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実際のコンテンツ構造に合った設計
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デザインの作成、配布
ウェブサイト立ち上げの効率化

Plugins

Contents
Format

Meta Data

Template, Style

ウェブサイトの骨組み

テンプレート適用

カスタムフィールド設定

カテゴリー登録

プラグイン設定

デザイン修正



カスタマイズ知識の高度化
知識があれば何でもできるが（MTの強み）
手軽に真似をするのが難しい（改善点）

<mt:SetVar>

<mt:EntryIfCategory>

<mt:EntryMyFields>

</mt:EntryIfCategory>

カスタムフィールドで独自コンテンツ
プラグインで独自タグ

データを整理して
専用デザインで表示



MTの潜在能力の、何%を引き出せている？

MT4ブログ テンプレート

記事投稿

個人の知識・経験



日本のノウハウを世界へ！

コミュニティーの知識・経験

MT5ブログ テンプレート



ブログ

ウェブサイト作成の
ベスト・プラクティスの共有

テーマ

MT5ウェブサイト テンプレート

コンテンツ
管理



MT5のミッション

コンテンツ管理（CMS）の基盤を完成
目的にそったウェブサイトを

誰もが、作れる、配れる、利用できる

『何でもできる』を『誰もができる』に



5.0 : 基盤の整備

テーマコンテンツ
管理

ウェブサイト



見晴らしのいい、ウェブサイト管理を

ドメイン単位で、ウェブサイトを作成

■ ウェブページやフォルダを、直接つくれる

■ ウェブサイト配下の、ブログをまとめて管理

■ テンプレートやカテゴリーを共有

■ ウェブサイトのコンテンツを、まとめて表示

Website



ウェブサイトの定義

ひとつのMTに複数のウェブサイトを作成可能
基本的にはドメイン単位
1. www.sixapart.com  

2. blogs.sixapart.com

パスを含んでもよい
3. www.sixapart.com/products

4. www.sixapart.com/blogs

Website

http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com


ウェブサイトに直接
フォルダ，ウェブページを作成

http://www.sixapart.com/

/folder1/blog1Path

Site URL

files

pages

Blog 1

/folder1/folder2Path

Folder

files

pages

/folder1Path

/index.html

/folder1/folder2/etcPath

ブログを作成しなく
ても、ウェブページ
を作成可能

Website

http://blog.goodpic.com
http://blog.goodpic.com


ウェブサイト単位で、 複数ブログの
コンテンツをまとめて表示、管理

<mt:MultiBlog include_websites="WebsiteID">

http://www.goodpic.com/

http://www.mysite.com/

注 : これはイメージ画像です
実際のMT5の画面ではありません

Search Website

http://www.sixapart.com/

http://www.othersite.com/

Search

Website

http://www.goodpic.com
http://www.goodpic.com
http://www.goodpic.com
http://www.goodpic.com
http://www.goodpic.com
http://www.goodpic.com


テーマをデザイン

テーマ = ウェブサイトのスケルトン（骨組み）
ウェブサイト、あるいはブログにテーマを適用すると、以下
の項目が、自動で設定されます。

■ デザイン（テンプレート）の適用

■ カテゴリーやフォルダの追加

■ ウィジェットの追加

■ 記事やウェブページの入力項目の拡張
（カスタムフィールド）

Theme



テーマとテンプレート

"NAME OF THE THEME"
theme.yaml
templates
widgets
styles
images

MTにアップロード
ブログ，ウェブサイトに適用

『テーマとして保存』
ダウンロード、配布

テーマとは？ 設定ファイルと、デザインに必要なファイルの集まり

ウェブサイトに適用したテーマをテンプレートとして編集

Theme



テーマとプラグイン

• テーマとプラグインが連携
• 必要なプラグインがあれば、 テーマ適
用前にユーザーに通知

• プラグインでMTの機能を拡張し、その
上で独自テーマをデザインできます

Theme



例えばこんなテーマ

フォトアルバム・テーマ
画像カスタムフィールド，写真カテゴリー専用デザインなど

レストラン・テーマ
料理メニューの投稿，連絡先、地図などのグローバルナビ

製品カタログ・テーマ
製品カテゴリごとにコンテンツ、デザインを切り替え
記事インポートを利用して、多数のコンテンツを投入

目的にあわせたテーマを、選べる、作れる、配れる、多様なニーズにすばやく対応

Theme



多様化する、コンテンツ管理

投稿画面を煩雑にせずに、独自の入力
項目を追加したい
CMSとしての、整形データの重要性
SEO向けのメタデータ編集
Microformats, HTML5 など文章構造化
が、ますます重要に

