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1 はじめに
本書は、CONNEXIVE Application Platform (以降、CAP)のインストールをするための手順を記載したガイ
ドです。CAP の概要を把握するために事前に「CNXV-AP-Doc-001 CONNEXIVE Application Platform 利用
ガイド（概要編）
」を一読してください。
本サービスを利用するデバイスに配備するアプリケーションおよび Web アプリケーションの開発の際に
は、
「CNXV-AP-Doc-003 利用ガイド（開発編）
」をご確認ください。

2 インストール
2.1 動作環境・システム構成
CAP は Ansible を使用してインストールを行います。Ansible Playbook を実行するサーバ(以降、Ansible
実行サーバ)および CONNEXIVE Application Platform をインストールするサーバ(以降、環境構築先サーバ)
の動作環境およびシステム構成については、
「CONNEXIVE Application Platform 利用ガイド(導入編)」の「2
動作環境」および「3 システム構成」をご確認ください。

2.2 インストール手順
2.2.1 最小構成のインストール
以降は最小構成の場合のインストール手順です。網掛けの記載は実行するコマンドを示しています。
Ansible 実行サーバ上で以下の手順の操作を実施してください。
(注意) Ansible 実行サーバは、環境構築先サーバの root ユーザへの SSH ログインが可能である必要があ
ります。
「4 付録」を参考にしてください。
1. connexive_ap_playbook.tar.gz を Ansible 実行サーバの任意のディレクトリに配置して展開します。
$ tar -xzvf connexive_ap_playbook.tar.gz
2. 展開された release ディレクトリに移動します。
$ cd release/

3. vi などのエディタを使用して「inventory_all-in-one ファイル」を編集します。
$ vi inventory_all-in-one
[allin1]グループの対象 IP アドレスを環境構築先サーバの IP アドレスに書き換えてファイルを上書き保存し
ます。また、テナント名を指定する際は以下の TENANT_NAME の値を変更してください。CAP V1 や IoT コ
アサービスと同じパラメータでの構築を行う場合は、iot_core_compatibility_mode の値を true に変更して
ください。
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[allin1]
<環境構築先サーバの IP アドレス>
[all:vars]
TENANT_NAME=tenant1
menu_type=allin1
iot_core_compatibility_mode=false

DB、管理用 Web 画面への初期接続パスワードを変更するために以下のファイルを編集します。
$ vi authentication_vars.yml
authentication_vars.yml 中の各パスワードを変更します。
CAP(EE)の場合以下の下線部分を変更してください。
#mongo
mongo_password_admin: admin

