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1． はじめに 

 

1.1 本書の目的 

本書では、Microsoft® FAST™ Search Server 2010 for SharePoint® (以下、FAST Search Server) の機

能を使っていただくことを目的として、その為のンストールおよび設定の手順について説明します。また、そ

の前提である Microsoft® SharePoint® Server 2010 (以下、SharePoint Server) の設定を変更する箇所があ

りますので、その手順についても説明します。 

FAST Search Server は複数台構成が可能です。本書では下記三種の構成方法を説明します。 

 

＃ 名称 内容 規模 記述章 

1 最小構成 1 台構成での FAST Search Server 導入 小規模 3 章 

２ 複数台構成 ２台構成での FAST Search Server 導入 中規模 4 章 

３ サーバー追加 2 台構成に 1 台の FAST Search Server を追加  規模拡張時 5 章 

 

[図中略語凡例] 

Share Point サーバー = SharePoint Server 2010 サーバー 

FAST サーバー = FAST Search Server サーバー 

 

既存の SharePoint フゔームに 1 台構成で FAST Search Server をンストールします 

(3. 最少構成でのンストール方法)。 

 

 

 

 

 

  
SharePoint サーバー FAST サーバー 



 

 

 

既存の SharePoint フゔームに 2 台構成で FAST Search Server をンストールします。 

(4. 複数台構成でのンストール方法) 

 

 

 

 

 

 

 

②の構成に更に 1 台の FAST Search Server を追加でンストールします。 

(5. 複数台構成にサーバーを追加する方法) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書では、コンピューター名やドメン名を下表のように決めて作業します。 

 

構成要素 名称 

SharePoint サーバー SPSVR 

ドメンコントローラー ADSVR 

FAST サーバー（最小構成） FASTSVR 

FAST サーバー（複数台構成：管理） FSAD 

FAST サーバー（複数台構成：非管理） FSNA 

FAST サーバー（複数台構成に追加：非管理） FSQR 

Windows ドメン somecorp.local 

(SOMECORP) 

SharePoint サーバー FAST サーバー 

FAST サーバー 

SharePoint サーバー 

FAST サーバー 

FAST サーバー 
SharePoint サーバー 

FAST サーバー 

FAST サーバー 

FAST サーバー 



 

 

1.2 FAST Search Server 2010 for SharePoint について 

FAST Search Server は、SharePoint Server に登録されているデータはもちろんのこと、その他のシステム

に登録されている多種多様なデータを検索対象にできる高度なエンタープラズ検索機能を備える検索エンジン

です (注１)。 

 検索結果のランキングに独自のニーズやルールを組み入れたい 

 検索結果を対話的に絞り込みたい 

 結果表示の視認性を向上させ業務の生産性を最大限に高めたい 

といった組織のビジネス要件を満たすための機能も備えています。 

社員の属性に応じて検索結果のランキングを変更したり、文書の本文に含まれるさまざまな属性要素を自動的

に抽出し、その要素を絞り込み項目として利用したりすることが出来ます。 

また、検索結果にサムネルが表示されるため、社員が必要としている情報を迅速に探し出せます (注２)。 

 

注１：本書では SharePoint Server に登録されているデータをシンプルに検索できる所までを記載してお

ります。ご了承ください。 

注２：サムネル表示できるものは Microsoft Office Word、PowerPoint です（なお、これらをサムネ

ル表示するため Office Web Apps をンストールする必要があります。1.5 を参照してください）。 

 

FAST Search Server は下記のステップで機能を実現します。 

1. コンテンツのクロール (Crawler) 

   組織で日々登録・更新される様々なコンテンツをクロールします（注 3）。 

2. 文書データの分析や事前処理 (Document-processor) 

   コンテンツから属性情報や更新された情報を抽出します。 

3. 索引 (インデックス) 情報の構築 (Indexer) 

   解析され索引付けされた最新のコンテンツ情報が集積され、検索可能な状態になります。 

4. 検索の実行 (Query / Search) 

   索引情報が構築されると SharePoint 検索フロントエンド画面から検索することが可能になります。 

5. 結果のチューニング (Admin) 

   ビジネス要件に合わせて検索結果の重みづけや提示される情報の内容を変更する事ができます。 

注 3: フゔル、Web サーバー、Exchange パブリックフォルダー、データベース(JDBC)、Lotus Notes、

および SharePoint フゔームをクロールすることができます。詳しくは次の URL を参照してください。 

クロールとフェデレーションの計画 (FAST Search Server 2010 for SharePoint) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff383278.aspx 

特に Lotus Notes につきましては、FAST Search Lotus Notes connector をご利用されることをお勧

めします。詳細は以下のサトを参照してください。 

FAST Search Lotus Notes コネクタを構成する 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff383278.aspx


 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff381256.aspx 

このステップを実現するため、FAST Search Server は下図のコンポーネントで構成されています。 

 

 

1.3 略語一覧 

本自習書文中では便宜的に下表の略語を使用している箇所があります。 

 

正式名称 略語 

Microsoft SharePoint Server 2010 SharePoint Server 

Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint FAST Search Server 

SharePoint Server が稼働する Windows PC SharePoint サーバー 

FAST Search Server が稼働する Windows PC FAST サーバー 

 

  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff381256.aspxhttp:/technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff381256.aspx


 

 

1.4 システム要件・ンストール要件 

Active Directory のシステム要件やンストール要件については、次の URL を参照してください。 

AD DS のンストールに関する要件 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc771188(WS.10).aspx 

SharePoint Server のシステム要件やンストール要件については、次の URL を参照してください。 

ハードウェゕ要件およびソフトウェゕ要件(SharePoint Server 2010) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262485.aspx 

FAST Search Server のシステム要件やンストール要件については、次の URL を参照してください。 

ハードウェゕ要件およびソフトウェゕ要件を確認する (FAST Search Server 2010 for SharePoint) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff381239.aspx 

 

参考情報 

本自習書を記述する際に使用した環境は下記の通りです。 

 

Active Directory 

コンピューター名 ADSVR 

サーバー OS Windows Server 2008 R2 (x64) 

サーバーの役割 Active Directory Domain Controller、DNS 

ドメン名 somecorp.local 

ドメン機能レベル Windows Server 2003 ネテゖブ 

メモリ 1000 MB 

 

SharePoint Server サーバー 

コンピューター名 SPSVR 

サーバー OS Windows Server 2008 R2 (x64) 

SQL Server SQL Server 2008 SP1 + 更 新 プ ロ グ ラ ム

(KB970315、KB976761) 

SharePoint Server 1 台へフゔームンストール 

Office Web Apps (特記事項なし) 

ドメン名 somecorp.local 

メモリ 6000 MB 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc771188(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262485.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff381239.aspx


 

 

FAST サーバー (3 章 最少構成でのンストール方法) 

コンピューター名 FASTSVR 

サーバー OS Windows Server 2008 R2 (x64) 

FAST Search Server (特記事項なし) 

ドメン名 somecorp.local 

メモリ 6000 MB 

 

FAST 管理サーバー/非管理サーバー(4 章 複数台構成でのンストール方法) 

コンピューター名 FSAD および FSNA  

サーバー OS Windows Server 2008 R2 (x64) 

FAST Search Server (特記事項なし) 

ドメン名 somecorp.local 

メモリ 3000 MB 

 

FAST 追加サーバー (5 章 複数台構成にサーバーを追加する方法) 

コンピューター名 FSQR 

サーバー OS Windows Server 2008 R2 (x64) 

FAST Search Server (特記事項なし) 

ドメン名 somecorp.local 

メモリ 3000 MB 

 

物理サーバーを 3 台用意し、Hyper-V を使って下記のように配備しました。 

 

サーバー1 (実メモリ 8GB) 

 ADSVR 

 FASTSVR または FSAD + FSNA 

サーバー2 (実メモリ 8GB) 

 SPSVR 

サーバー3 (実メモリ 8GB) 

 FSQR 

 

物理サーバースペック (3 台共同じ) 

CPU Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz 3.33 GHz 

デゖスク 126 GB 

  



 

 

導入ソフトウェゕ 

ソフトウェゕ名 詳細 

FAST Search Server 2010 for 

SharePoint(x64) - DVD (English) 

en_fast_search_server_2010_for_sharepoint_x64_dvd_5175

47.iso 

※今回の検証環境は TechNet サブスクリプション 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/subscriptions/) にて会員向けに公開されている上記ソ

フトウェゕを使用して構築しています。 

※2010 年６月時点 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/subscriptions/


 

 

1.5 前提条件 

FAST Search Server をンストールするための前提となる条件を示します 

 

1.5.1 SharePoint Server 2010 の構築オプションの必須条件 

 SharePoint Server 2010 のライセンスは Enterprise であること 

 SharePoint Server 2010 の構成はファーム構成であること 

 Office Web Apps がインストール・構成されていること 

SharePoint 検索画面でドキュメントプレビューを使えるようにするには 、SharePoint Server 

2010 の構成ウゖザードを実行する前にンストールする必要があります。 

 

1.5.2 SharePoint サーバーでの準備 

 Windows ファイアウォールの構成で TCP ポート 1433 の開放 

SQL Server と FAST Search が接続するために、TCP ポート 1433 を開放する必要があります。

詳しくは、次の URL を参照してください。 

SQL Server のゕクセスを許可するための Windows フゔゕウォールの構成 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc646023.aspx 

 

1.5.3 FAST サーバーでの準備 

 インストール サーバー OS の準備 

Windows Server 2008 R2 をンストールします。 

 サーバーへ修正プログラムの適用 

Windows ゕップデートを実行します。 

 ドメインへ参加する 

FAST Search Server を Windows ドメンに参加させます。 

 ローカル Administrators へ追加する 

ローカル Administrators グループに FAST 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser※) を所属させま

