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1. ケーススタディ 

2.  MT導入の考え方 … CMSってなんだろう？ 

3. 非エンジニアのためのMT導入の進め方 
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清水貴規　Takanori Shimizu 

n  株式会社MONSTER DVE 
Webプロダクション事業部 ディレクター 
兼 メディア＆サービス事業部長 

n  神奈川県横浜市出身。 

n  1997年より映画情報メディアの運営からWeb業界に参加。 
以降、エンタメ系を中心に企業のWebサイト／メディアの制作・開発を担当。 

n  いちおうデザインからプログラム少々、企画編集、マーケティングまで 
広く浅く長く経験した結果、「Web屋のディレクション職」が主戦場に。 
→ なんでもやる。器用貧乏。異業種のヒトに自分の職業は説明しづらい。 

Introduction 



MONSTER DIVE? 

株式会社MONSTER DIVE（もんすたーだいぶ） 
n  2009年創業。本社：東京都港区西麻布。 

n  2011年、SixApart ProNet および PowerCMS Partner 登録。 
n  職人気質のオタクたちが結集したプロダクション・カンパニー。 



MONSTER DIVE? 
Webプロダクション事業 

クリエイティブからインフラまで、120％のホスピタリティで。 

平井レーシングチーム 

運用体制が重要な 
スポーツ系も! 

IPTVフォーラム 

きっちりおカタイ 
企業／団体系も! 

遊びゴコロが大事な 
エンタメ系も! 

詳しくは www.monster-dive.com をご覧ください 

映画「銀魂」 



MONSTER DIVE? 
映像・スタジオ事業 

自社スタジオを運営。映像コンテンツ製作＆ストリーミング配信。 

詳しくは WWW.MONSTER-STUDIO.JP をご覧ください 

n  USTREAM、YouTube Live、ニコニコ生放送の撮影・配信。 

n  映像編集、企画、CM・VPの製作。 

n  ライブやイベントの撮影・配信プロデュース。 



自社スタジオがあるので、こんな写真や映像も、気軽に撮ることができます。 



MONSTER DIVE? 
メディア＆サービス事業 

自社ドメインのWebサービス、モバイルAppsの展開。 

n  RIZE/DragonAshのベーシスト「KenKen」が教える教則アプリ。 

n  約4000人のアーティストのソーシャル情報をマッシュアップした 
「ソーシャル音楽プレイヤー」アプリ。 

n  2013年から事業スタート。様々な企画が進行中！ 



2007年の「Blog on Business」に掲載。 
このブログメディアは2004年から開始。 



Case Study //!
Movable Type × Mobile Apps.
非エンジニアのためのMovable Type導入の考え方、進め方。 



大手エンターテインメント企業 
モバイル公式サイト＆モバイルアプリ 

Case Study : MT x Mobile Apps 

配布資料においては 
スクリーンショットの掲載を控えさせていただきます 



Compatible with Smartphone & Tablet 

SP view Tab view 

Screen Shot 



At the beginning… 

管理画面 
(MT) 

もともとモバイル公式サイト（ガラケー）を作っていました。 
コンテンツ管理にMTを導入。 

画像、記事、映像を登録 
（運用担当者） 

ガラケー用の 
ページを出力 

簡単に表せば、いたって一般的な 
Webサイト構造。 

Mobile!
Apps 



MT customized. 

画像、記事、映像を登録 
（運用担当者） 

ガラケー用のページを出力 

iPhone用、iPad用、Android SP用、Android Tab用の 
様々なデータファイルをMTから静的出力。 

バックエンドの改修を最小限に留める、効率的なサービスインを実現。 
ガラケーサイトの頃からMTで管理していたから出来た！ 

HTML 

管理画面 
(MT) 

改修!! 

CSS JSON XML 
App 

アプリから 
読込表示 

Mobile!
Apps 



Point of this case 

n  プロジェクトの目的は、あくまで「コンテンツのプロモーション」。 
DB設計や仕様策定など目に見えない工数は極力削減する。 

n  「やりたいこと」にフォーカスして開発リソースを配分するコトが、 
非エンジニアが考えるべきポイント。 

n  MTなら、データの入出力処理と管理画面のUI制作にかかる工数が 
最小限に留められる。 

かけるべき開発工数　　を、 
フロント側のオーサリングに注力！ 

期間と 
予算 

ここがポイント!! 



MT = CMS 

CMSとは、 
データの出し入れを行う 
インターフェース。 

もはやブログの 
ツールじゃない!! 



