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はじめに

はじめに
本書は、サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーの操作方法について説明しています。

対象読者
本書の対象読者は次のとおりです。
一般ユーザー：サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーを使用するユーザーです。
システム管理者：サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーを管理する権限を持つユーザーです。

本書で使用している表記
本書では、次の表記を使用しています。
表記
注意
補足
［ ］
- ###ページ

意味
操作に注意が必要な事項や制限事項
操作の補足説明や別の操作方法、知っていると便利な情報
画面上のボタン、リンクまたはタブ
参照先のページ

本書の作成環境
本書の作成環境は、次のとおりです。
OS： Windows 7 SP1
Web ブラウザー： Internet Explorer 8
製品バージョン： サイボウズ ガルーン バージョン 3.1.0
本書で掲載している画面表示は、お使いの Web ブラウザーによって異なります。

本書で使用している製品名称と略称
本書では、次の略称を使用しています。
略称
全文検索サーバー

製品名
サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバー バージョン 1.0.x

ガルーン

サイボウズ ガルーン バージョン 3.x.x

本書の取り扱いについて
この文書内における掲載情報の二次利用においては、ご自身の判断と責任の下に行ってください。
サイボウズ株式会社は、それらの情報をご利用になることにより発生したあらゆる商業的損害・損失を含め一切の
直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。
また、本文書を二次利用し作成した文書には、次のような当社の著作権表示文を記載してください。
「本文書は、サイボウズ株式会社による『サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル』を一部引用してい
ます。」

商標について
記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれ
ていることがあります。
個別の商標･著作物に関する注記については、弊社の Web サイトを参照してください。
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なお、本文および図表中では、(TM)マーク、(R)マークは明記していません。
OpenSSL (Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.)
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)
This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)
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1 章 全文検索サーバーの概要

全文検索サーバーの概要

1章

全文検索サーバーの概要について説明します。

1.1

特徴

全文検索サーバーは、ガルーンで作成した文書や添付ファイルなどをまとめて検索するためのサーバーです。ガ
ルーンの検索対象のアプリケーションで更新されたデータを定期的にクロールし、その結果を全文検索サーバー側
のデータベースに記録します。蓄積したデータでインデックスを作成するため、検索にかかる時間を短縮できます。

クロールの仕組みについて
ガルーンは、全文検索サーバーのクローラーに送信したデータに、クロール済みのフラグを立てます。全文検索サー
バーは、フラグがないデータだけをクロールします。ガルーンでクロール済みのデータが更新されると、フラグが外れ
て、次のクロールの対象データになります。
補足
ユーザーにアクセス権のないデータは、検索できません。
全文検索サーバーは、全文検索サーバー側に蓄積されたデータをもとに検索を行います。このためクロールを停
止している時間帯やクロールのタイミングによっては、検索対象のアプリケーション側の最新情報やアクセス権の
変更がすぐに反映されない場合があります。

1.2

試用期間とサービスライセンスの有効期限について

「システム管理」画面には、全文検索サーバーの試用期間とサービスライセンスの終了日が表示されます。

試用期間について
全文検索サーバーの試用期間は、インストール後 60 日間です。

サービスライセンス
バージョン 1.0.1 以前の全文検索サーバーを利用する場合
試用期間が終了した後、全文検索サーバーの基本サーバーライセンスのキーを登録しない場合は、ガルーンの全
文検索を利用できません。
管理者は「システム管理」画面で、ライセンスの管理と動作環境の確認のみ操作できます。
サービス期間を延長するには、全文検索サーバーの継続サービスライセンスキーを登録する必要があります。
「3.4.1 ライセンスを登録する」 -

30 ページ

バージョン 1.0.2 以降の全文検索サーバーを利用する場合
全文検索サーバーの基本サーバーライセンスのキーを登録する必要はありません。
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1.3 導入の流れ
サービス期間を延長するには、ガルーンの継続サービスライセンスキーの登録が必要です。
補足
全文検索サーバーを継続して利用するには、お使いの製品のバージョンに合ったサービスライセンスのキーを登
録する必要があります。
ライセンスの終了日から 30 日以内に、継続サービスライセンスのキーを登録しない場合、次のサービスを利用で
きません。
メジャーバージョンアップ
マイナーバージョンアップ
テクニカルサポート
アーカイブライブラリサービス
サイボウズ製品情報の提供（電子メール）

1.3

導入の流れ

全文検索サーバーを導入する前に、情報の確認、インストール、設定などが必要です。次の流れにしたがって作業し
てください。
補足
ガルーンのインストールについては、『ガルーン インストールマニュアル』の「インストールする」を参照してくださ
い。
プログラムと設定情報を準備する
「2.2.1 インストールの準備をする」 - 11 ページ

全文検索サーバーをインストールする
「2.2.2 Windows 環境にインストールする」 - 12 ページ
「2.2.3 Linux 環境へインストールする」 - 13 ページ

ガルーンで全文検索を設定する
「3.2 ガルーンを設定する」 - 23 ページ

全文検索サーバーを設定する
次のマニュアルを参照してください。
『サイボウズ ガルーン 管理者マニュアル』「全文検索」

全文検索サーバーにガルーンを登録する
全文検索サーバーのシステム管理画面で、検索対象製品を登録し、クローラーを起動させます。
「3.3.4 クロールの設定を管理する」 - 25 ページ
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システムの操作

2章

全文検索サーバーのインストール、バージョンアップ、アンインストールなど、システムを構築するために必要な準備
と設定について説明します。

2.1

作業前に確認すること

全文検索サーバーの動作環境やネットワークの設定などについて説明します。全文検索サーバーをインストールま
たはバージョンアップする前に必ずこの章をお読みください。
注意
全文検索サーバーとガルーンは、異なるサーバーにインストールする必要があります。詳細は、弊社 Web サイト
を参照してください。
http://faq.cybozu.info/alphascope/cybozu/web/garoon3/Detail.aspx?id=1133

2.1.1

動作環境

全文検索サーバーの動作環境は次のとおりです。（2014 年 6 月現在）
対応 OS
ハードウェア

OS

バージョン

クアッドコア インテル Xeon プロセッ
サー X5355 2.66GHz 2x4MB L2
キャッシュ ×2 以上
メモリー:8GB 以上

Windows（64bit）

Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition（SP2）
Windows Server 2008 Standard x64（SP2）
Windows Server 2008 Enterprise x64（SP2）
Windows Server 2008 R2 Standard x64
Windows Server 2008 R2 Enterprise x64
Windows Server 2008 R2 Standard x64（SP1）
Windows Server 2008 R2 Enterprise x64（SP1）
Windows Server 2012 Standard x64 Edition

Linux（64bit）

Red Hat Enterprise Linux AS v.4
Red Hat Enterprise Linux ES v.4
Red Hat Enterprise Linux 5
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform
Red Hat Enterprise Linux 6

対応 Web ブラウザー
Web ブラウザー

OS
Windows

Internet Explorer 6、7、8、9
Mozilla Firefox 最新版

Mac OS

Safari 最新版
Mozilla Firefox 最新版

補足
Web ブラウザーの仕様によって、画面の表示が異なります。
最新の動作環境は弊社 Web サイトを参照してください。
http://products.cybozu.co.jp/garoon/product/environment/#a04
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2.1 作業前に確認すること
Web ブラウザーの設定については、弊社 Web サイトで紹介しています。
http://manual.cybozu.co.jp/tech/webbrowser/

サーバー環境構築例
全文検索サーバーをインストールするサーバーの環境構築例は、次の弊社 Web サイトを参照してください。
「環境構築例」 - 「全文検索サーバー環境構築例」：
http://products.cybozu.co.jp/garoon/product/construction/index.html

2.1.2

HTTP のポート番号

全文検索サーバーとガルーンのサーバーは、HTTP プロトコルを使用して通信します。
通常は、8080 番ポートを使用します。
注意
全文検索サーバーをファイアウォール経由で使用する場合は、全文検索サーバーとガルーンのサーバーが通信
に使用するポートだけを公開します。
HTTP のポート番号は、次のファイルの Connector の Port 属性の値で確認できます。
全文検索サーバー設定ファイル（server.xml）
<!-Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->
<Connector port="8080" maxHttpHeaderSiz="8192"

a

a) ポート番号
全文検索サーバーを初期設定のディレクトリーにインストールした場合、server.xml は次のディレクトリーに保存され
ます。
Windows 環境：C:¥Program Files¥cybozu¥cbsearch¥conf
Linux 環境：/usr/local/cybozu/cbsearch/conf

2.1.3

データベースエンジンのポート番号

全文検索サーバーのプログラムとデータベースエンジンは、TCP/IP を使用して通信します。
通常は、3770 番ポートを使用します。インストールした環境によって、異なるポート番号が設定されている場合があ
ります。
注意
データベースエンジンが通信に使用するポートは、外部に公開しないでください。
データベースエンジンのポート番号は、次のファイルで確認できます。
データベースサーバー設定ファイル（my.ini）
[mysqld]
port

=

3770

全文検索サーバーを初期設定のディレクトリーにインストールした場合、my.ini は次のディレクトリーに保存されま
す。
サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル
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Windows 環境：C:¥Program Files¥cybozu¥mysql-5.0¥etc
Linux 環境：/usr/local/cybozu/mysql-5.0/etc

2.1.4

IP アドレスによるアクセス制限

全文検索サーバーが使用しているバージョンの Apache Tomcat と Apache Struts には、次の脆弱性が存在します。
Apache Tomcat：
PHP, Tomcat などを利用して開発されたウェブアプリケーションにおけるサービス運用妨害(DoS) の脆弱性
(CVE-2011-4885 等)
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20120106-web.html
Apache Struts：
Apache Struts の ActionForm オブジェクトにおける ClassLoader を操作される脆弱性
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2014/JVNDB-2014-002308.html
上記の脆弱性が悪用されると、不正なリクエストによってシステムの動作が妨害される恐れがあります。
インターネット上で全文検索サーバーを運用している場合は、信頼できるアクセス元からのアクセスのみを許可する
ことを推奨します。
アクセス制限の例
次のアクセス元の IP アドレスのみを許可します。
ガルーンを運用しているサーバーマシン
システム管理者が全文検索サーバーの管理画面にアクセスするときに使用するクライアントパソコン
補足
全文検索サーバーをイントラネットで運用している場合は、上記の脆弱性の影響は小さくなります。

