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概要

この資料は ECE Webサーバ設計を記述し、いくつかの IIS に関するほとんどのよくある問題を解
決する方法を示したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Enterprise Chat and Email （ECE）●

Microsoft Internet Information Services（IIS）●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

ECE 11.6、12.0●

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。 

Webサーバ アーキテクチャ

ECE 11.6 および 12.0 は IIS バージョン 8.5 に基づいています。 ECE Webサーバはバックエンド
サーバとしてフロントエンド サーバーとしてはたらくのに IIS を ECE アプリケ− ションサーバは
たらきます使用します。 ECE Webサーバの主要なジョブはサイト内容（既定のフォルダー
C:\ECE\eService）を表示することであり、アプリケ− ションサーバはロジックを、エンドユーザ
と表示された内容間の相互対話担当します。 ECE アプリケ− ションサーバは 1 つが表示する他の



1 が相互に作用している Webサーバと共にはたらき。

すべての着信トラフィックはフロント・エンドにすることを行きます。 これはポート 80/443 を
受信する必要があることを意味しますサイト バインディング（IIS マネージャ > デフォルトの
Webサイト > バインディング）に基づいて

注: これは Webサーバの通信が HTTP だけによってあるとき Launch Default View です。 方
法に関する詳細な手順は ECE インストールおよびコンフィギュレーション ガイドで
HTTPS をアクティブにする章 SSL 設定見つけることができます。

HTTP はクライアントとクライアントが Webブラウザであるサーバ間の要求/応答 プロトコルと
して作動します。 すべてはブラウザがサーバに HTTP 要求を入れると開始します; 要求は ECE
Webサーバによって処理されたり、ECE データベースから応答およびクライアントへの HTTP応
答として戻りを得ること。

ここの基本 HTTP データフローは Webブラウザ > ECE Webサーバ（IIS） > ECE アプリケ− ショ
ンサーバ > ECE データベースサーバ（MS SQL）です。 Webサーバは負荷つりあい機の後ろで設
定することができます。

ヒント： DMZ で ECE Webサーバやポンドを保存するために ECE 環境で提案します。



アプリケーション サーバ 相互対話

どのように Webサーバ リダイレクト APP サーバへの要求か。

ApplicationHost.config は IIS 設定のルート ファイルです。 Webサーバ設定のためのすべてのサイ
トの定義が、アプリケーション、バーチャル ディレクトリおよびアプリケーション プール、また
グローバル な デフォルト含まれています。

ApplicationHost.config ファイルはフォルダ %WINDIR%\system32\inetsrv\config で見つけること
ができます

ECE Webサーバ コンポーネントがインストールされているとき、インストール処理は ECE 必要
条件に基づいて ApplicationHost.config である IIS のコア ファイルへの変更を、行ないます。 イ
ンストールの一部として、それは 2 つのアプリケーションを作成します。 最初の 1 つはパーティ
ション 0 に関するすべての内容があるシステムアプリケ− ションです。 そしてパーティション
1.に関連しているデフォルト アプリケーション。 admin コンソール、軽いエージェント、スーパ
バイザコンソール、レポートおよび先祖などが含まれていること ECE 12.x で軽いエージェント
は個別のアプリケーションの一部として作成され、12.x で顧客は Finesse なしで本番でそれを使
用できます。



これらの設定はアプリケーションのための ApplicationHost.config に ECE インストーラによって
追加されます:

        <sites>

            <site name="Default Web Site" id="1">

                <application path="/">

                    <virtualDirectory path="/" physicalPath="%SystemDrive%\inetpub\wwwroot" />

                </application>

                <application path="/system" applicationPool="DefaultAppPool">

                    <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\ECE\eService" />

                    <virtualDirectoryDefaults

userName="CC\ipccadmin"password="[enc:AesProvider:hzS/wGBY0K6+gZcYgQstzLqbstl1v71LMBwdPyPZyUM476

9Txc4kCGpDgX3xc96L:enc]" />

                </application>

                <application path="/default" applicationPool="DefaultAppPool">

                    <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\ECE\eService" />

                    <virtualDirectoryDefaults userName="CC\ipccadmin"

password="[enc:AesProvider:0LYLPJwWZjuKhRHe2WLBa1Ysk8Zj8hiPqUbqzkVRKKI=:enc]" />

                </application>



                <application path="/desktop" applicationPool="DefaultAppPool">

                    <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\ECE\eService" />

                    <virtualDirectoryDefaults userName="CC\ipccadmin"

password="[enc:AesProvider:VtxnHOSTlS2xo1er82ROFEAyC4PeF5a9qnasmaR+WOg=:enc]" />

                </application>

                <bindings>

                    <binding protocol="http" bindingInformation="*:80:" />

                    <binding protocol="https" bindingInformation="*:443:" sslFlags="0" />

                </bindings>

            </site>

ECE インストーラはすべてについての注意を、IIS マネジメント コンソールの手動コンフィギュ
レーション変更をしてはなりません奪取 します。 変更がない場合、すべては予想通りはたらきま
す。

