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はじめに

  

 

このたびは、「ツト」の無料レポート

「【実録】こうしたらセーフでした！！グーグルアドセンス警告の対応方法」をダウン

ロードしていただきありがとうございました。

 

グーグルアドセンスは、実に効果的に稼げるものです。

 

しかし、以前に噂でしたが、アドセンスはとても厳しく、

違反があるとすぐに削除されるとか、違反があると

通達して、どこをどのように直せとも言わずに、

しばらくしたら、一方的にアカウントを削除するといった

ことを、聞いていました。

 

 

ところが、そんな噂は、ちょっと違ってました。

 

これからお話することは、実際に起きたことをお話します。

 

もし、あなたにも似たようなことが起きたとき、

参考にしていただければ、幸いです。
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  使用者許諾契約について

 

 このレポートは著作権法により、保護されているものです。

 

【著作権】

 

著作権は、作者である「ツト」に属します。

 

この『【実録】こうしたらセーフでした！！グーグルアドセンス警告の対応方法』は、ダ

ウンロードした御本人様のみ使用できるものとします。

 

いかなる手段を用いても、転売、転用、引用、譲渡、複製、公開などの行為を禁じます。

 

万が一、レポート取得者が以上の禁止事項に違反した場合、関係法規に基づき損害賠償請

求を行う等、民事・刑事を問わず、法的手段による解決を行う場合がございます。

 

 

【免責事項】

 

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、著者は一切の責任を負わないことをご了承願います。

この『【実録】こうしたらセーフでした！！グーグルアドセンス警告の対応方法』は、利

益や効果を保証するものではありません。

また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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■　グーグルアドセンスからこんなメールをいただきました。

 

 ある日グーグルアドセンスからこんなメールをいただきました。

 

お客様

 

お客様のアカウントを確認しましたところ、Google のポリシーに準拠しない方法で 

Google 広告が表示されています。 たとえば、次の URL のページで AdSense ポリシーの違反

が見受けられました。

http://●●●●●●●●　　　※私のサイトの 1つです。

 

サイト運営者様が Google 広告をクリックするようユーザーを誘導したり、広告ユニットを

過度にアピールしたりすることは許可しておりません。 たとえば、お客様のサイトに

 "広告をクリック"、"スポンサーをサポート"、"おすすめサイト" など、 クリックを促す

ようなフレーズを掲載することはできません。 また、矢印や記号などを使用して注意を

向けさせることや、 Google広告のすぐ上に"スポンサード リンク" または "広告" 以外のテ

キストでラベル付けすることも許可されていません。

 

必要に応じて、72 時間以内にウェブ ページを修正してください。 この機会に、Google 

のプログラム ポリシー (https://www.google.com/adsense/policies) をご覧になり、お客様の他のす

べてのページがこれらの基準に従っているかどうか確認することをお勧めします。

 

サイトを更新すると、Google では変更を自動的に検出しますが、広告の配信に影響が及ぶ

ことはありません。 72 時間以内に修正が加えられない場合、お客様のアカウントは引き 

続き有効ですが、該当するウェブ ページへの広告配信を停止させていただきます。 

なお、今後 Google のプログラム ポリシーに違反していることが確認された場合は、アカ

ウントを無効にさせていただくこともありますのでご注意ください。

 

お客様のご協力に感謝いたします。

 Google AdSense チーム 

 ※グーグルアドセンスから頂いたメール文から抜粋
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■　1回目の回答と返信

 

驚いた、わたしは、半ば気持ちはパニック状態。

 

言われたとおりに、もう一度プログラムポリシーを

見直して、確かめ、修正しました。

 

修正したのは次ぎの部分です。

 

サイドの広告ユニットはブログのプラグインのフリーページに貼っていたのですが、

なんと、プラグインのタイトルが、『フリーページ』と、何もしてない状態でした。

おそらく、忘れていたみたいです。

早速、頂いたメールにあるように、『スポンサードリンク』と、プラグインのタイトルを

変更しました。

また、念のため、他のサイトも、チェックしたら、2.つのサイトが、同じようになってい

たため、直しました。

 

これで、安心！！

そして、ご返信

 

こんな感じで、送りました。↓
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Google AdSense チーム　さま

 

いつも、お世話になっています。

 

ご指摘のありましたサイトを含め、似たようなサイトも見直し、ただいま、訂正を行いま

した。

> http://●●●●●●●●

 

今後、このようなことがないように、気をつけます。

 

また、まだ、至らぬところがありましたら、きつく教えていただけると幸いです。

 

今回、わざわざ、ご報告いただき、ありがとうございました。

 

これで、ひとまず安心しました。
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■　お礼を頂いちゃった。＾＾

