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IISバージョンとOS対応表
製品発売日 OS

バージョン
IIS
バージョン

備考

1997/05/15 Windows NT 4.0 SP3 IIS3.0

1997/12/02 Windows NT 4.0 Option Pack IIS4.0 MTS登場（Microsoft Transaction
Server）

2000/03/31 Windows 2000 Professional
Windows 2000 Server etc

IIS5.0 COM+登場

2001/12/31 Windows XP IIS5.1

2003/05/28 Windows Server 2003 IIS6.0 XP SP2 と 2003 SP1がセキュリテゖ
強化

2005/04/24 Windows XP x64 Edition IIS6.0

2007/01/25 Windows Vista IIS7.0

2008/05/06 Windows Server 2008
Windows Web Server 2008

IIS7.0 Vista SP1と同じレベル

？ Windows 7 IIS7.5

？ Windows Server 2008 R2
Windows Web Server 2008 R2

IIS7.5
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Webサーバーの展開と管理を考えてみる

•IIS環境設定

•ゕプリの配置

• ヘルスモニタリング

• キャッシュ設定

• 圧縮設定

•OS とンストール

•IISのンストール

•全体構成

• ログ機能

• ログ解析

（Log Parser等）

• 次の構築へ生かす レポート

解析

構築

展開

設定

ゕプリ配置

運用

監視



4

構築・展開
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OSのンストールとともに

• WINNT32.exe と 応答フゔル

• [Components] [InternetServer] の二つの
セクションのオプションをセット

• IIS 6.0 の無人ンストールを実行する方法
http://support.microsoft.com/kb/309506/ja

• Appendix E: Unattended Setup
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc758047.aspx

• リソースキット機能編
無人ンストール 付録 B
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OSのンストールとともに

• OSンストールのカスタマズ

• Microsoft Deployment Toolkit

セットアップ

OS の追加

MDT インストール

ドライバーの追加

パッケージの追加

アプリケーションの追加
設定

タスクシーケンスの作成

配布ポイントの作成

タスクシーケンス

展開

MDT Lite Touch セットゕップ手順
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IISのンストール

• 無人ンストール

• 応答フゔルは OS ンストールと同じよう
に作成する

• Sysocmgr コマンドで実行
Sysocmgr.exe /i:sysoc.inf /u:%PathToUnattendFile%

• IIS 6.0 の無人ンストールを実行する方法
http://support.microsoft.com/kb/309506/ja

• Appendix E: Unattended Setup
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc758047.aspx
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IISのンストール

Vista 2008 2008
Core

Win7 2008
R2

R2
Core

GUI
Windows機能の～
OptionalFeatures.exe

◎ なし なし ◎ なし なし

Pkgmgr ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Ocsetup ○ △ ◎ ○ △ ○

GUI
サーバーマネージャー

なし ◎ なし なし ◎ なし

ServerManagerCmd なし ◎ なし なし △ なし

Dism
Add-WindowsFeature

なし なし なし ◎ ◎ ◎

PowerShell
ServerManager
コマンドレット

なし なし なし なし ☆ ☆
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IISのンストール

• Pkgmgr.exe
• start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-

CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-
DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-
ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-
ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-
ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-
LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-
CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-
BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-
DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-
IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-
RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-
HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-
WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-
ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-
IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-
LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-
FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-
ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

• [HOW TO] IIS7.0 のンストール方法
http://blogs.technet.com/hirookun/archive/2007
/09/08/iis7-how-to-iis7-0.aspx
http://social.technet.microsoft.com/forums/ja-
JP/iis7ja/thread/bf87da4b-2e84-475a-8984-
fc1e1e2e215d/

• パラメーターで XML ファイルを指定できる
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IISのンストール

• ocsetup.exe

• start /w ocsetup IIS-WebServerRole
※2008 フルンストールだと機能しな
いが、R2では既定ンストール

• ※Server Coreでも利用可能

• [HOW TO] IIS7.0 のンストール方法
http://blogs.technet.com/hirookun/archive/
2007/09/08/iis7-how-to-iis7-0.aspx
http://social.technet.microsoft.com/forums/
ja-JP/iis7ja/thread/bf87da4b-2e84-475a-

8984-fc1e1e2e215d/
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IISのンストール

