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0. 

サイトに掲載するグーグルの広告は選べず、アドセンスのシステムがサイトの

記載内容を診断し、記載内容に見合った広告を自動的に表示する方式となって

いるところが、通常のアフィリエイトとは大きく違うところです。 

始めに 
 
横浜在住の馬場と申します。グーグルアドセンスについてお話しします。 
グーグルアドセンスでお金儲けしたいと考えている人のヒントになればと思っ

ています。 
 
グーグルアドセンスはインターネット検索でよく知られている、グーグルの広

告配信サービスです。 
 
ホームページやブログのサイトにアドセンスの広告用コードを貼り付けること

によりそのサイトにグーグルの用意した広告が表示されます。そのサイトのグ

ーグルの広告がクリックされることにより報酬が発生する仕組みとなっていま

す。 
 

 
また、アフィリエイトと比べ、広告内の商品が売れなくても、クリックのみに

よって収入が発生するという手軽さと報酬の高さのため、このアドセンスを利

用するサイトオーナーが沢山います。 
 
アドセンスは登録･利用に際して費用がかからず、サイトを持ってさえいれば

アドセンスに申込できますが、アドセンスのサイト審査を通過する必要があり

ます。アドセンスのサイト審査に当たっては、アダルト関連サイト、暴力的サ

イト、極端にコンテンツの少ないサイトなどは審査が通過できないようです。 
 
アドセンスの審査通過後も不正やサイトの質の維持に関してはきびしく監視さ

れ、内容によってはアドセンスから警告を受けたり、広告を外されたり、ひど

い場合はアドセンスを利用するためのアカウントを停止される場合もあります。 
 
原則として同一名義で利用できるアドセンスのアカウントは 1 つに限られてい

ます。但し、個人用と会社用の 2 つが認められることもあるようです。 
 
グーグルアドセンスを知らない人は少ないと思いますが、グーグルアドセンス

で稼げると分かっている人は少ないような気がします。 
 
グーグルアドセンスを試してみた方も結構いるかもしれませんが、１度か 2 度

試してなかなかクリックされないであきらめてしまった方も多いのではと思い

ます。本資料はそんな方のためのバイブルとなればと作成しています。 
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説明は下記内容により構成されています。 
 
目次 
 

0. 始めに 1 
1. グーグルアドセンスで上手に稼ぐには 3 
2. グーグルアドセンスの審査に通らない 3 
3. アドセンスの広告がクリックされない 4 

3.1. グーグルアドセンスの広告の位置 4 
3.2. グーグルアドセンスの広告の数 5 
3.3. グーグルアドセンスの広告の種類 5 
3.4. サイト内のテーマ 5 

4. アドセンスのクリックをチェックするアクセス解析用サイト 6 
5. グーグルアドセンスの広告が表示されない 6 
6. グーグルアドセンスのアカウントを停止された 6 
7. アドセンスで稼ぐには 7 
8. ネットビジネスで稼ぐには 8 
9. 最後に 9 
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1. 

2. 

グーグルアドセンスで上手に稼ぐには 
 
はっきりいいますが、グーグルアドセンスは稼げます。 
 
でもなかなか稼げないのはなぜでしょうか。 
 
理由があるかと思います。 
 
 
１．グーグルアドセンスの審査に通らない。 
 
２．アドセンスの広告がクリックされない 
 
３．グーグルアドセンスの広告が表示されない。 
 
４．グーグルアドセンスのアカウントを停止された。 
 
 

