか Returning Visitor
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ディメンション ユーザー（接続環境系） ga:hostname ホスト名 www.kagua.biz

ディメンション ユーザー（接続環境系） ga:networkDomain 訪問者ドメイン rikkyo.ac.jp　※企業名なども取得可能な場合も。

ディメンション ユーザー（接続環境系） ga:networkLocation サービスプロバイダ ntt communications corporation

ディメンション ユーザー（地域系） ga:city 都道府県 Osaka

ディメンション ユーザー（地域系） ga:continent 大陸 Asia

ディメンション ユーザー（地域系） ga:country 国 Japan

ディメンション ユーザー（地域系） ga:latitude 緯度 35.685

ディメンション ユーザー（地域系） ga:longitude 経度 139.751

ディメンション ユーザー（地域系） ga:region 地域 New York

ディメンション ユーザー（地域系） ga:subContinent 亜大陸 Eastern Asia

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:date 日付 20100513

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:day 日にち 01、31

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:dayOfWeekga:dayOfWeekga:dayOfWeekga:dayOfWeek 新新新新 曜日

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:daysSinceLastVisit 最終訪問日からの日数 1

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:hour アクセス時間 24

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:month 月 1

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:nthDayga:nthDayga:nthDayga:nthDay 新新新新 指定範囲ごとの日

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:nthMonthga:nthMonthga:nthMonthga:nthMonth 新新新新 指定範囲の月

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:nthWeekga:nthWeekga:nthWeekga:nthWeek 新新新新 指定範囲の週

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:week 週 1

ディメンション ユーザー（日にち系） ga:year 年 2010

指標 eコマース ga:itemsPerPurchasega:itemsPerPurchasega:itemsPerPurchasega:itemsPerPurchase 新新新新 ga:itemQuantity / ga:uniquePurchases

指標 eコマース ga:revenuePerItemga:revenuePerItemga:revenuePerItemga:revenuePerItem 新新新新 ga:itemRevenue / ga:itemQuantity

指標 eコマース ga:revenuePerTransactionga:revenuePerTransactionga:revenuePerTransactionga:revenuePerTransaction 新新新新 ga:transactionRevenue / ga:transactions

指標 eコマース ga:totalValuega:totalValuega:totalValuega:totalValue 新新新新 ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll

指標 eコマース ga:transactionRevenuePerVisitga:transactionRevenuePerVisitga:transactionRevenuePerVisitga:transactionRevenuePerVisit 新新新新 ga:transactionRevenue / ga:visits

指標 eコマース ga:transactionsPerVisitga:transactionsPerVisitga:transactionsPerVisitga:transactionsPerVisit 新新新新 ga:transactions / ga:visits

指標 アドワーズ ga:adClicks クリック数

指標 アドワーズ ga:adCost キーワードごとの費用

指標 アドワーズ ga:costPerConversionga:costPerConversionga:costPerConversionga:costPerConversion 新新新新 ga:adCost / (ga:transactions + ga:goalCompletionsAll)

指標 アドワーズ ga:costPerGoalConversionga:costPerGoalConversionga:costPerGoalConversionga:costPerGoalConversion 新新新新 ga:adCost / ga:goalCompletionsAll

指標 アドワーズ ga:costPerTransactionga:costPerTransactionga:costPerTransactionga:costPerTransaction 新新新新 ga:adCost / ga:transactions

指標 アドワーズ ga:CPC 1クリックの費用

指標 アドワーズ ga:CPM 表示にかかる費用

指標 アドワーズ ga:CTR クリック率

指標 アドワーズ ga:impressions 表示数

指標 アドワーズ ga:marginga:marginga:marginga:margin 新新新新 余白

指標 アドワーズ ga:ROIga:ROIga:ROIga:ROI 新新新新 ROI

指標 アドワーズ ga:RPCga:RPCga:RPCga:RPC 新新新新 RPC

指標 イベントトラッキング ga:avgEventValuega:avgEventValuega:avgEventValuega:avgEventValue 新新新新 ga:eventValue / ga:totalEvents

