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 コンテンツの作成

1  コンテンツの作成

1.1

上部のメニューから「コンテンツの追加」をクリックします。
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1.2

作成したいコンテンツタイプを選びます。

まず Basic page を作成していきます。

Drupal でのコンテンツ作成マニュアル 3



 コンテンツの作成

1.3  Basic page の作成

コンテンツのタイトルと本文をそれぞれ入力します。
本文のテキストボックス内のアイコンで文字の装飾、表や画像の挿入ができます。

テキストフォーマットは「Full HTML」、言語は「日本語」に変更します。
Full HTML に設定することでテキストボックス内の文字の装飾、表や画像が表示され
見やすくなります。
また、テキストボックスの右下をクリックし、ドラッグすることで領域の大きさを
変えられます。
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1.4 メニューの設定

メニューの設定をします。設定するとメニューリンクとして常に表示されます。
「メニューリンクの生成」にチェックをし、表示させたいタイトルや説明を入力し
ます。
「上位の項目」では表示させたい場所を指定します。メインメニューおよびサブメ
ニューにできます。

「ウェイト」ではメニュー内での表示順位を決めます。番号が小さいと左に、大き
いと右に並びます。
同じ番号の場合は、作成日が新しいコンテンツが左になります。
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 コンテンツの作成

1.5 ブックアウトライン

ブックアウトラインの設定をします。
ブックとは Book page のことで、作成しているコンテンツをブックに追加すること
ができます。

「ブック」で追加したいブックを選択します。
新しくブックを作成することもできます。その場合は作成しているこのコンテンツ
が最上位となります。
すでに作成されたブックを選んだ場合、更に「上位の項目」を選択できます。
追加しない場合は<なし>のままにしておきます。

「ウェイト」ではブック内での表示順位を決めます。番号が小さいと上に、大きい
と下に並びます。
同じ番号の場合は、作成日が新しいコンテンツが下になります。
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1.6  リビジョン情報

リビジョン情報の設定をします。
複数人で作成している場合の連絡用、時間を空けて編集する場合の備忘録等として
ログを残せます。

「新しいリビジョンの作成」にチェックをし、「リビジョンログメッセージ」のテ
キストボックスに更新内容を入力します。

設定するとタブに「リビジョン」が追加され、そこをクリックするとリビジョンロ
グメッセージが表示されます。
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 コンテンツの作成

1.7  URL エイリアスの設定

URL エイリアスの設定をします。
設定しない場合はコンテンツのタイトルが直接 URL となります。

「Automatic alias 」のチェックを外して URL にしたい英数字を入力します。
例えば「サイトについて」のコンテンツを作成するなら"about" 等と入力してくださ
い。
前後に "/"（スラッシュ）は付けないようにしてください。

設定すると URL は以下のようになります。
末尾の英数字が URL エイリアスで設定された部分です。
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1.8  コメントの設定

作成したコンテンツにコメント欄をつける設定をします。

「オープン」にチェックすると、作成したコンテンツの下部に「コメントを追加」
が表示されます。権限を持つユーザーのみがコメントできます。

デフォルトは「クローズド」になっています。
オープンしたあとにクローズドすると既につけられたコメントは表示されたままに
なります。
コメントを表示させたくない場合は「非表示」にチェックをします。
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 コンテンツの作成

1.9 投稿者の情報

投稿者の情報を設定します。

「投稿者」のテキストボックスに投稿者の名前を入力します。
デフォルトの名前はログインした際のユーザーアカウントです。
空欄にしますと Anonymous（匿名）となります。

「投稿日時」で作成日時や表示形式を変更できます。
保存時の日時を使う場合は空欄にしておきます。

1.10  掲載オプション

掲載オプションの設定をします。

デフォルトは「掲載」にチェックがされています。
これを外すと非掲載となり、サイト上に表示されなくなります。

「フロントページへ掲載」にチェックをすると、トップページに本文の冒頭とリン
クが表示されます。
最新記事を表示したい場合に設定します。

「リスト上部に固定」は Book page の場合の下位ページメニュー、「フロントペー
ジへ掲載」にチェックした場合に適用されます。
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1.11

