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Webサイトを作ってみようイベント 
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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（１） 
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（１） 
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（１） 
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（１） 
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（１） 
自己紹介 



9 

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（１） 
自己紹介 



10 

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（１） 
自己紹介 

http://office7f.com/
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BOOK・OFFスタッフブログ 

ブログとしても 

カイ士伝 

（「WordPress を使ったサイト –  
WordPress Codex 日本語版」より引用） 
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%

82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 

勝間和代ブログ 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
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美的.com 
TechCrunch Japan ロイター通信 

マガジンサイトとしても 

（「WordPress を使ったサイト –  
WordPress Codex 日本語版」より引用） 
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%

82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
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クックパッド株式会社 株式会社ベクター 
IR・会社情報サイト 

ネットワンシステムズ株式会社 

WordPressを採用している上場企業のコーポーレートサイト 
http://www.communitycom.jp/2012/05/26/wordpress-site/ 

企業のサイトとしても 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://www.communitycom.jp/2012/05/26/wordpress-site/
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渋谷公会堂 東急プラザ 表参道原宿 さいたまスーパーアリーナ 

施設のサイトとしても 

（「WordPress を使ったサイト –  
WordPress Codex 日本語版」より引用） 
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%

82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
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昭和女子大学 神戸芸術工科大学 長岡工業高等専門学校 

学校のサイトとしても 

「WordPressで作られてる大学サイト」のまとめを小山さんが作ってくださっています。 
http://dottab.com/blog/1452 
http://dottab.com/blog/1456 
http://dottab.com/blog/1461 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://dottab.com/blog/1452
http://dottab.com/blog/1456
http://dottab.com/blog/1456
http://dottab.com/blog/1461


17 

 
     

あいうえぶ ころぐ Croppy（クロッピィ） 

Webサービスとしても 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 



18 

 
     

PEPSI （ペプシ）のブログ フォルクスワーゲン Nikon 

海外のサイトとしても 

（「WordPress を使ったサイト –  
WordPress Codex 日本語版」より引用） 
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%

82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88


19 

 
     

小出裕章 (京大助教)  
非公式まとめ 

prayforjapan.jp 助けあいジャパン 

震災の時にはスピーディな情報公開に貢献 

（「WordPress を使ったサイト –  
WordPress Codex 日本語版」より引用） 
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%

82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Nao/WordPress_%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
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WordPressとは？ 
・CMS（コンテンツ・マネジメント・システム） 
・ブログだけでなく、企業サイトやコミュニティサイトも 
・オープンソース（GPLライセンス） 
・無料 
・機能拡張が柔軟 
・利用者が多い、情報が多い 
・プログラムはPHP、データベースはMySQLで構成 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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GPLライセンスとは？ 
→オープンソースの一形態 
  ・無保証 
  ・著作権表示の保持 
  ・無料でソースコードを入手できる、再配布自由 
  ・特定製品に依存しない、技術的な中立を保持 
  ・個人やグループを差別できない 
  ・再配布物にもGPLライセンスが適用される 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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世界トップ100万サイト中、WordPress利用率 
１６．３％ 

マクラケン直子さんのブログより引用 
http://detlog.org/2011/09/12/wordcamp-kobe-2011/ 
Historical trends in the usage of content management systems, March 2012 
http://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all  

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://detlog.org/2011/09/12/wordcamp-kobe-2011/
http://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all
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CMSでのWordPressのシェア 
５４．０％ 

マクラケン直子さんのブログより引用 
http://detlog.org/2011/09/12/wordcamp-kobe-2011/ 
Historical trends in the usage of content management systems, March 2012 
http://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all  

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://detlog.org/2011/09/12/wordcamp-kobe-2011/
http://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all
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世界の検索トレンド 

Google トレンド 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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日本の検索トレンド 

Google トレンド 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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WordPressを利用すると・・・ 
（１）好きな独自ドメイントで運営できる。 
  

（２）自分の意図しない広告は入らない。 
  

（３）文章や写真のデータを自分で管理できる。 
  

（４）突然のサービス停止の心配がない。 
  

（５）自由にデザインや機能を追加できる。 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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（１）好きな独自ドメイントで運営できる。 
 無料のブログでは、 
 例えば、 
 http://ameblo.jp/（自分のアカウントID） 
 http://blogs.yahoo.co.jp/（自分のアカウントID） 
 といった形になりますが、 
  

 WordPressをサーバーに設置して独自ドメインを取得すれば、 
 自分のURLでサイトを運営することができます。 

WordPressを利用すると・・・ 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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（２）自分の意図しない広告は入らない。 
 無料のブログでは、 
 その無料ブログサービスのPR広告が勝手に入ってしまうことも 
 多くあります。そのPR広告を外すために有料版に切り替えて 
 お金が掛かることもあると思います。 
  

 WordPressでは、レンタルサーバー代は掛かりますが、 
 その分、自分の意図しない広告が入ることは今後もありません。 

WordPressを利用すると・・・ 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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（３）文章や写真のデータを自分で管理できる。 
 無料のブログでは、 
 文章や写真などのデータは、その無料ブログサービスの 
 サーバー上にあり、データにアクセスできないことが多いです。 
  

 WordPressでは、自分の管理しているサーバーに全ての 
 データがあるので、いつでもアクセスが可能です。 

WordPressを利用すると・・・ 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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（４）突然のサービス停止の心配がありません。 
 無料のブログでは、サービス停止で、ブログが強制的に 
 無くなってしまう可能性もあります。 
 例） 
 「さるさる日記」 
 （http://www.diary.ne.jp/） 
 

