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0. 

 

始めに 
 
横浜在住の馬場と申します。 
 
最近、グーグルアドセンスの定期的な審査が頻繁かつ厳しく繰り返され、アカ

ウントの停止をされた方も多いようです。一度、グーグルアドセンスから警告

を受けるとかなりの確率で、アカウントの停止となります。 
 
大抵の場合、どこを改善すれば良いのか皆目検討がつきません。自分なりの解

釈で少しぐらいの改善を行ったとしてもやはり同じなのです。同じ URL を使

う限りはかなりの確率でアカウントの停止となります。 
 
ではどうすればいいのでしょうか。一番簡単なのはそれまでアドセンスコード

を貼り付けていたところに楽天アフィリのコードを貼り付けるのです。その状

態で、まったく別の場所で、新たにアドセンスサイトを立ち上げるのです。 

これで、アドセンスのアカウントの停止というリスクはかなり回避できます。 
 
でも、アドセンスサイトを作る場合、大量のサイトを作ってきていることがほ

とんどです。これを楽天アフィリサイトに変更することはとても時間と手間が

掛かると大抵の人はそう考えます。数日間、数週間も要する方も少なくありま

せん。あきらめてしまう人もいます。 
 
 
ここで、朗報です。最初からそのようなリスクを考慮して一発変換システムを

組み込んでおきさえすればそのために掛かる時間はほんの数分です。後から 
このシステムを組み込んだとしても１～２日くらいの作業です。 
 
他にも方法があるかも知れませんが、今回は私が実際に実行している方法をご

紹介します。 
 
 
説明は下記内容により構成されています。 
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1. SSI 
 
 
SSI という方法を使います。SSI とはサーバーサイドインクルードといい、SSI
を利用すると、インターネットサーバーの中でファイル同士をいろいろ組み合

わせることができるのです。 
 
もう少し、具体的にいうと a.html というファイルの中に、b.html、c.html、
d.html といった外部のファイルを自由に組み込むことができます。 
 
「IFRAME」ではありませんよ。「IFRAME」ではアドセンスコードを貼り付

けることはできません。 
 
SSI を利用した場合、インターネットサーバー側でファイルを組み込んだ後は

まったく普通の a.html というファイルのみが存在状態となり、b.html、c.html、
d.html は a.html の１部になってしまうのです。インターネット上に公開される

サイトのコードは通常のものとまったく同じとなります。 
 
つまり、下の図のようになります。 
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b.html、c.html、d.html は何百と作るサイトに対し共通のファイルとなります。 
このファイルの中に「アドセンスコード」や「楽天アフィリコード」を入れて

おくのです。こうすれば b.html、c.html、d.html の中身を替えるだけで一瞬です

べてのサイト情報が変わります。 
 
 
例えば、「b.html」には下記の内容を入れます。 
<script type="text/javascript"><!-- 

google_ad_client = "pub-12345"; 

/* 728x15, 作成済み 08/06/09 */ 

google_ad_slot = "1543210"; 

google_ad_width = 728; 

google_ad_height = 15; 

//--> 

</script> 

<script type="text/javascript"src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script> 
 
 
「c.html」には下記の内容を入れます。 
 

<div id="content-1"> 

<div class="left"> 

<p>スポンサード リンク</p> 

<script type="text/javascript"><!-- 

google_ad_client = " pub-12345"; 

/* 336x280, 作成済み 09/01/10 */ 

google_ad_slot = "8905913870"; 

google_ad_width = 336; 

google_ad_height = 280; 

//--> 

</script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script> 

<!-- left end --></div> 

<div class="right"> 

<p>スポンサード リンク</p> 

<script type="text/javascript"><!-- 

google_ad_client = " pub-12345"; 

/* 336x280, 作成済み 09/01/10 */ 

google_ad_slot = "8905913870"; 

google_ad_width = 336; 

google_ad_height = 280; 

//--> 

</script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script> 

<!-- right end --></div style="clear: both;"> 

<!—content-1 end --></div> 
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「d.html」には下記の内容を入れます。 
<p>スポンサード リンク</p> 

<script type="text/javascript"><!-- 

google_ad_client = " pub-12345"; 

/* 336x280, 作成済み 09/01/10 */ 

google_ad_slot = "8905913870"; 

google_ad_width = 336; 

google_ad_height = 280; 

//--> 

</script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script> 
 
 
 
最後に「a.html」には下記の内容を入れます。 
 
＜コンテンツーA＞ 
 
<!--#include virtual="../includes/b.html" --> 
 
＜コンテンツーB＞ 
 
<!--#include virtual="../includes/c.html" --> 
 
 
＜コンテンツーC＞ 
 
<!--#include virtual="../includes/d.html" --> 
 
 
<!--#include virtual="../includes/b.html" -->  
の意味はフォルダー「includes」の中の「b.html」を組み込めという指示なので

す。ここの URL は「../includes/b.html」などの相対 URL のみで

「http://www.xxxx/includes/b.html」などの絶対 URL は指定できません。 
 
b.html、c.html、d.html はまとめて「includes-ads」というフォルダーに入れてお

きます。これらのセットを楽天用にも作り「includes-rakuten」というフォルダ

ーに入れておきます。もうひとつ「includes」というフォルダーを作り、必要に

応じてこの中身をアドセンス用と楽天用に変更することにより簡単に何百とい

うファイルの中のコードがアドセンスになったり楽天になったりします。 
 
 
これは一例で、やり方を考えれば自由自在に変化させることができます。 
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2. SSI の適応 
 
