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KUSANAGI公式サポートサービス導入事例 

■ お客様情報

： 東京工科大学 
： 関係者向け緊急時の連絡用 
   「東京工科大学　緊急用お知らせサイト」 
 

・ 学外 / 学内サイトの障害時にも、関係者に安定して緊急情報を発信する仕組み（別サイトも含め）がなかった 
・ 緊急時などアクセス集中時にも高速かつ安定的に運営できるセキュアなWebサイトを安価に構築する必要があった 
・ 管轄部門が学外サイトに緊急情報を、ダイレクトかつ迅速に情報を発信できるサーバが必要だった 

■ お客様の課題 

運 営 会 社
サ イ ト 名

： https://emg.teu.ac.jp/
： 2016年10月 
： KUSANAGI for Microsoft Azure

サ イ ト U R L
サービスイン
利 用 製 品

東日本大震災の教訓を生かし、本学では災害時運営マニュアルを作るようになりました。これに

より災害時などの緊急時に最大限、適切に対応できるようになりました。一方で、震災時や火災

など全学生や教職員に対する情報発信を事務局から行える仕組みが必要であり、その検討を始

めていました。当時は学外・学内向けのWebサイトが同一上のCMSで稼働していたため、Webサイ

ト障害などがあると、Webサイトから情報発信が行えないケースもあり、学外と学内向けのCMS

を分ける必要がありました。 

ちょうどその時にKUSANAGI for Microsoft Azure上でWordPressを稼働させる提案をいただきま

した。KUSANAGI for Microsoft Azureは超高速にWordPressを稼働させることができるため、平

常時は低コストの運用費で済み、有事のアクセス集中時にもKUSANAGI for Microsoft Azureのハ

イパフォーマンスさから、安定的にストレスのないWebサイト閲覧ができます。この投資対効果の

高さと安定性の高さから、KUSANAGI for Microsoft Azureを採用しました。 

投資対効果の高さと安定性の高さから、 
KUSANAGI for Microsoft Azureを採用しました 

■ KUSANAGI for Microsoft Azureの採用理由  

▶     

     

▶     

▶

平常時のアクセスが少ない時は安価に運営でき、突発的に発生する緊急時にアク
セスが集中しても、クラウド スペックに依存せずに超高速かつ安定的に稼働できるため 
WordPressというCMSの良さと、コンテンツ拡充、情報の更新が簡単にできるため 
今後リプレイスを検討している他の学内イントラサイトで、サーバやCMSでの連動が
しやすいため 

東京工科大学 八王子キャンパス 
事務局 業務課 課長

早川 和美様 

KUSANAGI公式サポートサービスについて 

「東京工科大学　緊急用お知らせサイト」
台風・大雪などの気象状況の悪化や地震などの災害による休講情報

等、東京工科大学が学生・教職員並びに非常勤講師の方々に提供し

ている各種ITサービス（学生ポータルサイトなど）や、ネットワーク障

害・メンテナンス情報等の緊急のお知らせがある場合は、この「東京

工科大学　緊急用お知らせサイト」で情報を発信します。 

■  サイトのご紹介

1．緊急時に全学生・教職員・非常勤講師等のアクセスが集中した場合

でもストレスなく稼働するWebサイトを安価に構築・運営できた 

2．緊急時に事務局から直接情報発信できる、耐障害性の高いWebサ

イトを構築できた 

3．ITリテラシーが高くない担当者でも、簡単に情報発信できるWeb

サイトを構築できた  

■  「KUSANAGI」の活用効果

東京工科大学 緊急用お知らせサイトの構成について 

東京工科大学　緊急用お知らせサイトのサービスは、フロントエン
ドにnginx、PHP7、DBにMaria DB Galera Serverを採用しています。 
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お客様のニーズに合わせてWordPressサイトに「安心」

「信頼」をもたらす3つの基本サービスをご用意致しまし

た。さらにWordPressサイトチューニングの高速化、バー

ジョンアップデートなどのセキュリティに関する保守サー

ビス、KUSANAGIを実行環境とするWordPressサイトの

構築・改修などをご提案致します。

KUSANAGI以外のサーバ環境をご利用の場合のWordPressサイトのサポートプランです。

KUSANAGIを自社管理でパブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス環境にて導入もし
くは導入の予定があるお客様向けのWordPressサイトおよびサーバのサポートプランです。

KUSANAGIのクラウドホスティングを含む、WordPressサイト及びサーバの運用管理までを弊社にて
行うマネージド型のサポートプランです。

https://kusanagi-hosting.com/

自社運用しているKUSANAGIの保守をお願いしたい 

サーバとかはよくわからないすべてをお任せしたい

WordPressを用いたサイトの保守の一部を頼みたい 

KUSANAGIサポートプラン

KUSANAGIマネージドプラン 

WordPressサポートプラン 



従来は他のプロ仕様のCMSを使用していました。プロ

仕様がゆえに、機能を理解している担当であればかな

りのサイトコンテンツを柔軟に作ることができます。し

かし、「関係者向け緊急用お知らせサイト」は有事に

対応できる教職員がコンテンツを更新できる必要があ

ります。WordPressは全職員が使えるCMSであり、今回

の要件にぴったりのCMSであったと考えています。 

今回はデザインは最低限な要望をプライム・ストラテジーに伝え、微調整を行いながら、2週間と

いう短期間で構築頂きました。プライム・ストラテジーは対応が迅速な印象を持ちました。サービ

スイン後の個別対応も迅速に対応頂きました。 

昨今、公共や学校は狙われることが多いので特に注意が必要であると考えています。その点、日

本マイクロソフトは日本でも数少ない、クラウドセキュリティゴールドマークを取得しています。セ

キュリティに厳しいお客様からも高く評価されています。 

 

