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株式会社コミュニティコム 
星野 邦敏 

年末年始で１つWordPressで 
Webサイトを作ってみようイベント 

〒330-0802 
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-5 銀座ビル7階 
URL： http://www.communitycom.jp/ 
E-MAIL： mail@communitycom.jp 
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株式会社コミュニティコムという会社で、 
自社運営サイトやアプリ、他企業様向けサイトも作っています。 
オープンソースの活動をしたり、IT系の勉強会を主催したり、 
地域の活動をしたり。 
WordPressをCMSとしてWEBサイトを作ることが増えています。 

星野 邦敏(ほしの くにとし) 
Twitter ： @khoshino 
Facebook : 星野邦敏（Kunitoshi Hoshino） 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
自己紹介 
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WordPressのイベントである 
「WordCamp」や「WordBench」に 
スタッフやスピーカーとして参加。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
自己紹介 
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WordPress日本語サイトの「イベントカレンダー」を更新する係。 

ココ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
自己紹介 
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公式ディレクトリにプラグインを登録したり。 

Japan Tenkiプラグイン 
→全国142地域の天気を自動表示 

Hello Wapuuプラグイン 
→ブログ更新を応援 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
自己紹介 
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WordPressに関して、書籍や雑誌で執筆をしたり。 

2012年1月に出版 
web creators特別号 
Webサイト制作 
最新トレンドの傾向と対策 

2012年3月に出版 
速習デザインWordPress 

2012年2月に出版 
Web Designing 2012年3月号 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
自己紹介 
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WordPressに関して、書籍や雑誌で執筆をしたり。 

2012年7月に出版 
web creators特別号 
スマートフォン・ソーシャル 
メディア・WordPress 

今も執筆中です。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
自己紹介 
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コワーキングスペース7F 
  

埼玉県さいたま市 
大宮駅東口徒歩１分 
65坪、215平米。 
  

2012年12月1日（土） 
本格オープン。 

最近の関心事は、コワーキングスペースを 
作ることです。 

http://office7f.com/ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
自己紹介 

http://office7f.com/
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テーマとは？ 
WEBデザインを変えるためのモノ。 
ブログの「着せ替え」。 
見た目の調整だけでなく、表示する内容を 
操ることもできます。  

テーマは、自分で作ることも出来ます。 
慣れてきたら、自分でカスタマイズすると、自由度が高まります。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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テーマフォルダの確認 
wp-admin / 
wp-content / 
wp-includes / 
index.php 
license.txt 
readme-ja.html 
readme.html 
wp-activate.php 
wp-app.php 
wp-atom.php 

languages / 
plugins / 
themes / 
upgrade / 
uploads / 
index.php 

twentyeleven / 
twentyten / 
index.php 

ココに 
テーマフォルダを 
FTPで入れる！ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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テーマは管理画面からも選べます！ 

検索もできます！ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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テーマは管理画面からも選べます！ 
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テーマはWordPress.orgからも選べます！ 

http://wordpress.org/extend/themes/ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 

http://wordpress.org/extend/themes/
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自分でカスタマイズしたテーマの場合 

既存のテーマは管理画面や公式ディレクトリからインストール 
できますが、カスタマイズした独自のテーマは、 
wp-content > themesフォルダにいれましょう。 

http://wordpress.org/extend/themes/ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 

http://wordpress.org/extend/themes/
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WordPressのテーマカスタマイズの前提 

・HTML、CSS 
・PHP、MySQL 
・JavaScript、jQuery 
・WordPressテンプレートタグ 
 http://wpdocs.sourceforge.jp/テンプレートタグ 

