
1.はじめにはじめにはじめにはじめに  

○○○○注意事項注意事項注意事項注意事項 

本マニュアルは参考資料として公開しているものです。 

電話およびメールで MovableType の運用に関するサポートは行っておりません。 

ウェブドキュメントや・書籍・マニュアルなどでお調べください。 

またソフトウェアに関する不具合につきましては開発元にご相談ください。 

 

○○○○インストールインストールインストールインストール例例例例 

� ユーザ名：  sample01（機構より割り当てられたアカウント） 

� ドメイン名：  http://www.○○○.jp/（オリジナルドメイン） 

� インストールディレクトリ： /top/mt/ 

� 公開 URL：  http://www.○○○.jp/blog/ 

� 利用データベース種別： SQLite2 

 

※ 上記は本マニュアル中での例です。インストールされる際は、ご自分の情報に置き換えてお読みください。  

 

2.Movable Type ののののダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード  

Movable Type には、ライセンス等さまざまな条件や制限がありますので、公式サイトを熟読いただきますようお願い

します。 ダウンロードしたファイルは、バージョンによって名前が異なります。このマニュアルでは MT-3_3-ja.zip と

いう名前であるとします。 

 

公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト（（（（http://www.sixapart.jp/））））よよよよりりりり、、、、『『『『Movable Type（（（（有償版有償版有償版有償版）』）』）』）』ををををダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。



 

3.ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしたしたしたしたパッケージパッケージパッケージパッケージをををを解凍解凍解凍解凍するするするする  

ZIP ファイルを解凍してください。パッケージを解凍すると、次のようになります。  

 

 

4.設定設定設定設定ファイルファイルファイルファイルのののの編集編集編集編集  

「 mt-config.cgi-original 」というファイルをワードパッドワードパッドワードパッドワードパッドでででで開いてください。 

まず、名前をつけて保存 を選択し 「 mt-config.cgi 」 に名前を変更して同じフォルダに保存します。 

元の「 mt-config.cgi-original 」は不具合があった際のバックアップとして残しておきます。 

名前つけて保存した「 mt-config.cgi 」を編集します。 

※ メモ帳を使って開くと、改行コードの関係で正常に編集できない場合があります。  

  

15 行目の「 CGIPath ... 」で始まる行を編集します。 

Movable Type を設置したいサイトの URL を入力してください。  

CGIPath http://www.○○○○○○○○○○○○.jp/mt/ 

※ www.○○○○○○○○○○○○.jp の部分は運用するドメインに置き換えてください。  



「 StaticWebPath 」で始まる行を修正します。  

 21 行目の「 StaticWebPath ... 」の先頭に「 # 」（コメントアウト）をつけます。  

# StaticWebPath http://www.example.com/mt-static 

データベース（SQLite）へのアクセス情報を設定します。 

43 行目の「 Database ... 」で始まる行を編集します。保存するデータベース（SQLite）の保存場所を指定します。  

Database /export/home/sample/sample01/db/mt 

       

 

※ 「 Database 」と「 /export/home/sample/sample01/db/mt 」の間は半角半角半角半角ススススペースペースペースペースを入れてください。 

編集が終わったら保存して、ワードパッドを終了します。 

※ 他の項目を変更したい場合は、Movable Type のマニュアルをよく読んで行ってください。 

 

5.ファイルファイルファイルファイルののののアップロードアップロードアップロードアップロード  

アップロードするファイルは、展開したパッケージに含まれるすべてのファイルになります。 

多くのファイルを一度にアップロードするため、FFFTP のような FTP ソフトを利用することをお勧めします。 

5.1. FFFTP をををを起動起動起動起動しししし、、、、Movable Type パッケージパッケージパッケージパッケージののののフォルダフォルダフォルダフォルダをををを参照参照参照参照するするするする  

 

アカウント名 

独自ドメインに割り当てた省略名（アカウント名から通番を取り除いたもの） 



 

5.2. サーバサーバサーバサーバにににに接続接続接続接続するするするする  

[ 接続(F) ]-[ 接続(C) ]メニューを選択し、ダイアログを開きます。 

ホスト一覧から設定したホスト名（オリジナルドメインサーバ）を選び、[ 接続(S) ]をクリックします。 

 

 

5.3. mt フォルダフォルダフォルダフォルダをををを作成作成作成作成するするするする  

Movable Type を格納するフォルダを作成します。 

「 4.設定ファイルの編集 」のときに決めた mt という名前で作成します。 

※ 他の名前に設定した場合は、読み替えて行ってください。  

  

