
 

 

 Movable Type on Internet Information Service のステップ バイ ステップガイド 

  

 更新日:2009 年 12 月 

 適用対象:Windows Server 2008 R2,Windows XP Professional 

 

 概要 

 インターネット  インフォメーション  サービス (IIS) に、オープン  ソース  ソフトウエア(OSS) の 

Movable Type を展開する手順を、ステップ バイ ステップ形式で説明します。Movable Type は、 Blog 

や ホームページを作成する為のコンテンツ管理アプリケーションです。 

IIS は、サーバー系 オペレーション システム (OS) と、クライアント系 OS で、利用可能です。 

運用環境は、サーバー系 OS での運用をお勧めします。 

サーバー系 OS の Windows Server® 2008 R2 には、IIS 7.5 が、提供されています。 

IIS 7.5 は、OS のインストール時点ではインストールされていないため、インストール作業が必要です。 

サーバー系 OS の Windows Server® 2008 R2 に、IIS 7.5 を構成した場合の説明をします。 

 

また、開発環境として、クライアント系 OS に、IIS を構成して利用することも可能です。 

クライアント系 OS の Windows® XP Professional には、IIS 5.1 が提供されています。 

IIS 5.1 は、OS のインストール時点ではインストールされていないため、インストール作業が必要です。 

クライアント系 OS の Windows® XP Professional に、IIS 5.1 を構成した場合についても説明します。 

 

Perl、MySQL、Movable Type の構成については、それぞれのソフトウェアインストール ガイドに沿って

構成してください。 
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 IIS を構成する 

 Windows Server® 2008 R2 に IIS7.5 を構成する 

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロール パネル］をクリックする。 

 

2. ［コントロールパネル］の［プログラム］［Windows の機能の有効化または無効化］を選択する。 

［サーバー マネージャー］が起動します。 

 

3. ［サーバー マネージャー］の左側のツリーから機能を選択する。 



 

 

 

 

4. ［機能の追加］をクリックする。 

［機能の追加ウィザード］が表示します。 

［機能の追加ウィザード］の［Web サーバー（IIS）］をクリックする。 

 



 

 

 

5. ［機能の追加ウィザード］の［次へ］ボタンをクリックする。 

［役割のサービスの選択］が表示される。 

 

 

Web サーバー（IIS）にインストールする役割サービスを選択する。 

 

［IIS の基本機能 - 静的なコンテンツ］ 

［IIS の基本機能 - 既定のドキュメント］ 

［IIS の基本機能 - ディレクトリの参照］ 

［IIS の基本機能 - HTTP エラー］ 

［IIS の基本機能 - HTTP リダイレクション］ 

［アプリケーション開発 - CGI］ 

［IIS 管理ツール - 管理コンソール］ 

 

選択後、［次へ］ボタンをクリックする。 

 

6. ［インストール オプションの確認］の［インストール］ボタンをクリックする。 

 

7. ［スタート］ボタンをクリックし、［管理ツール］をポイントし、［インターネット インフォメーシ

ョンサービス (IIS) マネージャー］をクリックします。 

 



 

 

 

 

IIS7.5 の管理は、［インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー］から実施して

ください。  

 

 Windows® XP Professional に IIS5.1 を構成する 

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［コントロール パネル］をクリックする。 

 

2. ［コントロール パネル］の［プログラムの追加と削除］をクリックする。 

［Windows コンポーネントの追加と削除］をクリックし、［インターネット インフォメーション サ

ービス (IIS)］コンポーネントをクリックし、［次へ］をクリックします。構成ウィザードの指示に従

い IIS5.1 を構成する。 

 

3. ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［コントロールパネル］をクリックします。 

［コントロールパネル］の［管理ツール］をダブルクリックし、さらに、［インターネットインフォメ

ーションサービス］をダブルクリックします。 



 

 

 

IIS5.1 の管理は、［インターネット インフォメーション サービス］から実施してください。  

 

Perl を構成する 

 Perl のダウンロードとインストール 

ActiveState サイトの ActivePerl ダウンロードページから、ActivePerl を各自のファイル システム

の適切な場所にダウンロードし、規定に従ってインストールする。 

 

 Windows Server® 2008 R2 に Perl を構成する 

1) ［インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー］［接続］ウインドウのツリ

ーでサーバーを選択する。［ハンドラマッピング］をダブルクリックする。 

 

2) ［ハンドラマッピング］［操作］の［モジュールマップ］をクリックする。 

http://www.activestate.com/activeperl/


 

 

 

 

3) ［モジュールマップの追加］で、Perl 用の情報を設定する。 

 

4) ［要求の制限］の［動詞］タブを選択する。 

［ハンドルする動詞の指定］の［次の動詞のうちの 1 つ］を選択して［OK］をクリックする。 



 

