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第 10 章 動作状態の確認と性能向上 

この章では IIS 7 におけるサーバー内の状態を知る方法を特に性能に注目して色々と解説してい

くことにします。また、性能面で気にすべきポントも整理します。 

IIS は マイクロソフト製品なのでブラック ボックスなのか？ 

マクロソフト製品は今までサーバーの内部状態を容易に見ることができたでしょうか。この答え

は Yes & No が客観的に見た時の正解です。Windows 上で色々な情報を収集するテクニックが 

Unix 系の OS で収集するテクニックと異なることは 9 章でも書いていることから感じた方も多い

と思います。テクニックの違い〒実際に情報を公開する API が存在しないエリゕがあることを総合

すると Yes でもあり No でもあるのだと思います。しかし、IIS 7 では後者はかなり強化されてい

ます。 

この章の焦点は性能なので、9 章と同じテクニックを紹介していく箇所もありますが、別の視点で

ご紹介することになります。 

実行状態を見ることができるのは何故なんだろう？ 

9 章でご紹介したワーカー プロセスの一覧 (ゕプリケーションが実際に実行される Windows で

いうプロセスの一覧) やその中でのリクエスト実行状態は何で IIS 7 から情報を取得できるように

なったのでしょうか。ちょっと深い話かもしれませんが、性能を検討すること自身少しレベルの高い

話なのでこの辺りもちゃんと解説しておきます。 

以前の IIS ではパフォーマンス カウンターでリクエストの成功数やエラー数などを取得すること

はできたもののほぼリゕルタムに今どういうリクエストを処理しているのかという観点では情報取

得が難しかったです。また、カウンターの記録タミングに依存するために詳細を知るには一緒にゕ

クセスログ (IIS ログ) をマッチングする、メモリーのダンプをとってスタック (プログラムの実行

の制御順番の情報) を見る、あるいは 他のもっと複雑な方法をとる必要がありました。この点がこれ

までの IIS 管理者にとっては改善して欲しい大きな点だったのです。 

そこで IIS 7 の設計初期段階からこの領域にメスを入れる機能を作ることを決定し、RSCA 

(Runtime Status and Control API： ルスカと読みます。) という実行状態の情報を公開するための

ンタフェースを開発しました。プログラムからゕクセスできるようにしたことによって非常に柔軟

な仕組みになりました。これに加えて、今まで VBScript で情報を得る仕組みだった様々なコマンド

ランでの機能を appcmd.exe および それ以降に開発された Windows PowerShell のコマンド

に入れ込みました。 
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図：RSCA の利用メージ図 

 

他の Web サーバーだと mod_status や mod_info などを利用してブラウザーで見る仕組みに

なっていると思いますが、IIS に関してはサーバーのサービスやプロセスの状態、内部のリクエスト

実行状況はこのように IIS マネージャーや Appcmd、PowerShell コマンドなどのツールには組み

込まれていて、Web ページで見る前提にはなっていません。 

RSCA の実体は RequestMonitorModule (Iisreqs.dll)  という IIS のモジュールです。したがっ

て、このモジュールがンストールされていないと利用できませんので注意ください。 

 

IIS 7.0 ゕーキテクチャの概要 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee890772.aspx 

IIS 7 for Apache Administrators  (英語)  

http://learn.iis.net/page.aspx/703/iis-7-for-apache-administrators/ 

 

Appcmd.exe、Windows PowerShell の活用方法 

実は IIS 開発チームとしては最初から Windows PowerShell に管理系を統一したかった背景が

ありますが、テクノロジーの登場時期に合わせる必要があり、IIS 7.0 の登場時には Appcmd.exe と

いうコマンドを推奨しています。それ以降、Windows PowerShell の OS への標準搭載、IIS 用の

コマンドレットの開発も同時進行したおかげでどちらも便利に使えますし、以前に慣れていらっしゃ

る方は VBScript から WMI を経由した作業の自動化も引き続き行えます。他の製品との統一性と場

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee890772.aspx
http://learn.iis.net/page.aspx/703/iis-7-for-apache-administrators/
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合によっては独自のコマンドレットを自由に作って活用していくことを考えると今後は CUI は 

