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本日のテーマ

WordPressサイトの静的化
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WordPressサイトの静的化技術を提供
し、サイトの高速性と安全性を高める
サービス
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情報処理安全確保支援士

AWS テクノロジー パートナー 

Apple コンサルタントネットワーク



自社アプリ 受託アプリ

2008年以降100個以上のアプリ開発実績



SYNCNEL

アプリとWordPressサイトがセット



SYNCNEL

アプリとWordPressサイトがセット



アプリの中にWordPressサイト





アプリの中にWordPressサイト

iPadサイズに特化したWordPressサイトを覗き見る



意外に近しい存在



サイトの表示が
重くなってきたのですが...

画面が真っ白になったんですが...

WordPressのバージョン
上げなくて大丈夫ですか？
脆弱性が心配で...

500 Internal Error って出てます...

明日メディアに出るんですが
サーバ落ちませんよね？

重すぎて記事投稿が
できません...

WordPressの悩み あるある

常時SSL化をしたいのですが...

サーバ会社のメンテで再起動するら
しいですが大丈夫ですか？

トップページが改ざんされてし
まったのですが...



抜本的な対策で全て解決できないか？



本日のテーマ

WordPressサイトの静的化



● 弁当屋に学ぶWPサイト静的化の有効性

● 静的化を阻む課題と対処療法

● WPサイト静的化の丸投げサービス

● 真に攻撃されないWPサイト作り

AGENDA
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静

動



● ファイルを読む

● htmlデータを返す

♪

静



● PHP

● DB

● PHP

● DB

● PHP

● DB

● ….

● htmlデータ返す

動



ヘッダは？
フッタは？
サイドバーは？
メインコンテンツは？
記事の閲覧カウントは？
ウィジェットは？

...ようやくできるhtmlデータ

DB

https://www.example.com/20200228/

返す内容が同じで
もこれを毎回！



弁当屋理論



動
どうすれば？

● PHP

● DB

● PHP

● DB

● PHP

● DB

● ….

● htmlデータ返す



厨房は厨房。販売は販売。

静的化

♪

静



静的化が実は一番良いのでは？（2017年ネット界隈の気づき）



htmlだけの前時代的な静的サイト



「刹那」の世界

爆速！



そら案内 for iOS

serverDB

server

JSONJSONJSONJSON

気象データ

ファイル化

ファイルだけを返すなら最弱サーバでも爆速

毎日、全国から
百万越えのアクセス



● 弁当屋に学ぶWPサイト静的化の有効性

● 静的化を阻む課題と対処療法

● WPサイト静的化の丸投げサービス

● 真に攻撃されないWPサイト作り

AGENDA



静的化が広がらない理由

● 静的化がそもそも難しい

● 静的化に時間がかかる

● 動的要素がある



たった一つのCSSを取り損ねただけで...



再構築(静的化)の
遅さを嘆く声



<form>で「送信」しても動かない...



どうすれば？

● 静的化がそもそも難しい

● 静的化に時間がかかる

● 動的要素がある

静的化され易い
作り方にする？

サーバを強化？

静的化...
そもそもダメ？



厨房は厨房。販売は販売。

静的化

♪



厨房は厨房。販売は販売。

静的化

♪

無理!!



だから、対処療法

● サーバを再起動する

● 負荷が過ぎ去るのを待つ

● 高性能サーバに引越しする

● WAFを導入する

● CDNを導入する

...etc



WAF（Web Application Firewall）

不正アクセスらしきアクセスを遮断



WAF（Web Application Firewall）

？

！

制作者はWAFを適切に設定する必要がある
（正常アクセスもブロックされるリスク）



CDN（Content Delivery Network）

/hoge/   1回目

/hoge/   2回目

2回目以降はコピーを返してくれる



CDN（Content Delivery Network）

/hoge/   1回目

/hoge/   2回目

/hoge/   10回目

？

制作者はCDNを適切に制御する必要がある
（更新が正しく届かないリスク）



対処療法

● サーバを再起動する

● 負荷が過ぎ去るのを待つ

● 高性能サーバに引越しする

● WAFを導入する

● CDNを導入する

...etc

結局、抜本的には解決しない。不安は常に残る。



より心配が少ない静的化への期待

● 静的CMS

● 静的サイトジェネレータ

● 静的化プラグイン

● 静的化サービス



静的ページ生成を
前提にした国産CMS

お値段 ◯百万円〜...

