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ワードプレスの初期設定 by のすけ 

 

ワードプレスの初期設定 

最初は意味分かんないことだらけだと思いますが、 

そんなもんなんで大丈夫っす。 

とりあえず手順通りで出来ますので最初の設定をやってしまいましょう。 

 

設定は 1度済んでしまえばあとは記事を書いていくだけです＾＾ 

なのでここはただの作業ゲーだと思って手順通りやるだけです。 

 

■ワードプレスの基本設定 

サイトの反映が終わってログインするとこんな画面です。 

 

要はこれが管理画⾯なんで、ブックマークしておきましょう。 
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ちなみに左上のサイト名をクリックすると、 

⾃分のサイトを⾒れます。 

最初はシンプルすぎてさみしい感じじゃないかな〜と思います。 

 

このままでもいいですが、せっかくなので 

アドセンスで使いやすいテンプレートに変えておきましょう。 

 

無料テーマでオススメはこのへん。 

・STINGER・・・http://wp-fun.com/dl/ 

・Xeory BASE・・・https://xeory.jp/template/xeory-base/ 

 

テーマ固有の設定は各サイトを参考にしてください。 

 

基本的にテンプレートはこだわりすぎないで OK です。 

正直ここにこだわってもアクセスに影響あんま無いです。 

 

そして調べればいくらでもテンプレートありますが、 

マニアックなのだとあまり情報無かったりするので、最初はこのどちらかが無難。 
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テーマのインストール 

まずは上記 URL からダウンロードしてください。 

Zip 形式のファイルで DL されます。 

 

そしたら WP管理画⾯のサイドメニューから 

「外観」→「テーマ」→「新規追加」 

 

そんで、「テーマのアップロード」 
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次に「ファイルを選択」 

 

 

先ほど DL しておいた zip ファイルを選択し、「今すぐインストール」。 

インストールが終わったら、「有効化」 

 

これで、テンプレートの⼊れ替えは完了です。 

 

同様の操作でいつでも簡単にテンプレートを変更できます。 
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基本設定の変更 

・ユーザー名の変更 

 これはブログ上で「投稿者」として表示される名前です。 

 

初期設定ではログインユーザー名となっていて、 

 セキュリティ上よろしくないので変更しておきましょう。 

 

 サイドバーの「ユーザー」→「あなたのプロフィール」から 

 ニックネームを決め、ブログ上の表⽰名を変更しましょう。 

 

 

 

最後に「プロフィールを更新」を押して設定完了です。 
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・キャッチフレーズの変更 

  キャッチフレーズってのは↓のこと。 

 

 初期状態だと「JUST なんちゃら」ってのになってるんで、 

 ブログの内容を簡単に表現するものに変えときましょう。 

 

 サイドバーの「設定」→「⼀般」で変更できます。 



 - 7 – 

ワードプレスの初期設定 by のすけ 

 

 

 サイトタイトルの変更もここで出来ます。 

 

 URL の決め方は、記事投稿の説明で詳しくします。 

 とりあえずここでは設定だけ。 

 

・サイドバーの設定 

 初期状態だと要らねぇだろってのもあるんで、 

 とりあえずシンプルにしておきます。 

 カレンダーとか要らないっす。 

 あんま無駄なのあると記事読んでもらうのに邪魔になります。 
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最低限必要なのはこんなもん 

  ・最近の投稿 

  ・カテゴリー 

  ・タグ 

  ・検索 

  ・最近のコメント 

  ・アーカイブ 

 

サイドメニューの「外観」→「ヴィジット」で設定します。 

 

 

テーマによって操作が若⼲違うんで端折りますが、使ったらわかると思います。 

ドラッグしたりして必要なものを並べていきます。 

サイトを作りながら必要なものも出てきたりしますが、 

それはその時で良いんで、いらんものをとりあえず消しといてください。 



 - 9 – 

ワードプレスの初期設定 by のすけ 

 

・PING の登録 

 また良くわからん⽤語ですが、これは更新したよってことをどこに知らせますか？ 

 ってな設定だと思っててください。 

 設定しなくても OKだけど、せっかくだからやっとくか〜くらいのモンです。 

 深く考えなくて OK。 僕も深く考えてないです w 

 

 とりあえず、「PING 最新」でググってください。 

 ※PING サービスは増えたり、消えたりしてるんで。 

 

 誰かしらがまとめてるんで、それコピーしてください。 
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で、これをサイドメニュー「設定」→「投稿設定」→「更新情報サービス」 

に貼り付けて完了。 

 

 

 