・WordPress条件分岐タグ 
 http://wpdocs.sourceforge.jp/Conditional_Tags 

汎用的 
（WordPress以外でも使える） 

WordPress独自 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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テーマカスタマイズのサンプルサイト 
Cafe Miraggio http://www.cafe-miraggio.com/ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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テーマカスタマイズのサンプルサイト 
Cafe Miraggio http://www.cafe-miraggio.com/ 
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「Twenty Eleven」 
ファイル構成 
colors / 
images / 
inc / 
js / 
languages / 
404.php 
archive.php 
author.php 
category.php 
comments.php 
editor-style.css 
editor-style-rtl.css 

content.php 
content-aside.php 
content-featured.php 
content-gallery.php 
content-image.php 
content-intro.php 
content-link.php 
content-page.php 
content-quote.php 
content-single.php 
content-status.php 

screenshot.png 
search.php 
searchform.php 
showcase.php 
sidebar.php 
sidebar-footer.php 
sidebar-page.php 
single.php 
style.css 
tag.php 

footer.php 
functions.php 
header.php 
image.php 
index.php 
license.txt 
page.php 
readme.txt 
rtl.css 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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「Twenty Ten」 
ファイル構成 

images / 
languages / 
404.php 
archive.php 
attachment.php 
author.php 
category.php 
comments.php 
editor-style.css 
editor-style-rtl.css 

footer.php 
functions.php 
header.php 
index.php 
license.txt 
loop.php 
loop-attachment.php 
loop-page.php 
loop-single.php 
onecolumn-page.php 

page.php 
rtl.css 
screenshot.png 
search.php 
sidebar.php 
sidebar-footer.php 
single.php 
style.css 
tag.php 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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最低限必要なテーマのファイル構成 

index.php 
style.css 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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style.css 

/* 
Theme Name: 自分のテーマ名 
Theme URI: テーマのホームサイトのURL 
Description: テーマの説明 
Author: 作者である自分の名前 
Author URI: 作者である自分のサイトのURL 
Version: バージョン（任意） 
Tags: タグ（任意） 
*/ 

style.cssの始めに以下を書くと、テーマとして認識されます。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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screenshot.png 
screenshot.pngを入れておくと、 
管理画面のテーマに 
キャプチャ画像が表示されます。 
公式テーマではサイトの 
キャプチャが一般的ですが、 
会社のロゴなど何でも可能です。 
画像サイズは、 
横300px、縦225pxで作ると 
ちょうど良くなります。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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テーマファイルが増えている理由 

（１）各ページごとにファイル 
   適用の優先順位がある。 
  

（２）作業効率を挙げるために、 
   ファイルを分割する。 
（３）作業効率を挙げるために、 
   さらに、ファイルを分割する。 

WordPressの仕様 
に基づく理由。 
  
  

PHPで言うところの 
include関数と同じで 
ファイルの読み込み。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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（１）テーマのファイル適用の優先順位 
ページの種類 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

メインページ front-page.php 静的フロントページ home.php index.php 

投稿ページ single-投稿タイプ.php single.php index.php 

固定ページ page-スラッグ名.php page-ID.php page.php index.php 

カテゴリーページ category-スラッグ
名.php 

category-ID.php category.php archive.php index.php 

タグページ tag-スラッグ名.php tag-ID.php tag.php archive.php index.php 

カスタム分類ページ taxonoy-分類名-スラッ
グ名.php 

taxonoy-分類名.php taxonomy.php archive.php index.php 

ユーザーページ author-ユーザー名.php author-ユーザーID.php author.php archive.php index.php 

日付別ページ date.php archive.php index.php 

検索ページ search.php archive.php index.php 

404ページ 404.php index.php 

添付ファイルページ MIME_TYPE.php attachment.php archive.php index.php 

MIME_TYPE.phpとは、image.php、video.php、audio.php、application.phpなどファイルに応じたテンプレートページ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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index.php、style.css 
の２ファイルがあれば、テーマとしては動くが、 
実際のサイトの動きに応じて、 
ファイルを分割した方が、 
効率的にWEBデザインをすることができる。 
→共通部分を、１ファイルづつ切り分ける。 

（２）作業効率を上げるためにファイルを分割する 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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WordPress独自の仕様に基づく方法 

header.php → <?php get_header(); ?> 
sidebar.php → <?php get_sidebar(); ?> 
footer.php → <?php get_footer(); ?> 
  