• ServerManagerCmd.exe

– WhatIf などGUIよりパワフルな面も

– ServerManagerCmd -install Web-Server -a(

– ServerManagerCmd -install Web-Server -a -WhatIf

– ServerManagerCmd.exe -inputPath Default_FULL.xml

• [HOW TO] IIS7.0 のンストール方法
http://blogs.technet.com/hirookun/archive/2007/09/08/iis7-how-to-
iis7-0.aspx
http://social.technet.microsoft.com/forums/ja-
JP/iis7ja/thread/bf87da4b-2e84-475a-8984-fc1e1e2e215d/

<ServerManagerConfiguration Action="Install" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration
/2007/1">

<Role Id=“Web-Server” InstallAllSubFeatures=“true” /> 
</ServerManagerConfiguration>

-a は -allSubFeatures の省略： 指定しているよりも下を全部という意味
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IISのンストール

• DISM.exe
– Windows Server 2008 R2 と Windows 7

– /onlineで実行中のOS、/imageでオフラン

– 役割や機能を追加・削除するための新しいコマ
ンドランツール
• ンストールステータスを表示

• Pkgmgr, Ocsetup よりも便利なエラー処理

– 複数の機能を一つのコマンドランから
実行可能
Dism /online /enable-feature 
/featurename:IIS-WebServerRole
/featurename:IIS-WebServer ・・・
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コマンドの説明ばかりですが、、、

• BATにまとめると簡単！

• どうしてもWSHでやりたい、、、
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject (“WSCript.shell”) 
WshShell.run “cmd /K CD C:¥ & Dir” ・・・コマンド実行例です。
Set WshShell = Nothing

• とか
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell“)
Return = WshShell.Run("notepad " & WScript.ScriptFullName, 1, true)
Set WshShell = Nothing

• あれ？ PowerShell って表に書いてあったような
応用編 (3) でね （*^_^*）
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設定・ゕプリ展開
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IISの環境設定

• IISの環境設定とは、

• 環境設定フゔルを何かしらの方法
で変更することである。原則的には。

バージョン スキーマファイル 環境ファイル

IIS 5.ｘ MetaBase.bin

IIS 6.0 MBSchema.xml MetaBase.xml

IIS 7.x IIS_Schema.xml applicationHost.config
+

Web.config
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IIS6.0自動化支援

• IIS 6.0 のコマンドラン管理スクリプト

– <システムルート>¥system32 に存在

分類 スクリプト 説明

Web関連 iisweb.vbs Web サトの管理

iisvdir.vbs Web 仮想デゖレクトリの管理

iisback.vbs IIS 構成情報のバックゕップ、管理

iiscnfg.vbs IIS メタベースの全要素、または一部の要素をンポートおよ
びエクスポート、あるいは別のコンピュータへコピー

iisext.vbs ゕプリケーションの有効化と一覧表示、ゕプリケーションの依
存関係の追加と削除、Web サービス拡張の有効化、無効化、
および一覧表示、個々のフゔルの追加、削除、有効化、無効
化、および一覧表示

iisapp.vbs 実行中のゕプリケーションを一覧表示

FTP関連 iisftp.vbs FTP サトの管理 ※Active Directory のユーザー分離を設定
することもある

iisftpdr.vbs FTP 仮想デゖレクトリの管理
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• Iisback.vbs /backup /b “任意の名前”

• C:¥windows¥system32¥inetsrv¥MetaBackへ

• これで採取できる情報は下記

–任意の名前.md数字 （MetaBase.xml ）

–任意の名前.sc数字 （MBSchema.xml）

• .md9/.sc9の後は .md10/.sc10

• Iisback.vbs /list で一覧を確認

構成情報のバックゕップ
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• 大きな構成変更があった際にIISが自動取得

• C:¥windows¥system32¥inetsrv¥history

• 既定では 最大10組 保持する

– メタベースの EnableHistoryとMaxHistoryFiles

• 取得される情報は下記
– MetaBase_XXXXXXXXXX_XXXXXXXXXX.xml

– MBSchema_XXXXXXXXXX_XXXXXXXXXX.xml

X:数字

• iisback.vbs /list では表示されない

• 今日はスクリプト。でも Metabase Explorer 紹介

構成情報の履歴機能
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5.Ｘ,6.0 環境でのスクリプテゖング

• Script Repository

– IIS5.0 と IIS5.1
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/iis/iis5x/default.mspx

• ゕプリケーション関連、基本管理、圧縮関連

• Webサト管理、FTPサト管理

– IIS6.0
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/iis/iis6/default.mspx

