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管理画面へのアクセス（ログイン）

管理画面へのアクセス方法

各端末のウェブブラウザで、別途仕様書に記載されている管理画面の URL へアクセスします。

操作方法は各ウェブブラウザによって異なります。ウェブブラウザによってはアクセスできないこともあ
ります。

ログイン画面
各項目を入力した後「ログイン」をクリックすると管理画面へ移
動します。

※1　「ログイン状態を保存する」

チェックすると、ウェブブラウザを終了した後
もログイン状態が継続されます。ウェブブラウ
ザの設定等によっても挙動が変わります。

※2　「パスワードをお忘れですか？」

万が一パスワードを忘れた場合、ユーザー名ま
たはメールアドレスを覚えていれば、このリン
クからパスワード再発行手続きができます。
ユーザーのメールアドレス宛に再発行用のメー
ルが届く形になります。
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ダッシュボード～ログアウト

ダッシュボード

ツールバー

全ての管理画面、また設定によってはログイン時の Web サイト表示にも表示されます。Web サイト表示の

リンクとログアウトするリンクの他、管理に便利な項目が表示されることがあります。

管理メニュー

全ての管理画面に表示されます。Web サイト表示及びログアウト以外の全ての管理ページはこのメニュー

から移動します。

ボックス
情報がまとまっている枠です。管理画面の様々な部分に同じ動き方をするものがあります。タイトルバー
をクリックすると、ボックスがタイトルバーのみの表示になったり、元に戻ったりします。管理画面に
よってはタイトルバーのドラッグ＆ドロップでボックス位置の変更ができることもあります。

※1　「こんにちは、***さん」

この部分にカーソルを合わせることによって、「ログアウト」を含むメ
ニューが表示されます。

※2　「表示オプション」

他の管理画面にも表示されることがあります。それぞれの画面ごとの表
示に関する設定が行えます。ボックス単位の表示非表示や一覧の表示件
数などが変更できます。
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管理メニュー一覧

ダッシュボード

ホーム：システムのおまかな状態を確認 

更新：システムを最新の状態に更新 

投稿

投稿一覧：投稿の一覧/編集/削除 

新規追加：投稿を新規作成 

カテゴリー：投稿のカテゴリーを編集 

タグ：投稿のタグを編集 

メディア

ライブラリ：アップロードしたファイルの一覧/編集/削除

新規追加：新規にファイルをアップロード

固定ページ

固定ページ一覧：固定ページの一覧/編集/削除

新規追加：固定ページを新規作成

コメント

閲覧者からのコメントの一覧/承認/削除/返信

外観【管理者】

テーマ：使用するデザインテーマを選択

カスタマイズ：テーマのオプション等を編集

ウィジェット：サイドバーの表示内容を編集

メニュー：各所のメニューを編集

テーマエディター：テーマ使用ファイルを直接編集

プラグイン【管理者】

インストール済みプラグイン：使用/停止中プラグインの一覧/編集/削除

新規追加：プラグインを公式サイトから検索

プラグイン編集：プラグイン使用ファイルを直接編集

ユーザー

ユーザー一覧：ユーザーの一覧/編集/削除【管理者】

新規追加：ユーザーを新規作成【管理者】

あなたのプロフィール：ログイン中ユーザー情報の編集
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ツール【管理者】

利用可能なツール：ツールの説明等

インポート：他ブログツールのデータをインポート

エクスポート：投稿などのデータをファイルにエクスポート

サイトヘルス：システムの状態を確認

個人データのエクスポート：ユーザーの個人情報をエクスポート

個人データの消去：ユーザーの個人情報を消去

設定【管理者】

一般：サイトのタイトル/システムメールアドレス　他

投稿設定：初期カテゴリー/メール投稿　他

表示設定：トップページ指定/投稿表示件数　他

ディスカッション：コメント許可設定/コメント表示設定　他

メディア：各画像サイズ　他

パーマリンク設定：リンク用 URL 設定　他

プライバシー：プライバシーポリシーページの管理

メニューを閉じる

管理メニューの表示をアイコンだけのコンパクトな表示にする/元に戻す
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目的別作業手順

ページ（固定ページ）を追加
1. 固定ページを新規作成　→【投稿  /  固定ページの新規追加  】

2. （必要なら）カスタムメニューに追加　→【メニューの管理】

3. （必要なら）各ページ等からリンクさせる

ページ（固定ページ）を削除
1. （必要なら）各ページ等からリンクを削除

2. （必要なら）カスタムメニューから削除　→【メニューの管理】

3. （必要なら）子ページになっているページの親を変える

4. 固定ページを削除　→【投稿  /  固定ページの編集・削除  】

5. （必要なら）使用していた画像等（メディア）を削除　→【メディアの管理】

お知らせ等の記事（投稿）を追加
1. （必要なら）投稿先のカテゴリーを追加　→【カテゴリー  /  タグの管理  】

2. 投稿を新規作成　→【投稿  /  固定ページの新規追加  】

3. （必要なら）カテゴリーをカスタムメニューに追加　→【メニューの管理】

4. （必要なら）各ページ等からリンクさせる

お知らせ等の記事（投稿）を削除
1. （必要なら）各ページ等からリンクを削除

2. （必要なら）カテゴリーをカスタムメニューから削除　→【メニューの管理】

3. 投稿を削除　→【投稿  /  固定ページの編集・削除  】

4. （必要なら）カテゴリーを削除　→【カテゴリー  /  タグの管理  】

5. （必要なら）使用していた画像等（メディア）を削除　→【メディアの管理】

その他の作業
• コメントを確認し処理する　→【コメントの管理】

• 各ページ等のコメントを許可/不許可する　→【投稿  /  固定ページの編集・削除  】

• 【管理者】サイドバーの内容を変更する　→【ウィジェットの管理】

• 【管理者】各所のメニューの内容を変更する　→【メニューの管理】

• 【管理者】サイト名とロゴを変更する　→【外観のカスタマイズ】

• 自分のログインパスワード等を変更する　→【自分のユーザー情報の管理】

• 【管理者】他のユーザーの情報を変更/削除/追加する　→【ユーザーの管理】
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投稿と固定ページの使い分け

