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まえがき
2004年に、オープンソースのブログ用ソフトウェアとして最初のバージョンがリリースされた
「WordPress」。およそ10年の時を経た今では、Web制作の現場で定番のCMS（コンテンツ管理シ
ステム）として利用されるようになりました。個人のブログやサイトはもちろん、数多くの企業や
店舗のサイト、商用サービスのサイトが、WordPressで作られています。

近年のWebサイトでは、定期的なコンテンツの更新はもちろん、FacebookやTwitterといったSNS
との連携、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットといった多様なデバイスからの閲覧へ
の対応などは、当たり前のことになっています。

こうした多くの要求を、WordPressでは「テーマ」や「プラグイン」を適切に使うことで、特に専
門的な知識がないサイト管理者でも実現可能にしています。

本書は、そんなWordPressを使ってサイトを制作・運営しようと考えている人のための解説書です。
WordPressは比較的簡単に扱えるCMSですが、それは、Web制作に慣れた人ならば……という話。
アップデートを重ねるごとに機能が追加されているWordPressは、これから初めて触れるという人
にとっては、けっこう複雑なものに感じられるでしょう。

そこで本書では、WordPressのインストールや重要な初期設定の項目からていねいに解説。記事の
作成、「プラグイン」を使った機能の追加、SEOの強化、SNSとの連携、メンテナンスといったサ
イト制作・運営に必要な知識やスキルを、100本のワザとして解説していきます。

HTMLやCSSの知識が多少でもあるという人向けに、自分でコードを書いて自由にカスタマイズが
できる「テーマ」の編集方法も解説します。テーマの編集はWordPressの可能性を大きく広げます。
ぜひ、本書を読みながらチャレンジしてください。もちろん、HTMLやCSSをこれから学ぶ人でも
取り組めるように解説しています。

本書を参考にWordPressでサイトを立ち上げ、サイトの運営を続けていくうえでの基礎知識として
いただければ、これほど著者冥利に尽きることはありません。

2014年11月
ホシナカズキ
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WordPressの基本

WordPressを使ってサイトを
制作・運営するための環境を、
まずは準備しましょう。サーバー
の用意やインストールなど、必
要な作業を順番に解説します。

序章



基本

サイトの制作・運営を効率化するCMS
近年におけるWebサイトの制作・運営には、「CMS」（Contents 

Management System）と呼ばれるプログラムが欠かせません。
古典的なサイト制作の手法では、複雑で多様な作業が必要でした。文

章を作成し、HTMLのタグを付け、画像を加工し、デザインして、ファ
イル転送ソフトでサーバーに転送する。問い合わせフォームなどの機能
を加えるには、プログラムの開発も必要になります。

これらの作業を、中小の企業や店舗ですべてまかなうのは困難です。
かといって外注すれば、とても回収できないほどのコストがかかります。
しかも、最近はWebでの情報発信にスピードが求められ、効率も追及
する必要があります。

こうした課題をクリアするために使われるのが、CMSです。ブラウ
ザーから管理画面にアクセスして文章を入力するだけで、自動的にサイ
トの新しい記事として公開されます。多彩なデザインや、一般的なサイ
トで必要になるプログラムも提供されていて、比較的簡単に、しかも低
コストで見栄えのいいサイトを作ることができます。

作業の負担を軽減し、記事や集客にリソースを集中できる
サイトは日々更新し、カスタマイズを加えて変化していくことが重要

になるため、作業を効率化できるCMSの力は、運営を続けるほどに効
果を発揮します。

企業や店舗がサイトを開設する目的は、宣伝や顧客サポートなどさま
ざまです。しかし、どのようなサイトでも必要なのは「集客」です。そ
のためには魅力的な記事を作り、アクセスを集めることが重要になりま
す。CMSはサイト担当者の作業の負担を軽減し、記事作りやアクセス
を増やす施策に、よりリソースを向けられるようにしてくれます。