• ゕプリケーション関連、認証関連、基本管理

• BITSサーバー関連、証明書管理、圧縮関連

• フゖルター管理、ログ管理

• IMAP管理、SMTP管理、 POP3管理、 NNTP管理

• Webサト管理、FTPサト管理
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MetaBase.xmlMBSchema.xml

6.0 環境でのスクリプテゖング

メタベースの記憶域レヤー

ABO(Admin Base Object)

メモリー内
メタベース

ADSI WMI
(root¥MicrosoftIISv2）

IIS
スナップン

ユーザー
プログラム

テキスト
エデゖター
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他にも
•administration.config

IISツールUI関連構成、IISユーザー情報

•redirection.config
シェゕドコンフゖグレーション設定

新しい環境構成メカニズム

スキーマ定義フゔル：%windir%¥system32¥inetsrv¥config¥schema¥

IIS_schema.xml, ASPNET_schema.xml , FX_schema.xml

machine.config

web.config

¥Windows¥Microsoft.NET¥Framework¥vX.X.XXXXX¥config

applicationHost.config

¥Windows¥System32¥inetsrv¥config

IIS5.ｘとIIS6.0のメタベースがこの
新しいメカニズムに移行した。
IIS6互換機能を入れれば今まで利用した

スクリプト類も動作する。

web.config

web.config
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• Appcmd add backup “任意の名前”

• C:¥windows¥system32¥inetsrv¥backup

• これで採取できる情報は下記

– applicationHost.config （メインの構成ファイル）

– administration.config （IISマネージャー関連）

– redirection.config （共有構成のため）

– Metabase.xml （IIS6互換機能）

– MBSchema.xml （IIS6互換機能）

–標準ではない Schemaを ¥Schemaフォルダに

構成情報のバックゕップ
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• 大きな構成変更があった際にIISが自動取得

• C:¥inetpub¥history

• Appcmd list backup で一覧を確認

– この一覧には手動もリストされる

• 取得される情報は下記

– applicationHost.config

– administration.config

–標準ではない Schemaファイル

構成情報の履歴機能
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複数ある管理方法、ツール

IIS

マネージャ

マネージド

API(MWA)
WMI appcmd

コンフゖグレーション リーダー
ゕンマネージド

API

XML コンフゖグ フゔル
applicationHost.config

web.config

手法 ツール・手段

GUI IIS マネージャ(inetmgr.exe）

コマンドライン WMI (root¥WebAdministration)

スクリプト windows¥system32¥inetsrv¥appcmd.exe

マネージドコード Microsoft.Web.Administration
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Webサトの新規作成

• Appcmd.exe

– 管理者実行でコマンドプロンプトを開く
• cd c:¥windows¥system32¥inetsrv

• appcmd add apppool /name:”Site2”

• md c:¥Site2

• appcmd add site /name:"Site2" /bindings:http/*:8081: 
/physicalPath:”c:¥Site2”

• appcmd set app “Site2/” –applicationpool:”Site2”

– 何かページを置く

– ブラウザーで動作確認
• http://localhost：バンドポート

例： http://localhost:8081/
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Webサトの新規作成

• WMI – VBScript 好きはこちら
– 「IIS 管理スクリプトおよびツール」が必要

– CIM Studio で構造を確認しよう！

• WMI Tools
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6430f853-1120-48db-8cc5-
f2abdc3ed314&displaylang=en

– 任意の名前で.vbsフゔルを作成しよう！
Set oIIS = GetObject(“winmgmts:root¥WebAdministration”)
Set oBinding = oIIS.Get(“BindingElement”).SpawnInstance_
oBinding.BindingInformation = “*:80:www.newsite.com”
oBinding.Protocol = “http”
name = “NewSite”
physicalPath = “C:¥inetpub¥wwwroot”
arrBindings = array(oBinding)
Set oSiteDefn = oIIS.Get(“Site”)
oSiteDefn.Create name, arrBindings, physicalPath
WScript.Echo “サトの作成が成功しました！”

http://learn.iis.net/page.aspx/162/managing-sites-with-iis-7s-wmi-provider/
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ABO マッパーによる互換性

