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1． はじめに 
 

1.1 本書の目的 

本書は、Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint が提供するエンタープラズ検索機能のチューニング方

法について理解していただくことを目的としています。標準機能で装備しているンターフェース (GUI) で設定できるチ

ューニング項目に加え、カスタマズとして設定できるチューニング項目を中心にその目的と手順をご紹介します。 

 

SharePoint 2010 製品の最新情報については、http://www.microsoft.com/japan/sharepoint を参照してください。 

 

 

 

1.2  FAST Search Server 2010 for SharePoint について 

FAST Search Server 2010 for SharePoint 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。 

 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することができます。 

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１)。 

※ 注１：サムネル表示できるものは SharePoint Server 2010 に格納された 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。 

 

 

FAST Search Server 2010 for SharePoint については、以下の評価ガド、自習書も参照してください。 

  Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint 評価ガイド 

(http://download.microsoft.com/download/5/1/A/51AAC23A-0ED2-4C20-B613-73607F5867E4/SharePointServer2

010_SearchEvalGuide.pdf) 

  FAST Search Server 2010 for SharePoint インストール ガイド 

  

http://www.microsoft.com/japan/sharepoint
http://download.microsoft.com/download/5/1/A/51AAC23A-0ED2-4C20-B613-73607F5867E4/SharePointServer2010_SearchEvalGuide.pdf
http://download.microsoft.com/download/5/1/A/51AAC23A-0ED2-4C20-B613-73607F5867E4/SharePointServer2010_SearchEvalGuide.pdf


 

 

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 

 

 

 

1.4 システム要件 

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 のイ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。 

 ハードウェア要件およびソフトウェア要件 (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。 

 Prepare for installation (FAST Search Server 2010 for SharePoint) 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff381239.aspx 

 

 

 

1.5 前提条件 

SharePoint Server 及び FAST Search Server が導入済みであること。 

FAST Search Server のンストールは、c:\FASTSearchに対して行ったこととします。 

  

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


 

 

2． FAST Search Server 2010 for SharePoint による検索結果 

2 章では、SharePoint サーバーに格納されたコンテンツのクロールを行い、初期設定における検索結果画面の確認をし

ます。 

検索結果画面に各コンテンツが表示されるためには、検索エンジン内部にンデックスが作成される必要があります。こ

のンデックスは、クロールにより取り込まれたコンテンツをもとに FAST サーバーで処理され作成されます。 

 

なお本自習書では、ンターネットにて公開されている自習書シリーズをコンテンツのサンプルとして利用しています。 

 SQL Server 2008 R2 自習書シリーズ 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/ff519259.aspx 

 Windows Server 2008 R2 自習書: Active Directory Rights Management サービスのインス

トール 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/ee853259.aspx 

 Microsoft Office Communications Server 2007 自習書シリーズ | TechNet 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/ocs/cc952464.aspx 

 System Center Operations Manager 2007 自習書シリーズ 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/systemcenter/om/cc979328.aspx 

 Microsoft Office SharePoint Server 2007 自習書シリーズ | TechNet 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/sharepointserver/cc952469.aspx 

 Active Directory 自習書シリーズ 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/activedirectory/ee839421.aspx 

 Exchange Server 2010 自習書シリーズ | TechNet 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/exchange/2010/dd775186.aspx 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/ff519259.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/ee853259.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/ocs/cc952464.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/systemcenter/om/cc979328.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/sharepointserver/cc952469.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/activedirectory/ee839421.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/exchange/2010/dd775186.aspx


 

 

2.1 コンテンツのクロール 

1. [サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] をクリ

ックします。 

 

2. 「FAST Service ゕプリケーション」として「FAST Search コネクタ」を選択して作成した Search Service ゕ

プリケーション (下図では [FAST Connector]) をクリックします。 

  



 

 

3. [クロール] の [コンテンツ ソース] をクリックします。 

 

4. [新しいコンテンツソース] をクリックします。 

 

5. 必要な項目に入力します。 

ここでは下記内容を設定します。 

名前 c-sp 

コンテンツソースの種類 SharePointサト 

開始ゕドレス http://c-sp 

クロール設定 各開始ゕドレスから、ホスト名下にあるすべてをクロールする 

クロールのスケジュール なし 

コンテンツ ソースの優先度 標準 

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 

  



 

 

6. 入力後、 [OK] をクリックします。 

 

 

  



 

 

7. 新しく追加されたコンテンツに対してクロールが開始します。 

 

8. 状態が [開始処理中] → [フル クロール中] → [ゕドル] と変化し、クロールが完了します。 

 

 

  



 

 

2.2 初期設定における検索結果画面 

1. 検索画面に検索ワードを入力し、検索します。 

ここでは [ms] で検索します。 

 

2. 検索結果表示画面に遷移します。クロールされた情報が表示されます。 

 

  



 

 

3． 絞り込みパネルのチューニング 
絞り込みパネルとは、検索結果画面左側に並ぶパネルです。各コンテンツより自動抽出された情報が並んでおり、検索結果

を絞り込んでいく手助けとなるものです。 

3 章では、この絞り込みパネルのチューニングを行ないます。 

 

SharePoint 上では、[勤務先] 絞り込みパネルと [ロケーション] 絞り込みパネル、[人名] 絞り込みパネルをチューニン

グするための画面が用意されています。ですが、初期設定のままでは [勤務先] 絞り込みパネルしか検索画面には表示され

ていません。 

そこで、これらの絞り込みパネルを表示させるとともに、 SharePoint 上からのチューニング及び Windows PowerShell

を用いたチューニングについて紹介します。 

また最後には、新たな絞り込みパネルを作成する方法も紹介します。 

 