本書で解説するWordPressも、そのようなCMSの一種です。数あ
るCMSの中で、なぜWordPressが使われるのか、次の「基本2」で詳
しく見ていきましょう。

サイト制作に欠かせない
CMSの役割を知っておこう

▶WordPressを知る基本

1
CMS································ P.263
HTML······························ P.263
キャッチフレーズ··········· P.265
タグ·································· P.265
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近年のサイト制作・運営にはCMSが必須

CMSを使うメリット

CMSを使わないサイト制作●

CMSを使ったサイト制作●

簡単 高速 低コスト

CMSを使わずにサイトを制作・運営していくには
多様なスキルとマンパワーが必要

CMSによってサイト制作に必要な多くの課題をク
リアし、コンテンツを作ることに注力できる。

サイト制作作業がシンプル
になり、そのぶん記事の作
り込みやアクセス増の施策
に集中できる。

記事を入力すればすぐに
Webページができるため、
「明日のイベントの告知」
などもすぐに作れる。

無料、または低価格でデザ
インやプログラムが手に入
る。作業のシンプル化によ
るコスト軽減も可能。

11

タグの入力、
画像の加工など
作業が多すぎ！

デザインや
プログラムは

担当者だけでは
難しい

記事を入力する
だけでページを

公開

デザインや
プログラムが

簡単に手に入る！



基本

CMS································ P.263
Facebook······················ P.263
GPL································· P.263
SEO································· P.264
Twitter··························· P.264
テーマ······························ P.265
プラグイン······················ P.266

WordPress
http://ja.wordpress.org/
WordPressのライセンス
http://ja.wordpress.org/gpl/

WordPressは、サイト制作の
深い知識がない人でも使えるよ
うに作られています。しかし、
知識があれば、テーマのデザイ
ンからWordPress本体のプロ
グラムまで、自由にカスタマイ
ズが可能です。この自由度の高
さが、テーマやプラグインの豊
富さにもつながっています。

自由度の高さも
WordPressの魅力

企業のサイトや商用サイトでも無料で利用できる
小さな組織や個人では、サイトを作ろうとしても、最初から多くの予

算をかけることは難しいでしょう。CMSを導入するにしても、なるべ
く安いもの、できれば無料のものを選びたいはずです。

WordPressは、利用の自由を保障する「GPL」というオープンソー
ス・ライセンス形態をとるソフトウェアです。そのため、企業でも個人
でも、商用サイトでも非商用サイトでも、無料で利用できます。デザイ
ン（WordPressでは「テーマ」と呼ぶ）や機能を追加するプログラム（「プ
ラグイン」と呼ぶ）の多くも無料です。

企業や店舗のサイトでも、サークルや個人の趣味のサイトでも、まず
は小さくサイトを立ち上げて、運営を続けながら育てていきたい、とい
う場合が多くなります。そのようなとき、WordPressのように高機能
なCMSを無料で使い、最初から完成度が高く運営しやすいサイトを立
ち上げられることは、非常にありがたい点です。

デザインやプログラムなどが豊富に提供されている
無料で使えるCMSはWordPressのほかにもありますが、その中で

もWordPressが選ばれる魅力は、世界中に多くの利用者、開発者がい
て、テーマや、プラグインが多彩で、かつ豊富に提供されていることが
挙げられます。そのため、自由にデザインを選び、ほしい機能を持たせ
て、さまざまなサイトを作ることが可能です。

WordPressはもともとブログ用のCMSで、導入のためのハードル
が比較的低く、熱心なユーザーや開発者によって、活用情報の交換や、
新しいテーマやプラグインの開発が活発に行われてきました。そのため、
現在ではブログに限らず、多くの企業や店舗のコーポレートサイトはも
ちろん、会員制のWebサービスなど、さまざまな目的、構造、機能の
サイトに採用されています。

WordPressの特徴と魅力を知ろう

▶WordPressを知る基本

2
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WordPressが選ばれる理由
無料で利用できるため、導入しやすい●

