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第１章 本書について 

 

本書はオノコムクラウドのサーバーサービスに搭載される LinuxOS 専用のサーバー管理画面の操作方法につい

て説明します。対象のバージョンは CentOS7 がインストールされるサーバーとなります。 

 

第２章 サーバー管理画面について 

 

サーバー管理画面では、WEB 画面上よりオノコムクラウドのサーバー上で WEB サービス、MAIL サービスの作成

や削除を行ったり、データベースや、サーバーの各種設定の操作等が行えます。本章では、ログインとログアウト

の操作説明と各メニューの機能概要を説明します。各機能における詳細な操作説明については、次章より参照し

てください。 

 

第１節 ログイン方法について 

 

第１項 サーバー管理画面の URL にアクセス 

サーバー管理画面の URL はオノコムクラウド・マネージメントコンソール内の WEB 管理画面情報、又はサーバー

情報設定書内の管理画面サービス情報をご参照ください。対応ブラウザは Google Chrome の最新版となっていま

す。 

 

第２項 ログイン情報の入力 

URL にアクセスしましたら、下記のダイアログ画面が表示されます。次の説明の通りログイン情報を入力してくださ

い。認証自体は Basic 認証となります。 

 

 

番号 名前 説明 

① ユーザ名 マネージメントコンソール内か、サーバー情報設定書内に指定のあるユーザ名を

入力してください。 

② パスワード ユーザ名と同様に各サービスの情報を参照の上、パスワードを入力してください。

③ ログインボタン 上記、ユーザ名とパスワードを入力したら押してください。 

① 

②

③ 
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第３項 ログイン後の画面 

次に下記の画面が表示されます。（HTTPS 接続の場合は、この画面は表示されず第 4 項の画面が直接表示され

ます。）お客様がご利用のインターネット環境等に特に問題が無い限り、赤枠の「SSL を使用してログインする」を

選択してください。SSL は独自証明書を用いた通信となります。 

 

 

第４項 SSL サーバー証明書の確認画面 

HTTPS接続の場合、下記の画面が表示されます。認証局を通さない独自証明書を使用しているための警告となり

ます。暗号化通信の強度には問題はございませんので、下記の赤枠①、②の順番にクリックしてください。 

 

① 

② 
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第５項 ログイン後画面 

下記の画面が表示されましたらログイン完了です。 

 

 

第２節 ログアウト方法について 

 

第１項 ログアウトボタンを押下 

ログアウトを行うには、ログイン後のいずれかの画面にて、青枠のログアウトボタンを押してください。ブラウザが

閉じられます。 
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第３節 初期設定について 

 

サーバーにてメールの送受信を行う場合、初期設定が必要となります。下記の手順に従って設定を行ってくださ

い。 

 

第１項 メールサーバー設定画面へ移動する 

初めて作成したサーバーの場合、下記の青枠のアラートが表示されます。①の部分をクリックして設定を進めてく

ださい。 

 

 

もしくは上部メニューの「サーバー設定」→「メールサーバ設定」からでもアクセス可能です。 

 

  

① 
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第２項 メールサーバー設定 

次に下記の画面が表示されます。この画面ではメールサーバーのコモンネーム（ホスト名）と SSL 証明書の設定が

行えます。コモンネームは初期設定では「localhost」となっております。このコモンネームはメール送信時に、送信

先のメールサーバーより参照される情報で、送り元のメールアドレスと関連性のないコモンネームや「localhost」な

どの初期設定のままの設定がされている場合、送信先のメールサーバーでスパムメールに判定される等の危険

性があります。下記の説明に従い正しい設定を行ってください。 

 

 

 

