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はじめに  
【推奨環境】 

 このレポート上に書かれているURL はクリックできます。 

 できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。(無料)  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

【著作権について】  

■このレポートは著作権法で保護されている著作物です。  

■このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。  

■使用者は本冊子から得た情報を、 著者の事前の許可なく一般に公開する事を禁止
します。  

■このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。  

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、 見解の変更等を行う権利を有
します。  

■このレポートの作成には万全を期しておりますが、 

万一誤り、 不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、 

 一切の責任を負わないことをご了承願います。  

■このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・ 
パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 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アドセンス審査の流れ 

このマニュアルでは、アドセンスの広告を貼るのに 

必要な”審査”に最短で合格する方法について説明して 

いきます。 

Googleアドセンスの審査に合格しない限りは 

ブログにアクセスが集まっても報酬は発生しないので、 

審査に合格してアカウントを取得することは不可欠です。 

主な審査の流れは… 

１.ブログに５００文字以上の記事を１つ書く 

２.１次審査の申請 

３.１次審査に合格後、広告コードを貼って２次審査へ 

４.トータル５記事程度書く 

５.２次審査合格

というのが基本的な流れです。 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審査用に書いていく記事は、 

トレンドや芸能系は避け、 

無難な日記のような記事にするのをオススメします。 

殺人系やアダルト系のネタはもちろん厳禁です。 

画像・動画は使わないほうが無難です。 

日常的な内容を書いていくだけで 

審査には合格できますので、 

あまり考えすぎず作業していきましょう。 
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１次審査に合格する方法 

結論から言って、１次審査には簡単に合格できます。 

先ほども書いた通り、日記のようなものを１記事書いたら 

すぐに１次審査の申請を行いましょう。 

グーグルのアカウントを持っていない方は 

まず、アカウントを作成しましょう。 

お持ちの方はすぐに審査に移ってください。 

※２次審査が終わるまで、画像・動画は使わないようにしましょう 

Googleアドセンスの申請を行う 

【今すぐ開始】をクリックしてアドセンスの申請作業を行いましょう。 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アカウントをお持ちの方は左側の【はい】を、 

お持ちでない方は右側のボタンをクリックして 

アカウントを取得しましょう。 

【ウェブサイト】にはあなたのブログのURLを、 

【コンテンツの言語】では日本語を選択して 

【次へ】をクリックしてください。 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次に、個人情報を入力して完了です。 

法人・個人に関しては該当する方を選択してください。 

全ての入力が完了したら【お申し込みを送信】を 

クリックしてください。 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以上で申し込みは完了です。 

入力内容や１次審査用の記事に問題がなければ、 

次のようなメッセージが届きます。 

内容の通り、２次審査に進みましょう。 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２次審査に合格する方法 

２次審査に合格するには、 

記事の中に広告を貼った状態で記事を書きます。 

しかし、審査に合格するまでは広告は空白のまま。 

審査に合格すれば広告が表示されるようになるので、 

表示されるまで記事を更新しながら待つ形になります。 

ある程度のアクセスが確認できると 

審査に合格するようです。 

個人差はありますが、大体５記事程度更新すれば 

ほとんどの場合合格できます。 

合格するまで記事を書き進めましょう。 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広告を取得する方法 

それではまず、記事に貼る広告を取得しましょう。 

Googleアドセンスにログインしてください。 

Googleアドセンスの管理画面にログインする 

ページ上部のメニューから【広告の設定】を 

クリックしてください。 

次の画面で【新しい広告ユニット】 

をクリックしてください。 
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記事内のどこに広告を設置するのか、 

名前で示してあげるとデータも取れてわかりやすいです。 

今回は、「記事下」という名前で作成します。 

広告サイズは336×280の「レクタングル（大）」を選択し、 

広告タイプは「テキスト広告とディスプレイ広告」を選択します。 

これらの選択が完了したら【保存してコードを取得】を 

クリックしてください。 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取得したコードを選択してコピーしましょう。 

ここで取得したコードをコピーして 

ブログに貼り付けていきます。 

次のページからは、ブログに広告を設置する 

方法について説明していきます。 
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広告を記事下に設置する方法 

まずは、記事の最後に広告が表示されるような 

設定を行っていこうと思います。 

全ての記事の最後に広告が表示されるように設定していきましょう。 

Copyright © 2015 いずみ All Rights Reserved. �  / �12 30



2.7 アドセンスの審査に最短で合格する方法

まずは、WordPressの管理画面から 

【外観】→【テーマの編集】と進んでください。 

次の画面の右側のメニューの中から、 

【単一記事の投稿（single.php）】を 

選択しましょう。 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single.phpの中身を見ていくと、 

真ん中よりも少し上のあたりに 

</div><!- - END .post - -> 

書かれているはずなのでこの下に 

アドセンスコードを貼り付けましょう。 

もしもこの文章が存在しない場合は 

</div><!-- #content —> 

の上に貼り付けましょう。どの位置に貼り付けるべきかは、 

お使いのテンプレートによって変わるので、 

個別でお調べになることをオススメします。 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広告を貼り付ける際の注意点として、 

