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初めに
著作権について

このe-book（以下本書と記載）は著作憲法で保護されている著作物です。

本書の著作権は製作者に属します。

本書を開封することで、下記の事項に同意したものとみなします。

製作者の書面による許可なく、本書の全部または一部をあらゆるデータ蓄積手段に

よる複製、流用、転載、転売、その他の二次利用行為を固く禁じます。

これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事・刑事を問わず法

的責任を負う場合があります。

本書の内容は、事前の許可や連絡なく、内容の訂正、情報の差し替え、見解の変更

などを行うことがあります。

免責

本書の内容は、正確性、安全性、有用性について、一切の保証を与えるものではあ

りません。

本書の利用によって直接・間接的に生じたいかなる結果について、製作者は一切の

責任を負いません。
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初めに

このたびは当e-bookをダウンロードいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。

私はこのe-bookの著者であり、特別なスキルなしでWebサービスを作

る方法を教えている深谷正人と申します。

私は「個人一人一人が気軽にWebサービスを始められる世の中にする」

ことを目標に、ブログを書いたり、セミナーを開くなどの活動を行って

おります。

このe-bookは、

「Webサービスを作ってみたいけど、プログラムやデザインのスキルが

ないので諦めている」方達や、

「まだ、Webサービスのアイデアは無いけど、いつかは作ってみたいと

考えている」方達が、

Webサービスを作り出す第一歩を踏み出せるようにと、私が今まで蓄積

してきたノウハウを4つの秘訣に分類してまとめたものです。
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このe-bookを読んだことがきっかけとなり、Webサービスを作り始め

ていただければ、私にとってこれ以上嬉しいことはございません。

それでは早速始めましょう！
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ノンエンジニアでも

プログラムやデザインなしで

Webサービスが作れるようになる秘訣
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秘訣その１：WordPressを利用する

あなたはWordPressをご存知でしょうか？

WordPressは今世界中で一番利用されているCMSです。CMSというの

はコンテンツマネジメントシステムのことですが、簡単に言うとブログ

を書いて管理しやすくしてくれるソフトウェアのことです。

世界中のブログの4分の3はWordPressで動いていると言われるほど人気

の高いソフトウェアなんです。

その人気の高いWordPressを利用するためには、WordPressをサー

バーにインストールする必要があります。

しかし、サーバーを自分で用意するのは難しいので、WordPressを利用

しているほとんどの人はレンタルサーバーを利用しています。

いくつかのレンタルサーバーでは、WordPressの自動インストール機能

があるので、そのようなレンタルサーバーを利用すれば、難しいことを

考えることもなく、あっという間にあなただけのWordPressを持つこと

ができるようになるのです。
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さて、そのWordPressですが、ブログを書いて管理するためのソフト

ウェアだと説明しました。しかし「なんでそれでWebサービスを作れる

ようになるの？」と思いませんか。

実はWordPressには、たくさんのプラグインというものが存在していま

す。

このプラグインというものWordPressに追加していくことで、初期状態

のWordPressにはなかった機能を追加することができるようになります。

例えばContact Form 7というプラグインがあるのですが、それを追加す

ると、お問い合わせページが簡単に作れてしまいます。

通常、お問い合わせページを作るためには、それなりにプログラムを書

かないといけないのですが、このContact Form 7というプラグインを追

加して、必要な項目を設定するだけで、プログラムを書かないでも、あ

なたのブログにお問い合わせページを作ることができます。
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もう一つ例を挙げるとBuddyPressというプラグインがあります。

BuddyPressをWordPressに追加すると、FaceBookのようなSNSサイト

が出来上がってしまいます。SNSサイトですから、会員の登録や「いま

何してる？」の投稿、さらにはグループの作成なんてこともできていし

まいます。

プラグインを一つ入れるだけで、ブログを書くためのソフトウェアが

SNSサイトになってしまうのだから凄いですよね。

このように、様々なプラグインを利用することで、本来はブログを書い

て管理するためのソフトウェアであるWordPressがWebサービスを作る

ためのソフトウェアに変身してしまうのです。
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秘訣その２：プラグインを利用する

