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なぜWebサイトにCMSが求められるのか

CMSを導入することで、デザイナーやマークアップエンジニアなどの制作担当者の実働を減らし、
運用担当者がブラウザから簡単にWebサイトを更新可能になります。

1

運用担当者

即応性が重視される現在のインターネットメディアにおいて、
CMS（コンテンツ管理システム）は

効率的・効果的なWebサイト運用に欠かせないツールです

簡単操作の管理画面 サイトをご覧になる方々Webサイトを自動生成



カスタマーサポート

人材採用

なぜWebサイトにCMSが求められるのか 2

近年、コーポレートサイトはステークホルダーとのコミュニケーションが重要視され、
サービス、IR、採用など目的に応じサイトを分けるケースも増えており、運用管理の効率性が求められています。

システム管理のしやすさやメンテナンスの容易さは、
ランニングコストにも直結し、継続的なサイト運用に大きく影響を与えます

ビジネスチャンス企業ブランディング

ユーザコミュニケーション

企業サイト



企業様がCMSに求めているモノ 3

アタックリスクの低い
セキュアな環境 管理画面が軽くサクサク動く

誰が触っても容易な更新性で
内製化しやすい

PDCA段階で改善するための
機能拡張性を確保したい

専任エンジニアがいなくても
メンテンナンスできる

多数のCMS構築実績を持つMONSTER DIVEが、これまでCMS導入のご相談を受けた際に
出てきたキーワードにはいくつかの共通点があります。例えば……

一見するとすべて実現するのは無理と思えるような仕様でも、
CMSのカスタマイズの仕方によって実現可能です

独自プログラムが稼動していて
機能連携は引継ぎたい

社内承認フローを確立して
事故なく運用更新したい

部署単位ではなく会社全体として
システム導入して集積データを
活用できるようにしたい



様々なCMSソフトウェア 4

コンテンツ管理システムは、Webサイトごとにゼロから開発することはコスト的に現実的ではありません。
「CMSソフトウェア」と呼ばれるパッケージをカスタマイズ導入する手法が多く用いられています。

Webサイトの構成や機能要件に沿って適切なソフトウェアを選定することが重要です。
これらのうち企業様が求める形に近い環境を提供できる

PowerCMS Xについてご紹介します。



PowerCMS Xの特徴 5

株式会社アルファサードが提供するPowerCMS Xは、一部上場企業や大学をはじめ国内5万件以上の導入実績を
持つMovable Typeとその上位互換版であるPowerCMSのノウハウを活かして作られた最も新しい国産CMSです。

オープンソース製品と比べて、
安定的なソフトウェアアップデート体制が敷かれており、

機能面・セキュリティ面ともに確実性の高いことが特徴のCMSです。

柔軟性
コンテンツの構成に
応じて自由な設計・
デザインが可能

拡張性
プラグインや独自開発に
よって様々な機能を

導入可能

堅牢性
サーバ構成のほか、
二段階認証、IP制限と
いった機能もサポート

保守体制
確実で素早い

サポート体制がある
商用ソフトウェア

軽量高速
閲覧・作成・保存が
従来比で約20倍で
高速に動く管理画面



PowerCMS Xの特徴 6

独自プログラムや別アプリケーションを連携させていると
引継ぎ仕様がネックになりますが、

現在使用しているシステム構成に合わせて構築することが可能です。

柔軟性 コンテンツの構成に応じて
自由な設計・デザインが可能

既存システムとの連携に別プログラムが必要になるケースも 既存システムの仕様に合わせた設計が可能



PowerCMS Xの特徴 7

既製品だけでなく、オリジナルプラグインの導入も可能。
PHPベースの開発で“かゆいところに手が届く”機能拡張を実現できます。

拡張性 プラグインや独自開発によって
様々な機能を導入可能

※プラグインには標準バンドルプラグインと有料プラグインがあります

標準機能を補う各種プラグインをラインナップ。プラグイン自体もオリジナルで作成可能です。

UploadUtilities
ファイルアップロードインターフェースを拡張する別売りのプラグイ
ン。一括登録や拡張子ごとにフォルダに振り分けたりできます。

DocumentSearch
サイト内にあるPDFやMicrosoft オフィスドキュメントの内容も対象
にした検索ができるプラグインです。

EmailMagazine
EmailMagazineプラグインは、メルマガ購読者・メンバーなどを対
象にメールマガジンを作成・配信する機能となります。

SiteSync
静的ファイルを同期するプラグイン。ファイル更新ステータスの可視
化で更新ファイルの確認が容易に行なえます。



PowerCMS Xの特徴 8

アルファサード社発表の平均値で、問い合わせ初動対応から解決まで約2時間程度。
素早くフォローを行える商用ならではの技術サポートで

業務停滞を最小限に抑えられます。

保守体制 確実で素早い技術サポート体制が
ある商用ソフトウェア

※サーバおよびCMSの保守までアルファサードにお任せプラン（ PowerCMS X クラウド ）もあります。

PowerCMS X 認定パートナー企業として
納品後も的確な月次サポート

メールおよびBacklogプロジェクトによる

サポート体制で、進捗管理

サポート期間内にリリースされた

アップデータ、新バージョン、
新しいプラグインを無償利用可能。



PowerCMS Xの特徴 9

ステージング用
Webサーバ
（EC2)