テーマやプラグインが豊富で、カスタマイズ性が高い●

「オウンドメディア」の運営にも最適
昨今、「オウンドメディアマーケティング」「コンテンツマーケティン

グ」といったキーワードが注目されています。簡単に言えば、自社サイ
トを「メディア」と捉えて積極的に情報を発信していくことで、自社の
商品やブランドの認知、そして顧客の獲得につなげようというものです。

WordPressはもともとブログ向けのCMSなので、このようなこと
は得意です。記事の編集機能が充実していることはもちろん、SEOに
よる検索エンジンからの誘導の強化や、Facebook、Twitterなどの
SNSと連携した集客に力を発揮するプラグインもあり、作った記事を
広く宣伝して、記事の影響力を最大化することができます。

WordPressは無料で利用でき
る代わりに、ユーザーサポート
がありません。問題が起きたと
きには自分で情報を収集して解
決を図る必要があります。本書
では、トラブルの少ない安定し
たプラグインや、ミスをリカ
バーしやすいカスタマイズ方法
を解説していきます。

WordPressには
サポートがない

「WordPressのライセンス」
のページにあるGPLライセン
スの説明。多機能なCMSが無
料で使えることで、中小の組
織や個人のサイトにも導入し
やすい。

豊富なテーマやプラグインが
提供されており、必要に合わ
せたカスタマイズができる。
左の画面はテーマの切り替え
やインストールを行う［テー
マ］画面（ワザ21参照）。

インストールしているプラグインの種類と状態を把握しよう……P.9429
SEOとソーシャル連携でアクセスを増やす考え方を知っておこう……P.14050
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基本

サーバー·························· P.265
データベース·················· P.265
独自ドメイン·················· P.265
ドメイン·························· P.266
レンタルサーバー··········· P.266

「レンタルサーバー」＋「独自ドメイン」を最初に準備する
ここからは、WordPressを使ったサイトを立ち上げるために、準備

を進めていきます。
WordPressはインターネットのサーバー上で動かすプログラムなの

で、まずは、WordPressが使えるレンタルサーバーと契約しましょう。
次に、独自ドメインを取得します。ドメインとは「impress.co.jp」

「google.com」のようなWebサイトの住所にあたるものです。例えば
「dekiruwp.jp」という独自ドメインを取得することで、自分のサーバー
に独自ドメインでアクセスできるようになります。

そして、独自ドメインを設定したサーバーにWordPressをインス
トールすると、ブラウザーから「 dekiruwp.jp/」にアクセスし
たときに、WordPressを使ったサイトが表示されるようになります。
序章では、この状態を作るまでの手順を解説します。

WordPressを使うために
必要なことを確認しよう

▶WordPressの準備

WordPressでサイトを作るた
めに、独自ドメインは必須とい
うわけではありません。しか
し、年間数百円～数千円程度で
覚えやすいURLやメールアド
レスが手に入るのは大きな利点
となります。本書では独自ドメ
インの利用を前提に解説を行い
ます。

独自ドメインのメリット

基本

3

独自ドメインと WordPress が利用できるレンタルサーバー●
名称、URL 初期費用 月額料金 備考

さくらのレンタルサーバ　スタンダード
http://www.sakura.ne.jp/

1,029 円 429 円
手ごろな料金で人気が高い。2 週間の無料試用
可

ロリポップ！　ロリポプラン
http://lolipop.jp/

1,620 円 270 円
データベース（基本 7 参照）が 1 個なので、複
数インストールする場合は注意が必要。10 日間
の無料試用可

wpX
http://www.wpx.ne.jp/server/

5,400 円 1,080 円
「WordPress 専用」を謳い、独自の高速化サー
ビスなどを行っている。2 週間の無料試用可

Xserver X10 プラン
http://www.xserver.ne.jp/

3,240 円 1,080 円
wpX と同じエックスサーバー社が提供。10 日
間の無料試用可

シックスコア　S1 プラン
http://www.sixcore.ne.jp/shared/

6,480 円 1,944 円
プロ向けの高機能サービスとして人気が高い。2
週間の無料試用可

※金額は2014年10月現在、消費税8%込みのもの。月額料金は12カ月契約時の1カ月分の料金
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これから立ち上げるなら、レンタルサーバーは料金重視で
独自ドメインでWordPressが利用できるレンタルサーバーは多数あ