番号 名前 説明 

① コモンネーム メールサーバーの送信時に送信先に通知されるメールサーバー名となります。ま

た、SSL 証明書を設定した場合、POP3S 及び IMAPS 等で証明書内部のコモンネ

ームと評価されます。DNS 上に登録されたメールサーバーのホスト名を入力してく

ださい。 

② SSL 証明書 POP3S 及び IMAPS を使用する場合、認証用の証明書を指定します。新しく証明

書を追加するには別画面にて設定が必要となります。標準設定ではコモンネーム

に「localhost」を設定された独自証明書がインストールされています。 

③ 「設定する」ボタン ①と②の入力及び選択が完了しましたら押してください。設定が反映されます。 

  

① 

② 

③ 
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第３章 WEB サービスの設定をする 

 

本章では WEB サービスの設定をする作手順について説明します。 

 

第１節 WEB サービスの新規設定方法 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「WEB サービス」の順にクリックしてください。 
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第２項 必要情報の入力 

下記画面が表示されます。青枠の①～③に下記の説明に従い、必要な情報を入力してください。 

 

 

番号 名前 説明 

① ドメイン名 WEB サービスに設定するドメイン名となります。例えば「onocomm.com」と入力した

場合は、「http://onocomm.com/」と「http://www.onocomm.com/」の両方にアクセ

スすることが可能となります。 

② ユーザ名 FTP 及び SCP サービスで接続する際のユーザ名となります。 

③ メモ WEB サービスを識別するための任意のメモとなります。ご自由に入力してくださ

い。 

④ 「次へ」ボタン ①～③の入力が完了しましたら押してください。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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第３項 入力情報の確認とパスワードの設定 

下記画面が表示されます。前頁で入力した情報に誤りが無いかご確認ください。また、青枠の①～④に下記の説

明に従い、パスワード情報を入力してください。 

 

 

番号 名前 説明 

① パスワード FTP 及び SCP サービスで接続する際のパスワードとなります。半角英数字で 8 文

字以上で入力してください。 

② 確認用 ①で入力されたものと同じ文字列を入力してください。打ち間違いを防止するため

の確認となります。 

③ 「生成」ボタン このボタンを押すと、自動的にパスワードが生成され、①と②に入力されます。 

④ 「登録する」ボタン ①～③の入力が完了しましたら押してください。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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第４項 設定完了 

設定が完了しましたら、下記のダイアログ画面が表示されます。OK ボタンを押してください。 

  

 

その後、下記の画面が表示されましたら、設定完了となります。実際に WEB サービスを稼働させるには、WEB サ

ービスで設定されたドメイン名の DNS サービスの設定が別途必要となります。 
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第２節 WEB サービスの設定情報の確認と機能概要 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「WEB サービス」の順にクリックしてください。 
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第２項 WEB サービスの一覧を確認する 

前節で新規設定をした WEB サービスが一覧で確認できます。各機能の説明は下記をご覧ください。 

 

 

番号 名前 説明 

① ドメイン名 WEB サービスに設定されているドメイン名です。クリックしますと、WEB サービスの

詳細情報画面が表示されます。FTP サービスのアカウント情報など確認できま

す。 

② メモの編集 メモの編集ができます。 

③ ディスク使用量 ディスク使用量が確認できます。一覧表示は 1 日 1 回集計された数値が表示され

ます。未集計の場合は「N/A」と表示されます。クリックしますと、即座に集計した

内容を確認できます。 

④ 「設定」ボタン WEB サービスの PHP のバージョン設定、SSL 設定、CONF 設定等が変更できま

す。 

⑤ 「変更」ボタン WEB サービスに登録されたユーザのパスワードを変更できます。FTP サービスな

どの認証に使用されるパスワードです。 

⑥ 「削除」ボタン WEB サービスの削除を行えます。 

  

② ① ③ ④ ⑤ 

⑥ 
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第３節 PHP のバージョン変更方法 

 

WEB サービスごとに複数の PHP からバージョン選択をいただけます。 

 

第１項 メニューより選択 

前節の説明の通り、WEB サービスの一覧画面に移動してください。続いて、PHP のバージョン変更を行いたい

WEB サービスより、青枠の「設定」ボタンを押してください。 

 

 

