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 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 ソフトウエアー (OSS) の 

XOOPS 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。XOOPS は、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。 

 

IIS の機能拡張として URL Rewrite 拡張、FastCGI 拡張などが用意されています。 

機能拡張は 利用する IIS により、構成や設定に違いがあるため、それぞれについて説明します。 

 

PHP、MySQL、XOOPS の構成については、それぞれのソフトウェアー インストール ガイドに沿って構

成してください。 

 

参考として、Microsoft Web Platform Installer (Web PI) を利用して、PHP 、IIS 拡張機能、MySQL を構成

する方法についても、説明します。 
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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］の［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］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］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。  

 

 URL 書き換えモジュールを構成する 

 Windows Server® 2008 R2 に URL 書き換えモジュールを構成する 

1. TechNet IIS TechCenter の URL 書き換えモジュールのサイトから、［URL Rewrite Module 1.1］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。 

 

Web PI を利用してインストールすることも可能です。 

(参考)Web Pl を利用して PHP、URL 書き換えモジュール、FastCGI 拡張を構成する 

 

 Windows® XP Professional の URL 書き換えモジュールについて 

IIS5.1 では URL 書き換えモジュールは標準では用意されていません。 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/iis/ee854973.aspx


 FastCGI 拡張と PHP を構成する 

 IIS での PHP アプリケーション利用について 

FastCGI 拡張を利用して IIS 上で PHP アプリケーションを実行する方法を説明します。 

 

 PHP のダウンロードとインストールする 

PHP サイトのダウンロードページから、非スレッドセーフの PHP 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 FastCGI 拡張と PHP を構成する 

IIS7.5 では ［World Wide Web サービス:アプリケーション開発機能:CGI］機能を選択することにより 

FastCGI 拡張を利用可能です。 

 

1. PHP が動作するように FastCGI 拡張 の設定をする 

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］の［接続］ウインドウのツリ

ーでサーバーを選択する。［FastCGI の設定 (FastCGI Settings)］をダブルクリックする。 

 

 

 

2) ［FastCGI の設定 (FastCGI Settings)］［操作］ウインドウの［アプリケーションの追加 (Add 

Application)］をクリックする。 

 

http://www.php.net/downloads.php


 

 

3) ［FastCGI アプリケーションの追加 (Add FastCGI Application)］で PHP の情報の設定をする。 

 

 

 

完全なパス：非スレッドセーフの PHP(php-cgi.exe) をフルパスで記述 



引数：php-cgi.exe に与えるコマンドラインオプションを記述 

 

4) ［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］［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。 

 

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

 

 

6) ［モジュールマップの追加］で、PHP 用の情報を設定する。 

 

［モジュールマップの追加］の［要求の制限］をクリックする。 



 

7) ［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。 

 

［モジュールマップの追加］の［OK］をクリックする。 

 

 

2. PHP の設定ファイル(php.ini) を作成する 

1) PHP のインストール ディレクトリの php.ini-recommended を php.ini にコピーする。  

2) php.ini を修正する 

 

- php.ini の修正内容 - 

 

cgi.fix_pathinfo=1; 

fastcgi.impersonate = 1; 

cgi.force_redirect = 0; 

 

 

3. PHP アプリケーションの動作を確認する 

1) サイト ディレクトリに phpinfo.php を作成する。 

 

- phpinfo.php - 

 

<?php phpinfo(); ?> 

 

2) ブラウザで phpinfo.php を表示する。 

 

 Windows® XP Professional に FastCGI 拡張と PHP を構成する 

1. FastCGI 拡張のダウンロードとインストール 

TechNet IIS TechCenter の FastCGI for IIS 6 サイトから、［FastCGI for IIS 6］を各自のファイル シス

http://technet.microsoft.com/ja-jp/iis/ee839445.aspx


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。 

Web PI を利用してインストールすることも可能です。 

(参考)Web Pl を利用して PHP、URL 書き換えモジュール、FastCGI 拡張を構成する 

 

2. PHP が動作するように FastCGI 拡張の設定をする 

IIS.Net の Configure the FastCGI Extension for IIS 6.0 (英語) サイトに従って、FastCGI 拡張の設定を

します。 

1) PHP 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、PHP 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。 

http://learn.iis.net/page.aspx/248/configure-the-fastcgi-extension-for-iis-60/


 

(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：%WINDIR%¥system32¥inetsrv¥fcgiext.dll 

拡張子：.php 

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。 

 

2) FastCGI の設定ファイル (FCGIEXT.ini)を修正する。 

FastCGI の設定ファイル (FCGIEXT.ini) は FastCGI のインストール ディレクトリに存在します。 

(FastCGI のインストール ディレクトリ：%WINDIR%¥system32¥inetsrv) 

 

FCGIEXT.ini の ［Type］カテゴリーに PHP のスクリプトプールの設定を追加します。 

 

- FCGIEXT.ini の修正内容 - 

 

［Type］ 

php=c:¥php¥php-cgi.exe 

php:123154536=PHP Site 

*=Wildcard Mapping 

 



この場合、［c:¥php¥php-cgi.exe］ がプロセス ネームになります。 

プロセス ネームには非スレッドセーフの PHP(php-cgi.exe) をフルパスで記述しています。 

また、［PHP Site］がセクション ネームになります。 

 

