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はじめに 
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みらいスクールプラットフォームのバックエンドサーバーを構築する手順について 
記載します。 
 ※主に、現地納入業者様（SI事業者様）の作業範囲を記載します。 
 ※エッジサーバーは、CentOS 7.6で、予めご用意いただくものとなります。 
 

エッジ 
サーバー 

エッジ 
サーバー 

教育委員会への導入 

学校への導入 

FSI管理サーバー 

サーバー用のアプリをインストール 
・コンテンツ（デジタル教科書教材） 
・ユーザー情報 
・ライセンス情報 
・学習記録情報 
 

・コンテンツ管理 
・ユーザー情報管理 
・ライセンス情報管理 
・学習記録情報ログ取得 

同期処理 

同期処理 



用語 

3 

本書の中で使用する言葉及びシステム画面上の文言等について、 
下表をご参照ください。 

No 用語 内容 

1 管理サーバー みらいスクールプラットフォームのコンテンツやライセンス情報な
どを統合的に管理するクラウド上のサーバー 

2 エッジサーバー コンテンツを実際に利用する場所に置かれるサーバー（プライベー
トクラウドサーバーのような場合もあり） 

3 システム管理者 管理サーバーの管理者。 

4 コンテンツ デジタル教科書、及び、デジタル教材などの各コンテンツ 

5 コンテンツ提供グループ 教科書教材会社様 

6 コンテンツ提供管理システム 管理サーバー上のシステム 
コンテンツの登録やライセンスの発行、インストーラーのダウン
ロードなどを行う 

7 コンテンツ提供管理者 コンテンツ提供管理システムの利用ユーザー 
教科書教材会社の担当者様 

8 コンテンツ利用グループ 教育委員会や学校などコンテンツを利用する団体 
（エッジサーバーを置く場所） 



用語 
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No 用語 内容 

9 コンテンツ利用管理システム 管理サーバー上のシステム 
コンテンツ利用者の管理や利用ライセンスの付け直しを行う 

10 コンテンツ利用管理者 コンテンツ利用管理システムの利用ユーザー 
教育委員会や学校の担当者様、または、SI業者様 

11 コンテンツ利用者 コンテンツを実際に利用するユーザー 
先生、児童生徒 

12 ライセンス コンテンツ利用者に対してコンテンツの利用権限を付与すること 
また、その利用権限のこと 



１．エッジサーバーの準備 
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サーバー機器を用意します 
 
【サーバー用のハードウェア機器に直接CentOS7.6をインストールする場合】 
 ・機器選定（メーカー等）について制限はありません。 
 ・機器のスペックについては、利用者数・同時接続数・コンテンツ容量などを考慮して、 
  各社様にてご選定ください。 
 
 
 
 
  
 



１．エッジサーバーの準備 
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【Windowsサーバー上の仮想環境（Hyper-V等）にCentOSを構築する場合】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
【クラウドサービスを利用する場合】 
 ・AWS、IDCFは手順確立済（hostnameの設定のみのため通常手順と変わらず） 
 ・サクラサーバーでKeycloakのトークンが取得できない課題あり（Cloud-nも同様） 
   

VM 

クラウド 
サーバー 



２．CentOS 7.6 インストール 
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※isoイメージファイルからインストールする場合について記載します 
 
①isoイメージファイルを下記サイトよりダウンロードします 
 
 http://vault.centos.org/7.6.1810/isos/x86_64/ 
 
  → “CentOS-7-x86_64-DVD-1810.iso”をクリックしてダウンロード 
 
 
 
 

http://vault.centos.org/7.6.1810/isos/x86_64/


２．CentOS 7.6 インストール 
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②isoイメージファイルをDVDやUSBメモリなどに書き込むなどして、 
 サーバーで起動します。 
 
  
 
 
 
 
 
 
③画面の指示に従い、CentOS 7.6をインストールします。 
 
 



２．CentOS 7.6 インストール 
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④各種設定を行う際、下記点にご留意ください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤インストールを開始します 
 ※ユーザー名・パスワードについては、導入先のポリシー等に従い設定ください 
 

