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まえがき

Google AdSenseは、個人や企業がもっている知識や経験をインターネット上に公開するだけで、
収益を生み出す可能性を提示してくれた画期的なシステムです。ボランティアとしての情報提供で
はなく、ビジネスとしてサイトを運営するという選択肢を、我々、サイト運営者に与えてくれました。
情報が価値と認識されたわけです。

しかしながら、ただ漫然と記事を更新していたり、根拠なく広告を配置したりしていても、自分や
自社がもつサイトから得られる収益を最大化することはできません。本書では有益なサイト、そし
てコンテンツの提供者が、その価値に見合った報酬を得ることを目的に、広告による収益化を実現
していくための要素を解説しています。

Google AdSenseで収益を伸ばすには、仮説→実行→分析→改善のサイクルを回し続けることが肝
要です。サイトのデザインやテーマは千差万別ですから、すべての状況に当てはまる必勝パターン
などありません。本書の内容をベースに広告の配置を最適化し、サイトの改善を続けていくことで、
収益を最大化させることが可能になります。そのためのヒントを100個、ご用意しました。本書が
あなたのサイトから収益が生み出されるきっかけとなれば、これほどうれしいことはありません。

本書の執筆にあたり、多くの方々に多大なご協力をいただきました。

本文のチェックを隅々まで行っていただいた木下眞由美さん、松村吏司さん。本書の企画、および
編集にご尽力くださった、インプレス編集部の小渕隆和さん。各種事例を提供いただいたブログ、
メディア運営者の皆さん。そして近くでいつも支えてくれた、家族に心より感謝します。

本当にありがとうございました。

2014年8月
染谷昌利
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Google AdSenseの利用を申
請して、「広告メディア」として
のサイトの第一歩を踏み出しま
しょう。申し込みの手順のほか、
審査を通過するためのポイント
について解説します。

Google AdSenseの基本



10 序章　Google AdSenseの基本

サイトから広告による収益を得られる
「Google AdSense」（グーグルアドセンス）とは、自分（自社）の

Webサイトに広告を掲載することで収益を得ることができる、Google
が提供するサイト運営者向けの広告配信サービスです。
「自分のサイトから収益を得られる」と聞けば、多くの人は嬉しいに

違いありません。本書を手に取られた人には、企業のWeb担当者、ネッ
トショップの店長やスタッフ、ニュースサイトやコミュニティサイトの
管理者といった立場で、サイト運営に携わる人もいると思います。サイ
ト運営にかかるコストを少しでも軽減できれば、本業の収益にプラスの
効果があるはずです。

また、個人でブログを運営している人なら、ブログから得られる収入
で生計を立てることも夢ではなくなります。Google AdSenseは企業
や個人を問わず、あらゆるサイト運営者が自分のサイトを「広告メディ
ア」として活用できるサービスなのです。

サイトの内容に合った広告を自動的に配信
自分のサイトに広告を掲載する方法も簡単です。Google AdSense

から提供される「広告コード」を自分のサイトのHTMLソースコード
に挿入するだけで、サイトの内容に適した広告が自動的に配信されます。
たとえば、サッカーのニュース記事を掲載しているサイトに広告コード
を挿入すると、サッカーグッズやスポーツ用品の広告が自動的に表示さ
れるのです。そして、訪問者が広告をクリックすることにより、広告掲
載の報酬、つまり収益が発生します。

最近では訪問者の興味や関心と連動する広告を配信するしくみも導入
されています。これにより、たとえば過去にどこかのサイトでバルセロ
ナの旅行記を読んでいた人が自分のサイトを訪問したときに、自分のサ
イトとは関連のない格安航空券やホテル予約の広告が表示されることが
あります。訪問者が興味をもちそうな広告（知りたいと感じるであろう
情報）を、Google AdSenseが自動的に配信しているのです。