 

 

そうしたら、アドセンスからご返事が・・・

 

  

ご連絡いただきありがとうございます。

Google のポリシーに従って、お客様のアカウントに必要な変更を加えていただき

ありがとうございました。

 

72時間後、自動的に修正を検出いたします。お客様のご理解に感謝いたします。

 

Google AdSense チーム

　　

※グーグルアドセンスから頂いたメール文から抜粋

 

 

 

やれやれ、まずはこれで、ひと安心。

 

ほっとしていました。

 

ところが、予想外なことが！！
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■　再び警告が来た！！

 

 しばらくしたら、またまたアドセンス様から！！

 

 お客様

 お客様のアカウントを確認しましたところ、Google のポリシーに準拠しない方法で Google 

広告が表示されています。 たとえば、次の URL のページで AdSense ポリシーの違反が見

受けられました。

http://○○○○○○○○○　※わたしの別の違うサイトです。

Google のプログラム ポリシーに記載されているとおり、Google 広告の近くに、誤解を招く

ような画像や、広告主や広告主が提供する製品やサービスに直接関連付けられるような画

像を配置することは許可しておりません。また、Google 広告を導入するページのコンテン

ツを、広告のフォーマット、デザインに合わせて広告との違いがわからないように工夫し

たり、広告をゲームやフォーラムの一部のように見せることは認められません。

 このため、サイトへの広告の配信を停止させていただきました。

 お客様の AdSense アカウントは引き続き有効です。 この機会に、Google のプログラム ポ

リシー (https://www.google.com/adsense/policies) をご覧になり、お客様の他のすべてのページお

よびサイトがこれらの基準に従っているかどうか確認することを強くお勧めします。 

 なお、今後 Google のプログラム ポリシーに違反していることが確認された場合は、アカ

ウントを無効にさせていただくこともありますのでご注意ください。

 

Google AdSense チーム

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　※グーグルアドセンスから頂いたメール文から抜粋

  

あれれ・・・　まだ、ダメなサイトがありました！！

  

もはや、最終警告と同じものですから。

 

次はありません。
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今度こそ、へまをしないと誓ったわたしは、

再び、すべてのサイトやブログをしらみつぶしに、

確認！！確認！！確認！！

 

そうしたら、なんと、

 

シーサーブログで、つくったブログの 1つが、

シーサーのアフィリエイトが、貼ってあったままだったんです。

 

これが、グーグルとそっくりなので、見過ごしてました。

 

紛らわしいのが、どうもポリシー違反と判断されていたみたいです。

しかも、見直しましたと言った後での出来事です。

もう、潔く、シーサーのアフィリは消しました。

  

そして今度こそ、完璧にポリシー違反はないことを確認しました。
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■　2回目の回答と返信

 

 再び！！アドセンスに、ご報告！！

 

 

Google  AdSenseチームさま

 

先日、不具合を直したつもりでおりましたが、まだ、違反箇所と

思われることがありましたことを、お許しください。

 

いま、特にご指摘のあった○○○○関係のブログはもちろんのこと、

ほかのアドセンスの見直しを行いました。

 

二度と違反と取れるようなことはないと思います。

 

また、わざわざ、再度のご指摘、大変ありがとうございました。

 

 

今後、二度とこのようなことがないようにいたします。

 

 

  

 

その後、アドセンスチームからはポリシー違反の連絡はこなくなりました。
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■　こうして現在は・・・
 

 

あれから数ヶ月経ってますが、現在の所なにもありません。

 

大丈夫です。＾＾

 

アドセンス報酬もきちんといただいています。

 

この事例をみていただいてわかるように、グーグルアドセンス様は

とてもおやさしいです。（笑）

 

わたしの、いい加減だったアドセンスを貼ったブログやサイトを

2度にわたり、改善するように連絡してくれたんです。

※1つのブログは、アドセンスが貼れなくなりましたが。

 

しかも、ＵＲＬまで付いて、このサイトが悪い！！ってことまで

教えていただけたんです。

 

今回のことで、納得したことがあります。
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グーグルアドセンスから警告メールを受け取ったとき、

●　きちんと言われたことは見直して、また他のアドセンスを貼ってあるサイトも

確認して、訂正する。

 

●　そして、すぐに、訂正した旨をメールにて報告する。

 

●　そんな当たり前のことを、迅速に行う！！1分でも早く！！

 

コレだけです。

 

あなたが、もしも、わたしと同じ警告メールを

グーグルアドセンスから送られて来たのなら、

そのときの対応を、わたしの返信した文例を参考にしていただけたら、

幸いです。

 

この無料レポートを、あなたの貴重なお時間を使って、読んでいただき、

ありがとうございました。
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