 WordPress.orgは、サーバーインストール型なので、 
 サービス停止によるブログ閉鎖などの心配がありません。 

WordPressを利用すると・・・ 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 

http://www.diary.ne.jp/
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（５）自由にデザインや機能を追加できます。 
 無料のブログでは、デザインできる箇所に制約がある場合も 
 あります。また、欲しい機能がサービスに備わっていない場合も 
 あると思います。 
  

 WordPressでは、後述する「テーマ」と「プラグイン」により 
 自由にデザインと機能を、選択して設置することができます。 
 慣れている人は、自分のイメージ通りに作ることもできるので、 
 カスタマイズの柔軟性がとても高いです。 

WordPressを利用すると・・・ 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
サイト事例や概要 
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WordPress.com と WordPress.org 

フリーのブログサービス 
＜WordPress.com＞ ＜WordPress.org＞ 

サーバーインストール型 

・サーバーを用意する必要なく作れる。 
・データベースの管理権限、FTP の 
 アクセス権などが無く、テーマや 
 プラグインのアップロードに制約。 
・独自ドメインNG、一部に広告表示 
 （有料オプションあり） 

・サーバーを用意する必要がある。 
・自由度が高い。 

今回はorgの説明。 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
独自ドメイン＆サーバーを借りる 
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PHP バージョン 5.2.4 以上 
MySQL バージョン 5.0.15 以上 

もし、レンタルサーバーを借りる時は一応、仕様を確認しましょう。 
→ほとんどのレンタルサーバーで対応しています！ 

WordPressが動く環境 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
独自ドメイン＆サーバーを借りる 
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レンタルサーバー情報 
WordPress Codex 日本語版 
http://wpdocs.sourceforge.jp/レンタルサーバ情報 
のページが便利です。 

さくらのレンタルサーバ、ロリポップ！、CORESERVER.JP、heteml、XREA、CPI、 
チカッパ！、ファーストサーバ、ABLENET、め組サーバ、オーシャンインターネット、 
MEDIAWARS、エックスサーバー、シックスコア、ハッスルサーバー、ギガーン、 
livedoorレンタルサーバ、FC2レンタルサーバー、使えるねっと、美ら海レンタルサーバー、 
フューチャースピリッツ、SpeeVer、カゴヤ・ジャパン、OCN ホスティング、WADAX、 
ExpressWeb、BlueHost、DreamHost、Exclusive Hosting、Laughing Squid、 
lunarpages、Media Temple、West Hosting・・・などなど。 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
独自ドメイン＆サーバーを借りる 

http://wpdocs.sourceforge.jp/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E6%83%85%E5%A0%B1
http://wpdocs.sourceforge.jp/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E6%83%85%E5%A0%B1
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ココでは、 
  

独自ドメインを、 
「ムームードメイン」で、 
  

レンタルサーバーを、 
「ヘテムル」や「ロリポップ」で、 
  

作ってみます。 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
独自ドメイン＆サーバーを借りる 
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用意するソフト 
・FTPソフト 
 （例）FileZillaなど 
・テキストエディタ 
 （例）EmEditorなど 
  UTF-8に保存できるソフトということで、winのメモ帳はNG。 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 
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「４分で解説！WordPressインストール」 

http://www.youtube.com/watch?v=dfI9cnc8ac0 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 

http://www.youtube.com/watch?v=dfI9cnc8ac0
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ワンクリックインストール 
http://wpdocs.sourceforge.jp/WordPress_
のインストール/ワンクリックインストール 

国内の２０近いレンタルサーバーが、  
WordPressワンクリックインストールに対応。 
  

レンタルサーバーの管理画面から導入。 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 

http://wpdocs.sourceforge.jp/WordPress_%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
http://wpdocs.sourceforge.jp/WordPress_%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
http://wpdocs.sourceforge.jp/WordPress_%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
http://wpdocs.sourceforge.jp/WordPress_%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
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レンタルサーバーの「heteml（ヘテムル）」を 
例にして、 
http://heteml.jp/ 
「heteml（ヘテムル）」の管理画面からの 
ワンクリックインストールを見てみましょう。 

ワンクリックインストール 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 

http://heteml.jp/
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① 

ワンクリックインストール 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 
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② 

ワンクリックインストール 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 
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③ 

ワンクリックインストール 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 
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④ 

ワンクリックインストール 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 
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インストール完了！ 
ワンクリックインストールを使えば、 
インストールに１分も掛からない！？ 

ワンクリックインストール 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 
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wp-config.php 

ワンクリックインストールの場合は、 
データベース情報を意識することが 
少ないので、必要になったら、 
wp-config.phpファイルを見ましょう！ 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 
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データベース情報などの確認 
wp-admin / 
wp-content / 
wp-includes / 
index.php 
license.txt 
readme-ja.html 
readme.html 
wp-activate.php 
wp-app.php 
wp-atom.php 

wp-blog-header.php 
wp-comments-post.php 
wp-commentsrss2.php 
wp-config.php 
（wp-config-sample.php） 
wp-cron.php 
wp-feed.php 
wp-links-opml.php 
wp-load.php 
wp-login.php 

wp-mail.php 
wp-pass.php 
wp-rdf.php 
wp-register.php 
wp-rss2.php 
wp-rss.php 
wp-settings.php 
wp-signup.php 
wp-trackback.php 
xmlrpc.php 

年末年始でWebサイトを作る（１） 
WordPressをインストールする 
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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（１） 
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（１） 
最後に 
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