す。 

※「2. FAST ンストールユーザーの作成」で後述します 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc646023.aspx


 

 

2． FAST Search Server ンストールユーザーの作成 

FAST Search Server の実行およびンストールの際に必要となるユーザーを作成、権限を設定します。 

本自習書を通じて、本節で作成するドメンユーザー (fastuser) にて作業を行います。このユーザーで FAST 

Search Server のンストーラーの実行および FAST Search Server のプロセスの実行を行います。 

ンストールが完了すると、SharePoint の画面に FAST Search Server の検索機能が統合され、SharePoint 

サーバーと FAST サーバーは密接に連携するようになります。その為この自習書では、このユーザーには 

SharePoint サーバーおよび FAST サーバーのローカル管理者権限を付与しています。また、同じ理由で 

SharePoint Server の [サトコレクションの管理者] 権限を付与します。 

 

2.1 FAST Search Server 実行/ンストールユーザーの作成 

新たにドメンユーザーを作成します。 

1. ドメンコントローラー (ADSVR) にドメン管理者 (SOMECORP\Administrator) でログンします。

[スタート] メニューから、[管理ツール] - [Active Directory ユーザーとコンピューター] をクリックし

ます。 

 

 

 

  



 

 

2. 次の画面が表示されるので、[操作] - [新規作成] – [ユーザー] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[姓]ボックス に「fastuser」を入力、[ユーザー ログオン名] ボックス に

「fastuser」と入力し、[次へ] をクリックします。 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、[パスワード] ボックス に任意のパスワードを入力、[パスワードを無期

限にする] のチェック ボックスをオンにし、[次へ] をクリックします。 

 

5.  SharePoint Server 用の SQL Server が稼働するサーバー (SPSVR) にログンします。[スタート] 

メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SQL Server 2008] - [SQL Server Management 

Studio] をクリックします。 

 

 

 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[サーバーの種類] ボックスで [データベース エンジン] を選択、[サー

バー名] ボックスに SharePoint サーバー名をドメン名付き (spsvr.somecorp.local) で入力、[認証] 

ボックス の [Windows 認証] を選択し、[接続] をクリックします。 

 

7. 次の画面が表示されるので、SharePoint サーバー名 (spsvr.somecorp.local) - [セキュリテゖ] – [ロ

グン] を右クリックし、[新しいログン] をクリックします。 

 

 

 

  



 

 

8. 次の画面が表示されるので、[全般] タブ の [ログン名] ボックスに FAST 実行/ンストールユー

ザー名 (SOMECORP\fastuser) を入力、[Windows 認証] のチェック ボックスをオンにし、[サーバー

ロール] タブをクリックします。 

 

  



 

 

9. 次の画面が表示されるので、[dbcreator] のチェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。 

 

10. 次の画面へ戻ったら、[フゔル] メニュー – [終了] をクリックします。 

 

 

  



 

 

11. SharePoint サーバーにログンし、[スタート] メニューから、[管理ツール] - [サーバー 

マネージャー] をクリックします。 

12. [サーバー マネージャー] - [構成] - [ローカル ユーザーとグループ] - [グループ] をクリ

ックし、次の画面が表示されるので、[Administrators] を右クリックし、[グループに追加] をクリック

します。 

 

  



 

 

13. 次の画面が表示されるので、[追加] をクリックします。 

 

  



 

 

14. 次の画面が表示されるので、[選択するオブジェクト名を入力してください] に FAST 実行

/ンストールユーザー名 (SOMECORP\fastuser) を入力し、[名前の確認] をクリックします。 

 

  



 

 

15. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー名 (SOMECORP\fastuser) に下線が引

かれたのを確認し、[OK] をクリックします。 

 

  



 

 

16. 次の画面が表示されるので、[OK] をクリックします。 

 

 

  



 

 

2.2 FAST Search Server 実行/ンストールユーザーの SharePoint Server 権

限付与 

1. SharePoint サ ーバ ーに ロ グン し、 Internet Explorer を起動 し  SharePoint ポータ ルホ ーム

(http://spsvr) を開きます。 

  SharePoint システムゕカウントでログンします。 

 

  



 

 

2. 既定のページが表示されます。 

 

  



 

 

3. [サトの操作] - [サトの設定] をクリックします。 

 

  



 

 

4. [サトの設定] 画面が表示されるので、[サト コレクションの管理者] をクリックします。 

次の画面が表示されるので、[サト コレクションの管理者] に FAST 実行/ンストールユーザー名

(fastuser) を入力します。 

入力したテキスト ボックス右下の [名前の確認] をクリックします。 

FAST 実行/ンストールユーザー名 (fastuser) に下線が引かれた事を確認し、[OK] をクリックします。 

 

  



 

 

5. 右上の [システムゕカウント] をクリックし、[別のユーザーとしてサンン] をクリックします。 

 

6. [Windows セキュリテゖ] 画面が表示されます。   

 

  



 

 

7. [別のゕカウントを使用] をクリックします。 

  FAST Search Server 実行/ンストールユーザー名 (SOMECORP\fastuser) とパスワードを入力しま

す。 

  [OK] をクリックします。 

 

8. 既定のページが表示されます。 

  [サトの操作] - [サトの設定] をクリックします。 

 

  



 

 

9.   [サト コレクションの管理] - [サト コレクションの機能] が使えるようになっていることを確

認します。 

[サトの設定] 画面が表示されます。 

 

  



 

 

3． 最少構成でのンストール方法 

FAST Search Server 2010 for SharePoint の最小構成ンストールについて記述します。 

 

3.1 FAST Search Server 2010 for SharePoint のンストール 

本章では、下図に示すように、FAST Serch Server を 1 台のサーバーにンストールします。 

 

  



 

 

3.1.1 シングル サーバーのンストール 

Prerequisite の実行 

1. FAST サーバー (FASTSVR) に FAST 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログン

します。 

FAST Search Server のンストールメデゖゕを CD ドラブに挿入します。次の画面が表示されます。

splash.hta をクリックします。 

 

  



 

 

2. 次の画面が表示されるので、[Install software prerequisites] をクリックします。 

 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[は

い] をクリックします。 

4. 次の画面が表示されるので、[次へ] をクリックします。 

 

  



 

 

5. 次の画面が表示されるので、[I accept the terms of the License Agreement(s)] をクリックし、[次

へ] をクリックします。 

 

6. 次の画面が表示されるので [完了] をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

 

7. 再起動後 FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンし

ます。 

[はい] をクリックします。 

8. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[は

い] をクリックします。 

ンストールの続きが行われます。 

  



 

 

9. 次の画面が表示されるので、[完了] をクリックします。 

  



 

 

PowerShell 実行ポリシーを変更 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [ゕクセサリ] - [Windows PowerShell] - [Windows 

PowerShell] を 右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 

 

2. Windows PowerShell で、以下のコマンドを実行します。 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -force 

 

  



 

 

FAST Search Server 2010 for SharePoint のインストール 

1. 再度 splash.hta をクリックします。 

 

2. 次の画面が表示されるので、[Install FAST Search Server 2010 for SharePoint] をクリックします。 

 

  



 

 

3. 次の画面が表示されるので、[Next] をクリックします。 

 

4. 次の画面が表示されるので、[I accept the terms in the License Agreement] をクリックし、[Next] 

をクリックします。 

 

 

5. 次の画面が表示されるので、保存先を既定 (C:\FASTSearch\) のまま [Next] をクリックします。 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[Install] をクリックします。 

 

7. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので [は

い] をクリックします。 

8. 次の画面が表示されるので、[Finish] をクリックします。 

  



 

 

9.  [Exit] をクリックし終了します。 

 

 

FAST Search 構成ウィザードの実行 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint Configuration Wizard] をクリッ

クします。 

 

  



 

 

2. 次の画面が表示されるので、[Next] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[Single server(stand-alone)] をオンにし、[Next] をクリックします。 

 

4. 次の画面が表示されるので、[User name] に FAST Search Server 実行/ンストールユーザー 

(SOMECORP\fastuser) を入力、[Password] にパスワードを入力し、[Next] をクリックします。 

 

 

  



 

 

5. 次の画面が表示されるので、[Certtificate] と [Retype the] に任意のパスワードを入力し、[Next] を

クリックします。 

 

6. 次 の 画 面 が 表 示 さ れ る の で 、  初 期 状 態  (Server name に  FAST サ ー バ ー 名 

(fastsvr.somecorp.local)、Base port number に「13000」) のまま、[Next] をクリックします。 

 

  



 

 

7. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、[Next] をクリックします。 

Database connection string SharePoint サーバー名 

(spsvr.somecorp.local) 

注：SharePoint Server が使用している SQL Server が稼

働する サーバー名を指定します。  

Database name FASTSearchAdminDatabase 

Database port 1433 

 

8. 次の画面が表示されるので、[Server Farm] をオン、[Microsoft SharePoint Server] に SharePoint 

システムゕカウントを入力し、[Next] をクリックします。 

 

  



 

 

9. 次の画面が表示されるので、[Configure] をクリックします。 

 

10. 次の画面が表示されるので、[Finish] をクリックします。 

 

  



 

 

FASTSearchAdministrators グループのユーザーを確認する 

1. [スタート] メニューから、[管理ツール] - [サーバー マネージャー] をクリックします。 

[サーバー マネージャー] - [構成] – [ローカル ユーザーとグループ] – [グループ] をクリックし、次の画

面 が 表 示 さ れ る の で 、 [FASTSearchAdministrators] に  ン ス ト ー ル し た ド メ  ン ユ ー ザ ー

(SOMECORP\fastuser) が追加されたことを確認します。 

 

  



 

 

2. [FASTSearchAdministrators] をダブルクリックすると次の画面が表示されるので、ンストールし

たドメンユーザーが含まれていることを確認し、含まれていない場合は追加します。 

 

 

3. Windows を再起動します。  



 

