
『初めて Web 入門』 Copyright Ⓒ 2009 島岡 諒 All Rights Reserved.  1 

 

 

 

 

 

 

『初めて WEB 入門』・上 

第三版  

あなたが全くのど素人でもプロ並みのウェブサイトを作るための入門書 

 

 

 

この一冊を、書かれている通りに実行するだけで、 

あなたもプロ並みのウェブサイトを作れることをお約束いたします。 

島岡 諒  
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このマニュアルで、あなたはこのようなウェブサイトを作れるようになります。 
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これを見て、もし「この程度のウェブサイトだったら簡単に作れるよ」と感じたならば、この入

門書は飛ばして、最下部にあるもう一つのマニュアルを手にすることをお勧めします（更に高度

なウェブデザイン法をお教えします）。 

 

しかし、このマニュアルを手にしているあなたは、このようなウェブサイトは作れないのではな

いでしょうか？  あるいは、間違った文法でなら作れる、とか。 

そういった場合は、このマニュアルに書かれていることをひとつひとつ忠実にこなしていってく

ださい。 

そうすれば、あなたがどんなにセンスがなくとも、たとえあなたが拒んだとしても、これだけの

クオリティのものを作れてしまうマニュアルになっています。 

 

大事なのでもう一度言います。 

本当にきれいなウェブデザインに憧れるならば、まず、このマニュアルを実行してください。 

あなたは、このマニュアルに書かれていることをこなしていくだけで、みるみるウェブデザイン

の能力が身に付いてくことに驚くでしょう。 

本来、ウェブデザインは難しいことでも、面倒くさいことでもなく、楽しいことなのです。 

 

私は、このマニュアルを作成するにあたり、プライベートの時間の９割以上を費やしました。 

あなたが、このマニュアルを達成して、自分でひとつの作品を作り上げて「感動」することが出

来たならば、このマニュアルの著者として、これ以上の喜びはありません。 

あなたの成功報告、心よりお待ちしています。それでは、はじめましょう。 

島岡 諒  
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留意事項 

このマニュアルに関してあなたに知っておいて欲しいことがいくつかあります。 

1. このマニュアルは、ウェブサイトを作ったことがない人を対象に、最短でクオリティの高

いウェブサイトを作ることを目的としたものです。そのため、W3C などの団体の定める WEB

標準に必ずしも即したコーディングを行っておりません。ウェブデザインなどの知識の豊

富な方は、違和感を覚える表現があることとは思いますが、初心者の方の感じる「ウェブ

デザインは難しい」という抵抗を極力減らすべく行ったものですので、ご理解いただけれ

ばと思います。また、あなたも、必ずしも 100%正しい表現がなされているわけではないこ

とをあらかじめご了承ください。 

2. このマニュアルのライセンスは、Creative Commons ライセンスによるところの「表示」「改

変禁止」と致します（参考：http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.1/jp/）。この条件

を満たす場合は、営利・非営利問わず、メールマガジンや、個人間のメール、ウェブサイ

トやブログ等で配布することを認めます。ただし、このマニュアルは「ウェブデザイン初

心者の方に、できるだけ敷居を低くウェブデザインの世界に入ってもらう」という理念の

もと無料で配布しておりますので、このマニュアル自体を有料で販売することはご遠慮く

ださい。 

3. このマニュアルは、「ウェブデザイン初心者の方に、できるだけ敷居を低くウェブデザイ

ンの世界に入ってもらう」という理念のもと私の趣味で作成し、無料で配布しているもの

です。なので、このマニュアルやマニュアルを実行したことで、何か損害が生じたとして

も、著者である私（島岡 諒）はいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。 

4. このマニュアルは、現在の私の思う「最高の状態」で配布しております。しかし、それは

マニュアル実行者であるあなたからすれば、最高の状態ではないかも知れません。なので、

マニュアルで分かりにくかった箇所などがあれば、ぜひメールにて私へ連絡して頂ければ

と思います。その声をマニュアルに反映いたします。また、マニュアルを実行し、あなた

の納得のいくウェブサイトを制作できた暁には、ぜひ私まで報告メールをください。その

あなたの成果報告がこのマニュアル作成の何よりの励みになります。メールアドレスは、

このマニュアルの最後に記載しております。それでは、あなたからのメール、お待ちして

おります。 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.1/jp/
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序章．あなたが全くのど素人だったとしても「自分の納得できるウェブサイ