り、料金もまちまちです。料金の高いサーバーは、通信回線やサーバー
マシンが強力で、大量のアクセスに対応できます。しかし、これからサ
イトを立ち上げるならば、まだ大量のアクセスへの対応を気にする必要
はありません。「WordPressが十分に動作して、低料金で使えること」
を条件に選びましょう。

前のページの表にあるレンタルサーバーは、いずれも独自ドメインで
WordPressを利用できます。簡単な操作でWordPressをインストー
ルできる機能も提供されていて、すぐに使い始めることができます。

作業の流れを確認する
レンタルサーバーと契約して、WordPressを使える状態にするまで

の具体的な作業の流れは、以下の図にある5ステップです。
本書では、さくらインターネットが提供する「さくらのレンタルサー

バ」と、同社のドメイン取得サービスを利用した場合を例に解説を進め
ます。WordPressが十分に動作し、月額約500円という低料金で使え
るため、中小の組織でも個人でも、軽い負担で始められるのが利点です。
WordPressのインストールは「さくらのレンタルサーバ」の「クイッ
クインストール」機能を使って、簡単な操作で行えます。

ただし、注意しておきたいのは、独自ドメインの設定（基本6）のあ
とで設定が反映されるまでに時間がかかる点です。また、マルチドメイ
ンの設定（基本8）は、「さくらのレンタルサーバ」では必須のステッ
プアップですが、利用するサーバーによっては不要になります。詳しく
は、それぞれの解説を参照してください。

WordPress を使うための準備の流れ●

独自ドメインの取得
（基本５）

レンタルサーバーと契約
（基本４）

独自ドメインの設定
（基本６）

WordPressのインストール
（基本７）

マルチドメインの設定
（基本８）

※サーバーによっては、この設定は不要

さまざまな条件により変動する
ため一概には言えませんが、一
般に、月額数百円程度のレンタ
ルサーバーでも、1日数百～数
千ページビュー程度の中小規模
のサイトの運用には、十分な性
能があると考えられます。すで
にそれ以上の規模があるサイト
をWordPressに移行したい場合
や、1日数万ページビューを目標
にサイトを立ち上げる場合には、
より高性能のサーバーを最初か
ら利用した方がいいでしょう。

サーバーはどの程度のア
クセスまで耐えられる？

「さくらのレンタルサーバ」の「ク
イックインストール」と同様の
WordPressの簡易インストール
サービスは、多くのレンタルサー
バーで提供されています。前の
ページの表にある5つのレンタル
サーバーでは、すべてで簡易イ
ンストールが利用できます。

多くのサーバーで
簡易インストールが可能
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「さくらのレンタルサーバ」と契約するには

申し込みを開始する1 申し込み画面を表示2

「さくらのレンタルサーバ」
のページを表示しておく

ここでは「スタンダード」
プランを申し込む

［お申し込み］画面が
表示された

［お申し込み］をクリック

［レンタルサーバ］の［オンライン
サインアップ］をクリックhttp://www.sakura.ne.jp/

「さくらのレンタルサーバ」●

基本

独自ドメイン·················· P.265
ドメイン·························· P.266
レンタルサーバー··········· P.266

無料期間中に十分に試そう
独自ドメインでWordPressが利用できるレンタルサーバー「さくら

のレンタルサーバ」に申し込みましょう。手順どおりに申し込み完了す
ると、すぐに利用できるようになります。最初は「お試し期間」とし
て「仮登録」の状態となり、2週間無料で利用できます。もしも期間中
に不都合な点などがあった場合は解約できるので、必ず、無料期間中に
WordPressのインストールを行って、問題なく使えるか試しましょう。
ほかのレンタルサーバーでも、無料での試用期間が設定されている場合
があります。