Google AdSense って何？

▶AdSenseについて知る

1
基本

Google AdSenseによってサ
イトに配信される広告は、「イ
ンターネット広告」の一種です。
広告が配信されるしくみにはさ
まざまな種類があり、インター
ネットにおける告知・集客に欠
かせないものとなっています。
詳しくはワザ1で解説します。

AdSenseはインター
ネット広告の一種

HTML ····························· P.215
広告コード ····················· P.217

Google AdSense
http://www.google.com/adsense/ 
start/

http://www.google.com/adsense/
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今まで通りのサイト運営に集中できる
Google AdSenseを利用すれば、いつも通りにサイトを運営してい

るだけで、広告が収益を生み出していきます。どのような広告を表示す
るかを細かく管理したり、広告主とのやりとりを気にしたりする必要は
ありません。収益を得る一方で、これまで通りのサイト運営に集中でき
るのも、Google AdSenseの大きな魅力といえるでしょう。

Google AdSenseはサイト運営者であれば誰でも利用でき、料金も
かかりません。ただし、利用にあたっては事前にGoogleによるサイト
の審査があるなど、一般的なWebサービスに比べると、利用を開始す
るまでの手続きが難しくなっています。本章では、Google AdSense
の利用申請に関する注意点や、実際の申し込み方法について解説してい
きます。

1 インターネット広告のしくみを理解しよう……P.30

Google AdSenseの広告のしくみ

Google AdSenseから提供される
「広告コード」を、自分のサイトの
HTMLソースコードに挿入する（基
本5、ワザ4で解説）。

サイトの内容（広告があるページの
コンテンツ）に合った広告が自動的
に表示され、クリックされると収益
を得られる。
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広告コードが挿入できることをあらためて確認
Google AdSenseの利用申請は、誰でも、どのようなサイトでも行

えます。しかし、Googleの審査を通過し、実際に広告を掲載するため
には、サイトが一定の条件を満たしている必要があります。主な条件は
4つあるので、申請前に自分のサイトが条件をクリアしていることを確
認しましょう。

1つ目は「サイトのHTMLソースコードに広告コードを挿入できる」
ことです。申請者自身が広告を掲載したいサイトのHTMLソースコー
ドを編集し、AdSenseの広告コードを挿入できなければなりません。

最近の企業サイトでは、独自ドメインとレンタルサーバーに、コンテ
ンツマネジメントシステム（CMS）を組み合わせて運営しているのが
一般的でしょう。WordPressやMovable TypeなどのCMSを利用し
ており、それらでサイトを編集できる権限があれば、自由に広告コード
を挿入できます。CMSを導入せず、ホームページ・ビルダーやAdobe 
Dreamweaverなどで作成したサイトでも問題ありません。もちろん、
自分でゼロからHTMLを記述して作ったサイトでも大丈夫です。

無料のブログサービスで運営している個人ブログでも、Bloggerやラ
イブドアブログなど、AdSenseに対応しているサービスであれば利用
可能です。その他の主なサービスについては、次のページの表を参考に
してください。

CMS ······························· P.215
HTML ····························· P.215
Movable Type ············· P.216
WordPress ··················· P.216
広告コード ····················· P.217
ブログサービス·············· P.218

Google AdSenseの利用規約
には年齢に関する条件もあり、
サイト運営者の年齢が18歳以
上である必要があります。

18歳未満は
参加できない

利用を申請するための準備をしよう

▶AdSenseについて知る

2
基本

 ● Google AdSenseに参加するための主な条件

サイトのHTMLソースコードに広告コードを挿入できる

十分な量のコンテンツがある

コンテンツの内容が不適切でない

申請者名義の銀行口座がある
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コンテンツの量や内容にも気を配ろう
2つ目は「十分な量のコンテンツがある」ことです。ある程度の期間、

一定の更新頻度で運営してきたサイトなら問題ありませんが、まだ立ち
上げたばかりで、コンテンツが1 〜 2ページ分しかないサイトは、審査
を通過できない可能性があります。最低限の目安として、600 〜 800
文字程度の記事を10 〜 15ページくらいは用意しておきましょう。