日付と時刻： 
 タイムゾーンが「アジア/東京」となっていること 
 
キーボード、言語サポート： 
 「日本語」となっていること 
 
インストール先（パーティションの選択）： 
 rootのマウントポイント”/”に十分な容量が割り当てられ
ていること（”/”直下にエッジサーバ用のモジュールやコン
テンツデータなどのディレクトリが作られますので、十分
な容量を確保するようにしてください） 
 
 



３．エッジサーバーインストールの事前設定 
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エッジサーバーをインストールする前に、各種設定・確認を行います 
 ※なお、以降の手順は、CentOSのコンソール上で、root権限により 
  コマンド実行するものとします。また、コマンドは一例です。 
 
①SELinuxを無効化 
 
 /etc/selinux/configを開きます。 
 # vi /etc/selinux/config 
 
 下図のように、 “SELINUX=disabled” に書き換えます。 
 

# This file controls the state of SELinux on the system. 
# SELINUX= can take one of these three values: 
#     enforcing - SELinux security policy is enforced. 
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing. 
#     disabled - No SELinux policy is loaded. 
# SELINUX=enforcing 
SELINUX=disabled 
# SELINUXTYPE= can take one of three values: 
#     targeted - Targeted processes are protected, 
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected  
processes are protected. 
#     mls - Multi Level Security protection. 
SELINUXTYPE=targeted 

# This file controls the state of SELinux on the system. 
# SELINUX= can take one of these three values: 
#     enforcing - SELinux security policy is enforced. 
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing. 
#     disabled - No SELinux policy is loaded. 
SELINUX=enforcing 
# SELINUXTYPE= can take one of three values: 
#     targeted - Targeted processes are protected, 
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected  
processes are protected. 
#     mls - Multi Level Security protection. 
SELINUXTYPE=targeted 
 



３．エッジサーバーインストールの事前設定 
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②firewallの設定 
 （firewalldがインストールされていない場合）firewalldをインストールします 
 # yum install firewalld 
 
 firewalld有効化 
 # systemctl enabled firewalld 
 
 firewalld起動 
 # systemctl start firewalld 
 
 各ポート（http, https, postgresql）開放 
 # firewall-cmd --add-service=http --zone=public --permanent 
 # firewall-cmd --add-service=https --zone=public --permanent 
 # firewall-cmd --add-service=postgresql --zone=public --permanent 
 
 設定更新 
 # firewall-cmd --reload 
 
 確認（右図の結果となればOK） 
 # firewall-cmd --list-all 

[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all 
public (active) 
  target: default 
  icmp-block-inversion: no 
  interfaces: ens35 
  sources: 
  services: dhcpv6-client http https postgresql ssh 
  ports: 
  protocols: 
  masquerade: no 
  forward-ports: 
  source-ports: 
  icmp-blocks: 
  rich rules: 



３．エッジサーバーインストールの事前設定 
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③ロケールとタイムゾーンの設定 
 
 ロケールの確認（右図のようになっていればOK） 
 #localectl 
 
 “System Locale: LANG=ja_JP.utf8”となっていない場合は、下記コマンドで設定 
 #localectl set-locale LANG=ja_JP.utf8 
 
 
 
 タイムゾーンの確認（右図のようになっていればOK） 
 #timedatectl 
 
 
 
 
 
 
 “Timezone: Asia/Tokyo (JST, +09:00)”となっていない場合は、下記コマンドで設定 
 #timedatectl set-timezone Asia/Tokyo 

[root@localhost ~]# timedatectl 
      Local time: 月 2020-03-02 16:48:40 JST 
  Universal time: 月 2020-03-02 07:48:40 UTC 
        RTC time: 月 2020-03-02 07:48:40 
       Time zone: Asia/Tokyo (JST, +0900) 
     NTP enabled: n/a 
NTP synchronized: no 
 RTC in local TZ: no 
      DST active: n/a 

[root@localhost ~]# localectl 
System Locale: LANG=ja_JP.utf8 
       VC Keymap: jp-OADG109A 
      X11 Layout: jp 
     X11 Variant: OADG109A 