入力・設定を終えたら「保存」をクリックします。
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 コンテンツの作成

1.12

これで Basic page が作成できました。
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1.13  Article の作成

「コンテンツの追加」で Article を選びます。

Basic page 同様にテキストフォーマットと言語を変更し、コンテンツのタイトルと
本文をそれぞれ入力します。
各種設定もそれぞれ同様に設定していきます。
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 コンテンツの作成

1.14 タグと画像

「Tags」でコンテンツにタグをつけることができます。
タグをつけることで複数のコンテンツをカテゴリー分けできます。
カンマで区切って複数のタグをつけることもできます。

「画像」ではコンテンツの上部に表示させたい画像を指定できます。
画像を選んで「アップロード」をクリックします。
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1.15

画像をアップロードするとプレビューが表示されます。
別の画像をアップロードしたい場合は「削除」をクリックし、アップロードし直し
てください。
「代替文字列」には画像の名前やキャッチコピー等を入力します。

入力・設定を終えたら「保存」をクリックします。
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 コンテンツの作成

1.16

これで Article が作成できました。
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1.17  Book page の作成

「コンテンツの追加」で Book page を選びます。

Basic page、Article 同様にテキストフォーマットと言語を変更し、コンテンツのタイ
トルと本文をそれぞれ入力します。
各種設定もそれぞれ同様に設定していきます。
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 コンテンツの作成

1.18

「ブックアウトライン」で<新しいブックを作成>を選びます。
ここで設定していない場合は下位ページを作成できません。

入力・設定を終えたら「保存」をクリックします。

これで Book page が作成できました。
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1.19 下位ページの追加

「下位ページの追加」をクリックし、エディターを開きます。

Book page 同様にテキストフォーマットと言語を変更し、ページのタイトルと本文
をそれぞれ入力します。
各種設定もそれぞれ同様に設定していきます。

ブックアウトラインはこのようになっています。
新しいブックの作成や上位項目の変更ができます。

入力・設定を終えたら「保存」をクリックします。
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 コンテンツの作成

1.20

下位ページはこのようにブックのメニューにリンクされます。

下位ページの更に下位にページを作成することもできます。
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1.21

URL エイリアスを設定する場合は、下記のように設定することを推奨します。

下位ページが上位ページのディレクトリ内に入るようにすると、分かりやすいペー
ジ構成になります。

Book page（テスト３）test3
　┣下位ページ１　test3/test1
　┃　┗下位ページ４　test3/test1/test4
　┣下位ページ２　test3/test2
　┗下位ページ３　test3/test3

実際の下位ページ４の URL は以下のようになります。
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 ブロックの追加

2  ブロックの追加

ブロックとは、コンテンツを構成している一つ一つの領域のことです。
ヘッダーやフッター、メニュー、今まで書いてきたコンテンツの本文もコンテンツとい
うブロックの中に表示されています。

「サイト構成」の「ブロック」で「ブロックリージョンを仮表示する」をクリックする
とブロックの場所が表示されます。黄色の部分がブロックの場所です。
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2.1

ブロックを作成するには、まず「サイト構成」をクリックします。

次に「ブロック」をクリックします。
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 ブロックの追加

2.2

「ブロックを追加」をクリックします。

エディターが開きますのでテキストフォーマットを変更し、ブロックの説明、タイ
トル、本文を入力します。

入力・設定を終えたら「ブロックを保存」をクリックします。
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2.3  リージョンの設定

リージョンの設定をします。

「デフォルトテーマ」でサイト上でブロックを表示させる場所を指定します。
「管理者用テーマ」では編集時の画面テーマでのブロックのカテゴリーを指定しま
す。

2.4  表示の設定

「ページ」ではこのブロックを表示させるページを制限できます。
テキストボックスに何も入力せず「以下を除く全てのページ」にチェックをしてい
ると、全てのコンテンツに表示されます。
例えばテキストボックスに「*test*」と入力して、「以下のページのみ」にチェック
すると、URL に「test」が含まれているコンテンツのみに表示されます。