第２項 PHP のバージョン変更 

次の画面が表示されます。①の PHP バージョン一覧より変更したいバージョンを選択して、②の「変更」ボタンを押

してください。WEB サービスで稼働します PHP のバージョン設定が変更されます。 

 

  

① ② 
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第４節 WEB サービス個別の CONF 変更方法 

 

WEB サービス個別に Apache 形式の CONF 設定を変更できます。この項目は WEB サーバーApache の設定経験

及び知識のある方のみが操作してください。 

 

第１項 メニューより選択 

前節の説明の通り、WEB サービスの一覧画面より、続いて設定変更画面に移動してください。続いて青枠の「WEB

サイト個別の conf ファイル設定はこちらで変更できます。」リンクをクリックしてください。 
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第２項 conf 変更画面 

下記の画面が表示されます。この画面で conf 内容を変更頂けます。しかし、WEB サービスの PHP バージョン変更

や、SSL 設定を行った場合、ここで設定した内容はリセットされる場合があります。また、記載される設定内容によ

っては、本管理画面での PHP バージョン設定や、SSL 設定が行えなくなる場合や、WEB サービスの Apache が起

動しなくなる恐れもございます。併せてご注意ください。 
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第５節 SSL サーバー証明書の設定 

 

本節では、SSLサーバー証明書の登録方法を説明します。SSLサーバー証明書自体の発行機能は本管理画面に

はございませんので、SSL サーバー証明自体は予め別途ご準備ください。 

 

第１項 メニューより選択 

上部メニューより青枠の通り、「サーバー設定」→「SSL 証明書設定」の順にクリックしてください。 
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第２項 SSL サーバー証明書の登録 

下記の画面が表示されます。下記の説明に従って、情報入力してください。 

 

 

番号 名前 説明 

① SSL 証明書名 SSL 証明書自体を表す任意の名称を入力してください。英数字とドット、アンダー

バーが使用できます。 

② メモ SSL 証明書を識別するための任意のメモとなります。ご自由に入力してください。 

③ 「登録」ボタン ①と②の入力が完了しましたら、押してください。 

 

  

① 

② 

③ 
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第３項 SSL サーバー証明書内容の登録 

下記の画面が表示されます。次のページの説明に従って入力してください。 

 

～ 

 

～ 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 
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番号 名前 説明 

① key(秘密鍵暗号解

除) 

SSL 証明書の秘密鍵を入力してください。パスフレーズは解除済みのものを登録

してください。パスフレーズがついたものですと、WEB サーバー起動時にパスフレ

ーズを求められ、自動的に起動ができなくなります。 

② CRT キー（公開鍵） SSL 証明書の公開鍵を入力してください。 

③ CER キ ー （ 中 間

CA） 

SSL 証明書の中間 CA を入力してください。 

④ 「登録」ボタン ①～③の入力が完了しましたら押してください。 

⑤ メモの編集 SSL 証明書のメモを編集出来ます。 

⑥ 「削除」ボタン SSL 証明書の削除ができます。但し、WEB サービスで設定中の SSL 証明書は削

除ができません。WEB サービスでの設定を解除した後、削除をしてください。 

 

第４項 WEB サービスの設定変更画面に移動 

第 3 節 2 項と同様の手順で、SSL 設定を行いたい WEB サービスの設定変更画面まで、移動してください。 
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第５項 SSL 証明書の設定 

WEB サービスの設定変更画面の内、SSL の有効化の項目で下記の通り①より、設定した SSL サーバー証明書を

選択してください。選択が完了しましたら、②の「変更ボタン」を押してください。選択された SSL サーバー証明書が

有効となります。 

 

 

  

① ② 
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第４章 メールサービスの設定をする 

 

本章ではメールサービスの設定をする作手順について説明します。 

 

第１節 メールサービスの新規設定方法 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「メールサービス」の順にクリックしてください。 
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第２項 必要情報の入力 

下記画面が表示されます。青枠の①～③に下記の説明に従い、必要な情報を入力してください。 

  

 