ト」を絶対にデザイン出来る理由  

はじめまして。島岡です。 

この『初めて Web 入門』では、あなたが自分の納得のできるプロ並みのウェブサイトを作れる

ようになることを目的としています。 

 

このマニュアルをこうして手にしているということは、あなたはこのような問題に直面している

のではないでしょうか。 

 そもそも、ウェブサイトの作り方が全くわからない 

 HTML（←サイトの骨組みを作るプログラムのことです）ってよくわからない 

 CSS（←サイトのデザインをするプログラムのことです）で挫折した 

 どっちもわかるつもりだけど、<font>タグを使っちゃいけない、って聞いたんだけど・・・ 

 なんかサイトに素人感が抜けなくて困る 

などなど。 

 

このマニュアルでは、これらの問題は全て解消されます。 

 

でも、あなたは丌思議だと思います。 

「なぜ、この人はこうも自信を持っているのだろう」と。「自分のことじゃないのに」と。 

 

そうですね。その理由は３つあります。 
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まず一つ目の理由、「私の思う最短・最善の方法である」こと。 

このマニュアルが、他の「ホームページの作り方講座」的なものと決定的に違う点があります。

それは、最速で成功体験を得られる、ということです。 

 

普通のホームページの作り方講座は、 

「このタグはねこういう効果があってね、このタグはねこういう効果があるんだよ。おっといけ

ない、このタグはこういう場合は使っちゃいけないルールがあるんだ。みんな、注意するんだよ。」 

みたいな。 ※タグとは、ウェブサイトを作るために必要な記号のことです。 

 

私が最初にウェブサイトの作り方を学んだときは、この教え方につかまって苦労しました＾＾； 

 

あなたが、知りたいのは、そんなルールじゃないですよね。 

あなたが手にしたいのは、プロっぽいウェブデザインが出来る能力。これだけです。 

 

子供のころにこんな経験をしませんでしたか？ 

補助輪なしでは全然自転車に乗ることが出来なかったのに、お父さんやお母さんに後ろから押し

てもらったりして、一度まぐれで出来てからは、そのあとは尐しの練習で、いつでも乗れるよう

になった、とか。 

 

それと一緒です。人間に必要なものは、一度の成功体験です。 

このマニュアルでは、チュートリアル形式で、強制的にあなたに一度成功体験をして頂きます。 

それが出来てからは、尐しの練習でプロ並みのウェブサイトが出来るようになるでしょう。 
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理由その１、「私の思う最短・最善の方法である」こと。 

 

二つ目の理由は、「既に５０人近くが実践している方法である」ということです。 

 

私は、このマニュアルを作成するにあたり、「自分本位でマニュアルを作ってしまい、結局誮の

ためにならないマニュアルを作ってしまうこと」を一番懸念していました。 

 

そこで、私の周りにいた「ホームページを作ってみたい、運営してみたい」人たちを対象に、こ

のマニュアルに書かれている内容で、ウェブサイトの制作方法を指導してきました。 

 

その数、５０人近く。 

 

そして、彼らは、今でも私にちょくちょく質問してくることもありますが、基本的に自分の思い

思いのウェブデザインが出来るまでに成長しました。 

 

これで私は確信が持てました。 「この方法なら、いける」と。 

 

これだけの人数の保障があれば十分でしょう。 

あなたも、もし望むなら、その一員になれるということです。 

 

理由その２、「既に５０人近くが実践している方法である」こと。 
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そして最後の理由は、「面倒くさい作業は全て省かれている」ことです。 

 

あなたが、何かに取り組むためには、何かしらの準備が必要です。 

たとえば、料理をするとき。まず、じゃがいもの皮を剥きますね？まず、なべを用意しますね？ 

  

こういった作業は全て、既に私が代わりに行いました。 

レンタルサーバ（←ウェブサイトを公開する土地のようなものです。後で説明します。）の選定、

レイアウト構想、画像素材の作成・・・ 

 

あなたには、入門として学ぶべきところのみに、労力をかけてもらいます。 

 

なので、そういった意味でも、あなたは最短でプロ並みのウェブサイトを作れるようになるわけ

です。 

 

理由その３、「面倒くさい作業は全て省かれている」。 

 

 

以上３つが、あなたがプロ並みのウェブサイトを作れるようになると、私が確信している理由で

す。 

もう、自分でウェブデザインできるかなぁ・・・、なんて心配しないでくださいね。 

面倒くさい作業が全くなく、５０人以上が既に実践して成果を上げている、最短・最善の方法で、

あなたは成功体験を手にすることが出来るのですから。 
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それでは、さっそく作り方を・・・、と行きたいところですが、その前に「なぜ自分でウェブサ