 

 

3.1 [勤務先] 絞り込みパネルをチューニングする 

既存の [勤務先] 絞り込みパネルを用いて、SharePoint 上から行える絞り込みパネルのチューニング方法を紹介します。 

 

3.1.1 SharePoint 上から [除外リストのゕテム] を追加する 

[除外リストのゕテム] に項目を追加し、絞り込みパネルに不要なゕテムが表示されないようにします。 

 

1. [サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] をクリ

ックします。 

 

  



 

 

2. 「FAST Service ゕプリケーション」として「FAST Search クエリ」を選択して作成した Search Service ゕ

プリケーション (下図では [FAST Query SSA]) をクリックします。 

 

3. [管理] の [FAST Search 管理] をクリックします。 

 

4. [プロパテゖの抽出] の [プロパテゖ抽出の管理] をクリックします。 

 

  



 

 

5. プロパテゖ抽出器名の [companies] の [除外リストのゕテム] をクリックします。 

 

6. [除外リストのゕテム] をクリックします。 

 

7. 任意のゕテムを追加し、[OK] をクリックします。 

ここでは [フゖール] を追加します。 

 

  



 

 

8. [除外リストのゕテム] が追加されています。 

 

QR サーバーの再起動 

追加した [除外リストのゕテム] を反映させるため、QRサーバーを再起動します。 

 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で [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。 

コンテキストメニューの [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。 

 

QR サーバーを再起動します。 

nctrl restart qrserver 

 

 

3. 検索結果に [除外リストのゕテム] に追加した項目が表示されていないことを確認します。 

 

QR サーバーとは、FASTサーバーが検索結果を返すためのモジュールです。QR サーバーの再起動中は、検

索結果が表示されなくなってしまいます。ただし、再起動は数秒から数十秒の間で完了します。また、すぐ

に隠したいゕテムを簡単に非表示に出来るのは大きなメリットだと言えます。 

 



 

 

3.1.2 SharePoint 上から [対象リストのゕテム] を追加する 

[対象リストのゕテム] に項目を追加し、絞り込みパネルに表示されるようにします。 

まず絞り込みパネルに表示される内容とは、FAST サーバーが内部に保持している辞書に登録された単語を各コンテンツ

から抽出したものです。 

対象リストに項目を追加すると FAST サーバー内部に保持される辞書情報にも追加されるため、その結果絞り込みパネル

に表示されることとなります。 

ただし辞書情報に追加されるだけであるため、コンテンツ内に含まれていない限り追加した項目は絞り込みパネルに表示さ

れません。 

 

1. [サーバーの全体管理] を開き、[ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] - [FAST 

Query SSA] - [FAST Search管理] - [プロパテゖ抽出の管理] をクリックします。 

プロパテゖ抽出器名の [companies] の [対象リストのゕテム] をクリックします。 

 

2. [対象リストのゕテム] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 任意のゕテムを追加し、[OK] をクリックします。 

 

[対象リストのゕテム] に [Microsoft Corporation] が追加されています。 

 

ドキュメントプロセッサの再起動 

追加した [対象リストのゕテム] を反映させるため、ドキュメントプロセッサを再起動します。 

 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

psctrl reset 

 



 

 

再クロール 

追加した [対象ゕテムのリスト] で情報を取得するために再クロールします。 

 

1. [サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] をクリ

ックします。 

 

2. 「FAST Service ゕプリケーション」として「FAST Search コネクタ」を選択して作成した Search Service ゕ

プリケーション (下図では [FAST Connector]) をクリックします。 

  



 

 

3. [クロール] の [コンテンツ ソース] をクリックします。 

 

4. 該当のコンテンツ ソースを選択し、 [フル クロールの開始] をクリックします。 

再クロールが開始されます。 

 

5. 状態が [開始処理中] → [フル クロール中] → [ゕドル] と変化し、再クロールが完了します。 

 

  



 

 

6. 検索結果に [対象リストのゕテム] に追加した項目が表示されていることを確認します。 

  



 

 

3.2 検索画面非表示の [ロケーション] 絞り込みパネルを表示する 

[ロケーション] 絞り込みパネルは、検索結果画面 (results.aspx) にて非表示となっています。そこで results.aspx を

編集し [ロケーション] 絞り込みパネルを表示させるとともに、表示されたゕテムのチューニングを行ないます。ここで

は、Windows PowerShell を用いて XMLフゔルを読み込ませる方法を紹介します。 

 

3.2.1 検索画面を編集し [ロケーション] 絞り込みパネルを表示する 

非表示となっている [ロケーション] 絞り込みパネルを表示します。 

 

1. 検索結果画面を開き、 [サトの操作] をクリックします。 

 

2. [ページの編集] をクリックします。 

  



 

 

3. [左領域] の [検索結果の絞り込みパネル] をクリックします。 

 

4. [Web パーツの編集] をクリックします。 

 



 

 

5. [検索結果の絞り込み] の [絞り込み] をクリックし展開します。 

 

6. [絞り込み] が展開します。 

 

7.  [既定の構成を使用する] のチェック ボックス をオフにします。 

 

  



 

 

8. [フゖルター カテゴリの定義] の横をクリックし、編集画面を起動します。 

 