WPの良さが失われる...



ローカルでhtmlを生成して
UPするタイプのツール

黒い画面...

WPのメリットを
受けられない...



WordPressの静的化プラグイン

遅い...

再現性低い...



CMSサーバと公開サーバを分けて
静的化することが要件に入る

こともある

エンドユーザも
根治に静的化しかないと

気づき始めている



立ち向かうべき課題

● 静的化がそもそも難しい

● 静的化に時間がかかる

● 動的要素がある



fastest and safest



elastic   static page   renderer

融通のきく 静的ページ 生成エンジン
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www

DNS

これを



静的化 転送

htmlhtml

Static Web Server

www

DNS

SaaS型 静的化エンジン

（弊社独自開発）

こうする
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静的化 転送
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DNS

SaaS型 静的化エンジン

（弊社独自開発）

LB
Web

Web

監視

Static Web Server



静的化 転送

htmlhtml

www

DNS

SaaS型 静的化エンジン

（弊社独自開発）

LB
Web

Web

監視

Static Web Server

最高レベルの「軒先」でWPサイト公開を代行する



静的化を阻む課題は解決するのか？

● 静的化がそもそも難しい

● 静的化に時間がかかる

● 動的要素がある



● 静的化がそもそも難しい

● 静的化に時間がかかる

● 動的要素がある

取り漏れしない
独自エンジン

超高速な
独自エンジン

✅
✅

静的化を阻む課題は解決するのか？



転送

html

www

DNS

監視

Static Web Server

並行処理で高速かつ柔軟

html用 非html用 jsエンジン搭載

完全自社開発の静的化エンジン



転送

html

www

DNS

監視

Static Web Server

Googleのエンジニアらが開発したGo言語を使用
高速かつ安定した並行処理に定評 

html用 非html用 jsエンジン搭載

完全自社開発の静的化エンジン



導入事例



● 静的化がそもそも難しい

● 静的化に時間がかかる

● 動的要素がある

取り漏れしない
独自エンジン

超高速な
独自エンジン

✅
✅

静的化を阻む課題は解決するのか？



● 静的化がそもそも難しい

● 静的化に時間がかかる

● 動的要素がある

✅
✅
✅ そのまま

使用可能

取り漏れしない
独自エンジン

超高速な
独自エンジン

静的化を阻む課題は解決するのか？



Static Web Server

www

DNS

動的要素はWebサーバ構築技術の一つ「プロキシ」で解決

♪



Static Web Server

www

DNS

管理画面もプロキシで解決

導入されていることに気づかない。導入前と同じ振る舞い



静的化を阻む課題は全て解決

● 静的化がそもそも難しい

● 静的化に時間がかかる

● 動的要素がある

✅
✅
✅

しかも、WP側の変更は原則不要



静的化 転送

htmlhtml

www

DNS

SaaS型 静的化エンジン

（弊社独自開発）

最強の「軒先」でWordPressサイトの「公開」部分を代行

LB
Web

Web

監視

Static Web Server



導入事例 : LOGISTICS TODAY



www.example.com

example.espar.biz

無償のトライアル環境で事前確認

静的化

転送

www

DNS

閲覧

確認



静的化準備指標 ※1 0 1 2 3 4 5

初期費用 ¥240,000 ¥210,000 ¥180,000 ¥120,000 ¥90,000 ¥60,000

月額費用 ¥12,000 ¥9,600 ¥8,400 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,400