CMS



更新履歴の管理

ブログ記事やウェブページ、
テンプレートの更新履歴を保存

• いつ， 誰が， どのような
変更をしたのか？

• 任意のバージョンに復帰可能

• 公開済みの記事の下書きを、
別バージョンとして保存
（未来のバージョン）

Custom Fields

ブログ記事
ウェブページ
テンプレート

更新履歴

CMS



カテゴリーと連動する入力項目

投稿画面のカテゴリー指定に応じて
カスタムフィールドを表示・非表示

デザインカテゴリーコンテンツ

CMS



独自コンテンツの一括インポート

1.記事の入力項目にカスタムフィールド追加
2. フィールドが追加されたエクスポートファイ
ルにコンテンツを追記

3. ファイルをインポートして、コンテントをま
とめて取り込み

カタログサイトなど、大量のコンテンツを
効率的に追加・管理

CMS



デザインのピンポイント編集

• ウェブサイトやブログの設定情報を、
カスタムフィールドで拡張

• SEO用のMETAタグ編集，ヘッダー画
像の入れ替え，フッター項目変更
... などをテンプレートを編集せず、
カスタムフィールドで

CMS



誰もが、分かりやすく、正しいフォーマットで

1. 分かりやすく整理された投稿画面
2. いつ、誰が、何を保存したか、履歴管理
3. 情報とデザインを分離して保存
4. その間をコンテキスト（カテゴリー，フォ
ルダ，タグ）でつなく

5. ウェブサイトのメタデータを編集しやすく

CMS



新しい管理画面

• 『何ができるのか』を分かりやすく、直感的に操作でき
るナビゲーション

• 画面サイズや、ブラウザ、文字の大きさなどの条件に、
できる限り柔軟にフィット

• 保存した記事やウェブページを探しやすい、
検索インターフェース

• プラグインでの拡張がしやすい、HTML構造と
Javascriptライブラリの整備（jQuery）

CMS



5.0�まとめ

コンテンツとデザインを連携、ウェブサイトの
『テーマ（目的）』を最短距離で実現します。

テーマコンテンツ
管理

Website



5.0 を基盤に、MT5.xでさらに進化 

ブログ
テーマ

MTウェブサイト テンプレート

コンテンツ
管理

テーマの流通コミュニティー機能

ワークフロー

モバイル対応



その他、予定されている機能

要望の多い以下の項目についても、将来的なMT5のロード
マップで実装予定です

• リッチテキスト・エディター（WYSIWYG）の機能向上
• カテゴリー、フォルダの並び替え
• ウィジェットのユーザビリティー向上
• コミュニティー機能の強化
• 携帯電話などデバイス毎のテンプレート追加、切り替え



シンプルになった、ライセンス・価格

標準価格 MT5先行特価

基本ライセンス
（１サーバー・５ユーザー）

63,000円 52,500円

サーバーライセンス
（１サーバー・無制限ユーザー）

126,000円 105,000円

サポート（１年） 10,500円

MT5先行特価版はMT5の発表日から正式出荷日までの価格となり、MT4もダウンロードしてご利用いただけますが、ご利用いただけるのはMT4とMT5のどちらかです。 
正式出荷後は標準化価格となります
複数のMovable Typeをインストールして利用する場合は、サーバーハードウェアが1台の場合でも複数の基本ライセンスまたはサーバーライセンスが必要になります。 
他社へのブログ・CMSサービスの提供やホスティング事業での利用は認められていません。ホスティングライセンスについては弊社営業にお問い合わせください。 
サーバーライセンスは個人会員向けのコミュニティなどにご利用いただけますが、法人会員、複数企業で利用する場合はMovable Type Enterpriseをご利用ください。 



Movable Typeユーザー向け特価

MT4ユーザー MT3ユーザー

基本ライセンス
（１サーバー・５ユーザー）

21,000円 42,000円

サーバーライセンス
（１サーバー・無制限ユーザー）

52,500円 73,500円

既存ユーザー向け優待価格は、Movable Type 5の発表日（2009年7月8日）
から2010年6月30日までのキャンペーン価格となります。



MTOS

Movable Type 5 においても、MTコア
をMTOSとして、継続的にオープン
ソース公開します



現在の状況

要件定義 仕様設計 開発 QA
BETA

１０月８月７月６月 ９月

現在開発中



公開までの予定

７月８日　 MT5 発表

８月上旬 ベータ開始予定

９月末 リリース時期アナウンス

１０月中　 5.0リリース



ご期待ください！