「投稿」と「固定ページ」
「投稿」と「固定ページ」は、どちらもタイトルと本文を基本とした記事の単位であり、その編集画面に
ほとんど差がありません。しかし、付属する編集項目により明確に使用目的や管理方法が異なります。主
に「投稿」は「日記」「新着情報」など日時や話題によって分類・一覧され増えていくものであり、「固
定ページ」は「会社概要」「お問い合わせ」など期間や新鮮度に依存せず過去の情報を併記しなくていい
ものになります。

投稿の特徴

階層を表現し一覧にできる分類「カテゴリー」
投稿は所属するカテゴリーを設定することによりカテゴリーの一覧の中に表示される形になります。その
カテゴリー同士に親子関係を設定することによって階層を表現します。例えば「関東」カテゴリーの中の
「埼玉県」カテゴリーに投稿が所属するといったようなものです。カテゴリー自体は記事ではないので、
本文に該当するものはありません。

カテゴリーとは別の副次的な属性「タグ」
タグは分類としてのカテゴリーとは別に目印としてまとめておきたい情報を追加するものです。例えば
「オススメ」タグなどが考えられます。カテゴリーと同じくタグごとの一覧ページも用意されていますが、
親子関係は表現できません。

固定ページの特徴

固定ページ自体に親子関係を設定する
固定ページにはカテゴリーのような分類は用意されていません。親となる固定ページを設定することによ
り、固定ページ同士で親子関係を表現できます。

Web      サイトの階層の例  

投稿と固定ページの間で親子関係は表現できないので、基本的には Web サイトのトップページの下にある

ものとしてカテゴリーの親子と固定ページの親子が並ぶことになります。

• トップページ（「固定ページ」「全ての投稿の一覧」から選択）

◦ 【カテゴリー】お知らせ　　・【投稿】　・【投稿】　・【投稿】　…

▪ 【カテゴリー】新商品情報　　・【投稿】　・【投稿】　・【投稿】　…

▪ 【カテゴリー】イベント情報　　・【投稿】　・【投稿】　・【投稿】　…

◦ 【固定ページ】会社概要

▪ 【固定ページ】沿革

◦ 【固定ページ】お問い合わせ
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投稿  /  固定ページの新規追加  

新規追加画面への移動方法

• 投稿 管理メニュー【投稿】→【新規追加】

• 固定ページ 管理メニュー【固定ページ】→【新規追加】

記事編集画面
投稿や固定ページは、「段落」や「画像」等の部品を「ブロック」という単位で
管理し、並べ替えや削除を行います。

1. 「㊉」マークをクリックでブロックのタイプを選択し追加

（マークはブロックが選択されていない状態で上部にカーソルを合わせることでも表示されます）

2. 表示された内容を編集、または表示された指示に従い画像等を追加・編集

3. ブロックの左の方にカーソルを合わせ出てきた上下矢印をクリックすることで並べ替え

4. ブロックを選択し上に表示されたメニューの一番右の「 」マーク（詳細設定）をクリック、一番︙
下の「ブロックを削除」で削除できる（選択でメニューが出てこない場合は段落に一文字でも入力
する）

5. ブロックを選択し設定エリアのブロックから詳細を変更できる
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並べ替え
詳細設定
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詳細設定の主な項目

ブロック設定を非表示/表示

脇に表示されている設定エリアの表示非表示を切り替えます。

複製
選択中のブロックと同じ状態のものをすぐ下に複製します。

前に/後に挿入

選択中のブロックの上または下にブロックを追加します。

HTML として編集/ビジュアル編集

選択中のブロックの HTML ソースを直接編集、または元に戻します。

再利用ブロックに追加
選択中のブロックを他の箇所と共有できるように登録します。ブロック名を登録すると、ブロックの追加

の際に選択できるようになります。1箇所のブロックで編集すると全てのブロックが変更されます。

通常のブロックへ変換
再利用ブロックを同じ状態の通常ブロックに置き換え、独立して編集できるようにします。

再利用ブロックから削除

再利用ブロックの登録を解除します。どこか 1箇所から行えば、全ての該当箇所の再利用ブロックが削除

されます。

ブロックを削除
選択中のブロックを削除します。

文書全体の設定項目

ステータスと公開状態
公開状態：管理者・編集者以外非公開にしたり、パスワードで保護したりできます。
公開：投稿日としての登録された日時を変更できます。未来に設定するとその時間に公開されます。
先頭に固定表示（※投稿の場合）：チェックを入れると投稿一覧ページで優先して先頭に表示されます。
レビュー待ち：チェックを入れると下書きではなく公開許可待ち状態として保存されるようになります。

