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これまでアドジェネでは接続アドネットワークの1つとしてAudience Network（以下AN）を
配信提供しておりましたが、2017年12⽉11⽇をもって従来の⽅式での配信は終了となります。
（12⽇⽇中に停⽌予定）
引き続きAN配信をご希望される場合は、媒体社様ご⾃⾝でAN直アカウント契約いただいた上で、
以下いずれかの⽅法で配信を継続いただけます。

パターン①：アドジェネのSDKカスタムメディエーションを利⽤し、他ADNW/RTB配信と⼀括で配信管理。
パターン②：アドジェネを介さず媒体社様ご⾃⾝のサーバーでANを配信管理。

Audience Network配信⽅式の変更に関して

従来（12⽉11⽇をもって配信終了）

アドジェネ 媒体社様

App

AN SDK

ADG SDK

RTB

AN 

ADNW
☑ 配信最適化
☑ レポート⼀元管理
☑ 収益⼀括お⽀払い

12⽉12⽇以降（AN配信継続をご希望の場合）

代理契約
AN アドジェネ

ADサーバー パターン②
・FB社ー媒体社様間でAN直アカウント発⾏。（①と同じ）
・アドジェネを介さず、媒体社様ご⾃⾝のサーバーでANを配信管理。
⇛AN直アカウント作成の上、配信開始してください。

本マニュアルの以降ページはメディエーション連携希望媒体社様向け
となりますので、詳細はFAQ内別リンクのAN導⼊案内を参照ください。

パターン①
・FB社ー媒体社様間でAN直アカウント発⾏
・アドジェネのSDKカスタムメディエーション機能を

利⽤してアドジェネADNW/RTB配信と⼀括配信管理。
⇛以降のページで詳細をご案内させていただきます。
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媒体社様が直接契約しているFacebook社のAudience Network（以下AN）の広告配信を
アドジェネと連携させることで、アドジェネ管理画⾯上で配信及びレポート管理ができる機能です。
アドジェネサーバー経由でANの配信管理をご希望される場合（＝パターン②）は、
媒体社様ご⾃⾝でAN直アカウントを発⾏の上、
本マニュアルに従ってカスタムメディエーション設定を⾏って下さい。

SDKカスタムメディエーション機能とは？

Facebookアドジェネ 媒体社様

App

AN SDK

ADG SDK

配置 ID
（ANの広告枠ID）

アドジェネ
ADサーバー

AN

☑ レポート閲覧
☑ 収益お⽀払い

カスタムメディエーション☑ 配信最適化
☑ レポート⼀元管理

カスタムメディエーション連携イメージ

直契約
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ANを配信するアプリ（アプリID）

移⾏の前に〜Audience Networkの登録構成を理解する〜
ANでは最初に媒体アプリを登録し、その配下に広告配置（広告枠）や管理ユーザー、⽀払情報等を
紐付けていきます。これらの設定はアプリID毎に必要となります。

【注意事項】
本マニュアルは2017年10⽉12⽇現在のものANの仕様や規定に基いて作成しています。
仕様や規約は変更される可能性がありますので、管理にあたってはFacebook社からの最新のアナウンスやアラートに従って下さい。

広告配置

広告配置

広告配置

広告配置

広告スペース（iOS） 広告スペース（Android）

管理者

開発者

テスター

⽀払い情報

アプリの管理権限に応じてユーザー登録を⾏います。
ここで登録されるユーザーはFBアカウントを保有している
必要があります。

AN媒体収益を受け取るための情報を登録します。
この情報もアプリ単位で指定する必要がありますので
抜け漏れのないようにご注意下さい。

広告スペース（OS別）を作成後、その中に広告配置
（＝広告枠に該当）を作成していきます。
アプリ審査はBundle/Packagename単位で⾏われます。

Bundle Packagename
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カスタムメディエーション移⾏⼿順（全体概要）