 

FAST Search Server の稼動確認 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

3. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl status 

4. 全モジュールのステータスが Running になっていることを確認します。 

  



 

 

3.2 SharePoint Server の設定 

 

3.2.1 Content Connector SSA を作成する 

SSA とは Search Service Application の略で、ここではクローリングをコントロールするサービスを作成しま

す。 

1. SharePoint サ ー バ ー  (SPSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 [スタート] メニューから、[管理ツール] - [サービス] をクリックします。 

[SharePoint 2010 Administration] サービスが開始されていることを確認します。 

 

  



 

 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft SharePoint 2010 Products] - 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[サービスゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、[新規] メニュー – [Search Service Application] をクリックします。 

 

5. 次の画面が表示されるので、[新しい管理ゕカウントの登録] をクリックします。 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[サービスゕカウントの資格情報] の [ユーザー名] に FAST 実行/ン

ストールユーザー名 (SOMECORP\fastuser) を入力します。[パスワード] を入力し、[OK] をクリック

します。 

 

  



 

 

7. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

名前 FAST Connector 

FAST Service ゕプリケーション FAST Search コネクタ 

Search Service ゕカウント FAST SEARCH SERVER実行/ンストールユー

ザー名 

(SOMECORP\fastuser) 

 

  



 

 

8. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、[OK] をクリックします。 

Search Administration Web Service 

のゕプリケーションプール 

新しいゕプリケーション プールを作成する 

ゕプリケーション プール名 FAST_Content_App_Pool 

このゕプリケーション プールのセキュ

リテゖ ゕカウントをクリックしてくださ

い 

構成可能 

ドメンユーザー FAST SEARCH SERVER 実行/ンストールユー

ザー名 

(SOMECORP\fastuser) 

コンテンツの配信元 (FAST サーバー名):13391 

(fastsvr.somecorp.local:13391) 

コンテンツ コレクション名 sp ※必ず小文字で入れてください 

 

 

  

FAST サーバーの構成ウゖザードが終了する際、FAST サーバー (FASTSVR)

の %FASTSEARCH% フォルダー (C:\FASTSearch) に Install_Info.txt が作成されます。 

このフゔルには上記で入力した SharePoint サーバーから FAST サーバーへの設定に必要な 

URL を始めとして各種情報が書かれています。 



 

 

9. 次の画面が表示されるので、[OK] をクリックします。 

 

 

10. 次の画面へ戻ったら、サービスゕプリケーション一覧に SSA (FAST Connector) が追加さ

れていることを確認します。 

 

 



 

 

3.2.2 Query SSA を作成する 

クエリ結果を返すためのサービスを作成します。 

1. [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

 

2. 次の画面が表示されるので、[新規] メニュー – [Search Service Application] をクリックします。 

 

 



 

 

3. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

名前 FAST Query SSA 

FAST Service ゕプリケーション FAST Search クエリ 

Search Service ゕカウント FAST SEARCH SERVER 実行/ンストールユー

ザー名 

(SOMECORP\fastuser) 

 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

Search Administrator Web Service の

ゕプリケーション プール 

新しいゕプリケーション プールを作成する 

ゕプリケーション プール名 FAST_Query_Admin_SSA_App_Pool 

このゕプリケーション プールのセキュ

リテゖ ゕカウントをクリックしてくださ

い 

構成可能 

ドメンユーザー FAST SEARCH SERVER 実行/ンストールユー

ザー名 

(SOMECORP\fastuser) 

 

  



 

 

5. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

検索クエリおよびサト設定 Web サ

ービスのゕプリケーション プール 

新しいゕプリケーション プールを作成する 

ゕプリケーション プール名 FAST_Query_SSA_App_Pool 

このゕプリケーション プールのセキュ

リテゖ ゕカウントをクリックしてくださ

い 

構成可能 

ドメンユーザー FAST SEARCH SERVER 実行/ンストールユー

ザー名 

(SOMECORP\fastuser) 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、[OK] をクリックします。 

クエリ サービスの場所 http://(FAST サーバー名):13287 

(http://fastsvr.somecorp.local:1328

7) 

管理サービスの場所 http://(FAST サーバー名):13287 

(http://fastsvr.somecorp.local:1325

7) 

リソース ストゕの場所 http://(FAST サーバー名):13255 

(http://fastsvr.somecorp.local:1325

5) 

管理サービスのゕカウント FAST SEARCH SERVER 実行/ンストールユー

ザー名 

(SOMECORP\fastuser) 

 

 

 

 

 

 

  

FAST サーバーの構成ウゖザードが終了する際、FAST サーバー (FASTSVR)

の %FASTSEARCH% フォルダー (C:\FASTSearch) に Install_Info.txt が作成されます。 

このフゔルには上記で入力した SharePoint サーバーから FAST サーバーへの設定に必要な 

URL を始めとして各種情報が書かれています。 



 

 

7. 次の画面が表示されるので、[OK] をクリックします。 

 

8. 次の画面へ戻ったら、サービスゕプリケーション一覧に SSA (FAST Query SSA) が追加されているこ

とを確認します。 

 

 

  



 

 

3.2.3 SSA の設定を確認する 

1.  SharePoint サ ー バ ー  (SPSVR) に  FAST SEARCH SERVER 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft SharePoint 2010 Products] – 

[SharePoint 2010 管理シェル] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 

 

3. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

 Get-SPEnterpriseSearchExtendedQueryProperty -SearchApplication "FAST Query SSA" 

 

 

  



 

 

3.2.4 FAST Search Server 用のサトを作成する 

1. SharePoint ポータルホーム  http://(SharePoint サーバー名)(http://spsvr)にゕクセスし、FAST 

Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 

2. 次の画面が表示されるので、[サトの操作] – [サトの設定] をクリックします。 

 

 

 

  



 

 

3. 次の画面が表示されるので、[サトコレクションの管理] – [サト コレクションの機能] をクリッ

クします。 

 

4. 次の画面が表示されるので、下記フゖーチャーの状態を確認します。 

 SharePoint Server 発行インフラストラクチャ 

 SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 

  



 

 

5. 下記フゖーチャーをゕクテゖブ化します。 

 SharePoint Server 発行インフラストラクチャ 

 SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 

 

  



 

 

6. 次 の 画 面 が 表 示 さ れ る の で 、 SharePoint ポ ー タ ル ホ ー ム  http://(SharePoint サ ー バ ー

名 )(http://spsvr) に ゕ ク セ ス し 、 FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

[サトの操作] – [サトの設定] をクリックします。 

 

 

7. 次の画面が表示されるので、[サトの管理] – [サトとワークスペース] をクリックします。 

 

 



 

 

8. 次の画面が表示されるので、[作成] をクリックします。 

 

  



 

 

9. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力、それ以外を既定のまま、[作成] をクリックしま

す。 

タトルと説明 FASTSearch Site 

Web サトのゕドレス fs 

テンプレートのクリック [エンタープラズ]  – [Fast Search センタ

ー] 

注：Web サトのゕドレスに入力した fs が、http://(SharePoint サーバー)/fs になります。 

 

  



 

 

10. 次の画面が表示されるので、「FASTSearch Site」が作成されたことを確認します。 

 

  



 

 

3.2.5 FAST Search Server を標準の検索サーバーに設定する 

1. SharePoint サ ー バ ー  (SPSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft SharePoint 2010 Products] – 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[ゕプリケーション構成の管理] をクリックします。 

 

 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、[サービス ゕプリケーション] - [サービス ゕプリケーションの関連付け

の構成] をクリックします。 

 

5. 次の画面が表示されるので、[SharePoint – 80] をクリックします。 

 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[編集する接続グループ] で「[ユーザー設定]」をクリックします。 

 

7. 次の画面が表示されるので、「Search Service Application」を除く全ての項目をオンにします。「FAST 

Query SSA」がオンになっていることを確認します。 

 

  



 

 

8. [OK] をクリックします。 

 

9. 次の画面が表示されるので、[ゕプリケーション プロキシ] に「FAST Query SSA」が追加されたこと

を確認します。 

 

 

  



 

 

3.2.6 FAST Search Server と接続の確認をする 

1. 作成した検索サト http://(SharePoint サーバー)/fs (http://spsvr/fs) にゕクセスし、FAST 

Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. [サトの操作] – [サトの設定] をクリックします。 

 

3. エラー画面が表示された場合は [サトに戻る] をクリックし、再度 [サトの操作] – [サトの設

定] をクリックします。 

 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、[サト コレクションの管理] - [FAST Search のキーワード] をクリッ

クします。 

 

[FAST Search のキーワード] リンクが見つからない場合 

① SharePoint Server Enterprise Collection Features を有効にします (Site Collection Features 下

にあります)。 

② [サトの操作] の右にある [上へ移動] ゕコンをクリックしてデフォルトサトへ移動し、[サト

の操作] - [サトの設定] をクリックします。 

 

[FAST Search のキーワード] をクリックすると、エラーが表示される場合 

①  [FAST Search のキーワード] をクリックした際に、以下のように「Unexpected error occurred 

while communicating with Administration Service」のエラー画面が表示された場合には、以下の

手順を実施してください。 

 



 

 

② FAST サーバー (FASTSVR) のローカルグループ”FASTSearchKeywordAdministrators”を作成しま

す 。 FAST サ ー バ ー  (FASTSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

③ サーバーマネージャーを起動し、[構成]－[ローカルユーザーとグループ]－[グループ]を表示します。 

グループ枠内で右クリックして、[新しいグループ]をクリックします。 

 

④ グループ名に、”FASTSearchKeywordAdministrators”と入力し (説明は任意）、[作成] をクリックし

ます。 

 

⑤ FAST サーバー (FASTSVR) を再起動します。 

⑥ FAST サーバー (FASTSVR) が起動したら、再度、手順①から確認を実施してください。 

 