指標 イベントトラッキング ga:eventsPerVisitWithEventga:eventsPerVisitWithEventga:eventsPerVisitWithEventga:eventsPerVisitWithEvent 新新新新 ga:totalEvents / ga:visitsWithEvent

指標 イベントトラッキング ga:eventValue イベント値

指標 イベントトラッキング ga:totalEvents 総イベント発生回数

指標 イベントトラッキング ga:uniqueEvents イベント発生回数

指標 イベントトラッキング ga:visitsWithEventga:visitsWithEventga:visitsWithEventga:visitsWithEvent 新新新新 イベント発生した訪問の合計数

指標 コンテンツ（ページ） ga:itemQuantity 商品の個数

指標 コンテンツ（ページ） ga:itemRevenue 商品の合計

指標 コンテンツ（ページ） ga:transactionRevenue 総合計

指標 コンテンツ（ページ） ga:transactions 決済回数

指標 コンテンツ（ページ） ga:transactionShipping 送料

指標 コンテンツ（ページ） ga:transactionTax 税

指標 コンテンツ（ページ） ga:uniquePageviews 重複しないページビュー 1

指標 コンテンツ（ページ） ga:uniquePurchases 購入設定数

指標 コンバージョン ga:goal(n)AbandonRatega:goal(n)AbandonRatega:goal(n)AbandonRatega:goal(n)AbandonRate 新新新新 ((ga:goal(n)Starts - ga:goal(n)Completions) / ga:goal(n)Starts) * 100

指標 コンバージョン ga:goal(n)Abandonsga:goal(n)Abandonsga:goal(n)Abandonsga:goal(n)Abandons 新新新新 ga:goal(n)Starts - ga:goal(n)Completions

指標 コンバージョン ga:goal(n)Completions コンバージョン完了数　※ga:goal1Completions　と使用

指標 コンバージョン ga:goal(n)ConversionRatega:goal(n)ConversionRatega:goal(n)ConversionRatega:goal(n)ConversionRate 新新新新 (ga:goal(n)Completions / ga:visits) * 100

指標 コンバージョン ga:goal(n)Starts コンバージョン開始数 ※ga:goal1Starts　と使用

指標 コンバージョン ga:goal(n)Value コンバージョン値 ※ga:goal1Value　と使用

指標 コンバージョン ga:goalAbandonRateAllga:goalAbandonRateAllga:goalAbandonRateAllga:goalAbandonRateAll 新新新新 (ga:goalStartsAll - ga:goalCompletionsAll) / ga:goalStartsAll) * 100

指標 コンバージョン ga:goalAbandonsAllga:goalAbandonsAllga:goalAbandonsAllga:goalAbandonsAll 新新新新 ga:goalStartsAll - ga:goalCompletionsAll

指標 コンバージョン ga:goalCompletionsAll 総コンバージョン完了数

指標 コンバージョン ga:goalConversionRateAllga:goalConversionRateAllga:goalConversionRateAllga:goalConversionRateAll 新新新新 (ga:goalCompletionsAll / ga:visits) * 100

指標 コンバージョン ga:goalStartsAll 総コンバージョン開始数

指標 コンバージョン ga:goalValueAll 総コンバージョン値

指標 コンバージョン ga:goalValuePerVisitga:goalValuePerVisitga:goalValuePerVisitga:goalValuePerVisit 新新新新 ga:goalValueAll / ga:visits
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指標 サイト内検索 ga:avgSearchDepthga:avgSearchDepthga:avgSearchDepthga:avgSearchDepth 新新新新 ga:searchDepth / ga:searchUniques

指標 サイト内検索 ga:avgSearchDurationga:avgSearchDurationga:avgSearchDurationga:avgSearchDuration 新新新新 ga:searchDuration / ga:searchUniques

指標 サイト内検索 ga:avgSearchResultViewsga:avgSearchResultViewsga:avgSearchResultViewsga:avgSearchResultViews 新新新新 ga:searchResultViews / ga:searchUniques