Audience Network管理画⾯での操作 アドジェネ管理画⾯での操作

①媒体社様直ANアカウント/配信アプリ⽤ID作成

⑥AN連携⽤ カスタムタグ設定

⑤AN連携⽤カスタムタグ認証情報設定

⑦配信設定（AN/アドジェネADNWの⼀元配信管理）

⑧AN広告リクエスト送信/AN審査申請

⑪レポート閲覧（AN/アドジェネADNWの⼀元管理）

以下⼿順で移⾏いただきます。各⼿続きの詳細は後続ページをご覧下さい。

⑪レポート閲覧（ANのみ）

③広告スペースの作成

⑨⽀払情報の登録

④広告配置の作成/配置ID取得

⑩AN広告配信管理（広告案件ブロック/配信最適化）

AN直アカ
/タグ発⾏

フロー

アドジェネ
連携フロー

AN審査
フロー

広告配信
フロー

②配信アプリ（Bundle/Packagename）登録
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カスタムメディエーション移⾏⼿順（詳細）
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①媒体社様直ANアカウント/配信アプリ⽤ID作成
ご⾃⾝のFacebookアカウントにログインした状態で以下URLからAudience Network利⽤に必要な
開発者⽤アカウントと配信アプリ⽤のアプリIDを作成し、Audience Networkの登録を⾏います。
https://developers.facebook.com/docs/audience-network

【注意事項】
アカウント作成時にログインするFacebookアカウントは必ずアクティブなものを使⽤し、作業⽤に作成した架空/重複アカウントは
使⽤しないでください。そのようなアカウントはFacebookのシステムによって判別され、配信途中であっても無効になる可能性があります。

★★★重要★★★
こちらにアプリIDが発⾏されますので、
ご案内メール記載のFB社担当まで作成したアプリIDと
配信移⾏希望である旨をご連絡下さい。
FB社側で移⾏対象アプリとして管理/対応致します。

AN管理画⾯操作
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②配信アプリ（Bundle/Packagename）の登録
作成したアプリ内にANを実装するアプリのBundle/Packagenameを登録します。
1つのアプリID内にiOS/Android毎に１つずつBundle/Packagameを審査申請できます。
（複数登録⾃体は可能ですが、各１つまでしか承認されません）

ストアURLを⼊⼒すると
⾃動的にBundle/Packagenameが

反映されます。

この時点では
まだ配信承認されていません。

AN管理画⾯操作
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③広告スペースの作成
作成したアプリID内に広告スペース（OS毎に発⾏できる広告枠グループ）を作成します。

続いてPlacement ID（広告配置）
を作成していきます

AN管理画⾯操作
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④広告配置の作成/配置ID取得
作成した広告スペース内に広告配置（広告枠）を作成し、配置IDを取得します。
この配置IDは配信時に使⽤する広告枠IDのようなもので、枠単位でユニークに発⾏されます。

ここに配置IDが発⾏されている

AN管理画⾯操作

以上でANアカウント〜広告タグの発⾏が完了です。
（この時点ではAN側で承認前のため、

収益は発⽣しません）

こちらの表⽰フォーマットは既存のアドジェネ配信で使⽤していた
アドネットワーク名称/フォーマットに応じて以下の通り選択してください。

★Facebook AN（ネイティブ）を配信していた枠 ⇛ 「ネイティブ」を選択
★Facebook Audience Networkを配信していた枠

∟モバイルバナー/モバイルビッグバナー/タブレット ⇛「バナー」を選択
∟インタースティシャル/インタースティシャル w/動画(16:9)

⇛「インタースティシャル」を選択
∟フリー型/ミディアムレクタングル ⇛「ネイティブ」を選択
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⑤AN連携⽤ カスタムタグ認証情報設定
続いて、アドジェネ管理画⾯側での設定に移り、カスタム認証情報設定を⾏います。
これにより媒体社様のANレポート情報をアドジェネと連携させ閲覧できるようになるとともに、
アドジェネADNW/RTBとの配信をリアルタイムで⾃動最適化できるようになります。

アドジェネ管理画⾯操作

App ID（アプリID）とapp secretは
AN管理画⾯内から取得して下さい。

Audience Networkを選択し、
認証名は①で作成した

ANの登録アプリ名を⼊⼒して下さい。
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⑥AN連携⽤ カスタムタグ設定
同じく「カスタムタグ」タブからカスタムタグ設定を⾏います。
ここでは④で発⾏したANの広告配置をカスタムタグとして登録しアドジェネ広告枠と紐付け、
アドジェネサーバー経由でANの広告枠を配信管理できるようにします。

アドジェネ管理画⾯操作

紐付けたいアドジェネ広告枠を選択し、
⑤で作成したANのカスタム認証情報を選択。

④で作成したANの配置IDを登録。

カスタムタグが正しく設定/連携できているかは
「カスタムタグ⼀覧」⇛「認証状況/レポート取込
状況」からご確認いただけます。

④で指定した表⽰フォーマットと
同⼀フォーマットを選択して下さい。
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⑦配信設定（AN/アドジェネADNWの⼀元配信管理）
従来のカスタムタグ機能と同様にアドジェネ管理画⾯内の「広告枠」⇛「配信設定」から
配信チェックを⼊れることで、アドジェネのサーバーを通して配信管理できるようになります。
カスタムのANに配信チェックを⼊れ、ANに広告リクエストを送信します。
リクエスト要件は次のページを参照して下さい。