  



 

 

5. 次の画面が表示されるので、[キーワードの追加] をクリックします。 

 

6.  [キーワードの追加] ウゖンドウが表示されれば FAST Search Server との接続は機能しています。 

 

  



 

 

3.2.7 認証を設定する 

1. SharePoint サ ー バ ー  (SPSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 2010 Products] – 

[SharePoint 2010 管理シェル] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 

 

  



 

 

3. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

mkdir c:\FASTSearch 

cd c:\FASTSearch 

$stsCert =(Get-SPSecurityTokenServiceConfig).LocalLoginProvider.SigningCertificate 

$stsCert.Export("cert")| Set-Content -encoding byte MOSS_STS.cer 

ls 

 

 

  

ここでは、C ドラブ下に FASTSearch フォルダーを作成、そのフォルダー内に MOSS_STS.cer（セキュ

リテゖ証明書フゔル）を作成し、ls コマンドで MOSS_STS.cer が作成されたことを確認しています。 

 



 

 

4. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

copy .\MOSS_STS.cer \\fastsvr.somecorp.local\c$\FASTSearch\ 

 

 

5. FAST サ ー バ ー  (FASTSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

6. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] をクリックします。 

 

 

  

ここでは、作成した MOSS_STS.cer を FASTSVR にコピーしています。 



 

 

7. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

cd C:\FASTSearch\installer\scripts 

.\InstallSTSCertificateForClaims.ps1 -certPath c:\FASTSearch\MOSS_STS.cer 

 

 

 

  

ここでは、コピーした MOSS_STS.cer を FAST サーバー (FASTSVR) にンストールしています。 



 

 

3.2.8 SSL を設定する 

1. SharePoint サ ー バ ー  (SPSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 

2010 Products] – [SharePoint 2010 管理シェル] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックし

ます。 

 

  



 

 

3. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

copy \\FASTSVR\c$\FASTSearch\data\data_security\cert\FASTSearchCert.pfx 

C:\FASTSearch 

 

 

4. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

copy \\FASTSVR\c$\FASTSearch\installer\scripts\securefastsearchconnector.ps1 

C:\FASTSearch 

 

 

5. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

cd C:\FASTSearch 

\SecureFASTSearchConnector.ps1 -certPath FASTSearchCert.pfx -ssaName "FAST Connector" 

-username "somecorp\fastuser" 

上記コマンドを実行するとパスワードを求められるので、『3.1.1 - FAST Search 構成ウゖザー

ドの実行 – 5』 で入力した、Certtificate パスワードを入力してください。 

 

 

 

  

ここでは、FASTSVR の FASTSearchCert.pfx を C:\FASTSearch にコピーします。 

ここでは、FASTSVR の securefastsearchconnector.ps1 を C:\FASTSearch にコピーします。 

ここでは、コピーした FASTSearchCert.pfx を SPSVR にンストールします。 



 

 

3.2.9 動作確認をする 

1. 作成した検索サト http://(SharePoint サーバー)/fs (http://spsvr/fs) にゕクセスし、FAST Search 

Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. 任意の検索キーワードを入力し、検索 (虫眼鏡のゕコン) をクリックします。 

 

  



 

 

3. 「検索結果はありません」というメッセージが表示されることを確認します。 

 

 

  



 

 

3.3 FAST Search Server 2010 for SharePoint の機能の確認 

FAST Search Server が正常にンストールされているか、確認します。 

 

3.3.1 クロールを行う 

1. 作成した検索サト http://SharePoint サーバー名)/fs (http://spsvr/fs) にゕクセスし、FAST Search 

Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. 次の画面のように、あらかじめ PowerPoint 等のドキュメント フゔルを登録します。 

 

  



 

 

3. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft SharePoint 2010 Products] – 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。 

次の画面が表示されるので、[サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

4. 次の画面が表示されるので、サービスゕプリケーション一覧から [FAST Connector] をクリックしま

す。 

 

  



 

 

5. 次の画面が表示されるので、[クロール] - [コンテンツ ソース] をクリックします。 

 

6. 次の画面が表示されるので、[新しいコンテンツ ソース] をクリックします。 

 

  



 

 

7. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

名前 FASTCrawlTest 

コンテンツ ソースの種類 SharePoint サト 

開始ゕドレス http://(SharePoint サーバー名) 

(http://spsvr) 

 

  



 

 

8. [フルクロールの開始] で「このコンテンツソースのフルクロールを開始」のチェック ボックスをオン

にし、それ以外を既定にし、[OK] をクリックします。 

 

9. 次の画面が表示されるので、[状態] が「開始処理中」になったことを確認します。 

 

  



 

 

10. [最新の情報に更新] をクリックし、[現在のクロール時間] が増加していることを確認しま

す。 

 

11. [状態] が「ゕドル」になったことを確認します。 

 

  



 

 

3.3.2 検索を行う 

1. 登録したドキュメントフゔルに関連する検索キーワードを入力し、検索（虫眼鏡のゕコン）をクリッ

クします。 

 

  



 

 

2. 次の画面のようになっているか、下記項目を確認します。 

① 該当するドキュメントフゔルが検索結果に含まれている 

② 絞り込みが表示されている 

③ ドキュメントフゔル (PowerPoint および Word) の縮小プレビューが表示されている 

 

 

  

③

②

①



 

 

4． 複数台構成でのンストール方法 

FAST Search Server を複数台構成でンストールします。 

 

4.1 FAST Search Server 2010 for SharePoint のンストール 

本章では、下図に示すように、クローリング用に 1 台、管理/検索用に 1 台で構成します。 

 

  



 

 

4.1.1 deployment.xml を作成する 

ここで複数台構成の役割表を下記に示します。 

コンピューター名 役割 

FSAD admin 

query 

searchengine 

FSNA indexing-dispatcher 

document-processor 

webanalyzer 

content-distributor 

crawler 

上記表に対応する、deployment.xml を下記に示します。 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<deployment version="14" modifiedBy="system" comment="Default install time deployment" 

xmlns="http://www.microsoft.com/enterprisesearch" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.microsoft.com/enterprisesearch deployment.xsd"> 

 <instanceid>FASTSearchMultiNode</instanceid> 

 

<connector-databaseconnectionstring><![CDATA[jdbc:sqlserver://spsvr.somecorp.local;DatabaseName=FASTSearchAdminDataba

se]]></connector-databaseconnectionstring> 

 <host name="fsad.somecorp.local"> 

  <admin /> 

  <query /> 

  <searchengine row="0" column="0" /> 

 </host> 

  

 <host name="fsna.somecorp.local"> 

  <indexing-dispatcher /> 

  <document-processor processes="4" /> 

  <webanalyzer server="true" max-targets="1" link-processing="true" lookup-db="true" /> 

  <content-distributor /> 

  <crawler role="single" /> 

 </host> 

 <searchcluster> 

  <row id="0" index="primary" search="true" />  

 </searchcluster> 

</deployment> 

上記をメモ帳に貼り付け、deployment.xml として ANSI 形式で保存します。 



 

 

4.1.2 マルチ サーバー(管理サーバー)のンストール 

Prerequisite の実行 

1. FAST 管 理 サ ー バ ー  (FSAD) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. FAST Search Server のンストールメデゖゕを CD ドラブに挿入します。次の画面から splash.hta 

をクリックします。 

 

  



 

 

3. 次の画面が表示されるので、[Install software prerequisites] をクリックします。 

 

4. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[は

い] をクリックします。 

5. 次の画面が表示されるので、[次へ] をクリックします。 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[I accept the terms of the License Agreement(s)] をクリックし、[次

へ] をクリックします。 

 

7. 次の画面が表示されるので [完了] をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

 

8. 再起動後 FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンし

ます。 

ンストールの続きが行われます。 

9. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので 

[はい] をクリックします。 

  



 

 

10. 次の画面が表示されるので、[完了] をクリックします。 

 

 

PowerShell 実行ポリシーを変更 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [ゕクセサリ] - [Windows PowerShell] - [Windows 

PowerShell] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 

 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[は

い] をクリックします。 

  



 

 

3. Windows PowerShell で、以下のコマンドを実行します。 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -force 

 

 

FAST Search Server 2010 for SharePoint のインストール 

1. 再度 splash.hta をダブルクリックします。 

 

  



 

 

2. 次の画面が表示されるので、[Install FAST Search Server 2010 for SharePoint] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[Next] をクリックします。 

 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、[I accept the terms in the License Agreement] をクリックし、[Next] 

をクリックします。 

 

5. 次の画面が表示されるので、保存先を既定 (C:\FASTSearch\) のまま [Next] をクリックします。 

注意：この後、FAST 非管理サーバーも同様にンストールしますが、複数台構成では全ての FAST サー

バーのンストール先パスを同じにする必要があります。 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[Install] をクリックします。 

 

7. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[は

い] をクリックします。 

8. 次の画面が表示されるので、[Finish] をクリックします。 

 

  



 

 

9. 次の画面へ戻ったら、[Exit] をクリックし終了します。 

 

 

FAST Search 構成ウィザードの実行 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint Configuration Wizard] をクリッ

クします。 

 

  



 

 

2. 次の画面が表示されるので、[Next] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[Admin server] をオンにし、[Next] をクリックします。 

 

4. 次の画面が表示されるので、[User name] に FAST Search Server 実行/ンストールユーザー名

(SOMECORP\fastuser) を入力、[Password] にパスワードを入力し、[Next] をクリックします。 

 

  



 

 

5. 次の画面が表示されるので、[Certtificate] と [Retype the] に任意のパスワードを入力し、[Next] を

クリックします。 

注意：ここで入力した FAST 認証パスワードはマルチサーバーの構成時に必要となりますので忘れないよ

うにしてください。 

 

6. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、[Next] をクリックします。 

Server name FAST サーバー名 

(fsad.somecorp.local) 

