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このセッションでお話しすること



Data API とは
なにそれ、おいしいの？



公式ドキュメント
http://www.movabletype.jp/documentation/mt6/developer/movable-type-api.html



Data API

Movable Typeで管理するブログ
や記事などのデータの読み出しや
更新などをREST/JSON方式の
APIで利用できます。APIの利用を
簡単におこなえるJavaScriptのラ
イブラリーも提供されるので、ダ
イナミックなコンテンツの組み込
みも容易になり、ユーザーの目的
に合った独自の管理アプリケーショ
ンの開発が可能となります。

Movable Type
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便利そうなのは判るけど… 
Web デザイナーやコーダーが 
今から慣れておく必要はない？



CMSは「サイト管理」から「コンテンツ管理」へ 
MTサイトに長谷川恭久氏が行った「根本改革」とは
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2014/03/11/16834

http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2014/03/11/16834


Movable Type なしで Movable Type を開発しよう
http://www.movabletype.jp/blog/use_mt_without_movable_type.html

http://www.movabletype.jp/blog/use_mt_without_movable_type.html


Web デザイナーやフロントエンドエンジニアでも、仕事の幅を拡げることができるハズ…

コンテンツごとのデータの持たせ方を見直し 
Data API も活用することで 

Movable Type がもっと幅広い用途に！



意外と簡単？Data API
記事データ取得を例に、基本的な利用方法を見ていきます 



最新記事10件を取得
http://PathToMT/mt-data-api.cgi/v1/
sites/1/entries

レスポンスデータを確認してみる
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最新記事11～20件目を取得

最新記事10件を取得
http://PathToMT/mt-data-api.cgi/v1/sites/1/entries

パラメータによる取得データの違い.1

http://PathToMT/mt-data-api.cgi/v1/sites/1/entries?limit=10&offset=10

パラメータによる取得データの違い.2

タイトルに「hoge」を含む記事を取得
http://PathToMT/mt-data-api.cgi/v1/sites/1/entries?search=hoge& 
searchFields=title

パラメータによる取得データの違い.3

10件ごとに表示する場合のP.2相当



エンドポイント

/mt-data-api.cgi/v1/sites/1/entries?limit=10&offset=10

API バージョン

リクエスト URI の構成
最新記事11～20件の取得を例とした

パラメータ
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主なエンドポイント
Movable Type Data API で利用できる
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Quick Reference
https://github.com/movabletype/
Documentation/wiki/Quick-reference

Movable Type Data API

https://github.com/movabletype/Documentation/wiki/Quick-reference


JavaScript SDK による記事の取得
最新記事11～20件の取得を例とした

var api = new MT.DataAPI({ 
 baseUrl: "http://PathToMT/mt-data-api.cgi", 
 clientId:  "Your Client ID" 
}); 
!
var siteId    = 1; 
var params = { 
 offset: 0, 
 limit:    20 
}; 
  
api.listEntries(siteId, params, function(response) { 
 if (response.error) { 
  // エラー処理 
  return; 
 } 
 // 検索結果の表示処理 
});

<script src="/mt-static/data-api/v1/js/mt-data-api.js"></script>



SDK Reference 
https://github.com/movabletype/
Documentation/wiki/Javascript-library

Movable Type Data API

https://github.com/movabletype/mt-
data-api-sdk-js/wiki/DataAPI-SDK-
japanese-MT.DataAPI

日本語版リファレンスありました

https://github.com/movabletype/Documentation/wiki/Javascript-library


Movable Type 6 
本格活用ガイドブック
https://book.mynavi.jp/ec/products/
detail/id=23623

Data API の勉強なら、この書籍がオススメ！

https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=23623


Data API の可能性
実際にどんな場面で使えるか？を考えてみました
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従来
ページ分割
Data API の可能性：制作作業の効率化と再構築の負荷軽減

管理画面で記事を投稿 プラグインでページ分割 生成された静的ファイル
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Six Apart のごはんレシピ
http://makanai.sixapart.jp



テンプレート実装の簡略化
Data API の可能性：制作作業の効率化と再構築の負荷軽減

従来

Data API

任意のファイル

Data API

閲覧者
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必要に応じて、
それぞれ個別に
テンプレートを
用意

用意するファイルが最低限
でよく、場合によってテン
プレートである必要もない



他にも…
Data API の可能性：制作作業の効率化と再構築の負荷軽減

• mt-seach.cgi にかわる検索結果の表示 
• Google Analytics と連動したランキング表示 
• ログイン認証 + ユーザ権限による会員制サイト 
• デバイスを問わず最適化したデータを配信　など…