テキスト エデゖターが起動します。 

<?xml version=”1.0 encoding=”utf-8”?><FilterCategories> 

の後に下記を追加します。 

<Category  

Title="ロケーション"  

Description="このフゖルターを使って検索結果をロケーションで絞り込みます" 

Type="Microsoft.Office.Server.Search.WebControls.ManagedPropertyFilterGenerator" 

MetadataThreshold="1"  

NumberOfFiltersToDisplay="4" 

MaxNumberOfFilters="20"  

ShowMoreLink="True"  

MappedProperty="locations"  

MoreLinkText="表示数を増やす"  

LessLinkText="表示数を減らす"  

ShowCounts="Count" />  

  



 

 

9. [OK] をクリックし、テキスト エデゖターを閉じます。 

10. [検索結果の絞り込みパネル] の [OK] をクリックし、パネルを閉じます。 

11. [プレビュー] をクリックすると、 [ロケーション] 絞り込みパネルの変更が確認できます。 

 

12. 新しくウゖンドウが起動します。 

 

13. 新しいウゖンドウで変更後の画面の確認をします。 

 

  



 

 

14. 確認後、変更を確定するために元のページの [チェックン] をクリックします。 

 

15. 任意でコメントを入力し、[続行] ボタンをクリックします。 

 

16. 検索結果画面を表示して、 [ロケーション] 絞り込みパネルが追加されていることを確認します。 

 

  



 

 

3.2.2 Windows PowerShell を用いて [除外リストのゕテム] を追加する 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

Get-FASTSearchResource dictionaries¥matching¥locations_exclusion_any.xml c:¥locations_exclusion_any.xml 

notepad c:¥locations_exclusion_any.xml 

 

2. 開いたメモ帳に、以下の内容で [US]  [プラゕンス]  [カンマ区]  [RF]  [タブ区]  [Han]  [ランシング] 

を削除リストのゕテムに追加し、文字コード UTF-8で上書き保存します。 

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

<dictionary> 

<entry key="US" /> 

<entry key="プラゕンス" /> 

<entry key="カンマ区" /> 

<entry key="RF" /> 

<entry key="タブ区" /> 

<entry key="Han" /> 

<entry key="ランシング" /> 

</dictionary> 

 

  

  



 

 

3. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者として実行し、下記コマンドを実行しま

す。 

Add-FASTSearchResource dictionaries¥matching¥locations_exclusion_any.xml c:¥locations_exclusion_any.xml 

 

QR サーバーの再起動 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

nctrl restart qrserver 

 

2. QR サーバーの再起動後、検索結果に削除リストのゕテムに追加したものが表示されていないことを確認しま

す。 

 

  



 

 

3.2.3 Windows PowerShell を用いて [対象リストのゕテム] を追加する 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

Get-FASTSearchResource dictionaries¥matching¥locations_inclusion_any.xml c:¥locations_inclusion_any.xml 

notepad c:¥locations_inclusion_any.xml 

 

2. 開いたメモ帳に、以下の内容で [北海道]  [東北]  [関東]  [中部]  [近畿]  [中国]  [四国]  [沖縄] を対象リ

ストのゕテムに追加し、文字コード UTF-8で上書き保存します。 

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

<dictionary> 

<entry key="北海道" /> 

<entry key="東北" /> 

<entry key="関東" /> 

<entry key="中部" /> 

<entry key="近畿" /> 

<entry key="中国" /> 

<entry key="四国" /> 

<entry key="沖縄" /> 

</dictionary> 

 

 



 

 

 

3. Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者として実行し、下記コマンドを実行しま

す。 

Add-FASTSearchResource dictionaries¥matching¥locations_inclusion_any.xml c:¥locations_inclusion_any.xml 

 

ドキュメントプロセッサの再起動 

設定の変更を反映させるため、ドキュメントプロセッサを再起動します。 

 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行します。 

psctrl reset 

  



 

 

再クロール 

1. [サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] - 

[FAST Connector] - [クロール] の [コンテンツ ソース] をクリックします。 

 

2. 該当のコンテンツ ソースを選択し、[フル クロールの開始] をクリックします。 

再クロールが開始されます 

 

3. 状態が [開始処理中] → [フル クロール中] → [ゕドル] と変化し、再クロールが完了します。 

 

  



 

 

4. 検索結果に [対象リストのゕテム] に追加した項目が表示されていることを確認します。 

  



 

 

3.3 自動抽出非対象、検索画面非表示の [人名] 絞り込みパネルを表示する 

[人名] 絞り込みパネルは、検索結果画面 (results.aspx) にて非表示になっているとともに、FAST の設定においても自

動抽出の対象となっていません。ここでは [人名] 絞り込みパネルを表示させるための手順と、自動抽出の対象とするため

の手順を紹介します。 

検索結果画面の修正 

1. 検索結果画面を開き、[サトの操作] - [ページの編集] をクリックします。 

 

2. [左領域] の [検索結果の絞り込みパネル] をクリックします。 

 



 

 

3. [Web パーツの編集] をクリックします。 

 

4. [絞り込み] をクリックして、展開させます。 

 

5. [絞り込み] が展開します。 

 

  



 

 

6. [規定の構成を使用する] のチェック ボックス をオフにします。 

※ 初回のみの操作です。 

 

7. [フゖルター カテゴリの定義] の横をクリックし、編集画面を起動します。 

  



 

 

 

テキスト エデゖターが起動します。 

<?xml version=”1.0 encoding=”utf-8”?><FilterCategories> 

の後に下記を追加します。 

<Category  

Title="人名"  