# MongoDB の管理者パスワード

mongo_password: MongoDB

# MongoDB の一般ユーザのパスワード

mongo_password_tenant: MongoDB

# MongoDB のテナント固有ユーザのパスワード

mongo_password_ui: MongoDB

# EEP 管理画面が利用する内部ユーザのパスワード

# EEP
management_password: passw0rd

# EEP 管理画面へのログインパスワード

# Nebula
baas_password_admin: p@ssw0rd

# モバイルバックエンド基盤の管理者パスワード

baas_password_developer: p@ssw0rd

# モバイルバックエンド基盤の開発者ユーザのパスワード

CAP(BC)の場合は、上記に加え、以下も変更してください。
# munin
munin:
password: Munin

# Munin 管理画面へのログインパスワード

# rabbitmq
rabbitmq_guest_password: password@MQ

# RabbitMQ 管理画面用のパスワード

rabbitmq_password: password@MQ

# 各コンポーネントから RabbitMQ に接続する際のパス

ワード
# PostgreSQL
postgres_admin_password: appf

# 管理者ユーザのパスワード

postgres_password: commonappf

# 一般ユーザのパスワード
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3-1. Amazon Web Services (AWS)に構築する場合の追加手順
AWS 上に構築する場合、以下のファイルを編集します。
$ vi group_vars/all.yml
global_cloud_name という変数の値を”AWS”に書き換えてファイルを上書き保存します。
--# Define global variables
#select cloud name. AWS or NECCI or None
global_cloud_name: AWS
3-2. NEC Cloud IaaS (NECCI)に構築する場合の追加手順
NECCI 上の環境は DNS サーバによる名前解決が設定されていないため、以下のファイルを編集します。
$ sudo vi /etc/resolv.conf
設定する DNS サーバのアドレスは NECCI のドキュメントを参照してください。
また、以下のファイルを編集します。
$ vi group_vars/all.yml
global_cloud_name という変数の値を”NECCI”に書き換えてファイルを上書き保存します。
--# Define global variables
#select cloud name. AWS or NECCI or None
global_cloud_name: NECCI
また、NECCI の構築先サーバ種別が「STD-Plus」である場合、以下のファイルを編集します。
$ vi 0000_necci_cloud_vars.yml
global_firewalld_zone という変数の値を”public”に書き換えてファイルを上書き保存します。
# firewall zone
global_firewalld_zone: public

4. 以下のコマンドで Playbook を実行します。
$ ansible-playbook -i inventory_all-in-one CAP_EE_allin1.yml
※CAP(BC)としてインストールする場合、以下のコマンドで Playbook を実行してください。
$ ansible-playbook -i inventory_all-in-one CAP_BC_allin1.yml
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5. Playbook の実行終了後に表示される PLAY RECAP を確認します。
すべての環境構築先サーバの実行結果が「failed=0」となっていれば、CONNEXIVE Application Platform の
インストールは完了です。
(注意)
failed=0 となっていない場合は Playbook の実行に失敗しているため、Playbook の実行ログ(install.log)を確
認して失敗の原因を調べて解決し、後述の「アンインストール手順」を参照して CONNEXIVE Application
Platform を一度アンインストールし、Playbook を再実行します。
(注意) Playbook 実行により、SELinux が無効化されます。

2.2.2 標準構成のインストール
以降は標準構成の場合のインストール手順です。網掛けの記載は実行するコマンドを示しています。
Ansible 実行サーバ上で以下の手順の操作を実施してください。
1. connexive_ap_playbook.tar.gz を Ansible 実行サーバの任意のディレクトリに配置して展開します。
$ tar -xzvf connexive_ap_playbook.tar.gz
2. 展開された release ディレクトリに移動します。
$ cd release/
3. vi などのエディタを使用して「inventory_model-S」ファイルを編集します。
$ vi inventory_model-S
[IFServer]グループ、[APServer]グループ、[DBServer]グループの対象 IP アドレスをそれぞれ環境構築先 IF
サーバ、環境構築先 AP サーバ、環境構築先 DB サーバの IP アドレスに書き換えてファイルを上書き保存し
ます。また、テナント名を指定する際は以下の TENANT_NAME の値を変更してください。CAP V1 や IoT コ
アサービスと同じパラメータでの構築を行う場合は、iot_core_compatibility_mode の値を true に変更して
ください。
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[IFServer]
<環境構築先 IF サーバの IP アドレス>
[APServer]
<環境構築先 AP サーバの IP アドレス>
[DBServer]
<環境構築先サーバ DB の IP アドレス>
[all:vars]
TENANT_NAME=tenant1
menu_type=model-S
iot_core_compatibility_mode=false

DB、管理用 Web 画面への初期接続パスワードを変更するために以下のファイルを編集します。
$ vi authentication_vars.yml
authentication_vars.yml 中の各パスワードを変更します。
CAP(EE)の場合以下の下線部分を変更してください。
#mongo
mongo_password_admin: admin
mongo_password: MongoDB

# MongoDB の管理者パスワード
# MongoDB の一般ユーザのパスワード

mongo_password_tenant: MongoDB

# MongoDB のテナント固有ユーザのパスワード

mongo_password_ui: MongoDB

# EEP 管理画面が利用する内部ユーザのパスワード

# EEP
management_password: passw0rd

# EEP 管理画面へのログインパスワード

# Nebula
baas_password_admin: p@ssw0rd
baas_password_developer: p@ssw0rd

# モバイルバックエンド基盤の管理者パスワード
# モバイルバックエンド基盤の開発者ユーザのパスワード

CAP(BC)の場合は、上記に加え、以下も変更してください。
# munin
munin:
password: Munin

# Munin 管理画面へのログインパスワード

# rabbitmq
rabbitmq_guest_password: password@MQ
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rabbitmq_password: password@MQ

