


アルファサードについて

•アルファサード有限会社
•本社 : 大阪府大阪市 (東京支社:東京都港区)

•設立 : 2003年11月

•社員 : 10名

•ウェブアクセシビリティ重視 ウェブ制作

•Movable Type 関連製品の開発・販売・サポート

•ウェブアプリケーション受託開発



Power CMS for MTについて

•2007年11月リリース(Ver1.0)

•2009年2月 Ver1.5(Enterpriseエディション)

•180サイトで採用(2010年4月現在)

•Movable Type をよりCMSライクに活用

•プラグインセット+アプリケーション

•柔軟なカスタマイズ性と充実のサポート



•既存のHTMLやCSV等からデータを一括投入したい•オブジェクトの表示順を自由に設定したい•トップページにバナーを追加するだけでコストがかかる
のを何とかしたい
•会員サイトを構築・運用したい•会員にメールマガジンを送りたい•詳細なサイト内検索を実現したい•携帯サイトを構築したい•承認ワークフローを導入したい•時限公開、リニューアルを円滑にしたい



•携帯/iPhone/PCに対応したページを同一URLで表示
させたい
•携帯電話から写真付きで投稿したい•既存サイトに部分的にCMSを導入したい•検索キーワードによって表示を変化させたい•アクセシビリティを自動的にチェック・改善したい•ステージングサーバーを介してコンテンツを公開したい•アクセス解析を導入し、ランキングを表示させたい•イントラ向けの情報共有を円滑にできるしくみが欲し
い



Power CMS for MTについて

承認ワークフロー ステージング
リビジョン管理 時限公開 高速検索 アクセス解析

バックアップ WSYIWYG インポーター
リンクチェッカ アクセシビリティ アンケート
認証付きサイト 携帯サイト



Movable Type 5



Power CMS for MT2.0



Movable Type 5



Power CMS for MT2.0



•革新的ユーザーインターフェイス
•さらに強力になったワークフロー
•静的ダイナミックパブリッシング
•高い拡張性、容易なカスタマイズ



プラグインの
集合体

統合された
1つの製品



Power CMS for MT2.0

•ドラッグ&ドロップインターフェイス
•エディタツールバー
•ワークフローリビジョン
•静的ダイナミックパブリッシング
•3キャリア対応携帯サイト
•フォルダ/タグアーカイブ(スタティック)
•アイテム/ユーザー一括登録(Zip+CSV)
•Xtalk連携(Enterprise版にバンドル)

What’s New!



ユーザーインターフェイス



ドラッグ＆ドロップ (サイドバーアイテムリスト)



ドラッグ＆ドロップ (サイドバーページリスト)



ドラッグ＆ドロップ (ドロップボックス)



ドラッグ＆ドロップ (拡張フィールド)



ドラッグ＆ドロップ (グループ)



ツールバー



ツールバー (ブックマーク)



ツールバー (システムメニュー)



ツールバー (新規作成メニュー)



ツールバー (エディタ)



ツールバー (フルスクリーン編集)



サイドバー (メニュー)



サイドバー (ページリスト)



サイドバー (ページリスト)



サイドバー (アイテムリスト)



サイドバー (アイテムリスト)



サイドバー (アイテムリスト)



サイドバー (アイテムリスト)



サイドバー (開閉式)



デスクトップ・アプリケーション
に近い操作感を実現



ワークフローリビジョン



ワークフローリビジョン

基本ワークフロー

原稿
作成

承認
依頼中 公開

承認依頼(メール)

差し戻し(メール)



ワークフローリビジョン

ステージング・公開同期

CMS
ルート

ステー
ジング 公開



リビジョン機能(エントリ)

MTのリビジョン Power CMS for MT
のリビジョン

•エントリ保存時に自動
的にバックアップ

•エントリ保存時に[添付
ファイル込み]自動的
バックアップ
•明示的にリビジョンを
作成可能
•リビジョンの公開予約



•現在のエントリをベースに明示的に新
規リビジョンを作成
•リビジョンに添付ファイルを追加
•リビジョンをワークフローに乗せる
(承認依頼、差し戻し、公開)
•リビジョン数は無制限
•リビジョンの指定日差替えが可能

ワークフローリビジョンとは?