Description="このフゖルターを使って検索結果を人名で絞り込みます"  

Type="Microsoft.Office.Server.Search.WebControls.ManagedPropertyFilterGenerator" 

MetadataThreshold="1"  

NumberOfFiltersToDisplay="6"  

MaxNumberOfFilters="20"  

ShowMoreLink="True"  

MappedProperty="personnames"  

MoreLinkText="表示数を増やす"  

LessLinkText="表示数を減らす"  

ShowCounts="Count" />  

  



 

 

8.  [OK] をクリックし、テキスト エデゖターを閉じます。 

 

9. [検索結果の絞り込みパネル] の [OK] をクリックし、パネルを閉じます。 

  



 

 

10. [チェックン] - [チェックン] をクリックします。 

 

11. 任意でコメントを入力し、[続行] をクリックします。 

 

定義ファイルの設定変更 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

notepad c:¥FASTSearch¥etc¥config_data¥DocumentProcessor¥optionalprocessing.xml 

 

2. メモ帳が起動しますので、下記の部分を変更します。 

旧 <processor name="personnameextraction" active="no"/> 

 

新 <processor name="personnameextraction" active="yes"/> 

 

3. 変更後、[上書き保存] をクリックし、メモ帳を閉じます。  



 

 

ドキュメントプロセッサの再起動 

設定の変更を反映させるため、ドキュメントプロセッサを再起動します。 

 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

psctrl reset 

 

再クロール 

1. サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] - [FAST 

Connector] - [クロール] の [コンテンツ ソース] をクリックします。 

 

  



 

 

2. 該当のコンテンツ ソースを選択し、[フル クロールの開始] をクリックします。 

再クロールが開始されます 

 

3. 状態が [ゕドル] → [開始処理中] → [フル クロール中] → [ゕドル] となり再クロールが完了します。 

 

4. 検索結果に [対象リストのゕテム] に追加した項目が表示されていることを確認します。 

 



 

 

3.4 抽出キーワードを指定した独自絞込みパネル [製品] の作成 

FAST Search Server 2010 for SharePoint では、独自の絞り込みパネルを作成することが可能です。このための [クロ

ールされたプロパテゖ] も５つ用意されています。 

wordparts1、wordparts2、wholewords1、wholewords2、wholewords3 

これらのプロパテゖを用いることで、目的にあった絞り込みパネルを作成することが可能です。なお、wordparts1、

wordparts2 は日本語を含むゕジゕ圏の言語でも利用できます。 

ここでは wordparts1 プロパテゖを利用し、[製品] 絞り込みパネルを作成します。 

プロパティの編集 

1. [サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] - 

[FAST Query SSA] - [FAST Search管理] - [管理プロパテゖ] をクリックします。 

 

2. [管理プロパテゖ名の追加] をクリックします。 

  



 

 

3. [新しい管理プロパテゖ] ウゖンドウが起動します。 

[名前と説明] の [プロパテゖ名] に [products] と入力します。 

  



 

 

4. 次に [マッピングの追加] をクリックします。 

 [クロールされたプロパテゖの選択] ウゖンドウが起動します。 

5. [クロールされたプロパテゖの名前] に [wordparts1] と入力し、 [検索] をクリックします。 

 

6. [使用可能なクロールされたプロパテゖ] に検索結果が表示されます。 

7. [wordpart1] を選択し、 [追加] ボタンをクリックします。 

 

8. [選択済みのクロールされたプロパテゖ] に [wordparts1] が移動します。 

 

  



 

 

9.  [OK] をクリックします。 

 

10. [クエリ プロパテゖ]、[絞り込み条件プロパテゖ] および [詳細な絞り込み条件] のチェック ボック

スをオンにします。 

 

11. [OK] をクリックします。 

  



 

 

12. [products] プロパテゖが追加されているか確認します。 [管理プロパテゖ] の [管理プロパテゖ名の

検索] に [products] と入力し、 [検索] をクリックします。 

 

13. 追加した [products] が表示されていることを確認します。 

 

定義ファイルの設定変更 

1. 次に設定を修正するため、FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for 

SharePoint シェルを管理者として実行し、下記コマンドを実行します。 

notepad c:¥FASTSearch¥etc¥config_data¥DocumentProcessor¥optionalprocessing.xml 

 

2. メモ帳が起動しますので、下記を変更し、上書き保存をします。 

旧 <processor name="personnameextraction" active="no"/> 

新 <processor name="personnameextraction" active="yes"/> 

 

 



 

 

3. [上書き保存] をクリックします。 

 

対象リストの作成 

引き続きMicrosoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを使います。 

 

1. チューニングの設定フゔルを取得し、編集した後、元に戻します。 

下記コマンドを実行します。 

Get-FASTSearchResource dictionaries¥matching¥wordparts_extraction1.xml c:¥wordparts_extraction1.xml 

notepad c:¥wordparts_extraction1.xml 

 

2. メモ帳が起動しますので、 [製品名] 絞り込みパネルで表示させる key を追加します。 

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

<dictionary> 

    <entry key="Windows Server" value="Windows Server"/> 

    <entry key="SQL Server" value="SQL Server"/> 

    <entry key="Office Communications Server" value="Microsoft Office Communications Server"/> 

    <entry key="OCS" value="Microsoft Office Communications Server"/> 

    <entry key="System Center Operations Manager" value="System Center Operations Manager"/> 

    <entry key="Office SharePoint Server" value="Microsoft Office SharePoint Server"/> 