2.1.5

検索対象のアプリケーション名とファイル形式

全文検索サーバーが対応するガルーンのアプリケーションと、検索できるファイルのファイル形式は、次のとおりで
す。

検索対象のアプリケーション
メッセージ
掲示板
ファイル管理
メール
補足
各アプリケーションの検索対象の詳細は、ガルーンのヘルプを参照してください。

ファイル形式
次の形式の添付ファイルの内容を検索できます。
製品またはファイルタイプ
Word

10
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2.2 インストールする
製品またはファイルタイプ

拡張子

Excel

.xls、.xlsx、.xlsm

PowerPoint
PDF

.ppt、.pptx、.pptm
.pdf

JUSTSYSTEM
HTML

一太郎.jtd
.html、.htm

XML
テキスト

.xml
MIME タイプが Text/plain のファイル（.txt .log .ini など）

補足
ファイルサイズが 40MB 以上のファイルは、検索できません。

2.2

インストールする

全文検索サーバーをインストールする手順を説明します。

2.2.1

インストールの準備をする

全文検索サーバーをインストールするために必要な設定、プログラムおよび情報は次のとおりです。

インストーラーの設定
全文検索サーバーを次の OS にインストールする場合、インストール前にインストーラーの設定を変更する必要があ
ります。手順は次のとおりです。
Windows Server 2008 Enterprise x64
Windows Server 2008 Standard x64
操作手順：

1

2
3

ファイルのプロパティから、「互換性」タブを選択し、互換モードの「互換モードでこのプログラムを実行する」の
チェックボックスを選択します。
ドロップダウンリストから、「Windows Server 2003（Service Pack 1）」を選択します。
[OK]をクリックします。

全文検索サーバーをインストールするために必要なプログラムと情報
必要な情報
インストーラー

説明
最新版の全文検索サーバーのインストーラーは、弊社 Web サイトから、サー
バーの OS にあわせてダウンロードする必要があります。
http://products.cybozu.co.jp/garoon/download/
インストールするサーバーの OS によってインストーラーが異なります。
インストーラーの名称
Windows（64bit）版：cbsearch64-1.0.x.exe
Linux（64bit）版：cbsearch64-1.0.x.bin

サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル
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必要な情報
データベース管理ユーザー（cbroot）の
パスワード

説明
全文検索サーバーのデータベースを管理するユーザーのパスワードです。シ
ステムで内部的に使用されるユーザーです。
使用できる文字は、a-z、A-Z、0-9、_（アンダーバー）です。文字数は、6～10
文字です。
一度設定したパスワードは変更できません。パスワードは、厳重に管理する必
要があります。

システム管理用のパスワード

全文検索サーバーのシステムを管理するために必要なパスワードです。
使用できる文字は、a-z、A-Z、0-9、_（アンダーバー）です。文字数は、6～10
文字です。

インストール識別子

1 台のサーバーに複数の全文検索サーバーをインストールする場合に指定す
る、個々の全文検索サーバーを識別するための文字列です。
使用できる文字は、「a-z、A-Z、_（アンダーバー）」と、その後に「0-9」（数字）を
つけた文字列です。識別子の文字数は、10 文字以内です。
初期値は、「cbsearch」です。

アプリケーションディレクトリー

全文検索サーバーをインストールする先のディレクトリーです。
初期設定は次のディレクトリーです。
・Windows 版：C:¥Program Files¥cybozu
・Linux 版：/usr/local/cybozu

補足
全文検索サーバーを設定するために必要な情報については、次のページを参照してください。
「2.1 作業前に確認すること」 - 8 ページ
インストール時に設定できるシステム管理用のパスワードは、最大 10 文字です。11 文字以上のパスワードを設
定する場合は、インストール後にシステム管理の「システムパスワードの設定」で、パスワードを変更します。
「3.3.2 全文検索サーバーのパスワードを設定する」 - 24 ページ

2.2.2

Windows 環境にインストールする

全文検索サーバーを Windows 環境にインストールする手順を説明します。
注意
すべての Windows プログラムを終了してから、全文検索サーバーをインストールします。
データベース管理ユーザーのパスワードは厳重に管理する必要があります。パスワードを忘れた場合、パスワー
ドの再設定や全文検索サーバーを別のサーバーに移行することができません。
操作手順：

1
2

サーバーマシンに、Administrator 権限を持つユーザーでログインする
インストーラー「cbsearch64-1.0.x.exe」を実行する
全文検索サーバーを次の OS にインストールする場合、設定を変更する必要があります。
•
•

Windows Server 2008 Enterprise x64
Windows Server 2008 Standard x64

次のページを参照してください。
「インストーラーの設定」- 11 ページ

3
4

インストールを続行する場合は[次へ]をクリックする
製品の試用許諾契約を確認し、同意する場合は「許諾契約の条項に同意する」を選択して[次へ]をクリックする
試用許諾契約に同意しない場合、[キャンセル]をクリックします。インストーラーが終了します。
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5

アプリケーションディレクトリーを確認し、[次へ]をクリックする
アプリケーションディレクトリーを変更する場合、[選択]をクリックしてディレクトリーを指定します。
アプリケーションディレクトリーを初期設定のディレクトリーに戻す場合、[デフォルトのフォルダに戻す]をクリック
します。
あらかじめサイボウズ製品をインストールしている場合、「すでにサイボウズアプリケーションディレクトリーが存
在します。」と表示されます。

6

データベース管理ユーザーのパスワードを入力し、[次へ]をクリックする
データベース管理ユーザーのパスワードは、厳重に管理する必要があります。

7
8
9

システム管理用のパスワードを入力し、[次へ]をクリックする
インストール識別子を確認し、[次へ]をクリックする
設定した内容と表示された内容に間違いがないかを確認し、[インストール]をクリックする
インストールが始まります。

10
11

「インストール完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックする
「サイボウズ(R) 全文検索サーバーのトップページにジャンプします。」というダイアログが表示されたら、[OK]
をクリックする

2.2.3

Linux 環境へインストールする

全文検索サーバーを Linux 環境にインストールする手順について説明します。
注意
エンコードは UTF-8 を使用します。UTF-8 以外のエンコードを使用した場合、インストール時の画面で文字化け
が発生します。
SELinux が有効な状態では、全文検索サーバーは正常に動作しません。全文検索サーバーを利用するには、
SELinux を無効にします。
データベース管理ユーザーのパスワードは厳重に管理する必要があります。パスワードを忘れた場合、パスワー
ドの再設定や全文検索サーバーを別のサーバーに移行することができません。
操作手順：

1
2
3

サーバーマシンに、root ユーザーでログインする
インストーラー「cbsearch64-1.0.x.bin」が存在するディレクトリーに移動する
インストーラー「cbsearch64-1.0.x.bin」を実行する
[root@garoon admin]# sh cbsearch64-1.0.x.bin

4

Enter キーを押す
===============================================================================
サイボウズ(R) 全文検索サーバー
----------------全文検索サーバーセットアップへようこそ
このプログラムは、全文検索サーバーをコンピュータにインストールします。
続行するには<ENTER> キーを押します。:

サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル
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5

Enter キーを押して製品の試用許諾契約を確認し、同意する場合は Y キーを押し、Enter キーを押す
この許諾契約の条項に同意しますか。(Y/N): Y

試用許諾契約に同意しない場合、N キーを押し、Enter キーを押します。警告が表示され、N キーを押すとイン
ストーラーが終了します。

6

アプリケーションディレクトリーを確認し、Enter キーを押す
===============================================================================
サイボウズアプリケーションディレクトリーの設定
----------------サイボウズアプリケーションディレクトリーを設定してください。
サイボウズアプリケーションディレクトリーは、すべてのサイボウズアプリケーションで共用するディレクトリーです。
これまで別のディレクトリーを設定していなければ、デフォルトのフォルダのまま次へ進んでください。
［/usr/local/cybozu］: (DEFAULT: /usr/local/cybozu):

アプリケーションディレクトリー内のディレクトリーに、アンインストーラー（「uninstall」および
「uninstall_cyde_5_0」）が格納されます。
サイボウズ製品をインストールしている場合、「すでにサイボウズアプリケーションディレクトリーが存在します。」
が表示されます。

7

データベース管理ユーザーのパスワードを入力し、Enter キーを押す
===============================================================================
データベース管理ユーザーの設定
----------------データベース管理ユーザーのパスワードを入力してください。
（使用できる文字は「a-z,A-Z,0-9,_」です。長さは 6 文字以上、10 文字以内で設定してください。）
パスワード::********

データベース管理ユーザーのパスワードは、厳重に管理する必要があります。

8

もう一度、データベース管理ユーザーのパスワードを入力し、Enter キーを押す
===============================================================================
パスワード( 確認用)::********

9

システム管理用のパスワードを入力し、Enter キーを押す
===============================================================================
システム管理用のパスワードの設定
----------------システム管理画面にログインするためのパスワードを入力してください。
（使用できる文字は「a-z,A-Z,0-9,_」です。長さは 6 文字以上、10 文字以内で設定してください。）
パスワード::********

10

もう一度、システム管理用のパスワードを入力し、Enter キーを押す
===============================================================================
パスワード( 確認用)::********

14
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11

インストール識別子を確認し、Enter キーを押す
===============================================================================
インストール識別子の設定
----------------インストールするアプリケーションの識別子を入力してください。
インストール識別子は、インストールごとに異なっている必要があります。
（使用できる文字は、「a-z」、またはその後に「0-9」をつけたものになります。また、識別子の長さは 10 文字以内として
く
ださい。）
［cbsearch］: (DEFAULT: cbsearch):

12

設定した内容と表示された内容に間違いがないかを確認し、Enter キーを押す
インストールが始まります。
===============================================================================
インストール準備完了
----------------インストールを開始する準備が整いました。
サイボウズアプリケーションのディレクトリー
/usr/local/cybozu
インストール識別子
cbsearch
データベースエンジンで使用するポート番号
3770
サービスで使用するポート番号
8080
以上の設定でインストールを開始してもよろしいですか？
インストールするには<ENTER> キーを押してください。:

