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はじめに 
このホワイト ペーパーでは、大容量ドキュメント ライブラリおよびリストのパフォーマンスに関するガイダンスを示します。このドキュメ

ントは、Microsoft® SharePoint® Server 2010 にのみ適用されます。ただし、このドキュメントで議論するスロットルと制限

については、SharePoint Foundation にも適用されます。このドキュメントでは、大容量リストの処理パフォーマンスを大幅に

向上させるいくつかの機能について議論しますが、これらの機能は SharePoint Server 2010 でのみ使用できます。このドキ

ュメントでは、SharePoint Foundation と SharePoint Server を区別していません。このドキュメントの本題は、大容量リ

ストのパフォーマンス特性と、構成の違いがリストとファームのパフォーマンスに与える影響です。  

SharePoint Server 2010 は、大容量リストを作成および使用する際のパフォーマンスを向上させる機能拡張をいくつか備え

ています。SharePoint Server 2007 でも、大容量リストを正しく実装することができましたが、それには綿密な計画とコードの

カスタマイズが必要でした。多くの操作に制限がなかったため、ある種の操作がリスト、サイト、およびファームのパフォーマンスに影

響を及ぼすことがありました。SharePoint Server 2010 では、構成とすぐに使用できる機能によって大容量リストのシナリオ

をこれまでより簡単に完成できるようになりました。さらに、大容量リストを処理するコードの記述方法が強化されたほか、大容量

リストの操作が他のユーザーのパフォーマンスに影響を及ぼさないように、構成可能な制限が用意されました。  

使用するコンテンツ管理システムに関係なく、大量の項目を含む実装には、計画とそれに基づく適切な実装が必要です。

SharePoint Server 2010 も例外ではありません。ユーザー エクスペリエンス、情報アーキテクチャ、パフォーマンス、障害回復、

ガバナンスなどのさまざまな要素を考慮に入れることが重要です。膨大な情報が 1 つのリストに集約されている場合、ユーザーは

目的の項目をどのように探し出すのでしょうか。システム パフォーマンスがユーザーの要求に応え、適切な稼働時間を維持してい

くには、どうすればよいでしょうか。大容量リストを整然と管理していくには、どうすればよいでしょうか。  

スロットルや制限などの新しい機能がサーバー ファームのパフォーマンスの低下を防ぎ、コンテンツ クエリ Web パーツやメタデータ 

ナビゲーションなどの機能が大容量リストのクエリや処理を容易にします。このドキュメントでは、大容量リスト ソリューションの実装

に使用される情報アーキテクチャと機能のほか、各種の構成がパフォーマンスに及ぼす影響について説明します。  

大容量リストのパフォーマンスに影響する可能性がある重要な設計上の選択肢も取り上げます。これには、アクセス許可、リスト

に追加される列数、ビュー内の参照列数、リストの構成に使用するフォルダーやインデックスなどが含まれます。これらの決定はリ

ストのパフォーマンスを左右し、リストのサイズが増大すると共にその影響も大きくなります。このドキュメントでは、設計の選択によ

って大容量リストのパフォーマンスがどのように異なるかについて説明します。これを参考にして、パフォーマンス要件を満たす大容

量リストを正しく設計することができると共に、ビジネス要件を満たし、良好なユーザーエクスペリエンスを提供することができます。  
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クイック スタート 
このドキュメントでは、さまざまなトピックを詳細に説明しています。ここでは、その中のいくつかを先に読み進めることができるように

紹介します。  

大容量リストの実装と、サポートに使用できる新機能と強化機能について学習するには、「大容量リストに関連する新機能と強

化機能の概要」のセクションを参照してください。 

サーバー ファームのパフォーマンスの低下を防ぎ、大容量リストの操作に影響を及ぼす構成可能な制限および構成不可能な制

限について学習するには、「スロットルと制限」のセクションを参照してください。SharePoint Server 2010 で行われた重要な

変更点の 1 つは、リスト ビューのしきい値を既定で 5,000 項目にしたことです。リストがこの制限を超えると、一部の操作が影

響を受けるため、このセクションで詳細をお読みになることをお勧めします。 

大容量リストの情報アーキテクチャの作成について学習するには、「大容量リストの設計と実装」のセクションを参照してください。 

リストのクエリとアクセスに使用する機能の構成、パフォーマンス特性、およびこれらの方法の間のトレードオフについて学習するに

は、「データのアクセスと取得」のセクションを参照してください。  

推奨事項の概要 
このホワイト ペーパーでは、さまざまなトピックと推奨事項を詳細に説明します。このセクションは推奨事項の概要です。このセク

ションでは、このドキュメントで扱う内容について概要を理解します。概要を把握したら、これから学習したい領域を各自で深く掘

り下げることができます。  

リスト サイズ 
SharePoint Server 2010 は、数千万アイテムから成るドキュメント ライブラリとドキュメント リストをサポートします。 

フォルダー、標準ビュー、サイト階層、およびメタデータ ナビゲーションを使用して、きわめて大容量のドキュメント ライブラリを作成

できます。リスト ビューまたは CAML クエリを使用して大容量リストからデータを取得して使用するには、フォルダー、インデ

ックス、またはその両方を使用して、データを分割する必要があります。そうしないと、データに効率よくアクセスする方法は検索

しかなくなります。単一のドキュメント ライブラリがサポートできるアイテムの数は、ドキュメントとフォルダーの構成方法、格納するド

キュメントのサイズと種類、ドキュメント ライブラリの使用方法、およびドキュメント ライブラリ内の列数によって異なります。  

リスト ビューのしきい値 
リスト ビューのしきい値は、5,000 個を超えるアイテムを返すクエリ、5,000 個を超えるアイテムを含むリストへの列の追加など、

5,000 個を超えるアイテムを扱う操作の実行を阻止します。これは構成可能な既定値ですが、この既定値は変更しないこと

をお勧めします。5,000 個を超えるアイテムを含むリストにパフォーマンスの低いクエリが使用される場合は、この制限値を上げ

ると、全体のスループットが目に見えて低下することがあります。詳細については、このホワイト ペーパーで後述する「リスト ビュー

のしきい値 
」と「リスト ビュー」のセクションを参照してください。   

固有のアクセス許可 
リスト内の固有のアクセス許可の数が増えると、パフォーマンスが低下します。大容量リスト内のほぼすべてのコンテンツを個別

にセキュリティで保護する必要がある場合は、設計を見直す必要があります。固有のアクセス許可が 0 の場合と 1,000 個



 

 

の場合では、リストに対する操作のスループットが約 20% 異なります。リストあたりの固有のアクセス許可数として、既定値 

50,000 (構成可能) が使用されています。可能であれば、この制限値を 5,000 まで下げることをお勧めします。また、大容

量リストの設計では、固有のアクセス許可が使用される数をできる限り減らすように検討してください。こうすることで、パフォーマン

スと管理性の両面が強化されます。詳細については、このホワイト ペーパーで後述する「固有のアクセス許可大きいクエリの実行時

間帯  
既定値: オフ 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : はい  

構成の場所 : Web アプリケーションの [サーバーの全体管理] 

 

大きいクエリの実行時間帯を設定すると、リスト ビューのしきい値の影響を受けずに操作を実行できます。時刻は、15 分単位

で 24 時間まで調整できます。この大きいクエリの実行時間帯で開始されたデータベース操作またはクエリは、指定された時間

帯に終了しない場合でも、完了するまで続行されます。展開ごとにオフピーク時間は大幅に異なるため、既定では大きいクエリの

実行時間帯が構成されていません。これは管理者が設定する必要があります。大きいクエリの実行時間帯は、Web アプリケー

ションを使用しているユーザーが少ない時間帯が存在する場合にのみ指定することをお勧めします。これにより、ユーザーは、ファ

ームの使用率が低い時間帯に、大容量リストにインデックスの作成などの管理操作を実行できます。 

リスト固有のアクセス許可」セクションを参照してください。  

行の折り返し 
リストに列を追加すると、それらの列は、Microsoft SQL Server® データベース テーブル内の列にマップされます。データベース 

テーブルでは、各型の列数は制限されています。特定の型で多数の列をサポートするために、SharePoint は、複数行を使用

してデータを格納します。たとえば、リスト内に日時の列が 9 つ以上ある場合、そのリスト内の各項目は、SQL Server データ

ベース テーブルの行を 1 つではなく 2 つ使用します。日付列が 17 以上ある場合は、各項目が 3 行を使用します。小規模リ

ストの場合、この行の折り返しによるパフォーマンスの影響はほとんどありません。大容量リストの場合は、クエリがかなり大きくなる

ため、SQL Server のリソースに対する影響が大きくなります。パフォーマンスの影響は、追加行あたり約 35% です。大容量リ

ストの場合、追加行は 1 行か 2 行にし、それ以上の折り返し行はできる限り避けてください。このパフォーマンスの影響とリス

トの折り返し行数を分析する方法については、後述する「行の折り返し」のセクションを参照してください。  

参照列 
リスト ビュー内の参照列ごとに、別のテーブルとの結合が起こります。ビューに参照列を追加するたびに、メタデータ ナビゲーション

やリスト ビュー フィルターのクエリが複雑になります。管理されたメタデータ列とユーザー/グループ列が共に参照列としてカウント

されます。参照列をビューに追加しても、パフォーマンスが徐々に、または列数に比例して低下するわけではありません。むしろ、

パフォーマンスは特定の時点まではある程度安定し、それを超えると急激に低下します。  

リスト ビューあたり 8 参照列という既定値 (構成可能) があります。この制限値を超えると、そのビューを使用するクエリのスルー

プットが目に見えて低下します。さらに SQL Server のリソースも極端に大量に消費されます。すべてのビューで 8 参照列を

超えることがないようにすることを強くお勧めします。この制限値は、ビューに表示される列数に適用されます。リスト内の合計

列数ではありません。詳細については、このホワイト ペーパーで後述する「参照列とリスト ビュー」のセクションを参照してください。

SharePoint Workspace は、この制限値をリスト内の合計列数として受け継ぎます。リスト内に制限値を超える数の列があ

る場合は、SharePoint Workspace を使用してリストを同期化することはできません。    



 

 

インデックス 
リストごとに作成できる 20 インデックスという制限値 (構成不可能) があります。この制限値には、複合インデックスや既定で列

にインデックス付けする SharePoint Server 機能が含まれます。リストにインデックスを追加してもパフォーマンスにはそれほ

ど影響しませんが、追加や更新などの一部の操作に影響します。必要以上のインデックスの使用は避けてください。未使用の

インデックスがパフォーマンスに多少の影響を及ぼすほか、SharePoint の一部の機能は、有効化されるとインデックスを追加し

ます。たとえば、有効期限と電子情報開示の機能を使用する場合、SharePoint は、3 つ以上のインデックスの空きを必要と

します。SharePoint の将来のバージョンでは、他の機能によってインデックスが追加される可能性もあります。後で新しいインデ

ックスを作成する必要が生じる場合に備えて、3 つ以上のインデックスの空きを用意しておくことを考慮してください。詳細につい

ては、このホワイト ペーパーで後述する「インデックス」のセクションを参照してください。  

クエリ方法 
リスト データにアクセスするために、3 つの主要なアクセス方法 (リスト ビューとメタデータ ナビゲーション、コンテンツ クエリ Web 

パーツ、および検索) があります。各方法には適、不適があり、それぞれに適した用途があります。これらのクエリ方法のパフォーマ

ンスと構成の詳細については、このホワイト ペーパーで後述する「データ アクセス方法」のセクションを参照してください。 

リスト ビューとメタデータ ナビゲーション 
リスト ビューは常に SQL Server のバックエンドにアクセスするため、他の方法に比べて、クエリ パフォーマンスは下がり、SQL 

Server リソースの負荷は増します。さらに、リスト ビューは HTML のレンダリング量が最も多いため、他の方法に比べてページ

の読み込み時間が長くなります。リスト ビューは、ビューを構成したり、データを動的にフィルタリングしたり、ドキュメントに対する操

作 (バージョン管理、プロパティの編集など) を実行するエンド ユーザーに最適なエクスペリエンスを提供します。メタデータ ナビゲ

ーションを使用して、リスト ビューの結果をフィルタリングできます。複数の列データを必要とし、リスト アイテムの操作メニューを

利用する場合は、リスト ビューを使用する必要があります。大量の読み取りやクエリが必要なシナリオでは、他のクエリ方法

の使用を考慮する必要があります。  

コンテンツ クエリ Web パーツ 
コンテンツ クエリ Web パーツは、Portal Site Map Provider を使用してキャッシュされた静的構成のデータ ビューを表示す

ることでパフォーマンスを向上させます。コンテンツ クエリ Web パーツは、HTML のレンダリング量が最小で、また HTML を

キャッシュするため、読み込み時間は短く、1 ページに複数のクエリを持つことが容易になります。関連付けられたリスト アイテ

ム、ドキュメント、またはページへのリンクを表示するには、コンテンツ クエリ Web パーツを使用する必要があります。コンテンツ ク

エリ Web パーツをキャッシュしない構成にすることもできます。ただし、この構成を使用するのは、スループット要件が低いページ

や、キャッシュの効果が期待できないページ (ページにアクセスするユーザーごとにクエリが変更される場合など) に限ります。  

検索 
検索 Web パーツは、(プロパティの編集や更新のリアルタイム表示ではなく) コンテンツの検索用に最適化されたシステムにクエ

リの負荷を移すために使用できます。検索クエリは、静的クエリまたはユーザー指定のクエリを使用するように構成できます。検索

クエリのパフォーマンスは良好ですが、データは最後にクロールした時点のものに限られます。これは、結果がリスト ビューやコンテン

ツ クエリ Web パーツの結果より古くなることを意味します。 



 

 

大容量リストのシナリオ例 
よく使用される大容量リスト シナリオがいくつかあります。これらのシナリオに基づいて、設計に関するさまざまな決定を行うことがで

きます。たとえば、共同作業用大容量リストのシナリオでは、ユーザーがコンテンツの追加とプロパティの更新を頻繁に行っていま

す。このようなシナリオでは、リスト サイズが数百万項目に膨張すると、コンテンツのフィルタリングが困難になり、コンテンツが頻繁

に更新されて変化するため、好ましくありません。構造化されていないドキュメント ライブラリを処理する場合は、SQL Server 

のパフォーマンスの低下を防ぐために、このホワイト ペーパーで扱っているスロットルと制限が参考になります。たとえば、小規模リス

トを含むシナリオをサポートするためにスロットルを調整する例が考えられます。このホワイト ペーパーでは、これらの制限を変更し

た場合の影響について詳細に説明します。  

大容量リストが拡大を続ける場合は、特にこのホワイト ペーパーが役立ちます。これらのシナリオをサポートする正しい大容量リ

ストの設計方針を決定する際は、「情報アーキテクチャ」のセクションと「データ アクセスとデータ取得」のセクションが役立ちます。 

 

 

 

シナリオ リスト  

サイズ 

管理 読み取り/更新/ 

追加の比率 

新しい 

コンテンツ 

ユーザー数 

構 造 化 さ れ て い な い 

ドキュメント ライブラリ 

数百 マネージャーなし 大 量 の 読 み 取 り 。 

それ相応の追加と更

新 

手動による 

アップロード 

数十 

共 同 作 業 用 大 容 量 

リスト 

数千  非公式のサブジェ

クト オーナー 

大 量 の 読 み 取 り 。 

追加より更新が多い 

手動による 

アップロード 

数百 

構造化された大容量 

リポジトリ 

数万 専任のコンテンツ

担当者 

きわめて大量の読み

取り。追加は少なく、

更新はきわめて少な

い 

送信と 

アップロード 

数万 

大規模アーカイブ 数百万 コンテンツ担当者

のチーム 

少量の読み取りと更

新。大量の追加 

送信 数万 

 

構造化されていないドキュメント ライブラリ 
構造化されていないドキュメント ライブラリは、チームやワークグループでよく使用され、通常は数十から数百のドキュメントがあり

