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変更年月日 変更内容 
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2011/03/31 第 2 版 

クローラの移行に「2.2.2 IM-Workflowクローラ」と「2.2.3 ISPクローラ」を追加しました。 
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1 はじめに 

IM_ContentsSearch を ver7.1（以下 im_cs v7.1 と略します）から ver7.2（以下 im_cs v7.2と略します）にバージョン

アップするのにあたり、全文検索エンジンとして使用する Apache Solr も ver1.3 から ver1.4.1 にバージョンアップし

ました。 

そのため im_cs v7.1 をご使用のお客様は im_cs v7.2を使用するにあたり、Solr サーバ v1.4.1 を新たに構築する

必要があります。 

 

本ドキュメントでは、Solr サーバ v1.3 で作成したインデックスデータを Solr サーバ v1.4.1 に移行する手順とクロー

ラの移行手順を説明します。 

 

尚、各種クローラを再度実行し Solr サーバ v1.4.1 にインデックスデータの再作成を行う場合には移行作業の必

要はありません。 

 

1.1 注意事項 
Solr サーバ v1.4.1 の構築を行う際には以下の内容に注意してください。 

 

(1) 移行時における障害発生に備え、移行作業を行う前にインデックスデータのバックアップを行うことを推奨

します。 

(2) Solr サーバ v1.4.1 で作成したインデックスデータは Solr サーバ 1.3 で使用することはできないため、必要

に応じてインデックスデータのバックアップを保存するなどの対処を行ってください。 
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2 移行手順 

2.1 Solrサーバ の移行 
 

2.1.1 Solrサーバ v1.4.1 の構築 

「IM_ContentsSearch v7.2 セットアップガイド」にある手順にしたがって、Solr サーバ v1.4.1 を構築してください。 

 

 

2.1.2 インデックスデータのコピー 

Solr サーバ v1.3 のインデックス格納ディレクトリから data フォルダを Solr サーバ v1.4.1 のインデックス格納ディレ

クトリにコピーしてください。 

Solr サーバ v1.4.1 を起動して既にインデックスデータが存在している場合は不要ですので削除してください。 

2.1.3 インデックスデータの最適化 

Solr サーバ v1.4.1 を起動後に、以下の HTTP リクエストを送信して optimize 処理を実行します。 

http:// Solr サーバの IP アドレス：ポート/solr/core 名/update?optimize=true 

 

処理に成功した場合は、以下のような XML 文書が返されます。 

(レスポンス例) 
<response> 

<lst name="responseHeader"> 

<int name="status">0</int> 

<int name="QTime">281</int> 

</lst> 

</response> 

2.1.4 確認 

Solr 管理画面や全文検索機能などを利用して、インデックスデータが正しく移行されたかどうかの確認を行ってく

ださい。 
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2.2 クローラの移行 
im_cs v7.1 対応のクローラから im_cs v7.2 対応のクローラに切り替える場合の手順について説明します。 

インデックスデータの移行を行わない場合は移行作業の必要はありません。 

（※ im_cs v7.2 対応の IM-Workflow クローラ・ISP クローラは im_cs v7.2 patch01 以降で提供しています。） 

 

但し、im_cs v7.1 対応クローラの拡張機能を利用して作成されたリスナーは、im_cs v7.2 対応クローラでは使用す

ることはできません。 

リスナーを利用している場合は移行作業とは別に im_cs v7.2 対応クローラ用のリスナーの作成と設定を行う必要

があります。 

リスナーの作成・設定方法については各クローラの仕様書をご参照ください。 

 

2.2.1 ワークフロークローラ 

現在 im_cs v7.1 で提供するワークフロークローラを使用していて、im_cs v7.2 のワークフロークローラに切り替える

場合に必要な手順です。 

           ※im_cs v7.2 で im_cs v7.1 で提供するワークフロークローラを使用することも可能です。詳細は 

「IM_ContentsSearch ver7.2 ワークフロークローラ仕様書」をご参照ください。  

 

ワークフロークローラ起動後に作成される 終起動日時保存ファイルをリネームし、以下のディレクトリに移動して 

ください。 

（移動前）%StorageService%/storage/solr/crawler/bpw/ログイングループ名/last_crawling_date 

（移動先）%StorageService%/storage/contents_search/crawler/ログイングループ名/bpw_last_crawling_date 

 

 

2.2.2 IM-Workflowクローラ 

現在 IM-Workflow ver7.2(patch01 以降)で提供する IM-Workflow クローラ（im_cs v7.1 対応）を使用していて、

im_cs v7.2 の IM-Workflow クローラに切り替える場合に必要な手順です。 

※im_cs v7.2 で im_cs v7.1 対応 IM-Workflow クローラを使用することも可能です。詳細は 

「IM_ContentsSearch ver7.2 IM-Workflow クローラ仕様書」をご参照ください。  

 

IM-Workflow クローラ起動後に作成される 終起動日時保存ファイルを開いて日付フォーマットを修正し、リネー

ムして以下のディレクトリに移動してください。 

 日付フォーマット 

（修正前） yyyy/MM/dd hh:mm:ss 

（修正後） yyyy/MM/dd|hh:mm:ss 

 

 ファイル名と保存先 

（移動前）%StorageService%/storage/workflow/data/ログイングループ名/solr/last_crawling_date 

（移動先）%StorageService%/storage/contents_search/crawler/ログイングループ名/imw_last_crawling_date 
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2.2.3 ISPクローラ 

現在 IM-ContentsSearch for ISP ver7.1 で提供する ISP クローラ（im_cs v7.1 対応）を使用していて、im_cs v7.2 対

応の ISP クローラに切り替える場合に必要な手順です。 

※im_cs v7.2 で im_cs v7.1 対応 ISP クローラを使用することも可能です。詳細は 

「IM_ContentsSearch ver7.2 ISP クローラ仕様書」をご参照ください。  

 

ISP クローラ起動後に作成される 終起動日時保存ファイルを以下のディレクトリに移動してください。 

（移動前）%StorageService%/storage/ startpack/ contents_search/crawler/ログイングループ名/ 

機能名_last_crawling_date 

（移動先）%StorageService%/storage/contents_search/crawler/ログイングループ名/機能名_last_crawling_date 
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