グーグルアドセンスの審査に通らない 
 
「グーグルアドセンスの審査に通らない。」には理由があります。 
 
まず、「グーグルアドセンスの審査に通るには」審査用のサイトを作って申請

する必要がありますが、このサイトがなかなかパスしないのです。なぜだか分

かりますか、「グーグルアドセンスの基準」に沿っていないからです。 
 
アダルト関連サイト、暴力的サイト、極端にコンテンツの少ないサイトなどは

グーグルアドセンスの審査が通過できません。また、審査の時点でそのサイト

にアフィリエイトの広告が掲載されているとパスしません。グーグルアドセン

スの審査にパスした後ならアフィリエイトしても問題ないようです。 
 
グーグルアドセンスの審査用のサイトの中の文字数は１０００文字以上あった

ほうがいいようです。一番、パスしやすいのはブログを使って、日々の何気な

いテーマで日記を１ページ４００～５００文字くらいの量で１０日分以上のも

のです。私の場合は、私の家にはマーボというオスの猫がいますが、マーボの

毎日というテーマで日記を１０日分くらい作って申請すれば一回でパスしまし

た。 
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3. アドセンスの広告がクリックされない 
 
「クリックされない」にはいろいろ理由が考えられます。 
 
まず、そのサイトに訪問客がある必要があります。いくら素晴らしいサイトを

作っても訪問客がゼロでは何もなりません。 
 
 
サイトの訪問客を増やすにはいろいろ方法がありますが、ツールやその他の自

動的な手段でサイトへのアクセスを故意に増やすことはグーグルアドセンスで

禁止されており、アカウント停止の恐れもありますのでご注意ください。 
 
まじめな、適正な手段でもアクセスを増やすことは可能です。下記の無料レポ

ートに詳しく説明されていますので参照ください。 
 
◆SEO 対策のバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/38787/3536/ 
 
 
◆負けない SEO 対策応用編 
http://www.gekizou.biz/39106/3536/ 
 
 
サイトの訪問客がたくさんあるにも関わらずクリックされないことがあります。

いろいろな理由が考えられますが、 
 
１．グーグルアドセンスの広告の位置 
 
２．グーグルアドセンスの広告の数 
 
３．グーグルアドセンスの広告の種類 
 
４．サイト内のテーマ 
 
 

3.1. グーグルアドセンスの広告の位置 
 

効果的な「グーグルアドセンスの広告の位置」があります。どこでもいい

ということはないようです。サイトの内容ごとに異なるのでいろいろ試し

てみてください。 
 
実績としては、最初の部分と最後はクリック率がいいようです。 

 

http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/
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グーグルアドセンスで推奨している方法がありますので参照ください。 
https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=17954 

 
 

3.2. グーグルアドセンスの広告の数 
 

「グーグルアドセンスの広告の数」は多いほうがいいです。但し掲載でき

る数が決まっていますのでご注意ください。 
 
 １）広告ユニット ３箇所 
 ２）リンクユニット ３箇所 
 ３）検索窓 ３箇所 

 
 

3.3. グーグルアドセンスの広告の種類 
 

「グーグルアドセンスの広告の種類」もいろいろありますが大きいもの、

長いもので露出の度合いが多いほうがより効果が高いようです。 
 
 
3.4. サイト内のテーマ 
 
「サイト内のテーマ」は重要です。このテーマが絞られていないと自動的

に表示される「グーグルアドセンスの広告」がサイトの内容とマッチしな

くなり、訪問客が興味を持たなくなります。「サイト内のテーマ」が絞ら

れれば絞られるほど「グーグルアドセンスの広告」が最適化されクリック

率が高くなります。 
 
また、一度作成したサイトに表示される「グーグルアドセンスの広告」を

よく確認してください。あなたのサイトに訪問してきた人がクリックした

くなるような広告ですか。もしそうでないならサイトの内容、選んだキー

ワードを見直す必要があります。 
 
サイトを作る時にどんな「グーグルアドセンスの広告」を表示させたいか

をイメージしながら作成することが最もよくクリックしてもらうコツです。 
 

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=17954
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4. アドセンスのクリックをチェックするアクセス

解析用サイト 
 
色々なアクセス解析用ツールが出ていますが「リサーチアルチザン」というア

クセス解析用サイト がお勧めです。アドセンスのクリックされたサイトを検出

してくれるのでとても便利です。 
 
http://research-artisan.com/user/signup 
 
 
1 回だけコードを取得すれば同じコードを違うサイトにどんどんコピーして使

うだけで自動的に新たなサイトが登録されます。もちろん無料ですし、利用可

能なサイトの数は無制限です。 
 
 

5. グーグルアドセンスの広告が表示されない 
 
いろいろ理由があります。グーグルアドセンスのプログラムポリシーに違反し

ている可能性があります。そのまま放置した場合、アカウントの停止もありま

すのでご注意ください。 
 
理由が分からない場合は、広告を取り外すことをお勧めします。 
 
https://www.google.com/adsense/support/bin/topic.py?hl=jp&topic=8423 
 
 
 

6. グーグルアドセンスのアカウントを停止された 
 
いろいろ理由があります。グーグルアドセンスのプログラムポリシーに違反し

ているとグーグルアドセンスに解釈されたものと思われます。一度、アカウン

トを停止された場合ほとんど復活は難しいかと思われますが、新たに申請が受

理されたとしても以前と同じＵＲＬに同じサイトを復活させたら、すぐに削除

されます。運良く申請が受理されたらまったく違うＵＲＬで以前のものと内容

が異なるサイトを構築させることをお勧めします。 
 
ただし、アカウントを取り消された理由が分からない場合、同じ結果になる可

能性がありますので、グーグルアドセンスのアカウントが停止になっても、す

ぐに他の方法に切り替えられるようなサイトの仕組みを作って置くことをお勧

めします。 
 

http://research-artisan.com/user/signup
https://www.google.com/adsense/support/bin/topic.py?hl=jp&topic=8423
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7. アドセンスで稼ぐには 
 