～件のリビジョン
過去の編集履歴から以前の状態に戻すことができます。削除したメディア等は戻せません。

パーマリンク

設定によっては URL文字列を編集できます。一度でも記事を保存した後に表示されます。

カテゴリー（※投稿の場合）
カテゴリーを選択します。簡易的に追加もできます。

タグ（※投稿の場合）
タグを入力します。ある程度入力すると既存のタグから候補が表示されます。

アイキャッチ画像
記事の内容を表す画像を設定します。テーマによっては様々な箇所で使用していることがあります。

抜粋（※投稿の場合）
記事の内容を紹介する文章を入力します。テーマによっては様々な箇所で使用していることがあります。

ディスカッション
コメントやピンバックの許可を記事ごとに変更できます。

ページ属性（※固定ページの場合）
親ページ：親になるページを選択することによって固定ページの階層を表現します。
並び順：固定ページの一覧を表示する際などに、同階層での並び順を数字の大きさで指定できます。
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主なブロックのタイプ

段落
テキストを入力するものです。選択した文字列を強調したり
リンクを張ることができます。テキストサイズや背景等の色
を設定できます。

見出し
文章のまとまりのタイトルを入力するものです。文章の構造
に沿うように見出しのレベルを設定します。

リスト
箇条書きです。ブロックを選択すると順序リストに変更でき
たり、ツリー状に階層を変更できたりします。

テーブル
列数と行数を入力し表を作成します。ブロックを選択すると
セルの追加や削除等が行えます。また見た目や幅について設
定できます。

画像
画像を挿入するものです。アップロードまたはメディア一覧
から選択します。ブロックを選択すると、左右に回り込ませ
ることができます。画像のサイズや画像からのリンク等が設
定できます。

ファイル
画像以外のファイルをリンクとして挿入するものです。アップロードまたはメディア一覧から選択します。

メディアと文章
画像と文章を横並びにするのに便利なブロックです。ブロックを選択すると画像を左右どちらに配置する
か選べます。文章の方は段落の他リストや見出しのブロックを追加でき、単体のブロックと同じように設
定します。ブロック全体としては背景色を設定できます。

ショートコード
特殊な動作をするコードを入力するものです。どのような動作をするかはプレビュー等で確認します。

カスタム HTML
直接 HTML を入力するものです。
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ブロック選択画面
（左上のマークをクリックした状態）
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記事のステータス
記事の状態としては次のものがあり、記事の一覧画面では公開以外の状態が表記されます。複数のステー
タスが同時に付くこともあります。

公開済み

記事が一般に公開された状態です。

• 右上の編集確定ボタンが「公開する」「更新」となっている場合、クリックする

下書き

記事を編集中の下書きとして未公開で保存した状態です。未保存の記事編集画面をずっと開き続けていた
場合、自動保存され下書きになります。

• 未保存の時、記事編集画面の右上に「下書きとして保存」と表示されるのでクリックする

• 下書きかレビュー待ち以外の状態の時、記事編集画面の右上に「下書きへ切り替え」と表示される

のでクリックする

レビュー待ち

記事の編集は終わっていますが、権限等の関係で管理者・編集者の公開許可を待っている状態です。

• 寄稿者が編集を確定する

• 下書きの状態で設定エリア「ステータスと公開状態」に表示される「レビュー待ち」にチェックを

入れると記事編集画面の右上の「下書きとして保存」が「レビュー待ちとして保存」に変わるので
クリックする

非公開

管理者及び編集者のみが閲覧できる状態です。

• 設定エリア「ステータスと公開状態」の「公開状態」で「非公開」を選択すると、非公開に切り替

えるかの確認画面が出るので OK をクリックする

パスワード保護

任意のパスワードを設定し保護します。記事にアクセスするとパスワードの入力欄が表示され、入力した
後に閲覧できるようになります。

• 設定エリア「ステータスと公開状態」の「公開状態」で「パスワード保護」を選択すると、すぐ下

にパスワードを入力する欄が表示されるので入力し、下書きか公開する

先頭に固定表示

（※投稿の場合）投稿記事の全一覧ページを表示する場合、指定した記事を優先的に上位に表示できます。
各カテゴリーの一覧等では反映されません。

• 設定エリア「ステータスと公開状態」の「先頭に固定表示」にチェックを入れる
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WordPress基本操作説明書　：　メディア（画像・PDF他）の挿入

メディア（画像・  PDF      他）の挿入  

メディアの選択またはアップロード画面

「ファイルをアップロード」
挿入するファイルをその場でアップロードできます。
アップロードされた後は下記の「メディアライブラ
リ」を表示します。アップロードできるファイルの
サイズは、システムが設置されているサーバによっ
て異なります。

「メディアライブラリ」
メディアとして登録されているファイルから挿入す
るものを選択します。

添付ファイルの詳細
選択されているメディアのタイトル等を確認・変更
できます。ここで変更した内容は自動で保存され、
次回の挿入の際の初期情報となります。

「投稿に挿入」
選択されているメディアとその情報を使用することを確定します。呼び出し元によってボタンのラベルと
最終的な動作が変わります。

「添付ファイルの詳細」の項目

タイトル
メディアの一覧で名前として使用される他、画像以外の場合はファイルへのリンクテキストになります。

キャプション（画像の場合）
画像の下等に補足説明として表示されます。

代替テキスト（画像の場合）
画像が表示されなかった場合に表示される、または音声ブラウザーで読み上げられる、画像に何が表され
ているのか説明する文章です。

説明
メディアの情報を表示する専用のページにおいて、メディアの説明本文として表示されます。
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ファイルをアップロードする画面