ます。これらのライブラリは、リスト ビューのしきい値を超えて無計画に実行できるため、列の追加などの操作に影響する可能性

があります。想定される問題の 1 つは、ビューが 5,000 項目を超えて膨張した場合に、リスト ビューのしきい値例外が発生す

る場合があることです。これを防ぐには、リスト ビューのしきい値に近づきつつあるライブラリを監視します (ドキュメント ライブラリの

ライブラリ設定ページに表示されるメーターに、ドキュメント ライブラリがリスト ビューのしきい値に近づきつつあることが示されます)。  

このシナリオでは、数十から数百のユーザーが存在することが普通ですが、同時実行ユーザーはほとんどいないため、単一ライブラ

リ内の負荷はほとんど問題になりません。ただし、このようなライブラリが数多く存在する可能性があります。特定の例をサポートす

るように計画するのではなく、これらのライブラリが数多く存在する例をサポートすることに重点を置く方が重要です。  



 

 

共同作業用大容量リストまたはライブラリ 
共同作業用大容量リストは、数百から数千のアイテムを含み、大容量のアクティブ コンテンツのストレージとして使用されます。

共同作業用大容量リストには、ナレッジ管理ソリューション、エンジニアリング ライブラリ、販売/マーケティング関連リポジトリなどが

一般に含まれます。ユーザーは、コンテンツを積極的に追加、編集します (大量の読み取りと書き込み)。構造と管理を整えるこ

とでライブラリの構成を維持できます。ただし、多くの作業がエンド ユーザーによって行われるため、管理者の手に負えない事態が

発生する場合があります。予想より早くリストが膨張したり、計画した制限値を簡単に超えたりします。このようなリポジトリには、

数百から数千のユーザーと、数十からときには数百もの同時実行ユーザーが含まれることがあります。  

構造化されたリポジトリまたは大規模アーカイブに比べて、共同作業用大容量リストは、フォルダーの追加や削除、コンテンツ タ

イプや列の追加、コンテンツの再構成などの管理上の変更が起きやすいのが一般的です。これらのアクションは、リストのサイズに

基づき、リスト ビューのしきい値によって阻止できます。 

構造化された大容量リポジトリ 
構造化された大容量リポジトリは、数千から数十万のアイテムを含みます。通常、コンテンツは最終形として、ユーザーまたはワー

クフローなどのシステム プロセスによって送信されます。構造化された大容量リポジトリは、部門別レコード アーカイブ、再利用性

の高いドキュメントのストレージ、Web ページに表示される完成ドキュメントなどのためによく使用されます。一般にコンテンツは構

造化されて高度に管理されるため、リストの膨張を容易に管理できます。このシナリオには、数十または数百の同時実行ユーザ

ーと、数千規模のアクセス ユーザーが含まれます。読み取りの割合が書き込みよりはるかに高いですが、コンテンツの更新もあり、

コンテンツの追加や削除も頻繁に行われる場合があります。部署や組織のナレッジ管理リポジトリは、構造化された大容量リポ

ジトリの例です。   

このシナリオでは、ユーザーのニーズを完全に理解し、ソリューションの運用前に包括的なテストを行うことが重要です。これにより、

大量のコンテンツで埋まる前に、ソリューションを完成形に近づけることができます。たとえば、コンテンツの適切なブラウズ エクスペ

リエンスを提供するには、適切なメタデータ ナビゲーション階層とフィルターを構成することが必要です。 

大規模アーカイブ  
大規模アーカイブには、単一のリストまたは広範囲の複数リストに、あるいは最大級のアーカイブでは複数のサイト コレクションに、

数千から数百万のアイテムが含まれています。このシナリオは、通常、読み取りと更新の回数が少ないため、コンプライアンスなど

の理由で保管する必要があるドキュメントの長期ストレージとしてのみ使用されます。たとえば、法的要件を満たすために 7 年

間保管しなければならない文書があります。このシナリオでは、ドキュメントの送信と削除で高いスループットを維持することが重

要です。コンテンツを取得するための主要な方法は検索です。  

大容量リストと Microsoft Office SharePoint Server 2007 
ここでは、Microsoft Office SharePoint Server 2007 を使用した大容量リストの処理の概要を示します。リストまたはフ

ォルダーあたり 2,000 個以下にアイテムを抑えることは厳しい制限ではなく、すぐに使用できるリスト ビューのパフォーマンスを特

定の操作において維持するために推奨されていました。  

Office SharePoint Server 2007 には、大容量リストの実装に成功した例が数多くあります。これらの実装例では、少数の

結果をフィルタリングするクエリを実行したり、小さな結果セット内をクエリしてコンテンツを反復処理するために、カスタム Web パ

ーツがよく使用されています。すぐに使用できるリスト ビュー内のアイテムの数が増えると、ビューのパフォーマンスが低下します。イ

ンデックスのないアイテムに対するクエリが増えて、多くのクエリ時間が必要になることが原因です。また、操作が所定サイズ 

(5,000 アイテム) を超えると、SQL Server がテーブル ロックを使用して競合の問題を解決するため、いくつかの操作によって



 

 

データベース全体がロックされる可能性があります。 

フォルダー 
Office SharePoint Server 2007 では、フォルダーは、ファイルを分けてビューのパフォーマンスを維持するための有効な方法

です。アイテムを分けて格納し、フォルダーあたり 2,000 個以下にすることをお勧めします。そうしないと、ビューのパフォーマンスが

著しく低下する可能性があります。フォルダーは、コンテンツの整理には重要なコンポーネントです。アイテムを少数のグループに分

割してクエリを効率化することで、パフォーマンスが強化されます。  

単一インデックス 
項目をフィルタリングするために、いくつかの単一インデックスを作成できます。結果をフィルタリングするには、クエリ対象のメタデー

タのインデックスを手動で作成します。単一インデックスを使用して、リスト ビュー、Web パーツ、およびカスタム クエリ内の結果を

フィルタリングできます。列インデックスを追加するたびに、データベース内で余分なリソースが消費されます。そのため、インデックス

は、ビューや Web パーツ内のクエリのフィルタリングに頻繁に使用される列にのみ追加する必要があります。   

検索 
大容量リストのシナリオの場合、通常、検索はコンテンツを取得するための最も効率的な方法です。既定の検索ボックスを使用

してコンテンツを検索できます。また、カスタム Web パーツを作成して、大容量リストのコンテンツにアクセスすることもできます。

検索の欠点は、結果が最後に検索クロールされた時点の内容であるため、最新の変更内容が結果に反映されない可能性が

あることです。  

ビュー 
ビューは、多数のアイテムに対して妥当なパフォーマンスを維持するためにさまざまな方法で構成できます。たとえば、100 個未

満のアイテムで構成されるデータ セットをフィルタリングする方が、大容量リスト内のすべてのアイテムから成るビューをフィルター処

理するよりはるかに高いパフォーマンスを達成できます。ただし、フィルタリングする列にインデックスがない場合は、パフォーマンスの

向上が見られない可能性があります。  

大容量リストと SharePoint Server 2010 
Office SharePoint Server 2007 で大容量リストで利用できる機能は、SharePoint Server 2010 でも同様に働きま

す。それらの機能の多くは、大規模レベルで良好なパフォーマンスを提供できるように強化されています。SharePoint Server 

2010 には、大容量リストのパフォーマンスの強化に役立つ新機能や、エンド ユーザーが大容量リストを有効に使用するための

新機能も数多く用意されています。このセクションでは、SharePoint Server 2010 の新機能と強化機能の概要を示します。 

大容量リストに関連する新機能と強化機能の概要 

強化機能 

コンテンツ クエリ Web パーツ 

リスト、コンテンツ タイプ、および列をフィルタリングして結果を表示するコンテンツ クエリ Web パーツを構成できます。結果を並べ

替えたり、表示する列を選択することができます。これを行うことにより、コンテンツ クエリ Web パーツは、大容量リストのコンテン

ツを Web ページに表示する方法として最適となります。通常、コンテンツ クエリ Web パーツはキャッシュされるため、ページの読



 

 

み込みは高速になり、データベースの負荷は下がります。ナレッジ管理シナリオでのコンテンツ クエリ Web パーツの用途の 1 つ

は、ページを公開する際に、Web ページのコンテンツに関連するドキュメントへのリンクを表示することです。 

SharePoint Server 2010 は、いくつかの重要なシナリオで次のようにパフォーマンスを強化します。 

1) インデックスをより有効に活用するための単一リスト クエリの最適化 

2) ユーザーが書き込み操作を実行した際にキャッシュを有効活用する、無効化/更新アルゴリズムの強化と既定の設定

の調整キャッシュ利用率の向上 

次の図は、コンテンツ クエリ Web パーツを示します。 

 

検索 

SharePoint Server 2010 は、検索語句絞り込みパネルなどの新しい検索機能を備え、1 億のドキュメントでも数秒のクエ

リ遅延を実現するようにスケーラビリティが強化されています。FAST Search for SharePoint もあり、SharePoint Search 

よりさらに大規模なポイントに到達するために使用できます。  

大容量リスト内のコンテンツの検索に役立つ新しい SharePoint Server 2010 Search の拡張機能として、フリー テキスト 

クエリでの論理演算子のサポート、「=」(等しい)、「<」(より小さい)、「>」(より大きい) などの演算子のサポート強化、範囲の

絞り込み、キーワードとプロパティの前方一致検索などがあります。たとえば、クエリ “share*” は、“SharePoint” などの結果を

検索します。検索には、ユーザーがクエリとして入力した内容に基づいて推奨を示すクエリ候補機能もあります。検索のユーザー 

インターフェイスも、関連検索、おすすめコンテンツ、関連人物、キーワード絞り込みのパネルがそれぞれ強化されました。   

次の図は、絞り込みパネルを含む検索結果ページの一部を示します。



 

 

 

SharePoint Server Search は、スケーリングに関する機能も拡張されています。SharePoint Server Search は、インデ

ックス サーバー、クロール サーバー、およびクエリ サーバーのスケールアウトをサポートします。他の拡張機能には、インデックス更

新頻度、障害回復性、および可用性の向上があります。FAST Search は、SharePoint Server Search 機能のすべてを

含み、さらに、超大規模に対応するスケーラビリティ、エンティティ抽出、チューニング可能な関連ランキング、おすすめビジュアル コ

ンテンツ、サムネイル、およびプレビューの機能が追加されています。    

ドキュメント センターおよびレコード センター サイト テンプレート 

ドキュメント センターとレコード センターは、構造化されたリポジトリを作成するための SharePoint Server 2010 サイト テン

プレートです。ドキュメント センター サイト テンプレートには、ログイン ユーザーごとに関連する結果を返すための構成済みコンテ

ンツ クエリ Web パーツ、メタデータ ナビゲーションが構成されたドキュメント ライブラリなどの機能が含まれます。  

レコード センター サイト テンプレートもドキュメント センター サイト テンプレートと同様ですが、ここには、ドキュメントのルーティング

機能を持つコンテンツ オーガナイザー機能と、追加されたアイテムが自動的にレコードとして宣言されて削除不可能になるレコー

ド ライブラリがあります。レコード センター サイト テンプレートは、ドキュメント パーサーが無効になっている唯一のサイト テンプレ

ートとしてすぐに使用できます。ドキュメント パーサーは、送信されるコンテンツのプロパティと列の整合性を維持します。ドキュメン

ト パーサーを無効にすると、特定の操作のパフォーマンスを改善するため、他のサイト テンプレートより大規模ドキュメント ストレ

ージ (数千万項目) に適します。  

新機能 

コンテンツ オーガナイザー 

コンテンツ オーガナイザーは、コンテンツを特定のドキュメント ライブラリ、フォルダー、さらには他のサイトにまでルーティングするため

に、任意のサイトで使用できます。コンテンツ オーガナイザーを使用すると、コンテンツのフォルダーをメタデータ プロパティに基づい

て自動的に作成できます。ユーザーは、他のサイトからコンテンツ オーガナイザーにコンテンツを送信でき、運用ルールに従ってコン

テンツをどこに格納すべきかを気にする必要もありません。コンテンツ オーガナイザーを使用すると、各フォルダーの最大サイズが自

動的に維持され、コンテンツを複数のフォルダーにバランスよく格納できます。指定されたサイズ制限に達すると、追加されたアイテ

ムを格納するために、新しいサブフォルダーが作成されます。  

メタデータ ナビゲーション 



 

 

メタデータ ナビゲーションは、エンド ユーザーがリストを動的にフィルタリングして必要なアイテムを検索できるようにする 

SharePoint Server 2010 の新機能です。メタデータ ナビゲーションを

使用すると、ユーザーは、フィルター オプションを選択して、クエリを最も効

率的な方法で実行できます。メタデータ ナビゲーションは 2 つの部分で構

成されます。1 つは、ナビゲーション コントロール セットです。ユーザーは、

ナビゲーション階層とキー フィルターを使用してリストをフィルタリングできます。

もう 1 つは、クエリの再配置と再試行のためのメカニズムです。  

メタデータ ナビゲーションには、インデックスを使用してクエリを効率よく実行

する再試行/フォールバック ロジックがあります。クエリが過剰な結果を返す

と、クエリはフォールバックし、結果のサブセットを返すことでパフォーマンスの

向上を図ります。適切なクエリを実行できない場合は、フォールバックが発

生し、限定された結果セットに対してフィルタリングを実行します。メタデータ 

ナビゲーションはインデックスを自動的に作成します。再試行、フォールバッ

ク、およびインデックス管理の連携により、メタデータ ナビゲーションは、大容

量リストを効率よく処理するために欠かせない機能になっています。ナビゲ

ーション階層とキー フィルターという 2 種類の異なるフィルタリング メカニズ

ムがあります。  

ナビゲーション階層はツリー コントロールを使用して、フォルダー、コンテンツ 

タイプ、選択フィールド、または管理されたメタデータの用語の各階層内を

移動します。これにより、ユーザーはツリー コントロールを使用して、フォルダ

ー間を移動する場合と同じ方法でメタデータ階層内を移動できます。ユー

ザーが管理されたメタデータ列のある階層で用語を選択すると、指定された用語またはそのいずれかの子用語に一致するすべて

のアイテムが表示されます。これは、子孫包含と呼ばれ、管理されたメタデータに関連付けられた列で使用できます。ユーザーは

その用語を再度選択し、下位の子用語を除外して、その特定の用語に対してのみフィルタリングを実行できます。すべてのメタデ

ータ ナビゲーション クエリは再帰的であり、リスト内のすべてのフォルダーに含まれる結果を表示します。 

階層内の結果に対して追加のフィルタリングを実行するために、キー フィルターを構成できます。たとえば、「更新者」列をキー フ

ィルターとして追加し、ユーザー名を入力すると、入力されたユーザーと「更新者」が一致する結果が取得されます。詳細について

は、「メタデータ ナビゲーションとフィルタリング 」の該当する記事を参照してください。  

管理されたメタデータ 

管理されたメタデータは、SharePoint Server にいくつかの情報アーキテクチャ機能を追加する新機能セットです。管理された

メタデータの機能には、Managed Metadata Service と呼ばれる共有サービスが

含まれます。Managed Metadata Service を使用して、SharePoint 展開全体

で再使用できる用語セットを格納できます。管理されたメタデータの機能の一部を次

に示します。 

 フラットな階層または多段階の階層をサポートする用語セット 

 用語セットを利用可能なプロパティとして使用する管理されたメタデータ列タ

イプ 

 誰でも新しい用語を追加できるように公開したり、特定のユーザーのみが用

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee559293(office.14).aspx


 

 

語セットを管理できるように制限することができる用語セット 

管理されたメタデータ列と用語セットを使用してコンテンツを構成することで、ユーザーは、コンテンツ クエリ Web パーツやメタデー

タ ナビゲーションなどの機能を通してコンテンツを検索および検出できます。管理されたメタデータは、ドキュメントにキーワードを付

与することができ、そのキーワードを使うことで通常の検索にも役立ちます。また、管理されたメタデータを検索絞り込みパネルで

使用できます。  

スロットルと制限 

SharePoint Server 2010 は、ファームのパフォーマンスを維持するために、構成可能ないくつかの制限を導入しました。Web 

アプリケーション レベルで、構成可能なスロットルと制限を使用できるようになりました。これらは、各ユーザーまたはプロセスの操

作がファームのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことを防ぐために追加されました。たとえば、リスト ビューのしきい値は、一定数以