これらのファイルは、ファイル名が決まっている。 
sidebar-2.php → <?php get_sidebar(2); ?> 
等はできる。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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「Twenty Ten」による具体例 
header.php 

footer.php 

sidebar.php 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
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header.php 

sidebar.php 

footer.php 
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テーマカスタマイズ前提知識 



32 

分割したファイルを読み込む 
（「Twenty Ten」 loop-page.phpで解説） 

<?php get_header(); ?> 
  <div id="container"> 
    <div id="content" role="main"> 
    <?php get_template_part( ‘loop’, ‘index’ ); ?> 
    </div><!-- #content --> 
  </div><!-- #container --> 
<?php get_sidebar(); ?> 
<?php get_footer(); ?> 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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header.php、sidebar.php、footer.php 
だけでなく、共通部分のファイルを分割したい場合。 
  

（ⅰ）WordPressが用意しているget_template_part関数を使う 
<?php get_template_part( ‘nav’ ); ?> 
→ nav.phpファイルを読み込む。 
<?php get_template_part( ‘nav’, ‘2’ ); ?> 
→ nav-2.phpファイルを読み込む。無い場合、nav.phpファイルを読み込む。 
  

（ⅱ）PHPのinclude関数を使う 
<?php include( TEMPLATEPATH . '/nav.php' ); ?> 
（TEMPLATEPATH は、テンプレートディレクトリへの絶対パスの定数） 

（３）さらに、ファイルを分割する 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 



34 

分割したファイルを読み込む 
（「Twenty Ten」 loop-page.phpで解説） 

<?php get_header(); ?> 
  <div id="container"> 
    <div id="content" role="main"> 
    <?php get_template_part( ‘loop’, ‘index’ ); ?> 
    </div><!-- #content --> 
  </div><!-- #container --> 
<?php get_sidebar(); ?> 
<?php get_footer(); ?> 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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ページテンプレート 
固定ページの「ページ属性」に「テンプレート」が追加されて、 
切り替えることが可能になります。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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<?php 
/* 
Template Name: ページテンプレート名 
*/ 
?> 

固定ページでWEBデザインを切り替えるページテンプレートを 
作る場合、新規にphpファイルを作り、始めに以下を書くと、 
ページテンプレートとして認識されます。 

ページテンプレート 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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実際に 
ワークショップを 
してみましょう！ 

テーマを入れて、サイトデザインを変更してみましょう！ 
明確なモノが無ければ、 
Cafe Miraggioテーマを試してみてください！ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
テーマカスタマイズ前提知識 
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HTMLベースのWEBデザインを既に作られている場合、 
その制作物をWordPressで活用して、 
HTMLベースから 
CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）ベースに 
応用する。 
  

→デザイナーやコーダーと組んでWordPressの仕事を 
  する場合に、あるパターン。 

HTMLベースをWordPressテーマにするコツ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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HTMLベースをWordPressテーマにするコツ 
HTMLベースを 
・ WordPressテンプレートタグ 
  http://wpdocs.sourceforge.jp/テンプレートタグ 
・WordPress条件分岐タグ 
  http://wpdocs.sourceforge.jp/Conditional_Tags 
・PHP 
などを使って、差し替えていく。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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WordPressのテンプレートタグ 
「テンプレートタグ」とは、入力したデータを出力するモノ。 

（WordPress独自） 
  

テンプレートタグ一覧は、 
WordPress Codex 日本語版を見てみましょう！ 
http://wpdocs.sourceforge.jp/テンプレートタグ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 

http://wpdocs.sourceforge.jp/テンプレートタグ
http://wpdocs.sourceforge.jp/テンプレートタグ
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・ブログサイト名 
 <?php bloginfo(‘name’); ?> 
・ブログURL 
 <?php bloginfo(‘url'); ?> 
・記事のタイトルを表示 
 <?php the_title(); ?> 
・記事の本文を表示 
 <?php the_content();?> 
・使用中のテーマのCSS 
 <?php bloginfo(‘stylesheet_url '); ?> 

WordPressテンプレートタグの具体例 
・投稿日付を表示 
 <?php the_time("Y年n月j日"); ?> 
・投稿のURL 
 <?php the_permalink(); ?> 
・カスタムフィールドの値を表示 
 <?php echo 

get_post_meta($post->ID,‘値
',true); ?> 

・コメントを表示 
  <?php wp_list_comments(); ?> 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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WordPressテンプレートタグ具体例 
metaタグ内のCSSをWordPressテーマ化 
  