3つ目は「コンテンツの内容が不適切でない」ことです。AdSense
では、サイト運営者が守るべきポリシー（規定や方針）が定められてい
ます。このうち、「コンテンツポリシー」と呼ばれるサイトの内容に関
する規定は、特に細かく審査されます。

4つ目は「申請者名義の銀行口座がある」ことです。AdSenseの収
益を受け取るには、自分や自社の名義の銀行口座が必要になります。申
請者と銀行口座の名義が異なっていると、せっかく得た収益を受け取れ
ないので、あらかじめ用意しておきましょう。

いかがでしたでしょうか？ AdSenseの利用申請を行うには、①広告
コードを挿入できるか、②十分な量のコンテンツがあるか、③サイトの
内容がAdSenseのコンテンツポリシーに違反していないか、④申請者
名義の銀行口座があるか、の4点を確認しておきましょう。中でも③は、
AdSenseを利用するにあたって非常に重要なので、次の「基本3」で
詳しく見ていきます。

基本3 コンテンツポリシーに適合していることを確認しよう……P.14

 ● Google AdSenseを利用できる主なブログサービス
名称 URL 特徴

Blogger http://www.blogger.com/ Googleが運営するブログサービス。

FC2ブログ http://blog.fc2.com/ スマートフォンのアプリで管理が可能。

JUGEM http://jugem.jp/ テンプレートが豊富。有料版のみAdSenseを利用可能。

Seesaaブログ http://blog.seesaa.jp/ テンプレートなどのカスタマイズ性が高い。

はてなブログ http://hatenablog.com/ ソーシャルメディアからの集客に強い。

ヤプログ！ http://www.yaplog.jp/ 容量が大きい。有料版のみAdSenseを利用可能。

ライブドアブログ http://blog.livedoor.com/ 検索エンジンからの集客に強い。
※ 2014年8月現在。AdSenseの利用や広告の掲載にあたっての注意・禁止事項は、各サービスのヘルプやガイドラインを参照してください。

http://www.blogger.com/
http://blog.fc2.com/
http://jugem.jp/
http://blog.seesaa.jp/
http://hatenablog.com/
http://www.yaplog.jp/
http://blog.livedoor.com/
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禁止コンテンツがあれば審査には通らない
Google AdSenseを利用するには、Googleが定めるコンテンツポ

リシーを守ってサイトを運営していく必要があります。このポリシーで
は「禁止コンテンツ」について定めており、以下のコンテンツが代表例
として挙げられます。
・ アダルトコンテンツ
・ 個人、集団、組織を誹謗中傷するコンテンツ
・ 他者の著作権で保護されているコンテンツ
・ 薬物、アルコール、タバコに関連したコンテンツ

これらに該当する情報を掲載しているサイトはポリシー違反となり、
審査を通過できません。特に、アダルトコンテンツは厳しくチェックさ
れる傾向があります。次のページの表を参考に、サイト内のコンテンツ
が禁止コンテンツに該当していないことを確認しましょう。

「家族や同僚に見せてもOKか？」で判断しよう
しかし、いずれの禁止コンテンツも、具体的にどのような表現がポリ

シー違反になるのか、判断が難しい場合もあります。たとえば、水着姿
の女性の写真があるだけで、アダルトコンテンツと見なされてしまうの
でしょうか？ 特定企業の商品を厳しく評価した記事は、誹謗中傷と判
断されるのでしょうか？

実際には、女性の写真に付随する文章などに性的な意図がなければ、
違反にはなりません。消費者意識を表現する範囲のレビュー記事も、問
題になることはないでしょう。判断に悩んだときは、自分の中で「これ
は大丈夫かな？」と少しでも疑ったのならNG、と考えるのが賢明です。
悩みが発生した時点で、違反している可能性が高いと言えます。