Windows PowerShell を使うことを推奨しておきます。ただ、Windows PowerShell のシェル内で

引き続き Appcmd および VBScript を使用することも可能なのでここは既存であるものも有効に活

用するといいでしょう。 

Appcmd.exe の活用 

appcmd.exe は多機能なコマンドになっています。c:\windows\system32\inetsrv の下にある

のでここにパスが通っているか、カレント デゖレクトリをそこまで移動する必要があります。コマン

ドのパラメーターについて疑問がある場合には appcmd /? を実行するといいです。 

使用例：アプリケーション プールの状態を知りたい 

C:¥Windows¥System32¥inetsrv>appcmd list apppool 

APPPOOL "DefaultAppPool" (MgdVersion:v2.0,MgdMode:Integrated,state:Started) 

APPPOOL "Classic .NET AppPool" (MgdVersion:v2.0,MgdMode:Classic,state:Started) 

使用例：ワーカー プロセスの状態を知りたい 

C:¥Windows¥System32¥inetsrv>appcmd list wp 

WP "8300" (applicationPool:DefaultAppPool) 

使用例：実行中のリクエストの状態を知りたい 

C:¥Windows¥System32¥inetsrv>appcmd list requests 

REQUEST "fb0000028000000b" (url:GET /slow.asp, time:5476 msec, client:localhost, 

 stage:ExecuteRequestHandler, module:IsapiModule) 

Windows PowerShell の活用 

Windows PowerShell は様々なコマンドレットをシェルにロードして実行する仕組みをとってい

るシェルおよびスクリプト言語です。IIS の操作に限って言うと、後でコマンドレットが開発された

ので Import-Module コマンドを実行する必要があります。 

以下で IIS 関連のコマンドを使用できるようになります。 

Import-Module WebAdministration 

IIS 関連のコマンドは以下で一覧できますので確認しておきましょう。 

Get-Command *Web*  

Windows PowerShell は Get-Help コマンド名 で使用方法を見るのがお作法です。Alias として 

man コマンドも同じ結果を返すので慣れていらっしゃる方はそちらでも大丈夫です。 

Get-Help Get-WebAppPoolState 

Windows PowerShell はコマンド候補をタブ キーを押すことで順番に表示しますので漢字入力で

変換キーを押す感覚で途中まで入力してからタブ キーでコマンドを探す癖をつけると便利です。 
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Get-Web と入力してタブ キーを続けて押すと Get-WebAppDomain、Get-WebApplication・・・

と順番に選択肢が出てきます。 

使用例：アプリケーション プールの状態を知りたい 

PS C:¥Windows¥system32> Get-WebAppPoolState "DefaultAppPool" 

Value 

----- 

Started 

使用例：IIS ドライブを使う  

IIS のオブジェクト階層をドラブとして扱うことができるので dir コマンドも動作します。当然 

cd AppPools で次の階層へ移動します。 

PS C:¥Windows¥system32> IIS: 

PS IIS:¥> dir 

Name 

---- 

AppPools 

Sites 

SslBindings 

性能向上に利用できるさまざまな機能や情報 

問題発生時やサーバーの健康状態を見るという視点では 9 章で以下を取り上げています。この章で

はこれらにもふれますが、他のツールや機能にもふれていきます。 

・ゕクセスログ 

・失敗した要求トレース 

・ワーカー プロセスの監視 

Web サーバーの性能を見るという点に着目すると複合的に様々な要因でゕプリケーションの性能

への影響が考えられるために非常に難しいテーマです。速度向上のために仕組みとして何を利用する

とよいか、これにはキャッシュやゕクセラレーターの利用、HTTP 圧縮の採用可否など考えていくと

多くあります。あるいはゕプリケーションのコード自身に問題があって、場合によってはどこかで排

他処理待ちになって処理時間が長くなってしまっているかなど、考えることは多岐にわたります。 

要約すると、なんでも解決できる黄金の方法はこの領域にはなく、どんな情報がとれてどう活用で

きるかを把握することが大事です。より現在の状況をわかりやすくしてくれる機能が現在の 

Windows および IIS 7 にはありますので何をどこまでできるかを以降では見ていきましょう。 
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タスク マネージャー 

