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PC・携帯は同時に制作・発注・運用したいはず
しかし、携帯も得意とする制作会社は少ない

「みんなが敬遠するからこそ、ビジネスチャンス！」



携帯インターネットの現状

PC中心のネットユーザーには
馴染みの薄い世界だけど・・・



実はPCと携帯のネット人口はほぼ同数

両方使う
5,993万人

パソコン
7,813万人

携帯電話・PHS
7,287万人

平成19年「通信利用動向調査」／総務省



mixiでは携帯からのPVがPCを逆転

mixiのPC、携帯がPC上回る 海外進出も「準備中」 - ITmedia News(2007年11月7日)

PVは、PCで減少傾向が続くが、モバイルは大
きく伸びた。9月月間でPCは59億2000万（6月
比8.6%減)、携帯は63億4000万(20.3%増)



キャリアもついに検索に注力

06年～キャリアと検索サービス企業が大型提携
» KDDI × Google
» SoftBank × Yahoo!
08年～NTT DoCoMoとGoogleが提携

公式メニューに検索窓が登場
10代の利用では検索が公式メニューを逆転



携帯サイト制作の需要は増えているか？

11.4%

50.9%
37.6%

Q.携帯サイトの相談は増えていますか？
CSS Nite in Ginza, vol.21来場者アンケート(有効回答114件)

以前から多い

以前より増えている

ほとんどない



携帯サイトのコーディング事情

携帯HTMLのコーディング自体は
むしろPCよりも簡単です



携帯HTMLは10年前のPCと同程度

HTML HEAD TITLE BODY META
BLOCKQUOTE BR BLINK CENTER FONT

DIV H1̃6 P PRE HR
MARQUEE A DL DT DD

OL UL LI FORM INPUT
SELECT OPTION TEXT IMG

•文字コードはシフトJIS
•段組、マルチカラムなどの複雑なレイアウトはなし
•JavaScriptは利用できない

携帯HTMLで古くからサポートされているタグ



EZwebとY!ケータイで使用できるCSS

margin padding display border background
color text-align vertical-align line-height text-indent

white-space text-
decoration

font line-style

•EZwebは2001年から、Y!ケータイは2003年からCSSに対応
(一部の機種を除く)
•iモードのCSSはPCと使い勝手が違い、使用に注意が必要



携帯サイト制作の問題点

携帯サイト制作は
何がそんなに面倒なの？



キャリアと機種の互換性が低い

データ容量制限の問題
» 1ページのHTML・画像データサイズに厳密な制限
画像の問題
» 様々な液晶解像度と、対応フォーマットの違い
絵文字の問題
» キャリア間で互換性なし
文字コードの問題
» (ほぼ)シフトJIS限定、半角カタカナを多様
仕様の問題
» 発売時期によってサポートされるタグ・機能が違う

携帯ならではの仕様、3キャリア・600機種以上の違いに
静的なHTMLで対応するのは難しい



携帯コーディングの問題点は
ケータイキット for Movable Typeで解決

商用としては国内で唯一の
Movable Type携帯対応プラグインです！



Movable Type携帯対応プラグイン

Movable Typeのプラグイン
» ファイルをコピーするだけの簡単インストール
» 携携帯対応テンプレートの作成を支援
600機種以上の仕様データを内蔵
» 設定画面から簡単アップデート

300社以上の販売実績(2008年7月7日現在)

携帯からのエントリー投稿・管理画面操作はできません
いわゆるモブログ(メールでエントリー投稿)でもありません

ケータイキット for Movable Type



主な機能

画像の自動変換
» 機種ごとの対応フォーマット・液晶サイズに合わせて自動変換します
» 待ち受け画像変換にも対応
絵文字の自動変換
» iモード用の絵文字を他キャリアに自動変換します
ページの自動分割
» ヘッダとフッタを固定し、キャッシュサイズに合わせてページ分割します
文字コードの変換
» シフトJISに変換し、カタカナを半角に変換します
機種の判定
» 対応画像・Flash対応の判定などが可能です