レンタルサーバーの契約時には、独自ドメインを使わない場合のサブ
ドメイン（サーバーが提供するドメイン。「さくらのレンタルサーバ」
では「○○.sakura.ne.jp」）を入力できます。「基本７」でWordPress
をインストールするときに利用するので、適当なものを入力しておきま
しょう。

レンタルサーバーと契約しよう

▶WordPressの準備

サブドメインとは、レンタル
サーバーが持っているドメイン
に自分が指定した文字列を加え
た「dekiruwp.sakura.ne.jp」
のようなドメインです。独自ド
メインを設定しない場合は、こ
のドメインで自分のサイトにア
クセスすることになります。

最初にサブドメインを
設定する

基本

4
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プランとサブドメインを選択する3 約款などを確認する4
［さくらのレンタルサーバ·お申込み］
画面が表示された

［以下の約款及び個人情報の取
扱いについてよくご確認くだ
さい。］画面が表示された

❶［基本約款］と［個人
情報の取扱いについ
て］の内容を確認

❸「さくらのレンタルサーバ」
で使うサブドメイン名を入力

❹［利用規約の確認へ］
をクリック

❶［はじめて利用する］が選択
されていることを確認

❷［スタンダード］を
クリック

❷［同意する］をクリック ❸［お客様情報の入力へ］
をクリック

契約者の情報を入力する5
［お客様の情報をご入力ください］画面が表示された

❶［メールアドレス］と［メールアドレス（確認用）］を入力

❷［個人］を選択

❻［性別］を選択

❿［パスワードの入力へ］をクリック

❾［電話番号］を入力

❹［ご契約者名カナ］を入力

❽住所を入力

❺［生年月日］を選択

❸［ご契約者名］を入力

❼［郵便番号］を入力

ここでは個人として契約してい
ますが、［ご契約者の種類］を
［個人］ではなく［株式会社］
や［学校法人］［商工会］など
に変更することもできます。そ
の場合は契約名義を入力したう
えで、担当者の氏名などを入力
します。

法人や団体としての
契約もできる
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パスワードを設定する6
［会員メニューにログインするためのパスワードを指定し
てください］画面が表示された

支払い方法を選択する7

最終確認して申し込む8

申し込みが完了した9

［最終のご確認］画面
が表示された

［以下の通りお申込を受付いたしました］画面
が表示された

ここでは月ごとのクレジット
カード払いを選択する

支払い方法の入力画面
が表示された

レンタルサーバーの申し込みが完了した

［「さくらのレンタルサーバ」仮登録完了のお知らせ］
というメールが届くので確認しておく

❶申し込み内容に誤りが
ないか確認

❸クレジットカードの
情報を入力

❹［入力内容の確認へ］を
クリック

❶［月払い］をクリック ❷［クレジットカード］を
クリック

❷［お申し込みをする］をクリック

❶［パスワード］と［パスワード
（確認）］を入力

❸［「ひみつ」の答え］
を入力

❹［お支払い方法の選択へ］
をクリック

❷［「ひみつ」の質問］
を選択
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URL································· P.264
独自ドメイン·················· P.265
ドメイン·························· P.266

覚えやすいドメイン名が重要
独自ドメインは企業や店舗名、ブランド名などに関連付けたものを取

得しましょう。覚えやすくなると同時に、企業やブランドのイメージの
向上にもつながります。

ドメイン名は、例えば「dekiruwp.jp」というドメイン名ならば、い
ちばん右の「.jp」を「トップレベルドメイン」、次の「dekiruwp」を「第
2レベルドメイン」と呼びます。

トップレベルドメインは種類が決まっており、ドメイン取得サービス
により、取得できるものに違いがあります。さくらインターネットが提
供するドメイン取得サービスを利用した場合、「.com」「.org」「.net」