「コンテンツタイプ」では特定のコンテンツタイプによって、このブロックを表示
させるページを制限できます。
どのコンテンツタイプにもチェックしない場合は、全てのコンテンツタイプでこの
ブロックを表示できます。

「役割」ではユーザーの種類によって、このブロックを表示させるかを制限できま
す。
どのユーザーにもチェックしない場合は、全てのユーザーがこのブロックを表示で
きます。

「ユーザー」ではユーザーアカウントごとにカスタマイズ可能かどうかを指定しま
す。
「カスタマイズ可能」にチェックをして、各ユーザーのアカウント情報から指定す
るとカスタマイズができるようになります。
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 メニューの追加

3  メニューの追加

3.1

新しくメニューを追加するには、「サイト構築」から「メニュー」をクリックしま
す。
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3.2

「メニューの追加」をクリックし、タイトルと説明を入力します。
メニューの名前（URLパス）は半角英数字で入力します。

入力し終えたら、「保存」をクリックします。
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 メニューの追加

3.3  リンクの追加

次にメニューにリンクしたいコンテンツを登録します。
「リンクの追加」をクリックします。

「メニューリンクのタイトル」にはメニューに使いたい文字列を入力します。
「パス」にはリンクさせたいコンテンツの URL を入力します。
「説明」には、メニューの上にカーソルを乗せた時に表示される文字列を入力しま
す。表示させたくない場合は、何も入力しません。

「有効」にチェックをします。チェックされていないと、メニューに表示されませ
ん。
「展開して表示」にチェックすると、リンクさせたいコンテンツの更に下位にリン
クがある場合、常に展開されて表示されます。

「親リンク」でリンクさせるメニューを選択します。

「ウェイト」でメニュー内での表示順位を決めます。番号が小さいと上または左
に、大きいと下または右に並びます。
同じ番号の場合は、作成日が新しいコンテンツが下または右になります。
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入力・設定を終えたら「保存」をクリックします。

「設定を保存」をクリックして完了です。
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 メニューの追加

3.4  メニューの表示

リンクを追加しただけではメニューは表示されません。
「サイト構成」から「ブロック」をクリックし、ブロックの一覧から作成したメ
ニューの「設定」をクリックします。

リージョンの設定をします。
「デフォルトテーマ」で表示させたいブロックを指定します。
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3.5

「ブロックを保存」をクリックして完了です。
メニューが表示されます。
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 メニューの追加

3.6  Main menu

「Main menu」の設定することで簡単にメインメニューを作成できます。
「サイト構築」から「メニュー」をクリックし、「Main menu」の「リンクを追
加」でリンクさせたいコンテンツを登録します。

すでにブロックの設定がされているので、リンクを追加するとメインメニューが表
示されます。
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3.7  Navigation

「Navigation」の設定をすることで簡単にサブメニューを作成できます。
「サイト構築」から「メニュー」をクリックし、「Navigation」の「リンクを追
加」でリンクさせたいコンテンツを登録します。

すでにブロックの設定がされているので、リンクを追加するとサブメニューが表示
されます。
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 「コンテンツの追加」から「リンクの追加」まで

4  「コンテンツの追加」から「リンクの追加」まで

「コンテンツの追加」から「リンクの追加」までの流れをおさらいします。

4.1  Basic page の作成

上部のメニューから「コンテンツの追加」をクリックし、Basic page を選びます。

34 Drupal でのコンテンツ作成マニュアル



4.2

テキストフォーマットと言語を変更し、コンテンツのタイトルと本文をそれぞれ入
力します。
各種設定もそれぞれ設定していきます。
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 「コンテンツの追加」から「リンクの追加」まで