また、家族や子ども、知人、同僚などに見せても問題ないか、という
考え方も、わかりやすい判断基準になります。たとえば、海水浴に行っ
たときの子どもの裸の写真は、家族から見ればいい思い出ですが、知人
の女性が見たら困惑するかもしれません。異なる立場で見た場合の印象
もイメージしてみるといいでしょう。

コンテンツポリシー 
禁止コンテンツ
http://support.google.com/ 
adsense/answer/1348688

コンテンツポリシーに
適合していることを確認しよう

▶AdSenseについて知る

3
基本

http://support.google.com/
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分類 例

アダルトコンテンツ
・ヌード、ポルノ　・性的欲求を刺激するコンテンツ　・フェチ、性的補助
・国際結婚斡旋、エスコートサービス、アダルト向け、性的なデートサイト　・外部のアダルトサイトへのリンク
・アダルト検索結果　・露骨な性描写、過激な表現　・コメントスパム　・性的な助言、性機能向上

個人、集団、組織を
誹謗中傷するコンテンツ

・特定の個人や集団に対する暴力を推奨、容認したり、損害を与えたりするコンテンツを含むサイト
・嫌がらせやいじめにあたるコンテンツを含むサイト
・特定の集団や個人への差別を助長したり、促したりするコンテンツを含むサイト
・特定の集団や個人が非人道的である、または劣っていると他のユーザーに信じ込ませようとするコンテンツ
・性的嗜好／性同一性に基づき特定の個人や集団を中傷するコンテンツ

著作権で保護されている
コンテンツ

・著作権で保護されているコンテンツを扱っているか、そのようなコンテンツに直接リンクするサイト
・違法コピーを行うサイト　・音声ファイルや動画ファイルのダウンロード専用サイト
・掲載アイテムが海賊版であると明示しているサイト

薬物、アルコール、タバコ
に関連したコンテンツ

・違法薬物やその関連器具の販売や宣伝（米国で違法の薬物は、別の地域で合法でも許可されない）
・薬物検査に合格するための情報や商品　・処方薬の販売（アフィリエイト プログラムを経由する場合を含む）
・オンラインのドラッグストア／薬局へのトラフィックを主に誘導するサイト
・エフェドラ（麻黄）またはその代替薬品（エフェドリンなど）を販売するサイト
・アルコール（ビール、ハードリカー、リキュール）の直接販売を主な目的とするサイト
・タバコ関連商品（葉巻、巻きタバコ、電子タバコ、噛みタバコ、巻紙など）を主に販売するサイト

ハッキング、クラッキング
に関連したコンテンツ

・携帯電話やその他の通信機器、コンテンツ配信システム、コンテンツ配信機器への違法なアクセスを可能にする商
品またはサイト

・デジタル著作権管理技術の迂回など、著作権保護を回避する商品やサービス
・無料受信を目的としてケーブル信号や衛星信号を違法にスクランブル解除する商品
・YouTube やGoogle ビデオに登録されている動画など、コンテンツプロバイダーによりダウンロードが禁止され

ているストリーミング動画のダウンロードを補助または可能にするサイト

報酬プログラムを提供する
サイト

・報酬提供型広告クリックサイト　・報酬提供型誘導サイト　・自動誘導サイト
・「検索による募金活動」をうたうサイト　・報酬提供型検索サイト

Google ブランドを
使用しているサイト

・Googleのユーザーインターフェースを模倣しているサイトや、Google FinanceやGoogleニュースなどの
Googleサービスをフレーム処理しているサイト

・Googleとのアフィリエーションや提携関係があることを示唆しているサイト
・Googleのサービスを利用した「一攫千金」や、その他Googleのサービスを悪用するような情報の提供を主な目的

としているサイト（サイト運営者がYouTube、Orkut、BloggerなどのGoogleサービスに対する不正行為を助長
することは許可されない。これには、YouTube動画をダウンロード可能にするなど、Googleサービスのポリシー
の抜け道を利用する方法の提供も含まれる）