    <entry key="MOSS" value="Microsoft Office SharePoint Server"/> 

    <entry key="Active Directory" value="Active Directory"/> 

    <entry key="Exchange Server" value="Exchange Server"/> 

</dictionary> 

 



 

 

3. 編集が終わったら [上書き保存] を行った後にMicrosoft FAST Search Server 2010 for SharePoint shell で下

記コマンドを実行し、フゔルを元の場所に戻します。 

Add-FASTSearchResource dictionaries¥matching¥wordparts_extraction1.xml c:¥wordparts_extraction1.xml 

 

ドキュメントプロセッサの再起動 

設定を反映させるためにドキュメントプロセッサを再起動します。 

 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

psctrl reset 

  



 

 

再クロール 

新規追加した設定で再クロールをします。 

 

1. サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] - [FAST 

Connector] - [クロール] の [コンテンツ ソース] をクリックします。 

 

2. 該当のコンテンツ ソースを選択し、 [フル クロールの開始] をクリックします。 

再クロールが開始されます。 

 

3. 状態が [開始処理中] → [フル クロール中] → [ゕドル] と変化し、クロールが完了します。 

 



 

 

検索結果画面の修正 

新規追加した設定で取得した情報を表示させるため、検索結果画面を修正します。 

 

1. 検索結果画面を開き、[サトの操作] - [ページの編集] をクリックします。 

 

2. [左領域] の [検索結果の絞り込みパネル] をクリックします。 

  



 

 

3.  [Webパーツの編集] をクリックします。 

 

4. [検索結果の絞り込みパネル] の [絞り込み] をクリックして展開します。 

[既定の構成を使用する] チェック ボックス をオフにします。 

 

  



 

 

5. [フゖルタカテゴリの定義] の右をクリックし、テキスト エデゖターを起動します。 

<?xml version=”1.0 encoding=”utf-8”?><FilterCategories> 

の後に下記を追加します。 

<Category  

Title="キーワード"  

Description="このフゖルターを使って検索結果をキーワードで絞り込みます"  

Type="Microsoft.Office.Server.Search.WebControls.ManagedPropertyFilterGenerator" 

MetadataThreshold="1"  

NumberOfFiltersToDisplay="4"  

MaxNumberOfFilters="20"  

ShowMoreLink="True"  

MappedProperty="products"  

MoreLinkText="表示数を増やす"  

LessLinkText="表示数を減らす"  

ShowCounts="Count" />  

 

6. [OK] をクリックし、テキスト エデゖターを閉じます。 

7. [OK] をクリックし、検索結果の絞り込みパネルを閉じます。 

  



 

 

チェックイン 

1. 変更を確定するため、チェックンをします。 

 

2. 検索結果画面に [製品名] の絞り込みパネルが追加していることを確認します。 

  



 

 

4． 並べ替えのチューニング 

4 章では、検索結果の並び替え項目についてのチューニングを行ないます。FAST Search Server 2010 for SharePoint

ではランク プロフゔルと呼ばれるものがあり、自動算出された値を用いて並び替えを調整することが可能です。また個

別のプロパテゖを用いて、並べ替えを指定することも可能です。 

 

初期設定では [関連] [日付 (新しい順) ] [日付 (古い順) ] が表示されています。新たな並べ替え項目を追加します。 

 

 

 

 

4.1 ランク プロフゔルによる並べ替え 

ランク プロフゔルを追加することで並べ替え条件を追加できます。 

初期設定では [default] ランク プロフゔル (検索結果画面上では、[関連] として表示されます) のみしかありません。

[default] ランク プロフゔルをもとにして、新たなランク プロフゔルを作成します。 

ランク プロファイルの編集 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、以下のコマンドレットを順次実行します。 

$rankprofile_template = Get-FASTSearchMetadataRankProfile -Name default 

 

New-FASTSearchMetadataRankProfile -Template $rankprofile_template -Name FreshnessProfile  

Set-FASTSearchMetadataRankProfile -Name FreshnessProfile -QualityWeight 0 -QueryAuthorityWeight 0 

-FreshnessWeight 20000 -AuthorityWeight 0 



 

 

 

  



 

 

New-FASTSearchMetadataRankProfile -Template $rankprofile_template -Name AuthorityRankProfile  

Set-FASTSearchMetadataRankProfile -Name AuthorityRankProfile -QualityWeight 0 -QueryAuthorityWeight 0 

-FreshnessWeight 0 -AuthorityWeight 20000 

 

  



 

 

検索結果画面の修正 

検索結果画面の修正をします。 

 

1. 検索結果画面を開き、[サトの操作] - [ページの編集] をクリックします。 

 

2. [中央右下領域] の [検索操作リンク] の右のプルダウンをクリックし、 [Web パーツの編集] をクリックします。 

  



 

 

3.  [プロパテゖの表示] をクリックし、展開させます。 

 

4. [プロパテゖの表示] が展開します。 

 

  



 

 

5. ID が先ほど追加したランク プロフゔル [authorityRankProfile] と [queryRankProfile] の [有効] のチェ

ック ボックス をオンにし、並べ替えを有効にします。 

ラベル名をそれぞれ [更新日優先]  [参照度優先] と入力し、 [OK] をクリックして検索操作リンクを閉じます。 

 

画面の表示確認 

1. 画面右上の [保存して閉じる] をクリックし、検索結果画面の並べ替え条件に既存の [関連] [日付 (新しい順) ] 

[日付 (古い順) ]に加えて、 [更新日優先] [参照度優先] が追加されていることを確認します。 

 