上のリストアイテムに影響するクエリを防ぐための制限値です。このホワイト ペーパーで後述する「スロットルと制限 」のセクションに、

詳細情報が含まれています。  

複合インデックス 

大容量リストにインデックスは重要です。SharePoint Server 2010 では、複合インデックスを作成できるようになりました。複

合インデックスは、1 つの列のみに対するクエリでは十分な選択を実行できないために、通常は 2 つの列に対してクエリが実行さ

れる場合に便利です。複合インデックスは、ビューでは利用されず、メタデータ ナビゲーションで利用されます。スロットル状態が発

生すると、メタデータ ナビゲーション ロジックは再試行を行い、選択されたフィルター条件に対して適用可能な複合インデックスと

単一インデックスを活用して、クエリに合致する完全な結果または一部の結果を検索します。  

開発者ダッシュボード 

開発者ダッシュボードは、ページの読み込みごとに詳細な診断情報を表示します。開発者ダッシュボードは既定で無効ですが、

必要に応じて有効化したり、常時有効にすることができます。開発者ダッシュボードが有効の場合は、開発者ダッシュボードを使

用して、データベース クエリ、読み込み時間、およびエラーに関する情報を取得できます。開発者ダッシュボードは、パフォーマンス

問題の分析と診断を容易にします。下の図は、開発者ダッシュボードを示しています。このメタデータ ナビゲーション機能は、大

容量リストとスロットル状態の場合にのみ、開発者ダッシュボードに表示されます。ここには、再試行に使用されるインデックスの一

覧と一部の結果が左側の操作ツリーに表示され、試行されたさまざまなインデックス付き SQL Server クエリが右側の一覧に

表示されます。  

 

開発者ダッシュボードは、カスタム Web パーツおよびクエリのデバッグにも役立ちます。開発者ダッシュボードを有効にする方法の

詳細については、このブログ記事（英語）を参照してください。 

http://blogs.msdn.com/johnwpowell/archive/2009/11/22/enable-the-developer-dashboard-using-the-object-model-powershell.aspx


 

 

コンテンツ反復子 

コンテンツ反復子開発者 API は、大容量リストに対するコードの記述を簡略化し、特に新しいリスト ビューのしきい値制限があ

る場合に重要です。コンテンツ反復子は、データ セット全体に操作を実行するのではなく、小単位でコンテンツに操作を実行す

るためにコンテンツを取得する方法です。これは、リスト ビューのしきい値を超える操作を防ぎます。 

リモート BLOB ストレージ 

既定で SharePoint は、ファイル (BLOB : Binary Large Object) データを SQL Server データベースに格納します。大

容量のコンテンツ データベースは一般に BLOB データです。リモート BLOB ストレージ (RBS) を使用すると、このデータを 

SQL Server 以外の場所に格納できます。これにより、安価なストレージを選択したり、コンテンツのデータベース サイズを縮小

することができます。リモート BLOB ストレージは、SQL Server 2008 のアドオン機能パックとして組み込まれたライブラリ API 

セットです。リモート BLOB ストレージ API を利用するには、サード パーティのリモート BLOB ストレージ プロバイダーが必要で

す。  

パフォーマンス測定とテスト方法 
このホワイト ペーパーは、SharePoint Server 2010 を使用して実施した一連のパフォーマンス テストの結果を示します。ほ

とんどのテストは同じ方法で実施されました。このセクションでは、このホワイト ペーパーで説明するテストで使用したテスト方法に

ついても解説します。このテスト方法から外れている場合は、データを示す際に言及します。  

ハードウェアとファームの構成 
テスト ファームの構成を以下の表にまとめます。このテスト構成は、2 つの点で現実の多くの展開とは大きく異なっています。ドメ

イン コントローラーがボトルネックにならないように、NTLM 認証が使用されています。これにより、パフォーマンスが多少向上して

います。また、アプリケーション サーバーには、ログ データベースとして使用される SQL Server インスタンスを含めました。これは、

ログ レベルが現実の展開のログ レベルよりかなり高いため、メインの SQL Server の負荷を軽減することが目的です。    



 

 

 

Farm Name Topology

Front end

Back end

Application Servers 
SharePoint Server 2010 

pre-release version

SQL

Database Servers

SQL Server 2008 

Web and Application Servers

Server DL PE2950 

Processor 2px4c@2.4 GHz 

RAM 8 GB 

Storage 200 GB 

NIC Speed 2 x 1 GB Full 

 

Server DL PE6850 

Processor 4* 4c @3.2  GHz 

RAM 16 GB 

Storage 2,000 GB 

NIC Speed 2*1 GB Full 

 

Database Servers

Web Servers 
SharePoint Server 2010 

pre-release version

Web 

TWCPerf64D2321

Web

TWCPerf64D2327

Web plus 

Central 

Administration

ECMLab5

ECMLABSQL01

 

 

コンピューター名 2 台の Web フロント

エンド 

1 台のアプリケーショ

ン サーバー 

1 台 の  SQL 

Server 

役割 Web フロントエンド アプリケーション サー

バー 

SQL Server 

プロセッサ 2px4c@2.33GHz 2px4c@2.33GHz 4px2c@3.19GH

z 



 

 

RAM 8 GB 8 GB 32 GB 

オペレーティング システム Windows 

Server® 2008 R2 

x64 

Windows Server 

2008 R2 x64 

Windows 

Server 2008 R2 

x64 

ストレージとジオメトリ ( SQL 

Server ディスク構成を含む) 

50 + 18 + 205 

GB 

50 + 18 + 300 

GB 

ディスク  アレイ  – 

15 ディスク (450 

GB 、 15,000 

RPM)  

NIC の数 2 2 2 

NIC 速度 1 ギガビット 1 ギガビット 1 ギガビット 

認証 NTLM NTLM NTLM 

ソフトウェア バージョン SharePoint 

Server 2010 (プレ

リリース版) 

SharePoint 

Server 2010 (プレ

リリース版)、 

SQL Server 2008 

CTP 3 

SQL Server 

2008 CTP 3 

SQL Server インスタンスの

数 

 該当なし  1  1 

ロード バランサの種類 ハードウェア 該当なし 該当なし 

出力キャッシュの設定       

オブジェクト キャッシュの設定       

BLOB キャッシュの設定       

診断 ログ レベル 中 中 中 

使用 DB の場所    X   

使用 DB の設定 (ログを記録

する項目) 

      

IRM の設定  なし なし なし 

ウイルス対策の設定  なし なし なし 

 

DB の種類 DB の数 RAID の構成 MDF: スピンドルの

数  

LDF: スピンドルの数 

tempdb  1  0     

構成 DB  1  0     

コンテンツ DB #1  1  0     

プロファイル DB  1  0     

検索 DB  1  0     

分類 DB  1  0     

 



 

 

テストの負荷 
テストは、最適な負荷ポイント (グリーン ゾーン) で一般的な操作を組み合わせて実施されました。特定の変化を測定するため

に、変数が変化した各ポイントでテストが実施されました。最適な負荷ポイントを見つけるために、以下の測定基準を維持した

まま環境を飽和させるためのスレッドが追加されました。 

 75 パーセンタイルの遅延時間が 1 秒未満 

 Web フロントエンド サーバーの CPU が 50% 未満 

 SQL Server の CPU が 50% 未満 

 アプリケーション サーバーの CPU が 50% 未満 

 失敗率が 0.01% 未満 

テストの定義 
このセクションでは、テスト シナリオを定義し、各シナリオで使用されたテスト プロセスの概要を提供します。  

テスト名 テストの説明 

ドキュメントのアップロード 1. ドキュメントをアップロードします 

2. ドキュメントのプロパティを編集および更新します 

ドキュメントのアップロードとルーティング 1. ドキュメントをアップロードします 

2. ドキュメントのプロパティを編集および更新します 

3. ルーティング規則に合致するドキュメントをルーティングします 

ドキュメントのダウンロード 1. ドキュメントをダウンロードします 

ドキュメント ライブラリへのアクセス  ドキュメント ライブラリのリスト ビュー ページにアクセスします 

コンテンツ クエリ Web パーツを含むホ

ーム ページへのアクセス 

1. 3 つのコンテンツ クエリ Web パーツを含むドキュメント センター ホーム ページにアクセス

します 

2. キャッシュ コンテンツ クエリ Web パーツが、評価が上位 15 個のドキュメントを返します 

3. キャッシュ コンテンツ クエリ Web パーツが、最新の 15 個のドキュメントを返します 

4. 非キャッシュ コンテンツ クエリ Web パーツが、現在のユーザーによって変更された最新

の 15 個の項目を返します 

管理されたメタデータ フォールバック ク

エリ 

1. 単一値の管理されたメタデータ列でフィルタリングされた 5,000 個を超える結果を返す

リスト ビュー クエリ 

管理されたメタデータ選択クエリ  単一値の管理されたメタデータマネージ メタデータ列でフィルタリングされた 1,000 個の

結果を返すリスト ビュー クエリ 

コンテンツ タイプ フォールバック クエリ  コンテンツ タイプに基づいてフィルタリングされた 5,000 個を超える結果を返すリスト ビュ

ー クエリ 

コンテンツ タイプ選択クエリ  コンテンツ タイプに基づいてフィルタリングされた 1,000 個の結果を返すリスト ビュー ク

エリ 

テスト ミックス 
テスト ミック

ス 

ソリューション名 ミックス内の割合 

(%) 



 

 

1 ドキュメントのアップロード (およびプロパティの編集) 20% 

ドキュメントのダウンロード 20% 

ドキュメント ライブラリへのアクセス 20% 

コンテンツ クエリ Web パーツを含むホーム ページへのアクセス 10% 

管理されたメタデータフォールバック クエリ (5,000 個を超える結果) 5% 

管理されたメタデータ選択クエリ (100 個の結果) 10% 

コンテンツ タイプ フォールバック クエリ (5,000 個を超える結果) 5% 

コンテンツ タイプ選択クエリ (100 個の結果) 10% 

 

テストに使用されたテスト ミックスは、テストごとに異なります。テストは、Visual Studio Test System を使用して実施されま

した。テストごとに特定のデータ ポイントを生成し、テスト ミックスをウォームアップとして 2 分間実行し、データ収集のために 10 

分間実行しました。このドキュメントで提供する結果は、これらの 10 分間の平均です。  

スロットルと制限  
制限は、ファームのパフォーマンスに悪影響を及ぼす操作を阻止します。これらの既定値はテスト済みであり、慎重に選択されて

います。リスト ビューのしきい値などのいくつかの制限は、変更しないことを強くお勧めします。これらの制限を変更することによる

影響は慎重に考慮してください。これらの制限によって操作が阻止されてしまう場合は、パフォーマンスの悪い操作に合わせて制

限を変更するのではなく、まずはより効率的にインデックス化された方法で操作を実行してみてください。このセクションで説明する

ほとんどのスロットルと制限は、[Web アプリケーションの管理] に移動し、特定の Web アプリケーションのリボンから [全般設

定] – [リソースの調整] を選択して、[サーバーの全体管理] で設定できます。  

リスト ビューのしきい値 
インデックス付きでないクエリやリストへの列の追加などの操作では、リスト内のアイテム数に比例して時間とリソースが消費されま

す。小さなリストの場合は、アイテム数が少なく、操作が高速に実行されるため、問題にはなりません。リスト サイズが大きくなる

ほど、操作に多くの時間がかかり、多くのリソースが使用されます。リスト ビューのしきい値は、このような操作が際限なく実行され

ないように、操作をブロックします。リスト ビューのしきい値は、道路のガード レールのような役割を果たします。クエリやデータへの

アクセス方法を変更するように通知したり、ファームの使用率が低い場合に操作を実行するように誘導します。  



 

 

リスト ビューのしきい値とは、クエリなどのデータベース操作で一度に処理でき

るリスト アイテムまたはライブラリ アイテムの最大数です。既定では、5,000 

アイテムに設定されています。この制限は、大容量リストに多大な影響を及

ぼします。ただし、大容量リストとは、このしきい値の定義により、この制限を

超えるアイテムを含むリストのことです。この制限を超える操作はスロットルさ

れます。この制限を超えるリストに対するインデックスの作成などの操作は、

5,000 個を超えるアイテムに影響が及ぶために阻止されます。この制限は、

5,000 個を超えるアイテム (フィルター基準を使用して効率よくフィルター処

理できるアイテム) から選択するクエリを阻止します。また、この制限は、イン

デックス付きでない列でフィルター処理するクエリも阻止します。インデックス

付きでない列でフィルター処理 (または並べ替え) するクエリは、正しいデー

タ セットを取得するためにリスト内のすべてのアイテムに対してフィルター処理

を行う必要があり、リスト ビューのしきい値を超えるアイテムを処理することに

なるためです。この制限の既定値は、ファームおよびリストのパフォーマンスと、

SQL Server のロックの管理方法に基づいています。この制限は変更しな

いことをお勧めします。  

データベースの競合を最小限に抑えるため、SQL Server は、他の行にア

クセスしているユーザーに悪影響を及ぼさずに正確な更新を行えるように、

行レベルのロックを使用します。ただし、クエリなどの読み書きデータベース操

作により、一度に約 5,000 を超える行がロックされる場合、SQL Server 

は、データベース操作が完了するまで、ロックをテーブル全体にエスカレートすると効率的です。このロック エスカレーションが発生し

た場合、他のユーザーはテーブルにアクセスできなくなります。詳細については、「MSDN の「ロック競合」」の記事を参照してくださ

い。 

 

上のグラフは、リスト ビューのしきい値を調整し、大容量リストに対してさまざまなクエリの組み合わせを実行した際のスループット

を示します。このクエリの組み合わせには、リスト内のすべてのアイテムを返すクエリが含まれます。したがって、リスト ビューのしきい

値が大きくなるほど、多くのアイテムが返されます。制限を既定の 5,000 から 10,000 に変更しただけでも、パフォーマンスに多

リスト ビューのしきい値が導入され

ましたが、これは、フォルダーあた

り  2,000 ア イ テ ム と い う 

SharePoint 2007 の方針とどのよ

うに関連するのでしょうか。新しい

制限が 、 2,000 ではな く単に 

5,000 になっただけでしょうか？ユ

ーザーが主にフォルダーを使用し

てコンテンツを参照している場合、

制限の考え方は同じです。しかし、

メタデータ ナビゲーションの再試

行とフォールバックが導入されたこ

とで、大きなクエリでは、パフォー

マンスを向上させるために結果の

サブセットが返されます。これによ

り、フォルダーに数千個のアイテム

を持つことができ、クエリから返さ

れる結果が多すぎる場合でもパフ

ォーマンスは保護されます。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms184286.aspx


 

 

大な影響が及びます。リスト ビューのしきい値を増減させてパフォーマンスを

向上させるのではなく、既定のリスト ビューのしきい値を変更しなくてもクエリ

が良好に実行される方法を中心に検討してください。 

リスト ビューのしきい値の例外が発生するのは、操作のパフォーマンスが悪

いためであり、それを再構成する必要があります。この場合は、制限を上げ

るのではなく、非効率な操作が実行されている理由を見つけて、それらの

操作を修正してください。最悪の場合は、特定のリストの  Enable 

Throttling 設定を一時的に無効にして、リスト ビューのしきい値を無視

することができます。これは、サイトまたは Web に対してではなく、リスト レ

ベルでのみ実行できます。これは、パフォーマンスが悪く、リスト ビューのしき

い値によってブロックされている操作が修正されるまでの間、リスト アクセスを許可する目的でのみ実行し、できる限り速く 

Enable Throttling 設定を元に戻す必要があります。   

クエリが開始される Web フロントエンド サーバー上のファーム管理者やローカル コンピューター管理者は、リスト ビューのしきい

値によってブロックされません。これらのユーザーは、正しく構成されていない大容量リストを注意深く参照し、テストも慎重に行う

必要があります。期待どおりに機能しているように見える場合でも、通常のユーザーに返されるデータがかなり異なる場合がありま

す。リスト ビューのしきい値によって阻止される操作のリストについては、「リスト ビューのしきい値によってブロックされる操作 」のセ

クションを参照してください。 

また、リスト ビューのしきい値によって保護されないアカウントを使用して、タイマー サービスを実行できます。これにより、大容量リ

ストのインデックスの遅延作成などのシナリオが可能になりますが、一般にコードでは、大容量リストの操作を実行しないように特

に注意してください。  

リスト ビューのしきい値 

既定値: 5,000 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : はい  

構成の場所 : Web アプリケーションの [サーバーの全体管理] 

 