［Type］で設定したプロセス ネームとセクション ネームを元にプロセスとセクションの情報を

FCGIEXT.ini に追加します。 

 

- FCGIEXT.ini の修正内容 - 

 

［c:¥php¥php-cgi.exe］ 

QueueLength=999 

MaxInstances=20 

InstanceMaxRequests=500 

 

［PHP Site］ 

ExePath=c:¥php¥php-cgi.exe 

EnvironmentVars=PHPRC:C:¥Inetpub¥wwwroot 

MaxInstances=20 

IdleTimeout=200 

ActivityTimeout=20 

RequestTimeout=60 

InstanceMaxRequests=1000 

 

 

［PHP Site］ の ExePath と EnvironmentVars が重要です。 

ExePath には非スレッドセーフの PHP(php-cgi.exe) をフルパスで記述してください。 

EnvironmentVars には 「PHPRC:」に続けて、サイト ディレクトリをフルパスで記述します。 

 

FastCGI の設定ファイル (FCGIEXT.ini)を修正する事により、他言語拡張の利用や、セクション毎

のプロセスプール作成も可能です。 

詳細は、IIS.Net の Configure the FastCGI Extension for IIS 6.0 (英語)をご確認ください。 

 

3. PHP の設定ファイル(php.ini) を作成する 

1) PHP のインストール ディレクトリの php.ini-recommended を php.ini にコピーする。 

2) php.ini を修正する。 

 

- php.ini の修正内容 - 

 

cgi.fix_pathinfo=1; 

fastcgi.impersonate = 1; 

cgi.force_redirect = 0; 

 

http://learn.iis.net/page.aspx/248/configure-the-fastcgi-extension-for-iis-60/


4. サイト ディレクトリに phpinfo.php を作成する。 

 

- phpinfo.php - 

 

<?php phpinfo(); ?> 

 

5. ブラウザで phpinfo.php を表示する。 

 

 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。 

 

 XOOPS を展開する 

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

仮想ディレクトリへの登録に違いが有ります。 

  

1. XOOPS をダウンロードと解凍する 

SourceForge.net の hodajuku XoopsCube distribution サイトから最新版の「hodajuku XoopsCube 

distribution」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。 

XOOPS を展開したディレクトリの html ディレクトリを仮想ディレクトリとして登録する。 

また、アプリケーション プール ID のアクセス権を仮想ディレクトリに設定する。 

（IIS7.5 の場合、アプリケーション プール ID が「ApplicationPoolIdentity」の場合は「IIS_USRS」が

ユーザー名になります。) 

 

1) IIS5.1 on Windows® XP Professional の仮想ディレクトリ登録 

(a) ［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］の［接続］ ウインドウ

のツリーを利用して、Web サイト、またはディレクトリを選択する。 

ツリー、またはコンテンツビュー上で、マウスを右クリックするメニューから［仮想ディレク

トリの追加］を選択する。 

(b)  

2) IIS7.5 on Windows Server® 2008 R2 の仮想ディレクトリ登録 

(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、Web サイト、またはディレクトリを選択する。 

ツリー、またはビュー上で、マウスを右クリックするメニューから［新規作成］の［仮想ディ

レクトリ］を選択する。 

 

(b) [仮想ディレクトリの追加]ダイアログボックスを利用して、仮想フォルダを作成する。 

［アクセス許可］の［ISAPI アプリケーションや CGI などを実行する］を選択してください。 

http://dev.mysql.com/downloads/
http://sourceforge.net/projects/hodajuku/files/Package_hd%20for%20XCL2.1/


 

 

 

2. MySQL に XOOPS のデータベースを作成する 

XOOPS のコンフィグ アプリケーションを起動する前に、MySQL に XOOPS 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 : xoops 

データベース ユーザ名 : xoops 

データベース ユーザパスワード : 任意のパスワード 

 

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

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) インストール作業に使用する言語を選択 



［ja_utf8］を選択して ［次へ］ ボタンをクリックする。 

 

2) XOOPS Cube インストールへようこそ 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 

3) ファイルのアクセス権のチェック 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 



4) データベース、およびパス・URL の設定 

サイトの情報、データベース情報を設定する。 

［次へ］ボタンをクリックする。 

 

5) 設定内容の確認 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 

6) 設定の保存 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 

7) パス・URL のチェック 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 

8) ファイルのアクセス権のチェック（追加分） 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 

9) サーバセッティング 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 



 

10) サーバセッティングの保存 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 

11) データベース設定の確認 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 

12) データベースをチェック 

内容を確認して ［次へ］ボタンをクリックする。 

 

13) データベーステーブル作成 

内容を確認して［次へ］ボタンをクリックする。 

 

14) データの生成 

管理ユーザの情報、使用するテーマセットを選択する。 

［次へ］ボタンをクリックする。 

 

 



15) XOOPS インストール完了 

 

4. XOOPS の管理画面にログインして、XOOPS の各種設定を実施する。 

［ログイン］から XOOPS の管理画面から、XOOPS の各種設定を実施してください。 

インストール用ディレクトリが存在する場合は、インストール用ディレクトリ削除が促されます。 

管理画面の URL は http://localhost/xoops/admin/ です。 

 

XOOPS 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 XOOPS サイトを起動して動作を確認し

てください。 

 

http://localhost/xoops/admin/