• 互換性を提供する:
– スクリプト

– コマンドランツール

– ABOへの直接呼び出し

• デフォルトではインストールされない

• IIS6ができることが限界
– 新しいIISプロパテゖの読み書きはできない

• ゕプリケーションプール: managedPipelineMode, 
managedRuntimeVersion

• リクエストフゖルタリング

• フェールドリクエストトレーシング

– ASP.NETプロパテゖの読み書きはできない

– web.config フゔルの読み書きはできない

– 新しい実行時データにはゕクセスできない
例）ワーカープロセス、実行中のリクエストの状態情報 applicationHost.config

IISADMIN

ABOMapper

IIS6 
ADSI Script
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ゕプリの配置

• XCOPY

–新しい構成システムにより、ゕプリケー
ションのフォルダーをXCOPYすることで
展開が可能

–基本は
XCOPY ソースフォルダー 宛先フォルダー

– applicationHost.config も実はコピー可能
サーバー依存の情報はもう持たない
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ゕプリの配置

• Web Deployment Tool（MSDeploy.exe）

– ゕプリケーションのパッケージングと展開

– Visual Studio 2010 との連携を予定

– Web フゔームの管理を簡素化

– IIS 6.0 及び IIS 7.0 サーバー間の同期

• IIS6.0 環境を IIS7.ｘ環境に移行も可能！

• IISマネージャを拡張してくれる

• ダウンロードして使う拡張機能
http://www.iis.net/extensions/WebDeploymentTool

http://www.iis.net/default.aspx?tabid=20111
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まとめ

• IIS7 になってからスクリプト実行は多彩な
方法がとれるようになったのでそれぞれの
特長を知っておくことが大事

• IIS7 では IIS6 のスクリプトを動作させる
互換機能を搭載している
ABO も ABO Mapper というのがある

• ゕプリの配置はこれからどんどん楽になる
XCOPY、MSDEPLOY.EXE
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宣伝
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IIS＆Webテクノロジーに関する勉強会

• 積極的にこの技術エリアで発信したいと思っている
方を引き続き募集中！！

• エバンジェリストとの親密なコミュニケーション
• Windows Liveのグループ機能を活用

注意事項
• 情報収集のためだけ
の参加はNG

• メンバーへの氏名と
メアドの公開

• 定期的なオフ会ある
いはLive Meetingへ
の参加ができること

• TFセミナーやサイト
での発信

興味がある方は http://iisjapan.groups.live.comへ
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バーチャル ラボは、マクロソフトがホステゖングする仮想のソフトウェゕ評価環境に、
デスクトップ上の Web ブラウザからゕクセスし、製品評価やトレーニングができる 無償のオンラン サービス です。
最新のランナップ(ラボのシナリオ)は、TechNet バーチャル ラボ サト、TechNet Flash ニュースレターにて紹介します。

http://technet.microsoft.com/ja-jp/bb467605.aspx

IIS7.0のラボは９つ！

テスト用にハードウェゕや
ソフトウェゕを用意しなくても
サーバーやクラゕント環境を

実際に操作できる

仮想のソフトウェゕ評価環境

デスクトップの演習環境

複数マシン環境でも場所の確保不要

マニュゕル(90分シナリオ)付き
新しいシナリオも続々登場！！

準備するのは、Web ブラウザとンターネット接続環境だけ

TechNetバーチャルラボ
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関連サト

• 講師のブログ
http://blogs.technet.com/hirookun

• IIS 7.0 製品サト
http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/
technologies/internet-information-services.mspx

• TechNet ラブラリ（操作ガド、展開ガド）
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc753433.aspx

• ご質問は TechNet IIS7.0 フォーラム
http://social.technet.microsoft.com/forums/ja-JP/iis7ja/threads/

• IIS.NET （英語）
http://www.iis.net

先行発表！！ http://technet.microsoft.com/
TechNet に “IIS TechCenter“ が GW前にオープン予定です。
ここには IIS を取り扱うための情報を集約します。
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ひと目でわかる IIS7.0
http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/A04900.html

• 出版：
日経BPソフトプレス

• タトル：
ひと目でわかるIIS7.0

• ページ数：
272ページ

• ISBN：
978-4-89100-612-9

• 定価：
本体2,835円税込

• 発行日：
2008年10月14日
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IIS7.0 Webサーバー管理ガド
http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/C06100.html

• 出版：
日経BPソフトプレス

• タトル：
IIS 7.0 Webサーバー
管理ガド

• ページ数：
248ページ

• ISBN：
978-4-89100-570-2

• 定価：
本体2,940円 税込

• 発行日：
2008年5月19日
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IIS7.0 リソースキット
http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/A06400.html

• 出版：
日経BPソフトプレス

• タトル：
Microsoft Windows 
Server 2008リソース
キット IIS 7.0編

• ページ数：
832ページ

• ISBN：
978-4-89100-633-4

• 定価：
本体 9,450円 税込

• 発行日：
2009年4月27日