イトを作るのか」ということについて考えみたいと思います。 

 

本来、この章は入れる予定はなかったのですが、私の周りに、自分でウェブサイトを作る意義が

あまりわかっていない状態で、自分でウェブサイトを作っている人が何人かいましたので、この

マニュアルを読んでいるあなたにも、尐し考えてもらいたいと思いました。 

 

もう、今すぐウェブデザインをしたくて堪らない！明日までにウェブサイトが必要なんだ！みた

いな人は、この章を飛ばして作業に入ってもらっても構いませんが、そうでない場合は、このま

ま読み進めることを強くお勧めします。 

 

このマニュアルは、「始めてからたった 10 分で 30 万円相当のウェブデザインをして、広告収

入で月収 100 万円を稼ぎ出す方法！！」みたいな、そういう系のマニュアルではありませんの

で(笑) 

そういうものが欲しい方は よそへどうぞ＾＾； 

 

『初めて Web 入門』では、じっくり、しかし、確実に身につけていただきたいと思います。 

 

よく綺麗なサイトを作りたいという人から「その画像、どうやって作るのでしょうか？」とか「こ

こ、何 px（←長さの単位）にした方が良いと思いますか？」といった質問を受けることがあり

ますが、綺麗なウェブデザインを行う際に必要なことはそういう細かいテクニックではありませ

ん。 
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マインドセット（心構え）です。そうしないと、パーツ、パーツはまあまあ綺麗なのに、ウェブ

サイト全体ではハチャメチャみたいなことになると感じています。 

なので、もう尐し読み物としてお付き合いくださいね。 

 

この章を終えてからは、実際の作業に入っていただきたいと思います。 
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Ⅰ．自分でウェブサイトを作る意義  

この章では、あなたがウェブサイトを作る意義についてお話したいと思います。 

これがわかっていないでウェブサイト制作のスキルを身につけようとしても、それでは途中で挫

折します。 

 

自分でウェブサイトを作る意義を挙げ出せばきりがないのですが、ここでは特にわかりやすいも

ので、重要であろう項目を５つピックアップしました。 

何度も言うようですが、この章は重要です。 

これから自分が取り組もうとしていることが、いかに意義深いものなのか、再確認してください。 

 

１．自分で思い描いたデザインのウェブサイトを持てる  

これは、重要です。 

なぜなら、あなたが想像したウェブデザインというのは、他の誮も想像することが出来ないから

です。 

 

仮に、超凄腕のウェブデザイナーがいたとします。そして、あなたは作りたいウェブサイトのデ

ザインが固まっています。それをあなたは、その凄腕ウェブデザイナーに出来る限りわかりやす

く伝えました。果たしてそれは、あなたが最初に思い描いたものと一致するでしょうか？ 

 

・・・しませんよね。イメージと非常に近いものは出来るはずですが、微妙なニュアンスの違い

で、イメージとは異なるものが出来るはずです。 

つまり、あなたがイメージしたウェブデザインはあなた以外に実現し得ない、ということです。 
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そして、これは感情的な話になるかと思いますが、自分で制作したウェブサイトと、外注で赤の

他人に作ってもらったウェブサイト、どちらに愛着がわきますか？ 

 

私は、前者です。 

 

そして、愛着がわかないウェブサイトの末路は、閉鎖です。 

愛着がわかないので、更新頻度も落ち、アクセスが減り、誮も見なくなり、なんのためにサイト

を運営しているのかわからなくなり、閉鎖です。 

 

ウェブサイトの管理人の付き合いで数百～数千のウェブサイトの更新度合いを見てきましたが、

自分でデザインしたウェブサイトでも、２・３年経つと閉鎖されていることが多いです。 

 

せっかく作るんだから、綺麗なウェブサイトを持ち、多くの人に見てもらいたいですよね。 

だからこそ、私は、つくづくウェブサイトは自分でデザインするものだ、と感じます。 

 

２．自分で更新が可能になる  

そうは言っても趣味でなく、営利目的のウェブサイトで、自分でどうしても作ることが出来ない

といったときは、やはり、それをプロとしているウェブデザイナーに外注することもあると思い

ます。 
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そういったときのために、ウェブデザイナーという仕事をされているスペシャリストがいるわけ

で、大いに活用すればよいと思います。 

 