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href 
=“style.css" /> 

     ↓ 
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" 

href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" /> 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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サイトタイトルをWordPressテーマ化 
  

<h1>○○のサイト</h1> 
     ↓ 
<h1><?php bloginfo(‘name’); ?></h1> 
  

WordPressの管理画面の 
「設定 ＞ 一般」の中の 
「サイトのタイトル」が表示される。 

WordPressテンプレートタグ具体例 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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記事のタイトルと本文をWordPressテーマ化 
  

<h2>今日の夕食</h2> 
今日のご飯は美味しかった！ 
     ↓ 
<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?> 
<h2><?php the_title(); ?><h2> 
<?php the_content(); ?> 
<?php endwhile; ?> 
  

WordPressの管理画面の投稿を表示。 

WordPressテンプレートタグ具体例 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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画像のHTMLをWordPressテーマ化 
  

<img src=“images/logo.jpg” alt=“” /> 
     ↓ 
<img src=“<?php bloginfo(‘template_directory’); ?>/images/logo.jpg” alt=“” /> 

WordPressテンプレートタグ具体例 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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WordPressの条件分岐タグ 

「条件分岐タグ」とは、表示条件を設定するモノ。 
（WordPress独自） 

  

条件分岐タグ一覧は、 
WordPress Codex 日本語版を見てみましょう！ 
http://wpdocs.sourceforge.jp/Conditional_Tags 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 

http://wpdocs.sourceforge.jp/Conditional_Tags
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WordPress条件分岐タグの具体例 

トップページとその他のページで表示させるものを変える。 
  

<?php if ( is_home() || is_front_page() ) : ?> 
トップページに表示させたいコンテンツ（PHPまたはHTML） 
<?php else : ?> 
トップページ以外に表示させたいコンテンツ（PHPまたはHTML） 
<?php endif; ?> 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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応用編（新着５件をカテゴリ別に表示） 
<div id="topcat1"> 
<?php 
$my_query = new WP_Query(array( 
 'cat' => 1, 
 'posts_per_page' => 5, 
 'orderby' => 'date', 
 'order' => 'DESC' 
)); 
?> 
<ul> 
<?php while($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?> 
<li><b><?php the_time("Y年n月j日"); ?></b> 
 <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li> 
<?php endwhile; ?> 
</ul> 
</div><!-- #topcat1 --> 
<div class="top-right"> <a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>category/news/">今までのNews一覧</a></div> 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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wp-admin / 
wp-content / 
wp-includes / 
index.php 
license.txt 
readme-ja.html 
readme.html 
wp-activate.php 
wp-app.php 
wp-atom.php 

languages / 
plugins / 
themes / 
upgrade / 
uploads / 
index.php 

twentyeleven / 
twentyten / 
index.php 

完成したテーマはthemesフォルダに入れる 

ココに 
テーマフォルダを 
新規に作って入れる！ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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管理画面に 
新しくテーマが追加されます。 
その後、「有効化」すると、 
WordPressにWEBデザインが 
反映されます。 

完成したテーマはthemesフォルダに入れる 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 



52 

実際に 
ワークショップを 
してみましょう！ 

自分のテーマをカスタマイズしてみましょう！ 
試しに、page.phpやsingle.phpを触ることで、 
イメージを掴んでみましょう。 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
HTMLをWordPressテーマ化する 
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WordPressのコミュニティに、ぜひご参加を！ 
WordPressのイベントや勉強会に参加してみませんか？ 

http://ja.wordpress.org/ 

WordPressで繋がろう！ 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
最後に 

http://ja.wordpress.org/
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今後のお問い合わせなど 
何かありましたら、 
Twitter： @khoshino 
Mail： mail@communitycom.jp 
URL： http://www.communitycom.jp/ 
     http://wp3.jp/ 
などに、ご連絡ください。 
  

ありがとうございました！ 
  

     株式会社コミュニティコム 星野 邦敏 

年末年始でWebサイトを作る（５） 
最後に 
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