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はじめに 

Microsoft SharePoint Server 2010 では、従来のコマンドライン管理ツールである STSADM.exe に加えて、

Windows PowerShell 2.0 を使用したコマンドラインによる管理操作が可能になりました。パイプを使用したコマンド

の連携や、スクリプト機能を利用すると複雑な管理作業を安全、確実に処理することができ、かつ、管理業務における

反復作業を自動化することもできます。 

 

Windows PowerShell では、PowerShell 専用のネイティブなコマンドをコマンドレット(Command Lets) と呼び

ます。 

コマンドレットはWindows PowerShellセッションから単独で入力して実行結果を得たり、条件分岐や繰り返し構文

とともにスクリプトファイルに記述して自動実行したりすることができます。 

 

SharePoint PowerShell は STSADM 管理コマンドに比べて次のような利点があります。 

・ SharePoint PowerShell は SharePoint 管理ツールのスーパーセットです。 Web インターフェイスによる

GUI 操作では不可能な SharePoint の管理操作でも SharePoint PowerShell から管理することができま

す。 

 

・ SharePoint PowerShell は STSADM 管理コマンドよりも多くの機能を利用することができます。 

STSADM は約 180 種類のコマンドを利用することができますが、SharePoint PowerShell では、約 600

種類のコマンドレットを利用できます。 

 

・ SharePoint PowerShell は STSADM 管理コマンドよりも高速にコマンドを処理できます。 

バッチ処理を行う際に、STSADM ではコマンドの実行ごとにスレッドを開始しますが、PowerShell では一度開

始したスレッド内で継続してコマンドを実行するため STSADM よりも効率よく動作します。 

バッチ処理の中で、繰り返し処理が多くなるほど PowerShell のパフォーマンスの良さが顕著に表れます。 

 

・ PowerShell は .NET Framework と統合されています。そのため、PowerShell は.NET Framework の

オブジェクトを直接処理することができます。また、変数や制御構文を用いたスクリプトを作成して、 .NET 

Framework オブジェクトと連携する高度な反復管理操作を自動化することができます。 

 

・ PowerShellはSharePointに限らず、Active Directory や Microsoft SQL Server 2008、Microsoft 

Exchange Server 2010、Internet Information Services など Windows 環境のシステム管理コマン

ドラインツールとして、統一した操作方法でコマンドレットを利用することできます。さらに、コマンドレット同士を連

携することができます。 

例えば、Active Directory PowerShell のコマンドレット出力を SharePoint PowerShell コマンドレットへ

の入力とすれば、Active Directory の情報を使用して SharePoint サイトへのユーザー登録を自動化するこ

ともできます。  
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本自習書では、Windows PowerShell の基本的な操作方法を解説するとともに、SharePoint PowerShell コ

マンドレットを使用して SharePoint Server の様々なオブジェクトを監視および管理するための基本方法を解説しま

す。 

まず、１章で、PowerShell の基礎知識を得てください。 PowerShell を実行する環境、基本構文などを学びま

す。 

２章では SharePoint Server 2010 を題材にして PowerShell を実際に操作してみます。 

最後に３章で SharePoint Server 2010 環境ですぐに使用していただける PowerShell を使用した応用操作を

幾つかとりあげます。 

 

初めて PowerShell を使用する場合、学習すべきポイントがいくつかあります。 

PowerShell ではスクリプトの実行はどのように行うのでしょうか。エディタの操作手法、またスクリプトのデバッグはどのよ

うに行うのでしょうか。 エラー処理が発生したときにはどのように対処すればよいでしょうか。  

本自習書の操作例の中ではわざとエラーが発生する状況を作り、対処方法を解説している部分があります。 

 

４章では、STSADM.exe コマンドを取り上げています。これまでのように、ちょっとしたプロパティ値を変更したい時など

に使っていただくことのできるコマンドを幾つか紹介いたします。 

 

自習書では、初めて PowerShell を操作する人にもご理解いただけるよう、出来るだけ平坦な例を挙げて解説してい

ます。そのため、PowerShell はこれまでの STSADM.exe でできたことと差異がないと感じられるかもしれません。 

しかし、STSADM では一つのコマンドに引数としてプロパティ値を重ねていくだけでしたので、コマンドラインが冗長になり、

タイプミスによるエラーなどが発生することがありましたが、PowerShell では複数の処理をパイプでつなげて処理、ステッ

プ実行ができるなど、将来的に管理者の負担を非常に軽減する可能性を秘めています。 

本自習書を通して、是非 PowerShell の持っているポテンシャルを十分に体験してください。 

 

本自習書で使用している環境は、「Microsoft SharePoint Server 2010 自習書 インストール ガイド」 に従っ

て、作成された Microsoft SharePoint 2010 環境を前提としています。 

 

以下のようなサイトの作成と設定、利用方法を想定し、作業手順を説明します。 
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自習書で想定している SharePoint 2010 のサイト構成 

 

 

環境について 

 

本自習書の環境は以下構成を使用しています。 

環境についての詳細情報は「Microsoft SharePoint Server 2010 自習書 インストール ガイド」を参照してくだ

さい。 

 

インストール ソフトウェア 

Microsoft Windows Server 2008 R2 ドメインコントローラ 

Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition 

Microsoft SharePoint Server 2010 RTM 

Microsoft Office 2010  

 

ドメイン名： Contoso.com 

ドメインコントローラ名： SP2010 

 

Contoso サイトコレクション 

(PowerShell から情報収集) 

DemoSite1 サイトコレクション 

(PowerShell から新規作成) 

SubSite1 

(PowerShell から新規作成) 

月別売上ドキュメントライブラリ 

(PowerShell から情報収集) 

SubSite1 

(PowerShell スクリプトから新規作成) 

自習書で扱う範囲 
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デモ環境へのログオンには、以下の情報を使用します。 

ユーザー名：Administrator 

ログオン先：Contoso 

パスワード：P@ssw0rd 

 

※詳細は「Microsoft SharePoint Server 2010 自習書 インストールガイド」をご覧ください。 
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変更履歴 

 

バージョン リリース時期 変更内容 

Version 1.0 2010 年 1 月 初版リリース 

Version 2.0 2010 年 6 月 2 版リリース 
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第1章 PowerShellの基本 
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1.1 PowerShellの起動 

Windows PowerShell (以後 PowerShell と表記) を起動して Microsoft SharePoint Server 2010 を管

理するためには、PowerShell コンソールを起動します。コンソールを起動するにはいくつかの方法があります。 

一般的な PowerShell の起動は PowerShell 専用のメニューから起動する方法と、コマンドプロンプト画面からの起

動方法があります。 

 

1. [スタート]－[すべてのプログラム]－[アクセサリ]－[Windows PowerShell] メニューフォルダからは 32 ビット

(x86) と 64 ビットの PowerShell を起動することができます。SharePoint の管理操作を行うためには 64

ビット用の PowerShell を使用します。 

 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 PowerShell/STSADM 評価ガイド  

11 

 

2. Windows PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment)は、WPF (Windows 

Presentation Foundation)ベースの PowerShell ホスト アプリケーションです。 

このアプリケーションではコマンドレットの実行、スクリプトの作成、テスト、およびデバッグを行うことができます。

テキストエディタだけでスクリプトを作成するよりも格段に、効率よく PowerShell スクリプトを作成できます。 

 

 

3. 従来の Windows コマンドライン シェルであるコマンドプロンプトからも PowerShell を起動できます。 

[スタート]－[ファイル名を指定して実行…]から [cmd] と入力し、起動したコマンドプロンプト画面から

[PowerShell] と入力すると PowerShell が起動します。 

[ Exit ] コマンドを実行すると PowerShell が終了し、コマンドプロンプトへ復帰します。 
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4. コマンドを直接入力して、PowerShell を起動することもできます。 

[スタート] － [ファイル名を指定して実行…] から PowerShell と入力すると、PowerShell コンソール画

面が起動します。また、 PowerShell_ISE と入力すると、PowerShell ISE が起動します。 

5. 以上の方法によって PowerShell を起動しても、SharePoint PowerShell コマンドレットは使用できません。

SharePoint PowerShell コマンドレットを使用するためには、SharePoint スナップインを PowerShell コン

ソールに読み込む必要があります。 

 

Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

 

コマンドレットは大文字と小文字を区別しません。入力の途中でタブキーを押すとコマンドレットの補完機能が

働き、最小限のキー入力でコマンドレットを指定することができます。 

 

コマンドレットは以下のような形式で指定します。 

 

動詞-名詞   -パラメータ名   パラメータ値   –スイッチパラメータ  … 

 

動詞と名詞は「 - 」ハイフン で区切り、パラメータ名とスイッチパラメータの先頭には 「 - 」ハイフン を指定し

ます。 

コマンドレットの種類や操作の内容によって 0 個以上のパラメータやスイッチパラメータを指定できます。 

スイッチパラメータはコマンドレットの特定の機能を有効にするパラメータです。 

コマンドレットの機能は動詞の部分が示すような単機能に制限されています。1 つのコマンドレットで簡潔しない

管理操作では、複数のコマンドレットを連携させて処理します。 
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6. SharePoint Server 2010 をインストールした環境では[スタート] － [すべてのプログラム] － 

[Microsoft SharePoint 2010 Products] － [SharePoint 2010 管理シェル] メニューを使用できま

す。 

このメニューは、SharePoint用のスナップインが実行済みの環境としてPowerShellコンソールを起動します。 
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1.2 PowerShellの基本操作 

ここでは、SharePoint PowerShell コマンドレットを例に、PowerShell のコマンドレットの基本的な操作方法を説

明します。 

 

1. 1.1 で紹介した手順に従って、SharePoint 2010 管理コンソール画面を起動します。 

SharePoint コマンドレットは、名詞の部分が SP から始まるように統一されています。 

そこで、Get-Command コマンドレットを使用して SharePoint Server の情報を得るためのコマンドレットの

一覧を表示します。一般に、コマンドレットでは情報を取得する場合の動詞は Get で定義されます。そこで、 

 