指標 サイト内検索 ga:goalValueAllPerSearchga:goalValueAllPerSearchga:goalValueAllPerSearchga:goalValueAllPerSearch 新新新新 ga:goalValueAll / ga:searchUniques

指標 サイト内検索 ga:percentVisitsWithSearchga:percentVisitsWithSearchga:percentVisitsWithSearchga:percentVisitsWithSearch 新新新新 (ga:searchVisits / ga:visits) * 100

指標 サイト内検索 ga:searchDepth 検索結果後のページビュー

指標 サイト内検索 ga:searchDuration 検索後の滞在時間

指標 サイト内検索 ga:searchExitRatega:searchExitRatega:searchExitRatega:searchExitRate 新新新新 (ga:searchExits / ga:searchUniques) * 100

指標 サイト内検索 ga:searchExits 検索後の離脱数

指標 サイト内検索 ga:searchGoal(n)ConversionRatega:searchGoal(n)ConversionRatega:searchGoal(n)ConversionRatega:searchGoal(n)ConversionRate 新新新新 (ga:goal(n)Completions / ga:searchUniques) * 100

指標 サイト内検索 ga:searchGoalConversionRateAllga:searchGoalConversionRateAllga:searchGoalConversionRateAllga:searchGoalConversionRateAll 新新新新 (ga:goalCompletionsAll / ga:searchUniques) * 100

指標 サイト内検索 ga:searchRefinements 再検索した回数

指標 サイト内検索 ga:searchResultViewsga:searchResultViewsga:searchResultViewsga:searchResultViews 新新新新 検索後のページ表示回数

指標 サイト内検索 ga:searchUniques セッションあたりの検索回数

指標 サイト内検索 ga:searchVisits セッションあたりの合計検索回数

指標 トラフィック ga:organicSearchesga:organicSearchesga:organicSearchesga:organicSearches 新新新新 セッション内で行われたオーガニック検索数

指標 表示速度 ga:avgDomainLookupTimega:avgDomainLookupTimega:avgDomainLookupTimega:avgDomainLookupTime 新新新新 (ga:domainLookupTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001

指標 表示速度 ga:avgPageDownloadTimega:avgPageDownloadTimega:avgPageDownloadTimega:avgPageDownloadTime 新新新新 (pageDownloadTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001

指標 表示速度 ga:avgPageLoadTimega:avgPageLoadTimega:avgPageLoadTimega:avgPageLoadTime 新新新新 (ga:pageLoadTime / ga:pageLoadSample) * 0.001

指標 表示速度 ga:avgRedirectionTimega:avgRedirectionTimega:avgRedirectionTimega:avgRedirectionTime 新新新新 (ga:redirectionTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001

指標 表示速度 ga:avgServerConnectionTimega:avgServerConnectionTimega:avgServerConnectionTimega:avgServerConnectionTime 新新新新 (ga:serverConnectionTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001

指標 表示速度 ga:avgServerResponseTimega:avgServerResponseTimega:avgServerResponseTimega:avgServerResponseTime 新新新新 (ga:serverResponseTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001

指標 表示速度 ga:domainLookupTimega:domainLookupTimega:domainLookupTimega:domainLookupTime 新新新新 DNSルックアップ速度

指標 表示速度 ga:pageDownloadTimega:pageDownloadTimega:pageDownloadTimega:pageDownloadTime 新新新新 ダウンロード速度

指標 表示速度 ga:pageLoadSamplega:pageLoadSamplega:pageLoadSamplega:pageLoadSample 新新新新 ページロードのサンプル数

指標 表示速度 ga:pageLoadTimega:pageLoadTimega:pageLoadTimega:pageLoadTime 新新新新 ページのロード時間

指標 表示速度 ga:redirectionTimega:redirectionTimega:redirectionTimega:redirectionTime 新新新新 リダイレクト時間

指標 表示速度 ga:serverConnectionTimega:serverConnectionTimega:serverConnectionTimega:serverConnectionTime 新新新新 サーバー応答時間