既存のメディアを使う場合
新規追加する場合

挿入をキャンセル

クリックで選択

選択されている状態

選択したメディアの情報を
確認・変更

挿入を確定

メディアファイルを
その場で削除

端末上のファイルを
ドラッグ＆ドロップ



WordPress基本操作説明書　：　メディア（画像・PDF他）の挿入

画像のサイズについて
画像は、各所でアップロードされた際、【設定】に合わせて各種解像度にリサイズされたものが複製され
ます。使用箇所に合わせて適切なサイズのものを選ぶ、または自動選択されます。

フルサイズ
アップロードしたそのままのサイズです。データとして画像をダウンロードさせたい場合などに使用する
サイズです。

大サイズ
主にサイト表示の横幅いっぱいに表示したい場合に使用するサイズです。フルサイズの画像が【設定】サ
イズに満たない場合は生成されません。

小サイズ
主にサイト表示の左右どちらかに寄せて表示するなどしたい場合に使用するサイズです。フルサイズの画
像が【設定】サイズに満たない場合は生成されません。

サムネイル
主にギャラリー等の一覧で縮小見本表示として使用されるサイズです。フルサイズの画像が【設定】サイ
ズに満たない場合は生成されません。【設定】によって、そのまま縮小されている場合とトリミング（画
像の一部が切り抜き）されている場合があります。
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WordPress基本操作説明書　：　投稿/固定ページの編集・削除

投稿  /  固定ページの編集・削除  

管理画面への移動方法
• 管理メニュー【投稿】→【投稿一覧】

• 管理メニュー【固定ページ】→【固定ページ一覧】

投稿  /  固定ページ  

行える操作

編集
編集画面へ移動します。内容は新規追加画面と同じです。

クイック編集
画面移動なしにその場で「タイトル」「スラッグ」その他を変更できます。

ゴミ箱へ移動
記事をゴミ箱へ移動します。パソコン等のゴミ箱機能と同じく、ゴミ箱へ移動してから「ゴミ箱を空にす
る」または個々の記事を「完全に削除する」ことによってシステムから完全に削除されます。

表示

Web サイト表示における記事単体の画面を確認します。

復元【ゴミ箱】
記事を元の状態に復元します。

完全に削除する【ゴミ箱】
記事のデータをシステムから完全に削除します。

特殊な操作

ゴミ箱を空にする
ゴミ箱の一覧の上にボタンが表示されます。クリックするとゴミ箱にあるデータを全てシステムから完全
に削除します。
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行にカーソルを合わせると
行える操作が表示

名前をクリックで編集画面へ

行の左にチェックが入ったものに対して
操作を選んで一括操作

数が多くなった場合
ページ移動が表示

状態ごとの一覧に切替

「公開」以外の状態の場合
名前に続けて表示される



WordPress基本操作説明書　：　カテゴリー/タグの管理

カテゴリー  /  タグの管理  

管理画面への移動方法

• カテゴリー 管理メニュー【投稿】→【カテゴリー】

• タグ 管理メニュー【投稿】→【タグ】

カテゴリー  /  タグ（一覧画面）  

行える操作

編集
編集画面へ移動します。

クイック編集
画面移動なしにその場で「名前」「スラッグ」を変更できます。

削除

カテゴリー/タグを削除します。これにより所属するカテゴリーの無くなった投稿は、設定されている初期

カテゴリーに所属します。初期カテゴリーを削除することはできません。

表示

Web サイト表示におけるカテゴリー/タグの一覧画面を確認します。
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カテゴリー /タグを追加

数が多くなった場合
この辺りにページ移動が表示

名前をクリックで編集画面へ

新規追加の場合は
必要事項を入力

行にカーソルを合わせると
行える操作が表示

ハイフンの数でツリー状に階層を表現

行の左にチェックが入ったものに対して
操作を選んで一括操作



WordPress基本操作説明書　：　カテゴリー/タグの管理

カテゴリー  /  タグの編集（編集画面）  

編集項目

名前

実際に Web サイトで表示されるラベルとしての名前で

す。日本語が使用できます。同じ名前の重複もできま
すが、なるべく別の名前にすることをお勧めします。

スラッグ

URL 等で使用される一意の名前です。新規追加の際に

スラッグを省略すると、名前と同じものが設定されま
す。その際スラッグは重複しないように番号が付加さ
れることがあります。日本語も使用できますが、日本
語として表示されないことがあります。

親カテゴリー（カテゴリーの場合）
既存のカテゴリーから親となるカテゴリーを選択しま
す。

説明
管理用の説明を記入できます。デザインテーマによっ

てはこれを Web サイト表示に使用することもあります。
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各項目を確認・変更

編集を確定

カテゴリー /タグを削除



WordPress基本操作説明書　：　メディア（画像・PDF他）の管理

メディア（画像・  PDF      他）の管理  

管理画面への移動方法

• 一覧・編集・削除 管理メニュー【メディア】→【ライブラリ】

• 新規アップロード 管理メニュー【メディア】→【新規追加】

メディアライブラリ（メディア一覧）

メディアライブラリには 2つの表示方法

があります。見やすい方を選択してくだ
さい。

行える操作

編集
編集画面に移動します。

完全に削除する
メディアのファイルとその情報を削除し
ます。

表示

メディアの情報を表示する専用の Web サ

イト表示を確認します。

メディアのアップロード（新規追加）
ドラッグ＆ドロップ、またはファイルを
選択すると、自動的にアップロードされ
ます。下のリストに表示されれば、無事
にファイルがメディアとして追加された
ということになります。
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リスト表示へ切替