右のペインの「 top 」フォルダを選択し、ダブルクリックします。  

 



 

[ コマンド(C) ]-[ フォルダ作成(K) ]メニューを選択し、ダイアログを開きます。 

フォルダ名「 mt 」を入力し、OK ボタンを押します。  

 

右のペインに mt というフォルダが作成されたことを確認してください。  

 



 

5.4. フォルダフォルダフォルダフォルダののののアップロードアップロードアップロードアップロード  

バイナリ転送モードへ変更します。ツールアイコンの[ B ]をクリックしてください。 

 

先ほど作成した「 mt 」フォルダを選択し、ダブルクリックします。 

左のペインの Movable Type のファイルをすべて選択し、右のペインへドラッグ＆ドロップします。  

 

ファイルの転送が始まります。 

※ ファイルは約 1200 個ほどあります。すべてのアップロードが終わるまでしばらく時間がかかります。  

 



 

5.5. 属性属性属性属性のののの変更変更変更変更  

CGI ファイルの属性を変更し、実行可能にします。  

右のペインのファイルのうち、種類が「「「「 cgi 」」」」になっているものをすべて選択します。 

コントロールキーを押しながらクリックしていくと、まとめてすべてを選択することが出来ます。  

 

[ コマンド(C) ]-[ 属性の変更(A) ]メニューを選択し、ダイアログを開きます。  

 

【実行】チェックボックスをすべてチェックします。 

右下右下右下右下のののの「「「「現在現在現在現在のののの属性属性属性属性」」」」がががが[755]になっているか、確認してください。 

確認後、「 OK 」ボタンを押すと、属性が変更されます。  



 

属性欄を確認し、すべてのすべてのすべてのすべての cgi ファイルファイルファイルファイルがががが 「「「「 rwxr-xr-x 」」」」 という属性になっていることを再確認してください。  

 

※ 漏れや設定ミスがあると、Movable Type はうまく動作しません。  



 

5.6. db フォルダフォルダフォルダフォルダのののの作成作成作成作成  

「 top 」フォルダの同階層に移動します。[ コマンド(C) ]-[ フォルダ作成(K) ]メニューを選択し、ダイアログを開きます。 

フォルダ名「 db 」を入力し、「 OK 」ボタンを押します。  

 

右のペインに db というフォルダが作成されたことを確認してください。  

 

※公開フォルダ「top」内に「db」フォルダを作成すると、「db」フォルダの中身が第三者の目触れる恐れがありますので、ご遠慮ください。 

[ コマンド(C) ]-[ 属性の変更(A) ]メニューを選択し、ダイアログを開きます。  

 

【書込】チェックボックスをすべてチェックします。 

右下右下右下右下のののの「「「「現在現在現在現在のののの属性属性属性属性」」」」がががが[777]になっているか、確認してください。 

確認後、「 OK 」ボタンを押すと、属性が変更されます。  



 

5.7. ブログブログブログブログをををを公開公開公開公開するするするするフォルダフォルダフォルダフォルダ作成作成作成作成  

「 mt 」フォルダと同じ階層 に、「 blog 」( 別名でも可 )フォルダを作成します。 

[ コマンド(C) ]-[ フォルダ作成(K) ]メニューを選択し、ダイアログを開きます。 

フォルダ名「 blog 」と入力し、「 OK 」ボタンを押します。  

 

右のペインに blog というフォルダが作成されたことを確認してください。  

 



 

6.Movable Type のののの動作確認動作確認動作確認動作確認  

チェックプログラムへアクセスして、正しくアップロードできたかを確認します。 

Web ブラウザを使って、http://www.○○○.jp/mt/mt-check.cgi ページを開いてください。 

※ www.○○○○○○○○○○○○.jp の部分は運用するドメインに置き換えてください。  

※ フォルダを変更した場合は、フォルダ名をあわせて指定してください。  

  

アップロードが成功していれば、次のようなページが表示されます。  

 

※ ファイルが見つからない場合、「 404 Not Found error 」になります。 

 ⇒アップロードしたフォルダ名を確認してください。 

 ⇒ドメイン名、ファイル名など、URLが正しいか確認してください。 

※ ファイルの属性が正しくない場合、「 500 Internal Server error 」になります。 

 ⇒手順「 5.5. 属性の変更 」に戻って、設定をやり直してください。  



 