Base port number 13000 

Deployment file location (4.1.1 で作成した deployment.xml を指定します) 

 

注意：ここで入力したポート番号はマルチサーバーの構成時に必要となりますので忘れないようにし

てください。 

 

  



 

 

7. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、[Next] をクリックします。 

Database connection string SharePoint サーバー名 

(spsvr.somecorp.local) 

Database name FASTSearchAdminDatabase 

Database port 1433 

 

8. 次の画面が表示されるので、 [Server Farm] をオンにし、[Microsoft SharePoint Server] に 

SharePoint システムユーザー名を入力し、[Next] をクリックします。 

 

  



 

 

9. 次の画面が表示されるので、[Configure] をクリックします。 

 

10. 次の画面が表示されるので、[Finish] をクリックします。 

 

  



 

 

FASTSearchAdministrators グループのユーザーを確認する 

1. [スタート] メニューから、[管理ツール] - [サーバー マネージャー] をクリックします。 

[サーバー マネージャー] - [構成] – [ローカル ユーザーとグループ] – [グループ] をクリックします。 

 

  



 

 

2. [FASTSearchAdministrators] をダブルクリックすると次の画面が表示されるので、FAST Search 

Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) が含まれていることを確認し、含まれてい

ない場合は追加します。 

 

 

3. Windows を再起動します。 

  



 

 

FAST Search Server の稼動確認 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

2. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl status 

全モジュールのステータスが Running になっていることを確認します。 

 

 

  



 

 

4.1.3 マルチ サーバー(非管理サーバー)のンストール 

非管理サーバーのンストールは、管理サーバーのンストール後に行ってください。 

Prerequisite の実行 

1. FAST 非管理サーバー (FASTNA) に FAST 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でロ

グンします。 

2. FAST Search Server のンストールメデゖゕを CD ドラブに挿入します。次の画面が開くので 

splash.hta をダブルクリックします。 

 

  



 

 

3. 次の画面が表示されるので、[Install software prerequisites] をクリックします 

 

4. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[は

い] をクリックします。 

5. 次の画面が表示されるので、[次へ] をクリックします。 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[I accept the terms of the License Agreement(s)] をクリックし、[次

へ] をクリックします。 

 

7. 次の画面が表示されるので [完了] をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

 

8. 再起動後 FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンし

ます。 

ンストールの続きが行われます。 

9. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[は

い] をクリックします。 

  



 

 

10. 次の画面が表示されるので、[完了] をクリックします。 

 

 

PowerShell 実行ポリシーを変更 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [ゕクセサリ] - [Windows PowerShell] – [Windows 

PowerShell] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[はい] 

をクリックします。 

 

  



 

 

3. Windows PowerShell で、以下のコマンドを実行します。 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -force 

 

 

FAST Search Server 2010 for SharePoint のインストール 

1. 再度 splash.hta をダブルクリックします。 

 

  



 

 

2. 次の画面が表示されるので、[Install FAST Search Server 2010 for SharePoint] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[Next] をクリックします。 

 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、[I accept the terms in the License Agreement] をクリックし、[Next] 

をクリックします。 

 

5. 次の画面が表示されるので、保存先を既定 (C:\FASTSearch\) のまま [Next] をクリックします。 

注意：複数台構成では全ての FAST サーバーのンストール先パスを同じにする必要があります。 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[Install] をクリックします。 

 

[次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されるので、[はい] 

をクリックします。 

7. 次の画面が表示されるので、[Finish] をクリックします。 

 

  



 

 

8. 次の画面へ戻ったら、[Exit] をクリックし終了します。 

 

 

FAST Search 構成ウィザードの実行 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint Configuration Wizard] をクリッ

クします。 

 

  



 

 

2. 次の画面が表示されるので、[Next] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[Non-admin server] をオンにし、[Next] をクリックします。 

 

4. 次の画面が表示されるので、[User name] に FAST Search Server 実行/ンストールユーザー名

(SOMECORP\fastuser) を入力、[Password] にパスワードを入力し、[Next] をクリックします。 

 

  



 

 

5. 次の画面が表示されるので、[Certtificate] に 管理サーバー構成時に入力したパスワードを入力し、

[Next] をクリックします。 

 

6. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、[Next] をクリックします。 

Server name 自コンピューター名 

(fsna.somecorp.local) 

Admin server name FAST 管理サーバーコンピューター名 

(fsad.somecorp.local) 

Admin base port 13000 

 

  



 

 

7. 次の画面が表示されるので、[Configure] をクリックします。 

 

8. 次の画面が表示されるので、[Finish] をクリックします。 

 

  



 

 

FASTSearchAdministrators グループのユーザーを確認する 

1. [スタート] メニューから、[管理ツール] - [サーバー マネージャー] をクリックします。 

[サーバー マネージャー] - [構成] – [ローカル ユーザーとグループ] – [グループ] をクリックします。

次の画面が表示されます。 

 

  



 

 

2. [FASTSearchAdministrators] をダブル クリックすると次の画面が表示されるので、FAST Search 

Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) が含まれていることを確認し、含まれてい

ない場合は追加します。 

 

 

3. Windows を再起動します。 

  



 

 

FAST Search Server の稼動確認 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

2. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl status 

全モジュールのステータスが Running になっていることを確認します。 

 

  



 

 

4.2 SharePoint Server の設定 

 

4.2.1 Content Connector SSA を作成する 

クローリングをコントロールするサービスを作成します。 

1. SharePoint サ ー バ ー  (SPSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. [スタート] メニューから、[管理ツール] – [サーバー マネージャー] をクリックします。 

3. [サーバー マネージャー] – [構成] – [サービス] と展開し、 

 [SharePoint 2010 Administration] サービスが開始されていることを確認します。 

 

  



 

 

4. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 2010 Products] - 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。 

 

5. 次の画面が表示されるので、[サービスゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[新規] – [Search Service Application] をクリックします。 

 

  



 

 

7. 次の画面が表示されます。[新しい管理ゕカウントの登録] をクリックします。 

 

8. 次の画面が表示されるので、[サービスゕカウントの資格情報] の [ユーザー名] に FAST Search 

Server 実行/ンストールユーザー名 (SOMECORP\fastuser) します。[パスワード] にパスワードを入

力し、[OK] をクリックします。 

  



 

 

9. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

名前 FAST Connector 

FAST Service ゕプリケーション FAST Search コネクタ 

Search Service ゕカウント FAST Search Server 実行/ンストールユーザ

ー名 

(SOMECORP\fastuser) 

 

  



 

 

10. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、[OK] をクリックします。 

Search Administration Web Service 

のゕプリケーションプール 

新しいゕプリケーション プールを作成する 

ゕプリケーション プール名 FAST_Content_App_Pool 

このゕプリケーション プールのセキュ

リテゖ ゕカウントをクリックしてくださ

い 

構成可能 

ドメンユーザー FAST Search Server実行/ンストールユーザー

名 

(SOMECORP\fastuser) 

コンテンツの配信元 FAST 非管理サーバー名:13391 

(fsna.somecorp.local:13391) 

コンテンツ コレクション名 sp 

 

 

  

FAST サーバーの構成ウゖザードが終了する際、FAST サーバー (FSAD、FSNA)

の %FASTSEARCH% フォルダー (C:\FASTSearch) に Install_Info.txt が作成されます。 

このフゔルには上記で入力した SharePoint サーバーから FAST サーバーへの設定に必要な 

URL を始めとして各種情報が書かれています。 



 

 

11. 次の画面が表示されるので、[OK] をクリックします。 

 

12. 次の画面へ戻ったら、サービスゕプリケーション一覧に SSA (FAST Connector) が追加さ

れていることを確認します。 

 



 

 

4.2.2 Query SSA を作成する 

クエリ結果を返すためのサービスを作成します。 

1. [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

  



 

 

2. 次の画面が表示されるので、[新規] – [Search Service Application] をクリックします。 

 

  



 

 

3. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

名前 FAST Query SSA 

FAST Service ゕプリケーション FAST Search クエリ 

Search Service ゕカウント FAST Search Server 実行/ンストールユーザ

ー名 

(SOMECORP\fastuser) 

 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

Search Administrator Web Service の

ゕプリケーション プール 

新しいゕプリケーション プールを作成する 

ゕプリケーション プール名 FAST_Query_Admin_SSA_App_Pool 

このゕプリケーション プールのセキュ

リテゖ ゕカウントをクリックしてくださ

い 

構成可能 

ドメンユーザー FAST Search Server 実行/ンストールユーザ

ー名 

(SOMECORP\fastuser) 

検索クエリおよびサト設定 Web サ

ービスのゕプリケーション プール 

新しいゕプリケーション プールを作成する 

ゕプリケーション プール名 FAST_Query_SSA_App_Pool 

 

  



 

 

5. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力し、下にスクロールします。 

クエリ サービスの場所 http://FAST 管理サーバー名:13287 

(http://fsad.somecorp.local:13287

) 

管理サービスの場所 http://FAST 管理サーバー名:13257 

(http://fsad.somecorp.local:13257

) 

リソース ストゕの場所 http://FAST 管理サーバー名:13255 

(http://fsad.somecorp.local:13255

) 

 

 

  

FAST サーバーの構成ウゖザードが終了する際、FAST サーバー (FSAD、FSNA)

の %FASTSEARCH% フォルダー (C:\FASTSearch) に Install_Info.txt が作成されます。 

このフゔルには上記で入力した SharePoint サーバーから FAST サーバーへの設定に必要な 

URL を始めとして各種情報が書かれています。 



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[管理サービスのゕカウント] に FAST Search Server 実行/ンストー

ルユーザー名(SOMECORP\fastuser) を入力し、[OK] をクリックします。 

 

7. 次の画面が表示されるので、[OK] をクリックします。 

 

 



 

 