マイクロソフトはグローバルでクラウドを展開していることから、セキュリティの面、パフォーマン

スの面、品質の面でも成長が速いです。このラーニングスピードの速さがシェアを拡大している要

因の一つであると考えています。 

WordPressはKUSANAGIとの組み合わせで使用することによりセキュリティが強化されるため、

その点でもセキュアなサイトになっていると思います。また、KUSANAGI公式サポートサービスを

利用していただいているため、メンテナンスの点でも安心してご利用いただけます。 

既に学内の業務システムをMicrosoft Azure上で稼働させており、信頼性と安定性を評価していま

した。「関係者向け緊急用お知らせサイト」は、有事において極めて重要なサイトであることか

ら、安心して運営できるMicrosoft Azureを採用しました。 
 

また、日本マイクロソフトはパートナー支援がしっかりしているのと、プライム・ストラテジーに質問

してもすぐにレスポンスがあったので、その点も採用理由として評価しています。実際にプライム・

ストラテジーの対応はとても迅速でした。 

「関係者向け緊急用お知らせサイト」は最大時、月間で一万PVを記録していますが、全く問題な

く快適に閲覧できています。今回は1万人が集中的にアクセスしても耐えられる設計を実現してい

ます。一方で平常時はアクセスがほぼないため、平常時は最低限のクラウドスペックで運営し、ラ

ンニングコストの最適化を図っています。この投資対効果が高いWebサイトを実現できているの

もKUSANAGIのハイパフォーマンスさがあってこそと考えています。 
 

体感では、ページキャッシュを使わずに従来のCMS環境と比較して10～15倍速くなっていると感

じています。特にページキャッシュに依存しなくても、管理画面は本当に速くなりました。 
 

「関係者向け緊急用お知らせサイト」はそのサイトの性質上、大規模な災害の時などにアクセス

数が集中し、サイトに負荷がかかります。そのような時でも迅速にコンテンツの更新をしなければ

いけないため、超高速なWebサイトが求められます。KUSANAGI for Microsoft Azureはまさにこの

ような環境に相応しい仮想マシンであると考えています。 

台風や大雪が降った後、必ず学生はこのサイトを見に来ます。その際に絶対落ちないようなサイ

トにしたいと思い、今回構築しました。「関係者向け緊急用お知らせサイト」がオープンした時に

学生にこの旨を周知しました。その際にスマートデバイスやPCから同時に大量のアクセスを頂き、

瞬間的に同時400アクセスを記録しましたが、どのデバイスからもストレスなく閲覧ができていた

ようです。 
 

画面周りはとにかくシンプルに作りたかったです。これは緊急時でも直感的に情報を取得でき、

ページを遷移できる必要があったためです。 
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KUSANAGI for Microsoft Azureの導入後の印象をお教えください 

「関係者向け緊急用お知らせサイト」でこだわって構築した部分は何でしょうか 

クラウド環境にMicrosoft Azureを採用された理由は何ですか WordPressの感想をお聞かせください、
CMSとして使いやすいですか 

今回は短納期での構築となりましたが 

セキュリティについて、いかがでしょうか 

KUSANAGIを導入検討中の方に一言お願いします

東京工科大学 八王子キャンパス 
事務局 業務課

松本 憲太郎 様

東京工科大学八王子キャンパス 
事務局 業務課

大竹 新治様

久木田 弦 様

プライム・ストラテジー株式会社
SI事業部

小杉 崇文 

プライム・ストラテジー株式会社
取締役

吉政 忠志

2週間という短期間で「関係者向け緊急用お知らせサイト」が開設しました。 
本プロジェクトにKUSANAGI for Microsoft Azureが採用された背景や効果などについて伺いました。 

東京工科大学： 
　早川 和美様（八王子キャンパス 事務局 業務課 課長） 
　松本 憲太郎様（八王子キャンパス 事務局 業務課） 
　大竹 新治様（八王子キャンパス 事務局 業務課） 

日本マイクロソフト株式会社： 
　久木田 弦様（セントラルマーケティング本部 コマーシャルマーケティンググループ 
　　　　　　　　  　エグゼクティブマーケティングスペシャリスト） 

プライム・ストラテジー株式会社：
　吉政 忠志（インタビュアー / 取締役） 
　楠木 大三郎（マーケティング課 課長） 
　小杉崇文（SI事業部） 

参加者

プライム・ストラテジー株式会社
マーケティング課 課長

楠木 大三郎 

有事想定のスマートデバイスやPCから同時に大量アクセスを考慮、 
瞬間同時400アクセスを記録した際でもストレスなく閲覧 

日本マイクロソフト株式会社 
マーケテイング＆オペレーショ
ンズ部門 
セントラルマーケテイング本部 
コマーシャルマーケテインググ
ループ 
エグゼクティブマーケテイング
スペシャリスト