7.Movable Type のののの初期化初期化初期化初期化  

Movable Type の初期化を行います。 

Web ブラウザを使って、http://www.○○○.jp/mt/ ページを開き「 ログインログインログインログイン 」をクリックしてください。 

※ www.○○○○○○○○○○○○.jp の部分は運用するドメインに置き換えてください。  

 

Movable Type の管理者アカウントの設定をします。必要情報を入力して「 インストールインストールインストールインストールをををを続行続行続行続行 」を押してください。 

 

■ ログインログインログインログイン名名名名 ： 好きな名前を入力してください 

■ メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス ： 利用しているメールアドレスを入力してください 

■ パスワードパスワードパスワードパスワード ： Movable Type にログインするためのパスワードです  



設定が正常に完了している場合は、自動的にインストールが始まります。 

初期化に成功すると、次のようなページが表示されます。 

「 インストールインストールインストールインストールがががが完了完了完了完了しましたしましたしましたしました。。。。 」と表示されていれば成功です。  

 

失敗した場合、次の原因が考えられます。  

＜＜＜＜ 主主主主なななな失敗原因失敗原因失敗原因失敗原因 ＞＞＞＞  

• 必要なファイルがすべてアップロードされていない。  

• ファイルの転送モードを間違っている。  

• cgi ファイルの属性が間違っている。  

• db フォルダが作成されていない。  

※ 原因がわからない場合は、すべての手順をやり直してください。  



 

8.不要不要不要不要ななななファイルファイルファイルファイルのののの削除削除削除削除  

FFFTP の右のペインから、mt-check.cgi を選択してください。  

 

[ コマンド(C) ]-[ 削除(R) ]メニューを選択し、ファイルを削除してください。  

※ この項目は任意で行ってください。システム情報が第三者の目に触れてしまう恐れがありますので削除することをお勧めします。  

 

9.Movable Type へへへへログインログインログインログイン  

9.1. ブラウザブラウザブラウザブラウザでででで、、、、http://www.○○○○○○○○○○○○.jp/mt/mt.cgi ページページページページをををを開開開開いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。  

※ www.○○○○○○○○○○○○.jp の部分は運用するドメインに置き換えてください。  

9.2. MovableType 用用用用のののの『『『『 ログインログインログインログイン名名名名 』『』『』『』『 パスワードパスワードパスワードパスワード 』』』』ででででログインログインログインログインしますしますしますします。。。。  

 



10.BLOGのののの設定設定設定設定  

10.1. BLOG のののの新規作成新規作成新規作成新規作成  

「 重要重要重要重要：：：：はじめにはじめにはじめにはじめにブログブログブログブログをををを設定設定設定設定してくだしてくだしてくだしてくださいさいさいさい。。。。 」をクリックしてください。  

 

10.2. 項目項目項目項目のののの入力入力入力入力  

■ ブログブログブログブログ名名名名 ： 好きな名前を入力してください 

■ サイトサイトサイトサイトのののの URL：：：： http://www.○○○○○○○○○○○○.jp/blog/ 

※ www.○○○○○○○○○○○○.jp の部分は運用するドメインに置き換えてください。  

■ サイトサイトサイトサイト・・・・パスパスパスパス /export/home/sample/sample01/top/blog/ 

 

■ 時間帯時間帯時間帯時間帯（（（（タイムゾーンタイムゾーンタイムゾーンタイムゾーン）））） ： UTC+9 （ 日本標準時 ）を選びます 

入力した内容をよく確かめ「 変更変更変更変更をををを保存保存保存保存 」を押します。 

 

アカウント名 

独自ドメインに割り当てた省略名（アカウント名から通番を取り除いたもの） 



 

10.3.ブログブログブログブログのののの再構築再構築再構築再構築 

画面右の「 サイトサイトサイトサイトをををを再構築再構築再構築再構築 」を押します。 

 

 

「 再構築再構築再構築再構築 」を押します。 

 



 

「 すべてすべてすべてすべて再構築再構築再構築再構築できましたできましたできましたできました。。。。 サイトサイトサイトサイトをををを確認確認確認確認 」というメッセージが表示されれば、完了です。 

 

以上でブログの設定は終了です。 

 

11.サイトサイトサイトサイトのののの確認確認確認確認 

先ほどの「 サイトサイトサイトサイトをををを確認確認確認確認 」(http://www.○○○.jp/blog/) をクリックし、作成したブログを確認してみましょう！ 

 

以上で Movabletype のインストール、ブログの設置は完了です。 

 