タイル表示へ切替

詳細画面をポップアップ

行にカーソルを合わせると
行える操作が表示

名前をクリックで編集画面へ

行の左にチェックが入ったものに対して
操作を選んで一括操作

編集画面へ移動

今回アップロードされた
メディア

端末上のファイルを
ドラッグ＆ドロップ



WordPress基本操作説明書　：　メディア（画像・PDF他）の管理

メディアを編集  /  添付ファイルの詳細（メディア編集画面）  

新規アップロード又はリスト表示の場合は画面を移動します。タイル表示の場合はポップアップします。

編集項目

タイトル
メディアの一覧でタイトルとして使用される他、画像以外のメディアの場合はファイルへのリンクテキス
トになります。

キャプション（画像の場合）
画像の下等に補足説明として表示されます。

代替テキスト（画像の場合）
画像が表示されなかった場合に表示される、または音声ブラウザーで読み上げられる、画像に何が表され
ているのか説明する文章です。

説明
メディアの情報を表示する専用のページにおいて、メディアの説明本文として表示されます。
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ポップアップの場合

編集を確定メディアを削除

メディアを削除

編集すると自動的に確定

画面を閉じて
タイル表示に戻る

矢印で前後のメディアに移動

タイトル



WordPress基本操作説明書　：　コメントの管理

コメントの管理

コメントを受け付けるか否か
コメントは、各記事ごとに受け付けるか受け付けないかを指定できます。初期状態ではコメントを受け付
けないという設定にしていますので、コメントを受け付けたい記事のみ受け付ける設定にして下さい。

コメントをこまめにチェックし対処できる管理者がいない限りは、コメントの受け付けは最低限、もしく
は受け付けないことをお勧めします。

コメントの状態
承認待ち
コメントが届いていますが、保留されておりり非公開の状態です。

承認済み
管理者による手動での承認、または設定された条件による自動での承認により、コメントが公開されてい
る状態です。

スパム
手動または自動で、迷惑なコメントとしてマークされた状態です。非公開です。初期状態では特別な役割
を持ちませんが、プラグインの導入によっては重要になる場合があります。

ゴミ箱
削除する為にゴミとして手動で捨てられた状態です。非公開です。

設定によるコメント自動処理の流れ
コメントとして投稿されたものは、ユーザーの権限をはじめ、「【設定】→【ディスカッション】」での
設定などで順番通りに分別され、自動的に承認されたりスパムとして処理されたりします。

1. コメント承認権限のあるユーザーによるコメント　→承認済み

2. ブラックリストに該当するコメント　→スパム

3. 「コメントの手動承認を必須にする」にチェックが入っている　→承認待ち

4. 「すでに承認されたコメントの投稿者のコメントを許可し、それ以外のコメントを承認待ちにす

る」場合の承認されたコメントのメールアドレスにないもの　→承認待ち

5. 「コメントモデレーション」の条件に該当するコメント　→承認待ち

6. それ以外のコメント　→承認済み

コメントの管理における注意事項
• 訪問者からのコメントは、トラブル防止の為極力編集しないことをおすすめします。

• 特に訪問者のメールアドレスの扱いにご注意下さい。

• ゴミ箱の中のコメントはこまめに完全に削除して下さい。
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WordPress基本操作説明書　：　コメントの管理

管理画面への移動方法
• 管理メニュー【コメント】

コメント（コメント一覧）

行える操作

承認する（承認待ちの場合）
コメントを承認し公開します。

承認しない（承認済みの場合）
コメントを承認待ちにします。

返信（承認待ち/済みの場合）

その場でコメントに返信します。対象コメ
ントは自動的に承認されます。

クイック編集（承認待ち/済みの場合）

その場でコメントを編集できます。

編集（承認待ち/済みの場合）

コメントの編集画面へ移動します。

スパム（承認待ち/済み/ゴミ箱の場合）

コメントをスパムとしてマークします。

ゴミ箱へ移動（承認待ち/済みの場合）

コメントをゴミ箱へ移動します。

スパム解除（スパムの場合）
スパムを解除します。コメントは以前の状態に合わせて承認待ちか承認済み、ゴミ箱に移動になります。

復元（ゴミ箱の場合）
ゴミ箱から復元します。コメントは以前の状態に合わせて承認待ちか承認済みになります。

完全に削除する（スパム/ゴミ箱の場合）

コメントを完全に削除します。

コメントの編集

編集項目

名前
コメントした方の名前です。公開されます。

メールアドレス
コメントした方のメールアドレスです。非公開です。
コメントアイコンを使用する場合、メールアドレスで
表示するアイコンを判別していることがあります。

URL
コメントした方が Web サイトを所有している場合、そ

のアドレスが入力されていることがあります。

コメント
コメントの本文です。

投稿日時
コメントが投稿された日時です。

19

コメントの状態から選択

行にカーソルを合わせると
行える操作が表示

行の左にチェックが入ったものに対して
操作を選んで一括操作

承認待ちのコメントは
行の色が違う

編集を確定

ゴミ箱へ移動



WordPress基本操作説明書　：　ウィジェット（サイドバー）の管理

ウィジェット（サイドバー）の管理

ウィジェットとは
ウィジェットとは、デザインテーマにおいてあらかじめ指定された、中身を自由に入れ替えられるエリア
及びそれを構成する部品群のことです。テーマによってはこれが存在しなかったり、複数存在したりなど