前の章でも紹介した通り、WordPressにプラグインを追加していくだけ

で本格的なWebサービスを作ることができるようになります。

そこで、ここではWebサービスを作るために欠かせない、超有能プラグ

インをいくつか厳選してご紹介いたします。
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WordPressをSNSサイトへ変身させる

BuddyPressはFaceBookのようなSNSサイトを簡単に作成することので

きるプラグインです。

会員の登録や管理、「いま何してる？」の投稿、グループの作成など、

SNSサイトに必要な機能はほとんど網羅されています。

BuddyPress

01

https://ja.wordpress.org/plugins/buddypress/

■SNS

いま何してる？の投稿ができる

グループを作成することも可能
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https://ja.wordpress.org/plugins/buddypress/


BuddyPressで作ったSNSサイトに写真投稿できる

BuddyPress Activity Plusは、BuddyPressで作ったSNSサイトで写真が

投稿できるようになるプラグインです。

BuddyPressには標準でタイムラインに写真を投稿することができない

ためセットで使うのがお勧めです。

BuddyPress Activity Plus

02

https://ja.wordpress.org/plugins/buddypress-activity-plus/

■SNS

タイムラインに写真が投稿ができる
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https://ja.wordpress.org/plugins/buddypress-activity-plus/


サイトに掲示板を作成することができる

bbPressは、サイト内に掲示板を手軽に作成できるプラグインです。

掲示板は、会員同士のコミュニケーションや、サイトのサポートなどに

利用できます。

掲示板機能を追加するプラグインは数多くありますが、その中でも定番

のお勧めプラグインです。

bbPress

03

https://ja.wordpress.org/plugins/bbpress/

■掲示板

色々な掲示板が作成できる
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https://ja.wordpress.org/plugins/bbpress/


bbPressで作った掲示板に画像を投稿できる

Image Upload for BBPressは、bbPressで作った掲示板に画像を投稿で

きるようにするプラグインです。

bbPressで作った掲示板は標準では画像を投稿することができませんが、

このプラグインを利用することで掲示板に画像が投稿できるようになり

ます。

Image Upload for BBPress

04

https://ja.wordpress.org/plugins/image-upload-for-bbpress/

■掲示板

掲示板の投稿に画像が投稿できる
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https://ja.wordpress.org/plugins/image-upload-for-bbpress/


会員限定サイトを作ることができる

Simple WordPress Membershipは、会員制のサイトを作るのに便利なプラ

グインです。会員登録機能と管理機能があり、会員のみコンテンツが見

えるように制御することが可能です。

PayPalと連携することで、有料会員への課金を自動化することもできる

ので大変便利です。

Simple WordPress Membership

05

https://ja.wordpress.org/plugins/simple-membership/

■会員制サイト

会員はログインすることで記事が読めるようになる
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https://ja.wordpress.org/plugins/simple-membership/


簡単な設定で会員制サイトを作ることができる

WP-Membersは、簡単な設定で会員制サイトが作れるプラグインです。

前述のSimple WordPress Membershipと比較すると、会員のランクが作れ

なかったり、PayPalと連携できないなど、提供される機能は少なめです

が、その分シンプルで使いやすいのが特徴です。

また、会員登録に必要な情報を追加したり、利用規約への同意がないと

登録できなくしたりするなど、登録画面を柔軟に変更できます。

WP-Members

06

https://ja.wordpress.org/plugins/wp-members/

■会員制サイト

会員の登録画面に利用規約への同意を追加できる
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https://ja.wordpress.org/plugins/wp-members/


画面上部の管理バーを非表示にする

Hide Admin Barは、サイトの上部に表示されている管理バーを非表示に

するプラグインです。

WordPressにログインすると、画面の上部にサイトを管理しやすくする

ための管理バーが表示されます。管理者には便利な管理バーですが、一

般の会員には不要なので非表示にする必要があります。

Hide Admin Bar

07

https://ja.wordpress.org/plugins/hide-admin-bar/

■会員制サイト

赤枠の部分が管理バー。これを非表示する。
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https://ja.wordpress.org/plugins/hide-admin-bar/