Get-Command  –Verb Get  –Noun  “SP*”  

 

と入力して動詞が Get、名詞が SP から始まるコマンドレットを表示します。PowerShell では文字列中の 

「 * 」アスタリスク はワイルドカード文字を意味します。Get-Command コマンドレットは PowerShell コマン

ドレット要素の基本情報を表示するコマンドレットです。 
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2. コマンドレットの使用方法は PowerShell に組み込まれている Help 関数、または Get-Help コマンドレットで

確認することができます。以下の例は Get-SPSite コマンドレットの説明を表示します。 -Detailed は詳細情

報を表示するスイッチパラメータ、 -Examples は使用例を表示するスイッチパラメータです。なお、Help 関数

にはmanというエイリアス(別名)が定義されているので、Help をmanに置き換えても同じ結果を得ることがで

きます。 

PowerShell 環境で使用できるエイリアス定義は Get-Alias コマンドレットで確認することができます。 

 

ヘルプの内容は、「Enter」キーで 1 行送り、「スペース」キーでページ送り、「Q」キーでヘルプ表示を停止します。 

 

Help Get-SPSite 

Help Get-SPSite  –Detailed 

Help Get-SPSite  -Examples 
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3. コンソール画面をクリアするには Clear-Host コマンドレットを使用します。 

Clear-Host コマンドレットには clear、または cls というエイリアスが定義されています。 

あるコマンドレットに対応付いたエイリアスが定義されているかどうかを調べる場合は、Get-Alias コマンドレットに、 

パラメータ名 Definition、パラメータ値として調べるコマンドレットを指定します。 

 

Get-Alias –Definition  Clear-Host 

 

ある、エイリアスがどのコマンドレットに対応しているかを調べるには Get-Alias コマンドレットにパラメータ名 

Name、 

パラメータ値としてエイリアスを指定します。なお、Name パラメータは省略することができます。 
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4. Get-SPSite コマンドレットを実行すると、現在の SharePoint のサイトコレクション情報が表示されます。 
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5. 画面には URL が表示されますが、PowerShell はコマンドレットの実行結果を文字列ではなく、オブジェクトで

返します。画面に表示されているのは出力されたオブジェクトの一部のデータです。 

コマンドレットの実行結果を変数に格納してみましょう。 

 

$site  = Get-SPSite  

 

コマンドレットの実行結果を$site 変数に格納します。PowerShell では、変数名は「$」ドル記号から始まり、

英数字または「 _ 」アンダースコアで定義します。Get-Variable コマンドレットは現在の PowerShell セッショ

ンで使用しているユーザー定義の変数や PowerShell セッションで定義済みの自動変数を表示します。 

PowerShell の変数の解説は Help About_Variables で確認することができます。 

PowerShell セッションで定義済みの自動変数は Help About_Auto_Variables で確認できます。 

変数名を入力すると変数の内容を確認できます。 
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6. コマンドレットの実行結果はオブジェクトです。 

オブジェクトは .Net Framework のクラスライブラリで定義済みの、クラスという型に基づいたインスタンス(実

体)です。クラスにはあらかじめプロパティとメソッドというメンバが定義されています。 

プロパティはオブジェクト自身が持つデータへのアクセス手段です。 

メソッドはオブジェクトが持つ機能です。 

PowerShell ではオブジェクトのプロパティへのアクセスは 

オブジェクト.プロパティ名 

の形式で指定します。 

 

メソッドの指定は 

オブジェクト.メソッド名(引数 1, 引数 2, …) 

の形式で、メソッドの種類に応じて 0 個以上の引数を指定することができます。  

PowerShell が出力するオブジェクトはすべて、自身の型名を取得する GetType( ) メソッドを持ちます。  

このメソッドを使用して$site 変数の型を確認します。 

 

$site.GetType( ) 

 

$site は配列であり、Length プロパティまたは Count プロパティを使用して配列の要素数を確認すると、この場

合 5 つの要素を保持していることがわかります。Count プロパティは Length プロパティのエイリアスです。 
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7. PowerShell では配列の要素にアクセスするには、配列名[インデックス値] の形式で指定します。 

最初の要素はインデックス値 0 で指定されます。 

$site[0]、$site[1]はそれぞれ SPSite の最初の要素、2 番目の要素を意味します。 

さらに、$site[0].GetType( ) を実行すると配列に格納しているオブジェクトの型が SPSite クラスであること

がわかります。 

 

 

8. $site に格納している SPSite オブジェクトがもつメンバ、つまりプロパティやメソッドを調べるには Get-Member

コマンドレットを使用します。 

 

$site[0]  |  Get-Member 

 

「 | 」はパイプライン記号です。 パイプは左辺のオブジェクト出力を右辺の入力とする仕組みです。 

この例では $site 配列の最初のオブジェクトを、パイプを使用して Get-Member コマンドレットの入力としてい

ます。 

この結果、$site 配列のオブジェクトが持つメソッドやプロパティの一覧を取得できます。 
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9. Get-Member コマンドレットで SPSite オブジェクトのメンバを確認すると、Usage プロパティを持つことがわかり

ます。$site[0].Usage を実行すると、サイトが使用しているストレージサイズがわかります。 

Usage プロパティは UsageInfo 型のオブジェクトを出力します。このオブジェクトは Storage プロパティに現在

のサイトのストレージサイズをバイトで保持します。 

 

$usage = $site[0].Usage 

$usage.Storage 

 

$usage 変数に格納した UsageInfo オブジェクトの Storage プロパティからサイトのストレージサイズを取得

できます。 

さらに、$usage.Storage / 1MB を実行すると MB 単位に換算することができます。 

次の操作では 1 行で最初のサイトのストレージサイズを取得できます。 

 

($site[0].Usage).Storage  /  1MB 

 

画面内の # は PowerShell のコメント記号です。PowerShell では # 以降の１行をコメントとして無視し

ます。 
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10. 書式指定文字を使用すると小数点以下をまるめることができます。変数のデータ型が数値の場合、ToString

メソッドに書式指定文字を設定し、文字列表示することができます。 

$size = ($site[0].Usage).Storage / 1MB 

$size.ToString(“#.##MB”)  

この指定によって、サイトのストレージサイズが小数点 2 桁で表示されます。 

複数の変数の結果をまとめて表示することもできます。 

 

$size0 = ($site[0].Usage).Storage  /  1MB 

$size1 = ($site[1].Usage).Storage  /  1MB 

“最初のサイトストレージサイズ {0:#.##”}MB  2 番目のサイトストレージサイズ{1:#.##}MB”  ` 

–f  $size0 , $size1 

 

{0} は最初の変数のインデックス値、{1} は 2 番目の変数のインデックス値を意味します。 

 

「 ` 」 バッククォートは PowerShell コマンドラインの複数行分割記号です。コマンドラインが長くなり、1 行に

入りきらない場合に、` を指定し、[Enter]キーを押すと、継続記号 >> が表示され、編集を継続できます。 

複数行に分割し、コマンドラインの可読性を良くしたい場面で使用します。 
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11. Get-SPWeb コマンドレットは、指定した URL のサブサイトに関するオブジェクトを取得します。 

既に取得済みのサイトオブジェクトの URL プロパティを Get-SPWeb コマンドレットに指定し、サブサイトのオブ

ジェクトを取得します。 

 

$web = Get-SPWeb  –Identity  $site[0].Url 

これは以下の指定と同じ結果になります。 

$web = Get-SPWeb  –Identity  “http://sp2010” 

$web 変数には SPWeb 型のオブジェクトが格納されます。 
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12. SPWeb オブジェクトは Lists プロパティを持ち、これはサイトのリストコレクションです。 

リストコレクションにはリストオブジェクトが格納されており、リストは Title プロパティとリスト自身が保持するアイテ

ムの数である ItemCount プロパティを持ちます。 

 

リストコレクション内のリストからタイトルを取得するとサイト内に定義されたリストの一覧を取得できます。 

このためには、リストコレクションの出力を Select-Object コマンドレットの入力とし、個々のリストオブジェクトの

Title プロパティと ItemCount プロパティを取得します。Select-Object コマンドレットはオブジェクトのプロパテ

ィや一意なオブジェクトを選択します。詳細は Help Select-Object  -Detailed で確認できます。 

さらに、Select-Object からの出力を Format-Table コマンドレットの入力として表形式で表示します。 

 

コマンドレットの記述が長い場合は「 ` 」バッククォートで複数行に分割できます。 

「 ` 」記号はコマンドレットの複数行分割記号です。 

 

$web.Lists  |  Select-Object Title , ItemCount  |  ` 

Format-Table  -AutoSize 

 

リストのタイトルと各リストのアイテム数が表示されます。 
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13. Format-Table コマンドレットの代わりに、Out-GridView コマンドレットを使用するとWPF ベースのアプリケー

ションにデータが読み込まれ、結果をグリッド表示します。グリッド表示ではデータのフィルタ機能を使用して注目

したいデータ項目を絞り込んだり、項目をソートしたりできます。 
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1章のまとめ 

この章では、まず PowerShell コマンドレットの汎用的な知識、基本的な操作方法を確認しました。 

コマンドレットを使用すると SharePoint サイトの様々なオブジェクトの情報を収集することができます。 

さらに、PowerShellでは変数や制御構造を使用してスクリプトを編集することができます。この機能を使用すると規模

の大きい SharePoint サイトの様々なオブジェクトの情報を取得できます。また、新しいオブジェクトを登録、変更する

操作を自動化できます。 
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第2章 PowerShell による SharePoint Server 2010の操作 

～サイトの作成から管理まで～ 
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2.1 PowerShell によるサイトコレクションの作成 