監査者と管理者に対するリスト ビューのしきい値 

既定値: 20,000 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : はい  

構成の場所 : Web アプリケーションの [サーバーの全体管理] 

 

[監査者と管理者に対するリスト ビューのしきい値] は、特定のサービス アカウント (検索クエリ アカウント、オブジェクト キャッシ

ュ スーパーリーダー/スーパーライター アカウントなど) に対して使用されるリスト ビューのしきい値です。たとえば、コンテンツ クエリ 

Web パーツは、この制限を自動的に使用して、大きなクエリの結果をキャッシュし、サーバー リソースを節約します。カスタム コー

ドでは、Web アプリケーション セキュリティ ポリシーに基づいてスーパーリーダーまたはスーパーライターのアカウントとして実行され

ている場合に、このより高い制限を使用するように要求できます。 

オブジェクト モデルの上書きを許可する 

既定値: はい 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : はい  

リスト ビューのしきい値の例外

は、特にアップグレードの直後に

多く発生することがあります。こ

れらを解決するには、リスト ビュ

ーのしきい値を変更する方が簡

単なように思えますが、決してそ

うしないことを強くお勧めします。  



 

 

構成の場所 : Web アプリケーションの [サーバーの全体管理] 

 

[オブジェクト モデルの上書きを許可する] は、サービス アカウントが [監査者と管理者に対するリスト ビューのしきい値] を使用

できるかどうかを指定します。ファーム管理者は、オブジェクト モデル オーバーライドを有効にし、リストが例外であることをプログラ

ムで指定する必要があります。次に、適切なアクセス許可を持つプログラマは、[監査者と管理者に対するリスト ビューのしきい

値] に対してクエリまたはリストが大きなサイズを使用するようにプログラムで要求することで、その制限を活用できます。この値を 

[いいえ] に変更すると、監査者または管理者が実行するカスタム コードは、オーバーライドを要求した場合でも、監査者または

管理者用の高い制限ではなく、リスト ビューのしきい値の対象になります。この設定は既定値のままにし、必要な場合にのみ、

[監査者と管理者に対するリスト ビューのしきい値] を構成することをお勧めします。 

大きいクエリの実行時間帯  

既定値: オフ 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : はい  

構成の場所 : Web アプリケーションの [サーバーの全体管理] 

 

大きいクエリの実行時間帯を設定すると、リスト ビューのしきい値の影響を受けずに操作を実行できます。時刻は、15 分単位

で 24 時間まで調整できます。この大きいクエリの実行時間帯で開始されたデータベース操作またはクエリは、指定された時間

帯に終了しない場合でも、完了するまで続行されます。展開ごとにオフピーク時間は大幅に異なるため、既定では大きいクエリの

実行時間帯が構成されていません。これは管理者が設定する必要があります。大きいクエリの実行時間帯は、Web アプリケー

ションを使用しているユーザーが少ない時間帯が存在する場合にのみ指定することをお勧めします。これにより、ユーザーは、ファ

ームの使用率が低い時間帯に、大容量リストにインデックスの作成などの管理操作を実行できます。 

リスト固有のアクセス許可 
一般的な推奨事項の概要 :   

- できる限り個別のアイテムに固有のアクセス許可を使用しないようにします。ほとんどのアイテムに固有のアクセス許可を

必要とするようなリスト設計は簡略化します。 

- 固有のアクセス許可が必要な場合は、それをリストまたはフォルダー レベルでのみ設定するようにし、個別に固有のアク

セス許可を必要とするアイテムはできる限り減らします。 

- 各アイテムに個々のアクセス許可が必要な場合は、設計を見直します。すべてのアイテムに固有のアクセス許可を設定

しなくても、適切なアクセスが提供されるように、アイテムを複数のリストに分けて保存するか、アイテムをフォルダーやグル

ープにまとめることを検討します。  

細かいアクセス許可を設定すると、パフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。また、多数のアイテムごとに異なるアクセス許

可を設定すると、管理が困難になります。リスト ビューのしきい値を超えるリストまたはフォルダーに対する細かいアクセス許可の

設定は、多数のアイテムを個別に更新する必要があるため、ブロックされます。また、細かいアクセス許可の設定は、他の面でも

パフォーマンスに影響を及ぼします。そのため、既定ではリストあたり 50,000 の固有のアクセス許可 (構成可能) という制限が

あります。この制限に達した場合は、固有のアクセス許可を宣言しようとしてもブロックされます。リスト ビューのしきい値とは異なり、

この制限は、クエリ時ではなく、アイテムに固有のアクセス許可を作成する際に適用されます。 

フォルダーなどのアイテムでアクセス許可の継承が破棄された場合、これは、この制限では 1 つの固有アクセス許可としてカウント

されます。アクセス許可の継承が破棄されるたびに、新しいスコープ ID が作成されます。ビューでクエリを実行するたびに、スコー

プ テーブルに接続されます。クエリが実行されると、固有のアクセス制御リスト (ACL) がそれぞれ解析および処理されます。リス



 

 

ト内に多くの固有のアクセス許可が存在すると、パフォーマンスに悪影響を及ぼすため、これはお勧めできません。リスト内の固有

のアクセス許可の数が増えるほど、クエリのパフォーマンスは低下します。制限の既定値は 50,000 ですが、この制限を 5,000 

まで下げることもできます。  

リスト固有のアクセス許可 

既定値: 50,000 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : はい  

構成の場所 : Web アプリケーションの [サーバーの全体管理] 

 

行の折り返し 
リストに列を追加すると、それらの列は、SQL Server データベース テーブル内の列にマップされます。データベース テーブル内の

各行は、列タイプごとに一定数の列をサポートします。たとえば、1 つのデータベース テーブル行は、8 つの日付と時刻列と 12 

の数値列をサポートします。日時列が 8 つを超える場合は、各リスト アイテムで 2 つのデータベース テーブル行が使用されます。  

小規模リストの場合、この行の折り返しによるパフォーマンスの影響はほとんどありません。ただし、大容量リストの場合は、大きな

影響が出る可能性があります。どの列数の制限に近づいても行の折り返しは発生しませんが、1 つの列タイプがこの制限を超え

ただけで、行の折り返しが行われます。  

各データ型で、この行の折り返しが発生しない列の数は次のとおりです。  

列タイプ 1 テーブル行の列数 

1 行テキスト  

または 

選択肢および複数行テキスト 

64 

 

32 

日付と時刻 8 

Yes/No 16 

数値および通貨 12 

集計値 (他の列を基にした計算結果) 8 

整数、単一値の参照、ユーザーまたはグループ、管理さ

れたメタデータ  

16 

一意識別子 1 

 

ほとんどの操作では、行の折り返しにより、行を追加するたびに約 35% スループットが低下します。リストで使用されている行数

を確認するには、リスト スキーマを分析し、リスト内のフィールドの列タイプを調べる必要があります。   



 

 

 

上のグラフは、1 つのリストで使用される SQL Server データベース行の数を管理されたメタデータ列の数に合わせて増やしな

がら読み取り専用クエリを実行した場合のパフォーマンスを示します。2 番目の行に移動するため、15 個の管理されたメタデー

タ列がリストに追加され、3 番目の行に移動するため、31 個の管理されたメタデータ列がリストに追加されました。このテストは、

リスト内のアイテムをフィルター処理するクエリを使用して行われました。行が追加されるたびに、スループットは 35% 低下します。  

行のサイズ制限 

既定値: 6 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : はい  

構成の場所 : オブジェクト モデルのみ。SPWebApplication.MaxListItemRowStorage 

 

行のサイズ制限は、リスト内の各アイテムで使用される、データベース内部のテーブル行の最大数を指定します。多数の列から

成る幅の広いリストに合わせるために、各アイテムは最大 6 行の内部テーブル行に折り返されます。たとえば、多数の小さな列 

(数百個の Yes/No 列) を含むリストがある場合は、この制限に達する可能性があります。この場合は、リストにそれ以上 

Yes/No 列を追加することはできませんが、その他のタイプの列を追加することはできます。行が追加されるたびにオーバーヘッド

が増加するため、大容量リストの場合は、同じタイプの列の数を最小限に抑え、行の折り返しを回避する必要があります。  

参照列とリスト ビュー 
リスト ビュー内の参照列ごとに、別のテーブルとの結合が起こります。ビューに参照列が追加されるたびに、クエリの複雑さは増し

ます。標準の参照列の他にも、単一値の管理されたメタデータ列、複数値の管理メタデータ列、単一値のユーザーまたはグルー

プ列、および複数値のユーザーまたはグループ列が参照列としてカウントされます。ビューに参照列を追加していっても、パフォーマ

ンスは徐々に低下するわけではなく、列が 8 つを超えてパフォーマンスが急激に低下するまでは、ほぼ安定しています。  



 

 

 

上のグラフは、ビュー内の参照列の数を増やした際のスループットの変化を示します。グラフが示すように、0 から 8 つの列までパ

フォーマンスはほぼ安定していますが、参照列が 10 個になると、スループットが大幅に低下します。このテストは、1 行のみを使

用するリストで行われました。リストの行が折り返された場合、パフォーマンスは急速に低下します。  

 

上のグラフは、ビュー内の参照列の数を増やした際の SQL Server CPU の使用率を示します。グラフが示すように、10 個の

参照列で大きな変化があります。大量のクエリを含むリストの場合は、ビューに 8 つを超える参照列が含まれると、クエリは SQL 

Server リソースを過度に大量消費します。この制限を 9 以上には変更しないようにしてください。  

このパフォーマンスの低下は、1 つのリスト内の参照列の総数ではなく、1 つのビューまたはクエリ内の参照列の数のみを対象に

発生しますが、SharePoint Workspace は、参照列の合計が 8 つを超えるリストを同期することはできません。これは、ビュ

ーで列が使用されているかどうかには関係ありません。  



 

 

リスト ビュー参照のしきい値 

既定値: 8 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : はい  

構成の場所 : Web アプリケーションの [サーバーの全体管理] 

その他の制限 

リストのインデックス数 

既定値: 20 2007 での有無 : はい。制限は 

10 

構成可能 : いいえ 

 

上の表は、リストごとに作成できるインデックスの制限を示します。複合インデックスおよび SharePoint によって作成されるイン

デックスが含まれます。この制限は構成可能ではありません。  

データシート ビューと Excel にエクスポート 

既定値: 50,000 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : いいえ 

 

上の表は、Microsoft Excel® へのエクスポートとデータシート ビューで使用できるアイテムの最大数を示します。ただし、デー

タシート ビューは、リスト ビューのしきい値によってブロックされます。たとえば、リスト ビューのしきい値が 5,000 であり、リスト ビュ

ーに 5,000 ～ 50,000 個のアイテムがある場合、データシート ビューを使用しようとすると、データシート ビューの制限が大き

い場合でも、リスト ビューの例外メッセージが表示されます。 

SharePoint Workspace 

既定値: 30,000 2007 での有無 : いいえ  構成可能 : いいえ 

 

SharePoint Workspace には、合計 (すべてのリストの合計) 30,000 個を超えるアイテムを持つサイトの同期をブロックす

る制限 (構成不可能) があります。サイトに 30,000 個のアイテムが含まれる場合、ユーザーはサイトを SharePoint 

Workspace と同期することはできません。また、アイテムを選択的に同期することもできません。  

大容量リストと通常リストの違い 
リストがリスト ビューのしきい値を超えると、これまでに機能していた操作がブロックされる場合があります。最大の懸念は、既定の

リスト ビューです。このビューは、ユーザーがリストにアクセスするために頻繁に使用するビューだからです。リスト ビューは、大容量

リストに対して正しく機能するように構成する必要があります。たとえば、リストのルートにリスト ビューのしきい値を超えるアイテム

が含まれている場合は、リストにアクセスするとエラーが発生します。メタデータ ナビゲーション機能が有効化されている場合は、エ

ラーではなく、結果のサブセットが表示されます。  

リスト ビューのしきい値は、返されたアイテムまたは変更されたアイテムだけでなく、リスト ビューのしきい値を超えるアイテムに影響

するすべてのデータベース操作をブロックします。たとえば、100 個の結果を返すインデックス付きでない列のフィルターがあり、リス

トに 10,000 個のアイテムが含まれている場合は、10,000 個のアイテムすべてのスキャンを実行する必要があるため、このクエ

リは失敗します。その列にインデックスを追加すると、操作は 100 個のアイテムに制限され、成功します。  



 

 

大容量リストに対する操作は、2 つのグループに分類できます。  

1) リストがリスト ビューのしきい値を超える場合 – アイテムが複

数のフォルダーに分かれている場合でも、リスト全体のサイズがリ

スト ビューのしきい値を超えている場合は、操作が阻止されます。

そのような操作には、チェックアウト済みのバージョンを管理するな

どの再帰クエリがあります。再帰クエリは、含まれているフォルダー

に関係なくすべてのアイテムを操作します。フォルダーなしですべて

のアイテムを返すビューも阻止されます。さらに、列の追加やイン

デックスの作成または削除など、リスト全体に影響する操作はブ

ロックされます。   

2) コンテナーがリスト ビューのしきい値を超える場合 - フォルダー

またはリストのルートにリスト ビューのしきい値を超えるアイテムが含まれる場合、操作は阻止されます。たとえば、リスト

に 10,000 個のアイテムが含まれ、フォルダーに 3,000 個のアイテムが含まれる場合は、フォルダーの名前を変更した

り、フォルダーを削除することができます。ただし、フォルダーに (リスト ビューのしきい値を超える) 6,000 個のアイテムが

含まれている場合は、操作がリスト ビューのしきい値を超えるため、フォルダーを削除することはできません。  

リストがリスト ビューのしきい値を超えた場合は、ビューを含むナビゲーション オプションを正しく構成する計画を立てる必要があり

ます。ビューを含むナビゲーション オプションは、事前に構成しておくことが望ましいですが、リストがリスト ビューのしきい値を超える

ほど膨張し、処理が必要になることはよくあります。多くのアイテムを含むリストで列を作成したり、列にインデックス付けする操作

は時間がかかります。これらの操作はリスト ビューのしきい値によって阻止されますが、大きいクエリの実行時間帯で実行したり、

ファームまたはコンピューター管理者であれば実行することができます。これらの操作は、事前に計画しておく必要があります。リス

トが既に長すぎる場合は、実行時間帯を使用してこれらの操作を実行するか、管理者権限を使用するように計画してください。  

Web ブラウザーを使用して実行した場合に、一部の操作がタイムアウトになってしまうほど、リストが大きくなることがあります。たと

えば、リストに数百万個のドキュメントが含まれる場合は、新しい列を追加するのにも時間がかかりすぎます。この場合は、

PowerShell を使用し、他のユーザーの操作をブロックすることがないオフピーク時間内に実行する必要があります。   

リスト ビューのしきい値によってブロックされる操作  

リストがリスト ビューのしきい値を超えた場合にブロックされる操作  

リスト列の追加/削除/更新 型の変更や一意性の変更などのさまざまな更新に加えて、参照列や集計値列な

どのすべての列が含まれます。名前の変更などの更新は、リスト内のすべてのアイテ

ムに影響を及ぼさないため、ブロックされません。 

リ ス ト  コ ン テ ン ツ  タ イ プ の 

追加/削除/更新 

リスト内のすべてのアイテムに影響を及ぼすため、リスト ビューのしきい値を超えるア

イテムを持つすべてのリストでブロックされます。 

インデックスの作成/削除 リスト内のすべてのアイテムに影響を及ぼすため、リスト ビューのしきい値を超えるア

イテムを持つすべてのリストでブロックされます。 

チェックイン バージョンがないファ

イルの管理 

リスト ビューのしきい値を超えるアイテムを含むすべてのリストで、インデックス付きで

ない再帰クエリは失敗します。 

イ ン デ ッ ク ス 付 き で な い 

再帰クエリ 

フィルターと一部の並べ替えが含まれます。リスト サイズがリスト ビューのしきい値を

超えると、この操作は失敗します。インデックスがないため、リスト全体に対して完全

リスト ビューのしきい値は、リスト

の設定時に、いくつかの一般的

なリスト管理アクションを阻止しま

す。可能であれば、サイズがリス

ト ビューのしきい値より大きくな

る前に、リストのすべてのコンテ

ンツ タイプ、列、およびインデック

スを構成してください。  



 

 