３．エッジサーバーインストールの事前設定 
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④インターネットに接続されていることを確認します 
 
 ※インストール時に管理サーバーにアクセスを行うため、インターネットに接続可能な 
  状態である必要があります。 
 
 



４．MACアドレスの登録 

14 

※エッジサーバーと管理サーバー間で同期処理を行う際に、 
 エッジサーバーを一意に識別するための情報として、 
 MACアドレスを管理サーバー上のシステムに登録する必要があります。 
 
 
①エッジサーバーで以下コマンドよりMACアドレスを取得します 
 
 # ip a | grep ether | cut –d’ ’  –f6 
 
 上記コマンドにより表示されるMACアドレスをメモします。 
 MACアドレスが複数表示される場合は、一番上に表示されるものをメモします。 
 
 



４．MACアドレスの登録 
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②コンテンツ利用管理システムに、導入先コンテンツ利用管理者のIDでログインします 
 ※コンテンツ利用管理システムについては、別ファイル「コンテンツ利用者向け手順書」
をご参照ください。 
 
③メニューページより「MACアドレス情報管理」を選択します 
 
 
 
  
 
 



４．MACアドレスの登録 
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④ ①で取得したMACアドレスを入力して、「更新」ボタンを押します 
  
 
 

入力するMACアドレスのフォーマットは以下のいずれか
となります。 
 
 AA:BB:CC:DD:EE:FF 
 AA-BB-CC-DD-EE-FF 
 AABBCCDDEEFF 
 aa:bb:cc:dd:ee:ff 
 
→ いずれのフォーマットで入力しても、登録時に 
   AA:BB:CC:DD:EE:FF 
  となります。 
 



５．システムインストーラーの実行 
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①システムインストーラー（installer-system.tar.gz）を、エッジサーバーの 
 任意のディレクトリ（※）に配置します。 
  ※以下、”/usr/local/src”直下に配置したものとします 
 
②以下のコマンドをroot権限で順に実行します。 
 
 インストーラーを配置したディレクトリに移動します 
 # cd /usr/local/src 
 
 インストール作業用のディレクトリを作成します 
 # mkdir installer 
 
 作業用ディレクトリにインストーラーを移動します 
 # mv installer-system.tar.gz installer 
 
 作業用ディレクトリに移動します 
 # cd ./installer 
 
 インストーラーを展開します 
 # tar zxvf installer-system.tar.gz 



５．システムインストーラーの実行 
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③インストーラーを実行します。 
 この際、以下のようにオプションをつけて実行します 
 
 # sh ./install.sh -h HOSTNAME 
 
  -hオプションでホスト名＋ドメイン名を指定します。 
  実際のコンテンツのURLになる文字列（または外部向けIPアドレス）を指定します。 
 
 例） 
  URLが、“http://123.456.789.1/~”となる場合 
  # sh ./install.sh –h 123.456.789.1 
   
  URLが、”https://sample.domain.com/~”となる場合 
  # sh ./install.sh –h sample.domain.com 
 
 
 ※-hオプションが未指定の場合、エッジサーバーのIPアドレスを自動取得して設定します 
 



５．システムインストーラーの実行 
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④ インストーラーが起動すると、必要なモジュールのセットアップ等が開始されます 
 （インストール処理は完了まで自動的に進みます。しばらく、そのままお待ちください） 
 
  “Communication with the management server succeeded.”と表示されたら、 
  インストール処理は完了です。 

インストール処理や同期処理が正常に動作しない場合は、 
ここまでの手順を再度ご確認ください。特に下記点について、ご留意ください。 
 
【確認事項】 
 ・エッジサーバーはインターネットに接続できているか 
 ・管理サーバーにMACアドレスは正しく登録されているか 
 ・コマンド実行時に、root権限で実行しているか 
 ・SELinuxを無効にしているか 



６．データの同期処理 
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システムインストーラーの実行だけでは、エッジサーバーにミドルウェア 
（データベース、WEBサーバ、等）がインストールされただけとなります。 
 