ログイン後のナビゲーションメニューを変更する

Nav Menu Rolesは、ユーザーがログインする前とログインした後でナビ

ゲーションメニューの中身を変更できるプラグインです。

例えばログイン前のユーザーには「ログイン」メニューを表示し、ログ

イン中のユーザーには「ログアウト」を表示することができるようにな

ります。

Nav Menu Roles

08

https://ja.wordpress.org/plugins/nav-menu-roles/

■会員制サイト

上の図がログイン前で下の図がログイン後。
「ログイン」が「プロフィール」に変わっている。
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https://ja.wordpress.org/plugins/nav-menu-roles/


お問い合わせページや応募ページを簡単に作成できる

Contact Form 7は、Webサイトにお問い合わせページや、申し込みページ、

アンケートページなどを簡単に作成できるプラグインです。

ページに登録があると管理者はメールで通知を受け取れます。

Contact Form 7

09

https://ja.wordpress.org/plugins/contact-form-7/

■問い合わせ

問い合わせページだけでなく申し込みページも簡単に作れる
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https://ja.wordpress.org/plugins/contact-form-7/


フッターにリンクを追加できる

Footer Putterは、フッターにコピーライトや利用規約へのリンク、会社

情報などを追加できるプラグインです。

フッターを編集できないテーマを使っていても、自由にフッターを編集

できるので非常に便利です。

Footer Putter

10

https://ja.wordpress.org/plugins/footer-putter/

■フッターメニュー

サイトのフッターに利用規約やプライバシーポリシーなどの
リンクを追加できる
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https://ja.wordpress.org/plugins/footer-putter/


任意のデータを保存できるようになる

WordPressの初期状態では「設定」「ユーザー」「記事」以外のデータ

を保存することができません。

カスタム投稿タイプを作成することで、それら以外のデータ（商品や顧

客など）が保存できるようになります。

Podsはそのカスタム投稿タイプを簡単に作成できるようになるプラグイ

ンです。

Pods

11

https://ja.wordpress.org/plugins/pods/

■データベース

カスタム投稿タイプを使うと、記事以外のデータを保存
できるようになる
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https://ja.wordpress.org/plugins/pods/


フロントエンドからデータを登録できるようになる

WordPressでデータを登録する場合は、通常、管理画面からしか行えま

せん。WP User Frontendは、フロントエンドからもデータ登録を行える

ようにするプラグインです。

口コミサイトなど、ユーザーから書き込んでほしいサイトで利用すると

便利です。

WP User Frontend

12

https://ja.wordpress.org/plugins/wp-user-frontend/

■データ登録
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https://ja.wordpress.org/plugins/wp-user-frontend/


セキュリティーの問題への対策ができる

iThemes Securityは、わかりやすい設定画面から、WordPressに特有のセ

キュリティーの問題に対して、一括して対策ができるプラグインです。

※セキュリティー対策に関しては、iThemes Securityを導入したからと言って完全に

対策することは不可能です。ただし、導入しておいた方が安全性は確実に高まりま

す。

iThemes Security

13

https://ja.wordpress.org/plugins/better-wp-security/

■セキュリティー対策

セキュリティー対策の設定項目がわかりやすい
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https://ja.wordpress.org/plugins/better-wp-security/


ユーザー名でのログインを禁止する

WordPressにログインする方法は、標準でユーザー名でログインする方

法とEmailアドレスでログインする方法がありますが、ユーザー名でログ

インする方法はサイトのハッキングに狙われやすいです。

Force Email Loginを利用すると、ユーザー名でのログインはできなくなり、

Emailアドレスでのログインのみとなるためハッキング対策に有効です。

Force Email Login

14

https://ja.wordpress.org/plugins/force-email-login/

■セキュリティー対策
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https://ja.wordpress.org/plugins/force-email-login/


サイトのデータやファイルを自動でバックアップできる

BackWPupは、サイトのデータやファイルを決まった日時に自動でバッ

クアップしてくれるプラグインです。

サイトが急に表示されなくなったり、サーバーにトラブルがあった時な

ど、バックアップがあると心強いですし、復旧も容易になります。

BackWPup

15

https://ja.wordpress.org/plugins/backwpup/

■バックアップ

スケジュールにより決まった時間に自動でバックアップができる

24

https://ja.wordpress.org/plugins/backwpup/


WordPressの日本語処理を改善する

WordPressは英語圏で作られているため、日本語の処理に一部不具合が

あります。WP Multibyte Patchは、それらの不具合を修正してくれるプラ

グインです。

地味なプラグインではありますが、日本語のサイトを運営するときには

必須となるプラグインです。

WP Multibyte Patch

16

https://ja.wordpress.org/plugins/wp-multibyte-patch/

■日本語化
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https://ja.wordpress.org/plugins/wp-multibyte-patch/