この SSI という方式はすべてのサーバーで適応できるわけではありません。 
ブログではできません。無料の PC サイトではほとんどできないでしょう。 
 
有料の PC サイトでは大抵利用可能です。SSI が利用できるかどうかサーバーの

仕様に記載されていますので確認ください。 
 
また、「SSI」を利用する場合「a.html」に当たるメインのファイル名は

「a.shtml」として利用します。「a.html」で利用するには別途設定が必要です。 
 
 
この SSI の機能は一つのインターネットサーバーの中でファイル同士をいろい

ろ組み合わせるという仕組みのため、同一のサーバー内にあるファイルに対し

てのみ有効となります。 
 
サーバーが別となる場合は、そのサーバー内の SSI グルーの中で同じ操作をす

ることになります。 
 
１０サーバー利用している場合は１０サーバー分の作業が必要となってきます

が、例え１０サーバーとなっても、その中に含まれるファイルが１００以上と

なる場合はこの SSI を利用した方式はとても有効で、作業効率をあげることと

なります。 
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3. SSI 応用 
 
今回は、アドセンスに関して説明をしましたが、これ以外にも「フッター」

「ヘッダー」「メニュー」などサイト全体に共通するようなものはこの SSI が
利用できます。 
 
この SSI を利用すると様々なことができるようになります。 
 
例えば、ファイル「a-1.shtml」に下記のような「a 関連のリンク集」を持ってい

たとします。この内容を「lnk-a.html」という外部ファイルとして保存します。 
 
<div>◆a 関連のリンク集</div> 
<div style="margin:20px; text-align:left;font-size:13px;"> 
 
<A target="_blank" href="http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-1/">a-1</A>｜  
<A target="_blank" href="http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-2/">a-2</A>｜  
<A target="_blank" href="http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-3/">a-3</A>｜  
<A target="_blank" href="http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-4/">a-4</A>｜  
<A target="_blank" href="http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-5/">a-5</A>｜  
 
</div> 
 
「a-1.shtml」を下記の様にします。 
＜コンテンツーA＞ 
 
<!--#include virtual="../includes/b.html" --> 
 
＜コンテンツーB＞ 
 
<!--#include virtual="../includes/c.html" --> 
 
 
＜コンテンツーC＞ 
 
<!--#include virtual="../includes/d.html" --> 
＜コンテンツーD＞ 
 
<!--#include virtual="../includes/lnk-a.html" --> 
 
このリンク集は下記の様になります。 
◆a 関連のリンク集 
a-1｜ a-2｜ a-3｜ a-4｜ a-5｜  
 

http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-1/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-2/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-3/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-4/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-5/
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この個々のリンク集の総合サイトを作ります。構造は簡単です。リンク集を下

記の様に並べるだけです。 
◆総合リンク集◆<br><br> 
<!--#include virtual="../includes/lnk-a.html" --> <br><br> 
<!--#include virtual="../includes/lnk-b.html" --><br><br> 
<!--#include virtual="../includes/lnk-c.html" --><br><br> 
<!--#include virtual="../includes/lnk-d.html" --><br><br> 
<!--#include virtual="../includes/lnk-e.html" --><br><br> 
 
 
結果は下記の様になります。この総合リンク集はなんらメンテナンスをしなく

とも個別のサイト毎のリンク集を変更すると自動的に変わるようになります。 
私のサイトは実際このようになっており、アドセンスサイトをグループに分け 
個々にリンしあい、なおかつ、総合リンク集からも自動的にリンクするように

しています。とても便利です。 
 
◆総合リンク集◆ 
 
◆a 関連のリンク集  
a-1｜  a-2｜  a-3｜  a-4｜  a-5｜   
 
◆b 関連のリンク集  
b-1｜  b-2｜  b-3｜  b-4｜  b-5｜   
 
◆c 関連のリン-ク集  
c-1｜  c-2｜  c-3｜  c-4｜  c-5｜   
 
◆d 関連のリンク集  
d-1｜  d-2｜  d-3｜  d-4｜  d-5｜   
 
◆e 関連のリンク集  
e-1｜  e-2｜  e-3｜  e-4｜  e-5｜ 
 
 
 
 
SSI に関して詳しくお知りになりたい方は、下記を参照ください。 
http://www.tohoho-web.com/wwwssi.htm 
 
 
 

http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-1/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-2/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-3/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-4/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/a-5/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/b-1/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/b-2/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/b-3/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/b-4/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/b-5/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/c-1/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/c-2/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/c-3/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/c-4/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/c-5/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/d-1/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/d-2/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/d-3/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/d-4/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/d-5/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/e-1/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/e-2/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/e-3/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/e-4/
http://www.xxxxxxx/tokushuu/e-5/
http://www.tohoho-web.com/wwwssi.htm
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4. 最後に 
 
大切なのは、インタネットは巨大な市場です。でも待っていても誰もどこから

も来ることはありません。その手段、きっかけをいかにたくさん持てるかが鍵

になってきます。 
 
私の実績に基づき記載しましたが、ここに書いたことが最良と思っているわけ

ではありません。この「アドセンス」を一瞬で「楽天」に変更する方法があな

たのお役に立てればと思っています。 
 
 
この他、お役に立つ情報を私のメールマガジンでいろいろお知らせしています。 
興味のある方はご登録されることをお勧めします。 
 
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/ 
 
 
-------------------------------------------------  
最近私が作成した無料レポートです。 
きっと、お役に立ちます。 
------------------------------------------------- 
 
◆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/ 
 
◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 
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 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681 
 
◆5 万のつもりが１００万に 
http://www.gekizou.biz/39446/3536/ 
 

◆もう情報商材は買わないでください。 
http://www.gekizou.biz/40015/3536/ 
 

 

馬場博 
goodnews@warmheart21.com 

http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/
http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/
http://www.gekizou.biz/39233/3536/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/39446/3536/
http://www.gekizou.biz/40015/3536/
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