ケータイキット for Movable Type



導入事例のご紹介

Movable Type + ケータイキットによる
携帯サイトの実例



MT+ケータイキットの三大パターン

① 既存のPC向けブログを携帯でも閲覧可能にす
る

② MTを携帯専用サイトのCMSとして利用する

③ PCと携帯のハイブリッドなCMSとして利用する



J-CASTニュース様

①既存のPCサイトを携帯対応した例

PC版ホームページ 携帯版ホームページ



武蔵大学様オフィシャル携帯サイト

②携帯専用サイトをMovable Typeで構築した例



plane オフィシャルホームページ

③PCと携帯を同じブログ記事でハイブリッドに運用
» 「plane」…avex所属のロックバンド

PC版ホームページ 携帯版ホームページ



CD/DVDリリース情報

更新頻度の高い情報は
ひとつのブログ記事を

PC/携帯で共有



技術的な仕組み

ケータイキット for Movable Typeは
どのように携帯電話に対応するの？



PHPを活用して携帯用テンプレートを実現

携帯用
テンプレート

携帯用
PHPファイル

PC用
テンプレート

書き
出し

MT

エント
リー
コメント
など

再構築

完了

PC用
HTMLファイル

書き
出し

アク
セス

アク
セス

ケータイキット for Movable TypeはMovable Typeのテンプレートから、

キャリアや機種の違いを吸収するPHPファイルを生成します

通常の流れ

ケータイキットがサポート



作成する携帯用テンプレート

<MTKeitaiKit>

<html>

<head><title>TITLE</title></head>

<body>

<img src=“header.jpg”>

<hr>

<MTEntries>

&new; <a href=“<$MTEntryLink$>”><$MTEntryTitle$></a><br>

</MTEntries>

</body>

</html>

</MTKeitaiKit>

携帯用テンプレート



生成されるPHPファイル(イメージ)

<?php

//キャリア・機種判定、情報取得

?>

<html>

<head><title>TITLE</title></head>

<body>

<?php

// 画像変換(header.jpg)

?>

<hr>

<MTEntries>

<?php

// 絵文字変換(new)

?><a href=“<$MTEntryLink$>”><$MTEntryTitle$></a><br>

</MTEntries>

</body>

</html>

<MTKeitaiKit>

<img src=“header.jpg”>

&new;

</MTKeitaiKit>

携帯用テンプレート

index.php



製品概要

Movable Type 3.2以上
» Movable Type 4.0以降にも対応

• Movable Type 4.2にはVer.1.40で対応
» またはMovable Type Enterprise 1.5/4.0
無料試用版ダウンロード
» 機種データ制限以外、全機能検証可
初期ライセンス料＝52,500円
» 機種データ更新料＝10,500円/年
» オンラインで購入可能
» 請求書払いにも対応



公式ガイドブック

毎日コミュニケーションズより
» 書名：携帯ブログサイト構築ガイドブック
» 著者：アイデアマンズ株式会社 宮永邦彦
» 出版：毎日コミュニケーションズ
» 発売：2007年8月31日より
» 予価：3,570円（税込）
» B5変型判 320ページ

ケータイキット for Movable Typeの導入方法、カスタマイズ
方法、導入事例を320ページに渡りご紹介します。

携帯ブログサイト構築ガイドブック



Movable Typeの新機能との関係

Movable Type 4.xで
強化された機能とケータイキットの関係は？



MTの新機能

対応済み
» カスタムフィールド
» ウェブページ
» サーバサイドインクルード(PHPのみ)
対応予定(7月中旬リリース予定のVer.1.40にて)

» MT4.2で強化された検索機能
» グローバルテンプレート
非対応
» コミュニティ機能
» ダイナミックテンプレート
» ウィジェット
» タグ検索機能
» ブログ記事やテンプレートのプレビュー



ご静聴ありがとうございました

公式ガイドブックをご覧になりたい方、
パンフレットを追加でご希望の方、

製品について詳しい説明をご希望の方は
お声がけください


