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ページの編集

1 ページの編集

ページの作成方法は「コンテンツの作成マニュアル」をご覧ください。

1.1

タブの中の「編集」をクリックします。
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1.2

エディターが表示されますので、テキストボックス内で編集をします。
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ページの編集

1.3 プレビュー

「プレビュー」で編集している箇所を見ることができます。

プレビューしながら編集することで、編集途中のページを公開する必要がありませ
ん。
ただしプレビューしただけではページの保存はされていませんので、最後に必ず
「保存」をクリックしてください。
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1.4

編集し終えたら「保存」をクリックします。
これでページが更新されました。
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ページの編集

1.5  ソースの表示

エディターの「ソース」をクリックすると、HTML が表示され直接編集することがで
きます。
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2  画像のアップロード

2.1  File browser からの画像のアップロード

アカウント情報からタブの「File browser」をクリックします。
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 画像のアップロード

2.2

画像をアップロードさせたいフォルダを指定して「アップロード」をクリックしま
す。
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2.3

画像を指定して「アップロード」をクリックします。
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 画像のアップロード

2.4

これで完了です。
下のエリアにアップロードされた画像のプレビューが表示されます。
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2.5 エディターからの画像のアップロード

コンテンツの作成または編集ページを開き、「イメージ」のアイコンをクリックし
ます。
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 画像のアップロード

2.6

イメージプロパティからサーバーブラウザーをクリックします。

File browser が開きますので、2.2 からの説明と同じ手順で画像のアップロードがで
きます。
また、他のファイルも同様にアップロードすることができます。
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3  画像の貼りつけ

3.1

コンテンツの作成または編集ページを開き、「イメージ」のアイコンをクリックし
ます。
イメージプロパティからサーバーブラウザーをクリックして File browser を開きます。
貼りつけたい画像を選んで、プレビューされた画像をクリックします。
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 画像の貼りつけ

3.2  イメージ情報

イメージ情報を設定します。

「代替テキスト」に画像の名前やキャッチコピー等を入力します。

「幅」と「高さ」で画像の大きさを指定します。
南京錠のマークは画像の比率のロックまたは解除、矢印のマークをクリックすると
数値がリセットされます。

「ボーダー」で画像の枠の有無と太さを指定します。
１以上の数値にすると枠が表示され、０にすると表示されません。
数値が大きくなるほど枠が太くなります。

「横間隔」「縦間隔」では画像の左右または上下の空白を指定します。

「行揃え」では画像の回り込みを指定します。
左に指定すると文字は右に、右に指定すると文字は左に表示されます。

14 Drupal でのコンテンツ編集マニュアル



3.3  ハイパーリンク

ハイパーリンクを設定します。
画像だけを表示させたい場合は設定しません。

「URL」に画像にリンクさせたい URL を指定します。
「ターゲット」ではウィンドウへの表示のさせ方を指定します。
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 画像の貼りつけ

3.4  サムネイルを作成して画像をリンクさせる方法

同じ画像を使う場合、イメージ情報タブで表示させたい画像の大きさを小さめに指
定します。これがサムネイルになります。
次にハイパーリンクタブで、同じ画像を指定します。

この設定をすることで、サムネイルをクリックするとオリジナルサイズの画像にリ
ンクできるようになります。
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3.5

イメージプロパティの OK をクリックします。「保存」をすれば完了です。
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 Flash の貼りつけ

4  Flash の貼りつけ

4.1

コンテンツの作成または編集ページを開き、「Flash」のアイコンをクリックします。
Flash プロパティからサーバーブラウザーをクリックして File browser を開きます。
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4.2

貼りつけたい Flash を選んで、プレビューに表示されたファイル名をクリックします。

Flash プロパティで「幅」「高さ」「横間隔」「縦間隔」を指定し、 OK をクリック
します。

「保存」をすれば完了です。
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 PDF ファイルのリンク

5  PDF ファイルのリンク

PDF ファイルのアップロードは、File browser を開いて画像と同様にアップロードしま
す。

5.1  テキストリンクの仕方

リンクさせたい文字をドラッグし、「リンク挿入／編集」のアイコンをクリックし
ます。
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5.2

サーバーブラウザーをクリックして File browser を開きます。
リンクさせたい PDF ファイルを選んで、プレビューに表示されたファイル名をク
リックします。

OK をクリックして「保存」をすれば完了です。
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 お問い合わせ

6  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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7  クレジット ライセンス

7.1 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>

7.2 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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