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シックス・
シックス・アパートが
アパートが、ブログ・
ブログ・ソフトウェアの
ソフトウェアの最新版「
新版「Movable Type 4.2」
4.2」を発表
ウェブサイト管理機能の強化により、さらに強力な CMS として進化
2008 年 5 月 30 日

ブログ・ソフトウェアおよびサービス大手のシックス・アパート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：
関 信浩）は、ウェブサイト管理のための機能強化や性能改善を施し、さらに強力な CMS（コンテンツ管理
システム）として進化したブログ・ソフトウェアの最新版「Movable Type 4.2」を提供します。製品版の出荷は
2008 年 6 月下旬を予定しています。製品の出荷に先立ち、2008 年 5 月 30 日より同製品のリリース候補
版（RC）の公開テストを開始します。また発表を記念し、本日から 2008 年 6 月 30 日まで、「Movable Type
4.2 発表記念キャンペーン」を実施します。

「Movable Type 4.2」では、ウェブサイト管理を強化するため、コンテンツ管理とコミュニティ管理に関する機
能を強化しました。

コンテンツ管理面では、ページの公開方法をより簡単かつ詳細に設定できるようになりました。また、テン
プレートの構造改善や一覧表示画面のリニューアルにより、サイトの作成・管理を容易にし、従来以上に
使い勝手を向上しました。

コミュニティ管理面では、ブログ記事やウェブページに投稿されたコメントをスレッド表示する機能や、コメ
ント投稿者を認証する機能で OpenID＊１の最新バージョンである 2.0 に対応し、記事の作成者と読者の間
の活発なコミュニケーションを支援します。

さらに、Movable Type Open Source＊２コミュニティに寄せられた有用なフィードバックを反映し、パフォーマ
ンスの向上を図るとともに、テンプレートモジュールのキャッシュ機能などをあわせて提供することで、さま
ざまな角度から製品のパフォーマンス改善と機能強化を図っています。

また、シックス・アパートのブログ・サービス「TypePad（タイプパッド）」で使われているスパム対策機能を
「TypePad AntiSpam」（2008 年 5 月 30 日ベータ版公開予定）として外部ブログ向けに提供することに伴い、
「Movable Type 4.2」においても「TypePad AntiSpam」の利用が可能になります。従来から Movable Type に
標準搭載されているスパム対策機能と組み合わせることで、スパム検出の精度を向上し、コメントやトラッ
クバックを通じた円滑なコミュニケーションを実現します。

ウェブマーケティングを成功させるには、ウェブサイトにやってくるユーザーとの円滑なコミュニケーション

を通じたコミュニティ形成が不可欠です。シックス・アパートでは、最新版の「Movable Type 4.2」でコンテン
ツとコミュニティの管理機能を強化することにより、個人利用および企業のウェブサイト管理だけでなく、ユ
ーザーとの動きのあるコミュニケーション構築に柔軟に対応した CMS として、コミュニティ形成に最適な管
理環境を提供していく予定です。
＊１ OpenID： 2005 年に米シックス・アパートで開発された、共通のユーザーID を複数のウェブサービスで使えるよ
うにする技術。OpenID 対応サイトで一度 ID を取得すれば、他の対応サイト上で新規ユーザー登録することなく、
同じ ID でログインできるようになる。
＊２ Movable Type Open Source：Movable Type のコア部分をオープンソース・ライセンス（GNU: General Public
License）で公開し、開発プロセスをオープン化したもの

【Movable Type 4.2 価格】
価格】
基本ライセンス（1 サーバー・5 ユーザー）： 52,500 円（税込）
※現行の MT4.x をお使いの方は、追加料金なくご利用いただけます。

【Movable Type 4.2 発表記念キャンペーン
発表記念キャンペーン詳細
キャンペーン詳細】
詳細】
期間中にキャンペーン専用サイトからお申し込みいただいた方の中から、抽選で下記のようなプレゼント
をご提供します。
特典内容
特典対象数
応募方法
応募条件

Adobe Creative Suite 3 Web Premium

SPAM 缶＋オリジナルステッカー

プレゼント
抽選で 1 名様

プレゼント
抽選で 200 名様
（第 1 弾：100 名様、第 2 弾：100 名様）

「Movable Type 4.2 発表記念キャンペーン」専用サイトからお申し込み下さい。
http://www.sixapart.jp/mt_campaign.html
日本国内に居住されている方ならどなたでも応募いただけます。
第 1 弾：

実施期間

2008 年 5 月 30 日～2008 年 6 月 30 日

2008 年 5 月 30 日～2008 年 6 月 11 日
第 2 弾：
2008 年 6 月 12 日～2008 年 6 月 30 日

■シックス・
シックス・アパート社
アパート社について
シックス・アパート株式会社は、米シックス・アパート（本社：カリフォルニア州サンフランシスコ）の日本法
人として、全国 280 以上の加盟を誇るパートナー制度「ProNet」の加盟企業、および「ProNet SOHO」加盟
の個人事業者や小規模法人を通じ、個人から法人まで幅広いブログ・ソリューションを提供しています。ウ
ェブサイトの管理機能（CMS 機能）などを備えたブログ・ソフトウェア「Movable Type」、社内システムとの連