# 各コンポーネントから RabbitMQ に接続する際のパス

ワード
# PostgreSQL
postgres_admin_password: appf

# 管理者ユーザのパスワード

postgres_password: commonappf

# 一般ユーザのパスワード

3-1. Amazon Web Services (AWS)に構築する場合の追加手順
AWS 上に構築する場合、以下のファイルを編集します。
$ vi group_vars/all.yml
global_cloud_name という変数の値を”AWS”に書き換えてファイルを上書き保存します。
--# Define global variables
#select cloud name. AWS or NECCI or None
global_cloud_name: AWS
3-2. NEC Cloud IaaS (NECCI)に構築する場合の追加手順
NECCI 上の環境は DNS サーバによる名前解決が設定されていないため、以下のファイルを編集します。
$ sudo vi /etc/resolv.conf
設定する DNS サーバのアドレスは NECCI のドキュメントを参照してください。
また、以下のファイルを編集します。
$ vi group_vars/all.yml
global_cloud_name という変数の値を”NECCI”に書き換えてファイルを上書き保存します。
--# Define global variables
#select cloud name. AWS or NECCI or None
global_cloud_name: NECCI
また、NECCI の構築先サーバ種別が「STD-Plus」である場合、以下のファイルを編集します。
$ vi 0000_necci_cloud_vars.yml
global_firewalld_zone という変数の値を”public”に書き換えてファイルを上書き保存します。
# firewall zone
global_firewalld_zone: public

4. 以下のコマンドで Playbook を実行します。
$ ansible-playbook -i inventory_model-S CAP_EE_model-S.yml
© NEC Corporation 2021
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※CAP(BC)としてインストールする場合、以下のコマンドで Playbook を実行してください。
$ ansible-playbook -i inventory_all-in-one CAP_BC_model-S.yml

5. Playbook の実行終了後に表示される PLAY RECAP を確認します。
すべての環境構築先サーバの実行結果が「failed=0」となっていれば、CONNEXIVE Application Platform の
インストールは完了です。
(注意)
failed=0 となっていない場合は Playbook の実行に失敗しているため、Playbook の実行ログ(install.log)を確
認して失敗の原因を調べて解決し、後述の「アンインストール手順」を参照して CONNEXIVE Application
Platform を一度アンインストールし、Playbook を再実行します。
2.2.3 標準構成の拡張手順
以降は「2.2.2 標準構成のインストール」で CONNEXIVE Application Platform の環境を構築した後、AP サー
バを 2 台追加する手順です。網掛けの記載は実行するコマンドを示しています。
Ansible 実行サーバ上で以下の手順の操作を実施してください。
(注意) Ansible 実行サーバは、環境構築先サーバの root ユーザ、または sudo コマンドが許可されたユーザ
への SSH ログインが可能である必要があります。
1. 「2.2.2 標準構成のインストール」の手順 1 の操作で展開された release ディレクトリに移動します。
$ cd release/
2. vi などのエディタを使用して「inventory_model-S」ファイルを編集します。
$ vi inventory_model-S
[APServer]グループに追加の環境構築先 AP サーバ 2 台の IP アドレスを追記してファイルを上書き保存しま
す。このとき、
「2.2.2 標準構成のインストール」で構築した IF サーバ、AP サーバ、DB サーバの IP アドレ
スは削除せずに残しておきます。
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[IFServer]
<環境構築先 IF サーバの IP アドレス(構築済み)>
[APServer]
<環境構築先 AP サーバの IP アドレス(構築済み)>
<環境構築先 AP サーバの IP アドレス>
<環境構築先 AP サーバの IP アドレス>
[DBServer]
<環境構築先サーバ DB の IP アドレス(構築済み)>
[all:vars]
TENANT_NAME=tenant1
menu_type=model-S
iot_core_compatibility_mode=false