アドジェネ管理画⾯操作

⑤でレポート連携済みのため、「⾃動最適化」にチェックを
⼊れることで最新のANレポートに基いてアドジェネ側で
⾃動最適化配信します。
尚、通常の状態ではANに1stリクエストが送られますが、
ANのCPMが他ADNWよりも低い場合は⾃動でリクエストの
優先順位が調整されます。
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⑧AN広告リクエスト送信/AN審査申請
ANの審査申請するためには、実際の配信アプリからANに広告リクエストを送信した上で、⼿動で
審査申請する必要があります。その際、以下要件を満たしている状態であることを確認して下さい。

AN管理画⾯操作

▼申請前チェックリスト
☑ AN SDK（4.23以上）は正しく実装できていますか？
☑ シミュレータではなく、実機端末から広告リクエストを送っていますか？
☑ 上記の実機端末にはFBアプリがインストールされていますか？
☑ そのFBアプリにはANのアプリIDに管理者/開発者/テスター

いずれかに登録されたFBユーザーアカウントでログインしていますか？

正しく広告リクエストが送られると
ステータスが変更され、審査申請ボタンが押せる

ようになりますので、⼿動で申請して下さい

アプリ内の「役割」から配信リクエストを送るユーザーを登録します。
（初期はアプリ作成したユーザーが管理者として登録されています）

これでAN審査申請は完了です。混雑状況によりますが、通常1〜
数営業⽇程度で承認され、移⾏作業は完了です。尚、既存のアドジ
ェネ経由でのAN配信は12⽉11⽇をもって⾃動終了となります。
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⑨⽀払情報の登録
AN媒体収益の受け取りには⽀払情報を登録する必要があります。別紙に従い登録して下さい。
ご登録されていない状態でも配信可能ですが、Facebook社によるアカウント承認に時間を要すること
もございますのでご注意下さい。尚、収益が$100に達した時点で未登録の場合、必要な情報が登録さ
れるまでAN配信は⼀時停⽌されます。

AN管理画⾯操作

【注意事項】
最低⽀払額などの規定は変更になる可能性もございますので、Facebook社からの最新のアナウンスやアラートに従って下さい。

尚、今回のカスタムメディエーションでは媒体社様とFacebook社で直接ご契約いただきますので、
ANの収益はFacebook社から媒体社様に直接⽀払われます。最低⽀払額は$100です。
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⑩AN広告配信管理（広告案件ブロック/配信最適化）
配信したくない広告案件のブロックや、枠毎のAN配信最適化を⼿動設定することが可能です。

AN管理画⾯操作

アプリ内の「フィルター」から広告案件のブロック設定
ができます。ブロックは「カテゴリ」「ドメイン

(web)」「ストアURL(app)」単位で設定可能です。
このブロックはアプリID単位で作⽤します。

④で作成した配置ID毎に、
AN⾃体のフィルとCPMをどのような
バランスで配信するか調整可能です。
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⑪レポート閲覧
AN配信レポートを閲覧するには、AN直管理画⾯からご覧いただくか、
連携済みのアドジェネ管理画⾯から他ADNW/RTBと併せてもご覧いただけます。

AN直での閲覧 アドジェネ経由での閲覧

アプリ内の「パフォーマンス」からレポート閲覧できます。
レポートの更新頻度は⾼く、タイミングによりますが10分程度で
最新値に更新されていくことが多いです。
尚、レポートは太平洋標準時(UTC-8)付で計上され、
⾦額はドル表記となりますのでご注意下さい。

集計対象の「カスタムタグ」及び
表⽰⽅法の「アドネットワーク別」に
チェックを⼊れた状態で検索して下さい。

注）アドジェネレポート上では円換算（前⽉末⽇レート）された参考
値が表⽰されます。正確な⾦額はAN直レポートを参照して下さい。
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参照/ご注意事項

• 移⾏フロー及びアドジェネ側の設定に関するご不明点はアドジェネ営業担当、
Audience Networkに関するご不明点はFacebook担当者までお問い合わせ下さい。

• Audience Network関連の最新情報はFacebookデベロッパー向けサイトでのアナウンス、
及び各種アラートをご確認下さい。
https://developers.facebook.com/docs/audience-network/getting-started