ワークフローリビジョン (エントリ一覧画面)



ワークフローリビジョン (リビジョン一覧画面)



ワークフローリビジョン (リビジョン一覧画面)

新規リビジョン作成
直近のリビジョン(クリックで編集)

ワークフローリビジョンの数
(クリックで一覧表示)

リビジョン数1、リビジョンの
ステータスは日時指定

リビジョン数2、直近リビジョ
ンのステータスは原稿

リビジョン数1、直近リビジョ
ンのステータスは承認依頼中



ワークフローリビジョンの反映(1)

エントリ一覧画面のアクション



ワークフローリビジョンの反映(2)

リビジョン一覧画面で復元



ワークフローリビジョンの反映(3)

編集画面から公開 (現バージョンと差替え)

指定日時公開も可能



リビジョンをワークフローに乗せる

ライター権限で公開中の記事に改訂を加えて承認依頼



リビジョンをワークフローに乗せる

公開権限者がメールのURLクリックでプレビュー



リビジョンをワークフローに乗せる

公開・編集・差し戻し (文法チェック) が可能



リビジョンをワークフローに乗せる

ステージ機能/公開同期機能と組み合わせる

配信機能も複数日時同期実行指定が可能に



より柔軟なワークフローを設計
カスタマイズも容易



静的ダイナミックパブリッシング



•MT=静的(既定)
•MT=ダイナミック(サポートしていな
いプラグインが多い、DBへの負荷が
高い)
•アーカイブをPHPで吐き出して別途
開発(プログラマの工数が必要)

静的ダイナミックパブリッシング



•リアルタイムに情報更新されるページ
•条件(時刻、ユーザー属性、検索キー
ワード)によって異なるページ(LPO)
•ユーザーエージェントによって異なる
ページ(例:3キャリア対応携帯サイト)

動的処理でできること



静的ダイナミックパブリッシング



•MTタグ(MTML)だけで動的サイト
が構築出来る=プログラマ要らず
•既存サイトのHTMLにMTタグが直
接書ける(部分的導入が簡単)

静的ダイナミックパブリッシング



<MTIfKeitai>
    携帯サイト向けコンテンツ
<MTElse>
    <MTIfiPhone>
        iPhone/iPod touth向けコンテンツ
    <MTElse>
        PC向けコンテンツ
    </MTElse>
</MTElse>
</MTIfKeitai>

携帯/PC/iPhone向け分岐



<MTUserAgent career=”1” setvar=”UA”>
<MTIf name=”UA” eq=”DoCoMo”>
    DoCoMo携帯向けコンテンツ
</MTIf>
<MTIf name=”UA” eq=”au”>
    au携帯向けコンテンツ
</MTIf>
<MTIf name=”UA” eq=”SoftBank”>
    SoftBank(Vodafone)携帯向けコンテンツ
</MTIf>

携帯キャリア別分岐



<mt:KeitaiContent start_tag="h2" size="300" 
                                convertthumbnail="100,240" z2h="1">
   <mt:KeitaiContentBody>
       <$mt:EntryBody$>
       <$mt:EntryMore$>
   </mt:KeitaiContentBody>
   <mt:KeitaiPageCount setvar="page_count">
   <mt:if name="page_count" gt="1">
       [ <mt:ifKeitaiPagePrev>
          <a href="<$mt:KeitaiPagePrevLink$>">前へ</a>
       </mt:ifKeitaiPagePrev> | <mt:ifKeitaiPageNext>
           <a href="<$mt:KeitaiPageNextLink$>">次へ</a>
       </mt:ifKeitaiPageNext> ]
   </mt:if>
</mt:KeitaiContent>

ページ分割、画像の自動リサイズ



MTKeitaiContent 
start_tag=”p” size=”300”

pタグで300byte毎にページを
分割

MTGetEmoji 
docomo_id=”1” 
emoticon=”1” base=”/
emoji/”

3キャリア向けの絵文字(晴れ
マーク)を表示、携帯以外の場合
は/emoji/以下のアイコン画像
を表示

str2keitai
(モディファイア)

引用やiflameをリンクに置換、
不要なJavaScript等を削除

convertthumbnail=”100,
240”

画像を100pxのサムネイルに置
換して240pxの画像へリンク

z2h(モディファイア) 半角カナに置換
MTShiftJIS(ブロック) 文字コードShift_JISに変換

携帯サイト向けMTタグ(一部)



<mt:IfLogin>
    <mt:LoginAuthorCtx>
        <$MTAuthorDisplayName$>さん、ようこそ
    </mt:LoginAuthorCtx>
    <mt:Else>
        <a href="<$MTCGIPath$><
$MTCommentScript$>?
__mode=login&blog_id=<mt:BlogID>&return_u
rl=<$MTEntryPermalink  encode_url="1"$>">
ログインしてください</a>
</mt:IfLogin>