3. 以下のコマンドで Playbook を実行します。
$ ansible-playbook -i inventory_model-S CAP_EE_model-S.yml
※CAP(BC)としてインストールする場合、以下のコマンドで Playbook を実行してください。
$ ansible-playbook -i inventory_all-in-one CAP_BC_model-S.yml
4. Playbook の実行終了後に表示される PLAY RECAP を確認します。
すべての環境構築先サーバの実行結果が「failed=0」となっていることを確認し、手順 5 に進んでください。
(注意)
failed=0 となっていない場合は Playbook の実行に失敗しているため、Playbook の実行ログ(install.log)を確
認して失敗の原因を調べて解決し、後述の「アンインストール手順」を参照して CONNEXIVE Application
Platform を一度アンインストールし、Playbook を再実行します。
5. すべての AP サーバの下記サービスを停止してください。
# systemctl stop tomcat_8410
# systemctl stop eep-mqtt-event-broker
# systemctl stop eep-iot-event-hub
すべての AP サーバのサービスの停止後、下記コマンドでサービスを再度起動します。
# systemctl start eep-iot-event-hub
# systemctl start eep-mqtt-event-broker
# systemctl start tomcat_8410
AP サーバのうちいずれか 1 台で以下のコマンドを実行します。
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$ /opt/nec/pf/eep/hub/bin/admin.sh add-baseline -n <ノード ID> -t <テナント名>
なお、上記コマンドの<テナント名>および<ノード ID>は、以下の値を使用してください。
<テナント名>: CONNEXIVE Application Platform のテナント名。既定では”tenant1”。
ansible 実行時に用いられる inventory ファイル内、TENANT_NAME=<テナント名>の箇所で指定。
<ノード ID>: コマンド /opt/nec/pf/eep/hub/bin/admin.sh list-nodes -t <テナント名> の実行結果
に表示され、かつコマンド /opt/nec/pf/eep/hub/bin/admin.sh list-baseline -t <テナント名> の実
行結果に含まれないノードの ID
例として以下の結果の場合、8db7daf3-6a83-40e5-bf21-64c949849769 と dc492c1b-f81b-4353-

bf73-6d542c346c51 を<ノード ID>に指定した add-baseline を２回実行します。
# /opt/nec/pf/eep/hub/bin/admin.sh list-nodes -t tenant1
2d697b7b-7e8f-4e13-82a5-310d16c75fa5
8db7daf3-6a83-40e5-bf21-64c949849769
dc492c1b-f81b-4353-bf73-6d542c346c51
# /opt/nec/pf/eep/hub/bin/admin.sh list-baseline -t tenant1
2d697b7b-7e8f-4e13-82a5-310d16c75fa5

6. IF サーバ上で以下の操作を実施します。
①

vi などのエディタを使用して「/etc/nginx/conf.d/upstreams/apigw.conf」ファイルを編集します。
以下の太字・下線部を追記してファイル上書き保存します。
upstream apigw {
server mbs-api-1:8060;
server mbs-api-2:8060;
server mbs-api-3:8060;
}

②

vi などのエディタを使用して「/etc/nginx/conf.d/upstreams/backendapi.conf」ファイルを編集しま
す。以下の太字・下線部を追記してファイル上書き保存します。
upstream backendapi_v1 {
server ice-backend-1:8430;
server ice-backend-2:8430;
server ice-backend-3:8430;
}

③

nginx を再起動します。
$ systemctl restart nginx

以上で標準構成の拡張は完了です。
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3 アンインストール
本章では CAP(EE)、CAP(BC)をアンインストールする手順を説明します。

3.1 アンインストール手順
3.1.1 サービスの停止
以下のサービスが起動している場合は停止してください
(XXX の部分はインストールされているバージョンや設定しているポートに合わせて変更してください)
PostgreSQL

#systemctl stop postgresql-xx

MongoDB

#systemctl stop mongod

RabbitMQ

#systemctl stop rabbitmq-server

Apache Zookeeper

#systemctl stop zookeeper

Apache Storm

#systemctl stop storm-ui
#systemctl stop storm-supervisor
#systemctl stop storm-numbus

Apache Spark

#systemctl stop spark-history
#systemctl stop spark-worker
#systemctl stop spark-master

Munin-Node

#systemctl stop munin-asyncd
#systemctl stop munin-node

DataRouterReceiver

#systemctl stop DataRouterReceiver

TransformBridge

#systemctl stop TranspormBridge

BatchController

#systemctl stop BatchController

TransformOutBridge

#systemctl stop TransformOutBridge

QuickWaterReceiver

#systemctl stop QuickWaterReceiver-http
#systemctl stop QuickWaterReceiver-amqp

QuickWaterClient

#systemctl stop QuickWaterClient-transfer-http
#systemctl stop QuickWaterClient-transfer-amqp
#systemctl stop QuickWaterClient-loader-amqp