番号 名前 説明 

① ドメイン名 メールサービスに設定するドメイン名となります。メールアドレスの＠（アットマー

ク）より、右辺部分の情報となります。 

② メモ メールサービスを識別するための任意のメモとなります。ご自由に入力してくださ

い。 

③ 「次へ」ボタン ①と②の入力が完了しましたら押してください。 

 

  

① 

② 

④ 
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第３項 入力情報の確認とパスワードの設定 

下記画面が表示されます。前頁で入力した情報に誤りが無いかご確認ください。また、青枠の①～④に下記の説

明に従い、パスワード情報を入力してください。 

  

 

番号 名前 説明 

① パスワード メールアドレスを管理する管理画面にログインするためのパスワードとなります。

半角英数字で 8 文字以上で入力してください。 

② 確認用 ①で入力されたものと同じ文字列を入力してください。打ち間違いを防止するため

の確認となります。 

③ 「生成」ボタン このボタンを押すと、自動的にパスワードが生成され、①と②に入力されます。 

④ 「登録する」ボタン ①～③の入力が完了しましたら押してください。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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第４項 設定完了 

設定が完了しましたら、下記のダイアログ画面が表示されます。OK ボタンを押してください。 

  

 

その後、下記の画面が表示されましたら、設定完了となります。実際にメールサービスを稼働させるには、メール

サービスで設定されたドメイン名の DNS サービスの設定が別途必要となります。 
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第２節 メールサービスの設定情報の確認と機能概要 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「メールサービス」の順にクリックしてください。 
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第２項 メールサービスの一覧を確認する 

前節で新規設定をしたメールサービスが一覧で確認できます。各機能の説明は下記をご覧ください。 

  

 

番号 名前 説明 

① 「開く」ボタン メールアドレスの管理画面を開きます。操作方法に関しては、別紙「オノコムクラ

ウド・メール管理画面説明書」をご参照ください。 

② ドメイン名 メールサービスに設定されているドメイン名です。クリックしますと、メールサービ

スの詳細情報画面が表示されます。 

③ メモの編集 メモの編集ができます。 

④ ディスク使用量 ディスク使用量が確認できます。一覧表示は 1 日 1 回集計された数値が表示され

ます。未集計の場合は「N/A」と表示されます。クリックしますと、即座に集計した

内容を確認できます。 

⑤ 「設定」ボタン メールサービスに登録されたメール管理画面のログインパスワードを変更できま

す。 

⑥ 「削除」ボタン メールサービスの削除を行えます。 

  

② ① ③ ④ ⑤ 

⑥ 
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第５章 PostgreSQL サービスの設定をする 

 

本章では PostgreSQL サービスの設定をする作手順について説明します。 

 

第１節 PostgreSQL サービスの新規設定方法 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「PostgreSQL サービス」の順にクリックしてください。 
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第２項 必要情報の入力 

下記画面が表示されます。青枠の①～③に下記の説明に従い、必要な情報を入力してください。 

  

 

番号 名前 説明 

① データベース名 作成する PostgreSQL のデータベース名となります。 

② ユーザ名 データベースと同時に作成するユーザ名となります。本管理画面では 1 データベ

ース＝１ユーザという扱いで管理しており、１ユーザで複数データベースを使用す

る形式は取っておりません。必ずユーザも同時に作成頂きます。 

③ パスワード ②のユーザのパスワードとなります。半角英数字で 8 文字以上で入力してくださ

い。 

④ 「生成」ボタン このボタンを押すと、自動的にパスワードが生成され、③に入力されます。 

⑤ 文字コード データベースの文字コードを指定します。 

⑥ メモ 作成するデータベースを識別するための任意のメモです。 

⑦ 「新規登録」ボタン ①～⑥の入力が完了しましたら押してください。 

 

  

① 

② 

④ ③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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第３項 設定完了 

設定が完了しましたら、下記のダイアログ画面が表示されます。OK ボタンを押してください。 

  

 