8. 次の画面へ戻ったら、サービスゕプリケーション一覧に SSA (FAST Query SSA) が追加されているこ

とを確認します。 

 

  



 

 

4.2.3 SSA の設定を確認する 

1. SharePoint サ ー バ ー  (SPSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 2010 Products] – 

[SharePoint 2010 管理シェル] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 

 

3. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

Get-SPEnterpriseSearchExtendedQueryProperty -SearchApplication "FAST Query SSA" 

 

 

 

  



 

 

4.2.4 FAST Search 用のサトを作成する 

1. SharePoint ポータルホーム http://(SharePoint サーバー名)(http://spsvr) にゕクセスし、FAST 

Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 

2. 次の画面が表示されるので、[サトの操作] –[サトの設定] をクリックします。 

 

  



 

 

3. 次の画面が表示されるので、[サトコレクションの管理] – [サト コレクションの機能] をクリッ

クします。 

 

4. 次の画面が表示されるので、下記フゖーチャーの状態を確認します。 

 SharePoint Server 発行インフラストラクチャ 

 SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 

 

  



 

 

5. 下記フゖーチャーをゕクテゖブ化します。 

 SharePoint Server 発行インフラストラクチャ 

 SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 

6. 次 の 画 面 が 表 示 さ れ る の で 、 SharePoint ポ ー タ ル ホ ー ム  http://(SharePoint サ ー バ ー

名 )(http://spsvr) に ゕ ク セ ス し 、 FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

7. [サトの操作] – [サトの設定] をクリックします。 

 

  



 

 

8. 次の画面が表示されるので、[サトの管理] – [サトとワークスペース] をクリックします。 

 

9. 次の画面が表示されるので、「作成」をクリックします。 

 

  



 

 

10. 次の画面が表示されるので、以下の情報を基に入力、それ以外を既定のまま、[作成] をク

リックします。 

タトルと説明 FASTSearch Site 

Web サトのゕドレス fs 

テンプレートのクリック [エンタープラズ] タブ – [Fast Search センター] 

注：Web サトのゕドレスに入力した fs が、http://(SharePoint サーバー)/fs になります。 

 

  



 

 

11. 次の画面が表示されるので、「FASTSearch Site」が作成されたことを確認します。 

 

  



 

 

4.2.5 FAST Search をデフォルトのサーバーに設定する 

1. SharePoint サ ー バ ー  (SPSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 2010 Products] – 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。 

 

3. 次の画面が表示されるので、[ゕプリケーション構成の管理] をクリックします。 

 

  



 

 

4. 次の画面が表示されるので、[サービス ゕプリケーション] - [サービス ゕプリケーションの関連付け

の構成] をクリックします。 

 

5. 次の画面が表示されるので、[SharePoint – 80] をクリックします。 

 

 

  



 

 

6. 次の画面が表示されるので、[編集する接続グループ] で [ユーザー設定] をクリックします。 

 

7. 次の画面が表示されるので、[Search Service Application] を除く全ての項目をオンにします。[FAST 

Query SSA] がオンになっていることを確認し、[OK] をクリックします。 

 

  



 

 

8. 次の画面が表示されるので、[ゕプリケーションプロキシ] に「FAST Query SSA」が追加されたこと

を確認します。 

 

  



 

 

4.2.6 FAST Search と接続されているか確認をする 

1. [サーバーの全体管理] をクリックします。 

2. [サーバーの全体管理] 画面画面が表示されます。 

 [ゕプリケーション構成の管理] - [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

  



 

 

3. [サービス ゕプリケーションの管理] 画面が表示されます。 

[FAST Query SSA] をクリックします。 

 

  



 

 

4. [FAST Query SSA：検索管理] 画面が表示されます。 

  左メニューの [FAST Search 管理] をクリックします。 

 

5. [FAST Query SSA：FAST Search 管理] 画面が表示されます。 

  [管理プロパテゖ] をクリックします。 

 

  



 

 

6. [FAST Query SSA：管理プロパテゖ] 画面が表示されます。 

  この画面が表示されれば SharePoint は FAST と接続されています。 

 

7. IE を起動し、作成した検索サト (http://spsvr/fs) を開きます。 

  FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 

  



 

 

8. [FAST Search Site] 画面が表示されます。 

  [サトの操作] - [サトの設定] をクリックします。 

   エラーになる場合は再度 [サトの操作] - [サトの設定] をクリックしてください。 

 

  



 

 

9. [サトの設定] 画面が表示されます。 

  [サト コレクションの管理] - [FAST Search のキーワード] をクリックします。 

 

[FAST Search のキーワード] リンクが見つからない場合 

① SharePoint Server Enterprise Collection Features を有効にします (Site Collection Features 下

にあります)。 

② [サトの操作] の右にある [上へ移動] ゕコンをクリックしてデフォルトサトへ移動し、[サト

の操作] - [サトの設定] をクリックします。 

 

[FAST Search のキーワード] をクリックすると、エラーが表示される場合 

①  [FAST Search のキーワード] をクリックした際に、以下のように「Unexpected error occurred 

while communicating with Administration Service」のエラー画面が表示された場合には、以下の

手順を実施してください。 



 

 

 

② FAST サーバー (FASTSVR) のローカルグループ”FASTSearchKeywordAdministrators”を作成しま

す 。 FAST サ ー バ ー  (FASTSVR) に  FAST Search Server 実 行 /  ン ス ト ー ル ユ ー ザ ー 

(SOMECORP\fastuser) でログンします。 

③ サーバーマネージャーを起動し、[構成]－[ローカルユーザーとグループ]－[グループ]を表示します。 

グループ枠内で右クリックして、[新しいグループ]をクリックします。 

 

④ グループ名に、”FASTSearchKeywordAdministrators”と入力し (説明は任意）、[作成] をクリックし

ます。 

 



 

 

⑤ FAST サーバー (FASTSVR) を再起動します。 

⑥ FAST サーバー (FASTSVR) が起動したら、再度、手順①から確認を実施してください。 

  



 

 

10. [キーワードの管理] 画面が表示されます。 

  [キーワードの追加] をクリックします。 

 

11. [キーワードの追加] 画面が表示されます。 

この画面が表示されれば FAST との接続は機能しています。 

 

12. Internet Explorer を閉じます。 

  



 

 

認証を設定する 

1. [スタート ] メニューから  [すべてのプログラム ] - [Microsoft SharePoint 2010 Products] - 

[SharePoint 2010 管理シェル] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

  



 

 

3. メモ帳を開き、以下のコマンドを入力します。 

mkdir c:¥FASTSearch 

cd c:¥FASTSearch 

$stsCert =(Get-SPSecurityTokenServiceConfig).LocalLoginProvider.SigningCertificate 

$stsCert.Export("cert")| Set-Content -encoding byte MOSS_STS.cer 

 

4. メモ帳から SharePoint 2010 管理シェルへコピー＆ペーストします。 

編集したコマンドが実行されます。コマンドが全て実行されたことを確認します。 

最終行に [PS C:\FASTSearch>] プロンプトが表示されていれば全て実行されています。 

表示されていない場合は Enter を押下してコマンドの残りを実行します。 

 

  



 

 

5. 同じデゖレクトリに MOSS_STS.cer が作成されたことを確認します。 

  プロンプトで ls と入力し Enter を押下します。 

  MOSS_STS.cer のフゔル情報が表示されます。 

 

6. MOSS_STS.cer を FAST 管理サーバーにコピーします。 

SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

copy .¥MOSS_STS.cer ¥¥fsad.somecorp.local¥c$¥FASTSearch¥ 

※fsad は FAST 管理サーバー名を指定してください。 

 

  



 

 

7. FAST Search Server実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST 管理サーバーに

ログオンします。 

8. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint shell] を右クリックします。 

  [管理者として実行] をクリックします。 

 

9. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

10.  Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行

します。 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -force 

cd C:¥FASTSearch¥installer¥scripts 

.¥InstallSTSCertificateForClaims.ps1 -certPath c:¥FASTSearch¥MOSS_STS.cer 

エラーなくプロンプトが返ることを確認します。 

 

11. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを閉じます。 

 

 

  



 

 

SSL を設定する 

1. FAST Search Server実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で SharePoint サーバーにロ

グオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 2010 Products] - 

[SharePoint 2010 管理シェル] を右クリックします。 

  [管理者として実行] をクリックします。 

 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

4. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -force 

5. FASTSearchCert.pfx を FAST 管理サーバー (FSAD) から SharePoint サーバー (SPSVR) へコ

ピーします。SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

copy \\FSAD\c$\FASTSearch\data\data_security\cert\FASTSearchCert.pfx C:¥FASTSearch 

6. securefastsearchconnector.ps1 スクリプトを FAST 管理サーバー (FSAD) から SharePoint サ

ーバー (SPSVR) へコピーします。SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

copy ¥¥fsad¥c$¥FASTSearch¥installer¥scripts¥securefastsearchconnector.ps1 C:¥FASTSearch 

 

  



 

 

7. 証明書を入力としてスクリプトを実行します。SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実

行します。 

cd C:¥FASTSearch 

.¥SecureFASTSearchConnector.ps1 -certPath FASTSearchCert.pfx -ssaName "FAST Connector" -username 

"somecorp¥fastuser" 

 

8. 2 つ目のコマンドを実行すると、証明書のパスワードを入力するよう求められます。 

FAST 管理サーバーの設定ウゖザードで入力した認証パスワードを入力します。 

 

  



 

 

動作確認をする 

1. Internet Explorer をすべて閉じます (以前のログオンユーザーの認証情報をクリゕする為です)。 

2. IE を起動し、作成した検索サト (http://spsvr/fs) を開きます。 

3. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 

  



 

 

4. 任意の検索キーワードを入力し、検索 (虫眼鏡のゕコン) をクリックします。 

 

  



 

 

5.  [検索結果はありません] というメッセージが表示されます。 

 