コンテンツデータや利用者情報などをエッジサーバーに登録するためには、 
「同期処理」を行う必要があります。 
 
①自動同期処理 
 毎日１回、定期的に同期処理を行います。 
 
②手動同期処理 
 エッジサーバーのコンソールより、以下のコマンドを実行することで、 
 同期処理を開始します。 
 
 # sh /ffl/usr/local/fsi/ffl_combase/bin/start_sync.sh 
 
※同期処理にかかる時間は対象のコンテンツサイズ及び数に依存します。 



７．コンテンツの確認 
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①コンテンツ利用管理システムに、導入先コンテンツ利用管理者のIDでログインします 
 
 
②メニューページより「コンテンツ利用者情報管理」を選択します 
 
 
 
  
 
 



７．コンテンツの確認 
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③コンテンツ利用者一覧でコンテンツ利用者のログインIDを確認します 
 ※ライセンス発行時に、発行数分のコンテンツ利用者情報が自動登録されます 
 ※ログインIDはランダム文字列で生成されます 
 ※初期パスワードはログインIDと同じです 
 ※ログインID及びパスワードは、個別に変更可能です 



７．コンテンツの確認 
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④クライアント端末（※）のブラウザで、以下URLにアクセスします 
 ※先生・児童生徒が使用するPC及びタブレット等の端末 
  エッジサーバーとネットワークで接続可能であること 
 
【指導者用】 
  http(s)://[エッジサーバーのIPアドレス(またはドメイン)]/user/teacher/index.html 
 
 
【学習者用】 
  http(s)://[エッジサーバーのIPアドレス(またはドメイン)]/user/student/index.html 
 
 
 エッジサーバーとクライアント端末が同一ネットワーク上に無い場合（クラウドサーバー
等）HTTPS通信が必須となります。（下図のように、HTTPでは画面を表示できません） 



７．コンテンツの確認 
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⑤コンテンツ利用グループを選択し、コンテンツ利用者のユーザーID及びパスワードを入
力してログインします 
 
 ③の手順で確認したIDとなります 
 （初期パスワードはIDと同じです） 



７．コンテンツの確認 
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⑥本だな画面が開きます 
 
 ログインしているコンテンツ利用者にライセンスされているコンテンツのみが 
 表示されます。 
 表紙画像またはタイトル部分をクリックすると、コンテンツが開きます。 
 
 



こんなときは？ 
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●管理サーバーのシステムで情報更新してもエッジサーバー側で反映されない 
 ・ライセンス発行しても使えない 
 ・ユーザー情報を変更しても反映されない 
 ・ログイン画面の学校選択ボックスにライセンス発行した学校名が表示されない 
 
 → 管理サーバーで変更した情報は夜間バッチによりエッジサーバーに同期 
   されます。翌朝まで待つか、適宜手動で同期処理を実行したい場合は、 
   エッジサーバーのコンソールより、以下のコマンドを実行してください。 
 
   # sh /ffl/usr/local/fsi/ffl_combase/bin/start_sync.sh 
     
 



こんなときは？ 
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●バックエンドシステムのインストールができない（失敗する） 
 ・インストール時にエラーが発生する 
 
 → エラー内容をご確認のうえ、各種設定が正しい状態かご確認ください。 
   また、一度インストールに失敗後に、再度インストールを行う場合は、 
   次ページの「アンインストールの実行」手順に従い、一度アンインストールを 
   行ってから、再度インストールを行うようにしてください。 
 
 
  
 
 



こんなときは？ 
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●バックエンドシステムをアンインストールしたい 
 インストールをやり直す場合は、下記手順に従い、まずアンインストールを 
 実行してください。 
 
 ①システムインストーラー（installer-system.tar.gz）を展開した 
  ディレクトリ（※先の例では、/usr/local/src/installer）に移動します。 
 
  # cd /usr/local/src/installer 
 
 ②アンインストーラーを実行します。 
  # sh ./uninstall.sh 
 
 ③「みらいスクールプラットフォームのアンインストールを実行します。よろしいですか？  
 （Y or N）」という確認メッセージが表示されるので、 
  Y(または、y)を入力し、Enterキーを押します。 
 （それ以外のキーを入力して、Enterキーを押すとキャンセルされます） 
 