しかし、例えば、オンラインショップ系のサイトで、新しい商品を入荷した情報をトップページ

に一行追加したい、と思ったとします。 

その時、自分にウェブサイト制作の知識が全くなかったら、どうでしょう？ 

 

当然、外注することになりますね。 

デメリットは２点。 

 お金がかかる 

 時間がかかる 

一行変えるくらいなら、別にウェブデザイナーがやらなくとも、誮がやっても同じです。しかし、

外注してしまうと、数千～数万円の費用がかかります。しかも、早くても１日くらいかかってし

まうでしょう。自分でやれば、３０秒です。 

 

さて、あなたは、自分で作るのと外注と、どちらを選びますか？ 

 

３．自分で集客対策ができる  

あなたは、SEO という言葉、聞いたことがありますか？ 

 

SEO とは、日本語にすると「検索エンジン最適化」で、要するに Yahoo!とか Google でどうやっ

て１位とか２位とかの検索結果を取れるか？といった、そのテクニックや対策のことを言います。 
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検索結果で１位になる、ということは、たくさんのアクセスになる、ということで、だからこそ

皆、やっきになって挑戦するわけです。 

 

で、それを専門にやっている人たちが、”SEO 業者”と呼ばれる人々。その額、毎月数十万。ピン

キリなので、月３万円くらいのところから、月５０万円近く取るところも。それ以上も、普通に

あります。 

 

あなたに、それだけのお金、ありますか？ 

私は貧乏人なので(笑)、そんなお金はありません。しかし、そこそこのアクセスは手にしていま

す。 

 

なぜか。 

自分で、SEO 対策をしているからです。 

 

超一流の SEO 業者には到底かないませんが、普通にウェブサイトを運営する分には困りません。

これは営利目的の商用サイトでも同じで、ある程度までは自分で対策を行うことが可能です（ど

うやって対策をするかは、もうひとつのマニュアルに書いています）。 

 

それに、もし自分でやってみて上手く出来なかったら、SEO 業者に依頼すればいいじゃないです

か。と思うわけです。 

 

何も、いきなり数十万をかける必要もないのです。 
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４．コストを最大まで抑えられる  

あなたは、ウェブサイト制作会社にウェブサイトの制作を依頼したら、どのくらいの費用がかか

るかご存知でしょうか？ 

 

見てみましょう。これは、ある制作会社の例です。 

 企画費           ：１６万円 × １ ＝ １６万円 

 トップページ作成費     ： ５万円 × １ ＝  ５万円 

 ページ作成費／ページあたり ： ２万円 × ９ ＝ １８万円 

 画像加工費         ： ３万円 × １ ＝  ３万円 

 メールフォーム       ： ４万円 × １ ＝  ４万円 

 更新・管理費／月あたり   ： １万円 × 月数 

 

これだと、会社の概要を載せた１０ページのウェブサイトを作るだけで、４６万円かかります。

そして、毎月１万円。 

 

もちろん、全てこの価格とは限りませんが、例としてなので、こういうケースも十分あり得ます。 

 

しかし、ウェブサイトの基本的なところだけでも制作するスキルを身につけていたら・・・ 

 

※もしあなたが、いきなりプロの技術がつくと思っているのなら、考えを改めてください。０か

ら１０になることは可能でも、いきなり０から１００になることは丌可能です。このマニュアル

を通じて、段階的にプロ並みのウェブデザインが出来るように成長していきましょう。 
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 企画費           ：１６万円 × １ ＝ １６万円 

 トップページ作成費     ： ５万円 × １ ＝  ５万円 

 ページ作成費／ページあたり ： ２万円 × １ ＝  ２万円 

 画像加工費         ： ３万円 × １ ＝  ３万円 

 

トップページと通常ページを１ページだけ作ってもらえば良くなるので（他の８ページは自分で

文字などの情報を書き換えれば良いだけのため）、２６万円で全く同じウェブデザインを行うこ

とが可能です。毎月の更新費用もかかりません。 

 

すなわち、２０万円近くの節約になるわけです。 

 

これが、コストを最大まで抑えられるということです。 

私は外注が悪いとか、SEO 業者が悪いなどとは全く思っていません。ただ、ユーザーとして「も

っと上手に活用しようよ」と言いたいのです。 

そのためにも、私はあなたにウェブデザインのノウハウの全てを教えているのです。 

 

５．自己表現のツールとしてのウェブサイト  

ここまでで色々書いてきましたが、これが一番、私は大切だと思います。 

 

ウェブサイトは何のためのツールであるのか。 

ウェブサイトは、メディアです。 
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メディアである以上、情報発信を行い、それを受信する人間がいます。 