この手順では、新規にサイトコレクションを作成します。 

手順に従って操作するためには、「Microsoft SharePoint Server 2010 自習書 インストール・アップグレード ガ

イド」に従って、 SharePoint Server 2010 をインストールした環境を用意してください。 SharePoint Server 

2010 サーバー名は SP2010 です。 

サイトコレクションのタイトル名は「デモサイト 1」として手順を解説します。 

 

サイトの作成に必要な基本情報を、Help New-SPSite で確認すると、サイト名、サイト URL、サイトオーナの決定と

サイトに適用するテンプレート、およびコンテンツデータベースであることがわかります。 

サイトの作成には以下の基本パラメータを使用します。 

 

パラメータ 値 

Name (サイトタイトル)  デモサイト 1 

サイト URL http://sp2010/DemoSite1 

OwnerAlias(サイト オーナー) Contoso\YamadaT 

Template (テンプレート) チームサイト 

ContentDatabase (コンテンツ データベー

ス) 

DemoSite1DB 

Description (説明) 評価用デモサイト 1 
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1. 現在のサイトで使用できるテンプレートの情報は Get-SPWebTemplate コマンドレットで取得できます。 

このコマンドレットではテンプレートのコレクションが取得でき、出力結果から、使用する「チーム サイト」テンプレ

ートの名前を確認すると「STS#0」であることがわかります。 
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2. テンプレート名を指定して、そのテンプレート タイトルを調べたり、タイトルに含まれるキーワードからテンプレート

名を取得したりするには、Where-Object コマンドレットを使用すると便利です。 

Where-Object コマンドレットはパイプを通して入力された各オブジェクトから、指定条件に合うオブジェクトを

選択します。 

アクセスしたオブジェクトは $_ 自動変数に格納されるので、比較演算を使用して選択します。 

例えば、 

Get-SPWebTemplate  |  Where-Object{$_.Name  –eq  “STS#2”} 

を実行すると、STS#2 に相当するテンプレートが表示され、 

Get-SPWebTemplate | Where-Object{$_.Title  –match  “チーム”} 

を実行すると、テンプレートタイトルに「チーム」を含む、テンプレートが取得されます。 

 

-eq は PowerShell での等価演算子、-match は正規表現パターンマッチ演算子です。 

PowerShell で使用する演算子については、help about_Operators で調べることができます。 

 

{ } はスクリプトブロックを意味し、1 つの単位として使用するステートメントまたは式の単位であり、変数の既

定スコープです。 
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3. これから作成するサイトコレクションのコンテンツを保持するデータベースを作成します。 

データベースは New-SPContentDatabase コマンドレットで作成します。サイト作成時にはデータベースの作

成を省略することもできますが、その場合はSharePoint Serverがコンテンツデータベースを自動作成します。 

 

New-SPContentDatabase  "DemoSite1DB"  ` 

-DatabaseServer "sp2010"  -WebApplication  http://SP2010 
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4. サイトコレクションの作成は New-SPSite コマンドレットを使用します。 

 

New-SPSite  http://localhost/Sites/DemoSite1  ` 

-Template "STS#0"  -OwnerAlias contoso\YamadaT  ` 

-Name "デモサイト 1"  `  

-Description  "評価用デモサイト 1"  ` 

-ContentDatabase  DemoSite1DB 
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5. 作成したサイトコレクションにサイト オーナーとしてアクセスします。「別のユーザーとしてサインイン」を選択して 

サイト オーナーのユーザー名とパスワードを使用して認証手続きを行います。 
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6. サイトのオーナーとして「デモサイト 1」サイトへアクセスしたら、「「サイトの操作」-「サイトの権限」メニューを 

選択して、このサイトを利用するユーザーに適切なアクセス権を付与します。 
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2.2 PowerShell によるユーザー登録 

作成したサイトコレクションに営業部に所属するアカウントマネージャの 佐藤太郎 をユーザーとして登録します。 

登録後に、このユーザーのアクセス許可を「フル コントロール」に変更します。 

1. サイトへのユーザー登録は New-SPUser コマンドレットを使用します。 

 

New-SPUser  -UserAlias contoso\SatoT  ` 

-DisplayName "佐藤 太郎"  -Web  http://localhost/Sites/DemoSite1 
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2. 登録したユーザー Contoso\SatoT に対して「フル コントロール」アクセス許可を付与します。 

登録済みのユーザーの設定を変更するには Set-SPUser コマンドレットを使用します。 

 

 Set-SPUser  -Identity contoso\SatoT  ` 

 -Web  http://localhost/sites/DemoSite1  -AddPermissionLevel  "フル コントロール" 

 

その後 Get-SPUser コマンドレットを使用して変更したユーザー情報を確認します。 

 

$user = Get-SPUser contoso\SatoT  ` 

-Web  http://localhost/sites/DemoSite1  

 

$user.Roles 
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3. さらに、営業部署に所属するユーザー Contoso\KatoY 「加藤 由利子」を登録します。 

登録時には「表示のみ」アクセス権を付与します。 

 

New-SPUser  -UserAlias  Contoso\KatoY  ` 

-Web  http://localhost/sites/DemoSite1  -PermissionLevel  "表示のみ" 

 

 

4. 次に、DemoSite1 サイトにサブサイトを作成します。 

サブサイトは New-SPWeb コマンドレットを使用します。 

サブサイトのテンプレートにはドキュメントライブラリ STS#2 を指定し、サイトトップへのナビゲートを利用するた

めのスイッチパラメータを指定します。 

 

New-SPWeb  http://localhost/Sites/DemoSite1/SubSite1  ` 

-Template  "STS#2"  -Name  "評価用 サブサイト 1"  ` 

-Description  "評価用 ドキュメント ライブラリ"  ` 

-AddToTopNav  –UseParentTopNav 
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以上で、サイトの作成とユーザー登録およびサブサイトの作成の基本作業が完了します。 
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2.3 グループへのユーザー登録 

サイトへ登録したユーザーは何らかのグループへ所属するのが一般的です。また、グループに所属したユーザーは組織変

更に伴いグループを移動しなければならないこともあるでしょう。 

ここでは、あらかじめ DemoSite1 作成しておいた東京および大阪グループを対象に、PowerShell コマンドレットから

ユーザーcontoso\KatoY を東京グループへ追加します。 

その後、大阪グループに移動します。 

 

5. ユーザーをグループに登録するためには、対象とするユーザーとグループのオブジェクトを取得する必要があります。 

ユーザーオブジェクトは Get-SPUser コマンドレットを使用して変数に格納します。 

 

$user = Get-SPUser  –Identity  contoso\KatoY  ` 

–Web  http://localhost/Sites/DemoSite1 
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6. グループは Get-SPWeb コマンドレットで取得したサイトの SPWeb オブジェクトの Groups コレクションに格納

されます。 

 

$web = Get-SPWeb  –Identity  http://localhost/Sites/DemoSite1 

$groups = $web.Groups 

$groups  |  Select-Object Name  # グループ名の確認 

 

この例では、Groups コレクションには 3 つのグループが格納され、東京は 2 番目のグループであることがわかり

ます。 
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7. Groups コレクションの 2 番目のグループオブジェクト(東京)を取得します。 

取得したグループオブジェクトは AddUser メソッドを持ちます。このメソッドにグループに追加するユーザーオブジ

ェクトを渡すと、ユーザーはグループに追加されます。 

東京グループは 2 番目の要素なので、グループインデクスは 1 です。 

 

$tokyo = $grous[1] 

$tokyo.AddUser($user) 

$user.Groups  |  Select-Object Name   # ユーザーが所属するグループ名を取得 
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8. 東京グループに登録したユーザー contoso\KatoY を大阪グループに登録するには、大阪グループのグルー

プオブジェクトの AddUser メソッドに登録するユーザーオブジェクトを渡します。 

大阪グループはグループコレクションの最初の要素なので、インデクスは 0 です。 

 

$osaka = $groups[0] 

$osaka.AddUser($user) 

$user.Groups  |  Select-Object name   # ユーザーが所属するグループ名を確認 

 

 

 

9. 東京グループから大阪グループへ移動するためには、東京グループからユーザーを削除します。 

グループからユーザーを削除するにはグループオブジェクトの RemoveUser メソッドに削除するユーザーオブジェ

クトを渡します。 

 

$tokyo.RemoveUser($user) 

$user.Groups  |  Select-Object name   # ユーザーが所属するグループを確認 
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以上で、ユーザーのグループ登録とグループの移動が完了します。 

 

コラム 

SharePoint サイトに登録するユーザーの情報は、Active Directory コマンドレットを使用して取得することが 

できます。 

Active Directory から取得したユーザーの情報の出力を、パイプを通して SharePoint コマンドレットの入力とする

と、ユーザー登録を正確に効率よく処理できます。 

Windows Server 2008 R2 では、Active Directory PowerShell は次のコマンドレットで使用可能になりま

す。 

 

Import-Module  ActiveDirectory 

 

しかし、既定ではメンバ サーバーには Active Directory PowerShell モジュールはインストールされません。 

Active Directory PowerShell を利用するためには、サーバー マネージャーから機能の選択で、 

「リモート サーバー管理ツール」 – 「役割管理ツール」 - 「AD DS および AD LDS ツール」 から 

 「Windows PowerShell の Active Directory モジュール 」をインストールします。 
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Get-Command  –Verb Get –Noun  “AD*”  で Active Directory から情報を取得するコマンドレットの一

覧を取得できます。 

 

 

 

【例】 山田から始まる Active Directory からのユーザー情報の取得 

Get-ADUser  –Filter {Name  -Like  “山田*”}   
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2章のまとめ 

この章では、PowerShell を使用して、SharePoint Server 2010 上でサイトコレクション作成、サブサイト作成およ

びサイトへのユーザー登録を行う方法、PowerShell コマンドレットを説明しました。 

 