StormGateway

#./stormgateway-kill.sh
#systemctl stop AppfRemoteController

AppfRemoteController

#systemctl stop tomcat_xxxx

Apache Tomcat

#systemctl stop httpd-munin

Apache HTTP Server

#systemctl stop httpd-munin

Nginx

#systemctl stop ningx

eep-iot-event-hub

#systemctl stop eep-iot-event-hub

eep-http-event-broker

#systemctl stop tomcat_8410

eep-mqtt-event-broker

#systemctl stop eep-mqtt-event-broker

Config server・UI Server

#systemctl stop tomcat_8420
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3.1.2 サービスの停止
1. 下記コマンドにより、サービスの状態を確認してください。(ここでは例として、[QuickWaterClienttransfer-http.service] を停止する場合の手順を示します。)
# systemctl status QuickWaterClient-transfer-http.service
● QuickWaterClient-transfer-http.service - QuickWaterClient(transfer/http)
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/QuickWaterClient-transfer-http.service; enabled; vendor
preset: disabled)
Active: inactive (dead) since 月 2017-10-16 11:24:48 JST; 7s ago
Process:

26725

ExecStop=/bin/sh

/usr/local/appf/QuickWaterClient/transfer/http/StopQWClient.sh
status=0/SUCCESS)
Main PID: 11268
CGroup: /system.slice/QuickWaterClient-transfer-http.service

2. 自動起動が有効であることを確認し、下記コマンドにより無効化します。
# systemctl disable QuickWaterClient-transfer-http.service
3. 下記コマンドにより、設定ファイルを削除します。
# rm –f /etc/systemd/system/QuickwaterClient-transfer-http.service
4. 全対象サービスに無効化後、下記コマンドにより設定を反映します。
# systemctl daemon-reload

3.1.3 設定ファイルの削除
1. 下記コマンドにより、設定ファイルを削除します
# rm -f /var/spool/cron/appf
# rm -f /etc/cron.d/munin
2. 下記コマンドにより、logrotate ファイルを削除します。
# rm -f /etc/logrotate.d/munin
# rm -f /etc/logrotate.d/munin-node
# rm -f /etc/logrotate.d/httpd-munin
# rm -f /etc/logrotate.d/rabbitmq-server
# rm -f /etc/logrotate.d/zookeeper
# rm -f /etc/logrotate.d/mongod
# rm -f /etc/logrotate.d/tomcat_8070
# rm -f /etc/logrotate.d/tomcat_8080
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(code=exited,

3. 下記コマンドにより、tmpfiles ファイルを削除します。
# rm -f /etc/tmpfiles.d/munin.conf
# rm -f /etc/tmpfiles.d/postgresql-9.5.conf
# rm -f /etc/tmpfiles.d/spark.conf
# rm -f /etc/tmpfiles.d/tomcat.conf

3.1.4 ポートの閉鎖
1. 下記コマンドにより、ゾーン情報を確認してください。
# firewall-cmd --list-all
以下は閉鎖するポート一覧です。インストールした構成により、ポートの解放状況が異なりますので、各マ
シンの空いているポートを閉鎖してください。
PostgreSQL

5432

MongoDB

27017

RabbitMQ

1883, 4369, 5671, 5672, 8883, 9000-9005, 15672

Apache Zookeeper

2181

Apache Storm

83

Apache Spark

6066, 7077, 8081, 8082, 18080

Munin-Node

4949

BatchController

1099, 10991

Apache Storm

83

AppfRemoteController

1234, 12341

Apache Tomcat

8060, 8070, 8080

Apache HTTP Server

81

Nginx

80, 443, 22402

eep-iot-event-hub

28080, 47500, 10800-10819, 48100-48119

eep-http-event-broker

8410

eep-mqtt-event-broker

32883

Config server・UI Server

8420

2. 下記コマンドにより対象ポート閉鎖します。(ここでは例として、[public]ゾーンの[81/tcp] を閉鎖する
場合の手順を示します。)
# firewall-cmd --permanent --zone=public