 

つまり、あなたが自らウェブをデザインするということは、あなたが情報発信の際に、情報と印

象の全てを創造するということです。 

そして、そのことは、私は大変価値あることだと思っています。 

 

今の世の中、ブログや Mixi などで情報発信は誮でも可能、と言われています。 

しかし、それらは誮が作ったかもわからない、決まりきった箱の中に文字を入れているだけ。 

そんなのつまらない。 

 

じゃぁ、自分でその箱を作ればいいじゃないですか。 

そしてその箱に色々な感覚という名のシールを、装飾を、付加していけばいいじゃないですか。 

 

そう思うわけです。 

 

今は、誮もが情報発信が出来る時代。 

だからこそ、自分だけの、自分らしい箱を使いたいものです。 

 

ウェブサイトに自分らしさを！ 

私は、このことを強く、このマニュアルを読んでいるあなたに伝えたいと思います。 
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Ⅱ．ウェブサイト公開の環境を整える  

お疲れ様でした！これで読み物はおしまいです。 

それでは、実際のウェブサイト公開に向けて作業していきます。 

 

ここから全ての作業が終わるまで、人によっては２～３時間かかると思いますので、自分のペー

スに合わせて進めていってくださいね。 

 

私がこれらの作業をやってみたところ、１時間近くかかりそうだったので、最低でもその程度の

時間がかかることは覚悟してください。 

 

その代わり、その努力の時間に見合った実力は付きます。この点は、大いに期待して頂いて大丈

夫です。 

 

それでははじめましょう。 

 

１．ウェブサイトを公開する方法  

ウェブサイトの公開する、ということがどういうことか、あなたは知っていますか？ 

 

「ウェブサイトを見る」＝「サーバーから情報をもらう」 

ということです。 
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イマイチわかりませんね。図にしてみます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな感じです。 

まず、あなたはサーバーに対して「私のウェブサイトはこれです」と、公開したいウェブサイト

の情報を伝えます（アップロードという作業）。これで、サーバーには、あなたのウェブサイト

の情報が保存されます。 

そこで、訪問者がやってきて、ウェブサイトを見たいと思ったら、「ウェブサイトが見たいです」

と言います。すると、サーバーは「それなら見せてあげよう」と、そのウェブサイトの情報を送

ってくれるのです。そしてその情報を再生することが、ウェブサイトを見る、という行為です。 

 

わかりましたか？ なんとなくわかったのなら、それで十分です。 

むしろ、これからが大事です。 

 

 

あなたのパソコン サーバー 訪問者のパソコン 

これです 見たいです 

じゃぁ、見せよう 
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つまり、あなたがこれからすべきことは、 

 ウェブサイトの情報を作る 

 保存するサーバーを選ぶ 

 サーバーへ情報を送る 

の３つです。 

 

順番に進めていきましょう。 

 

２．最初のファイルを作る  

まず、一つ目の項目「ウェブサイトの情報を作る」です。 

このウェブサイトの情報ですが、実はメモ帳で簡単に作れます。ただ、作るだけなら 10 秒かか

らず作れます。 

 

・・・が、メモ帳で作ってしまうと、書き間違いに気がつかない、白黒だけなので見難い、など

の障害が出てきます。 

そこで、私が最もお勧めするテキストエディタの登場です！(笑) 

 

（ア）CRESCENT EVE をダウンロード  

 

シンプルなテキスト・HTML エディタ Crescent Eve 

http://www.kashim.com/eve/ 

http://www.kashim.com/eve/


『初めて Web 入門』 Copyright Ⓒ 2009 島岡 諒 All Rights Reserved.  23 

 

このサイトから Crescent Eve をダウンロードしてください。 

無料なのに、高性能。しかも軽い！ もう大好きです(笑) 

ダウンロード URL はこちら。 

http://www.kashim.com/eve/get.html 

 

手順通りやってもやらなくてもよいので、とにかくインストールをしましょう。では。 

 

手順１：上記の URL へアクセスし、「Crescent Eve のダウンロード（約 0.5MB）」をクリック 

 

手順２：「このファイルを実行または保存しますか？」と出てくるので、「実行（R）」を選択 

 

 

http://www.kashim.com/eve/get.html
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手順３：「発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？」と出てくるの

で、「実行する（R）」をクリック 

 

※Windows Vista やセキュリティソフトが入っている場合は、更に「危ないかも知れないけど本

当に実行しますか？」のようなメッセージが出てきますが、全てプログラムの実行を許可する

ように選択して下さい。 

 