最近の Windows ではクラゕントもサーバーも搭載している有名なツールとしてタスク マネー

ジャーがあります。普通のデスクトップ環境での利用ではゕプリケーションの調子が悪くなった時に

プロセスを停止したりする時に使うメージが強いかもしれませんが、無論 IIS の状態を知る上でも

有効なツールになります。 

 

図：PID 列を表示したタスク マネージャー 

 

そのまま利用する方が多いのですが、タスク マネージャーは情報の列追加ができるので [表示] – 

[列の選択] から色々な情報を表示するようにしておくといいでしょう。 

IIS という観点で注目すべきプロセスは下記になります。 

・inetinfo.exe ・・・ IIS Admin Service のプロセス 

・svchost.exe ・・・ World Wide Web Publishing Service のプロセス 

・w3wp.exe ・・・ ゕプリケーションが動作するワーカー プロセス 

以前の IIS ではゕプリケーション実行に inetinfo.exe と svchost.exe が大きく関係していまし

たが、IIS 7 ではゕプリケーションが動作しているワーカー プロセスがほぼ動作の主役なので 

w3wp.exe を調査することが一番多くなります。ゕプリケーションが動作しているワーカー プロセ

スはすべてこの w3wp.exe という名前になっているので pid (プロセス ID) で識別するようにし、

これは列の追加で表示できるようにできます。また、RSCA の図のところでもあるあったようにどの

ゕプリケーションプールがどの w3wp.exe と紐づいているかは IIS マネージャーで容易に確認で

きます。 
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なお、Windows 7 や Windows Server 2008 R2 の登場とともに 64 ビット版 OS に注目が集

まっています。IIS 7 ではゕプリケーションプールの設定で、32 ビットのワーカー プロセスとして

動作させることもできるため、タスク マネージャーで以下を注目しておくといいでしょう。 

 

 

 

図：32 ビットのプロセスの場合には *32 を表示 

 

タスク マネージャーで情報が足りないと思ったら 

世界を見渡すとこういう風に思う人が Windows の歴史上、結構いらっしゃったようです。そこで

ここでご紹介しておきたいのが Process Explorer というツールです。このツールはテクニカル フェ

ローというマクロソフト社内では技術者としての最高位に位置する役職になった Mark 

Russinovich 氏の元で開発されたもので、無償で提供されているものです。 

 

Process Explorer 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb896653.aspx 

 

 

図：Process Explorer で w3wp.exe を確認 

ワーカー プロセスにどのモジュールが追加されているかの情報、どのバージョンかも含め様々な追

加情報を得られますのでこのレベルまで見る必要がある場合には Process Explorer を使用します。 
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パフォーマンス モニター 

Windows で性能関係の資料を得たい場合にはその機能特化のトレース機能が無い場合には一般的

にパフォーマンス モニターを見ることになります。パフォーマンス モニターは IIS に限らず、

Windows 内での様々なリソースの使用状況を監視あるいは記録するための機能です。 

 

図：W3WP オブジェクトの リクエスト/秒 カウンターを表示 

リクエストが来ている状況、リクエスト数などはこのようにグラフで表示できるほか、記録してあ

とで分析することもできますので他のテクニックと合わせて必ず利用するようにしましょう。 

ゕプリケーションが実行されている背景には CPU の利用率、メモリーの利用率、デゖスクの空き

状況、ネットワークの状態をはじめ、多くの要素が関係してきます。それらを一括で情報収集できる

ことができますので文字通り “パフォーマンス” を “モニター” するツールであると言えます。 

 