・Googleの商標用語がサイトのURLに含まれているサイト

暴力的なコンテンツ ・骨折を引き起こす行為を含む場面　・電車／車にひかれる場面　・その他の重傷を負う場面
・格闘の動画を主に扱うサイト　・残酷な動画や画像を含むサイト

武器および兵器に関連した
コンテンツ

・銃器、弾薬、銃器用品を販売するサイト　・銃器のカタログを掲載するサイト
・銃器の販売にトラフィックを誘導するサイト
・リンク先ページに適切な免責条項を記載せずにエアソフト銃を販売する米国のサイト
・ナイフや武器および兵器を暴力に使用する目的で販売するサイト
・爆弾やその他の爆発物の作り方を紹介するサイトや、他人に危害を加えたり殺害したりする方法を紹介するサイト
・花火、発火装置を販売するサイト

その他の違法なコンテンツ
・身分証明書、パスポート、社会保障カード、入国管理書類などの公文書の偽造に関連するコンテンツ
・不正行為を助長する資料などの販売や配布を専門に行うサイト　・偽造品の販売や宣伝を行っているサイト
・未成年者の性行為、強制的な性行為、違法な性行為に関連するコンテンツ

※2014年8月現在（参考：AdSenseヘルプ コンテンツポリシー）

利用申請時には禁止コンテンツではなかった内容
が、Googleの方針や社会情勢の変化によって、禁
止コンテンツに追加される可能性があります。気付
かずに放置してしまうと、ポリシー違反と見なされ

て利用を停止され、それまでの苦労が水の泡になっ
てしまいかねません（ワザ77 〜 78で解説）。いっ
たん審査に通過したとしても安心せず、ポリシーの
更新を定期的にチェックしましょう。

ポリシーの定期的なチェックを忘れずに

禁止コンテンツの一覧と具体例
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まずはGoogleアカウントで一次審査を申請
それでは、Google AdSenseを利用するための申し込みをしましょ

う。サイトの参加要件やコンテンツポリシーに適合しているかの審査が
あるため、申し込んでから利用を開始（広告を掲載）できるようになる
まで、いくつかの段階を踏む必要があります。利用開始までの流れは下
の図にまとめてありますが、この「基本4」と次の「基本5」に分けて
解説します。

サイトを用意したら、まず、申し込みのためのGoogleアカウントを
作成します。GmailやGoogle+を利用しているなど、すでにGoogleア
カウントをもっているのであれば、AdSenseのために新たにアカウン
ト作成する必要はありません。

次に、Googleアカウントでログインした状態でAdSenseのページ
にアクセスし、サイトの登録（一次審査の申請）を行います。このとき、
AdSenseの利用規約と主なポリシーが掲載されているので、目を通し
ておきましょう。詳しい手順は次のページ以降を参照してください。

必要事項を入力し終わると申請が完了し、Googleによるサイトの一
次審査が行われます。審査には1週間ほどかかり、結果はGoogleアカ
ウントで使用しているアドレス宛てにメールで通知されます。

基本5 審査のための広告コードを挿入しよう……P.20

Google AdSenseに申し込もう

▶AdSenseの利用をはじめる

4
基本

Googleアカウントの作成 AdSenseの申し込み
（一次審査の申請）

Googleによる一次審査

広告コードの挿入
（二次審査の申請）

Googleによる二次審査 承認・利用開始

基
本
４

基
本
５

 ● Google AdSenseを利用するまでの流れ

Googleアナリティクス
········································· P.215
Googleウェブマスターツール
········································· P.215

Googleアカウントが1つあれ
ば、本書で解説するGoogleア
ナリティクスやGoogleウェブ
マスターツールなども利用でき
るようになります。

1つのアカウントで
複数のサービスが使える
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Googleアカウントを作成するには

