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1 はじめに 

1.1 目的 
本書では、IM-ContentsSearch の機能概要、および環境構築手順・各種設定について解説します。 

1.2 用語解説 
Solr サーバ IM-ContentsSearch では、全文検索エンジンとして Apache Solr を使用します。

Apache Solr は、サーブレットコンテナにデプロイして構成します。  
Solr がデプロイされた Application Server を以下、Solr サーバと略します。 

intra-mart WebPlatform 
または 
intra-martAppFramework 

以下、iWP/iAF と略します。 
 

 

1.3 前提条件 
1.  

Solr サーバは、intra-mart と連動させながら運用することが前提となります。 
intra-mart のインストールが完了してから Solr サーバのインストールを行ってください。 
intra-mart のインストールについての詳細は、「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」または

「intra-mart AppFramework セットアップガイド」をご覧ください。 
 

2.  

弊社、動作検証済み環境を以下に示します。 

条件項目 対応規格 

OS 
Microsoft WIndows Server2003 Enterprise x64 Edition Service Pack2 
Microsoft Windows XP Professional Version2002 Service Pack2 
RedHat Enterprise Linux Advanced Platform 5 

Application 
Server 

Tomcat6.0.18 
Resin3.1.9 
Jetty6.1.15 

Java ランタイム Java 2 SDK, Standard Edition Version 1.6.0 以降 

 
 

1.4 制限事項 
・ IM-ContentsSearch の機能を利用して Solr サーバに登録可能な文書数は 2 万文書までです。 

  Solr サーバに登録できる文書数の制限を解除するには、別途 IM-ContentsSearch のライセンスをご購入 

ください。インストールおよびライセンス登録方法は「4.1 IM-ContentsSearchインストール」をご参照ください。 

・ 一つのアプリケーションサーバに複数の Solr をデプロイする構成は、サポート対象外です。 

・ IM-ContentsSearch が検索を行う単位は、ログイングループ単位です。ログイングループを跨いだ検索は基本

的に行えません。 
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2 概要 

IM-ContentsSearch では、intra-mart と全文検索エンジン Apache Solr との連携を行い、intra-mart に全文検索機

能を組み込むことを可能にするしくみを提供します。 

2.1 Apache Solr  
Apache Solr は、高性能の全文検索エンジンライブラリ Lucene※を使って構築された Java ベースの全文検索エ

ンジンです。 

※ Lucene・・・Jakarta プロジェクトによって開発された、100% PureJava のインデックスを作成するタイプの全文検

索エンジンのライブラリ 

全文検索を行う対象となる文書から索引語を抽出して、文書群へのマッピングを保持したインデックス型データ構

造（= 転置インデックス）を利用して検索を行います。 

 

Solr プロダクトについての詳しい情報は、Apache Software Foundation の Web サイトでご確認ください。 

http://lucene.apache.org/solr/ 

また「Solr Wiki」 では、Solr に関する様々な資料が掲載されていますのでご活用ください。 

http://wiki.apache.org/solr/ 

 

2.2 インデックス文字列の抽出手法 
IM-ContentsSearch では文書から索引語を抽出する方法として、形態素解析 と N-gram のどちらか、もしくは両

方が使用可能です。両方使用した場合は、文書登録時には、二つの解析方法によりそれぞれのインデックスが

作成され、検索時には、検索キーワードがいずれかのインデックスに含まれる文書を取得する動作となります。 

 

 形態素解析 

 

辞書を使って文章中の形態素を認識し抽出します。そのため、単語へ分割する精度は辞書に依存し、

辞書に無い単語 (流行語や新語) は正しい分割ができないため、検索漏れが生じることがあります。 

例えば、「全文検索エンジン Apache Ｓｏｌｒによって、検索機能を提供します。」を形態素解析で分割す

ると、標準で用意されている辞書データでは以下のように分割されます。 

 

[全文][検索][エンジン][Apache][Ｓｏｌｒ][によって][、][検索][機能][を][提供][し][ます][。] 

 

また、形態素解析 は上記の通り辞書を利用した解析を行うため、不要な検索結果 (ノイズ) を減らす

事ができますが、辞書に存在しない単語などが検索から漏れてしまう可能性があります。 

例えば、「京都」というキーワードで検索を行った場合、「東京都」という文字列を含む文書はヒットしませ

ん。この場合、[東京][都] と分割されるため、 [京都] と一致する文字列がインデックスに存在しないた

めです。 

 

なお、形態素解析を利用するためには、Solr サーバとは別に形態素解析器「MeCab」(cmecab-java によ

って JNI 経由で Solr から利用) をインストールし、辞書などの設定を行う必要があります。 

 

 

 

http://lucene.apache.org/solr/�
http://wiki.apache.org/solr/�
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 N-gram  

