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Beta 1: 英語版, 日本語版を同時公開
movabletype.jp よりダウンロード可能



MT5の新機能 : 3つのポイント

ThemeCMS

Website



ThemeCMS

Website

ウェブサイト管理



ブログ起点のサイト設計

Blog A

Blog B

Blog C

Blog D



実際のコンテンツ構造に合った設計

Website

Blog A Blog B



プロフェッショナル・ウェブサイト
ブログを自由に追加して、ポータル表示

Pro Website

Blog A Blog B,C, ...

index.html

/about/
index.html

/contact/
index.html

/blog/index.html
(MultiBlog)

/BLOG-B/
index.html



ウェブサイト・ダッシュボード
複数のブログを管理



選択ナビゲーションで、1クリック切り替え

ブログ・ダッシュボード



インストール時にウェブサイト設定
ウェブページを直接作成

http://www.sixapart.com/

/blog1Path

Site URL

files

pages

Blog 1

/folder1/folder2Path

Folder

files

pages

/folder1Path

/index.html

/folder1/folder2/etcPath

Website

http://blog.goodpic.com
http://blog.goodpic.com


ウェブサイト内のコンテンツを
ポータルサイトでまとめて表示

Search Website

http://www.sixapart.com/

http://www.othersite.com/

Search

<mt:MultiBlog include_websites="WebsiteID">

Website

http://www.goodpic.com
http://www.goodpic.com
http://www.goodpic.com
http://www.goodpic.com


Website 関連のタグ追加

mt:Websites
• mt:WebsiteLabel
• mt:WebsiteDescription
• mt:WebsiteURL, mt:WebsitePath

MultiBlog のattribute追加
• include_websites=”all”, exclude_websites
• include_blogs=”site”



System
Privileges

Website
Privileges

Blog
Privileges

複数のウェブサイトを作成可能
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サイトの規模にあわせたウェブサイト設計

ひとつのMTに複数のウェブサイトを作成可能
基本的にはドメイン単位
1. www.sixapart.com  

2. blogs.sixapart.com

パスを含んでもよい
3. www.sixapart.com/products

4. www.sixapart.com/blogs

http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com
http://www.sixapart.com


多数のウェブサイト、ブログを
効率的に管理するために

System

Website

Blog

ユーザー
ダッシュボード

Overview

Dashboard

Dashboard



ログイン後に、権限のあるサイトを一覧表示
独自のウィジェット追加も可能



管理画面で迷ったら、ロゴをクリック 
= ユーザーダッシュボードに戻る



新管理画面

管理画面のカスタマイズをしやすく

• HTMLとCSSを整理して構造的に

• jQuery javascript ライブラリの採用



CMS機能の強化

ThemeCMS

Website



更新履歴の管理

ブログ記事やウェブページ、
テンプレートの更新履歴を保存

• いつ， 誰が， どのような
変更をしたのか？

• 任意のバージョンに復帰可能

Custom Fields

ブログ記事
ウェブページ
テンプレート

更新履歴

CMS



保存時に履歴ノートを記述
簡易ワークフロー的に更新履歴を管理



カスタムフィールドの項目追加CMS

新たに拡張可能な対象

• ウェブサイト
• ブログ
• コメント
• テンプレート
• アイテム



ウェブサイト・ブログの拡張

• ヘッダー画像の入れ替え
• 広告バナー画像の変更
• SEO用のMETAタグ，フッター項目

... などをテンプレートを編集せず、
カスタムフィールドで



カテゴリー，フォルダと連動

投稿画面のカテゴリー指定に応じて
カスタムフィールドを表示・非表示

デザインカテゴリーコンテンツ



インポート・エクスポートに対応

1.記事の入力項目にカスタムフィールド追加
2. エクスポートファイルにコンテンツを追記
3. ファイルをインポートして、コンテントをま
とめて取り込み

カタログサイトなど、大量のコンテンツを
効率的に追加・管理



テーマの作成・配布

ThemeCMS

Website



ウェブサイト立ち上げの効率化

Plugins

Contents
Format

Meta Data

Template, Style

ウェブサイトの骨組み

テンプレート適用

カスタムフィールド設定

カテゴリー登録

プラグイン設定

デザイン修正

必要な作業を『テーマ』にパッケージ化



テーマを1クリックで適用

/themes/ フォルダにアップロード
自動的に認識して選択可能に



テーマとテンプレート

"NAME OF THE THEME"
theme.yaml
templates
widgets
styles
images

MT( /themes/ )にアップロード
ブログ，ウェブサイトに適用

『テーマとして保存』
ダウンロード、配布

テーマは、設定ファイルと、デザインに必要なファイルの集まり

ウェブサイトに適用したテーマをテンプレートとして編集



オリジナルのテーマを作成



テンプレートだけでなく、カテゴリ，フォルダ，
画像ファイル，カスタムフィールドも書き出し



例えばこんなテーマ

フォトアルバム・テーマ
画像カスタムフィールド，写真カテゴリー専用デザインなど

レストラン・テーマ
料理メニューの投稿，連絡先、地図などのグローバルナビ

製品カタログ・テーマ
製品カテゴリごとにコンテンツ、デザインを切り替え
記事インポートを利用して、多数のコンテンツを投入

目的にあわせたテーマを、選べる、作れる、配れる、多様なニーズにすばやく対応



テーマとスタイル

テーマ

スタイル

レイアウト

1 column
2 columns right
2 columns left
3 columns

テーマファイルをMTに
アップロード

 テーマと一緒にスタイルを配布
 あるいは

オンラインでの配布も可能
（スタイル・キャッチャー）

config, templates, widgets, other files

Config, CSS, images

１つのテーマ内で、複数のスタイルを選択



テーマとプラグイン

• テーマとプラグインの連携が可能
• テーマが必要とするプラグイン情報を
テーマ設定ファイルに記述

• 必要なプラグインがあれば、 テーマ適
用前にユーザーに通知



5.0�まとめ

コンテンツとデザインを連携、ウェブサイトの
『テーマ（目的）』を最短距離で実現します。

テーマコンテンツ
管理

ウェブサイト



MT5のミッション

コンテンツ管理（CMS）の基盤を完成
目的にそったウェブサイトを

誰もが、作れる、配れる、利用できる

『何でもできる』を『誰もができる』に



カスタマイズ知識の高度化
知識があれば何でもできるが（MTの強み）
手軽に真似をするのが難しい（改善点）

<mt:SetVar>

<mt:EntryIfCategory>

<mt:EntryMyFields>

</mt:EntryIfCategory>

カスタムフィールドで独自コンテンツ
プラグインで独自タグ

データを整理して
専用デザインで表示



MTの潜在能力の、何%を引き出せている？

MTブログ テンプレート

記事投稿

個人の知識・経験



ブログ

ウェブサイト作成の
ベスト・プラクティスの再利用

テーマ

MTウェブサイト テンプレート

コンテンツ
管理



5.0 を基盤に、MT5.xでさらに進化 

ブログ
テーマ

MTウェブサイト テンプレート

コンテンツ
管理

テーマの流通コミュニティー機能

ワークフロー

モバイル対応



MTOS & 個人無償ライセンス

Movable Type 5 においても、MTコア
をMTOSとして、継続的にオープン
ソース公開します
個人無償ライセンスも同様に提供