メンテナンス中であることをユーザーに知らせる

EZP Maintenance Modeは、サイトの更新やメンテナンスなどでサイトが

一時的に使えない状態であることをユーザーに知らせることができるプ

ラグインです。

復旧予定時間を表示することで、ユーザーの不満を和らげることができ

ます。

EZP Maintenance Mode

17

https://ja.wordpress.org/plugins/easy-pie-maintenance-mode/

■メンテナンス

メンテナンス中であることを伝えられる
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https://ja.wordpress.org/plugins/easy-pie-maintenance-mode/


以上、Webサービスを作成する際に役に立つ私のお勧めのプラグインを

紹介いたしました。

プラグインの見つけ方

さて、これらのプラグインを私はどのようにして見つけたのでしょう

か？

それらは、ほとんどGoogleなどのサーチエンジンで検索して見つけまし

た。

探すコツは検索ワードに以下のように入力することです。

「WordPress ○○プラグイン」

○○の部分に実現したい機能を入力します。

例えば会員制サイトを作りたい場合は「WordPress 会員制サイトプラ

グイン」、

掲示板を作りたい場合は「wordpress 掲示板プラグイン」といった具

合です。
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「WordPress 会員制サイトプラグイン」で検索した結果。
役に立ちそうなブログを多数見つけることができる。

そうすると、それらを実現するためのプラグインを詳しく説明している

ブログが見つかりますので、それらのブログを読んで、良さそうなプラ

グインをリストアップします。
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そしてここからが大切なのですが、見つかったプラグインはとにかく試

しまくりました。

ここでいろいろなプラグインに触れることで、後々、プラグインを使う

上での勘所のようなものが自然と身につきました。

こうすることで、日本語の説明があまり見つからないようなプラグイン

を使う場合でも、「きっと管理画面で設定できるはずだ」とか、「あの

プラグインを使えばこんなことができそうだな」といった具合に、使い

たいプラグインを素早く見つけたり応用したりすることができるように

なりました。

あなたも、とにかく、”プラグインを探して試す”を繰り返してみてくだ

さい。

ちなみに私の場合ですと、300個以上はプラグインを試してきたと思い

ます。
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秘訣その３：テーマを利用する

さて、特別なスキルが無くてもWebサービスを作るためのもう一つのポ

イントがテーマを使うということです。

WordPressではテーマを変更することで、機能はそのままでも、サイト

の見た目をガラッと変えることができてしまいます。

つまり、見栄えの良いテーマを使えば、あなたにデザインのスキルが無

くても、見栄えの良いサイトを作ることができるのです。
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WordPressには有料・無料を含め何千というテーマが存在しています。

その中からテーマを探すのは大変なので、今回は私がWebサービスを作

るために一押しのテーマである「OnePress」をご紹介します。

以下が私がOnePressをお勧めする理由です。

お勧めの理由１：トップページがそのままサービスの説明ページになる

お勧めの理由２：デザインがシンプルで見やすい

お勧めの理由３：ページのレイアウトがWebサービスにもってこい

お勧めの理由４：その他細かい設定が可能

お勧めの理由５：ここまでできて無料

それでは、ここからそれぞれ詳細に説明しますね。

31

https://ja.wordpress.org/themes/onepress/


お勧めの理由１：トップページがそのままサービスの説明ページになる

Webサービスでは、そのサービスがどういったもので、どのようにユー

ザーの役に立てるのか、またどうやって利用するのかなどを説明する必

要があります。そして、それらの説明はトップページで行うことが多く

あります。

ところが、たいていのWordPressのテーマはブログで利用することを前

提としているため、トップページは記事のリストになっているものがほ

とんどで、サービスの説明を載せるのが難しいものが多いです。

そんな中、OnePressのトップページでは、一番目立つところに、サー

ビスを印象付ける写真とキャッチコピーを表示し、その下にサービスの

詳しい説明や特徴、さらにサービスを作った人たちの紹介、サービスに

関する利用者数や満足度などの具体的な数字を掲載できるなど、Web

サービスを説明するために十分な情報を掲載することができます。
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これが実際に私がセミナーで作り方を教えているトップページの画像と