 ④アンイントールが実行されます。 
 アンインストールが完了すると、エッジサーバー内のコンテンツデータやユーザデータ、学習記録データな

どがすべて削除されますので、ご注意ください。 
また、アンインストール後は、一度サーバー自体を再起動してからインストールをやり直してください。 



こんなときは？ 
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●コンテンツインストーラーを使いたい 
 ネットワーク環境などの要因により、大きなサイズのコンテンツデータを、インターネット 
 を介した同期処理では対応できない場合、コンテンツインストーラーを用いて、 
 エッジサーバ上に直接インストールすることもできます。 
  
 ※事前にシステムインストーラーのインストールまで完了している必要があります。 
 
 ※コンテンツインストーラーのダウンロード手順については、 
  別紙「コンテンツ提供管理者向け手順書」をご参照ください。 
 
 ①コンテンツインストーラー（installer-content-[コンテンツID].tar.gz）を任意の 
  ディレクトリに配置します。 
 
 ②コンテンツインストーラーを展開します。 
  # tar zxvf installer-content-[コンテンツID].tar.gz 
 
 ③インストーラーを実行します。 
  # sh ./install.sh 
 
 



こんなときは？ 
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●本だなやコンテンツにアクセスできない（ログイン画面が表示されない） 
 http(s)://[IPアドレス]/user/teacher/index.htmlにアクセスした際に、 
 以下のいずれかのエラーによりアクセスできない 
 
（１）右図のようなエラー（HTTPSが必須）が表示される 
  → URLを”https://～”にしてアクセスしてください。 
   （エッジサーバーとクライアント端末が同一ネットワークではない場合、 
    HTTPS通信が必須となります） 
 
（２）500エラーが表示される 
  → エッジサーバー内のバックエンドシステムのWEBサーバー（Apache）について 
    外部アクセス用のIPアドレスまたはドメインが正しく設定されていない可能性があります。 
    バックエンドシステムのインストール時に、”-h”オプションをつけて、 
    外部アクセス用のIPアドレスまたはドメインを指定してください。 
 
 



こんなときは？ 
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●同期処理が正常に動作しない 
 ・ログイン画面のコンテンツ利用グループ一覧に選択肢が表示されない 
 ・正しいID／パスワードを入力しているがログインできない 
 ・本だな画面にライセンスされているはずのコンテンツが表示されない 
 ・コンテンツが開けない 
 
 上記のいずれかの場合、同期処理が正常に動作していない可能性があります。 
 下記項目についてご確認ください。 
 
 ・同期処理を行う時間帯（通常は23:00～翌6:00）にエッジサーバーがインターネットに

接続できていること 
 
 ・エッジサーバーのストレージ容量が十分にあること 
  （バックエンドシステムやコンテンツファイルは、ルートディレクトリに配置されます） 
 



・本アプリケーションの使用は、ご利用者様ご自身の責任でなされるものとします。すべての資料、情報、製品、ソ
フトウェア、プログラムおよびサービスは現状のまま提供され、いかなる保証も適用されません。 

 
・適用される法律の許す限りにおいて、法律上の契約不適合責任、商品性の保証、特定目的への適合性の保証、権利

の不侵害の保証を含むいかなる明示もしくは黙示の保証責任も一切負いません。 
 
・ご利用者様は、資料、情報、製品、ソフトウェア、プログラム、またはサービスをダウンロードもしくはその他の

手段で取得する場合は、ご利用者様ご自身の判断および責任において行っていただくこと、また、その結果として
発生するデータの損失またはご利用者様のコンピューター・システムへの損傷などのいかなる損害もすべてご利用
者様の責任となることを理解し、同意するものとします。 

 
・ご利用者様が本アプリケーションの情報を使用することに起因して発生する直接的損害、間接的損害、偶発的損害、

通常の損害、特別の損害あるいはその他の拡大損害 (逸失利益、ビジネスの中断、情報システム上のプログラムお
よびデータの損失、およびその他の損失を含むがこれに限られない) に対するいかなる責任も負いません。 
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