「.biz」「.info」「.jp」の6種類から選べます。
第2レベルドメインは、好きな文字列を選べます。URLやメールアド

レスとして使うことになるので、入力のしやすさも重視して、できるだ
け短く、ひと目で覚えられるものにしましょう。

希望のドメインが取得可能か確認してから取得する
ドメイン名は「早い者勝ち」で取得できます。どのようなドメイン名

にするかを決めたら、ドメイン取得サービスで取得可能か（すでに取得
されていないか）を検索し、可能ならば次のページから解説する手順で、
取得の手続きを行います。

ドメインは取得時と、1年ごとの更新時に費用がかかります。トップ
レベルドメインによって金額が違うことに注意しましょう。さくらイン
ターネットのドメイン取得サービスでの料金は、以下になります。

サイトの独自ドメインを取得しよう

▶WordPressの準備

トップレベルドメインは本来、サ
イトの属性を表します（「.com」
は商業関連など）。しかし、個
人ブログが「.com」ドメイン
を取得するような例も多く、実
際にはどれを取得しても問題あ
りません（ただし「.biz」は商
用利用限定で、それ以外の目
的のサイトは不可）。とくにこ
だわりがなければ、よく使わ
れていてなじみがある「.com」
「.net」「.jp」の3種類から選ぶ
ことをおすすめします。

おすすめのトップ
レベルドメインは？

第２レベルドメインには、アル
ファベットと数字、およびハイ
フン（「-」）が利用できます。例
えば「大樽町カフェ」（架空の店
舗）ならば「ootarumachicafe.
jp」よりも「ootaru-cafe.jp」の
ように、省略やハイフンを効果
的に使うことで、覚えやすくで
きます。

ドメインは覚えやすさ
を重視する

5
基本

さくらインターネットでのドメイン取得・更新料金●

※属性型・地域型ドメインは取得のために必要な資格が決められており、費用も高額となる。
　詳細は、次ページのさくらインターネットのドメイン取得ページ参照

トップレベルドメイン 取得費用 更新費用

.com、.org、.net、.info、.biz 1,852 円 1,852 円

.jp 3,909 円 3,909 円

.co.jp、or.jp、ne.jp など属性型・地域型ドメイン 10,800 円 7,560 円

19



基本

取得申し込みを開始する2
約款などを確認する4

会員情報を入力する3

［新規ドメイン取得］
画面が表示された

［以下の約款及び個人情報の
取扱いについてよくご確認く
ださい。］画面が表示された

❸［利用規約の確認へ］を
クリック

❶希望のドメインが［取得でき
ます］と表示されたことを確認

❶［基本約款］と［個人
情報の取扱いについ
て］の内容を確認

❶［会員IDがある、現在さく
らを利用中］をクリック

［さくらインターネットをご利用いただいた
ことがありますか？］画面が表示された

❷［同意する］をクリック ❸［つぎへ］をクリック

❷［取得する］をクリック

❷［会員ID］と［パス
ワード］を入力

さくらインターネットで独自ドメインを取得するには

ドメインが取得可能か確認する1

さくらインターネットの
ドメイン取得ページを表
示しておく

ここでは「dekiruwp.jp」と
いうドメインを取得する

❷「.jp」以外のチェックマーク
をはずす❶「dekiruwp」と入力

❸［ドメインを検索する］
をクリック

http://www.sakura.ne.jp/domain/

さくらインターネットの
ドメイン取得ページ

●
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クレジットカード情報を入力する6

申し込み内容を確認する7

ドメインの申し込みが完了した8

［最終のご確認］画面が
表示された

［以下の通りお申し込みを受付いたしました］画面
が表示された

申し込みが完了し、ドメインが取得できた

❶申し込み内容に誤りが
ないか確認

［お支払いの方法をお選びください］
画面が表示された

❷［お申し込みを行う］をクリック

ドメインの登録者情報を入力する5
❶［登録者のお名前］
と［登録者の英語名］
を入力

❷［つぎへ］をクリック

［ドメインの登録者情報を
ご入力ください］画面が表
示された

❶［クレジットカード］を
クリック

❷クレジットカードの
情報を入力

❸［つぎへ］をクリック
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基本

サーバー·························· P.265
独自ドメイン·················· P.265
レンタルサーバー··········· P.266