サイト容量 ※2  10GBまで  10GBまで  10GBまで 10GBまで  10GBまで 10GBまで

サイト転送量 ※3 100GBまで 100GBまで 100GBまで 100GBまで 100GBまで 100GBまで

価格
適用
条件

p.4参照

サイト内リダイレクト無し

左記条件を
全て

満たさない

左記条件を
1つ満たす

左記条件を
2つ満たす

左記条件を
3つ満たす

左記条件を
4つ満たす

左記条件を
全て満たす

URLパス末尾パラメタ無し

javascriptレンダリング不要

レスポンシブ対応済

動的要素(フォーム)なし

価格は全て税別です。サイトのページ数は価格に影響しません。

※1 静的化し易いサイトほど料金が安くなります。ご提供機能に差はありません。静的化準備指標は弊社がトライアル環境を作成す
る際にサイトを精査して判定致します。条件は変更になる場合があります。
※2 容量上限を超える場合、1GB毎に ¥1,000/月 を頂戴致します
※3 転送量上限を超える場合、100GB毎に ¥1,000/月 を頂戴致します (目安 : 10万PV/月で転送量100GB程度)

espar 価格表
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価格適用条件について

サイト内リダイレクト無し
対象となるWebサイト内でリダイレクトが存在するかどうかを判定します。.htaccessや
WordPressのRedirectionプラグイン等でリダイレクト設定されている場合が該当します。
(例) https://www.example.com/category/company/ → https://www.example.com/company/

URLパス末尾パラメタ無し

対象となるWebサイト内のURL末尾にGETパラメタ表記が存在するかどうかを判定します。html
上のURL表記に ? & = の全てまたは幾つかが含まれている場合が該当します。アンカーリンクの 
# はカウントされません。
(例) https://www.example.com/page?category=product&id=1

javascriptレンダリング不要

対象となるWebサイト内でjavascriptが実行されてはじめてURLが分かるようなサイト内リンク、
CSS、画像の参照等が存在するかどうかを判定します。javascriptが実行されなければURLが確定
しないものが存在する場合が該当します。
(例) javascriptで <img>タグのsrc属性に指定する画像ファイル名をランダムに変えている

レスポンシブ対応済
対象となるWebサイトがレスポンシブ対応しているかどうかを判定します。Webサイトがレスポ
ンシブ対応しておらず、PC向け・スマホ向け表示をUserAgent判定やWordPressプラグイン等で
切り替えている場合に該当します。

動的要素(フォーム)なし
対象となるWebサイト内の動的要素の有無を判定します。問い合わせフォームや検索フォームが
存在する場合に該当します。そのほか、サイト精査の結果、閲覧者のアクセスの都度WordPress
サーバ上のPHPが動作しなければならないことが判明すれば該当します。

トライアルの申込時や見積ご依頼時に、「対象サイトが静的化し易いサイトかどうか」を精査させて頂きます。精査の結果に基づいて、基本の

初期費用・月額費用を見積もらせて頂きます。以下条件に該当しなくても静的化準備指標が高い(費用が安い)診断結果が出る場合もあります。
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● 弁当屋に学ぶWPサイト静的化の有効性

● 静的化を阻む課題と対処療法

● WPサイト静的化の丸投げサービス

● 真に攻撃されないWPサイト作り

AGENDA



厨房は厨房。販売は販売。

静的化



厨房の前にシャッターを下ろす

静的化



厨房を別の場所に移して存在を隠す

静的化



www.example.com

静的化 転送

htmlhtml

www

DNS

監視

wp.example.com

身内だけが知る別の住所に移って施錠すれば攻撃は届かない

変換 : wp → www

コンビニ弁当の工場ラインを襲撃できますか？



Static Web Server

www

DNS

プロキシは無くすのが理想

♪

第三者を厨房に入れない



静的ページ用フォームツール「espar form」

埋め込み用jsコードを貼るだけでフォームが動き出す



静的ページ用会員コンテンツツール「espar auth」



静的ページ用会員コンテンツツール「espar auth」

jsコードを埋め込むだけで、静的ページなのに認証ができる



www.example.com

静的化 転送

htmlhtml

www

DNS

監視

wp.example.com

WordPressを「htmlを組み立てるだけ」のツールに位置付けたら

WordPressサイトは攻撃されない、安心で高速なサイトになる





Contents Management System

に

Contents Delivery System
Contents Distribution System

の役割も期待していること

WordPressに問題がなくならない理由



Contents Management System

に

Contents Delivery System
Contents Distribution System

の役割も期待していること

WordPressに問題がなくならない理由

だから、静的化で補う



fastest and safest