携機能を強化した「Movable Type Enterprise」、ブログ・サービス「TypePad Japan」、個人向け無料ブログ・
サービス「Vox」を提供しているほか、TypePad の OEM 版により、ニフティの「ココログ」や NTT コミュニケー
ションズの「ブログ人（じん）」など 20 社のブログ・サービスに活用いただいています。また米シックス・アパ
ートが開発した OpenID 技術の、国内における普及・利用促進活動を推進しています。詳しい情報は、
http://www.sixapart.jp をご覧ください。

■プレスリリースに
プレスリリースに関するお問
するお問い合わせ窓口
わせ窓口
シックス・アパート株式会社 広報担当
電話番号：03-5549-2171（広報）
電子メール：pr@sixapart.jp
Six Apart、Movable Type、TypePad は Six Apart, Ltd.の登録商標です。本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です

添付資料

【Movable Type 4.2 の 主な新機能】
新機能】
《ページ出力
ページ出力に
出力に関する機能強化
する機能強化》
機能強化》
■ページの公開プロファイルの充実と柔軟な設定
使用する環境や、記事の数、アクセスの状況などに合わせて、ページ出力の方法を自由に選択できま
す。各コンテンツのトップページやニュースフィードなどアクセスの多いページは静的に出力。アクセス
の少ないアーカイブページはダイナミックパブリッシングで動的にページ出力。すぐに変更が反映され
る必要のないコンテンツは、公開キューを利用したバックグラウンドパブリッシングというように、テンプ
レートごとに好みの設定を行えます。
■テンプレートモジュールのキャッシング機能
テンプレートモジュールのキャッシュ機能を使用すれば、毎回変更のないテンプレートモジュールを何
度も再構築する必要はありません。読み込むモジュールごとにキャッシュを保持する期間などを細かく
設定でき、環境に合わせたサイトを構築できます。
■サーバーサイドインクルード機能
同じテンプレートモジュールを複数のテンプレートで読み込む場合、サーバーサイドインクルード機能を
使うことで再構築時の負荷を抑えられます。サーバーサイドインクルード機能は、テンプレートモジュー
ルを構築したファイルを、そのテンプレートモジュールを読み込んでいるページ全てにサーバーサイドイ
ンクルードするので、モジュールの構築は一度で完了します。
《デザインカスタマイズの
デザインカスタマイズの向上》
向上》
■シンプルなデフォルトテンプレート構成
構成が複雑でカスタマイズしにくいといった、多くのユーザーからのフィードバックを元に、デフォルトテ
ンプレートの構成をシンプルかつ分かり易く変更し、カスタマイズしやすくなりました。
■ダイナミックパブリッシングでのアーカイブページネーション
ページの出力に再構築が不要なダイナミックパブリッシングを使用している場合、アーカイブページをペ
ージ分割して出力できます。1 ページに表示する件数も設定でき、アーカイブの件数などに合わせた調
整も簡単です。
《検索機能の
検索機能の強化》
強化》
■全文検索や検索結果ページの分割：強化されたブログ検索
ブログ検索機能も大きく強化されました。全文検索をはじめ、検索結果ページの分割表示、検索構文
の充実、検索処理速度大幅なスピードアップなど、読者が目的の記事にアクセスしやすくなります。
《管理面の
管理面の強化》
強化》
■管理画面メニューの見直し
メニュー項目を見直し、各管理画面へのアクセスがより簡単になりました。これまで数クリック必要だっ
た各設定画面へもスピーディーにアクセスできます。

■テンプレート一覧ページのリニューアル
テンプレートの編集をもっと簡単に素早くできるように、テンプレート一覧画面をリニューアルしました。
全てのテンプレートを一覧できるほか、これまでのように、種類ごとにフィルタリングして表示できます。
また、ウィジェットの管理画面はウィジェットセットと合わせて表示し独立。管理のしやすさを高める構成
に変更しました。
■スパム防止サービス「TypePad AntiSpam」（ベータ版）への対応
強力なスパム防止サービス「TypePad AntiSpam」（2008 年 5 月 30 日ベータ版公開予定）に対応してい
ます。「TypePad AntiSpam」は、TypePad で利用されている強力なスパム防止機能を、外部ブログでも
利用いただけるようサービスとして提供するものです。詳細は下記サイトをご参照ください。
http://antispam.typepad.com/
http://antispam.typepad.jp/
■テンプレートプレビュー機能
Movable Type 4 より、記事やウェブページを実際のテンプレートに反映した状態でプレビューできるよう
になりましたが、テンプレートの変更結果は再構築するまで確認できませんでした。Movable Type 4.2
では、テンプレートの変更をすぐさま確認できるよう、各テンプレートの編集画面に [確認]ボタンを追加。
記事が無い状態でもサンプルの内容を利用したプレビューを行えるので、テンプレートの編集効率もア
ップします。
《その他
その他》
■ウィジェットマネージャをコア機能として統合
これまでプラグインとして同梱されていたウィジェットマネージャを Movable Type に統合。ウィジェットセ
ット単位のキャッシュや、テンプレートセット機能でのウィジェットセット追加などをサポートします。
■パフォーマンスロギング機能
インストールしたサーバーのスペックや、管理画面での処理時間などをログファイルにまとめる機能で
す。開発時のソフトウェアパフォーマンスの参考資料になります。
■Atom Publishing Protocol によるコメント閲覧
Atom Publishing Protocol によるコメントの取り出しを実現します。モバイルクライアントなどからコメント
を管理できます(主に携帯用インターフェイスなどで使用)。