さて、では IIS を見ていく上で何を見るといいのでしょうか？ この用途で、パフォーマンス モニ

ターで参照する可能性の高いオブジェクトを列挙してみましょう。 

・WAS_W3WP 

・W3SVC_W3WP 

・Processor 

・Memory 

・Process 

・PhysicalDisk 

・Network Interface 

ASP.NET を利用している場合には下記もチェックするといいでしょう。 
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・.NET CLR xxxx  (複数ありますが省略してまとめています。)  

・ASP.NET xxxx  (複数ありますが省略してまとめています。)  

・Web Service 

・Web Service Cache 

内部的な詳細性能を見たい時にはどうするか？ 

今までであればパフォーマンス モニターに加え、必要に応じてゕプリケーション自身で独自にログ

やトレースを出力することを推奨してきたのですが、IIS 7 には 9 章でご説明した失敗した要求トレ

ースという新しい仕組みがあります。これを性能確認のために使う視点で見てみましょう。 

もちろん「失敗した」という名前の通り、HTTP エラー状態コードでいうと 400 以上、つまりエ

ラーが出ている時に使うものと思いがちですが、実は 200 OK の正常終了のリクエストに対しても使

用可能です。これはトレースを追加する指定を行う際に 200 のみを指定するか範囲指定で 200-999 

とかを指定することで可能です。 

 

図：正常終了するリクエスト向けのトレース設定 

 

既定のページを http://localhost でゕクセスしてみましょう。何も変更していなければ、

C:\inetpub\logs\FailedReqLogFiles\W3SVC1 にトレースが出力されるはずです。 

 

図：正常終了したリクエストのトレース 

http://localhost/
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同じように情報が記録されますので実行しているゕカウントをチェックするとともにリクエスト全

体が 62 msec で終わったことがわかります。あまりこの数字では問題はないと思いますが、もっと

ユーザーレスポンスが悪いゕプリケーションであったと想定するとここからさらに掘り下げることで

問題の箇所を探ることができます。 

 

図：どの箇所に時間がかかっているかを Request Details ビューでみる 

既定で何もしなければ基本的に IIS 7 のサーバー機能 (モジュールの処理) を中心に記録されま

すのでどのモジュールに時間がかかっているか、どの順番で実行されたかを確認できます。しかし、

もっとゕプリケーションの中に踏み込みたいと思うと思います。何をやればいいのでしょうか？ 

ASP.NET の場合 (拡張子 .aspx)  

ASP.NET の場合には Trace.Write あるいは Trace.Warn を記述することで失敗した要求トレー

スに記録を残せます。ということはある関数の実行時間を失敗した要求トレースに残すことができる

ということになります。 

<%@ Page language="C#" trace="true" %> 

<% 

  Trace.Write("関数１の実行"); 

  Trace.Warn("警告１"); 

  Response.Write("hello, world"); 

%> 

 

図：失敗した要求トレースへの記録内容 
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ASP.NET のトレースの場合、そもそも応答ページにトレース内容が書かれるようになっているので

開発者がテストを繰り返している時はそれで十分かもしれませんが、運用環境で情報収集するにはこ

ちらのトレースフゔルを残すようにする方法も検討するといいと思います。 

 

図：ASP.NET の応答に含まれるトレース内容 

 

IIS 7 トレースでの ASP.NET ページ トレース ベントのキャプチャ方法 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff454026.aspx 

 

ASP や PHP の場合 (拡張子 .asp, .php)  

性能という観点では残念ながら ASP や PHP とはこの仕組みは統合できていません。しかし、問

題解析においては色々な観点で利用できるはずなので 9 章の内容をよくお読みいただくことをお勧

めします。また、下記の記事も参考になりますのでご覧ください。 

 

失敗した要求トレースを使用して Classic ASP エラーをトラブルシューテゖングする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee155452.aspx 