スキャンが実行されます。また、すべてのアイテムを返し、フォルダーは無視されます。 

クロス リスト クエリ コンテンツ クエリ Web パーツによるクエリが含まれ、[監査者と管理者に対するリス

ト ビューのしきい値] の設定 (既定は 20,000) に従います。20,000 個を超え

るアイテムが操作に関係している場合、クエリは失敗します。  

リレーションシップ動作を適用す

る参照列 

参照するリストにリスト ビューのしきい値を超えるアイテムが含まれている場合、リレ

ーションシップ動作を適用する参照列を作成することはできません。 

リストの削除 リスト内のすべてのアイテムに影響を及ぼすため、リスト ビューのしきい値を超えるア

イテムを持つすべてのリストでブロックされます。 

サイトの削除 サイト内のすべてのアイテムの合計数がリスト ビューのしきい値を超えている場合

は、多くのアイテムに影響が及ぶため、サイトの削除は阻止されます。 

リストをコンテンツを含むテンプレ

ートとして保存 

リスト内のすべてのアイテムに影響を及ぼすため、リスト ビューのしきい値を超えるア

イテムを持つすべてのリストでブロックされます。 

リスト ビュー内の合計の表示 リスト内のすべてのアイテムに対してクエリを実行するため、リスト ビューのしきい値を

超えるアイテムを持つすべてのリストでブロックされます。 

リスト内の添付ファイルの有効

化/無効化 

リスト内のすべてのアイテムに影響を及ぼすため、リスト ビューのしきい値を超えるア

イテムを持つすべてのリストでブロックされます。 

コンテナーがリスト ビューのしきい値を超えた場合にブロックされる操作 

フ ォ ル ダ ー の 削 除 / コ ピ ー / 

名前の変更 

フォルダーにリスト ビューのしきい値を超えるアイテムが含まれている場合は、多くの

行に影響を及ぼすため、これらの操作は失敗します。 

イン デ ッ クス 付き で ない 列 を 

フィルター処理するクエリ 

インデックスがないためフォルダー全体に対して完全スキャンが実行されます。したが

って、コンテナー (フォルダーまたはリスト) にリスト ビューのしきい値を超えるアイテム

が含まれている場合、このクエリは失敗します。    

固有のセキュリティ  アクセス 

許可の設定 

多くの行に影響を及ぼすため、固有のアクセス許可を設定しようとしているリストま

たはフォルダーにリスト ビューのしきい値を超えるアイテムが含まれている場合、この

設定は失敗します。リスト ビューのしきい値を超えるアイテムを含むリスト自体また

はフォルダーにアクセス許可を設定することはできませんが、大容量リストでは、ドキ

ュメントなどの子アイテムに対してきめ細かいアクセス許可を設定できます。  

エクスプローラーで開く コンテナーにリスト ビューのしきい値を超えるアイテムが含まれている場合は (サブフ

ォルダー内のアイテムを除く)、どのアイテムも表示されません。フォルダーに合計 

8,000 個のアイテムが含まれていても、4,000 個のアイテムを含むサブフォルダー

があり、ルートに 4,000 個のアイテムしかない場合、[エクスプローラーで開く] は機

能します。リストのルートにリスト ビューのしきい値を超えるアイテムが含まれている

場合は、[エクスプローラーで開く] を使用しても何も表示されません。[エクスプロー

ラーで開く] を使用するには、どのコンテナーのルートもリスト ビューのしきい値を超え

ないように、リストのアイテムをフォルダーに整理する必要があります。 



 

 

期待どおりに機能しない可能性がある機能 

データシート ビュー 
ドキュメント ライブラリの [ライブラリ] リボン タブにあるデータシート ビュー ボタンは、リストがリスト ビューのしきい値を超えた場合

でも、無効化されません。ただし、リスト サイズがリスト ビューのしきい値を超えた場合、ビューはいくつかのアイテムを読み込みま

すが、「このリストは、管理者が設定したリスト ビューのしきい値を超えています。このようなリスト全体を表示する権限がありませ

ん。」というメッセージが表示されます。データシート ビュー オプションは、リストの設定のリボンから無効化することができます。また、

50,000 アイテムという構成不可の上限もあるため、リスト ビューのしきい値が 50,000 より大きくても、このビューはブロックされ

ます。 

大容量リストの設計と実装 
大容量リストを実装する前に、ビジネス ケースと要件を検討してください。サービス レベル契約 (SLA)、バックアップと復元にかか

る時間、コンテンツのサイズ、コンテンツの量 (アイテム数)、アクセス回数などの要件は、すべて重要な検討事項です。アプリケー

ションのサイズと需要に応じて、ハードウェア、コンテンツ ストレージ、SharePoint 情報アーキテクチャなど、複数のレベルで重要

な選択を行う必要があります。数十人の同時ユーザーと数千個のドキュメントを持つドキュメント リポジトリが既存の共有ハード

ウェアと既存のサイトの 1 つのドキュメント ライブラリを使用して順調に機能しているとしても、何百万個ものアイテムと何百人も

の同時ユーザーを扱う大容量のアプリケーションでは、特定のプロジェクトに対してスタンドアロンのハードウェアが必要になることが

あります。 

計画の最終的な成果は、列タイプ (名前、データ型、使用方法)、インデックス、フォルダー構造、ナビゲーションのためのページと

リンクの使用方法、計画的なアクセス許可構造、および推定アイテム数と総データ量のリストになります。詳細には、実行するク

エリの種類に関する情報と、リストからデータへのアクセス、作成、および更新の方法に関する情報も入れる必要があります。  

大容量リスト ソリューションの設計と実装を計画したら、次のステップはアプリケーションのプロトタイプを設計して構築することです。

計画のこの段階では、アプリケーションの設計、概念実証の実装、その動作の検証を行います。この段階では、大量のコンテンツ

を環境に格納しておくと、データ アクセスとパフォーマンスに関する仮定の検証に役立ちます。設計プロセスの最終的な成果は、

目的のシステム、列の文書化、コンテンツ タイプ、フォルダー構造、ビュー、インデックス、メタデータ ナビゲーションなどの取得方法

に使用する列、使用する分類、さまざまな Web パーツの使用方法、およびコンテンツ オーガナイザーなどの他の機能の使用方

法に関する概念実証になります。  

コンテンツ サイズの見積もり 
大容量リスト ソリューションで処理能力を計画し、設計上の決定を行う際は、見積もりが重要です。計画が必要な重要な数

値として、次のものがあります。 

 コンテンツ データベースの合計サイズ 

 平均および最大ファイル サイズ 

 バージョン数 

 コンテンツの量 – リスト内のアイテムの総数 

 

 

 

 



 

 

コンテンツ サイズ 

合計コンテンツ サイズは、バックアップ、復元、およびサービス レベル契約

でサポートされる内容に加えて、必要なディスク領域とハードウェアを計画

する上で重要です。合計コンテンツ サイズは、大容量リストのすべてのコン

テンツの合計サイズとコンテンツ データベース全体のサイズに分けられます。

両方の数字が重要ですが、バックアップと復元に必要なダウンタイムの量を

把握する上で、データベース全体のサイズが最も重要です。  

すべてのコンテンツのサイズは、(ドキュメントの平均サイズ)×(ドキュメントご

との平均バージョン数)×(予想されるドキュメント数) を計算することによっ

て見積もることができます。ファイルのほかに、コンテンツ データベース デー

タ用としてさらに 20 パーセントを追加してください。この数を大きくする理由は、バージョンのサイズは一般に時間の経過と共に

増大していくため、チェックイン済みドキュメントの平均ファイル サイズは、すべてのバージョンの平均ファイル サイズより一般に大き

くなるからです。コンテンツの量を効果的に制御するメカニズムがない限り、リストが予想より大きくなる場合に備えて、かなり大き

な余裕を見ておく必要があります。  

平均および最大ファイル サイズ 

アップロードできるファイルに対して正しい Web アプリケーション設定が指定されるようにするには、最大ファイル サイズが必要で

す (既定で 50 MB、最大 2 GB まで)。平均ファイル サイズは、コンテンツが増大する速度を把握し、合計コンテンツ サイズを

見積もるために使用されます。平均ファイル サイズは、現在目的のシステムの役割を果たしているシステム内のファイルを評価す

ることによって見積もることができます。  

平均のバージョン数 

バージョンは、管理方法によってコンテンツのサイズがかなり大きくなることがあるため、検討が必要です。バージョンを制限する方

法はいくつかあります。たとえば、情報管理ポリシーの保持を使用して、特定の時間が経過したら以前のバージョンをすべて削除

したり、保存するバージョンの数を制限することができます。バージョンに影響する要因は他にもあります。たとえば、すべてのコンテ

ンツがコンテンツ オーガナイザーを使用してリポジトリに送信される場合、コンテンツ オーガナイザーは最新のチェックイン済みバー

ジョンしかコピーしないため、まったくバージョンが存在しないこともあります。リポジトリ内のドキュメントがユーザーによって頻繁に編

集される場合は、共同編集を検討する必要があります。各共同編集セッションは、自動的に 1 つのバージョンを作成します。リ

ポジトリの使用方法を検討し、既存のソリューションを評価して、1 つのドキュメントに対して作成される平均のバージョン数を見

積もってください。   

コンテンツの量 (リスト内の全アイテム数) 

コンテンツの量とは、1 つのリスト内のアイテムの総数です。コンテンツの量を見積もるには、コンテンツの既存のソースと、新しいシ

ステムに移動する内容を評価する必要があります。または、システムを使用するユーザー数とシステムの目的を調べる必要があり

ます。関連する数値は他にもあります。コンテナーあたりのアイテム数、メタデータ ピボット/インデックス フィルターあたりのアイテム

数などです。これらの数値も、ビューとメタデータ ナビゲーションを計画する際は重要です。   

リモート BLOB ストレージ   
大容量ストレージを要件とするリストでは、ドキュメントの格納方法を検討する必要があります。既定では、SharePoint 

Server 2010 はすべてのドキュメントを BLOB として SQL Server データベースに格納します。SharePoint Server 

2010 と SQL Server 2008 は、リモート BLOB ストレージ API を提供します。この API を使用して、ドキュメントを SQL 

Server データベースの外部に格納することができ、データベースのサイズが小さくなります。リモート BLOB ストレージを使用する

コンテンツ データベースには、フ

ァイルのほかにデータ用としてさ

らに 10～20% が追加されるよう

に計画する必要があります。ま

た、検索インデックスはコンテン

ツ  データベース  サイズの約 

75% です。 



 

 

かどうかの決定は、主にコスト削減の面から行われます。  

Microsoft による現在までのテストで判明していることは、リモート BLOB ストレージによってスループットは 5 ～ 10 パーセント

減少し、また大容量ファイルの場合に目に見えるような遅延の違いはないということです。ただし、パフォーマンスは、使用している

リモート BLOB ストレージ プロバイダーによって異なります。リモート BLOB ストレージを使用するとコンテンツ データベースのサイ

ズは小さくなりますが、これは必ずしも、より多くのアイテムをコンテンツ データベースに格納できることを意味するわけではありませ

ん。パフォーマンスは、SQL Server データベース内のリストのアイテムの量に影響されます。BLOB が削除されても、リスト サイ

ズは変化しません。コスト上のメリットがパフォーマンス上の懸念を容易に上回るシナリオがいくつかあります。  

 非共同作業用アーカイブ データ 

 めったに更新されない映像や画像などの超大容量 BLOB の格納  

リモート BLOB ストレージを使用すると、ファームに追加されるサーバーや技術が増える可能性があり、リモート BLOB ストレー

ジ プロバイダーの追加も必要になります。リモート BLOB ストレージ プロバイダーは、SQL Server データベースの外部の安価

なストレージに BLOB を格納することをサポートします。リモート BLOB ストレージ API を使用するには、SQL Server 

Enterprise が必要です。 

リモート BLOB ストレージの費用対効果がプラスになる分岐点は、データがテラバイト レベルになる場合です。コンテンツ データ

ベースがテラバイト サイズという理由だけで、リモート BLOB ストレージを使用する必要はありません。バックアップと復元、および

サービス レベル契約を慎重に考慮する必要があります。リモート BLOB ストレージは、2 つの技術を同期させる必要があるため、

障害回復を難しくします。最大の懸念は、障害後のシステムの復元と、BLOB のバックアップと回復の処理にかかる時間です。

詳細については、「リモート BLOB ストレージの概要 」を参照してください。   

リスト アーキテクチャ 
大容量リスト プロジェクトでは、適切なアーキテクチャの選択が重要です。この決定は、実装後の変更が難しいためです。コンテ

ンツのサイズと量、リポジトリの使用方法、コンテンツの追加と更新の方法、コンテンツへのアクセス方法を事前に計画し、検討し

てください。これらのすべてが、コンテンツをどのように整理するか (1 つのリスト、複数のリスト、さらには複数のサイト コレクション)、

どのメタデータを使用するか、およびコンテンツをどのように取得するかに影響します。大容量リストでは、コンテンツが大量になり、

システムの使用方法の再設計がさらに難しくなるため、これらの決定はどれもきわめて重要です。  

単一リスト、複数のリスト、複数のサイト コレクション 
一般的な推奨事項の概要 :  

 次の場合は、多数のアイテムに対して 1 つのリストを使用します。 

o アイテムを別々のリストに配置することが論理的ではない  

o これにより、最高のユーザー エクスペリエンスが提供される 

 次の場合は、多数のアイテムに対して複数のリストを使用します。   

o アイテムを複数のリストにグループ化することが論理的である 

o これにより、最高のユーザー エクスペリエンスが提供される 

o どのリストを使用してコンテンツを追加または検索するかについてユーザーが混乱しない 

 次の場合は、複数のサイト コレクション アーキテクチャを使用します。  

o 数千万個以上のアイテムを 1 つのリポジトリでサポートする必要がある 

o データを年別に分割するなど、アイテムを複数のサイト コレクションにグループ化することが論理的である 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748607.aspx


 

 

大容量リスト ソリューションを設計する際は、単一リスト アーキテクチャが適切かどうかを検討することが重要です。コンテンツを 1 

つのリストに配置するかどうかは、コンテンツの操作や検索で使い勝手がよいかどうかなど、ビジネス要件に基づいて決定する必要

があります。複数リストを使用する方が賢明な場合も数多くあります。SharePoint と有効なリソースの機能を使用して、高いユ

ーザビリティとユーザー エクスペリエンスを備えた実装を成功させることが最優先の課題です。 

ユーザーがコンテンツの検索や操作を簡単に実行できるようにするには、単一リストを使用します。これで、ユーザーは、コンテンツ

をどの場所に置くか、どのリストにアクセスすれば探しているものを発見できるかなどを判断する必要がなくなります。ただし、コンテ

ンツの量が増えるとコンテンツの検索が難しくなる可能性があります。特に、ビューのフィルター処理やフォルダーのナビゲーションな

どの方法を使用する場合です。リストが数十万アイテムに達し始めると、メタデータ ナビゲーションの使用が難しくなります。クエリ

が明確さに欠けるため、数百件または数千件の結果を返すかもしれません。  

たとえば、インデックスのドメインに 5,000 個の用語があり、フィルターに合致するアイテムが各用語に同じ数だけある場合、1 個

の用語をフィルター処理すると、100,000 アイテムのリストで 20 件の結果、1,000,000 アイテムのリストで 200 件の結果に

なります。リストのサイズが大きすぎると、ユーザーが選択したフィルターの多くは、探しているものを見つけることができるような妥当

な結果セットを返さなくなります。プロジェクトに複数の種類の明確に異なるコンテンツがあり、ユーザーがそれらを普通に区別でき

るなら、複数リストの使用を検討する必要があります。 

大規模アーカイブ シナリオなどの超大規模ポイントでは、マルチサイト コレクション アーキテクチャを検討してみる価値があります。

SharePoint Server 2010 の新機能を使用すると、サイト コレクションをグループ化して、ドキュメントの負荷を分散できます。

複数のサイト コレクション間でドキュメントをルーティングするには、コンテンツ オーガナイザー機能を使用します。ドキュメントを取

得するには、検索を使用する必要があります。これは長期ストレージにとって有利です。複数のサイト コレクション間にコンテンツ

を分散させ、単一リストよりはるかに多いドキュメントをサポートするように拡大できるためです。 

メタデータ 
SharePoint Server 2010 では、情報アーキテクチャの作成において、メタデータとコンテンツ タイプがさらに役立ちます。管理

されたメタデータ、用語セット、メタデータ ナビゲーションなどの新機能により、メタデータは、コンテンツの取得において有効性と重

要性を増しています。大容量リストに対してコンテンツ タイプや列を修正するなどの操作はブロックされているため、メタデータの要

件に関して事前に計画しておくことは特に重要です。メタデータ ナビゲーションなど、メタデータに基づいてコンテンツを取得する方

法を使用する予定の場合は、コンテンツ タイプと列を設計段階で計画することが重要です。   

ほとんどの大容量リスト シナリオにおいて、メタデータは単に有効であるだけでなく、ユーザーがシステムを使用するための要件の 

1 つになっています。検索のみを使用するのでなければ、数千個の中からアイテムを発見することは不可能です。メタデータは、

主に 3 つの方法で適用できます。それは、組み込みシステム プロセス、カスタム構成とコード、ユーザーによる手動の適用です。

列を使用してコンテンツを取得するには、ほとんどのアイテムにその列の値が設定されている必要があります。したがって、どの列を

ナビゲーションに使用し、どのようにメタデータを入力するかを計画することは重要です。正しいメタデータが適用されることを保証

する方法は、組み込みプロセスとカスタマイズ機能しかありません。ユーザーが行う作業が少ないほど、エクスペリエンスが向上しま

す。たとえば、すべてのアイテムにコンテンツ タイプが設定されていれば、コンテンツ タイプを使用してドキュメントを分類すると各ア

イテムがこのメタデータを持つことになり、コンテンツ タイプに基づくフィルター処理が容易になります。  

コンテンツ タイプ 

一般的な推奨事項の概要 : 