指標 表示速度 ga:serverResponseTimega:serverResponseTimega:serverResponseTimega:serverResponseTime 新新新新 サーバーのレスポンス時間

指標 表示速度 ga:speedMetricsSamplega:speedMetricsSamplega:speedMetricsSamplega:speedMetricsSample 新新新新 速度のサンプル数

指標 ユーザー（システム系） ga:bounces 直帰数

指標 ユーザー（システム系） ga:entrances 閲覧開始数

指標 ユーザー（システム系） ga:exits 離脱数

指標 ユーザー（システム系） ga:newVisits 新規ユーザー数

指標 ユーザー（システム系） ga:pageviews ページビュー

指標 ユーザー（システム系） ga:timeOnPage ページ滞在時間　※秒で取得

指標 ユーザー（システム系） ga:timeOnSite サイト滞在時間　※秒で取得

指標 ユーザー（システム系） ga:visitors ユニークユーザー数

指標 ユーザー（システム系） ga:visits セッション数

指標 ユーザー（セッションPV系） ga:avgTimeOnPagega:avgTimeOnPagega:avgTimeOnPagega:avgTimeOnPage 新新新新 ga:timeOnPage / (ga:pageviews - ga:exits)

指標 ユーザー（セッションPV系） ga:avgTimeOnSitega:avgTimeOnSitega:avgTimeOnSitega:avgTimeOnSite 新新新新 ga:timeOnSite / ga:visits

指標 ユーザー（セッションPV系） ga:entranceBounceRatega:entranceBounceRatega:entranceBounceRatega:entranceBounceRate 新新新新 (ga:bounces / ga:entrances) * 100

指標 ユーザー（セッションPV系） ga:entranceRatega:entranceRatega:entranceRatega:entranceRate 新新新新 (ga:entrances / ga:pageviews) * 100

指標 ユーザー（セッションPV系） ga:exitRatega:exitRatega:exitRatega:exitRate 新新新新 (ga:exits / ga:pageviews) * 100

指標 ユーザー（セッションPV系） ga:pageviewsPerVisitga:pageviewsPerVisitga:pageviewsPerVisitga:pageviewsPerVisit 新新新新 ga:pageviews / ga:visits

指標 ユーザー（セッションPV系） ga:percentNewVisitsga:percentNewVisitsga:percentNewVisitsga:percentNewVisits 新新新新 (ga:newVisits / ga:visits) * 100

指標 ユーザー（セッションPV系） ga:visitBounceRatega:visitBounceRatega:visitBounceRatega:visitBounceRate 新新新新 (ga:bounces / ga:visits) * 100

区分区分区分区分 属性属性属性属性 メソッドメソッドメソッドメソッド 内容内容内容内容 出力例出力例出力例出力例

ディメンション ユーザー（接続環境系） ga:connectionSpeed 廃止 接続速度 DSL

名前名前名前名前 文字列か、数値か文字列か、数値か文字列か、数値か文字列か、数値か 内容内容内容内容 要、不要要、不要要、不要要、不要

ids 文字列 プロファイルID yes

start-date 文字列 レポート開始日　2012-01-01 yes

end-date 文字列 レポート終了日　2012-01-31 yes

metrics 文字列 指標　ga:visits,ga:bounces　カンマ区切り yes

dimensions 文字列 ディメンション　ga:browser,ga:city　カンマ区切り no

sort 文字列 ソート no

filters 文字列 フィルター no

segment 文字列 セグメント no

start-index 数値 開始インデックス番号 no

max-results 数値 最大表示インデックス番号 no

fields 文字列 Selector specifying a subset of fields to include in the response. no

prettyPrint 文字列 Returns response with indentations and line breaks. Default false. no

userIp 文字列 API使用のためのユーザーのIPアドレス no

quotaUser 文字列 Alternative to userIp in cases when the user's IP address is unknown. no

access_token 文字列 OAuth 2.0 トークン用 no

callback 文字列 JSON-P　コールバック用 no

key 文字列 OAuth 1.0a 認証用　key=AldefliuhSFADSfasdfasdfASdf no
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