します。大抵の場合は「サイドバー」として Web サイト内全てのページに表示されます。主な部品として

は「サイトメニュー」「サイト内検索フォーム」「最新記事一覧」「任意のテキスト」「バナー画像」な
どがあります。また、プラグインをインストールすることにより機能を追加することも可能です。

管理画面への移動方法
• 管理メニュー【外観】→【ウィジェット】

ウィジェット
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ドラッグ＆ドロップで
追加・移動・並べ替え

クリックごとに
詳細編集を表示 /非表示

ウィジェットを削除

ウィジェットごとに
詳細編集を保存

サイドバーの位置や目的を
タイトルと説明で把握

ドラッグ中移動先が
点線の枠で表示



WordPress基本操作説明書　：　メニュー（カスタムメニュー）の管理

メニュー（カスタムメニュー）の管理

メニュー（カスタムメニュー）とは
メニュー（以下カスタムメニューと呼びます）とは、投稿記事やカテゴリー・固定ページ・タグ・任意の

URL などを組み合わせて作成するメニューのことです。ウィジェットに表示できるほか、デザインテーマ

によっては特定の位置に特定のデザインで表示されるようになっていることもあります。階層の表現も可
能です。

使用上の注意
カテゴリーや固定ページには親子関係が設定できます。そして、カスタムメニューはそれらを無視して自
由に階層のような表現ができます。しかし、ナビゲーションとして設置されているカスタムメニューと実
際の親子関係に矛盾が生じると、訪問者が混乱することになります。

管理画面への移動方法
• 管理メニュー【外観】→【メニュー】

メニュー（カスタムメニューの編集）

編集項目

メニュー名
メニューの識別用の一意の名前です。

メニュー構造
メニューの並びと階層がツリー状に表現
されています。並び替えの他、下矢印を
クリックすると下記のナビゲーションラ
ベルが編集できる詳細項目が表示されま
す。

ナビゲーションラベル（リンク文字列）
メニューのラベルとして表示される文字
です。

URL（カスタムリンクの場合）

リンク先として設定されている URL です。

固定ページを自動追加
チェックすると、それ以降に追加された
親ページを指定していない固定ページが
自動的にメニュー項目として追加されま
す。

メニューの位置
デザインテーマによってはあらかじめ位
置とデザインをメニューのために用意していること
があります。チェックを入れることによりその位置
にメニューが表示されます。
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③一覧を切替

⑤選択内容を
メニューに追加

④追加するメニューを
選択 /入力

①編集対象を選択

編集を確定
メニューを削除

メニュー名を変更

メニューを
新規追加

使用箇所を選択

⑥ドラッグ＆ドロップで
順番変更＆階層移動
（ツリー状）

クリックで詳細編集

メニューをドラッグしている状態

②選択対象に切替

階層が下がる



WordPress基本操作説明書　：　自分のユーザー情報（プロフィール）の管理

自分のユーザー情報（プロフィール）の管理

ユーザーとは
WordPress には、閲覧や操作の範囲を分けて制限する為に「ユーザー」としてログインします。WordPress
は、ユーザーごとに異なる管理画面を表示したり、コメント時などにユーザー名などの情報を表示したり
します。ユーザーは、その権限の範囲内で、メールアドレス等のユーザー情報を変更できます。

管理画面への移動方法
• 管理メニュー【ユーザー】→【あなたのプロフィール】

プロフィール（あなたのプロフィール）

主な編集項目

ビジュアルエディター
チェックを入れると記事編集画面の本文

の欄が全て HTML タグなどを手入力する

形になります。

ツールバー
チェックを入れるとログイン状態でサイ
ト表示を確認した場合の上部に管理画面
と同じようなツールバーが表示されます。

ニックネーム（必須）
初期ではユーザー名と同じになっていま
す。

ブログ上の表示名
「ユーザー名」「名」「姓」「ニック
ネーム」やその組み合わせの中から実際
のサイトに表示される場合の名前を選び
ます。

メールアドレス（必須）
記事の作成者に何らかの連絡がある際の
メール送信先になります。

新しいパスワード
パスワードを変更する場合のみ「パス
ワードを生成する」をクリックします。あらかじめパスワードの候補が入力されているので、必要に応じ
て書きかえます。変更したくない場合には必ず「キャンセル」で元の表示に戻してから確定操作を行って
ください。

セッション
ボタンがクリックできる場合、他の場所でログインしているものを全てログアウトします。外出先でログ
アウトし忘れたなどの場合に使用します。編集の確定とは別にすぐに反映されます。
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パスワードを変更する場合の表示