Googleアカウントの作成を開始する1

 ● Googleアカウント
http://accounts.google.com/

まずGoogleアカウントを
作成する

Googleアカウントの
ページを表示しておく

［Googleアカウントの作成］画面が表示された 新しいGmailのアドレスを作成する

❶名前を入力

❷メールアドレスの「@」より
前の部分を入力

❸パスワードを入力

❹生年月日を入力

❺画像に表示されている
文字や数字を入力

❻［Googleの利用規約とプライ
バシーポリシーに同意します。］
にチェックマークを付ける

❼［次のステップ］をクリック

自分の情報を入力する2

手順2の［Googleアカウント
の作成］画面で［現在のメール
アドレスを使用する］をクリッ
ク す る と、Gmailを 使 用 せ ず
に、会社のアドレスや以前から
使っているプロバイダーのアド
レスなどをGoogleアカウント
として登録できます。企業サイ
トでGoogle AdSenseを利用
する場合は、会社のアドレスで
Googleアカウントを作成した
ほうが、そのアカウントを使っ
ている社員を特定しやすく安心
です。

会社のアドレスでも
申請できる

［アカウントを作成］
をクリック

http://accounts.google.com/
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Google+について確認する3 Googleアカウントの作成が完了した4
［表示］画面が表示された ［ようこそ ○○さん］

画面が表示された
Googleアカウントが作成
され、ログインが完了した

この画面は閉じてもいい

申し込みと一次審査を申請するには

 ● Google AdSenseのページ
http://www.google.com/adsense/start/

Google AdSenseのページを
表示しておく

［今すぐ開始］をクリック

アカウントにログインする2

作成したGoogleアカウント
でAdSenseに申し込む

ここでは個人向けアカウ
ントを作成する

AdSenseの申し込みを開始する1
［Googleアカウントの
選択］画面が表示された

［はい（Googleアカウントで
ログインする）］をクリック

英語表記になっている場合
は［日本語］を選択する

［写真を追加］をクリックすると、
Google+で使用するプロフィー
ル写真を登録できる

［次のステップ］を
クリック

ログイン画面が表示された場合は、
パスワードを入力してログインする

http://www.google.com/adsense/start/
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［コンテンツに関する設定］
画面が表示された

自分のサイトの情報を入力する3

［AdSenseへのお申し込み
の送信］画面が表示された

［（+09:00）東京］が
自動的に選択される

❺電話番号を入力

❻AdSenseを知った
きっかけを選択

❹郵便番号、都道府県、
住所を入力

AdSenseの利用申請
が完了した

サイトの一次審査
が開始される

企業サイトの場合は［アカウン
トの種類］で［ビジネス］をク
リックすると、［名前］に代わっ
て［会社名］が表示され、［連
絡先名］という入力ボックスが
追加されます。［連絡先名］に
は担当者（自分）の名前を入力
しましょう。

企業向けアカウントの
入力項目は？

自分の連絡先情報を入力して送信する4

❶［日本］を選択

❷［個人］をクリック

❸名前を入力

一次審査にかかる期間につい
て、AdSenseのヘルプには1
週間程度と書かれていますが、
特に問題がなければ2 〜 3日、
早ければ数時間で完了する場合
があります。

審査は早ければ
数時間で完了する

❶自分のサイト
のURLを入力

❷［日本語 - 日本語］
を選択

❸［次へ］をクリック

❼［お申し込みを
送信］をクリック



20 序章　Google AdSenseの基本

Google AdSenseの管理画面にログインする
Googleから一次審査の完了を通知するメールが届き、無事に承認さ

れていれば、Google AdSenseの管理画面にログインできるようにな
ります。この管理画面から広告コードを取得し、自分のサイトに挿入し
て二次審査に進みましょう。

次のページの手順を参考に、一次審査の承認メールに記載されている
URLからAdSenseの管理画面にログインします。最初に［ホーム］画
面が表示されますが、この時点で確認する内容はないので、画面上部の