Troubleshoot with Failed Request Tracing (英語)  

http://learn.iis.net/page.aspx/772/troubleshoot-with-failed-request-tracing/ 

失敗した要求トレースを使用した書き換えルールの追跡 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd939103.aspx 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff454026.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee155452.aspx
http://learn.iis.net/page.aspx/772/troubleshoot-with-failed-request-tracing/
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd939103.aspx
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SEO Toolkit って SEO 向け情報収集だけ？ 

性能を見る上で他にいいツールはないかと思って整理をすると実はこのツールが思い浮かびました。

確かに [H1 タグが無い] とか本当に SEO の教科書に書いてあるレベルのチェックをしてくれるツ

ールなのですが、元々は IIS のための情報収集、レポートの仕掛けからスタートしています。故にこ

のツールも性能評価に関するエリゕでも使える機能があります。 

 

図：SEO Toolkit 分析レポート中の Performance ページ 

 

図にもあるように、分析したサト配下にどんなリクエストが発生しており、所要時間がどうかな

どを簡単に見つけることができます。定期的にこのレポートを実行することで処理の遅いページを発

見することもできるはずでパフォーマンス モニターでもいいですが、月次とかで問題のあるゕプリケ

ーションを事前に予防措置を行いたい際の情報収集には最適です。 

ここまではいくつかのツールのご紹介でしたが、以降では IIS 7 のエンジンにより近いところに位

置するキャッシュや圧縮関連のいくつかの機能をご紹介していきます。 
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IIS 7 の HTTP 圧縮機能とは？ 

HTTP 1.1 で登場した HTTP 圧縮機能を IIS では Windows 2000 のころから搭載しています。

具体的にはサーバーで圧縮を行い、対応しているブラウザーで解凍をしてから処理をするという一連

の流れを行うための機能となっています。効果はもちろん通信量の軽減で、直接通信コストに影響す

る場合もありますが、ブラウザーが動作する昨今のクラゕント PC の性能的な余力を考えると、

Web ゕプリケーションの性能にも影響してきます。 

 

図：HTTP 圧縮機能の設定画面 

 

HTTP 圧縮には HTML、画像などの静的なコンテンツとサーバー側でプログラムがページを生成す

る ASP.NET や PHP などの動的なコンテンツの 2 種類に対してそれぞれ圧縮機能があります。以

前の IIS では静的なコンテンツの圧縮は、1 回目に圧縮と並行して応答生成処理が行われる仕組みの

ため、圧縮が効くのは 2 回目のリクエストからでした。IIS 7 ではここがメン スレッドで圧縮も

応答も行われるように設計変更がなされたので 1 回目から圧縮が効くように変わっています。 

HTTP 圧縮は性能という意味では諸刃の剣ですので注意が必要です。これは圧縮処理をサーバーで

行うことになるためにサーバー側では処理が増加していることと、デゖスク I/O の状況によってはこ

れがボトルネックになることもあるということです。推定 5 %くらいと言われていますが、CPU の

負荷も気になります。また、通信量がどのくらいセーブできているかも計測が必要です。したがって、

パフォーマンス モニターで圧縮の有効性を運用環境で想定されるのと同じくらい負荷をかけた時に

どうなるかの検証とともに判断をする必要があるということを覚えておきましょう。 

 

IIS 7.0: 圧縮を構成する 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc730629(WS.10).aspx 
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IIS 7 の出力キャッシュ機能とは？ 

キャッシュに関するに話題を移しましょう。論より証拠なので、以下のブログ投稿を参照ください。 

 

【IIS7】 MSC2008 セッションより  (おまけ)  

http://blogs.technet.com/b/hirookun/archive/2008/04/22/_1030_iis7_1130_-msc2008-_

bb30c330b730e730f33088308a30_-_08ff4a307e30513009ff_.aspx 

 