しかし、これらの作業を、毎回 PowerShell を起動してコマンドを入力しながら行うのであれば、STSADM を使用する

のとさほど変わりないかもしれません。 

一度完成した PowerShell による SharePoint Server 2010 への操作過程は「反復作業」になります。 

たとえばサイトに対するユーザーの登録などは、反復が起きやすい、ルーチンタスクの一つです。このような状況では、次

の 3 章で説明する条件分岐や制御構文を用いたスクリプトを作成すると効率よくユーザーを登録することができます。 
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第3章 PowerShell スクリプトを利用した管理タスクの自動化 
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3.1 PowerShell によるファームのバックアップスクリプトの作成と起動 

SharePoint 環境で発生する反復作業の代表は定期的な SharePoint ファームのバックアップ、復元です。 

PowerShell ではどのようにスクリプト化ができるかを確認します。 

 

ファームとサイトのバックアップはそれぞれ Backup-SPFarm、Backup-SPSite コマンドレットです。 

これらのコマンドレットをスクリプトファイルとして作成し、Windows タスクに登録すれば定期バックアップの自動化ができ

ます。 

PowerShell ではスクリプトファイルは拡張子が ps1 のテキストファイルとして作成します。 

Windows PowerShell ISE を使用するとスクリプトの作成が効率よくできます。 

 

1. PowerShellは既定ではセキュリティ対策のため、スクリプトの実行が禁止されています。 

スクリプトを実行するためには PowerShell の実行ポリシーをスクリプトが実行できるポリシーに変更する必要が

ありますが、SharePoint Server をインストールすると実行ポリシーは RemoteSigned に変更され、スクリプ

ト実行が可能になります。 

実行ポリシーは Get-ExecutionPolicy コマンドレットで確認できます。 

実行ポリシーの変更は Set-ExecutionPolicy コマンドレットです。 

実行ポリシーには以下のような種類があります。 

実行ポリシーの種類 

実行ポリシー 意味 

Restricted 

     

既定の実行ポリシーであり、 個々のコマンドは許可されるが、スクリプトは実行

されない。 

AllSigned すべてのスクリプトと構成ファイルが信頼された発行元によって署名されていれば

スクリプトを実行できる。 

RemoteSigned 

    

 

 

インターネットからダウンロードされたスクリプトおよび構成ファイルは、信頼された

発行元 によるデジタル署名がないとスクリプトは実行できないが ローカル コン

ピューターで実行されたスクリプトおよび作成されたスクリプトは実行できる。 

Unrestricted  署名なしスクリプトを実行できる。 
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2. 「スタート」-「アクセサリ」-「Windows PowerShell」-「Windows PowerShell ISE」メニューから

PowerShell ISE を起動します。 

3. 既定で起動した場合、PowerShell ISEの画面は水平方向に 3 分割されています。上段の画面がスクリプト

編集とデバッグ領域、中段はコマンドレットやスクリプトの実行結果を表示する領域です。下段がコマンドライン

の入力領域です。コマンドライン入力領域に 

Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

と入力し、SharePoint 用の PowerShell スナップインを追加します。 

出力領域にフォーカスし、ワイパーボタンを押すと、表示をクリアできます。 

 

 

4. スクリプト編集領域にファームのバックアップ用コマンドレットを入力し、FarmBackup.ps1 としてファイルに保存

します。 

この例では C:\Backup\Farmフォルダにファームの完全バックアップを作成します。また、バックアップ処理を3

つのスレッドで処理します。BackupMethod パラメータは 完全バックアップ Full、または 差分バックアップ

Differential を指定できます。C:\Backup\Farm フォルダを作成します。 

 

バックアップの終了が確認できるように、バックアップ開始メッセージとその時刻、およびバックアップ完了メッセージ

とその終了時刻を画面に出力します。 

画面へのメッセージ出力は Write-Host コマンドレットを使用します。 
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$time 変数に現在時刻を格納し、Write-Host コマンドレットのメッセージとして表示します。 

Write-Host で表示するメッセージは両端を「 ” 」(ダブルクォート) または 「’」(シングルクォート)で囲みますが、

「”」を使用した場合「”」内で使用した変数の内容が表示されますが、「’」を使用した場合は「’」内で使用した

文字がそのまま出力されます。 

 

$time = Get-Date 

Write-Host “バックアップ開始:  $time”   # 開始時刻を表示  

Backup-SPFarm  –BackupMethod Full  –Directory  c:\Backup\Farm  ` 

–BackupThread 3 

$time = Get-Date  

Write-Host  “バックアップ終了: $time ”    # 終了時刻を表示 
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5. ファームのバックアップ用コマンドレットの編集ができたら、PowerShell ISE 環境から動作を確認します。 

「ファイル」-「名前を付けて保存」メニューから C:\Scripts フォルダに BackupFarm.ps1 としてファイルを保存

します。 

 

 

6. スクリプトファイルの保存を終えたら、「F5」キーを押すか、「スクリプト実行」ボタンを押してスクリプトを実行し、フ

ァームのバックアップファイルが作成されることを確認します。 

この例では、バックアップが完了するまでに約 10 分かかっています。 

スクリプトの実行を途中で停止するには、実行停止ボタンをクリックするか、Ctrl + Break キーを押します。 
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7. 作成したスクリプトを SharePoint Server 2010 管理 コンソール画面から実行する場合は、パスを含んだ

スクリプトファイル名を入力します。カレントフォルダにスクリプトファイルが存在する場合は、カレントフォルダを意

味する 「 .\ 」を指定します。 

Set-Location はフォルダやレジストリなどの作業場所を移動するコマンドレットです。 

 

C:\Scripts\BackupFarm.ps1 

 

カレントフォルダを C:\Scripts に設定し、スクリプトを実行する場合、 

 

Set-Location  C:\Scripts    # カレントフォルダを移動 

.\BAckupFarm.ps1 

 



SharePoint Server 2010 自習書 PowerShell/STSADM 評価ガイド  

55 

 

 

 

8. 作成したスクリプトは SharePoint Server 2010 管理シェルからはうまく動作しますが、他の PowerShell

セッションから実行するには SharePoint スナップインを読み込む必要があります。 

 

SharePoint スナップインを読み込まない PowerShell セッションからの実行は失敗します。 
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SharePoint Server 2010 管理シェル以外の PowerShell 環境からでもバックアップ用スクリプトを実行で

きるようにするためには、SharePoint スナップインの追加処理をスクリプトに追加します。 

 

Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

 

  

 

9. 定期タスクとして実行するために、コンソール画面に表示していた情報をログファイルに出力するように変更しま

す。 

ファイルへの書き込みは Add-Content、または Set-Content コマンドレットで行います。 

Add-Content は指定ファイルに順次内容を追加しますが、Set-Content はファイルの内容を置き換える動

作をします。バックアップの動作時刻を記録するためにも、Add-Content を使用して時刻を順次追加するよう

にします。 

 

# SharePoint スナップインを追加 

# SharePoint Server 2010 管理コンソールから実行する場合はこの処理は不要 

Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

 

# 開始時刻を表示 
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$time = Get-Date 

Add-Content  C:\Backup\Log\FarmBck.log  -Value "バックアップ開始: $time "   

 

Backup-SPFarm  –BackupMethod Full  –Directory  c:\Backup\Farm  –BackupThread 3 

 

# 終了時刻を表示    

$time = Get-Date  

Add-Content  C:\Backup\Log\FarmBck.log  -Value "バックアップ終了: $time "   

Add-Content  C:\Backup\Log\FarmBck.log  -Value ""  # 空白行を追加する 

 

10. 動作確認を終えたら、定期タスクとして実行できるようにバッチファイルに以下の編集を行います。 

PowerShell スクリプトはコマンドプロンプト環境からは直接起動することはできません。 

コマンドプロンプトから PowerShell スクリプトを実行するには、コマンドプロンプトから PowerShell を起動し、

その引数に PowerShell スクリプトファイル名を指定します。 

この例では、C:\Scriptsフォルダにバッチファイル BackupFarm.batとスクリプトファイルBackupFarm.ps1

を作成しています。 

BakupFarm.bat 

PowerShell  C:\Scripts\BackupFarm.ps1 
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11. 「スタート」-「管理ツール」メニューからタスクスケジューラを起動し、「基本タスクの作成…」リンクをクリックします。 

 

 

 

12. 基本タスクの作成ウィザードが起動したらタスク名を「BackupFarm」と定義します。 
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13. 「タスクトリガー」画面では動作確認用に「1 回限り」を選択します。 

 

 

 

14. 起動時刻を現在時刻から 5 分後に設定します。 
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15. C:\Scripts\BackupFarm.bat ファイルを実行プログラムとしてタスクを定義します。 

 

 

16. タスクの設定を完了します。 
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17. 指定時刻まで待ち、タスクが実行されることを確認します。もし、指定時刻までにタスクの定義が完了できなか

った場合は実行ボタンを押してタスクを手動で起動します。 
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18. バックアップしたファームは Restore-SPFarm コマンドレットで復元します。 

次の例は、ファームの構成情報だけを上書きして戻します。 

 

Rstore-SPFarm  –Directory  C:\Backup\Farm  ` 

–RestoreMethod  Overwrite  –ConfigurationOnly  -Force 

 

 

 

19. リストアする対象は Restore-SPFarm の ShowTree スイッチパラメータで確認することができます。 

 

Restore-SPFarm  –Directory  C:\Backup\Farm  -ShowTree 
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20. Get-Credentialコマンドレットでファームのクレデンシャルを取得し、これを Restore-SPFarmコマンドレットの

FarmCredentials パラメータの値とするとリストア対象を指定し、復元を実行できます。 

 