手順４：「Crescent Eve セットアップ」という画面になるので、次々と「次へ」をクリック 

 

※オプションの選択もデフォルト（そのまま）で大丈夫です。 
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手順５：「インストールが完了しました。」と出たら、「閉じる（C）」をクリック 

 

 

以上です。これで、Crescent Eve が使えるようになりました。 

 

次は、「ウェブサイトの情報を扱ったファイルだ」ということが一目でわかるように、パソコン

の設定を変更します。 

 

（イ）拡張子を表示させる  

あなたは、拡張子という言葉、聞いたことありますか？ 

 

拡張子とは、そのファイル（データ）の種類を一目で判別するための記号のことです。 

例えば同じ「サンプル」というファイル名だとしても、種類が違えば・・・ 

 サンプル.txt （テキストファイル） 

 サンプル.jpg （画像ファイル） 

 サンプル.pdf （PDF ファイル、このマニュアルもそうです） 

 サンプル.exe （実行ファイル、さっきのインストールの時に使いました） 
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などなど、拡張子も変わります。 

.（ドット）以下が拡張子です。 

 

で。この拡張子というものが、全てのファイルにはついているのですが、パソコンの初期設定で

はそれが表示されないようになっていますので、ちょこっと設定をいじります。 

 

それでは、はじめましょう。 

 

手順１：マイコンピュータを開く（どこから開いてもいいです） 
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手順２：「整理」から「フォルダと検索のオプション」をクリック 

 

 

手順３：「表示」タブをクリックし、「登録されている拡張子は表示しない」のチェックをはず

し、最後に「OK」をクリック 
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以上です。簡単でしょ？ 

これで、あなたのパソコンの全てのファイルに拡張子が表示されたはずです。 

 

では、確認の意味も込めて、最初のテストファイルを作りたいと思います。 

 

（ウ）テストファイルを作ろう  

 

エディタも用意し、拡張子も表示され、いよいよファイル作りです。 

今まで通り、いきましょう。 

 

手順１：このマニュアルを読む時に開いたフォルダを開く 
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手順２：「first_web」というフォルダをデスクトップにドラッグ（移動） 

※ドラッグは、フォルダの上でマウスの左を押して（クリック）、そのまま移動したい場所まで

マウスを動かして、移動したい場所まで来たら、押し続けていたマウスの左を離せばできます。 

 

 

手順３：移動できたら、「first_web」フォルダをダブルクリック 
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手順４：何もないところで右クリックをして「新規作成」から「テキストファイル」をクリック 

 

 

手順５：左の図のようになるので、文字をいったん消して、「index.html」と書き換える 
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※この index.html を見て、気がつきましたか？ 

そうです！ウェブサイトの情報を表す拡張子は、”.html”なのです！ 

 

手順６：「拡張子を変更すると、ファイルが使えなくなる可能性があります。」と出てきますが、

使えなくならないので「はい（Y）」をクリック 

 

 

手順７：左のように表示されるので、「index.html」ファイルの上で右クリックをし、更に「Crescent 

Eve で開く（E）」をクリック 
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手順８：Crescent Eve が開くので、何か好きな言葉を入力する 

 

 

手順９：書いたら、フロッピーのアイコンをクリックして保存（上書き保存です） 

 

 

手順１０：Crescent Eve を閉じるため、右上の×ボタンをクリックして終了 
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手順１１：先ほどの「first_web」フォルダに戻って、「index.html」ファイルをダブルクリック

して開く 

 

 

結果：完成！ お疲れ様でした！ 
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・・・というわけです。 

 

ウェブサイトは、こんな感じで、作ります。 

もちろん、文字だけではあまりにも味気ないので(笑)、いろいろとデザインする方法は、第三章

から解説していきます。 

 

それでは、あなたのやること、２つ目に入りましょう。 

 

３．レンタルサーバーを借りる  

お疲れ様でした。 

でも、まだまだ、やることはたくさんあります。 

ガンガン飛ばしていきますよ。 

 

ここでは、 

 ウェブサイトの情報を作る 

 保存するサーバーを選ぶ 

 サーバーへ情報を送る 

の「保存するサーバーを選ぶ」を扱います。 

では、はじめましょう。 
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（ア）レンタルサーバーの違い  

サーバーというものは、自分で用意することも出来ますが、大変なのでレンタルしているものを

借ります。 

 

その方が、簡単なので。特に丌便もありません。 

 