13

「インストールの完了」が表示されたら、Enter キーを押す
「システム管理」画面の URL が表示されます。続いて、ガルーンで全文検索サーバーを利用するための設定を
行ってください。
「3.2 ガルーンを設定する」-23 ページ
===============================================================================
サイボウズ(R)全文検索サーバーインストールの完了
----------------インストールは正常に終了しました。
Web ブラウザーを起動し、次の URL にアクセスしてください。
http://172.29.20. xx:8080/search-admin
<ENTER> キーを押すと、インストーラが終了します。:

注意
インストーラーが終了するまでに時間がかかる場合があります。インストーラーが終了するまで、ほかの操作を行
わないでください。

2.2.4

インストール後に行う作業

インストールが終了したら、インデックスファイルのサイズの上限値を変更します。
サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル
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設定ファイル（SearchAdmin.properties）の initial_n_segments の値を、次のように変更します。
変更前：512（初期値）
変更後：8192
initial_n_segments を 8192 に設定すると、検索対象のアプリケーションごとに、最大 128GB のインデックスファイル
を作成できます。初期値（512）の場合、作成できるインデックスファイルの最大値は 8GB です。
インデックスファイルのサイズが上限値を超えると、インデックスを蓄積できなくなります。インデックスの蓄積を再開
するには、インデックスファイルのサイズの上限を増やし、インデックスを再作成する必要があります。
注意
インデックスファイルのサイズの上限値の変更は、全文検索サーバーの設定より前に行います。
「3.3 全文検索サーバーを設定する」 - 24 ページ
補足
検索やクロールを高速化するには、インデックスファイルのサイズ以上のメモリーを搭載することを推奨します。
操作手順：

1

全文検索サービス、サイボウズ データベースエンジンの順に停止する
「付録 D.1 サービスを停止する」 - 49 ページ

2

インデックスファイルのサイズの上限値を変更する
設定ファイル（SearchAdmin.properties）を編集し、インデックスファイルのサイズの上限値を変更します。
全文検索サーバーを標準のディレクトリーにインストールした場合、SearchAdmin.properties は、次のディレク
トリーに保存されています。
•

Windows 環境：（全文検索サーバーのインストールディレクトリー）
¥shared¥classes¥SearchAdmin.properties

•

Linux 環境：（全文検索サーバーのインストールディレクトリー）/shared/classes/SearchAdmin.properties

ファイルのサイズの設定例：

3

•

掲示板：bulletin.initial_n_segments=8192

•

メール：mail.initial_n_segments=8192

•

メッセージ：message.initial_n_segments=8192

•

ファイル管理：cabinet.initial_n_segments=8192

サイボウズ データベースエンジン、全文検索サービスの順に起動する
「付録 D.2 サービスを起動する」 - 49 ページ
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2.3

バージョンアップする

全文検索サーバーをバージョンアップする手順を説明します。

2.3.1

Windows 環境でバージョンアップする

全文検索サーバーを Windows 環境でバージョンアップする手順を説明します。
注意
すべての Windows プログラムを終了してから、全文検索サーバーをバージョンアップします。
バージョンアップの処理中は、バージョンアップを中止しないでください。
操作手順：

1
2

サーバーマシンに、Administrator 権限を持つユーザーでログインする
全文検索サーバーを停止する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択し、次の
サービスを停止します。
全文検索サービス：CybozuSearchServercbsearch

3

検索対象データをバックアップする
「3.5.2 検索対象データのバックアップする」- 31 ページ

4

サイボウズ データベースエンジンを起動する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択し、次の順
にサービスを起動します。
サイボウズ データベースエンジン：Cybozu_Database_Engine_5_0

5

インストーラー「cbsearch64-1.0.x.exe」を実行する
全文検索サーバーを Windows Server 2008 Enterprise x64 の OS にインストールする場合、インストーラー
の設定を変更する必要があります。詳細については、次のページを参照してください。
「インストーラーの設定」- 11 ページ

6
7
8
9

「下で選択した製品をアップデートする」を選択し、バージョンアップする製品を選択してから[次へ]をクリックす
る
バージョンアップを続行する場合は、[はい]をクリックする
「インストール完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックする
「サイボウズ(R) 全文検索サーバーのトップページにジャンプします。」というダイアログが表示されたら、[OK]
をクリックする

2.3.2

Linux 環境でバージョンアップする

全文検索サーバーを Linux 環境でバージョンアップする手順について説明します。

サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル
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注意
インストーラーを、Web サーバーの実行ユーザー（Apache など）が実行可能なディレクトリーに配置します。配
置ディレクトリーまでのすべてのディレクトリーに実行権限が必要です。
エンコードは UTF-8 を使用します。UTF-8 以外のエンコードを使用した場合、バージョンアップ時の画面で文
字化けが発生します。
バージョンアップの処理中は、バージョンアップを中止しないでください。
操作手順：

1
2

サーバーマシンに、root ユーザーでログインする
全文検索サーバーを停止する
次のサービスを停止します。
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cbss_cbsearch stop

3

検索対象データをバックアップする
「3.5.2 検索対象データのバックアップする」- 31 ページ

4

サイボウズ データベースエンジンを起動する
次のサービスを起動します。
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cyde_5_0 start

5
6

インストーラー「cbsearch64-1.0.x.bin」が存在するディレクトリーに移動する
インストーラー「cbsearch64-1.0.x.bin」を実行する
[root@garoon admin]# sh cbsearch64-1.0.x.bin

7

「2」を入力し、Enter キーを押す
===============================================================================
サイボウズ(R) 全文検索サーバー
----------------すでにサイボウズ(R) 全文検索サーバーがインストールされています。
新たにサイボウズ(R) 全文検索サーバーをインストールするか、インストール済みのサイボウズ(R) 全文検索サー
バーを
バージョンアップするかを選択してください。
1- 新規にインストールする
-> 2- バージョンアップする
選択する項目の番号を入力するか、デフォルトを使用する場合は<ENTER> キーを押してください。:

8

18

バージョンアップする製品のインストール識別子を入力し、Enter を押す
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2.4 アンインストールする
===============================================================================
インストール識別子の設定
----------------すでにインストールされているアプリケーションの識別子は以下のとおりです。
選択した識別子のアプリケーションをバージョンアップします。
cbsearch
バージョンアップするアプリケーションの識別子を入力して下さい。
インストール識別子は、インストールごとに異なっている必要があります。
（使用できる文字は、「a-z」、もしくはその後に「0-9」をつけたものになります。また、識別子の長さは 10 文字以内とし
て
ください。）
[cbsearch]: (DEFAULT: cbsearch):

9

バージョンアップを続行する場合は、「1」を入力して Enter を押す
===============================================================================
バージョンアップを開始します。
よろしいですか？
-> 1- YES
2- NO
選択する項目の番号を入力するか、デフォルトを使用する場合は<ENTER> キーを押してください。:

10

「インストールの完了」が表示されたら、Enter キーを押す
===============================================================================
サイボウズ(R) 全文検索サーバーインストールの完了
----------------インストールは正常に終了しました。インストーラ終了後に
Web ブラウザーを起動し、次の URL にアクセスしてください。
http://172.29.10.99:8080/search-admin
<ENTER> キーを押すと、インストーラが終了します。:

注意
インストーラーが終了するまでに時間がかかる場合があります。インストーラーが終了するまで、ほかの操作を行
わないでください。

2.4

アンインストールする

全文検索サーバーをアンインストールする手順を説明します。

2.4.1

Windows 環境でアンインストールする

全文検索サーバーを Windows 環境でアンインストールする手順を説明します。
注意
手順どおりアンインストールを行わなかった場合、完全にアンインストールできない場合があります。

サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル
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操作手順：

1
2

サーバーマシンに、Administrator 権限を持つユーザーでログインする
Windows のスタートメニューから、［設定］＞［コントロールパネル］＞［プログラムの追加と削除］を選択する
「Windows Server 2008 Enterprise x64」または「Windows Server 2008 Standard x64」でガルーンと同じ
サーバーに全文検索サーバーをインストールした場合は、アンインストーラー（uninstall.exe）を使ってアンイン
ストールします。
「uninstall.exe」を管理者モードで実行し、手順 3 に進んでください。
「uninstall.exe」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックすることによって、「uninstall.exe」を管理者モード
で実行できます。
初期設定のディレクトリーにインストールした場合は、uninstall.exe は次のディレクトリーに保存されます。
C:¥Program Files¥cybozu¥cbsearch

3
4
5
6

「サイボウズ(R) 全文検索サーバー1.0.x (cbsearch)」を選択し、[変更と削除]をクリックする
アンインストールを続行する場合は[次へ]をクリックする
「完全アンインストール」をクリックし、[次へ]をクリックする
「アンインストール完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックする
続いて、サイボウズ データベースエンジンのアンインストールを行います。

7
8

「Cybozu Database Engine 5.0」を選択し、[変更と削除]をクリックする
「完全アンインストール」を選択し、[次へ]をクリックする

これで Windows 版の完全アンインストールは終了です。
補足
データベースをアンインストールせずに全文検索サーバーのデータを削除する場合は、アプリケーションのアンイ
ンストール後に、MySQL データを削除する必要があります。
削除する対象は、「（サイボウズアプリケーションのディレクトリー）¥mysql-5.0¥data」の下の、インストール識別
子と同じ名前のディレクトリー以下のすべてのデータです。
例）C:¥Program Files¥cybozu¥mysql-5.0¥data¥cbsearch

2.4.2

Linux 環境でアンインストールする

全文検索サーバーを Linux 環境でアンインストールする手順について説明します。
注意
手順どおりアンインストールを行わなかった場合、完全にアンインストールできない場合があります。
同じサーバーマシンに、ガルーンをインストールしている場合は、データベースをアンインストールしないでくださ
い。アンインストールすると、ガルーンが使用できなくなります。
操作手順：

