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2019 年 4 月 2 日 

報道関係各位 

  GMO インターネット株式会社 

 

気軽に使える VPS「ConoHa
コ ノ ハ

 byGMO」 

日本初、コマンド操作不要で「KUSANAGI」の管理が可能なツール 

「ConoHa KUSANAGI manager」提供開始 

～VPS でもコマンド操作不要で超高速WordPress が利用可能に～ 

 

GMO インターネット株式会社は、高機能かつ“シンプルでわかりやすい”ホスティングサービス「ConoHa
コ ノ ハ

 

byGMO」の VPS（以下、ConoHa VPS）において、世界最速級（※1）の WordPress 実行環境「KUSANAGI」

（※2）の導入と管理をサポートするツール「ConoHa KUSANAGI manager（以下、KUSANAGI manager）」

を、本日 2019 年 4 月 2 日（火）より無料で提供開始いたしました。 

「KUSANAGI」の初期設定、WordPress インストールといった導入作業や、「KUSANAGI」の設定管理を

コマンド操作不要でできるツールは日本初（※3）となります。なお、「ConoHa KUSANAGI manager」は、

「KUSANAGI」を提供するプライム・ストラテジー株式会社（以下、プライム・ストラテジー）の公式認定

ツールとなります。 

（※1）2019 年 3 月時点、プライム・ストラテジー社調べ。実行する仮想マシンインスタンスの性能や Web サイトの内容（機能、デ

ータ量など）に依存します。 

（※2）「ConoHa」に対応した「KUSANAGI」は、「KUSANAGI for ConoHa」として提供されています。 

（※3）2019 年 4 月２日現在。 

 

【「KUSANAGI manager」提供開始の背景】 

「ConoHa VPS」は、「機能性」「柔軟性」「スピード」に優れながら、初心者でも直感的に操作できるシン

プルなインターフェイスや、わかりやすいプラン構成が特徴のサービスです。月額のご利用料金も定額制と

時間課金を組み合わせた料金体系で、必要最小限にコストを抑えることが可能です。また、全てのプランに

最新の CPU と高速 SSD を標準搭載しているため、個人でサービス開発する方から、大規模なシステム運用

やサービスを展開する法人まで、幅広いお客様にご利用いただいています。 

「ConoHa VPS」をご利用のお客様は、プライム・ストラテジーが提供している「ConoHa VPS」に対応

した「KUSANAGI」を利用することで、通常の WordPress の約 10 倍の速さに動作を高速化することが可

能です。一方で、「KUSANAGI」を導入するには、インストール後の初期設定などをコマンドで操作する必

要があるため、「ConoHa VPS」のお客様層の広がりとともに、「コマンド操作ができなくても、KUSANAGI

を利用したい。」という声が多数寄せられていました。 

そこでこの度「ConoHa VPS」は、「KUSANAGI」の導入におけるすべての設定をコマンド操作不要でブ

ラウザから簡単に行える「KUSANAGI manager」を開発し、提供開始いたしました。 

 

【「KUSANAGI manager」について】（URL：https://www.conoha.jp/vps/kusanagi/ ） 

VPS は一般的に、他のユーザーの利用状況に影響されず、速度やパフォーマンスが安定した環境を利用できる

メリットがある一方で、サーバーの設定変更をコマンド操作で行う必要があり、初心者には利用が難しいという

デメリットがあります。「KUSANAGI manager」は、こうしたデメリットを解決するべく開発いたしました。 
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特徴 1）「KUSANAGI」の設定はコマンド操作一切不要！ 

 VPS で「KUSANAGI」を利用するには、「KUSANAGI」のインストールから、初期設定、サーバーを立ち

上げてから利用可能にするプロビジョニングまでをコマンド操作で設定する必要があります。しかし、

「KUSANAGI manager」を使えばブラウザ上の管理画面から視覚的に設定できるので、コマンド不要で

「KUSANAGI」を導入することができます。 

 