なります。

一見してどういったサービスなのかがわかるようになっていると思いま

す。

（左からの続き）
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お勧めの理由２：デザインがシンプルで見やすい

OnePressの魅力として、そのシンプルなデザインが挙げられます。

先ほど見ていただいたトップページの画像からも分かるように、白が

ベースとなっており、ところどころ差し色を使うことでクリーンな印象

になっています。

また、シンプルなので、どのようなサービスでも使うことができます。

OnePressでできたサイトを見た人は、まるでプロのデザイナーが、そ

のサービスのために特別にデザインしたものだと思ってしまうのではな

いでしょうか。

もちろん、PCでもスマホでも見やすいレスポンシブ対応となっていま

す。
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お勧めの理由３：ページのレイアウトがWebサービスにもってこい

OnePressではテンプレートが3種類用意されています。WordPressは初

期状態でテンプレートが1種類あるので、合計で4種類のテンプレートが

使えます。テンプレートというのは、ページのレイアウトを決めるもの

だと考えてください。固定ページを作る際にページ属性で選択できます。

WordPressの初期状態で入っているテンプレートでは、ページの左側に

記事を表示し、右側にサイドバーを表示します。検索ボックスやカテゴ

リーの一覧の表示などによく使われていますね。
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上のレイアウトだと常に右側にサイドバーが表示されてしまいますが、

Webサービスではサイドバーを一切表示したくないページもあります。

そのようなページにはOnePressが提供する「全幅」というテンプレー

トを利用するとサイドバーが表示されなくなります。

残りの二つはトップページと左側にサイドバーを表示できるテンプレー

トとなります。
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お勧めの理由４：その他細かい設定が可能

ロゴの設置や、リンクやボタンの色の設定、お問い合わせのフォームの

設置(Contact Form 7のインストールが必要)、カスタムCSSの記述など、

サイトの細かい設定が可能です。

ただし、Google Analyticsのトラッキングコードの設定は提供されてい

ないので、別途Google Analytics by Yoastなどのプラグインをインス

トールする必要があります。
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お勧めの理由５：ここまでできて無料

OnePressの最後のおすすめポイントは、シンプルで美しく、便利な設

定が多数できて”無料”ということです。

無料のテーマは他にもたくさんありますが、ここまで使い勝手の良い

テーマはあまりないと思います。

なおOnePressには有料版もあり、そちらではトップページの各セク

ションの順番を並べ替えたり、お客様の声セクションを追加できたり、

フッターからOnePressの文字を消したりと、より柔軟なカスタマイズ

ができるようになっています。

以上見てきたとおり、WordPressでWebサービスを作るときのテーマは

OnePressがお勧めです。

5つのおすすめポイントを書いてきましたが、中でもトップページが

Webサービスの解説ページとして利用できる点が、本当に魅力的だと思

います。

OnePressはこちらから入手できます。
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秘訣その４：レンタルサーバーを利用する

通常本格的なWebサービスを始めるためには、自分たちでサーバーを何

台も用意し管理することとなります。最近はクラウド上のサーバーを利

用できるサービスもありますが、それでも管理は自分たちで行うのが普

通です。

何台ものサーバーを用意して管理するのは、お金もたくさんかかります

し、技術的にもとてもハードルが高いものです。

そこでお勧めするのは、まずはレンタルサーバーでWebサービスを始め

るということです。

レンタルサーバーであれば、サーバーの管理はレンタルサーバーの会社

がしてくれるので、あなたは特に何もする必要がありません。もしサー

バーがダウンしても、レンタルサーバーの会社が復旧してくれます。あ

なたに必要なことは念のためにデータのバックアップをとっておくくら

いです。

最近はレンタルサーバーの性能も上がっているため、超人気サイトにな

らない限りは、サイトは十分速く動いてくれます。
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ただし注意点としては、無料のレンタルサーバーは性能が良くないもの