1
2

サーバーマシンに、root ユーザーでログインする
アンインストーラー「uninstall」が存在するディレクトリーに移動する
アンインストーラー（uninstall）は、「（アプリケーションディレクトリー）/（アプリケーション識別子）/」ディレクトリー
に格納されています。初期設定のディレクトリーにインストールした場合、「uninstall」は
「/usr/local/cybozu/cbsearch/」ディレクトリーにあります。
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2.4 アンインストールする
[root@garoon admin]# cd /usr/local/cybozu/cbsearch
[root@garoon cbsearch]#

3

アンインストーラー「uninstall」を実行する
[root@garoon cbsearch]# sh uninstall

4

Enter キーを押す
===============================================================================
サイボウズ(R) 全文検索サーバーのアンインストール
----------------サイボウズ(R)全文検索サーバーをアンインストールします。
この操作を行うと、インストール時に作成されたすべての機能が削除されます。
続行するには<ENTER> キーを押します。:

5

「1」を入力し、Enter キーを押す
===============================================================================
アンインストール方法の選択
----------------いずれかのアンインストール方法を入力してください。
->1- 完全アンインストール
インストール時に追加された、テンプレートやソースファイルなどを含めて完全にアンインストールします。
2- 通常アンインストール
削除する対象を選択し、アンインストールします。
［1/2］: 1

インストール時に追加されたすべてのファイルをアンインストールする場合は、「1」（完全アンインストール）を入
力し、Enter キーを押します。
設定ファイルを残してアンインストールする場合は、「2」（通常アンインストール）を入力し、Enter キーを押しま
す。
続いて、サイボウズ データベースエンジンをアンインストールします。

6

アンインストーラー「uninstall_cyde_5_0」が存在するディレクトリーに移動する
アンインストーラー（uninstall_cyde_5_0）は、「（アプリケーションディレクトリー）/mysql-5.0/」ディレクトリーに格
納されています。初期設定のディレクトリーにインストールした場合、「uninstall_cyde_5_0」は
「/usr/local/cybozu/mysql-5.0/」ディレクトリーに保存されます。
[root@garoon cbsearch]# cd /usr/local/cybozu/mysql-5.0
[root@garoon mysql-5.0]#

7

アンインストーラー「uninstall_cyde_5_0」を実行する
[root@garoon cbsearch]# sh uninstall_cyde_5_0 complete

これで Linux 版の完全アンインストールは終了です。
サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル
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補足
データベースをアンインストールせずに全文検索サーバーのデータを削除する場合は、アプリケーションのアンイ
ンストール後に、MySQL データを削除する必要があります。
削除する対象は、「（サイボウズアプリケーションのディレクトリー）/mysql-5.0/data」の下の、インストール識別子
と同じ名前のディレクトリー以下のすべてのデータです。
例）/usr/local/cybozu/mysql-5.0/data/cbsearch
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3.1 管理の流れ

3章

管理者の操作

全文検索サーバーの設定、ガルーンの設定、全文検索サーバーの保守などについて説明します。

3.1

管理の流れ

全文検索を使用するためには、ガルーン側の設定と全文検索サーバー側の設定が必要です。インストール直後は、
必ず次の手順どおり設定を行ってください。
ガルーンで全文検索を設定する
ガルーン側で全文検索を使用するための設定を行います。

「3.2 ガルーンを設定する」-23 ページ
全文検索サーバーの設定を行う
全文検索サーバーとガルーン 3 の間の通信に使用する通信パスワードやクロール停止時間を設定します。
「3.3 全文検索サーバーを設定する」 - 24 ページ

3.2

ガルーンを設定する

全文検索サーバーを利用するには、ガルーン側で設定が必要です。

3.2.1

アプリケーションを使用可能にする

ガルーンのアプリケーションとして、全文検索を使用できるように設定します。
バージョン 3.0.0 より前のガルーンからバージョンアップした場合は、ガルーンで全文検索サーバーを使用可能に設
定する必要があります。
アプリケーションの使用を開始する手順については、次のマニュアルを参照してください。
『サイボウズ ガルーン 管理者マニュアル』「使用するアプリケーションを設定する」

3.2.2

ガルーンの通信パスワードを設定する

ガルーンと全文検索サーバーとの通信に使用するパスワードを設定します。ガルーン側で設定したパスワードと同じ
パスワードを全文検索サーバーにも設定します。
ガルーンで、通信パスワードを設定する手順については、次のマニュアルを参照してください。
『サイボウズ ガルーン 管理者マニュアル』「通信パスワードを設定する」

サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル
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3.3

全文検索サーバーを設定する

全文検索サーバーの設定を行う前に、設定に必要な情報を準備します。
全文検索サーバーは、次の順番で設定します。
1. 作業前に必要事項を確認する
2. 全文検索サーバーのパスワードを設定する
3. 全文検索サーバーの通信パスワードを設定する
4. クロールの設定を変更する
5. 検索対象製品を登録する
注意
全文検索サーバーを設定する前に、インデックスファイルの上限値を変更します。
「2.2.4 インストール後に行う作業」 - 15 ページ

3.3.1

作業前に確認すること

全文検索サーバーの設定を行う前に、次の情報を準備する必要があります。
必要な情報
システム管理用のパスワード

備考
全文検索サーバーのシステムを管理するために必要なパスワードです。インストールのと
きに設定したパスワードと同じです。

通信パスワード

全文検索サーバーとガルーンの間で通信に使用するパスワードです。ガルーンで設定し
たパスワードと同じです。

システム管理画面の URL

全文検索サーバーの「システム管理」画面にアクセスするための URL は次の形式です。
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）:（ポート番号）/search-admin
通常は次の URL になっています。
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）:8080/search-admin
全文検索サーバーがクロールするために使用するガルーンの URL です。ガルーンが初期
設定のディレクトリーにインストールされている場合のアクセス URL は次のとおりです。
・Windows サーバー：
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）/scripts/cbgrn/
grn.exe/cbsearch/crawl/index
・Linux サーバー：
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）/cgi-bin/cbgrn/
grn.cgi/cbsearch/crawl/index
クロールを停止する時間帯です。クロール中はサーバーが高負荷となり検索速度が低下
します。必要に応じて、就業時間やガルーンをメンテナンスする時間帯をクロール停止時
間帯として設定します。

ガルーンの URL

ガルーンのクロール停止時間帯

補足
ポート番号がわからない場合は、次のページを参照してください。
「2.1.2 HTTP のポート番号」 - 9 ページ

3.3.2

全文検索サーバーのパスワードを設定する

全文検索サーバーの「システム管理」画面へアクセスするときに必要なパスワードを設定します。
インストール時に設定したシステム管理用のパスワードと同じですが、必要に応じて再度設定してください。
24

サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル

3.3 全文検索サーバーを設定する
注意
「＊」は必須項目です。
操作手順：

1
2

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[システムパスワードの設定]をクリックする
「システム管理」画面にログインするためのパスワードを入力し、[設定する]をクリックする
補足
システムパスワードで使用できる文字は、「a-z、A-Z、0-9、（アンダーバー）」です。
システムパスワードで使用できる文字数は 1 から 25 です。

3.3.3

全文検索サーバーの通信パスワードを設定する

全文検索サーバーとガルーンとの通信に使用するパスワードを設定します。ガルーンで設定したパスワードと同じパ
スワードを全文検索サーバーに設定する必要があります。
「3.2.2 ガルーンの通信パスワードを設定する」 - 23 ページ
注意
「＊」は必須項目です。
「検索 URL」「設定 URL」は、インストール時に自動的に設定されます。変更する場合は、次のページを参照してく
ださい。
「3.5.4 サーバーの URL を変更する」- 34 ページ
プロキシ経由等で接続するときなど、ネットワークの状況によって接続方法が異なる場合は、「検索 URL」「設定
URL」をネットワークの状況にあわせて変更します。
操作手順：

1
2

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[サーバーの設定]をクリックする
ガルーンとの通信に使用するパスワードを入力し、[設定する]をクリックする
補足
通信パスワードで使用できる文字は、a-z、A-Z、0-9、_（アンダーバー）です。
通信パスワードで使用できる文字数は 1 から 25 です。

3.3.4

クロールの設定を管理する

クロールの停止時間の設定、およびクロールの開始と停止の方法、およびガルーンのアプリケーションをクロールの
対象に設定する方法について説明します。

クロール停止時間を設定する
全文検索サーバーは、ガルーンのデータを定期的にクロールします。クロール中はサーバーに高い負荷がかかるた
め、就業時間などの時間帯をクロールの停止時間帯として設定します。
注意
ガルーンをメンテナンスする時間帯はクロールを停止する必要があります。
サイボウズ ガルーン 3 全文検索サーバーマニュアル

25

3 章 管理者の操作
クロールを停止している時間帯に登録したガルーンのデータは、クロールが開始されるまで検索結果には反映さ
れません。
操作手順：

1
2

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[クロール停止時間の設定]をクリックする
クロールを停止する時間帯を設定し、[設定する]をクリックする
補足
「停止しない」のチェックボックスを選択すると、停止時間帯がグレー表示され時間帯の設定が無効になります。
有効にする場合は、「停止しない」のチェックボックスの選択を外します。

クロールを開始する
ガルーンのアプリケーションを、全文検索サーバーがクロールできるように設定します。
操作手順：

1
2
3

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
全文検索の使用を開始するガルーンの[設定]をクリックする
[使用開始]をクリックする
使用状況が「使用中」になり、全文検索サーバーが、登録したガルーンのデータをクロールできるようになりま
す。

クロールを停止する
操作手順：

1
2
3

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
全文検索の使用を停止するガルーンの[設定]をクリックする
[使用停止]をクリックする
補足
使用状況が「使用中」の状態でも、クロールの停止時間帯には、全文検索サーバーの検索データは更新されま
せん。
「クロール停止時間を設定する」- 25 ページ
クロールを使用開始にすると、ガルーンの各アプリケーションをクロールの対象にするかどうかを設定できます。
「クロールするアプリケーションを設定する」- 26 ページ

クロールするアプリケーションを設定する
ガルーンのアプリケーションをクロールの対象に設定します。
注意
操作を始める前に、ガルーンのシステム管理画面で、アプリケーション「全文検索」を「使用開始」に設定する必要
があります。
「クロールの設定を管理する」- 25 ページ
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3.3 全文検索サーバーを設定する