広告を 

<p style="text-align: center;">スポンサードリンク<br />

【広告】

</p><br />

上記のタグで囲むようにしてください。

そうすることで広告が中央に配置され、

「スポンサードリンク」の文字が

上部に表示されるようになります。

広告を貼り付けたら、

画面下部の【ファイルを更新】をクリックしてください。

ここまでできたら、２次審査に合格するまで 

記事を書き進めていきましょう。 

次に、他の場所に広告を設置する方法を説明します。 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広告を記事上に設置する方法 

あなたは記事中に最大３つの広告を 

設置することができます。 

先ほどは記事下の広告に貼り方について 

書いていきましたが、今度は記事上部、 

【moreタグの場所】に設置する方法です。 

moreタグとは「続きを読む」を挿入する部分であり、 

moreタグよりも前に書かれた文章が記事の一覧に 

表示されるようになっています。 
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このmoreタグを挿入したところに広告が表示される 

ように設定していきたいと思います。 

この設定で必要なプラグインは 

Master Post Advertです。 

まずはこれをインストールして欲しいのですが、 

マニュアルの3.2章で必須プラグインを一覧で紹介しているので、 

まずはそちらを全てインストールすると進めるのが楽になります。 

それではMaster Post Advertの使い方について 

説明していきます。 

まずは、先ほどと同じ要領で「記事上」の広告コードを 

取得してください。 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Master Post Advertの使い方 

Master Post Advertのインストールと有効化まで 

完了したら、WordPressの管理画面左側のメニューから 

【設定】→【Master Post Advert】へと進みます。 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次の画面上部の【Advert area alignment】では 

「中央」を選択しましょう。 

【Advert area title】は空白のままで構いません。 

【Advert code】の欄には、先ほどと同じ要領で 

新たに取得した「記事上」のコードを貼り付ける。 

作業が完了したら「変更を保存」をクリック。 

これで完了です。 
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このときも広告コードは 

<p style="text-align: center;">スポンサードリンク<br />

【広告】

</p><br />

のタグで挟んで貼り付けるようにしてください。

うまくいけばmoreタグを挿入した場所に広告が

挿入されるようになります。
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広告を記事中に設置する方法 

アドセンスは１記事の中に３つまで広告を貼る 

ことができますが、１番効果的な貼り方は 

記事上、記事中、記事下に貼る方法です。 

記事下と記事上に関しては先ほど説明した通り 

自動で挿入されるのですが、 

記事中に関しては手動で挿入していくことになります。 

その設定をするためには 

・Adsense Manager 

・AddQuickTag 

の２つのプラグインが必要になります。 

まずは、Adsense Managerの使い方について 

説明していきます。 

はじめに「記事中」用の広告コードを取得しておきましょう。 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Adsense Managerの使い方 

Adsense Managerのインストールと有効化が 

完了していれば、WordPressの管理画面左側の 

メニューの中で【投稿】→【Ad Units】と表示されます。 

【Ad Units】をクリックして進んだ先の画面にある 

【Add New Ad】をクリックしてください。 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【Add your ad!】という枠があるので、 

そこに先ほどと同じ要領で「記事上」の広告を取得し、 

枠に中に貼り付けましょう。 

貼り付けが完了したら、 

【Import】をクリックしてください。 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名前が「co-1」になっているかと思いますが、 

名前はそのままでOKです。 

【Display Options】の欄は全て「Yes」を選択してください。 

画面右側の【Html Code】の欄には、取得した「記事中」用の 

広告コードを貼り付けます。 
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コードの貼り付けまで完了したら、 

画面を右側いっぱいまでスクロールしてください。 

見落としやすいのですが、右側に【Advanced】 

という設定エリアがあります。 

その中の<Before>の部分に 

<p style="text-align: center;">スポンサードリンク<br /> 

</After>の部分に 

</p><br /> 

と貼り付けましょう。これらが完了したら、 

画面左下にある【Save changes】をクリックして完了です。 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記事中に広告を挿入する方法 

次に、記事中に広告を挿入する方法について 

説明していきます。 

まずはAddQuickTagというプラグインを 

インストールして有効化してください。 

WordPressの管理画面左側のメニューから、 

【設定】→【AddQuickTag】と進んでください。 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次の画面で【ラベル名】の欄に「ad」、 

【終了タグ】の欄に「  [ad#co-1]  」と入力してください。 

そして画像の通りに、チェックボックスに 

チェックを付けていきましょう。 

 

これらが完了したら、その下の【変更を保存】 

をクリックしてください。 
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この設定が完了すると、記事の編集画面に 

【Quicktags】という選択窓が出現。 

設定した「ad」をクリックすると、 

記事内に [ad#co-1] が挿入されます。 

これを公開、またはプレビューで確認すると 

広告が挿入されています。 

Copyright © 2015 いずみ All Rights Reserved. �  / �28 30



2.7 アドセンスの審査に最短で合格する方法

これで記事内に広告が３つ貼ってある状態になりました。 

手動で貼り付ける記事中の広告については、 

貼り忘れやすいので注意してください。 

また、記事の真ん中あたりの文章の区切りが 

良いところに挿入するのがポイントです。 

２次審査に合格するまでは記事下の 

広告だけが貼られていれば十分ですが、 

この設定は先にやっておきましょう。 

審査に合格するまで書き続けるようにしてください。 
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発行者：いずみ 

ブログ：http://gezumi.jp/ 

メール：info@gezumi.jp 

メルマガ：いずみのアドセンス講座
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