が多いので、有料のものを利用するようにしてください。

さて、レンタルサーバーもたくさんあり選ぶのに悩みます。

そこで、私のお勧めのレンタルサーバーとしてエックスサーバーをご紹

介したいと思います。

私がエックスサーバーをお勧めする理由は以下の通りです。

お勧めの理由１：速くて安い

お勧めの理由２：SSL（暗号化）が無料で利用できる

お勧めの理由３：情報がインターネット上に豊富にあるので困らない
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お勧めの理由１：速くて安い

エックスサーバーはとても高速です。実は私が運営するWebサービスも

エックスサーバーで動いているものがあります。動き始めて2年以上経

ちますがスピードが遅いと感じたことは一度もありません。難しい話は

割愛しますが、エックスサーバーはかなり高速で動くようにハードウェ

アが構成されています。

それでいて月額が約1,000円と大変リーズナブルです。約と書いたのは

契約期間によって、価格が微妙に異なるからです。なお標準的だと思わ

れるX10プランの12か月契約にした場合が月額1,000円となっています。
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お勧めの理由２：SSL（暗号化）が無料で利用できる

このポイントだけでもお勧めしたくなってしまうのですが、エックス

サーバーはSSLが無料で使えます。

とは言っても「SSLって何？」という人方も多いでしょうから簡単に説

明しますと、SSLとは通信の暗号化技術のことです。

あなたは時々、ブラウザーにこのように表示されているのを目にしませ

んか？

この状態がSSLで通信が暗号化されている状態です。

実はインターネットでは利用者が入力した情報は何の暗号化もされてい

ないのが普通の状態なのです。

この情報の中には利用者の個人情報やパスワードも含まれます。つまり

暗号化されていないサイトで入力してしまった情報は悪意のある人に盗

まれやすい状態なのです。怖いですよね。
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しかしSSLを使えばこの問題を防ぐことができます。

あなたのサイトを利用する人が会員登録するときに暗号化されていない

ことに気づいて、サイトを利用することをやめてしまったり、あなたの

サイトを利用したユーザーの情報が流出してしまったりしたら、大変な

問題です。

こういった理由からSSLで通信を暗号化するのはWebサービス運営者の

最低限のマナーと言えましょう。

ところが、レンタルサーバーでSSLを利用する場合は有料であることが

ほとんどです。エックスサーバーも有料だったのですが、2016年から無

料で利用できるサービスが始まりました。

無料であれば何の気兼ねもすることなくSSLが使えて安心ですね。
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お勧めの理由３：情報がインターネット上に豊富にあるので困らない

エックスサーバーは日本中のブロガー達からも大変高く評価されていま

す。

したがって、インターネット上にはエックスサーバーの申し込み方から

サイトの立ち上げ方までたくさんの情報が見つかります。

また、困ったことがあっても検索すれば解決策が見つかりやすいので助

かります。

それにエックスサーバーではWordPressの自動インストール機能が提供

されているので、ボタン一つでWordPressサイトを立ち上げることがで

きます。
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以上、エックスサーバーをお勧めする理由をいくつが挙げましたが、も

ちろんそれ以外のレンタルサーバーでも、WordPressが利用できれば

Webサービスを作ることはできますので安心してください。

ただし会員制のサイトなど、ユーザーが個人情報を入力したり、ログイ

ンするときにパスワードを入力するWebサービスを作る場合は、SSLに

よる暗号化だけはするようにしてください。

なお、レンタルサーバーを卒業し、専用のサーバーを利用するようにな

るのは、めでたく超人気サイトになりスピードが遅くなってきたなと感

じてからでよいと思います。

そのころには、サイトの知名度が上がっているので、手伝ってくれるエ

ンジニアを見つけるのも、多少は容易になっていると思います。
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実際の例

ここまで、ノンエンジニアでもプログラムやデザインなしでWebサービ

スが作れるようになるための4つの秘訣を紹介してきました。

「コツはわかったけど、本当に作れるのかな？」

そんな風にお考えではありませんか。

それでは実際にWordPressで作成されたWebサービスを二つご紹介いた

します。

この二つは私がセミナーでプログラムのスキルもデザインのスキルもな

い方達に作り方を教えているものです。
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例１：マッチングサービス PHOTOBIN