操作手順：

1
2
3

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
クロールするアプリケーションを設定するガルーンの[設定]をクリックする
クロールの対象とするアプリケーションのチェックボックスを選択し、[設定する]をクリックする

3.3.5

全文検索を使用するために必要な設定

次の設定で、ガルーンから全文検索を使用できるようになります。
全文検索サーバー側で、ガルーンの情報を登録する
ガルーンのアプリケーション「全文検索」を使用開始する
「3.2.1 アプリケーションを使用可能にする」 - 23 ページ

検索対象製品を登録する
検索対象製品として、ガルーンを登録します。
注意
操作を行う前に、ガルーンと全文検索サーバーの通信パスワードを設定します。通信パスワードを設定しなかっ
たり、ガルーンと全文検索サーバーの通信パスワードが異なっていたりすると、エラーが発生しガルーンを登録で
きません。
「3.2.2 ガルーンの通信パスワードを設定する」- 23 ページ
「3.3.3 全文検索サーバーの通信パスワードを設定する」- 25 ページ
「＊」は必須項目です。
操作手順：

1
2
3

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
[対象製品を登録する]をクリックする
必要な項目を入力し、[登録する]をクリックする

対象製品の登録の入力項目
製品名

項目

説明
ガルーンを識別するための名前を入力します。

URL

ガルーンの全文検索に使用する URL を入力します。

ガルーン側での全文検索の URL は、ガルーンをインストールした環境によって異なります。ガルーンを初期設定でイ
ンストールしている場合、全文検索の URL は、次のとおりです。
Web サーバー
IIS
Apache

OS
Windows
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）
/scripts/cbgrn/grn.exe/cbsearch/crawl/index
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）
/cgi-bin/cbgrn/grn.exe/cbsearch/crawl/index
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Linux
－
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト
名）/cgi-bin/cbgrn/
grn.cgi/cbsearch/crawl/index
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登録後の確認方法
正常に登録された場合、全文検索サーバー側とガルーン側でそれぞれ情報が表示されます。
全文検索サーバー側での確認

a)

a) ガルーンの製品名と URL が表示されている状態が、正常な状態です。
ガルーン側での確認
「全文検索サーバー情報の確認」画面の「全文検索サーバーによる設定」が「有効」となり、全文検索サーバーのシ
ステム管理画面への URL が表示されます。
「3.3.1 作業前に確認すること」- 24 ページ

a)
b)

a) 「有効」と表示されます。
b) 全文検索サーバーの「システム管理」画面への URL が表示されます。

検索対象の設定を変更する
登録したガルーンの製品名や URL を変更します。
注意
設定を変更する前に登録していたガルーンをクロールしたデータは、削除されません。
操作を始める前に、ガルーンのシステム管理画面で、アプリケーション「全文検索」を「使用開始」に設定する必要
があります。
「3.3.4 クロールの設定を管理する」- 25 ページ
変更できるのは、ガルーンの製品名と URL だけです。ガルーンの登録内容を削除する場合は、既存の製品を削
除し、新しい製品を登録します。
「検索対象の設定を削除する」- 29 ページ
「検索対象製品を登録する」 - 27 ページ
「＊」は必須項目です。
操作手順：

1
2
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全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
情報を変更するガルーンの[設定]をクリックする
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3
4

ガルーンの設定を確認し、[変更する]をクリックする
設定を変更し、[変更する]をクリックする
入力項目については、次のページを参照してください。
「対象製品の登録の入力項目」- 27 ページ

検索対象の設定を削除する
登録したガルーンの設定を削除すると、ガルーン側で全文検索を利用できなくなります。
ガルーンの設定を削除した場合、その製品をクロールして全文検索サーバーのサーバーに蓄積したデータも削除さ
れます。
注意
ガルーンを削除する前に、ガルーン側のシステム管理画面で、全文検索を「使用停止」に設定する必要がありま
す。
「3.3.4 クロールの設定を管理する」- 25 ページ
操作手順：

1
2
3
4

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
削除するガルーンの[設定]をクリックする
[削除する]をクリックする
[はい]をクリックする
補足
一時的に全文検索の使用を停止する場合は、ガルーンのシステム管理画面で、アプリケーション「全文検索」を
「使用開始」に設定にします。
「3.2.1 アプリケーションを使用可能にする」- 23 ページ

3.3.6

検索結果の表示方法を変更する

キーワードが一致した前後の文章を検索結果として表示するかどうかを、各アプリケーションで設定できます。表示し
ない場合は、検索結果を早く表示できます。
注意
操作を始める前に、ガルーン側で全文検索を「使用開始」にしてください。「使用停止」の場合、検索するアプリ
ケーションを設定できません。
「3.3.4 クロールの設定を管理する」- 25 ページ
操作手順：

1
2
3

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
ガルーンのクロールするアプリケーションを[設定]をクリックする
キーワードを含む文章を表示するアプリケーションのチェックボックスを選択し、[設定する]をクリックする
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3.4

ライセンスを管理する

バージョン 1.0.1 の全文検索サーバーを利用する場合、全文検索サーバーのライセンスを登録します。バージョン
1.0.2 の全文検索サーバーを利用する場合は、全文検索サーバーのライセンスの登録は必要ありません。ガルーン
のライセンスの登録のみ必要です。

3.4.1

ライセンスを登録する

全文検索サーバーのライセンスを登録します。
操作手順：

1
2
3

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[ライセンスの管理]をクリックする
[ライセンスを登録する]をクリックする
ライセンス情報を入力し、[登録する]をクリックする
ライセンスキー証明書に記載されている 6 桁のお客様番号とライセンスキーを入力します。
「＊」は必須項目です。

3.4.2

ライセンスの登録履歴を確認する

ライセンスの登録履歴を確認します。
操作手順：

1
2
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全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[ライセンスの管理]をクリックする
ライセンスの登録履歴を確認する
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3.5

全文検索サーバーの保守

全文検索サーバーの次の操作について説明します。
動作環境の確認
バックアップ
リストア
サーバーの URL の変更
サーバーの移行
インデックスの再作成

3.5.1

動作環境を確認する

全文検索サーバーのサーバーマシンの動作環境を確認します。
操作手順：

1
2

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[動作環境]をクリックする
全文検索サーバーのサーバーマシンの動作環境を確認する

3.5.2

検索対象データのバックアップする

MySQL データをファイルコピーによってバックアップします。バックアップ作業はデータベース停止中に行う必要があ
ります。
注意
バックアップ作業は、管理者権限のあるユーザー（Administrator、root など）で行います。
バックアップ作業は、ユーザーが全文検索サーバーにアクセスしない時間帯に行います。
全文検索サーバーのデータをバックアップする場合は、あわせてガルーンのデータもバックアップする必要があり
ます。全文検索サーバーとガルーンでバックアップした時間に差があると、リストア後に全文検索を実行したとき
に、正しい結果を得られない場合があります。

Windows サーバーの場合
バックアップする対象のディレクトリーは、次のとおりです。
（サイボウズアプリケーションのディレクトリー）¥mysql-5.0¥data
初期設定のディレクトリーにインストールした場合の例です。
C:¥Program Files¥cybozu¥mysql-5.0¥data
操作手順：

1

全文検索サーバーのサービスを停止する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択します。
CybozuSearchServercbsearch を停止します。
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2

全文検索サーバーのデータベースエンジンを停止する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択します。
Cybozu_Database_Engine_5_0 を停止します。

3

「data」ディレクトリーをコピーする
xcopy "C:¥Program Files¥cybozu¥mysql-5.0¥data" .¥20080401¥data /E /I

保存先に MySQL データが存在する場合、上書き確認メッセージが表示されます。上書きする場合は「Yes」ま
たは「All」を入力します。コピーを中止する場合は「No」を入力します。

4

全文検索サーバーのデータベースエンジンを起動する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択します。
Cybozu_Database_Engine_5_0 を起動します。

5

全文検索サーバーのサービスを起動する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択します。
CybozuSearchServercbsearch を起動します。
正常に全文検索サーバーにアクセスできることを確認します。

Linux サーバーの場合
バックアップする対象のディレクトリーは、次のとおりです。
（サイボウズアプリケーションのディレクトリー）/mysql-5.0/data
初期設定のディレクトリーにインストールした場合の例です。
/usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
操作手順：

1

全文検索サーバーのサービスを停止する
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cbss_cbsearch stop

2

全文検索サーバーのデータベースエンジンを停止する
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cyde_5_0 stop

3

「data」ディレクトリーをコピーする
[root@garoon admin]# cp -rp /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data ./20080401/data

4

全文検索サーバーのデータベースエンジンを起動する
[root@garoon admin] # /etc/init.d/cyde_5_0 start

5

全文検索サーバーのサービスを起動する
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cbss_cbsearch start

正常に全文検索サーバーにアクセスできることを確認します。
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3.5.3

検索対象データをリストアする

バックアップしたデータをリストアする場合は、データベースエンジンを停止して、data ディレクトリーをバックアップし
たデータで書き換えます。リストアは、データベースエンジンの停止中に行う必要があります。
注意
バックアップしたデータのリストアは、管理者権限のあるユーザー（Administrator、root など）が行います。
バックアップしたデータのリストアは、同じ OS のサーバー同士で行います。
バックアップしたデータのリストアは、同じバージョンの全文検索サーバー同士で行います。
リストア作業は、ユーザーが全文検索サーバーにアクセスしない時間帯に行います。
リストアする場合は、全文検索サーバーとあわせてバックアップした、ガルーンのデータもリストアします。ガルー
ンのデータをリストアできない場合は、クロール情報を初期化し、再度クロールする必要があります。

Windows サーバーの場合

1

全文検索サーバーのサービスを停止する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択します。
CybozuSearchServercbsearch を停止します。

2

全文検索サーバーのデータベースエンジンを停止する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択します。
Cybozu_Database_Engine_5_0 を停止します。

3

既存のデータベース領域を削除する
rmdir /s /q "C:¥Program Files¥cybozu¥mysql-5.0¥data"