4.3  メニューの設定

メニューの設定で「メニューリンクを生成」にチェックをし、表示させたいタイト
ルや説明を入力します。

「上位の項目」で<メインメニュー>を選ぶと「Main menu」のブロックに、<ナビ
ゲーション>を選ぶと「Navigation」のブロックにリンクの追加がされます。

入力・設定し終えたら、「保存」をクリックします。
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4.4  <メインメニュー>を選択した場合

メニュー設定の「上位の項目」で<メインメニュー>を選んだ場合、このようなメ
ニューにリンクされます。

4.5  <ナビゲーション>を選択した場合

メニュー設定の「上位の項目」で<ナビゲーション>を選んだ場合、このようなメ
ニューにリンクされます。

メニューの項目を並び替える場合は「サイト構築」から「メニュー」を選び、「リ
ンク一覧」を表示させて「ウェイト」の数値を変えてください。
また、コンテンツの「メニューの設定」にある「ウェイト」からも数値を変えるこ
とができます。

メニューを表示させる位置を変更したい場合は「サイト構築」から「ブロック」を
選び、ブロックの一覧から変更したいブロックのリージョンを変えてください。
ブロックの「設定」からも同様に変えることができます。
ただし、「Main menu」の位置は変えることができません。
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 「コンテンツの追加」から「リンクの追加」まで

4.6  Book page の作成

上部のメニューから「コンテンツの追加」をクリックし、Book page を選びます。

テキストフォーマットと言語を変更し、コンテンツのタイトルと本文をそれぞれ入
力します。
各種設定もそれぞれ設定していきます。
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4.7  メニューの設定

メニューの設定で「メニューリンクを生成」にチェックをし、表示させたいタイト
ルや説明を入力します。

「上位の項目」で<メインメニュー>を選ぶと「Main menu」のブロックに、<ナビ
ゲーション>を選ぶと「Navigation」のブロックにリンクの追加がされます。
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 「コンテンツの追加」から「リンクの追加」まで

4.8  ブックアウトライン

「ブックアウトライン」で<新しいブックを作成>を選びます。
ここで設定していない場合は下位ページを作成できません。

入力・設定を終えたら「保存」をクリックします。
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4.9  <メインメニュー>を選択した場合

メニュー設定の「上位の項目」で<メインメニュー>を選んだ場合、このようなメ
ニューにリンクされます。

メインメニューへのリンクの追加は Book page より Basic page の方が一般的です。

4.10  <ナビゲーション>を選択した場合

メニュー設定の「上位の項目」で<ナビゲーション>を選んだ場合、このようなメ
ニューにリンクされます。

メニューの項目を並び替える場合は「サイト構築」から「メニュー」を選び、「リ
ンク一覧」を表示させて「ウェイト」の数値を変えてください。
また、コンテンツの「メニューの設定」にある「ウェイト」からも数値を変えるこ
とができます。

メニューを表示させる位置を変更したい場合は「サイト構築」から「ブロック」を
選び、ブロックの一覧から変更したいブロックのリージョンを変えてください。
ブロックの「設定」からも同様に変えることができます。
ただし、「Main menu」の位置は変えることができません。
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 お問い合わせ

5  お問い合わせ

このマニュアルに関するお問い合わせ、もしくはご意見、ご質問、ご要望などは以下の
ところまでご連絡下さい。

Gennai3 株式会社　〒 210-0844　神奈川県川崎市川崎区渡田新町 1-4-9-201　
TEL 044-220-1588　　FAX 044-220-1588

このマニュアル作成担当者宛ての電子メール：　ebisawa@gennai3.co.jp　まで
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6  クレジット ライセンス

6.1 クレジット

このマニュアルの著者は、Gennai3 株式会社の海老沢彬子です。<ebisawa@gen-
nai3.co.jp>

6.2 ライセンス

本マニュアルの著作権は、以下のライセンスになります。
GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the 
Free Software Foundation; A copy of  the license is included in the appendix entitled 
"GNU Free Documentation License".

本マニュアルで使われている製品および名称については、それぞれの所有者の商標
または登録商標です。
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