$admin = Get-Credential # リストア権限のあるユーザー名とパスワードを取得 

Restore-SPFarm  -Directory  C:\Backup\Farm ` 

-RestoreMethod  Overwrite  -item ` 

"ファーム\Microsoft SharePoint Foundation Web Application\Contoso 社内サイト"  ` 

-FarmCredentials  $admin  –RestoreThreads  3  -Force 
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コラム 

Get-Variable コマンドレットで表示される定義済みの変数の 1 つに$PSHome 変数があります。 

この変数は PowerShell.exe がインストールされているファイルパスを保持します。 

PowerShell.exe は C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0 フォルダにインストールされて

います。 

 

タスク登録時の実行プログラムをバッチファイルではなく、 

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell.exe 

に指定し、起動時の引数にスクリプトファイルのパスを指定して PowerShell スクリプトファイルを実行することがもき

ます。 

 

Get-ChildItem コマンドレットは指定したフォルダ内の情報を表示します。 
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3.2 PowerShell によるサイトのバックアップファイルの動的な作成 

ファームのバックアップと同様にサイトのバックアップをタスクとして定義します。 

サイトのバックアップ時に必要な情報はバックアップするサイトの URL とバックアップファイルの名前です。 

ここでは、スクリプト実行時に引数でサイトの URL を指定し、サイトバックアップファイルの名前を、バックアップした日付と

時刻を基に定義するスクリプトを作成します。また、PowerShell ISE 環境でのスクリプトの基本的なデバッグ方法を

解説します。 

日付と時刻の書式についての詳細は .NET Framework における日付と時刻の書式指定文字列 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/97x6twsz.aspx を参考にしてください。 

 

1. サイトのバックアップは Backup-SPSite コマンドレットです。 

Identity パラメータにはバックアップサイトの URL、Path パラメータにはバックアップファイルのパスを指定します。 

 

Backup-SPSite  -Identity  サイト URL  -Path  ファイル名 

 

PowerShell ISE で以下のようなスクリプトを編集し、C:\Scripts\BackupSite.ps1 として保存します。 

さらに、サイトのバックアップ用に C:\Backup\Site フォルダを作成します。 

 

BackupSite.ps1 

# SharePoint スナップインを追加 

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell  

# 日付と時刻をバックアップファイルの名前とするために 

# 現在の日付と時刻を取得 

$date = Get-Date 

# PowerShell 書式指定でファイル名を定義 

$BackupFileName = "{0:yyyyMMdd-HHmm}"  -f  $date 

Backup-SPSite  –Identity  http://sp2010/Sites/DemoSite1 ` 

-Path  $BackupFileName 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/97x6twsz.aspx
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2. PowerShell ISE が既に SharePoint スナップインが追加された状況で、作成したスクリプトを実行すると、以

下のようなエラーが表示されます。 

 

「Add-PSSnapin : Windows PowerShell スナップイン 

Microsoft.SharePoint.PowerShell は既に追加されているため、追加できません。スナップインの

名前を確認し、再試行してください。」 
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3. このエラーを回避するために、SharePoint スナップインが追加されていない場合はそれを追加し、既に追加さ

れている場合はスナップインの追加をしないように動作させます。 

Get-PSSnapin コマンドレットは現在の PowerShell セッションに読み込まれている PowerShell スナップイン

を取得します。 

取得したスナップイン配列のメンバのNameプロパティに「Microsoft.SharePoint.PowerShell」の値を持つ

ものを変数に格納します。 

この変数が NULL の場合、SharePoint スナップインがまだ実行されていないと判断します。 

 

$snapInInfo = Get-PSSnapin | ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  “Microsoft.SharePoint.PowerShell”} 

if ($snapInInfo  –eq  $null)  

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 
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Where-Object コマンドレットはパイプで順次渡されるオブジェクトから条件にあうオブジェクトを取り出すコマン

ドレットです。 

{ } はスクリプトブロックです。スクリプトブロックは条件分岐やループの範囲、変数のスコープを決定します。 

パイプを通して順次渡されるオブジェクトは スクリプトブロック内の $_ 自動変数に格納されるので、この変数

に格納されたオブジェクトの Name プロパティが Microsoft.SharePoint.PowerShell であるオブジェクトを

調べます。  

-eq は等価演算子です。 

値の比較演算子の詳細は Help about_Comparison_Operators で確認できます。 

 

$null は PowerShell 環境に定義済みの自動変数で、NULL を保持します。 
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4. スクリプトの動作を途中で止めて、1 行ずつ実行しながら、スクリプトの実行を確認します。 

 

if 文の行を選択し、「F9」キーを押すか、右クリックで「ブレークポイントの設定/解除」を選択してブレークポイン

トを設定します。ブレークポイントはスクリプト実行時に、一時停止する場所です。 

同様に Backup-SPSiate を実行する行にもブレークポイントを設定します。 
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5. 2 カ所にブレークポイントを設定した状態で、スクリプト実行ボタンを押すとスクリプトが処理されますが、最初の

ブレークポイントで一時停止し、その箇所が黄色で反転します。 

 

 

 

6. 「F10」キーを押すか、「デバッグ」－「ステップオーバー」メニューを選択すると 1 ステップずつ処理を実行します。 

スクリプト内の関数を呼び出して、その関数の内部まで入り込んでステップ実行する場合は「F11」キーまたは、

「デバッグ」－「ステップイン」メニュー使用します。 

「F5」キーを押すか、「デバッグ」－「実行/継続」メニューを選択すると、スクリプトは次のブレークポイントまで続

けて処理を続行します。ブレークポイントがない場合は、スクリプトを最後まで実行して処理は終了します。 

デバッグを一時停止したり、スクリプト実行中にデバッグを停止したりする場合は、「Shift+F5」キーを押すか、

「デバッグ」－「デバッガーを中止」 メニューを選択します。 

 

「F5」キーを押して実行を継続すると、Backup-SPSite を実行する箇所で一時停止します。 

最下段のコマンド入力領域に$BackupFileName と入力すると、中段の出力領域に$BackupFileName

変数の内容が表示されます。 
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7. 変数の内容は変更することもできます。 

確認した$BackupFileName は日付と時刻のデータが「－」で区切られただけなので、コマンド入力欄から次の

ような操作を行い、$BackupFilename 変数の内容を変更し、フォルダ名とファイルの拡張子を追加したものへ

と変更します。 

 

$BackupFileName = "C:¥Backup¥Site¥{0:yyyyMMdd-HHmm}.bck"  -f  $date 

 

 

「F5」キーを押して最後までスクリプトを実行すると、C:¥Backup¥Site にサイトバックアップ ファイルが作成されま

す。 
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8. 以下のように、バックアップ時のフォルダとファイルの拡張子が指定されるようにスクリプトを修正します。 

 

BackupSite.ps1 

# SharePoint スナップインが読み込まれているか調べる 

$snapInInfo = Get-PSSnapin | ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  “Microsoft.SharePoint.PowerShell”} 

 

if ($snapInInfo  –eq  $null)  

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

 

# 日付と時刻をバックアップファイルの名前とするために 

# 現在の日付と時刻を取得 

$date = Get-Date 

 

# PowerShell 書式指定でファイル名を定義 

$BackupFileName = "C:\Backup\Site\{0:yyyyMMdd-HHmm}.bck"  -f  $date 

 

Backup-SPSite  -Identity  http://sp2010/Sites/DemoSite1  -Path  $BackupFileName 
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9. スクリプト実行時にバックアップサイトの URL を指定できるようにスクリプトを変更します。 

PowerShell では、スクリプトの先頭に Param キーワードを使用してスクリプトを実行する際の、ユーザー定義

のパラメータとその値を定義することができます。 

この例では、URL パラメータを定義し、URL パラメータが指定されていなかったらログファイルにメッセージを出力

して、処理を終了します。 

URL パラメータが指定された場合は、そのサイトのバックアップを実行します。 

 

Param($URL) # URLパラメータを定義 

if ($URL  -eq  $null)  # URLパラメータが指定されない場合はログファイルに書き出して処理を終了 

{ 

   Add-Content  C:\Backup\Log\SiteBck.log  "サイト URLが指定されていません。" 

   Return 

} 

 

# SharePoint スナップインを追加 

$snapInInfo = Get-PSSnapin  –Name  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

if ($snapInInfo  –eq  $null)  

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

 

# 日付と時刻をバックアップファイルの名前とするために 

# 現在の日付と時刻を取得 

$date = Get-Date 

 

# PowerShell 書式指定でファイル名を定義 

$BackupFileName = "C:\Backup\Site\{0:yyyyMMdd-HHmm}.bck"  -f  $date 

 

Backup-SPSite  -Identity  $URL  -Path  $BackupFileName 
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10. PowerShell ISE 環境からスクリプト引数を指定するには、Param ステートメントの後の処理にブレークポイン

トを設定して実行します。一時停止したら、コマンドライン入力領域から パラメータ名=値 としてパラメータを

指定します。 

 

 

 

11. コマンドラインから実行する場合は、スクリプト名の後に URL パラメータを指定して実行します。 

 

C:\Scripts\BackupSite.ps1  –url  http://localhost/sites/DemoSite1 
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12. 定期タスクとして実行する場合は、以下のようなバッチファイルを作成、タスクスケジュールに登録すると

DemoSite1 サイトの定期バックアップが可能になります。 

 

BackupDemoSite1.bat 

PowerShell C:\Scripts\BackupSite.ps1  –url  http://localhost/Sites/DemoSite1 

    

   コマンドプロンプトからのスクリプトファイル動作確認 
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13. バックアップ ファイルを使用してサイトを復元するには Restore-SPSite コマンドレットを使用します。 

既存のサイトを上書きする場合は Force スイッチパラメータを指定します。 

 

Restore-SPSite  –Identity  http://sp2010/Sites/DemoSite1 ` 

-Path  C:\Backup\Site\バックアップファイル  -Force 
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3.3 PowerShell によるリストアイテムの収集 