4

バックアップするデータをコピーする
xcopy .¥20080401¥data "C:¥Program Files¥cybozu¥mysql-5.0¥data" /E /I

5

全文検索サーバーのデータベースエンジンを起動する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択します。
Cybozu_Database_Engine_5_0 を起動します。

6

全文検索サーバーのサービスを起動する
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択します。
CybozuSearchServercbsearch を起動します。
正常に全文検索サーバーにアクセスできることを確認します。

Linux サーバーの場合
注意
バックアップしたデータを下記の手順以外の方法でリストアすると、権限が適切に設定されません。作業後に全文
検索サーバーにアクセスできない場合は、リストア後に chown コマンドを使って、書き換えたディレクトリーに対し
て Apache の実行ユーザー（Apache など）に権限を与えてください。
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操作手順：

1

全文検索サーバーのサービスを停止する
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cbss_cbsearch stop

2

全文検索サーバーのデータベースエンジンを停止する
[root@garoon admin] # /etc/init.d/cyde_5_0 stop

3

既存のデータベース領域を削除する
[root@garoon admin] # rm -rf /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data

4

バックアップするデータをコピーする
[root@garoon admin] # cp -rp ./backup/20080401/data /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data

5

全文検索サーバーのデータベースエンジンを起動する
[root@garoon admin] # /etc/init.d/cyde_5_0 start

6

全文検索サーバーのサービスを起動する
[root@garoon admin] # /etc/init.d/cbss_cbsearch start

正常に全文検索サーバーにアクセスできることを確認します。

3.5.4

サーバーの URL を変更する

全文検索サーバーやガルーンの URL を変更する場合の設定方法について説明します。

全文検索サーバーの URL を変更する
全文検索サーバーの URL を変更する場合は、検索 URL および設定 URL を変更します。変更すると、自動的にガ
ルーン側へ変更後の URL が転送されますので、ガルーン側で設定を変更する必要はありません。
操作手順：

1
2

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[サーバーの設定]をクリックする
URL を変更し、[設定する]をクリックする

サーバーの設定の入力項目
項目
検索 URL
設定 URL
通信パスワード
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項目説明
ガルーン側から接続するための全文検索サーバーの URL です。変更するサーバーの IP アド
レスまたはホスト名に変更します。
ガルーンの「全文検索サーバー情報の確認」画面（P.54）の「システム管理 URL」に表示する
URL です。変更するサーバーの IP アドレスまたはホスト名に変更します。
確認用とあわせて 2 回入力します。
「3.3.3 全文検索サーバーの通信パスワードを設定する」- 25 ページ
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ガルーンの URL を変更する
ガルーンの URL を変更する場合は、「対象製品の管理」で URL を変更します。
注意
操作を始める前に、全文検索を「使用停止」にします。「使用開始」の場合、ガルーン側の URL を変更できません。
「3.3.4 クロールの設定を管理する」- 25 ページ
操作手順：

1
2
3
4

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
URL を変更するガルーンの[設定]をクリックする
[変更する]をクリックする
URL を変更し、[変更する]をクリックする
「対象製品の登録の入力項目」- 27 ページ

3.5.5

サーバーを移行する

全文検索サーバーのインデックスは、OS によってフォーマットが異なります。サーバーを移行する場合は、同じサー
バーOS で行う必要があります。
同じ OS 同士でサーバーを移行する場合は、データのバックアップとリストアを行います。
移行元と移行先のサーバーの OS が異なる場合は、全文検索サーバーのインデックスを再作成します。
「3.5.2 検索対象データのバックアップする」- 31 ページ
「3.5.3 検索対象データをリストアする」- 33 ページ
「3.5.6 インデックスを再作成する」 - 35 ページ
注意
サーバーの移行によって、サーバーマシンの IP アドレスや URL が変更された場合、全文検索サーバーの URL
設定を変更する必要があります。
「3.5.4 サーバーの URL を変更する」- 34 ページ

3.5.6

インデックスを再作成する

インデックスが破損するなどして全文検索サーバーが正常に動作しなくなった場合は、インデックスの再作成が必要
です。
次の流れでインデックスを再作成します。

Step 1

タイムアウトの時間を延長する
Web サーバーと Web ブラウザーのタイムアウトの時間を延長します。
「Step 1 タイムアウトの時間を延長する」 - 37 ページ
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Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

Step 9

ガルーンを運用しているサーバーのサービスを停止する
ガルーンを運用しているサーバーで、Web サーバーとスケジューリングサービスを停止します。
「Step 2 ガルーンを運用しているサーバーのサービスを停止する」 - 37 ページ

検索対象製品からガルーンを削除する
全文検索サーバーの検索対象製品から、ガルーンを削除します。
「Step 3 検索対象製品からガルーンを削除する」 - 37 ページ

ガルーンで全文検索を初期化する
ガルーンのシステム管理画面で、全文検索を初期化します。
「Step 4 ガルーンで全文検索を初期化する」 - 37 ページ

通信パスワードを再設定する
ガルーンのシステム管理画面で、全文検索サーバーとの通信に必要なパスワードを設定します。
「Step 5 通信パスワードを再設定する」 - 38 ページ

インデックスファイルのサイズの上限値を変更する
全文検索サーバーで、インデックスファイルのサイズの上限値を変更します。
「Step 6 インデックスファイルのサイズの上限値を変更する」 - 38 ページ

検索対象製品にガルーンを追加する
全文検索サーバーの検索対象製品にガルーンを追加します。
「Step 7 検索対象製品にガルーンを追加する」 - 38 ページ

スケジューリングサービスを起動する
ガルーンのスケジューリングサービスを起動します。
「Step 8 スケジューリングサービスを起動する」 - 38 ページ

タイムアウトの設定値を元に戻す
Step 1 で変更したタイムアウトの設定を、元に戻します。
「Step 9 タイムアウトの設定値を元に戻す」 - 38 ページ

補足
ガルーンのすべてのデータをクロールし直すため、クロールに時間がかかる場合があります。
「クロールの仕組みについて」- 6 ページ
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Step 1 タイムアウトの時間を延長する
Web ブラウザーとガルーンの Web サーバーのタイムアウトの時間を延長します。
タイムアウトが発生すると、処理が正常に完了しません。再初期化には数時間かかる場合があるため、タイムアウト
の設定値には余裕をもった値を設定します。
タイムアウトの設定値は、変更前の値を控えてから変更します。変更した設定値は、Step 9 で元に戻します。

Step 2 ガルーンを運用しているサーバーのサービスを停止する
ガルーンを運用しているサーバーの Web サーバーとスケジューリングサービスを停止します。
スケジューリングサービスを停止する手順は、『サイボウズ ガルーン バージョン 3.7 インストールマニュアル』 の
「サービスを停止する」を参照してください。
補足
Web サーバー、スケジューリングサービスの順に停止します。

Step 3 検索対象製品からガルーンを削除する
全文検索サーバーの検索対象製品から、ガルーンを削除します。

1
2
3
4
5

全文検索サーバーの「システム管理」画面で、[対象製品の管理]をクリックする
削除するガルーンの[設定]をクリックする
[削除する]をクリックする
[はい]をクリックする
ガルーンを運用しているサーバーで、Web サーバーを起動する
ガルーンを複数のサーバーで運用している場合は、アプリケーションサーバーで動作している Web サーバーを
起動します。

Step 4 ガルーンで全文検索を初期化する
ガルーンのシステム管理画面で、全文検索を初期化します。この処理には数時間かかる場合があります。

1
2
3
4
5

ガルーンのシステム管理画面で、［基本システムの管理］をクリックする
［アプリケーション］をクリックする
［アプリケーション一覧］をクリックする
アプリケーションの［再初期化］をクリックする
［はい］をクリックする
全文検索の初期化が始まります。
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Step 5 通信パスワードを再設定する
ガルーンのシステム管理画面で、全文検索サーバーとの通信に必要なパスワードを再設定します。
ガルーンと全文検索サーバーとの通信に使用するパスワードを設定します。ガルーン側で設定したパスワードと同じ
パスワードを全文検索サーバーにも設定します。
ガルーンで、通信パスワードを設定する手順については、次のマニュアルを参照してください。
『サイボウズ ガルーン 管理者マニュアル』「通信パスワードを設定する」

Step 6 インデックスファイルのサイズの上限値を変更する
全文検索サーバーで、インデックスファイルのサイズの上限値を変更します。
インデックスファイルのサイズの上限値は、設定ファイル（SearchAdmin.properties）の initial_n_segments で設定
します。
「2.2.4 インストール後に行う作業」 - 15 ページ

Step 7 検索対象製品にガルーンを追加する
全文検索サーバーの対象製品にガルーンを追加します。この処理には時間がかかる場合があります。
「検索対象製品を登録する」 - 27 ページ

Step 8 スケジューリングサービスを起動する
ガルーンを運用しているサーバーのスケジューリングサービスを起動します。
スケジューリングサービスを起動する手順は、『サイボウズ ガルーン バージョン 3.7 インストールマニュアル』 の
「サービスを起動する」を参照してください。

Step 9 タイムアウトの設定値を元に戻す
Step 1 で変更した、ガルーンの Web サーバーと Web ブラウザーのタイムアウトの設定値を、元に戻します。
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付録 A ログ

付録A ログ
全文検索サーバーに保存されるログについて説明します。
補足
インストールされる主なディレクトリーやファイルについては、次のページを参照してください。
「付録 C ファイル構成」 - 45 ページ

Windows サーバーのログファイル
初期設定のディレクトリーにインストールした場合のログファイルは、次のとおりです。
ディレクトリー
C:¥Program
Files¥cybozu¥cbsearch

ログファイル名
サイボウズ_(R)_全文検索サーバー
_InstallLog.log

説明
全文検索サーバーのインストールログ

C:¥Program
Files¥cybozu¥cbsearch¥logs

CBSearchEngine.log
admin.log

全文検索サーバーのシステムログ
search-admin の通信エラーログ

deny.log
doccat.log

クロールされなかったデータのログ
テキスト抽出フィルターのログ

Linux サーバーのログファイル
初期設定のディレクトリーにインストールした場合のログファイルは、次のとおりです。
ディレクトリー
/usr/local/cybozu/cbsearch
/usr/local/cybozu/cbsearch/logs