パスワードを変えない場合は
必ずキャンセルすること

編集を確定

クリックで表示が変わる



WordPress基本操作説明書　：　外観（サイトロゴ他）のカスタマイズ

外観（サイトロゴ他）のカスタマイズ

「外観のカスタマイズ」でできること
WordPress では、見た目に関する様々な設定を一括して行える画面が用意されています。「メニュー」

「ウィジェット」や「設定」の一部の項目など、他の管理画面と同一の設定ができる他、一部の項目はカ
スタマイズ画面でのみ行うことができます。

管理画面への移動方法

• 管理メニュー【外観】→【カスタマイズ】

外観のカスタマイズ

※「×」のクリックで【カスタマイズ】

を呼び出す前の画面に戻ります。【カ
スタマイズ】に移動する前に、その画
面での編集を保存またはキャンセルし
たか確認してください。

※編集状態は全ての詳細項目で共有され
ています。詳細項目から移動してもそ
の項目内での編集は保存やキャンセル
されません。

※プレビュー画面はリアルタイムで反映
されます。編集可能な一部項目の横に
編集アイコンが表示されます。

【カスタマイズ】でのみ編集できる項目

サイト基本情報 > ロゴ

主に上部に表示されるロゴ画像を変更できます。

サイト基本情報 > サイトアイコン

ウェブブラウザにアイコンとして表示される画像を設定できます。

追加 CSS
スタイルシートの知識がある方は、ここにスタイルを追加することで、
ある程度自分で表示の変更ができます。
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各項目画面が表示された状態

クリックで戻る

編集を確定

編集をキャンセルし
表示前の画面に戻る

クリックで各詳細へ

プレビュー画面
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ユーザーの管理

ユーザーの管理が必要な場合
1人で WordPress を管理する場合、基本的にはユーザーは 1つで問題ありません。しかし、複数人で更新な

どをしたい場合、いくつかの問題が出ることがあります。

• 記事は編集してもらいたいが承認が必要な場合

• 誰が作成した記事なのか後から確認したい場合

• 記事は編集してもらいたいが設定を変更されると困る場合

• パスワードを知る社員が退社した場合

それらに対応するために、ユーザーに合わせて権限を割り振ったり、必要に応じてパスワードを変更した
りする必要があります。

ユーザーの権限
ユーザーには 5段階の権限があり、管理者以外はできる操作に制限があります。

購読者
主にユーザー限定で閲覧できる記事を閲覧する為の権限です。記事の編集等は一切できません。

寄稿者
投稿の作成ができますが、公開する権限がありません。メディアの追加も制限されています。

投稿者
自分で投稿を公開でき、メディアの追加もできます。他のユーザーの投稿や固定ページの作成・編集はで
きません。カテゴリーの追加等もできません。

編集者
固定ページの編集、他ユーザー記事の編集、カテゴリーの管理に加え、コメントの承認ができます。投稿
や固定ページ等の通常の管理に必要な権限は全て備えています。

管理者
全ての操作ができます。編集者の権限に加え、テーマやプラグイン、ユーザーや設定など、システムの基
本部分の操作が可能です。

管理画面への移動方法

• 管理メニュー【ユーザー】→【ユーザー一覧】

ユーザー（ユーザー一覧）
基本的な配置や操作は記事一覧等と同じ
です。

行える操作

編集
自分のユーザーがそうでないかで多少項
目が異なりますが、基本の操作は「プロ
フィール」と同じです。

削除
ユーザーを削除します。確認画面が表示されますので、内容を確認し「削除を実行」をクリックしてくだ
さい。作成した記事のある場合、確認画面で他ユーザーのものとするか記事を削除するかを選択できます。

表示
そのユーザーの作成した記事一覧画面を表示します。
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行にカーソルを合わせると
行える操作が表示
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設定の変更

その他の管理メニュー
【外観】→【テーマ】 ／ 【外観】→【テーマエディター】
テーマ自体を変更する、またはテーマの内容に直接手を加えるメニューです。操作によってはサイトが表
示されなくなることもありますし、データが消える可能性もありますので、ご注意下さい。

【プラグイン】→各項目
システムへの追加機能を編集できます。操作によってはサイトが表示されなくなることもありますし、
データが消える可能性もありますので、ご注意下さい。

【ツール】→各ページ
通常の管理上使うことはないものです。

【設定】→各ページ
システムの動作に関わる重要な項目が変更できます。項目によってはサイトの表示が大きく崩れたり、セ
キュリティに問題ができたり、またはサイト自体が表示されなくなったりします。しかし、システムの
メールアドレスなど、場合によっては変更しないといけない項目もあります。

その他
プラグインの追加により管理メニューが増えることがあります。プラグインに合わせて適切にご使用くだ
さい。

【設定】項目一覧

【一般】

サイトのタイトル

Web サイトのタイトルです。空白にならないように入力して下さい。

キャッチフレーズ

Web サイトを説明した短い文章です。テーマによっては見えずとも使用されていることもありますので、

Web サイトの状態に合わせて適切に入力して下さい。

WordPress アドレス(URL)
システムがインストールされているアドレスです。

サイトアドレス(URL)
サイトのトップページを設置しているアドレスです。

メールアドレス
システムの管理用メールアドレスです。様々な管理のタイミングでメールが送られてきますので、必ず受
信可能なアドレスを設定して下さい。変更する場合、新しいメールアドレス宛てに承認用のメールが届き
ますので、必ず認証して変更を確定して下さい。

メンバーシップ
チェックを入れると閲覧者が画面上でユーザー登録できるシステムを提供します。

新規ユーザーのデフォルト権限グループ
上記にチェックが入っている場合に登録したユーザーに自動で付加される権限です。

サイトの言語
システムで使用される言語です。

タイムゾーン
システムで使用されるタイムゾーンです。

日付のフォーマット　/　時刻フォーマット

各所で日付/時刻の表示があった場合に使用される書式です。

週の始まり
カレンダーを表示した際に週が何曜日から始まるかです。
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【投稿】