これは、意味わかんなくていいですよ。 

正直あんま深い意味ないので w 

 ※今はコレ重要じゃないんで⼀応やっておくか〜と⾔う程度 
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プラグインのインストール 

プラグインは星の数ほどあって、入れすぎても重たくなるので、 

ここでは最低限のものだけ紹介します。 

ググると色々あるんで、なんか「こんなこと出来ないかな？」って調べると大体あります。 

ここでは最低限必要かな〜と思うプラグインだけ紹介です。 

インストール方法 

インストールの際は、サイドメニューの 

「プラグイン」→「新規追加」→各プラグイン名を検索。→「今すぐインストール」で 

 「有効化」。 

 

 

あまり入れすぎても、重たくなるので最低限のものだけ紹介します。 

あとは必要に応じて調べてみてください。ホント色々ありますので。 
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・Akismet の設定 

 初期状態で入ってると思います。 

 これは悪質なスパムコメントをブロックするプラグインです。 

 設定しないとスパムコメント書かれ放題になります w 

 

 とりあえず必須ってことです。 

 

 プラグイン一覧に入ってるので「有効化」を押してください。 

 

そんで「Akismet アカウントを有効化」をクリック 
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恐らく Akismet を使うのは初めてだと思うので、「API キーを取得」から新規登録します。 

 ※登録済みなら APIキーを⼊⼒して完了です。 

 

Akismet の HP に飛ぶので「Get Started」から登録に進んでください。 
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あとは必要事項を⼊⼒していくだけ。 

 

 

⼀番左が無料版です。 
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クレジット画面が表示されてちょっとビビるけど大丈夫。 

 

 

右のスライドバーを左端に動かして無料に設定します。 

そんで、名前入れて「CONTINUE」ボタンをクリック。 
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「AKISMET API KEY」が隠されて表示されるので、 

 右の目ン⽟マーク押すと⾒れます。 

 これをコピペでメモっておいてください。 

 

 

そしたらワードプレスの管理画⾯に戻って、 

APIキーを⼊⼒。 
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以下のように有効化されれば OK です。 

 

細かい設定は、書いてある通りの内容です。 

よく分かんなきゃ、そのまま保存で OK。僕はいつもそのまま。 

 

これで Akismetの設定は完了。 

 

最初はめんどいけど、以後はこの API キーを使いまわせるので、 

新たにブログを開設しても、キー⼊⼒だけで OK です。 
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・TinyMCE Advanced 

 ワードプレスの投稿画面は初期状態だと使える文字装飾が少ない 

  ※正確には装飾ボタンが少ない。 

 ので、これ入れてボタンを増やします。 

 

使い方は簡単。「設定」→「TinyMCE Advanced」にて、 

下のボタンから追加したいやつを、上のメニューにドラッグするだけで OK。 

・Category Order 

 これはカテゴリの並び順を⾃由に変更できるプラグイン。 

  

 「投稿」→「Category Order」にて、ドラッグ操作で並び替えられます。 

 最初は使わないだろうけど、カテゴリが増えてくると欲しくなる機能。 
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・No Self Pings 

 ブログ特有の機能でピンバックというものがありますが、 

自分の記事から自分の記事にリンク貼ると、 

毎回「モデレートしてください」的なウザイ通知が来るので、 

それをオフるプラグイン。 

意味わかんなくていいです＾＾；とりあえずインストールして有効化だけで OK。 

 

 

以降のは次のレポートで使いながら説明するので、 

インストールして有効化までだけ、ここではやっておいてください。 

・Contact Form  

 お問い合わせフォームがラクラク設置できます。 

 アドセンス審査の際にも、お問い合わせフォームの設置があったほうが、 

 信⽤もあって通りやすいし、ブログ運営で必須でもあるんで、これ使っとくと便利。 

  ※後の WP の使い方で実際に使って説明します。 

   とりあえずインストールだけやっておいてください。 
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・All In One SEO Pack 

  SEO関連をほぼ網羅してるプラグイン。 

  後のレポートで実際に記事書きながら説明しますので、 

  とりあえず、インストールして有効化しておいてください。 

 

 

 

   ※SEOと⾔うのは、検索上位に表⽰されやすさの目安（ブログの強さみたいなもの） 

 

・Google XML Sitemaps 

 これは、後に説明する google サーチコンソール（キーワード解析機能） 

 に登録する際に使います。 

 とりあえずインストールして有効化しておけば OK。 

 