ログファイル名
サイボウズ_(R)_全文検索サーバー
_InstallLog.log
CBSearchEngine.log

説明
全文検索サーバーのインストールログ

admin.log
deny.log

search-admin の通信エラーログ
クロールされなかったデータのログ

doccat.log

テキスト抽出フィルターのログ

全文検索サーバーのシステムログ

付録A.1 ガルーンのログ出力仕様
ガルーンのロギング機能で出力されるログのうち、全文検索に関する操作で出力されるログの仕様は、次のとおりで
す。
ログの設定が「ログを出力する」に設定されていないと出力されません。
ガルーンのログの設定については、『ガルーン 管理者マニュアル』の「ロギング」を参照してください。

ログの仕様について
[<操作>] <対象> (<パラメーター情報>)
項目
操作

説明
[create] ＝登録、[delete] ＝削除、[modify] ＝変更など
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付録 A ログ
項目

説明

対象

アプリケーション固有の監査情報

パラメーター情報

＜プロパティ＞：＜値＞ 複数ある場合は「,（カンマ）+ スペース」で区切られます。

全文検索
システム設定
対象
パスワード

操作
更新

深刻度
重要情報

出力ログフォーマット
[change] password

全文検索サーバーからの通信確認
product_id：プロダクト ID、url：検索 URL、setting_url：設定 URL、ip：IP アドレス、move：ガルーンの URL 変更（0
または 1）
対象

全文検索サーバー

操作
製品登録リク
エスト受信

深刻度
重要情報

出力ログフォーマット
[initialize] server (product_id:XX, url:XX,setting_url:XX, ip:XX,
move:XX)

登録変更リク
エスト受信

重要情報

[modify] server (product_id:XX, url:XX, setting_url:XX,ip:XX,
move:XX)

製品削除リク
エスト受信

重要情報

[delete] server (product_id:XX)

検索実行
fault_code：エラーコード、fault_string：エラーメッセージ、cause_string：原因、guide_string：対策
対象
全文検索サーバー
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操作
検索実行エ
ラー

深刻度
エラー

出力ログフォーマット
search_server_error
(fault_code:XX,fault_string:XX,cause_string:XX,
guide_string:XX)
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付録B エラーメッセージ一覧
全文検索サーバーのエラーメッセージは、次のとおりです。

SEARCH_ADMIN_***** （システムのエラー）
エラー番号
SEARCH_ADMIN_00000

エラーメッセージ
予期しないエラーが発生し
ました。

原因
予期しないエラーが発生した
ため、処理を継続できませ
ん。

対策
お手数ですが、サイボウ
ズまでお問い合わせくだ
さい。

SEARCH_ADMIN_00001

ログインできません。

SEARCH_ADMIN_00006

対象製品が見つかりませ
ん。
対象製品を削除できませ
ん。

パスワードに誤りがありま
す。
ID:○○の製品は存在しませ
ん。
ID:○○の製品は、クロール
機能を使用中のため削除で
きません。
ID:○○の製品のクロール機
能はすでに開始されていま
す。

パスワードを確認し、再
度実行してください。
設定を確認し、再度実行
してください。
設定画面で対象製品の
クロール機能を停止して
から削除してください。
設定画面で対象製品の
使用状況を確認してくだ
さい。

SEARCH_ADMIN_00007

SEARCH_ADMIN_00008

対象製品のクロール機能を
開始できません。

SEARCH_ADMIN_00009

対象製品のクロール機能を
停止できません。

ID:○○の製品のクロール機
能は、すでに停止していま
す。

設定画面で対象製品の
使用状況を確認してくだ
さい。

SEARCH_ADMIN_00018

データベースへの問い合わ
せが失敗しました。

データベースサーバーから
の応答：○○○

データベースエンジンが
起動しているか確認し、
再度実行してください。

SEARCH_ADMIN_00020

対象製品との通信に失敗し
ました。

対象製品が利用できる状態
にないか、ネットワークに接
続されていない可能性があ
ります。

対象製品が正常に動作
し、ネットワークに接続さ
れていることを確認して
から、再度実行してくださ
い。

SEARCH_ADMIN_00021

対象製品から正常な応答
がありません。

対象製品から取得した情報
に問題があります。

SEARCH_ADMIN_00027

ライセンスキーの検証に失
敗しました。
ライセンスキーの検証に失
敗しました。

入力されたライセンスキーに
誤りがあります。
ライセンスキーに対するお客
様番号と、入力されたお客
様番号が一致しません。
すでに同じ発行 ID を持つラ
イセンスキーが登録されて
います。

対象製品が全文検索を
使用できる設定になって
いるか確認し、再度実行
してください。
ライセンスキーを確認し、
再度実行してください。
ライセンスキー証明書に
記載しているお客様番号
を再度確認してください。
このライセンスキーは登
録の必要はありません。
追加でライセンスキーが
必要な場合は、新しくライ
センスキーをお買い求め
ください。

SEARCH_ADMIN_00028

SEARCH_ADMIN_00029

ライセンスキーの登録に失
敗しました。
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付録 B エラーメッセージ一覧
エラー番号
SEARCH_ADMIN_00030

エラーメッセージ
ライセンスキーの登録に失
敗しました。

原因
すでに同じ内容のライセンス
キーが登録されています。

対策
このライセンスキーは登
録の必要はありません。
追加でライセンスキーが
必要な場合は、新しくライ
センスキーをお買い求め
ください。

SEARCH_ADMIN_00031

ライセンスキーの登録に失
敗しました。

SEARCH_ADMIN_00032

ライセンスキーの登録に失
敗しました。

ライセンスキーに対するお客
様番号と、システムに登録さ
れているお客様番号が一致
しません。
すでに正規のライセンス
キーが登録されているため、
試用期間延長ライセンスは
登録できません。

ライセンスキー証明書に
記載しているライセンス
キーとお客様番号を再度
確認してください。
このライセンスキーは登
録の必要はありません。

SEARCH_ADMIN_00033

ライセンスキーの登録に失
敗しました。

試用期間中は、サーバーラ
イセンスまたは試用期間延
長ライセンスのみ登録できま
す。

SEARCH_ADMIN_00034

ライセンスキーの登録に失
敗しました。

このライセンスは登録できま
せん。

サーバーライセンスまた
は試用期間延長ライセン
スのライセンスキーであ
ることを確認し、登録して
ください。
お手数ですが、入力した
ライセンスキーをサイボ
ウズにご連絡ください。

SEARCH_ADMIN_00035

ライセンス情報が不正で
す。

ライセンス情報ファイルが破
損している可能性がありま
す。

お手数ですが、入力した
ライセンスキーをサイボ
ウズにご連絡ください。

SEARCH_ADMIN_00037

登録されている対象製品
が、ライセンスで許可されて
いる製品数を超えていま
す。
試用期間は終了しました。

登録されている対象製品
が、ライセンスで許可されて
いる製品数を超えています。

対象製品を削除するか
使用停止にしてください。

試用期間は終了しました。

SEARCH_ADMIN_00039

サービスライセンスの終了
日を経過しました。

サービスライセンスの終了
日を経過しました。

サーバーライセンスを登
録してください。
サービスライセンスを購
入してください。

SEARCH_ADMIN_00040

対象製品のクロール機能を
開始できません。

登録されている対象製品
が、ライセンスで許可されて
いる製品数を超えています。

SEARCH_ADMIN_00041

ライセンスキーの登録に失
敗しました。

登録されている対象製品
が、ライセンスで許可されて
いる製品数を超えています。

ほかの対象製品を削除
または使用停止にする
か、新しくライセンスを購
入してください。
対象製品を削除するか
使用停止にしてから、再
度登録してください。

SEARCH_ADMIN_00042

対象製品を登録できませ
ん。

登録されている対象製品
が、ライセンスで許可されて
いる製品数を超えています。

ほかの対象製品を削除
するか、新しくライセンス
を購入してください。

SEARCH_ADMIN_00043

ライセンスキーの登録に失
敗しました。

お手数ですが、入力した
ライセンスキーをサイボ
ウズにご連絡ください。

SEARCH_ADMIN_00044

対象製品の変更に失敗し
ました。

登録済みのライセンスの対
象製品の数と、入力したライ
センスキーの対象製品の数
が一致しません。
入力された URL の製品が、
変更前の製品と一致しませ
ん。

SEARCH_ADMIN_00038
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同一の製品であることを
確認し、再度実行してくだ
さい。
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エラー番号
SEARCH_ADMIN_00045

エラーメッセージ
指定された画面はアクセス
できません。

原因
ID:○○の製品のクロール機
能を使用中のため、この操
作を実行できません。

対策
設定画面で対象製品の
クロール機能を停止し、
再度実行してください。

SEARCH_ADMIN_00046

対象製品を変更できませ
ん。

ID:○○の製品は、クロール
機能を使用中のため変更で
きません。

設定画面で対象製品の
クロール機能を停止して
から変更してください。

SEARCH_SERVER_***** （検索実行時のエラー）
エラー番号

エラーメッセージ

原因

対策

SEARCH_SERVER_00000

サーバーにアクセスできま
せん。
サーバーにアクセスできま
せん。

アクセスする URL が不正で
す。
アプリケーションが指定され
ていません。

検索画面から検索を実
行してください。
検索画面でアプリケー
ションを選択し、検索を実
行してください。

SEARCH_SERVER_00003

サーバーにアクセスできま
せん。
検索できません。

製品ＩＤが指定されていませ
ん。
キーワードが空です。

SEARCH_SERVER_00004

検索できません。

検索件数の指定が不正で
す。

SEARCH_SERVER_00005

検索できません。

ソート順の指定が不正で
す。

検索画面から検索を実
行してください。
キーワードを指定してくだ
さい。
検索画面で検索件数を
指定し、検索を実行してく
ださい。
検索画面でソート順を選
択し、検索を実行してくだ
さい。