ログイン・ユーザー情報



<$MTQuery key="query" setvar="query"$>
<mt:if name="query">
<mtsearchentries target="title" query="$query" 
lastn="10" operator="LIKE">
<mt:if name="__first__">
<h3>タイトルに'<mt:var name="query" 
escape="html">'を含むブログ記事</h3><ul></mt:if>
    <li><a 
href="<mt:EntryPermalink>"><mt:EntryTitle 
remove_html="1"></a></li>
<mt:if name="__last__"></ul></mt:if>
</mtsearchentries>
</mt:if>

クエリ・パラメータでの分岐



<mt:altsearchquery setvar="search_query">
<mt:if name="search_query" eq="MT">
<p>
もしかして
<a href="<MTAltSearchurl>?query=Movable
%20Type">
「Movable Type」
</a>
?
</p>
</mt:if>

検索キーワードでの分岐



<mt:RawMTML> 
<mt:entries lastn=””> 
    この中はMTタグがそのまま出力されるため
    アクセス時に動的に処理されます
</mt:entries> 
</mt:RawMTML> 

<MTRawMTMLTag tag="mt:BlogName" 
params='escape="html"'>
=> <mt:BlogName escape="html">が出力されます

スタティック(静的)パブリッシング



動的サイトの構築を
MTタグだけで実現



高い拡張性・容易なカスタマイズ



•会員サイトデザインのテンプレート化(PC/携帯両対応)
• ログイン画面
•プロフィール編集画面
•パスワード再発行画面
•メールテンプレート
•承認依頼メール
•差し戻しメール
•フォーム投稿時の通知メール

拡張性とカスタマイズ



会員サイトのデザインカスタマイズをテンプレートで



会員サイトのデザインカスタマイズをテンプレートで



会員サイトのデザインカスタマイズをテンプレートで



•プラグインをプラグインで拡張可能に
•各種コールバック呼び出しで割り込み処理
•承認のメール送信時
•フォームからの投稿があった時
•インポート処理直後
•ファイル同期時(直前直後) etc.

• アプリケーション開発フレームワーク
•開発者向けドキュメントの整備

拡張性とカスタマイズ



•豊富なライブラリ(PowerCMS::Util)
• 複雑な処理を一行のコードで実現
•アップロード
•テンプレートのビルド
•エントリ作成、アイテム登録、テンプレート登録
•ファイルの読み書き
•メール送受信
• HTTP/FTP通信 etc...(100以上のライブラリ)

拡張性とカスタマイズ



# make_entry #

my @categories = MT::Category->load( { label => 'Power CMS' } );
my @tags = ( 'CMS', 'Movable Type' ); 
%args = ( title => 'Power CMS for MTへようこそ',
                text  => 'Power CMS for MTはMovable TypeをCMS...',
                customfield_companyname => 'アルファサード有限会社',
                tags => \@tags, # string array 
                categories => \@categories, ); 
%params = ( rebuildme => 1, dependencies => 1, ); 
my $entry = make_entry( $app, $blog, \%args, \%params ); 

PoweCMS::Util



# get_mail -> make_entry -> ftp_put send_mail ... #

my %param = ( 'Passive' => $passive_mode, ); 
my $ftp = ftp_new( $f_serv, $fid, $fpasswd, \%param ); 
my $mails = get_mail ( $m_serv, $mid, $mpasswd, ‘POP’, $delete );
for my $mail ( @$mails ) { 
      my %args = ( title => $mail->{ subject },  
                             text  => $mail->{ body }, 
      my %params = ( rebuildme => 1 ); 
      my $e = make_entry( $app, $blog, \%args, \%params ); 
      my $file = url2path( $e->permalink, $blog ); 
      my $res = ftp_put( $ftp, $dir, $file, 'ascii' ) or die; 
}
ftp_quit( $ftp ); 
my $res = send_mail( $from, $to, ‘Upload is Successful’, $msg ); 

PoweCMS::Util



自由なデザインを簡単に
カスタム・プラグインを簡単に



Object Grouping & Sorting
Framework



その他の新機能



フォルダアーカイブ/タグアーカイブ

フォルダアーカイブでウェブサイトのアーカイブ設計を柔軟に
ステージング・公開同期運用時に静的にタグアーカイブを生成



一括ファイルアップロード(ZIPファイル+CSV)
携帯用画像フォーマット変換(静的対応も可能)

ZIPファイルを選択
チェックボックス

アイテム情報のCSV

画像Up時に画像
フォーマット変換

ユーザーの一括登録
CSVのアップロード

&ダウンロード
(割り当てる権限指定も可能)



同期タスクの状況を確認・管理できるように

ステージ・公開同期が複数日時指定可能に
フォルダ単位での同期指定が可能に



PC・携帯・iPhone・Windowsに対応した
マイクロブログ XtalkがEnterprise版と連携

CMSのワークフローや原稿やデザインのレビューも