条件分岐や制御構造を使用すると複雑な操作を自動化することができます。ここでは、DemoSite1 のサブサイトで

ある SubSite1 (http://sp2010/Sites/DemoSite1/SubSite1) に作成されているドキュメントライブラリ「月別

売上報告」にアクセスし、そのライブラリに登録されている項目と、そこにアップロードしたファイル名の一覧を取得します。 

 

そのため、ここで解説する内容が正しく動作するための前提として、DemoSite1 に SubSite1 が作成されていて、

SubSite1 には「月別売上報告」ドキュメントライブが用意され、このライブラリには適当なファイルがアップロードされてい

るものとします。 
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1. Get-SPWeb で DemoSite1 のサブサイトオブジェクトを取得します。 

取得したサブサイトオブジェクトは Webs コレクション プロパティを持つので、このプロパティが NULL でない場合

は、さらに、サブサイトを持つことがわかります。 

サブサイトコレクションの各メンバを取得し、取得したサブサイトオブジェクトの Lists コレクションの中から「月別売

上報告」リストのタイトルをもつリストを取得して、そのリストの Items コレクションからアイテムのタイトルとファイル

名を取得します。 

 

PowerShell ISE を起動し、3.2 で作成したスクリプトに従って、SharePoint スナップインの読み込み処理を

編集し、その後、Get-SPWeb コマンドレットから DemoSite1 のサブサイトオブジェクトを取得します。 

 

 

$snapInInfo = Get-PSSnapin  |  ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  “Microsoft.SharePoint.PowerShell”} 

 

if ($snapInInfo  –eq  $null) 

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

$rootweb = Get-SPWeb  -Identity  http://sp2010/Sites/DemoSite1 

 

 



SharePoint Server 2010 自習書 PowerShell/STSADM 評価ガイド  

82 

 

2. $rootweb の Webs プロパティを調べ、NULL でない場合は ForEach ステートメントで Webs コレクションの

メンバを取得します。 

 

$webs = $rootweb.Webs 

if ($webs  –ne  $null) 

{ 

   ForEach($web  in  $webs) 

   { 

      # ここで、$webs コレクションからメンバを取得する 

   } 

} 
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3. ForEach で取得したメンバは Lists コレクションを持ちます。このリストコレクションに対し、Where-Object コマ

ンドレットで Title プロパティが「月別売上報告」のリストオブジェクトを取得します。この操作によって月別売上

報告 DocumentLibrary オブジェクトが取得されます。このオブジェクトから Select-Object コマンドレットで

Items プロパティを取得するとアップロードしたドキュメントオブジェクトのコレクションが取得されます。 

 

ForEach($web  in  $webs) 

{ 

    $web.Lists  |  Where-Object{$_.Title  -eq  "月別売上報告"}   |  `  

     Select-Object items  # 月別売上報告リストのアイテムコレクションを取得 

}  

 

編集内容を C:\Scripts\GetListItem.ps1 として保存し、F5 キーを押して実行すると月別売上報告ドキ

ュメントライブラリにアップされたドキュメントのアイテム一覧が取得されていることが確認できます。 
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4. 3 の操作で取得した Items コレクションのメンバを取り出すと、アップロードした個々のドキュメントに関する情報

を得ることができます。 

そこで、Select-Object コマンドレットを使用して取得した Items コレクション プロパティはパイプを使用して 

ForEach-Object コマンドレットに渡します。  

ForEach-Object コマンドレットはパイプを通して渡されるコレクションのメンバを取得するコマンドレットです。 

取得したオブジェクトはスクリプトブロック { } 内で、PowerShell の自動変数 $_ でアクセスすることができま

す。 

ForEach-Object コマンドレットで取得したオブジェクトの Items プロパティに格納されたオブジェクトの

DisplayName プロパティと Name プロパティを取り出すと、ライブラリにアップロードしたファイルに対応した表示

名とファイル名を取得することができます。 

 

ForEach($web  in  $webs) 

{ 

    $web.Lists  |  Where-Object{$_.Title  -eq  "月別売上報告"}  |  ` 

         Select-Object items  |  ForEach-Object{$_.Items}  |  ` 

         Select-Object DisplayName,Name  |  ` 

         Format-Table –AutoSize  # テーブル形式で表示 

} 
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5. Contoso サイトの営業サブサイトに用意した、月別売上報告ドキュメントライブラリからアップロードしたドキュメ

ントのタイトルとファイル名の一覧を取得するスクリプトは以下のようになります。 

GetListItem.ps1 

# SharePoint スナップインが読み込まれているか調べる 

$snapInInfo = Get-PSSnapin | ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  "Microsoft.SharePoint.PowerShell"} 

 

if ($snapInInfo  –eq  $null)  

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

 

$rootweb = Get-SPWeb  -Identity  "http://sp2010/Sites/DemoSite1" 

 

$webs = $rootweb.Webs 

if ($webs  –ne  $null) 

{ 

   ForEach($web  in  $webs) 

   { 

      # ここで、$webs コレクションからメンバを取得する 

      $web.Lists  |  Where-Object{$_.Title  -eq  "月別売上報告"}  |  ` 

      Select-Object items  |  ForEach-Object{$_.Items}  |  ` 

      Select-Object  DisplayName,Name  |  ` 

Format-Table  -AutoSize   #テーブル形式で表示 

   } 

} 
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実行結果 
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3.4 PowerShell によるサイトユーザーの情報収集（アクセス権を確認し Excel へ出力する） 

ここではサイトに登録されているユーザーの役割の一覧を確認するスクリプトを作成します。 

1. サイトのユーザーは Get-SPUser コマンドレットで取得できます。 

必要なパラメータはサイトの URL です。 

PowerShell ISE を起動し、既に作成済みの SharePoint スナップイン読み込み処理を編集します。 

 

# SharePoint スナップインが読み込まれているか調べる 

$snapInInfo = Get-PSSnapin  |  ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  "Microsoft.SharePoint.PowerShell"} 

 

if ($snapInInfo  –eq  $null) 

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

$users = Get-SPUser  –Web  http://sp2010/Sites/Demosite1 

$users  # 変数の内容を確認 

 

C:\Scripts\GetUserInfo.ps1 として保存し、F5 キーを押してスクリプトを実行します。 
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2. $users には指定したサイトのユーザーオブジェクトが配列として格納されています。 

$users コレクションに格納された各ユーザーオブジェクトは Email、LoginName、Name、Roles プロパティ

などを持ちます。 

各ユーザーに対して LoginName、Name、Roles プロパティを表示する処理を記述します。 

 

ForEach($user  in  $users) 

{ 

  $user.LoginName , $user.Name , $user.Roles 

} 
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3. ユーザーがどの権限を持っているかは Roles プロパティが保持するコレクションオブジェクトの Name プロパティか

ら取得できます。Roles プロパティはユーザーが所属するロールの数だけ Role を保持するので、ユーザーごとに

Roles コレクションのメンバにアクセスし、そのコレクションを取得します。 

Role を持たないユーザーの Roles コレクションの Role 要素数、つまり、Roles.Count は 0 になるので、条件

分岐で、Role を持たないユーザーと Role を持つユーザーの処理を分けます。 

 

以下のように修正することで指定サイトの登録ユーザーのログイン名、表示名、権限が表示できます。 

書式指定文字内の ｀ｔ は PowerShell のタブ記号です。{0} {1} {2} はそれぞれ最初の変数、2 目

の変数、3 つめの変数に対応するインデックス値を意味します。 

 

ForEach($user  in  $users) 

{ 

   $RoleName = ""   # Role の初期値 

    if ($user.Roles.Count  -eq  0) 

    { 

       # Role が定義されていないユーザー 

          $RoleName = "ロールなし" 

    } 

    else 

    { 

      # Role が定義されているユーザー 

        ForEach($r  in  $user.Roles) 

       { 

         # 同一ユーザーが複数のロールを持つ場合、空白区切りで 

         # 文字列連結する 

         $RoleName += $r.Name + "  " 

       } 

     } 

     "{0}`t {1}`t {2}"  -f  $user.LoginName, $user.Name, $RoleName 

} 
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4. Get-SPSite コマンドレットからサイト内の URL 一覧を取得し、Get-SPUser の Web パラメータとすれば、サ

イト内の Web サイトのすべてのユーザーの権限を自動で取得することができます。 

 

GetUserInfo.ps1 

# SharePoint スナップインが読み込まれているか調べる 

$snapInInfo = Get-PSSnapin | ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  "Microsoft.SharePoint.PowerShell"} 

 

if ($snapInInfo  –eq  $null) 

{ 

  # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

  Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

  

$sites = Get-SPSite  # サイトコレクションの取得 

ForEach($site  in  $sites) 
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{   

  $users = Get-SPUser  –Web  $site.Url 

 

  ForEach($user  in  $users) 

{ 

   $RoleName = ""   # Role の初期値 

     if ($user.Roles.Count  -eq  0)  

     { 

        # Role が定義されていないユーザー 

         $RoleName = "ロールなし" 

      } 

      else 

      { 

        # Role が定義されているユーザー 

         ForEach($r  in  $user.Roles) 

       { 

          # 同一ユーザーが複数のロールを持つ場合、空白区切りで 

          # 文字列連結する 

          $RoleName += $r.Name + "  "  

        } 

      } 

      "{0}`t{1}`t{2}`t{3}"  –f ｀  

$site.Url, $user.LoginName, $user.Name, $RoleName 

  } 

} 
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5. 表示形式をタブ区切りからカンマ区切りに変更し、その出力を Add-Contentコマンドレットを使用して CSV フ

ァイルとして出力すると Excel を使用してユーザー情報のレポートを作成することができます。 

 

ForEach($r  in  $user.Roles) 