 

 

5) ［モジュールマップの追加］の［OK］ボタンをクリックする。 

［モジュールマップの追加］メッセージの ［はい］ボタンをクリックして CGI として更新する。 

 

 

 Windows® XP Professional に Perl を構成する 

1) Perl 用の拡張子マッピングを作成する 

(a) ［インターネット インフォメーション サービス］管理コンソールの左側に表示されるツリー

を利用して、Perl を利用するサイトのプロパティーを表示する。 

(サイト選択後、マウス左ボタンをクリックして表示されるメニューからプロパティーで選択

可能) 



 

 

 

  

(b) ［Web サイトのプロパティー］の［ホーム ディレクトリ］タブを選択する。 

 

(c) ［ホーム ディレクトリ］タブの［構成］ボタンをクリックして［アプリケーション構成］ダ

イアログを表示する。 



 

 

 

 

(d) ［アプリケーション構成］ダイアログの［追加］ボタンをクリックすると、［アプリケーショ

ンの拡張子マッピングの追加／編集］ダイアログが表示される。 

 

 

(e) ［アプリケーションの拡張子マッピングの追加／編集］に、PHP 用の情報を設定する。 

実行ファイル：C:\Perl\bin\perl.exe “%s” %s 

拡張子：.cgi 

動詞：制限(GET,HEAD,POST) 



 

 

 

 

(f) ［アプリケーションの拡張子マッピングの追加／編集］の［OK］ボタンをクリックすると設

定を保存します。 

 

 MySQL を構成する 

1. MySQL のダウンロードとインストール 

MySQL サイトのダウンロードページから、［MySQL コミュニティ サーバ］を各自のファイル シス

テムの適切な場所にダウンロードし、インストールする。 

 

 Movable Type を展開する 

OS、IIS の構成が変わっても、同じ手順で Movable Type の展開が可能です。 

便宜上、Movable Type のサイト名は http://localhost/mt/ で説明します 

  

1. Movable Type をダウンロードと解凍する。 

Movable Type 日本語版のサイトのトップページから最新版 Movable Type 日本語版を各自のファイル 

システムの適切な場所にダウンロードし、展開する。 

 

 

2. MySQL に Movable Type のデータベースを作成する。 

Movable Type のコンフィグ アプリケーションを起動する前に、MySQL に Movable Type 用のユーザ、

データベースを作成する。また、ユーザのデータベース特権を設定する。 

 

データベース 名 : mt 

データベース ユーザ名 : mt 

データベース ユーザパスワード : 任意のパスワード 

 

3. Movable Type システムチェックツール（mt-check.cgi）を実行する。 

必要モジュールの確認をする。 

データベース接続に ［DBD::mysql］が必要なためインストールを実施する。 

［スタート］メニューの ［ファイル名を指定して実行］をクリックする。 

http://dev.mysql.com/downloads/
http://localhost/mt/
http://www.sixapart.jp/movabletype/
http://localhost/mt/mt-check.cgi


 

 

［ファイル名を指定して実行］ダイアログの［名前］に「ppm install DBD::MySQL」と入力して［OK］

ボタンをクリックすることにより［DBD::mysql］がインストール完了する。 

 

 

4. インターネット エクスプローラーから Movable Type のサイトを起動する。 

［サインイン］ボタンをクリックする。 

設定ファイル (mt-config.cgi) が存在しない場合は、インストールウィザードが実行される。 

インストールウザードにしたがって、必要情報を入力する。 

1) 使用言語を選択する。 

［日本語］を選択して［開始］ボタンをクリックする。 

 

2) システムチェック 

［次へ］ボタンをクリックする。 



 

 

 

3) データベース設定 

［データベースの種類］の［MySQL データベース(推奨)］を選択する。 

データベースの情報を設定する。 

［接続テスト］ボタンをクリックする。 



 

 

 

データベースの接続テストが完了後、［次へ］ボタンをクリックする。 

 

4) メール設定（任意） 

メール情報を設定する。 



 

 

［次へ］ボタンをクリックする。 

 

5) テンプラリディレクトリの設定 

［次へ］ボタンをクリックする。 

 

6) 構成ファイル 

［次へ］ボタンをクリックする。 

 

7) アカウントの作成 

システム管理者のアカウント情報を設定する。 

［次へ］ボタンをクリックする。 

 

8) ウェブサイトを作成 



 

 

ウェブサイトの情報を設定する。 

［インストール］ボタンをクリックする。 

 

9) Movable Type サイトインストール完了 

［Movable Type にサインイン］ボタンをクリックして、Movable Type を開始してください。 

 

 

Movable Type の動作確認 

 インターネット エクスプローラーから インストールが完了した Movable Type サイトを起動して動作を確

認してください。 

 