MT = CMS 

データを入れる 

Movable!
Type 

Database 

データを 
うまいこと 
出し入れしてくれる！ 

データを出す 



For Website 

データを入れる 

Movable!
Type 

Database 

データを管理しつつ 
ページを 
生成してくれる！ Webサイト用 

コンテンツを 
出力する 

弊社事例：オープンデータ流通推進コンソーシアム 



Mobile!
Apps





 

For MobileApps 

データを入れる 

Movable!
Type 

Database 

JSON / XMLとか 
ページ以外のファイルも 
自由に出力！ 

アプリ用の 
コンテンツを 
出力する 



大手企業 
イントラネット用 
コンテンツ 

For Intra-site 

データを入れる 

Movable!
Type 

Database 

Webサーバと 
DBがあればなんでも 
つくれる！ 

イントラネット用 
コンテンツを出力する 



Before MT6 

画像、記事、映像を登録 
（運用担当者） 

ガラケー用のページを出力 

iPhone用、iPad用、Android SP用、Android Tab用の 
様々なデータファイルをMTから静的出力。 

HTML 

管理画面 
(MT) 

CSS JSON XML 
App 

アプリから 
読込表示 

MTで管理しているコンテンツを利用するために 
データを静的ファイルとして出力していた 

DBを直接参照する 
方法もあるけど 
簡易じゃなかった… 

Mobile!
Apps 



MT6 Data-API 

画像、記事、映像を登録 
（運用担当者） 

ガラケー用のページを出力 
管理画面 
(MT6) 

App Data!
API 新機能 Data-APIによって 

MTから登録されたデータを 
外部アプリケーションから 
直接読み書き可能に！ 

従来
どおり 

DB操作に慣れてない 
フロント側の人間でも 
データ操作ができる！ 

Mobile!
Apps 



「ブログ／Webサイト作成ツール」から 
「データを管理するための汎用エンジン」への 
大きな転換。 



『ページに支配されないコンテンツ管理』が 
出来るのが、CMSであり、MTなんです。 

と、SixApartのブログにも書いてありました！ 



Webテクノロジーで作られているMTだから、 
開発参加可能な人員が多い。（非専門的） 

コストパフォーマンス UP » 
カスタマイズの発展性 UP » 

なぜMTで 
そこまでやるのか？ 



How to implement Movable Type!
to your project. (for Non-Engineer)
非エンジニアのためのMovable Type導入の考え方、進め方。 



Example 

ウチのサイトを 
Movable Typeで 
リニューアルしたい！ 



Bad example! 

ウチのサイトを 
Movable Typeで 
リニューアルしたい！ 



MTはツールであり、目的ではありません。 



Example! 

情報（コンテンツ）を管理・発信するにあたって、 

l  更新頻度が高いのに、管理方法が不便。 

l  簡単な仕様変更もシステム管理者しか手を入れられない。 

l 複数の人間で同じコンテンツを扱っていて、もはやカオス。 

l モバイル端末向けにも発信していきたいと考えている。 

l 管理ツールがあるのだが、UIがイケてないので、気分的にノラない。 

解決にあたり、 

l  期間・予算の目処は______ぐらいで考えている。 

l  サーバは既存のもので十分もしくはリプレイスが可能である。 



Good example! 

情報（コンテンツ）を管理・発信するにあたって、 
 
l  更新頻度が高いのに、管理方法が不便。 
l  簡単な仕様変更もシステム管理者しか手を入れられない。 
l 複数の人間で同じコンテンツを扱っていて、もはやカオス。 
l モバイル端末向けにも発信していきたいと考えている。 
l 管理ツールがあるのだが、UIがイケてないので、気分的にノラない。 
 
解決にあたり、 
l  期間・予算の目処は______ぐらいで考えている。 
l  サーバは既存のもので十分もしくはリプレイスが可能である。 



上手くいかないプロジェクトは、 
たいてい技術力の問題ではなく、 
要望の洗い出し（要件定義）が 
不十分だったことに起因するケースが多い。 

と、これは 
僕の私見ですが。。 



要望を洗い出すこと。 
それがもはや“要件定義”になる！ 
そして、それは非エンジニアの仕事！ 

これが 
MTの長所！ 



非エンジニアが考えるべきポイント。 

n  システムは変化していくもの。保守／改修まで想定する。 

n  Web的な手法で「バージョンアップ」していけば良い。 

n  システム設計を考える前に、業務プロセスを整理する。 

n  コンテンツの量と仕様に応じたインフラ環境を手配する。 

n  周りを巻き込む。エンジニアだけのプロジェクトじゃない！ 

基本的なコトだけど 
いちばん大事！ 



Conclusion. 

MTは、非エンジニアが「制作」に参加できるCMSです。 

システムを作ることを目的とせず、 
どんな情報を、 
どのように発信していきたいか、 
どのように運用していきたいか、 
想像することがとても大事です。 

「こんなこと出来ないかな？」 
　と思ったら、 

　ProNetのパートナーに相談！ 



Thank you. 

株式会社 MONSTER DIVE 
清水貴規 

http://www.monster-dive.com/!
takanori.shimizu@monster-dive.com 