アドセンスで収入を得られるのは間違いありません。正しい手順でサイトを作

っていけば必ず収入が得られます。満足のいく収入が得られるようになるまで

には人によって掛かる時間はまちまちです。 
 
その手順としては概略下記のような形となります。 
 
１．アドセンス登録 
２．サイト作成・アドセンスコード組み込み 
３．サイト量産 
 
１つの優良なサイトで稼ぐ方法もありますが、誰にでもできるわけではありま

せん。誰にでも可能な、多くの人が使いそうなキーワードを盛り込んだページ

をキーワード毎に大量に量産していくことをお勧めします。大体、20 サイトく

らい作成したあたりから効果が現れてくるはずです。 
 
また、サイトの中身が薄いとグーグルから警告が来ることがありますので、目

安として 1 サイト当たり５００～１０００文字くらいでまとめられればと思い

ます。 
 
サイトの記事はすべてをご自分の頭の中から搾り出す必要はありません。イン

ターネット上にいくらでも情報は溢れています。ただし、それらの情報をその

まま利用することは著作権の侵害となり、厳禁です。必ずご自分の頭の中で練

り直し、ご自分の言葉で再構成することがとても大切です。一つの記事だけで

なく、複数の記事と言葉を組み合わせて作り変えるのがコツです。 
 
また、見る人の役に立つような内容にするのは当然のことです。 
 
 
アドセンスで割と簡単に報酬を得られることは事実です。しかしながら、これ

を売り物にした商材がいっぱい出ています。 
 
大きく分けて下記の２つに分類できるようです。 
 
１．いかにしてアドセンスで稼ぐか 
２．いかにして高い報酬金額のキーワードを見つけるか 
 
これらの商材の中には良心的なものも多数あるかと思いますが、例え良心的で

あったとしても購入した人の力量に見合ってなかったり、効果のある時期的な

タイミングがずれてしまっているものも少なくありません。 
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安易な衝動買いをしたりせず、セールスレターをよく読んで購入前に中身をあ

る程度把握し、本当に購入に値するかよく吟味され、購入後後悔されることの

ないことを祈っています。 
 
 
下記の「グーグルアドセンス攻略法」は私が販売しているものですが、「グー

グルアドセンス攻略法」を利用するとグーグルアドセンスで効率よく稼げるよ

うになります。ホームページの作り方が分からなくてもできるようにテンプレ

ートが用意されています。 
実績のあるまじめな内容です。きっとお役に立ちます。 
 
 
グーグルアドセンス攻略法 
http://suteki.warmheart21.com/ 
 
 
 

8. ネットビジネスで稼ぐには 
 
なお、アドセンスは稼げますが、アカウントの停止という危険性があります。 
 
ネットビジネスで稼ごうとする場合一つの手段に固執することはとても危険で

す。ネットビジネスでは常に 2 つ以上の有効な手段を持っている必要がありま

す。 
 
特に即金性の高いネットビジネスを一つと確実に儲けられるネットビジネスを

一つは持っていたいものです。この 2 つを土台にして、さらに大きく稼げるネ

ットビジネスに挑戦していくのが、ネットビジネスの世界で生き残っていくコ

ツかと思われます。 
 
 
下記の無料レポートにてその方法について詳しく説明しています。 
 
◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/39233/3536/ 
 
 

http://suteki.warmheart21.com/
http://www.gekizou.biz/39233/3536/


グーグルアドセンスのバイブル的マニュアル 

-9- 

9. 最後に 
 
以上、いろいろとグーグルアドセンスに関して説明してきましたが、これらは

実際に私が行って実績あるものです。但し普遍的なものではなく、常に見直し

が必要かと思われますが、必要に応じて更新していきます。お役に立てれば幸

いです。 
 
 
また、アドセンスで稼ぐための無料メールセミナーを開講中です。 
 
============================================== 
 
      とにかく 役に立つ 
 
◆◆◆ 無料 アドセンスメールセミナー ◆◆◆  
 
         開講中 です。 
 
http://www.warmheart21.com/goodnews/ads-seminar/ 
 
 
 
============================================== 
 
とても沢山のお申し込みが殺到しています。 
 
 
 
  
 
 

 

馬場博 
goodnews@warmheart21.com 

http://www.warmheart21.com/goodnews/ads-seminar/
mailto:goodnews@warmheart21.com
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