これはインストール ディレクトリ C:\ECE\eService の下で利用可能の eService フォルダの全体
のレイアウトです

sytem は正しいアプリケーションの機能性のための IIS から到達可能である必要がある複数のコ
ンポーネントがあるので全体の eService フォルダへのアクセスを可能にします。



ビンはすべての初期化/始動ファイルが含まれています●

構成はすべてのコンフィギュレーション ファイルが含まれています●

ログはアプリケーションのリアルタイム ログが含まれています●

IIS によって使用されるプライマリ フォルダはテンプレートおよび Web です。

各要求に使用するテンプレート エントリ ポイント（チャット/コールバック テンプレート
）に来る

●

Webコンソール（admin、システム、ツール、等）に要求に使用する Web●

プラットフォームからの他のどの要求もリダイレクションによって処理されます。 たとえば、エ
ージェント アベイラビリティの API 要求
（ECE_webserver_name/system/egain/chat/entrypoint/agentAvilability/1000）使用するとき IIS は
ECE アプリケ− ションサーバ ポート 9001 にその要求をリダイレクトするリダイレクト URL 書
き直しルールを使用します:

ECE バージョンによって決まります、書き直しルールは ApplicationHost.config ファイルまたは
%SystemDrive% \ inetpub \ wwwroot にある Web.configfiles で保存されます。 このファイルでは
、このルール定義が含まれている <rewrite> セクションを表示できます。

インストーラは書き直しセクション処理しますが、時々このデータは修正することができ、その
結果、チャット テンプレートか API はきちんとはたらきません。 そのような現象を見る時チェ
ックする必要がある最初のインポートがあるように。

アプリケーション サーバコンフィギュレーション

非冗長 ソリューションでは、アプリケ− ションサーバはカスタマイゼーションを必要としません
。 インストーラはシステムを一人で前展開し、設定します。 しかし高可用性の（HA）配備に、
ECE は多重 WEB およびアプリケ− ションサーバとインストールすることができます。 配備の各
Webサーバのためのそのようなケースで個別のアプリケーション アプリケ−ション サーバ（1 か
ら 1 マップ）インストールされなければなりません。

Webサーバどのアプリケ− ションサーバが関連付けられるかどのように識別しますか。

これをチェックする最も速い方法は Webサーバに開きある、worker.default.host パラメータをで
すコンフィギュレーション ファイルをチェックすること:

C:\ECE\eService\installation\egain -プラグイン\ workers.properties



IIS の HTTP 応答 ヘッダー

HTTP 応答 ヘッダーは要求した内容とのサーバから伝送されるストリングの名前と値のペアです
。 どのような内容それがであるかブラウザが内容をどのようにキャッシュする必要があるかサー
バ等々でそれらが一般的に 技術情報をように転送するのに、ソフトウェア動作します使用されて
います。 次第に、HTTP 応答 ヘッダーはサーバから入る応答をするためにクライアントによって
検証した人です。 それは静的な要求またはダイナミック 要求のどれである場合もあります。

ECE で各アプリケーションにそれがですユニークな HTTP応答ヘッダ プロパティあります。
Webサーバに来るどの要求でもデフォルトでこのヘッダがあります:



X UA 互換性があります資料 モード メタ タグはどんなインターネットエクスプローラのバージョ
ンをするページがように必要があるか選択することを割り当てる。 それはその特定のバージョン
の規格としてするためにブラウザを強制します（IE 9）現在で。

場合によってはインストーラはインストールの間に X UA 互換性があるヘッダを付加しません。
それはインストールの間に使用したアカウントの権限が原因で起こる場合があります。 回避策と
して、このパラメータは手動で追加することができます。

注意： 他のどのヘッダがなければなりません。

IIS マネージャ許可

ケース、しかしあなたでアプリケ− ションサーバが作動中のときアプリケ− ションサーバを通過
ことできなければ IIS ページはエラーを、それ IIS 承認設定をチェックして有用である場合もあり
ます与えます。 インストールの間に使用されたそれはアカウントが eService フォルダを読めな
いことであることができます。

IIS マネージャのアプリケーション プールを選択し、基本的な設定を選択する場合、このウィン
ドウを見ます:



ここにインストーラはデフォルトパスのオペレーションを行う完全な特権があるユーザ名 および
パスワードを規定 します。 アプリケーション プール識別に物理パスに読み取り アクセスがによ
って設定…ボタンを『Test』 を選択 するのをアクセスできることを確認して下さい。 認証か許
可の隣で黄色いアイコンを見ればアカウントの資格情報および権限をチェックして下さい。

また、それはローカル ネットワークから DMZ に Webサーバを移動するときシナリオである場合
もあります。 現在のドメイン ユーザが DMZ で存在 しなければ、新しいユーザーの資格情報が同
様にここにアップデートする必要があれば。 それはドメイン ユーザーまたはローカル admin の
どれである場合もあります。
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