取得した独自ドメインでアクセス可能になる
ここでは「基本4」で契約したレンタルサーバーに、「基本5」で取得

した独自ドメインを設定します。「さくらのレンタルサーバ」のコント
ロールパネルにログインして、操作を行いましょう。
「基本4」でサブドメイン「dekiruwp.sakura.ne.jp」を取得しました。

この時点で、ブラウザーで「 dekiruwp.sakura.ne.jp」にアク
セスすると、自分のサイトにアクセスできます。

ここで解説する手順で独自ドメイン「dekiruwp.jp」を設定すると、
サーバーの「 dekiruwp.sakura.ne.jp」と同じディレクトリ（フォ
ルダー）に、「 dekiruwp.jp」でもアクセスし、同じ内容が表示
できるようになります。

なお、実際に設定が反映され、独自ドメインでサイトにアクセス可能
になるには、数時間～48時間程度かかります。独自ドメインの反映が
確認できるまで待ちましょう。

取得した独自ドメインを
サーバーに設定しよう

▶WordPressの準備

「さくらのレンタルサーバ」に独自ドメインを設定するには

コントロールパネルにログインする1 ログインのための情報を入力する2

さくらのレンタルサーバの
ページを表示しておく

［サーバコントロール
パネルログイン］画面
が表示された

［コントロールパネル
ログイン］をクリック

http://www.sakura.ne.jp/
さくらのレンタルサーバ●

6

❶［ドメイン名］に「基本4」
で設定したサブドメインを
入力

❷［パスワード］に「さくらのレンタ
ルサーバ」が設定した［サーバコント
ロールパネル］の［サーバパスワー
ド］を入力

❸［送信する］を
クリック

手順2で入力する［サーバコン
トロールパネル］の［サーバパ
スワード］は、「さくらのレンタ
ルサーバ」の申し込み完了時に
届くメール［「さくらのレンタル
サーバ」仮登録完了のお知らせ］
に記載されています。

［サーバパスワード］は
メールで届く
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独自ドメインの追加を開始する3
［サーバコントロールパネル］画面
が表示された

［ドメイン設定］をクリック

独自ドメインを追加する4
［ドメイン］画面が
表示された

［新しいドメインの追加］を
クリック

追加するドメインを選択する5
［新しいドメインの追加］画面が
表示された

❶取得した独自ドメイン
を選択

❷［送信する］をクリック
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ドメインを確認する6

まだ何もコンテンツがないため
［index·of/］と表示される

［（ドメイン名）の検索結果が見つかりませんでした。］
とBingの画面が表示されたときは、ドメインの設定
が反映されていないので、時間をおいて試す

独自ドメインの設定を確認する7

追加するドメインが表示された ［送信する］をクリック

［ドメインの追加］画面が表示された

❶追加するドメインを確認

ドメインの追加が完了した

❷［送信する］をクリック

ドメインがサーバーに追加された8

サイトを表示する9

サイトが表示
された

❶ブラウザーのアドレスバーに
追加したドメインを入力 ❷vキーを押す

［ドメインの追加·-·確認］が表示された

［ドメインの追加·-·完了］画面が表示された

手順9では独自ドメインでサイト
にアクセスしました、このとき
表示されるのは、サーバーの中
の最初のディレクトリ（パソコ
ンの「フォルダー」と同じ、ファ
イルの保存場所）です。最初の
ディレクトリは「ルート」と呼
ばれ、通常は、サイトのトップ
ページになるファイルを保存し
て使います。WordPressのイン
ストールや設定も「ルート」を
起点に行います。