投稿用カテゴリーの初期設定
投稿の編集の際、カテゴリーを選択していない場合に自動的に所属させるカテゴリーを選択します。頻繁
に投稿するカテゴリーにしておくと少し手間が省けます。

デフォルトの投稿フォーマット
デザインテーマが投稿フォーマットに対応している場合、初期のフォーマットを設定できます。

メールでの投稿
指定のメールアドレスに送信したタイトルと本文でシステムに投稿する仕組みです。セキュリティの関係
上お勧めはしませんので、利用する場合は自己責任でお願いします。

更新情報サービス
ウェブサイトの更新通知サービスを利用する場合に設定します。利用する場合は自己責任でお願いします。
サーバ等の設定によっては利用できないこともあります。

【表示】

ホームページの表示
ウェブサイトのトップページの表示方法を選択します。固定ページにした場合、トップページにする固定
ページ（選択必須）の他、投稿一覧ページにする固定ページ（任意）を選ぶこともできます。

1 ページに表示する最大投稿数

カテゴリー等の一覧表示の際に、1 ページに表示される投稿の数です。

RSS/Atom フィードで表示する最新の投稿数　/　RSS/Atom フィードでの各投稿の表示

RSS/Atom を配信する場合に表示される投稿数と内容です。利用する場合は自己責任でお願いします。

サーバ等の設定によっては利用できないこともあります。

検索エンジンでの表示

チェックを入れると Google 等の検索エンジンに表示されなくなります。一般公開するウェブサイトの場合

はチェックを外してください。

【ディスカッション】

投稿のデフォルト設定
この投稿に含まれるすべてのリンクへの通知を試みる：投稿の本文に外部リンクがあった場合、「トラッ

クバック/ピンバック」と言われる通知を試みます。リンク先がブログシステム等で受理された場合、投稿

のタイトル等がリンク先のページ等に表示されます。サーバ等の設定によっては利用できないことがあり
ます。

新しい記事に対し他のブログからの通知を受け付ける：「トラックバック/ピンバック」と言われる通知を

受理するかどうかです。サーバ等の設定によっては利用できないことがあります。
新しい投稿へのコメントを許可する：投稿へのコメントを受け付けるかどうかです。

他のコメント設定

名前とメールアドレスの入力を必須にする：コメントを受け付ける場合、2つの項目を入力必須とします。

ユーザーのみコメントをつけられるようにする：ログインユーザー以外からのコメントを拒否します。
前の投稿のコメントフォームを自動的に閉じる：投稿日から指定の日付が経過した投稿へのコメントを拒
否します。

Cookie オプトイン用チェックボックスを表示：コメント投稿者が次のコメントの為に Cookie という仕組

みで名前等を保存できるようにします。
コメントを入れ子にする：コメントに返信した際、表示をツリー状にできます。
複数ページに分割し、デフォルトで表示する：コメント数が多い場合、ページ分割できます。

自分宛のメール通知
コメントの状態によって、その記事の投稿者宛にメールを送信できます。「投稿」はコメントが承認済み
になったタイミング、「保留」は承認待ちになったタイミングです。
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コメント表示条件
手動承認を必須にする：特に条件のないコメントをまずは承認待ちにします。

すでに承認されたコメントの～：他に承認されたコメントのある投稿者からのコメント（IP で判断）を自

動で承認済みにします。

コメントモデレーション
リンクを含んでいる場合は承認待ちにする：手動承認をしない設定にした場合でも、指定数以上のリンク
が含まれているコメントを承認待ちにできます。
また、その下のテキストエリアに入力した単語が含まれていた場合にも承認待ちになります。

コメントブラックリスト
コメントの中に、このテキストエリアに入力した単語が含まれていた場合、自動でゴミ箱へ移動します。

アバターの表示

コメントに投稿者を表すアイコンを表示します。これは WordPress の開発チームである Automattic が運営
している Gravatar というサービスで実装されているものです。

評価による制限

Gravatar のアバターの中には表示に年齢制限のあるものもあります。どの程度まで表示を許可するかを選

択します。

デフォルトアバター

Gravatar にアバターを登録していない投稿者（メールアドレスで判断）の場合に表示させるアイコンを選

択します。

【メディア】

画像サイズ
画像がアップロードされた場合に自動で作成される各種サイズの画像の解像度をピクセルで指定します。
サイズの変更は、設定変更移行にアップロードされた画像にのみ適用され、既存の画像はそのままですの
でご注意下さい。幅及び高さが両方とも収まるサイズで縮小されます。
サムネイルを実寸法にトリミングする：チェックを入れると、まず幅及び高さのどちらかが収まるサイズ
まで縮小され、収まりきっていない方ははみ出た部分が切り取られる形になります。

ファイルアップロード
チェックを入れると、アップロードしたファイルが年月ごとに別のフォルダに格納されます。

【パーマリンク設定】

共通設定

システムの URL の指定方法を変更できます。サーバによっては基本以外に指定できないこともあります。

運用途中での変更は様々な部分への影響があるので、変更する場合は自己責任でお願いします。

オプション

共通設定が基本以外になっている場合、カテゴリーやタグの URL に指定の英数字を付けることができます。

URL の重複を防いだり、カテゴリーやタグであることをわかりやすくする為に使用します。

【プライバシー】

プライバシーポリシーページを変更する
プライバシーポリシーのページを登録しておくことにより、ポリシーに変更があった場合にも素早く編集
画面に移動できます。
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