 コンテンツを整理するための最も基本的な方法として、コンテンツ タイプを使用します。 

 あるタイプのコンテンツに必要な特定の列を選択するために、コンテンツ タイプを使用します。 



 

 

 コンテンツ タイプは、リストあたりの数を少なくし (10 個以下)、どのコンテンツ タイプを使用したらよいかをユーザーが理

解しやすいように明確に区別できる必要があります。 

 コンテンツ タイプは 1 つの組み込み列を提供し、その列に対して各アイテムが持つ値をフィルター処理とメタデータ ナビ

ゲーションに使用できます。 

コンテンツの最も基本的な分類方法はコンテンツ タイプに基づく分類です。ドキュメントやアイテムの種類など、コンテンツを分類

するためのメタデータがある場合は、その分類をコンテンツ タイプとして使用することを検討してください。コンテンツ タイプを使用す

ると、そのコンテンツ タイプで利用する列を定義できるほか、ワークフローやテンプレートを関連付けることもできます。1 つのコンテ

ンツ タイプには 1 つのテンプレートしか関連付けることができません。このテンプレートは、ドキュメント ライブラリの [新しいドキュ

メント] ドロップダウン メニューを使用してそのコンテンツ タイプの新しいアイテムを作成する際に使用されます。  

Microsoft Word、Microsoft PowerPoint®、Excel を含むさまざまな製品のファイル形式のテンプレートを使用できます。

ユーザーがそのコンテンツ タイプの新しいアイテムを作成すると、特定のクライアント アプリケーションが使用されて、テンプレートを

使用したアイテムの新規作成ができます。コンテンツをアップロードする際に、ユーザーは、利用可能なコンテンツ タイプを選択で

きます。コンテンツ タイプは明確かつ具体的で、どのコンテンツ タイプを使用するかをユーザーが容易に選択できるように、リストあ

たりのコンテンツ タイプの数を十分に少なくする必要があります。  

ユーザーがアイテムを作成したりアップロードする際に入力する必要があるメタデータはコンテンツ タイプによって決まるため、ビジネ

ス要件を満たすために必要な列を考慮すると同時に、コンテンツを送信する際の障壁を最小限に抑えてください。コンテンツを一

次レベルで分類するためのコンテンツ タイプ セットを適切に選択することで、自動的にナビゲーションの支援になります。どのアイテ

ムもコンテンツ タイプを持つため、各アイテムでそれぞれ機能するピボットをフィルターに使用できます。  

 

共同作業用大容量リストの例 : 製品仕様ライブラリ 

設計仕様、テスト計画などの製品開発用のアイテムを格納するために、いくつかの製品開発チームによって使用されている製品

仕様ライブラリがあります。この例では、コンテンツ タイプは 6 種類です。すべてのコンテンツ タイプに、プロジェクト開始日、プロジ

ェクト終了日、予算、設計チームのメンバー、製品名、および製品タイプのための列があります。   

 製品仕様書 –製品の設計の詳細を記載した Word ファイル。追加のメタデータとして、デザイナーや最終レビュー日

などがある。     

 テスト仕様書 – 製品のテスト計画を記載した Word ファイル。追加のメタデータとして、テスト担当者やテスト完了ス

テータスなどがある。    

 開発計画 – 製品の開発計画を記載した Word ファイル。  

 ストーリーボード – 設計モックアップの提案に使用される PowerPoint プレゼンテーション。 

 コスト分析 – 製品開発コストと潜在的な市場機会を分析する Excel スプレッドシート。 

 スケジュール – 製品開発のスケジュールに関する詳細を記載した Excel スプレッドシート。   

この例では、ユーザーは、コンテンツ タイプに基づくフィルター処理を行って、製品仕様やストーリーボードを見つけることができます。

カスタム テンプレートも、ユーザーの作業の構成を支援します。列の数とコンテンツ タイプの数が少ないため、ユーザーは各自の

作業で正しい選択肢を容易に選択できますが、メタデータを入力することで、簡単にコンテンツをフィルター処理したり見つけ出す

ことができます。  

列  

一般的な推奨事項の概要 : 

 入力に使用できる列の数をできる限り減らします。入力に使用できる列の数が多いほど、それが価値の高いコンテンツ



 

 

でない限り、ユーザーが実際にそのメタデータを入力する可能性は低くなります。 

 システム プロセスとナビゲーションに使用される列を慎重に選択します。どのフィールドが必須かを検討し、必須フィール

ドの数をできる限り減らします。 

 必須フィールドは、特定のフィールドに対してコンテンツ クエリ Web パーツを使用するなど、ナビゲーションに必要な場

合に使用してください。また、ユーザーが指定する必要がある日付フィールドを使ってコンテンツの有効期限を指定する

など、管理目的にも使用されます。  

 単一値列に対するクエリは複数値列に対するクエリより速いため、複数値が必要ない場合は、できる限り列を単一値

にします。 

 1 つのリスト内の特定の列の合計数によっては行の折り返しが発生することがあり、パフォーマンスが低下します。大容

量リストでは列の数を最小限に抑え、できる限り行の折り返しを避けてください。 

 

列の数と必須列の数 

あるアイテムに対してメタデータの値を指定する列を使用したり、それらの列を非表示、オプション、または必須としてマークすること

ができます。ワークフローなどの自動化されたタスクには非表示の列を使用して、ユーザーが列を編集できないようにします。必須

列は、絶対に必要な場合にのみ使用します。たとえば、適切な場所にアイテムをルーティングしたり、ナビゲーションのために、ある

メタデータ プロパティが必要だとします。その場合は、ユーザーがその値を空のままにしておくと不都合です。ナビゲーション フィルタ

ーとして使用される列に対して、メタデータが入力されるアイテムが少ないほど、クエリによって多数のアイテムが返されなくなるため、

ナビゲーションは不便になります。   

ただし、メタデータとユーザーの負担の折り合いを付けることが重要です。メタデータ列の数が増えるほど、ユーザーがメタデータを

入力する可能性が低くなります。どの列が適用されるかを考えてから値を指定するという作業が追加されるためです。必須列を

多数使用すると、コンテンツのアップロードに時間がかかるため、ユーザーへの導入が難しくなる可能性があります。これは、きわめ

てオープンな共同作業のシナリオでは不利になります。ただし、コンテンツの価値とそのコンテンツを作成する努力が高まっていけば、

特にその操作が頻繁に行われない場合は、ユーザーが適切なフィールドへの入力に時間をかける可能性が高くなります。  

設計段階において、必須の操作を実行したりコンテンツを取得するためにどのメタデータが必要かを検討し、そのメタデータの入

力にかかる時間を評価し、そのユーザーへの影響を評価する必要があります。メタデータは重要な場面で使用されるため、コンテ

ンツ作成のオーバーヘッドが大きいという理由でエンド ユーザーがシステムを採用しなかった場合、後からシステムを構築し直すこ

とは難しくなります。  

フィールド タイプと単一値フィールド vs. 複数値フィールド 

列を選択する際の検討事項として、列の種類と、複数値にするかどうかがあります。管理されたメタデータ列に対するクエリは選

択肢列に対するクエリより効率的なので、選択肢フィールドの代わりに管理されたメタデータ列を使用することを検討できます。

管理されたメタデータ、ユーザーまたはグループなどの列は、複数値をサポートします。複数値列に対するクエリは単一値列に対

するクエリほど効率的ではありません。 

通常、大容量リストのコンテンツを分類および取得する際は、列とコンテンツ タイプが中心的な要素になります。列とコンテンツ タ

イプのリストは、計画の策定時に既に準備されているはずです。リストに追加される列とコンテンツ タイプの数は、パフォーマンスに

微妙に影響する可能性があります。1 つのリストに追加される特定のタイプの列の数によっては、行の折り返しが発生します。詳

細については、このホワイト ペーパーの「行の折り返し」のセクションを参照してください。 

共同作業用大容量リストの例 : 製品仕様ライブラリ  

SharePoint によって自動的に維持される列 : [ID]、[コンテンツ タイプ]、[更新日時]、[作成日時]、[更新者]、[作成者]、

[ドキュメント ID] 



 

 

設定によって保守される列:  

 [製品タイプ] と [製品チーム] のフォルダーごとのメタデータ既定値 ([製品タイプ] ごとに 1 つのフォルダーがあり、各 

[製品タイプ] フォルダーに複数の [製品チーム] フォルダーがある) 

 ワークフローの更新 : [承認の状況]、[完了済みプロジェクト]   

ユーザーによって保守される列 : [デザイナー]、[テスター]、[最終レビュー日] 

ナビゲーションに有効な列 : [コンテンツ タイプ]、[製品タイプ]、[製品チーム] 

ステータスの追跡に使用され、ナビゲーションにも有効な列 : [最終レビュー日]、[承認の状況]、[完了済みプロジェクト] 

ナビゲーションに使用できる列: [デザイナー]、[テスター]、[製品名]、[更新日時]、[更新者] 

フォルダー 
一般的な推奨事項の概要 :  

 どのようにアイテムをフォルダーに整理するか、アイテムを自動で移動するか、手動で移動できるかについて計画します。 

 メタデータ ナビゲーションのような機能は、フォルダー内のアイテムの量を制限する必要性を減らします。 

 メタデータ ナビゲーションをフォルダー ナビゲーションと併用することで、フォルダーを、取得するコンテンツの整理に使用す

るだけでなく、ポリシーと保持の管理に使用することができます。 

 他のナビゲーション オプションと併用する場合でも、コンテンツをフォルダーに整理することによって最高のユーザー エクス

ペリエンスを得られる場合は、そうすることを検討します。 

 コンテンツ オーガナイザーを使用して、メタデータに基づいて自動的にドキュメントをフォルダーに移動する場合は、所定

の制限に達したら追加アイテムをサブフォルダーに作成するオプションを有効にするように検討します。  

 [エクスプローラーで開く] (WebDAV) を使用する予定なら、アイテムがフォルダーに整理され、そのアイテムの数がどの

フォルダーのルートにおいてもリスト ビューのしきい値を超えてはなりません。  

 フォルダーを使用しない場合、リスト ビューでコンテンツを取得するには、メタデータ ナビゲーションとインデックスを使用す

る必要があります。 

コンテンツをフォルダーに整理する場合は、慎重な検討が必要です。フォルダーを使用する方法は主に 3 つあります。 

 コンテンツをフォルダーに論理的に整理する。たとえば、署名された年や月に基づいて契約書をフォルダーに整理したり、

作成された日付に基づいて請求書を整理します。この方法により、ユーザーは、フォルダー構造内を簡単に移動したり、

メタデータを使用してドキュメントを見つけ出すことができます。ドキュメントを自動的に正しいフォルダーにルーティングす

ることも簡単です。コンテンツ オーガナイザーは、1 つのフォルダー内のアイテムの量を制限するための機能を提供します。

これは、アイテムが一定の制限を超えて追加されるとサブフォルダーを作成する機能です。 

 保持、アクセス許可などの管理機能目的でコンテンツをフォルダーに整理する。たとえば、少数のユーザーしかアクセスで

きない機密ドキュメント用のフォルダーを用意したり、ドキュメントの保持スケジュールがフォルダーに基づいて異なるように

場所に基づく保持を行います。エンド ユーザーは、ドキュメントにアクセスできさえすれば、ドキュメントのある場所をあま

り気にしないため、このシナリオでは、エンド ユーザーのナビゲーションがやや難しくなります。メタデータ ナビゲーションと検

索は、フォルダー構造を使用するための方法というよりは、ドキュメントを見つけ出すための主要な方法です。   

 トピックやカテゴリに基づくユーザー ナビゲーションを支援するためにコンテンツをフォルダーに整理する。ユーザーの多くは、

フォルダーを使用したナビゲーションに慣れています。アプリケーションによっては、ユーザーが移動しやすいフォルダー構造

を維持することが重要です。このシナリオでは、ユーザーは通常、フォルダー構造を把握しており、ドキュメントを探したり

配置する場所がわかっています。メタデータ ナビゲーションと検索をこの方法と組み合わせて使用できます。  

SharePoint Server 2010 は、パフォーマンスの制限にあまり依存することなくフォルダーをさらに柔軟に使用できるように強化



 

 

されています。管理されたメタデータとメタデータ ナビゲーションを使用して、ユーザーは、フォルダー間を移動するより簡単にメタデ

ータをフィルター処理できます。これにより、エンド ユーザーのナビゲーションの目的だけでなく、アクセス許可やポリシーなどの管理

目的でコンテンツを整理できます。たとえば、機密事項のフォルダーには一部の従業員のみがアクセスでき、別のフォルダーにはす

べての従業員がアクセスできるように設定できます。フォルダーにさまざまなアクセス許可を指定したら、コンテンツ オーガナイザーを

使用して、メタデータに基づいて自動的にコンテンツを適切なフォルダーに移動することができます。さらに、メタデータ ナビゲーショ

ンと併用して、フォルダーをナビゲーションに使用することもできます。 

このコンテンツ オーガナイザーの機能により、コンテンツは、コンテンツ タイプとメタデータに基づいて自動的にフォルダーに移動され

ます。コンテンツを配置する場所をユーザーが判断する必要はありません。さらに、コンテンツ オーガナイザーを使用すると、あるフ

ォルダーが指定されたアイテム数の制限に達したときに、自動的に新しいフォルダーを作成できます。どのフォルダーのルートにもリ

スト ビューのしきい値以下のアイテムしかないフォルダーにアイテムが整理されていない場合、[エクスプローラーで開く] 

(WebDAV) の使用は、大容量リストで機能しないことを考慮する必要があります。   

フォルダーベースのビューとメタデータベースのビューのパフォーマンスはよく似ています。論理的な面とユーザー エクスペリエンスの視

点から見ると、フォルダーを使用してコンテンツを分割することは理にかなっています。メタデータ ナビゲーションは再帰クエリを実行

するため、すべてのアイテムがフォルダーの外部に返されます。これがコンテンツを取得する主要な方法である場合、フォルダー構

造は重要ではないことがあります。  

 

上記のグラフは、さまざまなタイプのビューを使用して同じ数のアイテムにアクセスしたテストの結果を示しています。どのビューも 

1,000 件の結果を返しました。これは、リスト サイズの増大に伴うビューごとの 1 秒あたりの要求数の変化を示しています。リス

ト サイズが大きくなるにつれて、フォルダーおよびインデックス付きビューのパフォーマンスは比較的横ばいが続くが、フォルダーのパフ

ォーマンスはリスト サイズが小さいほど高いという結果になっています。ほとんどの大容量リストには、フォルダーとインデックス付きビ

ューの組み合わせが使用されます。したがって、フォルダーとインデックスのどちらを使用してデータを取得するかが、パフォーマンスの

違いによって決まってはなりません。   

共同作業用大容量リストの例 : 製品仕様ライブラリ 

この製品仕様ライブラリでは、ナビゲーションの支援とコンテンツの論理的な配置のためにフォルダーが使用されます。ユーザーにと

って、どのフォルダーを使用して新しい製品仕様を作成すればよいかは明らかです。製品タイプごとに 1 つのフォルダーがあり、各

製品タイプには、製品チームごとに複数のフォルダーがあります。各製品チームは、設計している製品ごとにドキュメント セットを持

ち、製品に固有のドキュメントがそのドキュメント セットに格納されます。これにより、次のような構造が作成されます。 



 