公開用
Webサーバ
（EC2）

CMS用
DBサーバ
（RDS）

ロードバランサ
（ELB)

公開用
Webサーバ
（EC2）

サイト管理者 ユーザー

プロトコル／接続元IP制限
（SecurityGroups）

公開・転送
（本番同期）

同期
（rsync）

負荷分散

データベースに接続されたCMS環境と、
ユーザが閲覧する公開環境を完全に分離することで、

プログラムの脆弱性対策に強い環境を標準構成にしています。

堅牢性 サーバ構成のほか、二段階認証、
IP制限といった機能もサポート



PowerCMS Xの特徴 10

再構築は、これまでのPowerCMSよりも約20倍高速。
大量の静的ファイルで構成されるウェブサイトの再構築も、瞬時に更新可能です。

軽量高速 閲覧・作成・保存が従来比で
約20倍で高速に動く管理画面

PowerCMS X ver.2

PowerCMS ver.5

0/秒 12.5 25 37.5 50



CMS比較 11

これまで主流のMovable Type、WordPressともに改善点があり、
構築してからの本番運用段階において差が顕著に現れます。

PowerCMS X

セキュリティ

◎ 静的管理でき、DB
へアクセスさせる
ことはない

◎ 静的管理でき、DB
へアクセスさせる
ことはない

△
動的生成のため、
ページ読み込みの
たびにDBへのアク
セスが発生する

Movable Type

WordPress

運用

◎ 記事数が大量に増
えても管理画面、
再構築は軽快

△ 記事数が多いと再構
築に時間がかかる。

○ 世界で最も利用さ
れており、馴染み
度は高い

サポート

◎ 商用製品として数
時間単位での技術
サポートが可能

○ 商用製品として一
般的なサポートが
可能

△
オープンソースの
ため、有志による
コミュニティで解
決する必要がある

価格

△
1ライセンス
60万円～

○

◎ ライセンス、
サポートともに無料

年間サポート
12万円～

1ライセンス
9万円～

年間サポート
3万円～



CMS比較 12

NORENやHeartCoreといった高機能版CMSと大きな差はありませんが、
初期・ランニング費用および拡張性ではPowerCMS Xが優れています。

PowerCMS X

セキュリティ

◎ 静的管理でき、DB
へアクセスさせる
ことはない

◎ 静的管理でき、DB
へアクセスさせる
ことはない

△
動的生成のため、
ページ読み込みの
たびにDBへのアク
セスが発生する

NOREN

Heart Core

運用

◎ 記事数が大量に増
えても管理画面、
再構築は軽快

◎ 承認フローなど運用
体制を整えやすい

◎ ユーザーごとに表
示メニューをコン
トロール可能

サポート

◎ 商用製品として数
時間単位での技術
サポートが可能

○ 商用製品として一
般的なサポートが
可能

○ 導入コンサル・ト
レーニングポート
あり

価格

△
1ライセンス
60万円～

△

×

年間サポート
12万円～

1ライセンス
200万円～

1ライセンス
290万円～
年間保守
50万円～



CMS比較 13

中規模サイト

金額はあくまでも参考となります。
予算、構成に応じて、柔軟に対応できますので、詳しくはお問い合わせください。

小規模サイト
導入例：ページ数の少ない企業サイトやプロモーションサイト

小規模サイトにPowerCMS Xは機能が多すぎ、コストパフォーマンスが悪いため、MovableTypeをオススメ
致します。

導入例：ニュースやIR情報などを含めた更新頻度の高い企業サイト

TOPページ
ニュース/製品紹介/サービス案内/記事アーカイブ（ブログテンプレート開発4種）
お問い合わせフォーム/CMS管理画面/画像アップロードなど（プラグインカスタマイズ4種）
その他静的ページ（会社概要/プライバシーポリシー/サイトマップなど10種）
本番環境（www）/ステージング環境（stage）による同期処理管理システム

大規模サイト

導入例：Webメディアなど大量の記事ページ管理が必要な情報サイト

TOPページ
ブログテンプレート間によるデータ連携
お問い合わせフォーム/CMS管理画面/画像アップロードなど（プラグインカスタマイズ4種）
その他静的ページ（会社概要/プライバシーポリシー/サイトマップなど10種）
本番環境（www）/ステージング環境（stage）による同期処理管理システム
検証開発環境（dev）構築

¥5,000,000～

-

¥7,000,000～

システム保守
CMSシステム保守及びコンテンツ運用サポート

CMSセキュリティアップデート対応
コンテンツ更新のサポート、CMS操作のサポート
月間8時間以内の作業実務

初期費用に応じて変動



RIKUKAWA,Satoshi
03-6447-0091

rikukawa@monster-dive.com