  



 

 

2. また、追加した [更新日優先] [参照度優先] で並び替えが行われることを確認します。 

 

  



 

 

4.2 プロパテゖによる並べ替え 

新たに追加した [製品名 (products) ] プロパテゖを用いた並び替えを設定します。 

プロパティの設定変更 

1. [products] プロパテゖの設定を変更します。 [サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] 

の [サービス ゕプリケーションの管理] - [FAST Query SSA] - [FAST Search管理] - [管理プロパテゖ] をクリッ

クします。 

 

2. [管理プロパテゖ] に [products] と入力します。 

 

3. [検索] をクリックします。 

このとき、[products] 管理プロパテゖの並べ替えプロパテゖの値が [いいえ]となっていることを確認します。 

 

  



 

 

4. [プロパテゖ名] の [products] をクリックし、表示されたプルダウン メニューの [管理プロパテゖの編集] を

クリックします。 

 

5. [並べ替えプロパテゖ] の [並べ替えプロパテゖ] のチェック ボックス をオンにし、[OK] をクリックします。 

 

6.  [管理プロパテゖ名の検索] に [products] と入力し、 [検索] をクリックします。 

 

 



 

 

7. [products] の [並び替えプロパテゖ] が [はい] に変更されています。 

 

設定の反映 

設定を反映させるため、ドキュメントプロセッサを再起動します。 

 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

psctrl reset 

  



 

 

再クロール 

追加した並び替え項目 [products] の情報を取得するため再クロールします。 

 

1. サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] - [FAST 

Connector] - [クロール] の [コンテンツ ソース] をクリックします。 

 

2. 該当のコンテンツ ソースを選択し、[フル クロールの開始] をクリックします。 

再クロールが開始されます。 

 

  



 

 

3. 状態が [ゕドル] → [開始処理中] → [フル クロール中] → [ゕドル] となり再クロールが完了します。 

 

画面の修正 

画面の [並び替え] に [製品名] を追加します。 

 

1. 検索結果画面を開き、 [サトの操作] - [ページの編集] をクリックします。 

 

  



 

 

2. [中央右下領域] の [検索操作リンク] の右のプルダウンをクリックし、 [Web パーツの編集] をクリックします。 

 

3.  [プロパテゖの表示] をクリックし、展開させます。 

 

  



 

 

4. [プロパテゖの表示] が展開します。 

 

5. ID が [products] のラベルを [製品名] に修正し、 [有効] のチェック ボックス をオンにします。 

 

6. [検索操作リンク] の [OK] をクリックします。 

  



 

 

チェックイン 

1. 変更を確定するため、チェックンをします。 

 

2. 検索結果画面の [並び替え] に [製品名] が追加されていることを確認します。 

 

3. [製品名] で並び替えができることを確認します。 

 

  



 

 

5． 高度な検索画面のチューニング 

5 章では、高度な検索画面についてのチューニング方法を紹介します。 

チューニングにより絞り込み条件にプロパテゖを追加することが可能です。ここでは新たに作成した  [製品名 

(products) ] プロパテゖを追加します。 

チューニング前の状態 

1. 検索画面で [詳細設定] をクリックします。 

 

2. [高度な検索画面] が開きます。 

[プロパテゖによる絞り込み] の [プロパテゖの条件] 、 [ (プロパテゖを選択) ] プルダウン メニューに [製品名] 

は含まれていません。 

 



 

 

チューニングの実施 

1. 高度な検索画面の左上にある [サトの操作] - [ページの編集] をクリックします。 

 

2. 最下部領域の [高度な検索のボックス] の右のプルダウンをクリックし、 [Web パーツ] の編集をクリックしま

す。 

  



 

 

3. [高度な検索のボックス] が開きます。 

 

4. [プロパテゖ] をクリックし、展開させます。 

 

5. [プロパテゖ] テキスト ボックスの右をクリックします。 

  



 

 

6. テキスト エデゖターで編集します。 

<PropertyDefs> 

の後に下記を追加します。 

<PropertyDef Name="products" DataType="text" DisplayName="製品名"/> 

さらに 

<ResultType DisplayName="すべての結果" Name="default"> 

    <KeywordQuery/> 

の次に下記を追加します。 

<PropertyRef Name="products" /> 

 

7. 編集が終了したら [OK] をクリックし、テキスト エデゖターを閉じます。 

8. 変更を確定するため、チェックンをします。 

 



 

 

チューニング結果の確認 

1. 変更を確認するために、検索画面の [詳細設定] をクリックし [高度な検索] を開きます。 

 

2. [プロパテゖによる絞り込み] の [プロパテゖ条件] 、 [(プロパテゖを選択)] プルダウン メニューを展開し、 

[製品名] が追加されていることを確認します。 

 



 

 

6． 検索結果のチューニング 

6 章では、SharePoint 上から行える検索結果のチューニング方法について紹介します。 

検索結果のチューニングでは、キーワードのチューニングとなる類義語や、キーワードに紐づく特定コンテンツの表示、

検索結果順位の調整などが行なえます。 

また、ユーザー コンテキストと呼ばれる設定により、ユーザーの属性と検索結果を関連付けることが可能です。 

なお、下記の手順では 6.1 から順番に実行することを想定しています。 

 

 

 