{ 

    "{0},{1},{2},{3}" -f  ` 

          $site.Url,$user.LoginName,$user.Name,$r.Name  |  ` 

             Add-Content  C:\Reports\UserInfo.csv  # CSV ファイルとして出力 

} 
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6. サイトの管理権限を持つ場合、Role の Type プロパティが Administrator になります。 

以下のようにスクリプト修正するとサイト管理者の一覧を作成することができます。 

この例では、ファイルへの出力は最後にまとめて行い、既存のデータを上書きします。 

 

GetSiteAdmin.ps1 

# SharePoint スナップインが読み込まれているか調べる 

$snapInInfo = Get-PSSnapin | ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  "Microsoft.SharePoint.PowerShell"} 

 

if ($snapInInfo  –eq  $null) 

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

  

$sites = Get-SPSite  # サイトコレクションの取得 
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$data = ""  

ForEach($site  in  $sites) 

{  

   

   $users = Get-SPUser  –Web  $site.Url 

 

   ForEach($user  in  $users) 

   { 

       ForEach($r  in  $user.Roles) 

       { 

        # サイトの管理者を探す 

          if ($r.Type  -eq  "Administrator") 

          {    

              # カンマ区切りでデータを設定し、 

              # 最後は改行コード(`n)を追加 

              $data += "{0},{1},{2},{3}`n"  -f  ` 

                $site.Url, $user.LoginName, $user.Name, $r.Type 

           } 

        } 

    } 

} 

# まとめてデータをファイルに出力し、元のデータを上書きする 

Set-Content  C:\Reports\SiteAdmin.csv  $data 
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3.5 会話型スクリプトの作成 

PowerShell スクリプトはユーザーからの入力に応じて柔軟に処理を進行するように作成することもできます。 

PowerShell セッションにプロンプトを表示し、ユーザーからのデータを受け取るには、Read-Host コマンドレットを使用

します。 

サブサイトを作成する場合を例に、ユーザーとの会話形式でサブサイトを作成するスクリプトを作成してみましょう。 

 

1. PowerShell ISE を起動し、C:\Scripts フォルダに CreateSubsite.ps1 としてファイルを作成します。 

最初に、PowerShell セッションに SharePoint PowerShell スナップインを追加する処理を記述します。 

 

# SharePoint スナップインが読み込まれているか調べる 

$snapInInfo = Get-PSSnapin  |  ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  "Microsoft.SharePoint.PowerShell"} 

if ($snapInInfo  –eq  $null) 

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

 

2. Read-Host コマンドレットを利用して、サブサイトを作成するために必要なパラメータ値を受け取るための処理

を記述します。 
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$webUrl = Read-Host "サブサイトの URL を入力してください" 

# テンプレートの一覧を表示 

Get-SPWebTemplate  |  Select-Object Name,Title  |  Format-Table  –Autosize 

 

$webTemplateName = Read-Host "テンプレート名を入力してください。既定 STS#0 (チームサイト)" 

# テンプレート省略時は STS#0 

if ($webTemplate  -eq  “”) {$webTemplate  =  "STS#0 } 

 

$webName = Read-Host  "サブサイト名を入力してください" 

$webDescription = Read-Host  "サブサイトの説明を入力してください" 

 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 PowerShell/STSADM 評価ガイド  

98 

 

3. ユーザーが入力したデータを表示し、ユーザーが確認をとるための処理を記述します。 

Write-Host "以下の値でサブサイトを作成します。" 

 

Write-Host  "URL: $webUrl" 

Write-Host  "Template: $webTemplate " 

Write-Host  "SubsiteName: $webName" 

Write-Host  "Description: $webDescription" 

Write-Host  "" 

$ans = Read-Host  "作成しますか＜ [Y]es" 

if ($ans[0]  -ne  "Y")  # Y から始まる文字が指定されたら Yes と解釈する 

{   

  Write-Host  "サブサイトの作成をキャンセルします。"  -foregroundColor  Red 

   return  # キャンセル 

 } 

 

4. 入力されたパラメータ値を基に、サブサイトを作成します。 

 

New-SPWeb $webUrl  -Template  $webTemplate  ` 

-Name  $webName  ` 

-Description  $webDescription  ` 

-AddToTopNav  –UseParentTopNav 

 

Write-Host  "サブサイトを作成しました" 
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5. 以下のような会話型のスクリプトが完成します。 

CreateSubsite.ps1 

# SharePoint スナップインが読み込まれているか調べる 

$snapInInfo = Get-PSSnapin | ` 

  Where-Object{$_.Name  –eq  "Microsoft.SharePoint.PowerShell"} 

if ($snapInInfo  –eq  $null) 

{ 

    # SharePoint スナップインが追加されていないので追加する 

    Add-PSSnapin  Microsoft.SharePoint.PowerShell 

} 

 

$webUrl = Read-Host  "サブサイトの URL を入力してください" 

# テンプレートの一覧を表示 

Get-SPWebTemplate  |  Select-Object Name, Title  | Format-Table  –Autosize 

 

$webTemplate = ` 

  Read-Host  "テンプレート名を入力してください。既定 STS#0 (チームサイト)" 

# テンプレート省略時は STS#0 

if ($webTemplate -eq "") {$webTemplate  =  "STS#0 } 

$webName = Read-Host  "サブサイト名を入力してください" 

$webDescription = Read-Host  "サブサイトの説明を入力してください" 

 

Write-Host  "以下の値でサブサイトを作成します。" 

Write-Host  "URL: $webUrl" 

Write-Host  "Template: $webTemplateName " 

Write-Host  "SubsiteName: $webName" 

Write-Host  "Description: $webDescription" 

Write-Host  "" 

$ans = Read-Host  "作成しますか＜ [Y]es" 

 

if ($ans[0]  -ne  "Y") 

{   

  Write-Host  "サブサイトの作成をキャンセルします。"  -foregroundColor  Red 

   return  # キャンセル 

 } 
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New-SPWeb $webUrl  -Template  $webTemplate  ` 

-Name $webName  -Description  $webDescription  ` 

-AddToTopNav  –UseParentTopNav 

 

Write-Host  "サブサイトを作成しました" 

 

6. スクリプトの実行結果 
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コラム 

Active Directory PowerShell を使用してユーザー情報を取得し、パイプを通して ForEach-Object コマンドレッ

トでユーザー情報を処理すると、SharePoint サイトへの複数のユーザー登録を 1 行で済ませることができます。 

 

例えば、Active Directory で大阪に所属するユーザー "OU=osaka,DC=contoso,DC=com" を取得するに

は、 

Get-ADUser –SearchBase "OU=osaka,DC=contoso,DC=com" –Filter * です。 

SharePoint へ登録する際に、必要なユーザープロパティは SamAccountName と DisplayName です。 

SamAccountName プロパティは既定のプロパティですが、DisplayName プロパティは標準では取得されないの

で、以下の操作で、DisplayName プロパティを追加します。 

 

Get-ADUser  -SearchBase "OU=osaka,DC=contoso,DC=com"  -Filter *  -Properties 

DisplayName  

 

この操作で取得した個々のユーザー情報を ForEach-Object へ渡して SharePoint サイトの大阪グループへ登録

するには、以下の処理になります。 

 

Get-ADUser  -SearchBase  "OU=osaka,DC=contoso,DC=com"  -Filter  *  ` 

-Properties DisplayName  |  ` 

ForEach-Object{ New-SPUser  -UserAlias  $_.SamAccountName  ` 

-DisplayName  $_.DisplayName  -Group  "大阪"  ` 

-Web http://localhost/Sites/DemoSite1} 
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3章のまとめ 

この章では PowerShell のスクリプトの作成方法と、作成したスクリプトの起動方法および PowerShell ISE を利用

してスクリプトの基本的なデバッグ方法を説明しました。 

PowerShell のスクリプト機能を利用すると、複雑な反復操作を安全に、かつ自動実行することができます。 

さらに、SharePoint の管理に限らず、Windows 環境の様々な管理オブジェクトと連携することができます。 

システム管理者にとって PowerShell の操作を理解することは、管理業務を効率化するための効果的な手段となるで

しょう。 
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第4章 STSADM.exeの評価 
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4.1 STSADM.exe を使用する前に 

SharePoint Server 2010 では PowerShell という強力な管理ツールが実装されたため、STSADM が果たす役

割はこれまでより少なくなりました。もちろん下位互換として、バックアップ、リストアを含むこれまでと同等の操作を

STSADM コマンドで実行することは可能ですが、より柔軟な処理を実現するためには PowerShell を使用することを

お勧めいたします。 

 

では、どのような場面で STSADM コマンドは使用できるでしょうか。 

ユーザーからのちょっとした管理にまつわるリクエストを実行するときや、新しいソリューションをインストール、有効にするな

ど、「何度も繰り返し行うことない」、「単発の処理」に最適です。 

 

STSADM.exe は深い階層に格納されているコマンドです。 

下記の場所にあります。 

%Systemroot%/Program Files/Common Files/Microsoft Shared/Web Server 

Extensions/14/BIN 

 

 

常用的に使用するのであれば、STSADMの格納されている深いディレクトリまで入ることなく使用することができるよう、

環境変数に登録し、%PATH% を通しておくと便利かもしれません。 
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環境変数に登録する方法は下記の通りです。 

[スタート] から[コントロールパネル] をクリックし、開きます。 

 

 

 

コントロールパネル内から[システム] を選択します。 
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左側に表示されている「タスク」から[システムの詳細設定] をクリックします。 

 

 

 

[システムのプロパティ] で、[詳細設定] タブを開きます。右下の[環境変数] をクリックします。 
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「システム環境変数」で [Path] をクリックし、[編集] をクリックします。 

 

 

 

 

既存の変数値の後ろにセミコロン[ ; ]を入力し、STSADM までのパスを入力します。 

例：c:\ Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\BIN 

[OK] をクリックします。 

 

 

すべてのウィンドウを閉じます。 

 

 

 

 