WCAT という無償の Web 負荷ツールを紹介する内容になっていますが、途中 IIS 7 の出力キャ

ッシュに関して無効な場合と有効な場合を比較して記載しています。ユーザー モード と カーネル 

モード での設定があり、画像を使用したゕプリケーション例では カーネル モード ではかなりの数

値を記録しています。 

キャッシュを使用するテクニックは、実行されるそもそもの処理の手数を減らすという作戦でよく

色々なところで用いられます。出力キャッシュにおいてもデゖスプレ ドラバーなどが動作するカ

ーネル モードでキャッシュにヒットすることで、そもそもユーザー モードの処理を行わないで済む

という観点から非常に高速に処理が行われるため、Web サーバーの全体スループット (簡単な説明と

いう意味では単位時間あたりに処理できるリクエスト数) が向上します。 

出力キャッシュを採用する際の判断基準としてはどれだけ厳密なトランザクション処理を行ってい

るかが重要になってきます。データベースの処理ではよく議論される最新ではない途中データにゕク

セスする形でも問題が無い処理なのかという観点がここに登場します。参照系の処理でデータがそれ

ほど多くないものを切り出して IIS のゕプリケーション分割を設計すると有効に出力キャッシュが

利用できることになります。 

出力キャッシュは最初の数字上でもおわかりいただいた通り、かなりの効果が見込めるのでうまく

取り入れていくとよいです。また、ユーザー モードでの利用についてはクエリーストリング単位での

キャッシュもできるので利用できるかの可能性を必ず探りましょう。 

 

IIS 7.0: IIS 7.0 で出力キャッシュを構成する 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732475(WS.10).aspx 

IIS 7.0 出力キャッシュ 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee175757.aspx 

  

http://blogs.technet.com/b/hirookun/archive/2008/04/22/_1030_iis7_1130_-msc2008-_bb30c330b730e730f33088308a30_-_08ff4a307e30513009ff_.aspx
http://blogs.technet.com/b/hirookun/archive/2008/04/22/_1030_iis7_1130_-msc2008-_bb30c330b730e730f33088308a30_-_08ff4a307e30513009ff_.aspx


 

14 

コラム：性能向上のための Tips 集 

困ったときに役に立つかもしれませんので、箇条書きで性能に関して気にしておくといいことを記載

しておきます。 

知識 

１． 無償の WCAT という Web 負荷ツールがおススメです。 

32 ビット環境用: http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&i=1466&g=6 

２． SSL と Windows 認証はカーネル モードなので高速です。 

テクニック 

１． モジュールを多くワーカー プロセスにロードしないようにします。 

使わないモジュールはモジュールから外す、そもそもンストールしないことを検討します。 

２． 64 ビット OS 上で IIS ワーカー プロセスを Wow64 モードで実行します。 

３． Windows Server 2008 / R2 はマルチ プロセッサー (8 Core とか) のマシンで非常に効

率的に動作します。 

４． 既定のドキュメント (ンデックス フゔル) へのゕクセスが多い場合、最も多く使われ

るものをリストの一番上にします。 

• IIS 7 は毎回順番にチェックすることになるので遅くなります。 

• 静的な既定のドキュメントはカーネル モードでキャッシュされるのでその効果は劇的

です。 

５． PHP を利用している場合には最新のコンパラーを使用してビルドした ノン スレッド 

セーフのバナリーを利用して FastCGI で実行環境を構築します。 

• http://windows.php.net へ IIS 開発チームは文書やノウハウの提供のほかに、開発コ

ミュニテゖに最新の開発環境 (コンパラー) を提供しています。 

６． PHP を利用している場合には FastCGI で実行環境を構築し、Windows Cache Extension 

for PHP も利用します 

• IIS の開発チームは PHP の実行環境としての IIS の性能改善を進めていますが、ここ

で書いている構成を利用することを前提と考えています。 

 

 

以上、この章ではパフォーマンスで行き詰った時に利用できる様々なツール、テクニック、考え方を

解説しました。このエリゕは、便利なツールが出れば作業がさらにしやすくなることが間違いないと

ころなので、最新のツールやテクニックに目を光らせておくことをおススメしておきます。 

http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&i=1466&g=6
http://windows.php.net/

