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DMZ での Web サーバの設定例 
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はじめに

Cisco Unified Web Interaction Manager（Unified WIM）アプリケーション サーバは通常、企業内
ネットワークにあるため、インターネット上で顧客とのチャット セッションを行うには外部の
Web サーバが必要です。 企業イントラネット上の共有ファイル システムとデータベース
（DB）サーバへ Demilitarized Zone（DMZ; 緩衝地帯）にある外部 Web サーバからアクセスする
ことは、一般的に禁じられています。 これは、Cisco Unified E-Mail Interaction Manager（Unified
EIM）および WIM の Web サーバ コンポーネントをインストーラによってインストールできない
ことを意味します。

このドキュメントでは、DMZ にある Web サーバを手動で設定する方法について説明します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

Unified WIM のインストール - 必要なすべての Unified WIM コンポーネントは、企業のイント●



ラネット内にあるサーバにインストールされ、確認済みであることが必要です。
DNS の要件 - 外部 Web サーバ用に外部 DNS レコードを作成する必要があります。 複数の
外部 Web サーバがある場合、外部 DNS レコードはロード バランサに対応する必要がありま
す。

●

ファイアウォールの要件 - 外部 DNS レコード内のホスト名に対してポート 80 でのアクセス
を許可するには、外部ファイアウォール（インターネットと DMZ の間）を設定する必要が
あります。 ポート 15006、15007、および 15008 でのアクセスを許可するには、内部ファイ
アウォール（DMZ と企業イントラネットの間）を設定する必要があります。

●

必要なすべての Unified WIM コンポーネントは、企業のイントラネット内にあるサーバにインス
トールされ、確認済みであることが必要です。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

ここでは、設定された Web サイトが「デフォルトの Web サイト」と見なされます。 Web サイ
トを作成するために必要な手順は、このドキュメントに含まれていません。

デフォルトの Web サイトの設定

ここでは、Cisco Unified WIM 向けに IIS でデフォルトの Web サイトを設定する方法について説
明します。 これらの手順は、Unified WIM のインストールの各外部 Web サーバで実行する必要
があります。

ファイル サーバ用のファイルのインストール

ファイル サーバ上のファイル共有は DMZ からアクセスできないため、ファイル サーバのファイ
ルは各外部 Web サーバに手動でインストールする必要があります。

次の手順を実行します。

ファイル サーバで、[Cisco_Home] > [eService] フォルダの ZIP ファイルを作成します。1.
ZIP ファイルを各外部 Web サーバにコピーします。2.
各外部 Web サーバで、Cisco という名前のフォルダ（たとえば、C:\Cisco）を作成します。3.
各外部 Web サーバで、ZIP ファイルをステップ 3 で作成したフォルダに解凍、パス名が
C:\Cisco\eService となるようにします。

4.

/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


JBoss ISAPI フィルタ用のファイルのインストール

jboss-iis.zip をデフォルトの Web サイトのホーム ディレクトリ（通常は C:\Inetpub\wwwroot）に
解凍します。 C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis となります。 このフォルダに次のファイルが含まれて
いることを検証します。

isapi_redirect.dll●

isapi_redirect.properties●

uriworkermap.properties●

workers.properties●

isapi_redirect.properties の更新

JBoss ISAPI フィルタ設定ファイル isapi_redirect.properties には、ログ ファイルの場所を指定す
るプロパティが含まれます。 このプロパティの値はローカル ドライブ上でこのログ ファイルの
場所を反映するために更新する必要があります。

この値を更新するには、次の手順を実行します。

log_file プロパティを見つけます。1.
必要に応じて、C:\Cisco を、ファイル サーバ用のファイルのインストールのステップ 3 で
作成したフォルダのパス名で置き換えます。

2.

hostname.egain.net を、外部 Web サーバの完全修飾ホスト名で置き換えます。3.
以上の手順を、外部 Web サーバごとに繰り返します。

workers.properties の更新

JBoss ISAPI フィルタ設定ファイル workers.properties には、JBoss アプリケーション サーバの
完全修飾ホスト名を指定する 3 つのプロパティが含まれます。 各外部 Web サーバは、異なる
JBoss アプリケーション サーバと対になっている必要があります。 このプロパティの値は、適切
な JBoss アプリケーション サーバのホスト名を反映するために更新する必要があります。

これらの値を更新するには、次の手順を実行します。

worker.default.host に関してはJBoss 適切なアプリケ− ションサーバのためのホスト名
appserver.egain.net を。

1.

worker.pushlet.host に関してはJBoss 適切なアプリケ− ションサーバのためのホスト名
appserver.egain.net を。

2.

worker.live.host に関してはJBoss 適切なアプリケ− ションサーバのためのホスト名
appserver.egain.net を。

3.