・PS Auto Sitemap 

  サイトマップ（サイトの目次）を自動で作ってくれるプラグイン。 

  記事数が増えてきたら、目次は作っておきたいところ。 

  SEO（内部リンク）と読み⼿に親切って点で作るべき。 
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google アナリティクスの設置 

これが俗に言うアクセス解析です。 

 

Google アカウントが必要なので、持ってなければ先に取得しておいてください。 

 

まず、アナリティクスの HPに⾏って「お申し込み」から 

→https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#provision/SignUp/ 

 
 

↓この画面になったら「ウェブサイト」「ユニバーサル」を選択。 

 アカウントによっては出ない場合もあるので、その場合は無視。 
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必要事項を埋めて 

 

他は基本的にそのままで OK。「トラッキング IDを取得」で完了。 
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これで登録は完了なので、次はワードプレスにアクセス解析の設置。 

 

アナリティクスにログインして、 

「アナリティクス設定」→設置するサイトを選択 

  →「トラッキング情報」→「トラッキングコード」 

 

トラッキング ID をコピーしとく 
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これをプラグイン「All In One SEO Pack」に⼊⼒。 

 

※もしテンプレート側の機能でアナリティクス ID の貼り付け欄があれば、 

 そちらを使っていただいても OK です。 

 （どっちかに入れれば OK。 両方に入れるのは NG） 

 

これで設置完了なので、念のため正常かどうか確認。 

 

手持ちのスマホか他の PCでブログにアクセスして、 

アナリティクス側で「レポート」→「リアルタイム」→「サマリー」にて 

 

アクセスが拾えていれば問題なく設定できています。 
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google サーチコンソールの設定 

さっきのはアクセス解析で、こっちはより細かい検索ワードを調べたり、 

インデックスを促したり、何かサイトに不具合がないかを確認するツールです。 

最初はよくわかんないでしょうから、とりあえず登録だけっす。 

意味わかんなくて OK ですよ。最初はそんなもんっす。 

 

・ブログの登録 

まずは下記 URL から google アカウントでログイン。 

→https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja 

 

ブログ URL を入れて「プロパティを追加」 

↓のページになったら、「別の方法」→「HTMLタグ」を選んで、 

赤枠内の「content="...."」の「....」の部分をコピーします。 

 ※全選択になっちゃう場合はとりあえずそれをコピーしとく。 
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まだ「確認」は押さない。 

ワードプレス管理画⾯の「All in One SEO」の、 

Google ウェブマスターツール:にコピーした部分を貼り付けて更新。 

 ※全選択だった場合は、不要部分を削除。 
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 そしたら、サーチコンソールの画面で「確認」をクリック。 

 

所有権が確認されれば OK。 

 

 これで、あなたのブログが登録されました。 

 次は、サイトマップの登録。 
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 ・サイトマップの登録 

  これは、googleに更新しましたよ〜、サイトの情報はこんなですよ〜 

  というデータを送る設定。意味はわかんなくても平気っす。 

  とりあえず説明通り設定しちゃいましょう。 

 

  サーチコンソールの、さっきの画⾯で「続⾏」 

  もしくは、トップ画面から対象ブログをクリックすると下記画面になります。 

  

 

  サイトマップをクリック。 

  で、「サイトマップの追加/テスト」をクリック。 

 

  ワードプレス管理画⾯に⾏って、「設定」→「XML-Sitemap」で下記画像の部分 

  「あなたのサイトマップのインデックスファイルの URL:」の 

   最後の部分、ふつうは「sitemap.xml」だと思います。これをコピー。 
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  これを、サーチコンソールの「サイトマップの追加/テスト」に貼り付けて、 

  「送信」をクリック。 

 

  これでエラーになってなければ完了です。 

 

  状態は「保留」で構いません。これで完了。 
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 ・サーチコンソールの簡単な説明 

  ⾒れる情報はこんな感じ。左から簡単に説明すると、 

 

 ・クロールエラー・・・なんかサイトに異常ないかチェックするとこ。 

            普通にやってれば異常は出ないっす。 

 ・検索アナリティクス・・・アクセス解析より細かな検索ワードを⾒れる。 

 ・サイトマップ・・・記事のインデックス状況の確認。 

 

  ※ただし、こんなことは知らなくて OK。基本的に登録さえしておけばそれだけで OK。 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

これでブログを書いてくに当たっての、最低限の準備は完了です＾＾ 

 

後は次のレポートで実際に、 

最低限必要なページを作りつつWP の使い方を説明していきますので、 

ちゃちゃっと最初の面倒い作業は終わらせて、 

「あとは記事書くだけ状態」 

にしちゃいましょう！ 

 

   