SEARCH_SERVER_00006

検索できません。

開始日時の指定が不正で
す。

検索画面で開始日時を
選択し、検索を実行してく
ださい。

SEARCH_SERVER_00007

検索できません。

終了日時の指定が不正で
す。

検索画面で終了日時を
選択し、検索を実行してく
ださい。

SEARCH_SERVER_00008

検索できません。

ユーザーＩＤが不明か、無効
なユーザーＩＤです。

検索画面から検索を実
行してください。

SEARCH_SERVER_00009

不明なエラーです。

原因は不明です。

お手数ですが、サイボウ
ズまでお問い合わせくだ
さい。

SEARCH_SERVER_00010

検索できません。

認証に失敗しました。

検索画面から検索を実
行してください。
通信パスワードが正しく
設定されているか確認し
てください。

SEARCH_SERVER_00011

検索できません。

無効なセッションにアクセス
しました。

検索画面から検索を実
行してください。

SEARCH_SERVER_00012

検索できません。

SEARCH_SERVER_00013

検索できません。

SEARCH_SERVER_00014

検索できません。

これ以上さかのぼって検索
結果にアクセスできません。
これ以上検索結果は存在し
ません。
検索範囲の指定が不適切
です。

検索画面から検索を実
行してください。
検索画面から検索を実
行してください。
検索画面で検索範囲を
指定し、検索を実行してく
ださい。

SEARCH_SERVER_00001

SEARCH_SERVER_00002
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付録 B エラーメッセージ一覧
エラー番号
SEARCH_SERVER_00015

エラーメッセージ
検索できません。

原因
全文検索サーバーにライセ
ンスが登録されていませ
ん。

対策
全文検索サーバーにアク
セスし、ライセンスを登録
してください。

GRN_CBSEARCH_***** （ガルーンの全文検索のエラー）

44

エラー番号
GRN_CBSEARCH_00000

エラーメッセージ
不明なエラーです。

原因
原因は不明です。

対策
お手数ですが、サイボウ
ズまでお問い合わせくだ
さい。

GRN_CBSEARCH_00002

クライアント認証エラーで
す。

不正な認証リクエストです。

お手数ですが、サイボウ
ズまでお問い合わせくだ
さい。

GRN_CBSEARCH_00003

クライアント認証エラーで
す。

プロダクト ID が不正です。

お手数ですが、サイボウ
ズまでお問い合わせくだ
さい。

GRN_CBSEARCH_00004

指定されたファイルが見つ
かりません。

目的のファイルを確認し
てください。

GRN_CBSEARCH_00005

このファイル形式はサポート
されていません。

GRN_CBSEARCH_00006

全文検索サーバーの登録
に失敗しました。

ファイルの指定が誤ってい
るか、ファイルが削除されて
います。
サポートされていない形式
のファイルをダウンロードし
ようとしました。
URL が不正です。

GRN_CBSEARCH_01001

検索を実行できません。
全文検索サーバーのエラー
コード：○○○

全文検索サーバーからの応
答：○○○

GRN_CBSEARCH_01002

検索を実行できません。

全文検索サーバーとの通信
時にエラーが発生しました。
通信時のエラーメッセージ：
○○○

目的のファイルを確認し
てください。
お手数ですが、サイボウ
ズまでお問い合わせくだ
さい。
全文検索サーバーから
の応答：○○○
全文検索サーバーが正
常に動作していることを
確認してください。
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付録C ファイル構成
全文検索サーバーのファイル構成を記載します。インストールされるファイルは、主に「アプリケーション」「Cybozu
データベースエンジン」の 2 つに分類されます。

付録C.1 Windows 版
アプリケーション
全文検索サーバーのアプリケーション関連のファイルは、インストール時に指定したサイボウズアプリケーションディ
レクトリー（例：C:¥Program Files¥cybozu）に、インストール識別子のディレクトリー（例：¥cbsearch）を作成してイン
ストールされます。太字はディレクトリーを、通常の文字はファイルを示しています。
補足
バージョン 1.0.2 の全文検索サーバーから、dhklib のファイル名の後に、デ変研 TF ライブラリのバージョンが表
示されます。
C:¥Program Files¥cybozu
インストールディレクトリー
└¥cbsearch
インストール識別子
├¥LICENCE.txt
試用許諾書
├¥uninstall.exe
全文検索サーバーをアンインストールする実行ファイル
├¥bin
全文検索サーバーを実行するのに必要なファイル
├¥common
│ ├¥classes
│ ├¥endorsed
│ ├¥i18n
│ └¥lib
├¥components
│ └¥packages
├¥conf
│ └¥Catalina
├¥dhklib4025
全文検索サーバーが利用している「デ変研 TF ライブラリ」のプログラム
│ ├¥bin
│ ├¥CMap
│ ├¥html
│ └¥xml
├¥jre
全文検索サーバーを実行するのに必要な Java のランタイムシステム
│ ├¥bin
│ └¥lib
├¥licenses
試用許諾書
├¥logs
全文検索サーバーログファイル
│ ├¥CBSearchEngine.log
│ ├¥admin.log
│ └¥deny.log
├¥resource
├¥server
│ ├¥classes
│ ├¥lib
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付録 C ファイル構成
│ └¥webapps
├¥shared
│ ├¥classes
│ └¥lib
├¥temp
├¥webapps
│ ├¥search-admin
│ └¥search-server
└¥work
└¥Catalina

全文検索サーバー設定ファイル
管理システムに関するプログラム
クロールや検索に関するプログラム

Cybozu データベースエンジン
データベースエンジン関連ファイルは、インストール時に指定したサイボウズアプリケーションディレクトリー（例：
C:¥Program Files¥cybozu）にインストールされます。
太字はディレクトリーを、通常の文字はファイルを示しています。
C:¥Program Files¥Cybozu
インストールディレクトリー
└¥mysql-5.0
Cybozu データベースエンジンに関するファイル
├bin
│ ├¥my_print_defaults.exe
│ ├¥mysql.exe
│ ├¥mysqladmin.exe
│ ├¥mysqlbinlog.exe
│ ├¥mysqlcheck.exe
│ ├¥mysqld.exe
│ ├¥mysqldump.exe
│ └¥mysqlimport.exe
├¥data
│ ├¥cbsearch
│ ├¥mysql
│ └¥error.log
├¥etc
│ ├¥Samples
│ └¥my.ini
├¥share
│ ├¥charsets
│ └¥lang
└¥cb_version
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付録C.2 Linux 版
アプリケーション
全文検索サーバーのアプリケーション関連のファイルは、インストール時に指定したサイボウズアプリケーションディ
レクトリー（例：/usr/local/cybozu）に、インストール識別子のディレクトリー（例：/cbsearch）を作成してインストールさ
れます。
補足
バージョン 1.0.2 の全文検索サーバーから、dhklib のファイル名の後に、デ変研 TF ライブラリのバージョンが表
示されます。
太字はディレクトリーを、通常の文字はファイルを示しています。
/usr/local/cybozu
インストールディレクトリー
└/cbsearch
インストール識別子
├/LICENCE.txt
試用許諾書
├/uninstall
全文検索サーバーをアンインストールする実行ファイル
├/bin
全文検索サーバーを実行するのに必要なファイル
├/common
│ ├/classes
│ ├/endorsed
│ ├/i18n
│ └/lib
├/components
│ └/packages
├/conf
│ └/Catalina
├/dhklib4025
全文検索サーバーが利用している「デ変研 TF ライブラリ」のプログラム
│ ├/CMap
│ ├/html
│ └/xml
├/jre
全文検索サーバーを実行するのに必要な Java のランタイムシステム
│ ├/bin
│ └/lib
├/licenses
試用許諾書
├/logs
全文検索サーバーログファイル
│ ├/CBSearchEngine.log
│ ├/admin.log
│ └/deny.log
├/server
│ ├/classes
│ ├/lib
│ └/webapps
├/shared
│ ├/classes
全文検索サーバー設定ファイル
│ └/lib
├/webapps
全文検索サーバーに関するプログラム
│ ├/search-admin 管理システムに関するプログラム
│ └/search-server クロールや検索に関するプログラム
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付録 C ファイル構成
└/work
└/Catalina

Cybozu データベースエンジン
データベースエンジン関連ファイルは、インストール時に指定したサイボウズアプリケーションディレクトリーにインス
トールされます。
例：/usr/local/cybozu
太字はディレクトリーを、通常の文字はファイルを示しています。
/usr/local/cybozu インストールディレクトリー
└/mysql-5.0
Cybozu データベースエンジンに関するファイル
├bin
│ ├/my_print_defaults
│ ├/mysql
│ ├/mysqladmin
│ ├/mysqlbinlog
│ ├/mysqlcheck
│ ├/mysqld
│ ├/mysqldump
│ └/mysqlimport
├/data
│ ├/cbsearch
│ ├/mysql
│ └/error.log
├/etc
│ ├/Samples
│ └/my.ini
├/share
│ ├/charsets
│ └/lang
└/cb_version
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付録 D サービスの停止方法と起動方法

付録D サービスの停止方法と起動方法
サービスの停止方法または起動方法を説明します。
注意
Administrator 権限を持つユーザーまたは root ユーザーで作業を行います。

付録D.1 サービスを停止する
全文検索サービス、サイボウズ データベースエンジンの順に停止します。

Windows 環境
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択し、次の順に
サービスを停止します。
全文検索サービス：CybozuSearchServercbsearch
データベースエンジン：Cybozu_Database_Engine_5_0

Linux 環境
次の順にサービスを停止します。
全文検索サービスの停止：
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cbss_cbsearch stop

データベースエンジンの停止：
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cyde_5_0 stop

付録D.2 サービスを起動する
サイボウズ データベースエンジン、全文検索サービスの順に起動します。

Windows 環境
Windows のスタートメニューから、［コントロールパネル］ ＞ ［管理ツール］ ＞ ［サービス］を選択し、次の順に
サービスを起動します。
データベースエンジン：Cybozu_Database_Engine_5_0
全文検索サービス：CybozuSearchServercbsearch

Linux 環境
次の順にサービスを起動します。
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付録 D サービスの停止方法と起動方法
データベースエンジンの起動：
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cyde_5_0 start

全文検索サービスの起動：
[root@garoon admin]# /etc/init.d/cbss_cbsearch start
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お問い合わせ先

http://products.cybozu.co.jp/garoon/support/
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