6.1 類義語を登録する 

キーワードに対する類義語を登録することができます。各コンテンツは、正式名称が使用されて記述されていることも多

いと思います。しかし、ユーザーは略称を用いて検索してしまうかもしれません。 

そこで、あらかじめ類義語として登録することにより、ユーザーには期待通りの検索結果を表示することが可能となりま

す。 

ここでは、キーワード「microsoft」の類義語として「ms」を設定し、検索キーワードに「ms」が指定された場合に、

「microsoft」の文字が含まれたコンテンツを検索結果に表示されるように設定します。 

 

1. 検索結果画面を開き、[サトの操作] をクリックします。 

 

  



 

 

2. [サトの設定] をクリックします。 

 

3. 必要な場合には、[サト コレクションの管理] の [トップ レベルのサトの設定に移動] をクリックします。 

 

  



 

 

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

 

5. [キーワードの追加] をクリックします。 

 

  



 

 

6.  [キーワード フレーズ] 項目の [キーワード フレーズ] に [ms] と入力し、 [類義語] 項目の [一方向の類義

語] に [microsoft] と入力します。 

 

7. [OK] をクリックします。 

8. [キーワードの管理] に戻ると、キーワード [ms] が追加されています。 

 

  



 

 

9. 検索を確認します。 

 

  



 

 

6.2 キーワードの定義を追加する 

キーワードに対する定義情報を表示することが可能です。定義情報は、HTML ソースとして編集することも可能であり、

柔軟な利用が可能です。 

ここでは [ms] で検索した際に Microsoft Japan のサト (http://www.microsoft.com/japan/) が表示されるよう

にします。 

 

1. 上記 6.1 の手順 4までを実行します。 

2. [ms] にポンタを合わせ、メニューを表示し、[キーワードの編集] をクリックします。 

 

3. [キーワードの定義] 項目の [キーワードの定義] で [HTMLソースの編集] ゕコンをクリックします。 

 

http://www.microsoft.com/japan/


 

 

4. テキスト エデゖターが起動します。 

 

5. リンクタグを入力します。 

<a href="http://www.microsoft.com/japan/">マクロソフト - ホーム</a> 

6. [OK] をクリックして、テキスト エデゖターを閉じます。 

 

  



 

 

7.  [OK] をクリックします。 

 

8. [キーワードの定義] に先ほどのリンクが表示されています。 

 

  



 

 

9. [ms] で検索し、キーワード定義を確認します。 

 

  



 

 

6.3 おすすめコンテンツを表示する 

キーワードの定義の下に登録したおすすめのコンテンツを表示させることができます。 

こ こ で は  [ms] で 検 索 し た 時 に キ ー ワ ー ド の 定 義 の 下 に Microsoft Office の サ  ト 

(http://office.microsoft.com/ja-jp/products/) を表示します。 

 

1. 上記 6.1 の手順 4までを実行します。 

2. [ms] の [おすすめコンテンツ] にポンタを合わせ、[おすすめコンテンツの追加] をクリックします。 

 

3. [おすすめコンテンツの追加] が表示されます。 

[タトルと説明] の [タトル] に [Office 製品 - Microsoft Office] 、 

[おすすめコンテンツ] の [URL] に [http://office.microsoft.com/ja-jp/products/] と入力します。 

 

http://office.microsoft.com/ja-jp/products/


 

 

4. [OK] をクリックします。 

5. [おすすめコンテンツの追加] に先ほどの内容が追加されています。 

 

6. [ms] で検索した結果に [おすすめコンテンツ] が表示されることを確認します。 

 

  



 

 

6.4 ビジュゕルおすすめコンテンツを表示する 

検索結果の上部にサトの画像を表示させることができます。 

ここでは [ms] で検索した際に、Microsoft Visual Studioのロゴを表示させます。 

 

1. 上記 6.1 の手順 4までを実行します。 

2. [ms] の [ビジュゕルおすすめコンテンツ] にポンタを合わせ、 [ビジュゕルおすすめコンテンツの追加] をク

リックします。 

 

3. [ビジュゕルおすすめコンテンツの追加] が表示されます。 

[タトル] の [タトル] に [Microsoft Visual Studio] 、 

[ビジュゕルおすすめコンテンツ] の [URL] に 

[http://www.microsoft.com/visualstudio/_base_v1/images/chrome/visual_studio_logo.png] と入力します。 

 

4. [OK] をクリックします。 



 

 

5. [ビジュゕルおすすめコンテンツの追加] に先ほどの内容が追加されています。 

 

6. [ms] で検索した結果に [ビジュゕルおすすめコンテンツ] が表示されることを確認します。 

 

  



 

 

6.5 ドキュメントの昇格を登録する 

[ドキュメントの昇格の追加] に指定することで、関連付けたキーワードで検索した結果の上位に表示されます。 

ここでは [ms] で検索した際に、 [グループの予定表] を検索結果の上位に表示します。 

なお、[グループの予定表] は、クロール対象である SharePointサト (http://c-sp)上に作成したコンテンツです。 

 

1. 上記 6.1 の手順 4までを実行します。 

2. [ms] の [ドキュメントの昇格] にポンタを合わせ、 [ドキュメントの昇格の追加] をクリックします。 

 

3. [ドキュメントの昇格の追加] が表示されます。 

[タトル] の [タトル] に [グループの予定表 - 現在のベント] 、 

[ドキュメントの昇格] の [URL] に [http://c-sp/Lists/Calendar/MyItems.aspx] と入力します。 

 

 

http://c-sp/


 

 

4. [ドキュメントの昇格] に先ほどの内容が追加されています。 

 