特徴２）ドメイン名とメールアドレス入力だけで簡単にWebサイトを作成 

VPSでWordPressのWebサイトを作成するには、コマンド操作でVPSにWebサーバーやDBサーバー、

WordPress をインストールしてから WordPress のインストール画面にデータベース名やユーザー名、パス

ワード情報を入力する必要がありました。しかし「KUSANAGI manager」を利用すれば、ドメイン名とメ

ールアドレスを入力するだけで、「KUSANAGI」による超高速 WordPress 環境の Web サイトを簡単に作成

できます。 

 

特徴３）ワンクリックで SSL 化  

近年、Web サイトのすべてのページを SSL 化する常時 SSL 化が推奨されていますが、「KUSANAGI 

manager」を利用すれば、Web サイトの常時 SSL 化もワンクリックですぐに設定を完了することができます。 

常時 SSL 化すると、セキュリティ強化はもちろん検索エンジンでの検索順位に好影響をもたらすうえ、

Web サイトの表示速度を高速化するプロトコルを利用できるなど、多くのメリットを得られます。 

 

特徴４）簡単にサイト運営できる便利機能を多数ご用意 

「KUSANAGI manager」では、「KUSANAGI」の簡単な導入に加え、Web サイト運営に便利な機能を多

数ご用意しています。「KUSANAGI manager」の管理画面からの複数の WordPress 環境の作成や、バック

アップの取得と復元、Web サイトの削除、キャッシュの設定などを簡単に行えます。 

 

【「KUSANAGI manager」仕様・機能】 

 

仕様・機能 概要 

ログイン(認証) Basic 認証 

WordPress インストール 
メールアドレスとドメイン名の指定だけで WordPress を簡単にインストー

ル可能 

複数 WordPress 環境追加 
複数の WordPress 環境をインストールできるうえ、複数の Web サイトの

一元管理も可能 

Web サイト削除 Web サイト削除のほか、誤操作による削除を防ぐ削除ロックも設定可能 

バックアップ 
サイトデータを 1日 1回自動でバックアップし過去 14日分を復旧用データ

として利用可能。また任意のタイミングでもバックアップが可能 

リストア バックアップからサイトデータの復元が可能 

独自 SSL 「Let's Encrypt」（認証局）の無料 SSL証明書を無制限で利用可能 

https リダイレクト ワンクリックで「http」から「https」へリダイレクト設定が可能 

キャッシュ設定 キャッシュ機能の fcache/bcache の ON/OFF を設定可能 
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■エンドースメント：プライム・ストラテジー株式会社 取締役 CMO 西牧 八千代氏 

 プライム・ストラテジー株式会社は、この度の GMO インターネット株式会社が提供する「KUSANAGI for 

ConoHa」における「KUSANAGI manager」の開発と提供を心より歓迎いたします。 

超高速 WordPress 仮想マシン「KUSANAGI」は WordPress 環境にて作られた Web サイトを、高速かつ

セキュアに運用することが可能となります。WordPress のプロビジョンがコマンドを使用せずに可能となる

管理画面の実装により、今まで以上に「KUSANAGI」による WordPress 環境の構築が容易になり、個人利

用・企業利用どちらのニーズも満たすことができるものと期待しております。今後も GMO インターネット

株式会社との強いパートナーシップを継続し、生産性の向上とビジネス創出に貢献してまいります。 

 

【5/10 まで！「ConoHa VPS」2GB・4GBプランが 30 日間利用料金 10％OFF】 

2019 年 5 月 10 日（金）18 時までに「ConoHa VPS」の 2GB・4GB プランを新規にお申し込みいただ

いたお客様限定で、お申し込み日から 30 日間、ご利用料金が 10%OFF となる特典をご用意しております。

詳細はサービスサイト（https://www.conoha.jp/vps）をご参照ください。 

以上 

 
 
 
 
 
 

 

【GMO インターネット株式会社】 （URL：https://www.gmo.jp/ ） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業  ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業    ■仮想通貨事業 

資 本 金 50 億円       

Copyright (C) 2019 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved.  

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMOインターネット株式会社 

 グループ広報・IR部 石井 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp  

【サービスに関するお問い合わせ先】 

●GMO インターネット株式会社 

 事業本部 ホスティング事業部 呉・山形 

E-mail：info@conoha.jp  

URL：https://www.conoha.jp/ 
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