データ整形やマークアップ処理を調整すれば 
制作工程のスピードアップが図れそう！

ただし、ダイナミック・パブリッシングと同様、リクエスト数に伴いサーバ負荷が高くなる点は要注意ですね…
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プラグイン不要の機能拡張が可能に
Data API の可能性：MT管理画面のカスタマイズ

• 複数ファイルのアップロード 
• CSVデータからの記事のインポート 
• 記事の複製 
• 関連記事の紐付け　など…

Data API + MTAppjQuery なら 
JavaScript で柔軟なカスタマイズも！

※要ユーザ認証の処理をする際は、Data API 側で再度ログインが必要になりますが…



デモします
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Movable Type Writer（仮）を使ってみよう
http://www.movabletype.jp/blog/how-to-movable-type-writer.html

http://www.movabletype.jp/blog/how-to-movable-type-writer.html


MTDataAPIDebugger
http://alfasado.net/apps/mtdataapidebugger-ja.html



MAUS
http://alfasado.net/apps/maus-ja.html

http://alfasado.net/apps/maus-ja.html


観光ナビゲーターシステム
http://www.siy.co.jp/sdevice/production/kankounavi.html

※「Movable Type をバックエンドとするサービス」としてのご紹介です
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つつじバスロケーションWEB API
http://www.city.sabae.fukui.jp/users/tutujibus/web-api/web-api.html

※あくまで、既存Web API の一例です

http://www.city.sabae.fukui.jp/users/tutujibus/web-api/web-api.html


しまね観光ナビAPI
http://www.kankou-shimane.com/api/

※あくまで、既存Web API の一例です



利用にあたって
Data API v1(※2014.09.02 現在)で、気をつけるポイントなど



• ウェブサイト/ブログ/ユーザの作成 
• ウェブサイト/ブログの更新 
• アセットの一覧取得/アップデート 
• カテゴリ/タグを対象とする記事検索 
• 記事カテゴリの編集　など…

MT 管理画面で要認証の処理をする場合は 
Data API 経由で再度ログインが必要

できないこと
利用にあたって

プラグインで対応可

プラグインで対応可

プラグインで対応可



DataAPIEndpointAssets

DataAPIExtendSearch

DataAPIEntryCategories

DataAPIPHPCache

StaticDataAPI

https://github.com/junnama/mt-plugin-data-api-endpoint-assets

Asset の一覧取得/更新できる endpoint を追加

Data API 関連のプラグイン
利用にあたって

https://github.com/bit-part/mt-plugin-DataAPIExtendSearch

カテゴリ/タグ/日付を対象とする記事検索

http://www.h-fj.com/blog/archives/2013/09/30-094306.php

記事カテゴリの操作

https://github.com/bit-part/mt-plugin-DataAPIPHPCache

Data API のレスポンスをPHPキャッシュ

http://www.h-fj.com/blog/archives/2014/03/13-083154.php

Data API のレスポンスを静的に出力



非公開データがある場合など
利用にあたって

DataAPIScript

DataAPIDisabler

http://www.movabletype.jp/documentation/appendices/config-directives/dataapiscript.html

http://www.h-fj.com/blog/archives/2013/09/30-094306.php

ウェブサイト/ブログ単位で Data API を無効化

DataAPIEndpointDisabler
http://masiuchi.com/blog/2014/03/data-api-endpoint-disabler-0-01.html

ウェブサイト/ブログ単位でエンドポイントを無効化

Data API のスクリプトファイル名を変更

DisableResourceField
http://www.movabletype.jp/documentation/appendices/config-directives/disableresourcefield.html

Data API 全体で、特定のフィールドを無効化

Data API で特定のフィールドを認証を通さないと見れないようにする
http://www.tinybeans.net/blog/2014/03/09-001016.html



まとめ



まとめ
制作者視点で考える Data API の可能性

• Data API は比較的簡単に導入できる 
• 制作作業や再構築処理の効率化を図れる 
• MT 管理画面の拡張や独自システムの構築も可能 
• 「MT 管理画面でしかできないこと」がある 
• 拡張プラグインの導入や非公開設定の検討が必要 
• PSGI の導入やキャッシュへの配慮も必要そう



まだ生まれたての Data API。 
今後の成長に期待しつつ 

できることから活用していきたいですね。



ご清聴ありがとうございました

& @gazirow　　　　' fb.me/gazirow　　　　　　　　　 
& @BUN　　　' fb.me/toru.kokubun

制作者視点で考える Data API の可能性