その後、下記の画面が表示されましたら、設定完了となります。 
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第２節 PostgreSQL サービスの設定情報の確認と機能概要 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「PostgreSQL サービス」の順にクリックしてください。 
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第２項 PostgreSQL サービスの一覧を確認する 

前節で新規設定をした PostgreSQL サービスが一覧で確認できます。各機能の説明は下記をご覧ください。 

  

 

番号 名前 説明 

① 「開く」ボタン PostgreSQL のデータベースを WEB より管理できる phpPgAdmin を開きます。 

② データベース名 クリックしますと、PostgreSQL サービスの詳細情報画面が表示されます。 

③ 「変更」ボタン データベースのパスワードを変更できます。 

④ メモの編集 メモの編集ができます。 

⑥ 「削除」ボタン PostgreSQL のデータベースとユーザの削除を行えます。 

  

② ① ③ 

④ ⑤ 
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第６章 MySQL サービスの設定をする 

 

本章では MySQL サービスの設定をする作手順について説明します。 

 

第１節 MySQL サービスの新規設定方法 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「MySQL サービス」の順にクリックしてください。 
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第２項 必要情報の入力 

下記画面が表示されます。青枠の①～③に下記の説明に従い、必要な情報を入力してください。 

  

 

番号 名前 説明 

① データベース名 作成する MySQL のデータベース名となります。 

② ユーザ名 データベースと同時に作成するユーザ名となります。本管理画面では 1 データベ

ース＝１ユーザという扱いで管理しており、１ユーザで複数データベースを使用す

る形式は取っておりません。必ずユーザも同時に作成頂きます。 

③ パスワード ②のユーザのパスワードとなります。半角英数字で 8 文字以上で入力してくださ

い。 

④ 「生成」ボタン このボタンを押すと、自動的にパスワードが生成され、③に入力されます。 

⑤ 文字コード データベースの文字コードを指定します。 

⑥ メモ 作成するデータベースを識別するための任意のメモです。 

⑦ 「新規登録」ボタン ①～⑥の入力が完了しましたら押してください。 

 

  

① 

② 

④ ③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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第３項 設定完了 

設定が完了しましたら、下記のダイアログ画面が表示されます。OK ボタンを押してください。 

  

 

その後、下記の画面が表示されましたら、設定完了となります。 
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第２節 MySQL サービスの設定情報の確認と機能概要 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「MySQL サービス」の順にクリックしてください。 
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第２項 MySQL サービスの一覧を確認する 

前節で新規設定をした MySQL サービスが一覧で確認できます。各機能の説明は下記をご覧ください。 

  

 

番号 名前 説明 

① 「開く」ボタン MySQL のデータベースを WEB より管理できる phpMyAdmin を開きます。 

② データベース名 クリックしますと、MySQL サービスの詳細情報画面が表示されます。 

③ 「変更」ボタン データベースのパスワードを変更できます。 

④ メモの編集 メモの編集ができます。 

⑥ 「削除」ボタン MySQL のデータベースとユーザの削除を行えます。 

  

② ① ③ 

④ ⑤ 
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第７章 その他サーバーの各種設定をする 

 

本章ではサーバーの SSH、クーロンサービスの設定をする作手順について説明します。 

 

第１節 SSH 通信許可設定の方法 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「SSH 通信許可設定」の順にクリックしてください。 
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第２項 設定画面 

下記の画面が表示されます。この画面でサーバーに対する SSH 通信のアクセス元による許可設定が行えます。

青枠内に IP アドレスを入力してください。1 行 1 アドレスの形式となります。また、例の通り「ALL」といれるとすべて

のアクセス元を許可します。 
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第２節 クーロン設定の方法 

 

第１項 メニューより選択 

メニューより下記の青枠の通り、「サービス設定」→「クーロン設定」の順にクリックしてください。 
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第２項 設定画面 

下記の画面が表示されます。この画面でクーロンの設定が行えます。例のフォーマットの通り、青枠内に実行内容

を記載してください。1 行 1 設定の形式となります。 

  

 

 

以上 