SharePoint Server 2010 自習書 PowerShell/STSADM 評価ガイド  

109 

 

 

 

[スタート] から[ファイル名を指定して実行…] をクリックし、[cmd] と入力しコマンドプロンプトを起動します。 

 

 

 

STSADM.exe –help と入力します。 

ヘルプが表示されれば、環境変数登録は正常に動作しています。 「コマンドがない・・・・」等のエラーが出る場合は、も

う一度環境変数が正しく記載されているかを確認してください。 
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4.2 STSADM.exeの基本文法 

STSADM を使用するには、ローカル コンピュータの管理者である必要があります。またローカルのサーバーで実行され

る必要があります。STSADM コマンドを使用して作成されているバッチファイルなども、同じくローカルサーバーで実行さ

れます。 

STSADM では、コマンドライン、またはバッチ ファイルやスクリプトを使用して SharePoint の管理タスクを実行するこ

とができます。また通常のサーバーの全体管理サイトからは使用できない操作の実行ができます。 

 

STSADM.exe は下記のような文法で使用します。 

STSADM -operation OperationName -parameter value 

 

メモ :   

コマンドライン ツールで使用する値に、空白やコマンドライン インターフェイスで特別な意味を持つ文字 (アンパサンド 

(&) など) が含まれている場合は、その文字列を引用符 (") で囲みます。たとえば、サイトへの URL が 

http://my site の場合は、 "http://my site" と入力します。 

  

また、コマンドラインのほとんどのパラメータには、完全なパラメータ名の代わりに使用できる「短縮形」があります。たとえ

ば、次のコマンドは、Server1 で Server1_collab を使用するように構成データベースを設定し、接続に使用する

データベースのユーザー名とパスワードを指定します。 

 

stsadm -o setconfigdb -connect -ds Server1 -dn Server1_collab -du User1 –dp 

 

-ds、-dn などは短縮された形です。 

 

STSADM のコマンド、パラメータは SharePoint Server 2010 ベータの段階でも約 180 あります。そのほとんどは

SharePoint Server 2007 の時に用意されていたものと同じものです。また SharePoint Server 2010 で提供さ

れる機能に合わせて増えているコマンドもあります。 

SharePoint Server 2007、 Windows SharePoint Services 3.0 の STSADM コマンドについて詳細を知り

たい場合には、TechNet の記事を参考にすることができます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc288413.aspx 

 

 

メモ： 

まだベータの段階のため、製品版では STSADM のコマンドが変更、もしくはいくつかは削除される可能性があります。 
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4.3 STSADM.exe を活用する 

コマンド数が多くあるため、すべてを記憶しておくことは難しいでしょう。そのため、よく業務で使用する代表的なコマンドだ

けを覚えておき、必要な時に詳細を TechNet サイトで確認すると、無理のない SharePoint 管理を行うことができま

す。 

 

よく使用されるコマンドは、SharePoint 環境によってそれぞれ異なるかもしれませんが、下記のような代表的なコマンド

が考えられるかもしれません。 

 

Setproperty  Setproperty コマンドは、そのあとに続くプロパティ値が非常に豊富にあります。 

メールを飛ばす間隔や、タイマージョブに関する設定など多岐にわたります。 

Backup バックアップ用の基本コマンドです。 そのあとに続くプロパティー値で、バックアップ場所や

取得メソッドを指定することができます。 

Restore バックアップからの復元 

Import サイトのインポート（移動） 

Export サイトのエクスポート（移動） 

 

本自習書では、すべてのコマンドを取り上げることはできませんが、日々SharePoint 環境を使用していて、知っている

と便利な幾つかのコマンドをご紹介いたします。 
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1. Setproperty コマンド 

例： アイテムを新規作成したときに表示される「New!」マークを表示する期間を変更する、もしくは非表示に

する。 

stsadm -o setproperty -propertyname days-to-show-new-icon –propertyvalue 4 –url 

http://moss2007 

 

-propertyvalue には日数を指定します。 （-pv と省略形を使用することができます） 

-url には対象となる URL を指定します。 

 

実行結果： 

実行前のサイトは New!が表示されています。 

 

 

表示日を「0 日」とし、非表示にした場合； 
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「New!」アイコンが消えていることが確認できます。 

 

 

2. Max-file-post-size プロパティ 

このプロパティは任意のサイトに対するコンテンツ 1 回あたりのアップロードの最大許容サイズを指定します。こ

のプロパティは、SharePoint サーバーの全体管理 Web サイトの [Web アプリケーションの全般設定] ペ

ージにあるユーザー インターフェイス設定の [最大アップロード サイズ] と同じ働きをします。 

stsadm -o setproperty -propertyname max-file-post-size -propertyvalue <MB 数 

(MB)> [-url http://server_name] 
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既定値は 50Mb で設定されていますが、最大 2Gb まで拡張することが可能です。 

 

例：アップロードサイズを 200 MB に設定する 

stsadm -o setproperty -pn max-file-post-size -pv 200 

 

 

3. Job-immediate-alerts プロパティ 

このプロパティはすぐに送信する通知をチェックする頻度を指定します。指定する値は、分単位です。 

 

stsadm -o setproperty -propertyname job-immediate-alerts -propertyvalue <有効な 

Windows SharePoint Services タイマ サービスのスケジュール> [-url] <URL> 

 

時間の指定は下記のように指定します。 

分単位： "Every 5 minutes between 0 and 59" 

時間単位： "Hourly between 0 and 59" 

日単位： "Daily at 15:00:00" 

週単位： •"Weekly between Fri 22:00:00 and Sun 06:00:00" 

 

 

例： 即時通知を毎日午後 3:00 にチェックするように設定する 

stsadm -o setproperty -pn job-immediate-alerts -pv "Daily at 15:00:00" 

 

 

 

4. large-file-chunk-size プロパティ 

SQL Server を実行するサーバーから一度に読み取ることのできるデータの量を指定します。 SQL Server

から読み取られたデータはメモリ上に展開されます。その際、展開を行うWeb フロントエンドサーバーが十分なメ

モリを搭載していない場合、読み取りを幾つかのブロックにわけることができます。 

stsadm -o setproperty -propertyname large-file-chunk-size -propertyvalue <メガバイト 

(MB)> [-url <http://server_name>] 

 

設定されているブロック サイズより大きいファイルでは (例えばブロック サイズが 5 MB に設定されている場合

に 70 MB である場合)、そのファイルは、14 (70/5) 個のブロックで読み取られます。ブロック サイズは、最

大アップロード ファイルのサイズとは無関係です。単に、SQL Server から一度に読み取ることのできるデータ量



SharePoint Server 2010 自習書 PowerShell/STSADM 評価ガイド  

116 

 

を指定します 

 

例： 大きいファイル読み取り時のブロックのサイズを 500 MB に設定する。 

stsadm -o setproperty -pn large-file-chunk-size -pv 500 

 

5. Execadmsvcjobs コマンド 

このプロパティは、タイマ ジョブの実行を待機するのではなく、すぐにすべての管理タイマ ジョブを実行するよう指

定することができます。 

 

stsadm -o execadmsvcjobs 

 

このコマンドはプロパティ値をつける必要がありません。 ファーム内のすべてのサービスが即時実行になります。 

6. Databaserepair コマンド 

このコマンドは、SharePoint 環境内のコンテンツ データベースから、切り離されたアイテムを検出して削除しま

す。 

状況によっては、コンテンツ データベースが破損する可能性があります。そのため、このコマンドを実行する前に

は、必ずバックアップを取得してください。 

一般的に、破損したデータベースには、切り離されたアイテムが含まれていることがあります。たとえば、ドキュメン

トに親ドキュメント ライブラリがない場合や、リストに親の SharePoint Web サイトがない場合があります。

Databaserepair 操作では、コンテンツ データベース内の次の種類の切り離されたアイテムについてのみ、デ

ータベースの破損を検出して修復することができます。 

 

stsadm.exe -o databaserepair -url <URL 名> -databasename <データベース名> 

 

7. Mergecontentdbs コマンド 

このコマンドは、サイトコレクションを既存のコンテンツ データベースから別のデータベースへ移動させることができ

ます。 実行前には必ずバックアップを取得する必要があります。 

移動元のデータベースと移動先のデータベースは同じ Microsoft SQL Server インスタンス内にあり、同じ 

Web アプリケーションに接続されている必要があります。最適なパフォーマンスを得るには、一度に移動するサ

イト コレクションの数を 250 以下にします。一度にそれ以上の数のサイト コレクションを移動すると、パフォー

マンスが大幅に低下する可能性があります。 

この作業は場合によっては PowerShell で行ったほうが良いかもしれません。 

 



SharePoint Server 2010 自習書 PowerShell/STSADM 評価ガイド  

117 

 

stsadm -o mergecontentdbs -url <URL 名> -sourcedatabasename <移動元のデータベース

名> -destinationdatabasename <移動先のデータベース名> 

 

 

8. 廃止されたコマンド 

ベータの時点ではまだわかりませんが、以前の SharePoint Server 2007 と比較すると、SharePoint 

Server 2010 の STSADM.exe ではいくつかのコマンドが削除されています。削除されているのは主に共有

サービスプロバイダに関連するものです。SharePoint Server 2010 では共有サービスプロバイダが廃止され

ているため、不必要になったコマンドとなります。 

 

 

4.4 4章のまとめ 

STSADM のすべてのコマンドを取り上げることはしませんでしたが、基本的な使用方法を解説しました。基本的にはど

のような操作も PowerShell で行うことができます。また高度なプログラミングを実現することも可能です。 

行う作業、作業の継続性を検討し、PowerShell と STSADM を上手に使い分けてください。 

どちらもコマンド数は多いですが、PowerShell ではつねにヘルプを引き出すことができますし、STSADM は TechNet

などマイクロソフトのリファレンスサイトから必要な情報を得ることができます。 
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