で。貸してくれるサーバーのことをレンタルサーバーといいます。 

レンタルサーバーには、無料と有料があります。 

 

無料は、制限が多く、広告が入ることが多いです。 

有料は、機能が豊富で、広告は入りません。 

 

当たり前ですね。 

 

色々レンタルサーバーにも選ぶときのポイントがあるのですが、ここで全て説明しても頭がパン

クしてしまうと思うので、とりあえず、私の言うことを信じてついて来てください。 

 

この『初めて Web 入門』では、「さくらレンタルサーバー」というサービスを使います。 

このサービスを選んだ理由として、 

 有名（つまり、サポートサイトが多い） 

 相場な値段 

 私が最初に使った有料のレンタルサーバー（つまり、初心者でも使いやすい） 
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 そして、今も継続して使っている（つまり、あなたをサポートしやすい） 

 しばらくは、このサーバーで丌便することはない、はず 

 無料２週間お試しがついてくる 

などなどが挙げられます。 

 

そのうち、さくらレンタルサーバーだけでは満足できなくなるかも知れませんが（私は、いくつ

か複数のレンタルサーバーを借りています）、しばらくは、そういうこともないと思います。 

 

もちろん、どうしてもやだという方は、借りなくてもいいです。強制は致しません。 

ただ、２週間お試しを使ってみるのも、いいんじゃないかな、と思います。 

 

では、実際に借りてみましょう。 

 

（イ）さくらレンタルサーバを借りよう  

さくらレンタルサーバ 

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

 

この、さくらレンタルサーバのスタンダードプランに登録したいと思います。 

 

仕様・機能の紹介や利用規約などをよく読んだ上、以下の URL より登録してください。 

https://secure.sakura.ad.jp/signup2/rentalserver.php 

http://www.sakura.ne.jp/
https://secure.sakura.ad.jp/signup2/rentalserver.php
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以下、参考までに手順を掲載しますが、必ず登録は自己責任で行ってください。 

また、解説画像も、このさくらインターネットの登録では用意しませんのであしからず（登録画

面が変更になって、混乱を招く可能性もあるため）。 

 

手順１：「既に、さくらインターネットを利用したことがありますか？」の質問で「初めて利用

する」を選択 

※利用したことがある人は、登録をせずにそのアカウントを利用するか、必要であると感じれば

「さくらインターネット」の指示通りに登録作業を行ってください。 

 

手順２：「ご希望のサービスプランを選択してください」にて「さくらのレンタルサーバ スタ

ンダード」を選択 

 

手順３：「ご希望の初期ドメイン名（???.sakura.ne.jp）」にて、好きなドメイン名を入力 

 

手順４：「つぎへ -- >」のボタンをクリック 

 

手順５：約款と個人情報保護に関する公表事項をよく読み同意できると判断したら、「同意する」

を選択して、「つぎへ -- >」のボタンをクリック 

 

手順６：個人情報を入力して「つぎへ -- >」をクリック 
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手順７：確認を行った後、入力したメールアドレスにメールが送られてくるので、その指示に従

い登録作業を行う 

 

登録したさくらレンタルサーバへのログインは次の節で行います。 

 

４．FTP ソフトを用いて公開する  

さて、ついに 

 ウェブサイトの情報を作る 

 保存するサーバーを選ぶ 

 サーバーへ情報を送る 

の３つ目まで来ました。もう尐しです。 

 

頑張っていきましょう！ 

 

（ア）FFFTP をダウンロード  

 

サーバーへ情報を送ることを、アップロードといいます。 

ここでは、そのアップロードに、FTP というものを用います。 

 

『初めて Web 入門』では、FTP ソフトで有名な”FFFTP”というソフトを使ってアップロードを行

います。 
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それでは、始めましょう。 

 

Sota’s Web Page 

http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ 

 

これが、そのサイトです。 

 

このページの真ん中くらいにある「ダウンロード」からダウンロードしてください。 

http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.html 

 

では、いつも通り作業手順の説明を始めます。 

基本的に Crescent Eve の時と同じです。 

 

手順１：上記の URL へアクセスし、ページ中央の「ダウンロード」のリンクをクリック 

 

手順２：「このファイルを実行または保存しますか？」と出てくるので、「実行（R）」を選択 

 

 

http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/
http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.html
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手順３：「発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？」と出てくるの

で、「実行する（R）」をクリック 

 