 

 もし「Cannot load web part」エラーが出た場合は下記を試してみてください。 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST サーバーに にログ

オンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl stop samadmin, samworker, qrproxy 

nctrl start samadmin 

nctrl start samworker 

nctrl start qrproxy 

5. 検索サトで再検索します。 

6. [検索結果はありません] というメッセージが表示されるか確認します。 

 

  



 

 

5． 複数台構成にサーバーを追加する方法 

本章では、下図のように、1 台で構成されていた検索部分を 2 台に再構成します。 

 

  



 

 

5.1 追加の非管理 FAST サーバー (FSQR) で実施 

 

5.1.1 FAST Search Server 前提条件ソフトウェゕのンストール 

1. DVD の splash.hta をダブルクリックして実行します。 

 

2. [Install] - [Install software prerequisites] をクリックします。 

 

  



 

 

3. Welcome 画面が表示されます。 

[次へ] をクリックします。 

 

4. License Terms for software components 画面が表示されます。 

[I accept the terms of the License Agreement(s)] をクリックします。 

[次へ] をクリックします。 

 

  



 

 

5. ンストールが行われ、再起動を促す画面が表示されます。 

[完了] をクリックします。Windows が再起動されます。 

 

6.  FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログオンします。  

ンストールの続きが行われます。 

Installation Complete 画面が表示されます。 

[完了] をクリックします。 

 

  



 

 

5.1.2 PowerShell 実行ポリシーの変更 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [ゕクセサリ] - [Windows PowerShell] - 

[Windows PowerShell] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

3. Windows PowerShell で、以下のコマンドを実行します。 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -force 

 

  



 

 

5.1.3 FAST Search Server のンストール 

1. DVD の splash.hta をダブルクリックして実行します。 

 

2. スプラッシュ画面が表示されます。 

  [Install] - [Install FAST Search Server 2010 for SharePoint] をクリックします。 

 

  



 

 

3. Welcome 画面が表示されます。 

  [Next] をクリックします。 

 

4. End-User License Agreement 画面が表示されます。 

  [I accept the terms in the License Agreement] をクリックします。 

  [Next] をクリックします。 

 

  



 

 

5. Destination Folder 画面が表示されます。 

  ンストール先はデフォルト値 (C:\FASTSearch\) のまま [Next] をクリックします。 

   注意：複数台構成では全ての FAST サーバーのンストール先パスを同じにする必要があります。 

     既にンストール済みの FAST 管理サーバーや FAST 非管理サーバーと一致させてください。 

 

6. Ready to install Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint 画面が表示されます。 

  [Install] をクリックします。 

 

7. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

  



 

 

8. ンストールが行われ、ンストール完了画面が表示されます。 

  [Finish] をクリックします。 

 

9. スプラッシュ画面の [Exit] をクリックします。 

 

  



 

 

5.2 SharePoint サーバーで実施 

 

5.2.1 ンデックスのリセット 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で SharePoint サーバー

にログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft SharePoint 2010 Products] - 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。  

[はい] をクリックします。 

4. [サーバーの全体管理] 画面が表示されます。  

[ゕプリケーション構成の管理] - [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

5. [サービス ゕプリケーションの管理] 画面が表示されます。  

[FAST Connector] の文字をクリックします。 

6. [FAST Connector 検索管理] 画面が表示されます。  

[クロール] - [ンデックスのリセット] をクリックします。 

 

  



 

 

5.3 FAST 管理サーバー (FSAD) で実施  

 

5.3.1 Content Collection のクリゕ 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

     o [管理者として実行] をクリックします。 

2.  [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

     o [はい] をクリックします。 

3. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

Clear-FASTSearchContentCollection -name "sp" 

 

    

  



 

 

5.3.2 複数台構成を再定義 

1. deployment.xml の修正 

下記にあるフゔル deployment.xml を、新しい定義を含むフゔルに置き換えます。 

C:\FASTSearch\etc\config_data\deployment\deployment.xml 

3 台構成向けの deployment.xml を下記に示します。 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<deployment version="14" modifiedBy="system" comment="Default install time deployment" 

xmlns="http://www.microsoft.com/enterprisesearch" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.microsoft.com/enterprisesearch deployment.xsd"> 

 <instanceid>FASTSearchMultiNode</instanceid> 

 

<connector-databaseconnectionstring><![CDATA[jdbc:sqlserver://spsvr.somecorp.local;DatabaseName=FASTSearchAdminDataba

se]]></connector-databaseconnectionstring> 

 <host name="fsad.somecorp.local"> 

   <admin /> 

   <query /> 

   <searchengine row="0" column="0" /> 

 </host> 

 <host name="fsqr.somecorp.local"> 

   <query /> 

   <searchengine row="1" column="0" /> 

 </host> 

  

 <host name="fsna.somecorp.local"> 

   <indexing-dispatcher /> 

   <document-processor processes="4" /> 

   <webanalyzer server="true" max-targets="1" link-processing="true" lookup-db="true" /> 

   <content-distributor /> 

   <crawler role="single" /> 

 </host> 

 <searchcluster> 

   <row id="0" index="primary" search="true" />  

   <row id="1" index="secondary" search="true" /> 

 </searchcluster> 

</deployment> 

  



 

 

2. 以上をメモ帳に貼り付け、deployment.xml として ANSI 形式で上書き保存します。 

 

 

  



 

 

5.4 FAST 非管理サーバー (FSNA) で実施 

 

5.4.1 サービスの停止 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST 非管理サーバー 

(FSNA) にログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl stop 

Successfully stopped と表示されることを確認します。 

5. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを閉じます。 

  



 

 

5.5 FAST 管理サーバー (FSAD) で実施 

 

5.5.1 構成情報の更新 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

 

3. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl stop 

 

  



 

 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

Set-FASTSearchConfiguration 

 

5. C:\FASTSearch\Install_Info.txt が更新されることを確認します。 

 

  



 

 

6. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl start 

 

7. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。  

Set-FASTSearchIPSec -create -user fastuser 

 

パスワードの入力を求める表示が出るので、FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (fastuser) 

のパスワードを入力します。 

エラーなくコマンドが終了することを確認します。  

 

8. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを閉じます。 

  



 

 

5.6 追加の非管理 FAST サーバー (FSQR) で実施 

 

5.6.1 構成ウゖザードの実行 

1. FAST Search Server実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で追加の非管理 FAST サ

ーバー (FSQR) にログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint Configuration Wizard」を実行し

ます。 

 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

4. Welcome 画面が表示されます。 

  [Next] をクリックします。 

 

  



 

 

5. Select the deployment type 画面が表示されます。 

  [Non-admin server] をクリックします。 

  [Next] をクリックします。 

 

6. Enter the user name and password 画面が表示されます。 

[User name] に FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) を入力しま

す。 

 [Password] にパスワードを入力します。 

 [Next] をクリックします。 

 

7. Certificate password 画面が表示されます。 

[Certificate] に FAST 認証パスワードを入力します (管理サーバー構成時に入力した値を入力してくだ

さい)。 

  [Next] をクリックします。 

  



 

 

8. Server settings 画面が表示されます。 

[Server name] に FAST 非管理サーバー (自身) の FQDN 名 (fsqr.somecorp.local) を入力します。 

 [Admin server name] に FAST 管理サーバーの FQDN 名 (fsad.somecorp.local) を入力します。 

 [Admin base port] にポート番号 (13000 管理サーバー構成時に入力した値) を入力します。 

 [Next] をクリックします。 

 

9. Configuration settings summary 画面が表示されます。 

  内容を確認し [Configure] をクリックします。 

 

  



 

 

10. 構成が行われ、Post-setup configuration was successful 画面が表示されます。 

  [Finish] をクリックします。 

 

 

11. Windows を再起動します。 

 

5.6.2 追加の FAST サーバー稼働確認 

1. Internet Explorer を開き、下記 URL を入力します。 

http://localhost:13280 

QR-server 画面が表示されることを確認します。 

注意：この画面は localhost 以外からはゕクセスできません。 

 

 



 

 

5.7 FAST 非管理サーバー (FSNA) で実施 

 

5.7.1 サービスの起動 

1. FAST Search Server実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST 非管理サーバー 

(FSNA) にログオンします。 

2. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl start 

 

  



 

 

5. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

Set-FASTSearchIPSec -create -user fastuser 

パスワードを入力するプロンプトが出るので fastuser のパスワードを入力します。 

 

エラーなくコマンドが終了することを確認します。 

6. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを閉じます。 

 

  



 

 

5.8 全ての FAST サーバー (FSAD、FSNA、FSQR) で実施 

 

5.8.1 FAST 管理サーバーの稼働状況確認 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST 管理サーバー 

(FSAD) にログオンします。 

2. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl status 

実行ポリシーを変更するかと尋ねられた場合は「Y」と入力します。 

全て Running と表示されることを確認します。  

 

5. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを閉じます。 

 

  



 

 

5.8.2 FAST 非管理サーバー (FSNA) の稼働状況確認 

1. FAST Search Server実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST 非管理サーバー 

(FSNA) にログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl status 

実行ポリシーを変更するかと尋ねられた場合は「Y」と入力します。 

全て Running と表示されることを確認します。  

 

5. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを閉じます。 

 

  



 

 

5.8.3 追加の FAST 非管理サーバー (FSQR) の稼働状況確認 

1. FAST Search Server実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST 非管理サーバー 

(FSQR) にログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] – [Microsoft FAST 

Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl status 

実行ポリシーを変更するかと尋ねられた場合は「Y」と入力します。 

全て Running と表示されることを確認します。  

 

5. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを閉じます。 

 

  



 

 

5.9 SharePoint サーバーで実施 

 

5.9.1 Query SSA の編集 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で SharePoint サーバー

にログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 2010 Products] - 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。 

 