--remove-port=81/tcp

3. 全対象ポート閉鎖後、下記コマンドにより、設定情報を更新します。
# firewall-cmd --reload
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3.1.5 RPM/Gem パッケージの削除
1. 下記コマンドにより、Gem パッケージをアンインストールしてください。(ここでは例として、[diff-lcs]
をアンインストールする場合の手順を示します。)
# gem uninstall diff-lcs
削除対象パッケージは以下です。
diff-lcs, highline, multi_json, net-scp, net-ssh, net-telnet, rspec, pspec-core, pspec-expectations,
rspecc-its, rspec-mocks, rspec-support, sfl, specinfra, serverspec

2. [環境構築手順書_別紙_削除対象パッケージ一覧.pdf]ファイルを参照し、下記コマンドにより、RPM パ
ッケージをアンインストールします。(ここでは例として、[gdbm-devel-1.10-8.el7.x86_64.rpm] をアン
インストールする場合の手順を示します。)
# rpm -e --nodeps gdbm-devel
3. 下記コマンドにより、RPMDB を再構築してください。
# rpm --rebuilddb
4. 下記コマンドにより、yum のキャッシュを削除してください。
# yum clean all

3.1.6 ユーザ/グループの削除
1. 下記コマンドによりユーザを削除します。(ここでは例として、[appf] ユーザを削除する場合の手順を
示します。)
# userdel -r appf
削除対象ユーザは以下です。
appf, rabbitmq, postgres, mongod, munin, apache, cloudfn, iot-ope, zabbix

2. 下記コマンドにより、グループを削除します。(ここでは例として、[v-ug] グループを削除する場合の
手順を示します。)
# groupdel v-ug
削除対象グループは以下です。
v-ug
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3.1.7 不要ファイルの削除
1. [環境構築手順書_別紙_削除対象ファイル一覧.pdf]を参照し、下記コマンドにより、不要ファイルを削
除してください。(ここでは例として、[/opt/client/] を削除する場合の手順を示します。)
# rm -rf /opt/client/

3.1.8 環境ファイルの編集
1. 不要なホスト名を削除します。
# vi /etc/hosts
以下の内容が含まれるの行を削除してください。太字下線は環境により値が異なります。
<IP アドレス> bt-server cf-server db-server gateway-server mongodb-server mq-server sparkmaster storm-server zk-server

2. 不要な環境変数のエクスポート処理を削除します。
# vi /root/.bash_profile
以下の記載を削除してください。太字下線は環境により値が異なります
export ZK_HOME=/usr/local/zookeeper
export STORM_HOME=/usr/local/apache-storm
export SPARK_HOME=/usr/local/spark

3. 必要に応じて SELINUX のルールを元に戻します。
# vi /etc/sysconfig/selinux
下線太字を環境に合わせて修正してください
SELINUX=permissive

3.1.9 環境の再起動
1. 下記コマンドにより、環境の再起動を実施してください。
# reboot
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4 注意・制限事項
本章では CAP(EE)、CAP(BC)の注意制限事項を説明します。

4.1 注意事項


CONNEXIVE ICE V1 から CAP への接続時の注意事項
CONNEXIVE ICE V1 から CAP(BC)への接続はできません。CAP(EE)で CONNEXIVE ICE V1 用の構成で
インストールを行う必要があります。そのため、CAP(EE)のインストール時に 2.2 章の手順に加え、以
下のファイルを変更したうえで Playbook を実行してください。
$ vi group_vars/cap_ee.yml

global_ice_mode という変数の値を”v1”に書き換えてファイルを上書き保存します。
--# select ice compatibility mode. (v1/v2)
global_ice_mode: 'v1'

4.2 制限事項


特にありません。
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5 付録
5.1 SSH 公開鍵配置手順
Ansible 実行サーバで作成した公開鍵を環境構築先サーバに配置して root ログインする方法を以下で説
明します。
1.

Ansible 実行サーバで以下を実行して秘密鍵と公開鍵のペアを作成します。
$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa -N ""

2.

Ansible 実行サーバで以下を実行して公開鍵を環境構築先サーバにコピーします。その際、環境構築
先サーバの root パスワードを聞かれるので入力してください。
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@<環境構築先サーバの IP アドレス>
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