 

- [滑降用スキー] - [製品タイプ] (フォルダー)  

o [レース用スキー] - [製品チーム] (フォルダー) 

 [超高速ダウンヒル レーサー X] – [製品] (ドキュメント セット)  

メタデータの既定値はフォルダーごとに構成でき、ライブラリ ユーザーがフォルダーを使用してコンテンツを見つけることは簡単です。 

大規模アーカイブの例 : レコード センター 

このレコード センターは、コンプライアンスの目的で保持する必要があるが、内容が頻繁には更新されなくなったアイテムのための

長期ストレージとして使用されます。このシナリオでは、各アイテムが自動的に [制限付き] と [機密] という 2 つのフォルダーに

ルーティングされます。制限付きフォルダーには、少数の人物のみがアクセスできるという厳しいアクセス許可があり、ドキュメントは 

10 年間保持する必要があります。機密フォルダーは、制限付きフォルダーより広くアクセスが許可され、フォルダー内のドキュメン

トは 7 年間保持する必要があります。これにより、アイテムが適切なフォルダーから許可を継承するため、固有のアクセス許可の

数を減らすことができ、許可の管理がより簡単になります。レコード センターに格納されるすべてのアイテムは、メタデータに基づい

て、ルート フォルダー、機密フォルダー、または制限付きフォルダーにルーティングされます。    

インデックス 
SharePoint は、独自のインデックス付けメカニズムを使用してデータベース  テーブル構造を処理します。インデックスは 

SharePoint で作成する必要があります。それには、リストの設定にアクセスします。 

一般的な推奨事項の概要 :  

 リスト ビューのしきい値を超えるリストに対してフィルター処理を行うには、インデックスが必要です。 

 インデックスには 20 個という制限があるため、どの単一インデックスと複合インデックスを作成するかを慎重に計画しま

す。 

 いくつかの SharePoint 機能は、電子情報開示や情報管理ポリシーの保持などの列を作成する必要があるため、そ

のためのインデックスの空きを確保します。  

 1 つのフィールドを使用してコンテンツ クエリ Web パーツと共にフィルター処理を行う場合、フィルターと共にビューを使

用する場合、およびメタデータ ナビゲーション階層と一般に単一フィルターとして使用されるフィルターを使用する場合は、

単一インデックスを作成します。 

 2 つの列を使用してフィルター処理を行い、通常はそれぞれがリスト ビューのしきい値より多いアイテムを返すが、まとま

ると選択的になるクエリに対しては、複合インデックスを作成します。 

 インデックスは、ドキュメントの追加やプロパティの編集などの操作のパフォーマンスに悪影響を及ぼしかねません。したが

って、必要な場合にのみインデックスを作成します。 

 

慎重なインデックスの計画 

リストにはインデックスが 20 個という厳しい制限があり、しかもインデックス付きの列は大容量リストにとって大変重要なので、単

一インデックスと複合インデックスの選択は慎重に行う必要があります。さまざまな機能がインデックスを使用します。たとえば、メタ

データ ナビゲーション機能は、構成済みナビゲーション階層とキー フィルターに対して自動的にインデックス付けを行います。ナビ

ゲーション/情報アーキテクチャ内のフィルター処理にとって重要な列にインデックスを作成する必要があります。  

 

自動的に作成されるインデックス 

SharePoint Server 機能が、リストのインデックス制限に対して不利に働くインデックスを作成することがあります。以下は、イン

デックス付き列を追加する、ドキュメント ライブラリに共通の SharePoint 機能の一覧です。 



 

 

 

列 機能 使用方法 

[保留とレコードの状

態] 

[インプレース レコード

管理] または [保留リ

ストと電子情報開示] 

[インプレース レコード管理] サイト コレクション機能または [保留リ

ストと電子情報開示] 機能が有効になっており、1 つのアイテムがレ

コードとして宣言されているか、リストで保留になっている場合に、こ

の列が追加されてインデックス付けされます。  

[有効期限]、[コンテン

ツ タイプ] 

[情報管理ポリシー] リストに追加されるコンテンツ タイプの情報管理ポリシーで保持が有

効になっている場合、または場所に基づく保持がリストで有効になっ

ている場合に、これら 2 つの列が追加されてインデックス付けされま

す。  

 

単一インデックスと複合インデックスを作成する場合 

メタデータ ナビゲーション機能は、メタデータ ナビゲーション設定ページで選択された階層とキー フィルター列に対して、適切なイ

ンデックスを自動的に作成します。単一インデックスは、それらが単独で使用された場合にインデックス付き結果や部分的な結果

が返されるように、すべての階層ツリー フィールドと、より選択的なキー フィルター タイプの一部に対して作成されます。複合イン

デックスは、ツリー フィルター値とキー フィルター値の両方が使用されている場合に選択度を最大限にするために、サポートされて

いる階層とキー フィルターの組み合わせのすべてに対して作成されます。   

フィルター処理する列を多数含むリストでは、インデックス制限に達しないように、インデックスを手動で管理する必要がある場合

があります。ナビゲーション階層とキー フィルターの組み合わせの中で、まったく使用されないものがある場合は、インデックスの数を

減らすために複合インデックスを作成しないことを検討します。これらのインデックスを作成する際に重要なことは、唯一のフィルタ

ーまたは他のフィルターを選択する前に最初に適用されるフィルターとしてリスト ビューで単独で使用される選択的な列に対して

は、単一インデックスを選択することです。複合インデックスは、メタデータ ナビゲーションまたはカスタム クエリで 2 つのフィルターが

共通に使用され、一方のインデックスだけではあまり選択的ではない場合に使用されます。リスト ビュー、Web パーツなどのデー

タ アクセス方法によるフィルター処理に使用される列に対しては、インデックスを作成します。  

インデックスが複数になると便利ではなくなるケースもあります。[部門] AND [コンテンツ タイプ] という 2 つの列でフィルター処

理している状況を考えます。これは AND 演算なので、[部門] と [コンテンツ タイプ] の両方のフィルターが一致する部分のみ

が返されます。つまり、クエリが行われると、まず [部門] フィルターに一致するすべてのアイテムが返され、次にそれらのアイテムが 

[コンテンツ タイプ] でフィルター処理されます。ある部門に一致するアイテムが 10 個なら、データ セットは十分小さくなり、[コン

テンツ タイプ] のインデックスは問題になりません。[部門] の値に一致するアイテムが数千個になる場合は、複合インデックスを

使用する必要があります。  

複合インデックスは、2 つの列に対して 1 つのインデックスを作成するため、クエリが効率的になります。複合インデックスは、2 つ

の列で AND 演算を行う場合に使用する必要があります。メタデータ ナビゲーションは、SharePoint Server の複合インデッ

クスを使う唯一の標準機能です。メタデータ ナビゲーション機能が有効な場合は、リストに対してメタデータ ナビゲーション コント

ロールを構成しなくても、再試行/フォールバック ロジックが使用されます。複合インデックスは、メタデータ ナビゲーション クエリでは

ない限り、ビューで使用されることはありません。 

パフォーマンスに対するインデックスの影響 

インデックスは、1 つのコンテナー内にリスト ビューのしきい値を超えるアイテムを持つリストに対してクエリを実行するために必要で

あると同時に、大幅なパフォーマンスの改善をもたらします。インデックスは、大容量リストに対して効率的なクエリを実行するため

に必要で、クエリのパフォーマンスを大幅に改善する可能性がある一方、インデックスを保守する必要があるため、他の操作に悪



 

 

影響を及ぼすこともあります。アイテムを作成、更新、および削除する際は、そのアイテムが関連しているすべてのインデックスを更

新する必要があります。10,000 アイテムから成るリストにアップロード、更新、および削除操作でテストを行い、インデックスの数

が 0 ～ 20 の場合の影響は 10% 未満でした。   

インデックスの作成 

既定で、メタデータ ナビゲーション機能は、自動的に単一インデックスと複合インデックスを作成します。このオプションは、メタデー

タ ナビゲーション設定ページで無効にすることができます。メタデータ ナビゲーション機能は、サポートされている列タイプごとに自

動的に単一インデックスを作成し、サポートされているナビゲーション階層とキー フィルターの組み合わせごとに複合インデックスを

作成します。複合インデックスは、2 つのキー フィルターの組み合わせに対して自動的には作成されませんが、手動で作成するこ

とはできます。メタデータ ナビゲーションは、インデックスをサポートしているほとんどの列のタイプに対して、単一インデックスと複合イ

ンデックスを自動的に作成します。単一インデックスは、値の数が少なく、それだけでは選択的でないキー フィルター タイプ (はい

/いいえ、単一値選択肢、コンテンツ タイプ列など) に対して自動的には作成されません。ただし、インデックスはサポートされてお

り、手動で作成できます。次の図は、メタデータ ナビゲーション設定ページの一部です。 

 

単一インデックスがサポートされている列  

以下は、メタデータ ナビゲーションによって自動的に作成されるインデックスに関する情報です。メタデータ ナビゲーションは、インデ

ックスの作成をサポートするすべての列に対して単一値インデックスを作成します。  

列タイプ インデックスの自動作成 

ナビゲーション階層  

単一値の管理されたメタデータ はい 

複数値の管理されたメタデータ いいえ (システムは複数値としてインデックス付けされる) 

コンテンツ タイプの ID はい 

単一値の選択肢 はい 

フォルダー いいえ (システムはフォルダーに基づいてインデックス付けさ



 

 

れる) 

キー フィルター  

単一値の管理されたメタデータ はい 

複数値の管理されたメタデータ いいえ (システムは複数値としてインデックス付けされる) 

コンテンツ タイプの ID いいえ (手動で作成可能) 

単一値の選択肢 いいえ (手動で作成可能) 

複数値の選択肢 いいえ (インデックスがサポートされない) 

数字 はい 

日付と時刻 はい 

Yes/No いいえ (手動で作成可能) 

通貨 はい 

ユーザーまたはグループ (単一値) はい 

ユーザーまたはグループ  (複数

値)* 

いいえ (システムは複数値としてインデックス付けされる) 

すべてのタグ いいえ (システムは複数値としてインデックス付けされる。ア

イテム内のすべての管理されたメタデータ値に対する特殊

なフィルター) 

 

自動的に作成される複合インデックス 

メタデータ ナビゲーション機能では、ナビゲーション階層とキー フィルターを一緒に選択することができます。メタデータ ナビゲーショ

ン機能は、サポートされているすべてのナビゲーション階層とキー フィルターの組み合わせに対して、自動的に複合インデックスを

作成します。次の表に、サポートされている組み合わせを示します。  

ナビゲーション階層 単一値の

管理された

メタデータ 

複数値の 

管理された

メタデータ 

コンテンツ 

タイプの 

ID 

単一選択

肢 

フォルダー 

キー フィルター      

単一値の管理された メタデータ はい いいえ はい いいえ いいえ 

複数値の管理された メタデータ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

コンテンツ タイプの ID はい いいえ いいえ いいえ いいえ 

単一値の選択肢 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

複数値の選択肢 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

数字 はい いいえ はい いいえ いいえ 

日付と時刻 はい いいえ はい いいえ いいえ 

ユーザーまたはグループ (単一値) はい いいえ はい いいえ いいえ 

すべてのタグ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

はい/いいえ はい いいえ はい いいえ いいえ 



 

 

通貨 はい いいえ はい いいえ いいえ 

ユーザーまたはグループ (複数値) いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

 

メタデータの選択性 
リストのサイズが増大すると、メタデータの選択性も重要性を増してきます。以下の推奨事項はあらゆるリスト サイズに適用され

ますが、比較的小規模なリストではそれほど重要ではない場合があります。 

選択性とは、クエリの結果を返すために考慮する必要があるアイテムの量です。これには 2 つの側面があります。実際の選択性 

(クエリの検索条件に一致する結果の総数) と調整の選択性 (インデックス付き列に適用する条件を適用した後で考慮する必

要がある結果の数) です。実際の選択性は、ユーザー エクスペリエンスを考慮する際の第一の検討事項です。調整の選択性

は、SQL Server のインスタンスへの影響を考慮する際の第一の検討事項です。 

メタデータ ナビゲーションと他のリスト フィルター処理メカニズムを効果的に使用するには、フィルター処理に使用されるメタデータ

が選択的である必要があります。既定でリスト ビューは、ユーザーが結果にざっと目を通して探しているものをすばやく見つけるこ

とができるように、30 個のアイテムを表示します。クエリが 30 個以上の結果を返す場合は、ページングを使用して結果を検索

する必要があります。コンテンツ クエリ Web パーツを使用する場合、結果は通常 10 ～ 15 個です。これより多くの結果があ

る場合、それらの結果は表示されません。1 つのクエリで数百個の結果が出ると、探しているものを見つけることは困難になりま

す。選択性は、リスト ビューのしきい値を超える操作を防ぐためにも重要です。メタデータ ナビゲーションの場合、そのような操作

はフォールバックを生じ、必ずしもすべての結果が返されなくなります。   

コンテンツ オーガナイザーと自動分散 
コンテンツ オーガナイザーは、ドキュメント リポジトリ内のコンテンツを整理するための中心的なコンポーネントとして使用できます。

コンテンツ オーガナイザーを使用するリポジトリには、ユーザーがそこに最終的な状態になったドキュメントをアップロードするための

送信機能があります。コンテンツ オーガナイザーを使用できるシナリオの例を次に示します。 

 サイト間およびサイト内で、メタデータに基づいてドキュメントを自動的にルーティングする。 

 ドキュメントをルーティングし、新しいフォルダーを自動的に作成する (日、月、年に基づいたフォルダーなど)。 

 フォルダー内のアイテム数を自動的に分散させる。 

データのアクセスと取得 
ほとんどの大容量リストは、コンテンツを取得できるように格納することが主な目的です。ユーザーがどのようにコンテンツを取得す

るかを計画することが重要です。このことが、大容量リストのパフォーマンスと実装の成功に最大の影響を及ぼします。検索、メタ

データ ナビゲーション、コンテンツ クエリ Web パーツ、ビューなどの機能はすべて、ユーザーがコンテンツを取得する作業を支援す

る方法として使用できます。データに対してクエリを実行するカスタム Web パーツなどのカスタム ソリューションもよく使用されます。

Web サイトをどのように整理するかについて、事前に計画しておきます。ドキュメント センターのホーム ページのような中心的なラ

ンディング ページを使用して、コンテンツをロールアップし、大容量リストへのエントリ ポイントを提供することができます。また、発

行ページを使用して、さまざまなトピックを各ページに記載する Web サイトを作成することもできます。その後、Web パーツを使

用して、関連ドキュメントやアイテムを大容量リストから入手します。     

 検索、コンテンツ クエリ Web パーツ、メタデータ ナビゲーション、リスト ビュー、およびカスタム Web パーツを任意に組

み合わせて使用できます。 

 どのようにコンテンツを取得し、どの列を使用してフィルター処理し、並べ替えるかについて、事前に計画しておきます。 



 

 

