
どんなキーワードで検索して、ホームページにたどり着いたのかを知ることができます。

訪問者の興味・関心がわかるうえ、「ページ／セッション」のところからは、どんな興

味・関心を持った訪問者が熱心に閲覧してくれているのかも見えてきます。SEO 対策の参

考にしたり、新規コンテンツのネタにもすることができます。 

セッション=ユーザーがサイト訪問した回数 

ページ/セッション=１人何個のページを見ているのかの平均 

not provided=キーワードが暗号化されて検索キーワードがわからなかった場合に表示 

not set=システムや通信エラーで検索キーワードが分からなかった場合に表示 

 

各ページの閲覧された数を知ることができます。訪問者の興味・関心の高いページがわか

ります。更新や掲載内容を吟味する目安となります。 

 

訪問者が最後に閲覧したページを知ることができます。また、その離脱数をページビュー

数で割ると、離脱率が出てきます。一般 的に離脱率が 40％を超えるページについては原

因をチェックしたほうがいいとされています。たとえば、該当ページからこのペー ジも

見てほしいのに、離脱されている場合には、改善の余地があると考えられます。 

Exit=離脱数 

ページビュー数=閲覧された回数 

 

訪問者が訪問した数です。「⑤ユーザー数」と異なる点は、30 分を１つの区切りとして、

30 分以上サイトから離れて、再びアクセスしてきた訪問者もカウントしていきます。 

 

計測期間内において重複していない訪問者を数値化したものです。 

 

1 ページのみ閲覧して、ホームページを離脱した訪問の割合です。一般的に直帰率が 80％

を超えるホームページについては原因をチェックしたほうがいいとされていますが、例え

ば LP ページの様な１ページ内でユーザーが満足し完結した場合でも直帰率は上がるため

一概に低ければいいというわけではありません。 



個々のページを閲覧してもらいたい場合は、ほかのページも閲覧してもらえるよう、誘導

するバナーを挿入するなど工夫 したほうがよいと考えられます。 

 

訪問者がホームページを閲覧した平均時間です。どれくらいの時間をかけて閲覧されてい

るのかが見えてきます。 

ユーザーが興味を持っているか？指標データとしての活用ができます。 

※直帰した場合 0 秒でカウントされます。 

 

「⑦訪問時の平均滞在時間」をグラフ化したものです。 

 

訪問者が新規かリピーターのどちらであるか、またそれぞれが 1 回の訪問につき、何ペー

ジを閲覧しているかを知ることができます。 

 

スマートフォンなどモバイル（タブレットを含む）から閲覧されているかどうか知ること

ができます。もし、モバイルからの訪問が多いようでしたら、モバイル対応サイトをご検

討されることをおすすめします。 

 

訪問者が何経由でホームページにたどり着いたのかを知ることができます。 

・organic ＝検索エンジン経由 

・direct ＝URL を直接アドレバーに入力、お気に入り登録のリストからなど 

・referral ＝別サイト経由 

 

「⑪トラフィックの種類別の訪問数」をさらに詳しく知ることができます。たとえば、フ

ェイスブック、アメブロなど具体的にどこを経由しているのかが見えてきます。 
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キーワード 別の 訪問数 と 訪問別…

キーワード
セッ
ショ
ン

ページ/
セッショ

ン

(not provided) 112 2.25

(not set) 67 4.34

エムダブ 25 8.36

エムタブ 6 2.33

森岡web企画 6 4.67

しかまろくん lineス
タンプ 5 1.20

3つの言葉だけで売上
が伸びる質問型営業 4 1.00

web企画 4 1.50

エムダブ株式会社 4 5.50

前田さつき 4 1.00

ページ タイトル 別の ページビュ…

ページ タイトル ページ
ビュー数

大阪のホームページ制作会
社エムダブ！作るだけじゃ
なくて運営管理がめっちゃ
得意！

756

ニュースレター 月刊エム
ダブ 248

大阪のホームページ制作会
社の制作実績をご紹介！ 228

よく聞かれる質問「エムダ
ブの名前の由来は？」にお
答えします！

226

エムダブの基本的な会社デ
ータをご案内！ 133

サービスメニュー 118

ホームページ制作スタッフ
の手作りニュースレター！
毎月発行中！

93

エムダブの代表・森岡昇馬
って釣りが好きでマジシャ
ンもやっちゃう代表です！

88

育児クリエイター募集中！
突然の休みにも対応できる
職場環境！

82

お客様の声 66

訪問数

ユーザー数

578
全体の割合: 100.00% (578)

直帰率

41.12%
サイトの平均: 41.12% (0.00%)

訪問時の平均滞在時間

00:00:57
サイトの平均: 00:00:57 (0.00%)

訪問時の平均滞在時間

ユーザーの種類 別の 訪問数 と 訪問別ページビュー

ユーザー タイプ セッション ページ/セッション

New Visitor 540 3.31

Returning Visitor 243 3.67

トラフィックの種類 別の 訪問数

参照元/メディア 別の 訪問数 と 訪…

参照元/メディア
セッ
ショ
ン

ページ/
セッショ

ン

google / organic 191 2.97

google.co.jp / refer
ral 156 3.93

yahoo / organic 148 3.58

(direct) / (none) 97 4.58

semalt.semalt.com
/ referral 57 1.05

m.facebook.com / r
eferral 29 3.31

support.webkikaku
.com / referral 19 2.63

facebook.com / ref
erral 9 8.00

ba-osaka.com / ref
erral 6 6.33

jobtalk.jp / referral 5 3.00

+ セグメント

 セッション

9月8日 9月15日 9月22日 9月29日

3030

6060

 平均セッション時間

9月8日 9月15日 9月22日 9月29日

00:0100:01

00:0200:02

00:0300:03

organic referral direct

44.8%

12.4%

42.8%

すべてのセッション
100.00%

離脱ページ 別の 離脱数 と ページ…

離脱ページ exit ページビュー数

/index.php 312 751

/result.html 58 298

/voice003.html 32 45

/voice008.html 32 51

/recruit.html 27 140

/voice006.html 27 63

/voice005.html 25 52

/mw01.html 22 122

/voice002.html 19 34

/mw.html 15 92

デバイス カテゴリ 別の 訪問数 と 新規訪問の割合

デバイス カテゴリ セッション 新規セッション率

desktop 594 69.02%

mobile 163 65.64%

tablet 26 88.46%

離脱ページ 別の 離脱数 と ページ…

離脱ページ exit ページビュー数

/index.php 312 751

/result.html 58 298

/voice003.html 32 45

/voice008.html 32 51

/recruit.html 27 140

/voice006.html 27 63

/voice005.html 25 52

/mw01.html 22 122

/voice002.html 19 34

/mw.html 15 92

デバイス カテゴリ 別の 訪問数 と 新規訪問の割合

デバイス カテゴリ セッション 新規セッション率

desktop 594 69.02%

mobile 163 65.64%

tablet 26 88.46%
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