「ルート」ディレクトリ
が表示される
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サーバー·························· P.265
ディレクトリ·················· P.265
データベース·················· P.265

データベースを作成後、クイックインストールを行う
ここでは、WordPressのインストールを行います。インストールの

手順は、次の3段階となります。
・データベースを作成する
・WordPressのファイルをサーバーに転送する
・WordPressにアクセスして初期設定を行う
サイトの設定や記事データを、WordPressでは「データベース」と

呼ばれるサーバー内のプログラムに保存します。そのため、最初に
WordPress用のデータベースを作成しましょう。
次に、WordPressのファイルをサーバーに転送します。ここでは「さ

くらのレンタルサーバ」のクイックインストール機能を使い、転送を自
動的に行い、続けて自分のサイトのWordPressにアクセスし、初期設
定をします。

「さくらのレンタルサーバ」での2つの注意点
「さくらのレンタルサーバ」のクイックインストール機能を使うにあ
たって、2点、注意が必要なことがあります。
1点目は、2014年11月現在でインストールできるWordPressは、

最新版の「4.0」ではなく、旧バージョンの「3.9.2」である点です。
インストール後に簡単な操作で4.0に更新（アップデート）できるので、
ここでは更新までの手順を解説します。「さくらのレンタルサーバ」の
クイックインストールは、今後「4.0.1」以降のバージョンが公開され
たときに、最新版に対応される見込みです。
2点目は、「基本6」の手順9で表示した、サーバーの最初のディレク

トリ（ルート）にはインストールできない点です。次のページからの
手順ではルートの中に［wp］というディレクトリを作ってインストー
ルし、次の「基本8」で「マルチドメイン」の設定をして、「http:
dekiruwp.jp/」でWordPressを利用できるようにします。「基本8」
での作業のやりやすさを考慮して、ここでのインストールは申し込み時
のサブドメイン（dekiruwp.sakura.ne.jp）を使って行います。

「クイックインストール」で
WordPressをインストールしよう

▶WordPressの準備

7
基本

WordPressをルートにインス
トールした場合のデメリットに
は、ルートにファイルが多く
なって雑然としてしまうこと
や、攻撃を受けやすくなる可能
性（ルートにWordPressをイ
ンストールしているサイトが多
いため）が考えられます。いず
れも致命的なものではないた
め、ルートにインストール可能
なサーバーでは、インストール
しても構いません。

ルートにインストール
すると問題はある？

WordPressはサーバーの好き
なディレクトリにインストー
ルできます。すでに「http:
dekiruwp.jp/」でサイトを運営
しており、「http: dekiruwp.
jp/blog/」でアクセスできるブ
ログをWordPressで作りたい
場合は、「blog」ディレクトリ
にインストールします。

インストールする
ディレクトリは選べる
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基本
WordPressで使うデータベースを作成するには

データベースの設定を開始する1

データベースの名前やパスワードを入力する3

データベースの新規作成を
開始する2

「基本６」を参考に［サーバコントロ
ールパネル］画面を表示しておく

［データベースの新規作成］画面が表示された

［データベース名］と［接続用パスワード］は自由に設定で
きる。ここでは［データベース名］を「wp」とする

［データベースの設定］画面が
表示された

［データベースの
設定］をクリック

❷［接続用パスワード］を入力

［データベースの新規
作成］をクリック

❶［データベース名］を入力

❹［データベースを作成する］
をクリック

❸［データベース文字コード］で
［UTF-8］を選択
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データベースが作成された4
新しいデータベースが
作成された

作成したデータベースの
情報が表示された

「クイックインストール」でWordPressをインストールするには

クイックインストールを開始する1 ［WordPress］を選択する3

［ブログ］を選択する2

［サーバコントロールパネル］
画面を表示しておく

［カテゴリメニュー］画面が
表示された

［クイックインスト
ール］をクリック

［WordPress］を
クリック

［ブログ］をクリック

［インストールメニュー］画面
が表示された
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