以上の手順を、外部 Web サーバごとに繰り返します。

デフォルトの Web サイトの設定

次の手順を実行します。

[Default Web Site] を右クリックし、ドロップダウン メニューから [Properties] を選択しま
す。

1.

[Home Directory] タブで、次のフィールドの値を確認します。[Local path] に関して、値が
[C:\Inetpub\wwwroot] であることを確認します。[Application pool] に関して、値が
[DefaultAppPool] であることを確認します。

2.



デフォルトの Web サイトで、次の拡張子のアプリケーション マッピングを追加します。
.controller.egain.jsp

3.

[Application Configuration] ウィンドウを起動するために、[Configuration…] をクリックしま
す。

4.

各アプリケーション マッピングについて、次の手順を実行します。[Add] をクリックして、
[Add/Edit Extension Mapping] ウィンドウを起動します。[Executable] に
C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll と入力します。[Extension] に上記の拡張子の
いずれかを入力します。[Verbs] に GET,HEAD,POST,TRACE と入力します。[Script engine]
のチェックボックスをオンにします。[Verify that file exists] のチェックボックスをオフにし
ます。

5.



[Web Site] タブで、[IP address] フィールドの値が [All Unassigned] であることを確認しま
す。 これは、デフォルトの Web サイトが設定された唯一の Web サイトである場合に限り

6.



有効です。
[ISAPI Filters] タブで、次のフィールド値を使用して、ISAPI フィルタを追加します。[Filter
name] は jboss-iis[Executable] は C:\Inetpub\wwwroot\jboss-
iis\isapi_redirect.dll

7.



[HTTP Headers] タブで、デフォルトの Web サイトの次の MIME タイプを追加します。8.



仮想ディレクトリの作成

次の手順を実行します。

デフォルトの Web サイトで、次の仮想ディレクトリを作成します。<partition_name> - アプ
リケーションのインストール時に指定したパーティション名（たとえば、「default」）。
systemjboss-iis仮想ディレクトリを作成するために必要な情報の入力を求めるウィザードが
あります。 ウィザードは次の一連の画面から構成されています。

1.



[Virtual Directory Alias] 画面で、作成する仮想ディレクトリの名前を入力します（たとえば
、「system」または「jboss-iis」など）。

2.

[Web Site Content Directory] 画面で、「<partition_name>」または「system」仮想ディレク
トリの作成時には「ファイル サーバ用のファイルのインストール」で作成した eService フ
ォルダ（たとえば、C:\Cisco\eService）を入力し、「jboss-iis」仮想ディレクトリの作成時
には C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis を入力します。

3.



[Virtual Directory Access Permissions] 画面で、デフォルト設定（「読み取り」権限のみ）を
受け入れます。

4.



仮想ディレクトリの設定

次の手順を実行します。

[<partition_name>]、[system]、または [jboss-iis] 仮想ディレクトリを右クリックし、ドロッ
プダウン メニューから [Properties] を選択します。

1.

[Virtual Directory] タブで、[Execute permissions] の値を [Scripts and Executables] に変更し2.



ます。
[Documents] タブで、デフォルトのコンテンツ ページのリストは、<partition_name> および
system 仮想ディレクトリに対してただ 1 つのエントリを含む必要があります。
<partition_name> 仮想ディレクトリの場合は [<partition_name>.asp]system 仮想ディレクト
リの場合は

3.



[system.asp]
jboss-iis 仮想ディレクトリの場合は、デフォルトのコンテンツ ページのリストは空である必
要があります。 [Enable default content page] チェックボックスがオフになっていることを

確認します。

4.



「jboss-iis」Web サービス拡張の作成

jboss-iis Web サービス拡張を作成するには、次の手順を実行します。

[Web Service Extension] フォルダを選択します。1.
[Add a new Web service extension … ] リンクを選択します。2.
[Extension name] に jboss-iis と入力します。3.
[Required files] に C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll と入力します。4.
[Set extension status to Allowed] チェックボックスをオンにします。5.

既知の警告

ファイル共有は DMZ 内の Web サーバに集中するため、アプリケーションに対する変更（たとえ
ば、単語を追加または削除することで、ユーザが辞書に変更を加えるなど）により、ファイル シ
ステムから DMZ 内の各 Web サーバに手動で伝播する必要が生じます。 パッチがファイル サー
バに適用される場合、同様の操作が必要になります。

ベスト プラクティスとして、次のディレクトリが毎晩自動的に同期されるようにしてください。

bin●

config●

l10n●

META-INF●

レポート●

web●

webtemp●

確認



   

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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