※Windows Vista やセキュリティソフトが入っている場合は、更に「危ないかも知れないけど本

当に実行しますか？」のようなメッセージが出てきますが、全てプログラムの実行を許可する

ように選択して下さい。 

 

手順４：FFFTP のセットアップ画面になるので、次々と「次へ（N）」を選択 

 

 

手順５：「続行しますか？」と聞かれるので、「はい（Y）」をクリック 
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手順６：また、次々と「次へ（N）」をクリック 

 

 

結果：デスクトップにこのようにアイコンが表示されたら成功です！ 

 

 

これで、FFFTP が使えるようになりました。 

 

（イ）設定をしよう  

 

では、FFFTP でさくらレンタルサーバのサーバースペースへ繋ぐための設定を行います。 

これが終われば、全ての設定が終了です。早いところ終わらせて、本命のウェブデザインへ移り

ましょうね。 
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手順１：さくらレンタルサーバ登録時に送られてきたメールアドレスに書かれたドメイン名とパ

スワードを見て「さくらインターネットサーバコントロールパネル」より、ログイン 

 

さくらインターネットサーバコントロールパネル 

https://secure.sakura.ad.jp/rscontrol/ 

 

 

 

※パスワードは、仮に発行されているものが必要になるので、登録した時に送られてくるメール

を良く確認しておきましょう。また、スペルミスでログイン出来ない！などといったこともよく

あるので、ログイン出来ない場合は、一字一句チェックしてみてください。 

 

 

https://secure.sakura.ad.jp/rscontrol/
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手順２：「サーバ情報とパスワード」より「サーバ情報の表示」をクリック 

 

 

手順３：ページ右に表示された「サーバに関する情報」をクリック 

 

 

手順４：ページが表示されたら、今度は FFFTP を起動 
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手順５：小さいウィンドウの右上「新規ホスト（N）」をクリック 

 

 

手順６：「手順３」で表示した情報をもとに、ホスト設定の「ホストの設定名」「ホスト名（ア

ドレス）」「ユーザ名」「パスワード/パスフレーズ」を記入し、OK をクリック 

 

 

 

 

 

※FTP サーバの「???.sakura.ne.jp」に 

該当するところが、ユーザ名になり 

ます。また、「最後にアクセスした 

～フォルダとする」はチェックしても 

しなくても構いません。 
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（ウ）テストアップロードをしよう  

では、このまま、アップロードする、ということを試してみましょう。行きます。 

 

手順７：デスクトップにある「first_web」フォルダを下の図のようにドラッグし、FFFTP のまる

の部分が Deskop と表示されるようにする 
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手順８：右枠の「www」というフォルダをダブルクリック後、左の枠（自分のパソコンのデス

クトップ）から右の枠（サーバー）へドラッグをして、ファイルごとフォルダをアップロードす

る 

 

 

手順９：右枠に「first_web」というフォルダが出来ていることを確認する 
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結果：「http://自分のアカウント名.sakura.ne.jp/first_web/」へアクセスして、「初めてのウェブ

サイト！！」の文字が表示されることを確認されました！！ 

 

※あなたは、「え、これ、さっきも表示されてたじゃん。」と思ったかも知れませんね。しかし、

違います。今回は「http://自分のアカウント名.sakura.ne.jp」へアクセスして表示されたのに対し、

前回は「C:User¥あなたの PC アカウント¥Desktop¥first_web¥index.html」、すなわち、あなたのパ

ソコン上で表示されているに過ぎません。つまり、あなたしか見られなかった初めてのウェブサ

イトが、全世界の人々が見られるようになったのです。おめでとうございます(笑) 
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追記： 

サポートメールについて 
 

『初めて Web 入門』を実践していて、かつ「ウェブデザインを本気で学んでいきたい！」と思

っている人を対象に、サポートメールの配信を始めました。 

 

今回、スゴワザさんのファイル容量制限のため、上・中・下に分かれてしまっていますが、サポ

ートメールでは分かれていないバージョンの『初めて Web 入門』がダウンロード出来ます。 

 

また、ウェブデザインに関するコラムも書いていますので、よかったら登録してくださいね。 

http://first-web.jp/support-mail.html 

※逆にスゴワザからダウンロードしただけでは、私からのサポートメールは一切届きませんので、

私からのサポートを必要と思う方は、登録されることを強くお勧めします。 

 

では、『初めて Web 入門』頑張ってください！  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

このレポートはスゴワザ！の審査をパスしています。 

無料レポートサイト スゴワザ! http://www.sugowaza.jp  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://first-web.jp/support-mail.html