5. [ms] で検索した結果の上位に [ドキュメントの昇格] で追加したドキュメントが表示されます。 

 



 

 

6.6 サトの昇格と降格を登録する 

6.5 ではドキュメントの昇格を設定しましたが、サトの昇格および降格の設定も可能です。 

ここでは [グループの予定表] 全体を昇格します。 

 

1. 上記 6.1 の手順 3までを実行します。 

2. [サト コレクションの管理] の [FAST Search サトの昇格と降格] をクリックします。 

 

3. [サトの昇格の追加] をクリックします。 

  



 

 

4. [サトの昇格の追加] が表示されます。 

[タトル] 項目の [タトル] に [グループの予定表] を入力します。 

 

5. [昇格対象サト] 項目の [昇格対象サト] の [追加] をクリックします。 

 

6. [サトの選択] が表示されます。 

 

  



 

 

7. URL に下記を入力し、[追加] をクリックします。[追加] をクリックすると [追加されたURL] に移動します。 

http://c-sp/Lists/Calendar/ 

 

8.  [OK] をクリックします。 

  



 

 

9. [昇格対象サト] を確認し、[OK] をクリックします。 

 

10. [サトの昇格] に先ほどの内容が追加されています。 

 

  



 

 

11. [ms] で検索した結果に [サトの昇格] で設定した URL で始まるページが上位に表示されている

ことを確認します。 

  



 

 

6.7 ユーザー コンテキストを利用する 

ユーザー コンテキストを設定し、それをキーワードに関連付けることで、ユーザーに応じて [おすすめコンテンツ]  [ビ

ジュゕルおすすめコンテンツ]  [ドキュメントの昇格] 表示の切り替えが可能になります。 

 

6.7.1 ユーザー コンテキストの設定 

キーワードに関連付けるユーザー コンテキストを設定します。 

ここでは [Microsoft Japan] ユーザーの勤務先所在地として指定されている [日本] をユーザー コンテキストとして設

定します。 

 

 



 

 

1. 上記 6.1 の手順 3までを実行します。 

2. [サト コレクションの管理] の [FAST Search ユーザー コンテキスト] をクリックします。 

 

3. [ユーザー コンテキストの追加] をクリックします。 

 

  



 

 

4. [ユーザー コンテキストの追加] が表示されますので、 

[ユーザー コンテキスト名] に [日本勤務] 、 

[勤務先所在地] に [日本] と入力します。 

 

5. [OK] をクリックします。[ユーザー コンテキストの管理] に先ほどの内容が追加されています。 

 

  



 

 

6.7.2 ユーザー コンテキストを関連付ける 

次にユーザー コンテキストをキーワード [ms] に関連付けます。 

 

1. 上記 6.1 の手順 4までを実行します。 

2. [ms] にポンタを合わせ、 [キーワードの詳細] をクリックします。 

 

3. [おすすめコンテンツ] の [おすすめコンテンツの追加] の [編集] をクリックします。 

 

  



 

 

4. [ユーザー コンテキスト] 項目の [ユーザー コンテキスト] の [追加] をクリックします。 

 

5. 使用可能なユーザー コンテキストに先ほど追加した [日本勤務] が表示されていますので、選択し、 [追加] を

クリックします。 

 

6. [日本勤務] が選択済みのユーザー コンテキストに移動しますので、[OK] をクリックします。 

 

  



 

 

7. ユーザー コンテキストに [日本勤務] が追加されたことが確認できます。 

 

8. [OK] をクリックします。 

9. 同じ手順で [ビジュゕルおすすめコンテンツ] のユーザー コンテキストに [日本勤務] を追加します。 

 

  



 

 

10. 同じく [ドキュメントの昇格] にもユーザー コンテキストに [日本勤務] を追加します。 

 

11. 編集が完了したら検索画面で確認をします。 

[Microsoft Japan] ユーザーでサンンし、 [ms] を検索した結果画面を確認します。 

 

  



 

 

12. [日本勤務] ユーザー コンテキストと一致しないそのほかのユーザーでサンンし、 [ms] で検索

した結果画面を確認します。 

 

  



 

 

7． 全コンテンツのンデックスをリセットする 

7 章では、検索対象として取り込んだ全コンテンツのンデックスをリセットする手順を紹介します。 

本番運用開始後はあまり利用する機会はないかもしれませんが、検証のために再クロールを重ねる上で予想した検索結果

と異なった場合には、一度ンデックスをリセットしてみると良いかもしれません。 

SharePoint 上からのインデックスのリセット 

1. [サーバーの全体管理] を開き、 [ゕプリケーション構成の管理] の [サービス ゕプリケーションの管理] 画面で、 

[FAST Connector] (「FAST Service ゕプリケーション」として「FAST Search コネクタ」を選択して作成した 

Search Service ゕプリケーション) をクリックします。 

 

2. [クロール] の [ンデックスのリセット] をクリックします。 

 



 

 

3. [ンデックスのリセット] 画面が表示されますので、[今すぐリセットする] をクリックします。 

 

4. 確認画面が表示されますので、[OK] をクリックします。 

 

5. クロール履歴が削除されていることが確認できます。 

 

  



 

 

Windows PowerShell を用いたインデックスのリセット 

1. FAST Search サーバー (c-fs) で Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint シェルを管理者とし

て実行し、下記コマンドを実行します。 

Clear-FASTSearchContentCollection -name "sp" 

 

2. 確認メッセージが表示されるので、 [Enter] キーを入力し、ンデックスのリセットを実行します。 

 

 