 基本的なページ モデルについて計画します。ドキュメント ライブラリですべての作業を行うか、ランディング ページを設け

るか、また関連コンテンツにリンクする複数ページ モデルにするかを検討します。 

データ アクセス方法 
シンプルな構成でリスト データをクエリしたりフィルター処理するために使用できる SharePoint 機能は、主に 3 つあります。カス

タム コードを使用してリストをクエリするオプションもいくつかありますが、これらについてはこのホワイト ペーパーに記載されていませ

ん。   

 ビューを使用すると、表示する列を構成することができます。リスト データにはさまざまな表示方法があります。ビューを

構成することにより、列に基づいてフィルター処理したり、結果を並べ替えることができます。  

o メタデータ ナビゲーションは、SharePoint リスト ビューのためのフィルター処理コントロールです。これを構成す

ると、メタデータ階層とキー フィルターを選択して、リスト ビューに表示される結果を動的にフィルター処理でき

ます。  

 コンテンツ クエリ Web パーツは、SharePoint リストからデータを表示します。クエリは、1 つまたは複数のリストから結

果を返すように構成できます。コンテンツ クエリ Web パーツは既定でキャッシュされますが、非キャッシュ化することもで

きます。  

 検索ボックスや検索結果 Web パーツを使用して検索結果を返すことができます。これらの結果を特定のリストに限定

したり、検索メタデータ絞り込みコントロールを使用してガイド付き検索を行い、検索結果を絞り込むこともできます。   

クエリ方法 使用方法 

リスト ビューとメタデータ ナビゲーション リスト ビューは常に SQL Server のバックエンドにアクセスするため、結果的に

クエリは最も高価になり、SQL Server の負荷が大きくなります。ドキュメントを

操作するためのオプション (チェックイン、チェックアウト、プロパティの編集) を追

加したり、データへのリアルタイム アクセスを提供する場合は、リスト ビューを使

用します。  

コンテンツ クエリ Web パーツ コンテンツ クエリ Web パーツは、ポータル サイト マップ プロバイダーを使用して

クエリをキャッシュし、最小限の量の HTML を表示するため、クエリ時間とレンダ

リング時間は最短になります。動的ナビゲーションや 1 つのページで複数のクエリ

を実行する場合は、コンテンツ クエリ Web パーツを使用します。 

キャッシュされないコンテンツ  クエリ 

Web パーツ 

リアルタイムのデータ アクセスを提供するために、コンテンツ クエリ Web パーツは

常にデータベースに直接問い合わせることができます。クエリをキャッシュできない

場合、リアルタイムの更新が要求される場合、1 時間に 1 回未満しかアクセス

されないためにキャッシュが十分に使用されないページの場合は、この構成を使

用します。キャッシュされるコンテンツ クエリ Web パーツを最初に読み込むとき

は、さらにオーバーヘッドがあります。 

検索 拡張が容易で、読み取りパフォーマンスが最適化されているサーバー インフラス

トラクチャに読み取りの負荷を移す場合は、検索クエリを使用します。静的クエリ

を使用するように検索クエリを構成したり、ユーザーが検索クエリを指定できるよ

うにすることもできます。 

 



 

 

コンテンツ クエリ Web パーツ 

 

一般的な推奨事項の概要 : 

 ユーザーが頻繁にアクセスしたり、関心を持ったり、ユーザーがコンテンツを発見するために役立つアイテムを返すには、コ

ンテンツ クエリ Web パーツを使用します。 

 大容量リストに対してコンテンツ クエリ Web パーツを使用する際は、アイテムをフィルター処理して、クエリがリスト ビュ

ーのしきい値を超えないようにする必要があります。 

 フィルター処理には、インデックス付きの列のみを使用する必要があります。 

 検討しているアイテムの総数が監査者と管理者に対するリスト ビューのしきい値 (既定は 20,000) を超える場合は、

複数のリストへの問い合わせにコンテンツ クエリ Web パーツを使用しないでください。 

 読み込み時間を短縮し、SQL Server の負荷を軽減するには、キャッシュを使用します。  

 

コンテンツ クエリ Web パーツを使用して、リストからコンテンツを取得します。コンテンツ クエリ Web パーツは、ページ、ドキュメン

ト、およびリスト アイテムに対して使用できます。既定でコンテンツ クエリ Web パーツはキャッシュされます。これにより、パフォーマ

ンスが向上し、SQL Server リソースへの影響も低減されます。既定のキャッシュ設定は 30 分です。したがって、データはほぼ

最新の状態を維持しますが、コンテンツ クエリ Web パーツは検索クエリより多くの SQL Server リソースを使用することにもな

ります。コンテンツ クエリ Web パーツは最小限の量の HTML を表示するため、ページのレンダリングは高速です。また、1 つの

ページに複数のコンテンツ クエリ Web パーツを構成することができます。キャッシュされるコンテンツ クエリ Web パーツは、リスト 

サイズが増大してもデータへの迅速なアクセスを提供します。キャッシュされないコンテンツ クエリ Web パーツは、類似のリスト ビ

ュー クエリと同程度の遅延が生じます。  

コンテンツ クエリ Web パーツは、ナビゲーション用のコンポーネントとして、またはページのコンテンツ ロールアップを提供するために

使用してください。たとえば、ドキュメント ライブラリにあるコンテンツの概要を提供するページを使用した上で、コンテンツ クエリ 

Web パーツを使用して、関連するページやドキュメントを返すことができます。その他の例として、現在のユーザーによって変更さ

れたアイテム、最新のアイテム、最高評価のアイテムなどがあります。ほとんどのユーザーがチェックイン、チェックアウト、バージョン管



 

 

理などのリスト アクションを行う必要がない、大量の読み取りを必要とするシナリオでは、コンテンツ クエリ Web パーツを使用で

きます。次の図は、最高評価のドキュメントを表示しているコンテンツ クエリ Web パーツです。 

 

コンテンツ クエリ Web パーツを使用して、リスト ビューに入力することなくコンテンツにアクセスすることができます。ユーザーが頻

繁にアクセスするコンテンツや追跡するアイテムが少量の場合があります。ドキュメント センター サイト テンプレートでは、既定で 

3 つのコンテンツ クエリ Web パーツが使用されています。1 つ目はログイン ユーザーによって変更されたアイテム、2 つ目は最高

評価のドキュメント、3 つ目は最新のドキュメントをそれぞれ返します。ランディング ページでは、これら 3 つのコンテンツ クエリ 

Web パーツをすべて組み合わせて、ユーザーが頻繁にアクセスしたり最も関心があるコンテンツを提供します。これにより、新しい

コンテンツの発見と、よく使用するドキュメントへの迅速なアクセスがサポートされます。別の例として、ユーザーが追跡するコンテン

ツをブックマークできるようにお気に入りリストを作成した上で、コンテンツ クエリ Web パーツを使用してお気に入りリストを返しま

す。これにより、ユーザーは、リスト自体にアクセスすることなく、頻繁に使用するコンテンツにすばやくアクセスできます。  

大容量リストでコンテンツ クエリ Web パーツを使用する際は、正しい結果を返すために、またリスト ビューのしきい値によってブロ

ックされないように注意すべき重要な点がいくつかあります。インデックス付き列を使用して、リスト ビューのしきい値未満の量にな

るようにアイテムをフィルター処理する必要があります。リストの 1 つが大容量リストである場合、クロス リスト クエリの使用はお勧

めしません。クロス リスト クエリに含まれるアイテムの総数が監査者と管理者に対するリスト ビューのしきい値 (既定は 

20,000) より多い場合は、操作がブロックされます。 

 



 

 

検索 Web パーツ 

 

検索クエリは、SQL Server リソースに直接アクセスするより拡張性があります。検索は、大量の読み取りを行うシナリオに合わ

せて最適化されており、SQL Server インスタンスの拡張に比べて、複数の検索インデックスやクエリ サーバーへのスケールアウト

が容易なためです。事前構成済みの検索 Web パーツ、検索ボックス、またはその組み合わせを使用して、ユーザーがコンテンツ

を取得する作業を支援できます。検索クエリは、クエリの負荷を検索インデックスに移す方法を提供することで、SQL Server の

負荷を軽減します。また、検索クエリは、コンテンツ クエリ Web パーツやリスト ビュー クエリに比べると、リスト サイズによる影響

は少ない方です。  

どのようなシナリオでも、検索を使用して、事前構成済みのクエリやユーザー指定のクエリから結果を表示することができます。検

索は、大規模ポイントで最高のパフォーマンスを提供します。アイテムに対してリスト アクションを行う必要がある場合や、最後に

クロールした時点の結果しか得られないためにデータをリアルタイムで表示する必要がある場合は、検索を使用すべきでありませ

ん。使用できる検索 Web パーツは 3 つあります。  

 

主要な検索結果 Web パーツ ページング付きの完全な結果。フル機能を装備した Web パーツ。システム指定また

はユーザー指定のクエリを受け付けることができます。 

フェデレーション検索結果 Web 

パーツ 

結果全体にアクセスするためのリンクがオプションで付いた小さな結果セット。  

検索ボックス Web パーツ クエリのユーザー入力を受け付けるために使用する Web パーツ。  



 

 

リスト ビュー 

 

リスト ビューとメタデータ ナビゲーションにより、フォルダー、インデックス、またはその両方を含む大容量ドキュメント ライブラリ内のコ

ンテンツの取得をサポートすることができます。リスト ビューによるクエリはリアルタイムで行われ、SQL Server データベースに直

接問い合わせを行います。したがって、最新の結果が得られる一方で、パフォーマンスにも最大の影響を及ぼします。全体的な

スループットが減少すると共に、リスト サイズが大きい場合は操作の遅延が増大します。また、リスト ビューは、読み込むページの

ほとんどのコンテンツを表示するため、リスト ビューのページ レンダリング時間が長くなりがちです。  

アイテムに対してリスト ビュー アクションを行う機能が必要な場合は、メタデータ ナビゲーションとリスト ビューを使用してください。

リスト ビューは、少量の読み取りを行うシナリオでリストを処理するための第一の方法になります。読み取り操作が多いシナリオで

は、リスト データにアクセスするための方法として、他のクエリ方法を第一に検討することをお勧めします。   

ビューの構成 

一般的な推奨事項の概要 : 

 ビューで使用する列を慎重に選択します。列の数が多くなるほど、多くのデータが表示され、ページの読み込み時間が

増大します。ページの読み込み時間と最適なユーザー エクスペリエンスのバランスが重要です。   

 ビュー内のマネージ メタデータやユーザー/グループなどの参照列の量をできる限り減らします。参照列が増えると、他の

データベース テーブルとの結合が発生し、データベースの負荷が増大するためです。 

 列の集計を使用しないでください。 

 インデックス付き列を使用してビューをフィルター処理しない場合は、フォルダー内のアイテムを表示するオプションを選択

し、また個々のフォルダーがリスト ビューのしきい値を超えるアイテムを持たないようにします。 

 ビューをインデックス付き列でフィルター処理して、返されるアイテムの量をリスト ビューのしきい値未満にします (特に、

サブフォルダーがない場合や、フォルダーにリスト ビューのしきい値を超えるアイテムがある場合)。 

 本来であればリスト ビューのしきい値によって阻止されるクエリに対して最新の結果が返すためのメタデータ ナビゲーショ

ン機能を有効にします。これは、ほとんどすべてのサイトでは既定で有効にされます。 

 フィルターされたビューをメタデータ ナビゲーションと組み合わせて使用する場合は、すべての結果が返されるように、場



 

 

所単位のビューを使用してメタデータ ナビゲーション ピボット用のフィルターされないビューを作成することを検討してくだ

さい。 

列の数と参照列の数 

ビューは、リスト データにアクセスするために最もよく使用される方法です。ユーザーがコンテンツを見つける方法を最適化し、パフ

ォーマンス要件を満たすには、ビューを慎重に選択する必要があります。大容量リストの場合は、ビューの構成方法について特に

注意してください。推奨されるビューは、標準ビューとカスタム ビューだけです。リスト ビューのしきい値によってブロックされる場合が

あるため、リスト ビューのしきい値を超えるリストには、データシート ビュー、ガント ビュー、およびカレンダー ビューはお勧めしません。

ビューに含まれる列はできる限り少なくする必要がありますが、特に参照列 (管理されたメタデータ、ユーザーまたはグループ、参

照) の数には注意してください。参照は他のテーブルとの結合を行い、パフォーマンスに影響するためです。  

列のフィルター処理と集計 

SharePoint Server 2010 の新しいリスト ビューのしきい値は、大容量リストでビューを使用する方法の大きな変更点です。

ビューがリスト ビューのしきい値を超える結果を返そうとすると、ユーザーはエラーを受け取ることになります。大容量リストで集計を

使用すると、リスト ビューのしきい値によって必ずブロックされるため、これは使用しないでください。重要な点は、スキャンする必要

があるアイテムの数であり、必ずしも返される行の数ではありません。あるビューに [色] 列 = “赤” というフィルターがあり、色がイ

ンデックス付き列ではない場合、このフィルターはブロックされる可能性があります。このクエリに一致するアイテムが 100 個しかな

いとしても、リストにアイテムが 10,000 個あれば、10,000 アイテムをスキャンする必要があります。この場合は、ユーザーがビュ

ーにアクセスしようとすると、エラーになります。この問題を解決するには、フォルダー、フィルターとインデックス、およびメタデータ ナビ

ゲーションを使用することができます。   

フォルダー 

どのフォルダーにもリスト ビューのしきい値を超えるアイテムが含まれないようにリストが整理されている場合は、フォルダー内のアイ

テムを表示するオプションを選択できます。結果をリスト ビューのしきい値未満までフィルター処理するメカニズムがない限り、フォ

ルダーの外部にあるすべてのアイテムを表示することは避ける必要があります。   

インデックス付け 

インデックスがない [色] 列に対するクエリが失敗する例を前に説明しました。この問題を解決するために [色] 列にインデックス

付けすると、値が十分に明確であれば、クエリが機能します。赤のアイテムが 100 個しかない場合は機能しますが、一致するア

イテムがリスト ビューのしきい値を超える場合は、インデックスがあってもブロックされます。ID フィールド、フォルダー構造、および複

数値参照列は、システム内で既定でインデックス付けされます。新しく作成されてフィルター処理に使用される列はすべて、インデ

ックスを手動で作成する必要があります。  

ビューの例 

最近変更されたアイテム 

[最近変更されたアイテム] ビューは、最近変更されたアイテムの表示に使用されます。最近変更されたさまざまなソースのコンテ

ンツにユーザーが頻繁にアクセスする場合に、既定のビューとして使用できます。このビューは、あらゆるアイテムに対して必ず設定

されるシステム メタデータを使用しているため、簡単に構成できます。大容量リストに対しては、アイテム制限をリスト ビューのしき

い値未満に設定するか、結果をリスト ビューのしきい値未満までフィルター処理するか、そのどちらかを行う必要があります。このビ

ューを作成するには、変更されたフィールドにインデックス付けし、降順で並べ替える必要があります。[更新日時] 列にフィルター

を指定し、[Today-x] という式を使用します。ここで、x は日数で、この日数分のデータが表示されます。[次の値より以上] オ

プションを選択します。[Today-x] という式は、リスト ビューのしきい値未満のアイテムを返すようにします。  

個人用アイテム 



 

 

[個人用アイテム] ビューは、ユーザーが頻繁に自分のドキュメントにアクセスするようなリポジトリで使用します。このビューは、あら

ゆるアイテムに対して必ず設定されるシステム メタデータを使用しているため、簡単に構成できます。このビューでは、[更新者] 

列、[作成者] 列、またはその両方を使用してフィルター処理します。これらのフィルターでこのビューを作成するには、[更新者] 

列を選択し、値を [ME] に設定します。さらに、OR を使用して 2 つ目のフィルターで [作成者] 列を選択し、この値も [ME] 

に設定します。複数のユーザーが同じドキュメントを編集する場合は、[更新者] 列に加えて [作成者] 列を使用する必要があ

ります。[更新者] は複数ユーザー列ではないため、このビューには、あるユーザーが変更したことがあるすべてのドキュメントが表

示されるわけではありません。この例では、OR 操作を使用しているため、両方の列にインデックス付けする必要があります。   

まとめ 
SharePoint Server 2010 は、大容量リスト処理のユーザー エクスペリエンスとパフォーマンスを向上させる新機能と強化機

能を備えています。スロットルや制限が他のユーザーのためにファームのパフォーマンスの低下を防ぎ、大量の SQL Server リソ

ースを過度に消費する操作を阻止します。メタデータの強化とメタデータ ナビゲーションにより、リスト データを取得する際のエクス

ペリエンスが向上しています。また、大容量リストを処理するコンテンツ クエリ Web パーツ、検索、およびリスト ビューを構成でき

ます。ニーズに合った適切なソリューションを作成するには、それでもなお慎重な計画が必要です。ただし、良好なパフォーマンス

を実現できるように設計されたソリューションがすぐに使用できるように用意されているため、これを構成することで大容量リストを

迅速に開発することができます。  