PHOTOBINは、出張カメラマンと写真をとってもらいたい人を結ぶ架空

のマッチングサービスです。写真を撮ってほしいユーザーは気に入った

カメラマンを見つけて予約することができるようになっています。
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例２：オンラインサロン FASHEN

FASHENは、男性向けのファッションコーディネーターが主催する架空の

オンラインサロンです。会員しか読めない記事を提供したり、会員限定

の掲示板でディスカッションすることができます。
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いかがでしたでしょうか？

なかなか本格的に出来上がっていると思います。

プログラムやデザインをしないでも、ここまでのものを作ることができ

るのです。

セミナーで学んだことを元に、実際にサービスを始めている方もいらっ

しゃいます。
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まとめ

以上、ノンエンジニアでもプログラムやデザインなしでWebサービスが

作れるようになるための4つの秘訣と、実際にWordPressを元に作成さ

れたWebサービスを紹介してきました。

秘訣をもう一度書いておきます。

• 秘訣その１：WordPressを利用する

• 秘訣その２：プラグインを利用する

• 秘訣その３：テーマを利用する

• 秘訣その４：レンタルサーバーを利用する

また、例として紹介したサイトは、それぞれ以下のページからご覧いた

だけます。

PHOTOBIN：http://wplabo.xyz/pb1/

FASHEN：http://wplabo.xyz/ms1/

ぜひご覧になってみてください。
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ここまで読んでみて「自分でもWebサービスは作れそうだな。でも、

WordPressは使ったことがないので本当にできるのか不安。」と感じて

はいませんか？

でも大丈夫です。

冒頭でも述べた通り、WordPressは大人気のソフトウェアなので、その

使い方は山のようにブログに書かれていますし、本屋に行ったり

amazonで探せばたくさんの書籍が見つかります。

中でも私のお勧めは本屋で立ち読みをしながら自分にあった書籍を見つ

けて購入することです。

初心者向けの書籍であればそれほど高くありませんし、情報がまとまっ

ている分、ブログよりは頭に入ってきやすいです。

一つだけ注意する点は古い書籍は買わないようにすることです。

WordPressは日々進化しているので、古い書籍に書いてある方法だと現

在のバージョンには対応できていないこともあり得ます。目安として1

年半以内に出版された書籍であれば大丈夫だと思います。
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最後に

ここまでお読みいただきまして、本当にありがとうございます。

少し私の話となりますが、私がWebサービスに最初に出会ったのは今か

ら約20年前となります。当時は一部の企業がホームページを持つ程度で

したが、その後、Webを通じてサービスを提供することが徐々に始まり、

電車に乗るための路線検索ができるようになったり、中古車やアパート

の検索ができるようになりました。それまでは駅で時刻表を調べたり、

リクルートが出版しているような分厚い雑誌を買って調べていた情報が

自宅に居ながらにしてパソコン一つで調べられるようになったことに強

い衝撃を覚えたものです（今となっては当たり前すぎですが）。

特にカナダへ留学した際に、Amazonを使って日本の書籍を簡単に購

入・輸入できたのには、ものすごく感動したことを今でも覚えています。
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その後もWebサービスは進歩を遂げ、自宅の駐車場をネット経由で貸し

出しできるようになったり、ネット経由で個人に仕事を発注できるよう

になったりと、今までになかったビジネスが毎日のように生まれて、

我々の生活はより便利になっています。

私は、今後もどんどん新しいWebサービスが登場して、私たちの暮らし

をより便利に、より快適なものにしてほしいと真剣に願っています。

このe-bookを読んだことで、あなたが素晴らしいWebサービスを作る

きっかけとなっていただければ、私にとっては望外の喜びです。

ぜひあなただけのWebサービスを作って、もっと便利で楽しい世の中の

実現を一緒に目指しましょう！

深谷正人

＜お願い＞

よろしければ、このe-bookの感想をお聞かせいただけますと幸いです。

送付先メールアドレス：fukaya@tukuroweb.com
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