［広告の設定］をクリックしましょう。

申請用の広告ユニットは小さいサイズに
続いて［新しい広告ユニット］をクリックすると、広告ユニットの作

成画面が表示されます。広告ユニットとは、AdSenseの広告が配信（表
示）される「枠」のことです。本来なら、どのような広告ユニットを作
成するかをしっかり考える必要がありますが、ここではあくまで、二次
審査を申請するための広告ユニットを作成します。

申請用の広告ユニットの名前は、適当に付けておけば大丈夫です。た
だし広告サイズは、申請時においては小さめにしておくことをおすすめ
します。大きなサイズにしてしまうと、サイトに挿入した際に広告がは
み出してしまう可能性があるからです。正規の状態で広告が表示されな
いと、二次審査を通過できない場合があるので、「200 x 200」程度
の小さいサイズにしておきましょう。名前と広告サイズ以外の項目は、
設定する必要はありません。

最後に［保存してコードを取得］をクリックして広告コードをコピー
し、自分のサイトのHTMLソースコードに挿入します。二次審査は自
動的に開始され、AdSenseの担当者からの承認が得られれば、正式に
利用開始となります。なお、二次審査に要する時間は1週間程度とされ
ています。

4 広告を配置する流れを知ろう……P.36

次のページの手順でAdSense
の［ホーム］画面を表示した
とき、［広告コードを配置する］
というボタンから広告コードを
取得できる場合があります。挿
入した場所によってサイズが自
動的に変わるようになっている
ので、この広告コードで二次審
査を申請してもかまいません。

可変サイズも
利用できる

審査のための広告コードを 
挿入しよう

▶AdSenseの利用をはじめる

5
基本

HTML ····························· P.215
広告コード ····················· P.217
広告ユニット ················· P.217

Google AdSense
http://www.google.co.jp/ 
adsense/

http://www.google.co.jp/
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広告コードを挿入して二次審査を受けるには

メールを確認する1
一次審査の承認を知らせる
メールが届いた

ログイン画面が表示された場合は、
パスワードを入力してログインする

［広告ユニット］画面を表示する3
AdSenseの管理画面にログインし、

［ホーム］画面が表示された

ここでは二次審査のために、広告サイズが
「200 x 200」の広告ユニットを作成する

［広告の設定］をクリック

広告ユニットの作成画面を表示する4
［広告ユニット］画面が
表示された

［新しい広告ユニット］を
クリック

利用規約に同意する2
［Google AdSenseオンライン
利用規約］画面が表示された

❷［AdSenseアカウン
トに移動］をクリック

❶［はい、契約を確認し、内容
に同意します。］をクリック

広告ユニットを作成する5

❶［名前］に「申請用」
と入力

広告ユニットの作成画面が表示された

広告サイズのグループの
一覧が表示された

❷［広告サイズ］の［推奨］
をクリック

❸［長方形］をクリック

メールの本文にある［今
すぐ開始］をクリック
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広告ユニットを保存する6
［長方形］グループの広告
サイズが表示された

❶［200 x 200 スクエア
（小）］をクリック

広告コードを挿入する8
サイトのCMSやブログサービスで、広告を
掲載したいページのHTMLソースコードの
編集画面を表示しておく

ここではWordPressのサイドバーウィ
ジェットに広告コードを挿入する

❷c＋V
キーを押す

❶HTMLソースコードの
入力ボックスをクリック

自分のサイトを確認する9
自分のサイトにアクセス
しておく

二次審査が完了し、
承認された

広告コードを
挿入できた

ページを保存して
公開状態にする

二次審査が完了するまでは
空白が表示される

広告の配信が開始され、
サイトに表示された

広告コードをコピーする7
［広告を作成しました］画面が表示された

広告コードが
コピーされた

❷c＋Cキー
を押す

広告コードが選択
された

❶［広告コード］のボックス
をクリック

この画面は閉じてもいい

❷［保存して広告コード
を取得］をクリック