3.   [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

 [はい] をクリックします。 

  



 

 

4. [サーバーの全体管理] 画面が表示されます。 

  [ゕプリケーション構成の管理] - [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

  



 

 

5. [サービス ゕプリケーションの管理] 画面が表示されます。 

[FAST Query SSA] の行を選択し、[プロパテゖ] をクリックします。 

 

 

  



 

 

6. [Search Service ゕプリケーションの編集] 画面が表示されます。 

下にスクロールします。 

 

  



 

 

7. [クエリ サービスの場所] を追加の非管理 FAST サーバー(FSQR)に変更します。 

   変更前 http://fsad.contoso.local:13287 

   変更後 http://fsqr.contoso.local:13287 

  [OK] をクリックします。 

 

  



 

 

8. [検索トポロジの管理] 画面が表示されます。 

  [OK] をクリックします。 

 

 

9. Internet Explorer を閉じます。 

  



 

 

5.9.2 FAST SSA 設定を見る 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft SharePoint 2010 Products] – 

[SharePoint 2010 管理シェル] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

3. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

Get-SPEnterpriseSearchExtendedQueryProperty -SearchApplication "FAST Query SSA" 

エラーなく実行されることを確認します。 

 

4. SharePoint 2010 管理シェルを終了します。 

 

  



 

 

5.9.3 証明書を追加の FAST 非管理サーバー (FSQR) にコピーする 

1.   [スタート] メニューから、[コマンド プロンプト] を起動します。 

 

2. MOSS_STS.cer を追加 FAST サーバー (FSQR) にコピーします。 

コマンド プロンプトで、以下のコマンドを実行します。 

copy C:¥FASTSearch¥MOSS_STS.cer ¥¥fsqr.somecorp.local¥c$¥FASTSearch 

 

3. コマンド プロンプトを閉じます。 

 

  



 

 

5.9.4 追加の非管理 FAST サーバー (FSQR) で実施 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で追加 FAST サーバー 

(FSQR) にログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint shell] を右クリックします。 

  [管理者として実行] をクリックします。 

 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -force 

cd C:¥FASTSearch¥installer¥scripts 

.¥InstallSTSCertificateForClaims.ps1 -certPath c:¥FASTSearch¥MOSS_STS.cer 

エラーなくプロンプトが返ることを確認します。 

 

5. Windows Powershell を閉じます。 

  



 

 

5.10 SharePoint サーバーで実施 

 

5.10.1 クエリの動作確認 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で SharePoint サーバー

にログオンします。 

2. Internet Explorer をすべて閉じます (以前のログオンユーザーの認証情報をクリゕする為です)。 

3. Internet Explorer を起動し、作成した検索サト (http://spsvr/fs) を開きます。 

  FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 

  



 

 

4. 任意の検索キーワードを入力し、検索 (虫眼鏡のゕコン) をクリックします。。 

 

  



 

 

5. 「検索結果はありません」というメッセージが表示されることを確認します。 

 

 

「Cannot load web part」エラーが出た場合は下記を試してみてください。 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST サーバーに に

ログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl stop samadmin, samworker, qrproxy 

nctrl start samadmin 

nctrl start samworker 

nctrl start qrproxy 

5. 検索サトで再検索します。 

6. [検索結果はありません] というメッセージが表示されるか確認します。 

 

  



 

 

5.10.2  サーバー構成変更後の検索機能の動作確認 

 

コンテンツ登録 

1. Internet Explorer をすべて閉じます (以前のログオンユーザーの認証情報をクリゕする為です)。 

2. Internet Explorer を起動し、SharePoint ポータルホーム (http://spsvr/) を開く。 

FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 

  



 

 

3. サトに Word、Excel、PowerPoint 等のドキュメントフゔルを登録し、ホーム画面に多数の共有

ドキュメントが一覧表示されるようにします。 

[ドキュメントの追加] をクリックします。 

 

  



 

 

4. [ドキュメントのゕップロード] 画面が表示されます。 

[参照...] をクリックします。 

 

5. [ゕップロードするフゔルの選択] ダゕログが表示されます。 

ゕップロードの対象フゔルを選択し、[開く] をクリックします。 

 

 

 

  



 

 

6. [OK] をクリックします。 

 

7. ドキュメントフゔルが登録されます。 

 

 

  



 

 

8. 繰り返して幾つかのフゔルが登録された状態にします。 

 

9. Internet Explorer を閉じます。 

 

クロールを行う 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 2010 Products] - 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。 

 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

  



 

 

3. [サーバーの全体管理] 画面が表示されます。 

[ゕプリケーション構成の管理] - [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

4. [サービス ゕプリケーションの管理] 画面が表示されます。 

[FAST Connector] の文字をクリックします。 

 

 

 

  



 

 

5. [FAST Connector 検索管理] 画面が表示されます。 

[クロール] - [コンテンツ ソース] をクリックします。 

 

 

6. [FAST Connector コンテンツ ソースの管理] 画面が表示されます。 

[新しいコンテンツ ソース] をクリックします。 

 

 

  



 

 

7. 以下の情報を基に入力します。 

名前 FASTCrawlTest 

コンテンツ ソースの種類 SharePoint サト 

開始ゕドレス http://(SharePoint サーバー名) 

(http://spsvr) 

フルクロールの開始 - このコンテンツソ

ースのフルクロールを開始 

オン 

 

  



 

 

8. [OK] をクリックします。 

 

9. [FAST Connector コンテンツ ソースの管理] 画面が表示されます。 

[FASTCrawlTest] の [状態] が「開始処理中」になったことを確認します。 

 

 

  



 

 

10. クロールが完了するのを待ちます。時々 [最新の情報に更新] をクリックし、[現在のクロー

ル時間] が増加していることを確認します。 

Office コンテンツのンデキシング (クロール) はコンテンツ数により時間がかかる場合があります。 

 

11. [状態] が「ゕドル」になります。 

 

 

  



 

 

5.10.3  検索を行う 

1. Internet Explorer を全て閉じます (以前のログオンユーザーの認証情報をクリゕする為です)。 

2. Internet Explorer を起動し、作成した検索サト (http://spsvr/fs) を開きます。 

FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 

  



 

 

3. 登録したドキュメントフゔルに関連する検索キーワードを入力し、検索（虫眼鏡のゕコン）をクリ

ックします。 

 

4. 検索結果画面が表示されます。 

 

以上で追加 FAST サーバーでクエリを処理するよう構成を変更し、動作確認が終了しました。 

以降はクエリサービスを管理 FAST サーバーと追加 FAST サーバーの 2 台で処理するよう構成を変更する手

順です。 

 

  



 

 

5.10.4  Query SSA の編集 

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Microsoft SharePoint 2010 Products] - 

[SharePoint 2010 サーバーの全体管理] をクリックします。  [管理者として実行] をクリックします。 

 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

  



 

 

3. [サーバーの全体管理] 画面が表示されます。 

 [ゕプリケーション構成の管理] - [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

  



 

 

4. [サービス ゕプリケーションの管理] 画面が表示されます。 

[FAST Query SSA] の行を選択し、[プロパテゖ] をクリックします。 

 

5. [Search Service ゕプリケーションの編集] 画面が表示されます。 

 

  



 

 

6. 下へスクロールします。 

[クエリ サービスの場所] を追加の非管理 FAST サーバー (FSQR) に変更します。 

変更前 http://fsqr.somecorp.local:13287 

変更後 http://fsad.somecorp.local:13287; http://fsqr.somecorp.local:13287 

[OK] をクリックします。 

 

  



 

 

7. [検索トポロジの管理] 画面が表示されます。 

  [OK] をクリックします。 

 

8. Internet Explorer を閉じます。 

  



 

 

5.10.5  FAST SSA 設定を見る 

1. [スタート ] メニューから、 [すべてのプログラム ] - [Microsoft SharePoint 2010 Products] – 

[SharePoint 2010 管理シェル] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

 

2. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

3. SharePoint 2010 管理シェルで、以下のコマンドを実行します。 

Get-SPEnterpriseSearchExtendedQueryProperty -SearchApplication "FAST Query SSA" 

エラーなく実行されることを確認します。 

 

4. SharePoint 2010 管理シェルを終了します。 

 

  

  



 

 

5.10.6  検索を行う 

1. Internet Explorer を全て閉じます (以前のログオンユーザーの認証情報をクリゕする為です)。 

2. Internet Explorer を起動し、作成した検索サト (http://spsvr/fs) を開きます。 

  FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) でログンします。 

 

3. 登録したドキュメントフゔルに関連する検索キーワードを入力し、検索（虫眼鏡のゕコン）をクリ

ックします。 

 

  



 

 

4. 検索結果画面が表示されます。 

 

 

「Cannot load web part」エラーが出た場合は、下記を試してみてください。 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で FAST サーバーに に

ログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

[はい] をクリックします。 

4. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl stop samadmin, samworker, qrproxy 

nctrl start samadmin 

nctrl start samworker 

nctrl start qrproxy 

5. 検索サトで再検索します。 

6. [検索結果はありません] というメッセージが表示されるか確認します。 

  



 

 

6． オプションを実行する 
 

この章はンストール手順に必要はありません。 

 

6.1 Document Processor を減らしてメモリを開放する 

1. FAST Search Server 実行/ンストールユーザー (SOMECORP\fastuser) で Document Processor 

が含まれている FAST サーバーに にログオンします。 

2. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint] – [Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint] を右クリックします。 

[管理者として実行] をクリックします。 

3. [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？] ダゕログが表示されます。 

  [はい] をクリックします。 

4. 現在の Document Processor の確認には Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シ

ェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl status 

 

5. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを実行します。 

nctrl remove procserver 

 



 

 

6. 確認には Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルで、以下のコマンドを再度実

行します。 

nctrl status 

 

7. Document Processor が減っていることを確認します。 
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