 

文章を 1 文字ずつずらし、N 文字ごとに分割するという手法です。 

標準設定では、CJKTokenizer という日本語 (および中国語・韓国語) 向けに実装された bi-gram (2 

文字分割) ベースの分割手法を利用しています。 

 

N-gram (CJKTokenizer) では以下のような分割および変換処理が行われます。 

 全角の英数字は、半角に変換されます。 

 大文字の英字は、小文字に変換されます。 

 記号は削除され、スペースと同様に分割の区切りとして扱われます。 

例： 2000/12/31（Mon） 12:00 → [2000][12][31][mon][12][00] 

 2 バイト文字を bi-gram にて分割します。 

 カタカナの全角/半角は区別されます。また、半角カタカナの濁音・半濁音は 1 文字として扱わ

れます。 

例： ﾊﾟﾝﾀﾞ → [ﾊﾟ][ﾟﾝ][ﾝﾀ][ﾀﾞ] 

 半角英数字は 1 つの文字列として扱われます。 

例： PM9:00 → [pm9][00] 

 

例えば、「全文検索エンジン Apache Ｓｏ ｌ ｒによって、検索機能を提供します。」を  N-gram 

(CJKTokenizer) で分割すると、以下のように分割されます。 

 

[全文][文検][検索][索エ][エン][ンジ][ジン][apache][solr][によ][よっ][って] 

[検索][索機][機能][能を][を提][提供][供し][しま][ます] 

 

N-gram (CJKTokenizer) は分割ルールが単純なため、形態素解析に比べて高速に処理できます。 

また、辞書に依存しないため、どのような文章でも検索漏れを少なくする事ができますが、検索結果に

意図しない文書がヒットする可能性があります。 

例えば、「京都」というキーワードで検索を行った場合、「東京都」という文字列を含む文書もヒットします。

この場合、[東京][京都] と分割されるため[京都] と一致する文字列がインデックスに存在するためで

す。 

 

以下に形態素解析と N-gram の対比表を示します。 

各解析方法の特性を踏まえた上で、ご使用になる解析方法をお選びください。 

 形態素解析 N-gram 

検索漏れ 多い 少ない 

検索ノイズ 少ない 多い 

辞書の有無 必要 不要 

インデックス化の速度 遅い 速い 

検索速度 速い 遅い 
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2.3 システム構成 
Solr サーバは、iWP/iAF とは独立したシステムとして構築する必要があります。 

以下にシステム構成を示します。 

 

図 2.1 システム構成 

 

イントラマート上の業務データを Solr サーバに登録し、インデックスを作成する役割を持つのがクローラです。 

クローラは業務単位で独自に作成する必要があります。 

 

IM-ContentsSearch では、主に標準で以下のものを提供します。 

 全文検索画面（ポートレット・メニュー） 

 ワークフロークローラ 

 Solr サーバ検索・登録用ＡＰＩ（IM-ContentsSearch クライアントＡＰＩ） 

 Solr スキーマ定義 

 

 

 

2.4 IM-ContentsSearch ファイルの構成 
エクスプローラまたはコマンド画面で、本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

iwp_iaf/tools/IM-ContentsSearch ディレクトリに移動し、圧縮ファイル(im_contents_search.zip) を、任意のディレ

クトリに展開します。 

Windows の場合は任意の ZIP 解凍ツールで解凍してください。 

Unix 系 OS の場合は以下のコマンドで解凍することが可能です。 
#unzip im_contents_search.zip 

 

フォルダ構成は以下のようになっています。 

※ 以降、IM-ContentsSearch のルートディレクトリ を<% im_contents_search_home %>と表記します。 

 

<% im_contents_search_home %> 
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┣ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 

solr_server/ 
┃ 
┣  solr/ 
┃  ┃ 
┃  ┣ solr.xml 
┃  ┃ 
┃  ┣ default/ 
┃  ┃  ┃ 
┃  ┃  ┗ conf/ 
┃  ┃      ┣ shema.xml 
┃  ┃      ┃ 
┃  ┃      ┗ solrconfig.xml 
┃  ┃ 
┃  ┗ lib/  
┃      ┣ cmecab-1.6.jar 
┃      ┃ 
┃      ┗ commons-logging-1.1.1.jar 
┃ 
┗  solr.war 
 

Solｒサーバ関連ファイル格納ディレクトリ 
 
 
 
Solr コア構成ファイル 
 
デフォルトコアディレクトリ 
 
設定ファイル格納ディレクトリ 
 
スキーマ定義ファイル 
 
基本設定ファイル 
 
Solr サーバモジュール 共通ライブラリ 格納ディレクトリ
 
 
 
 
Solr アプリケーション war ファイル 

┣ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 

mecab/ 
┃ 
┣  windows/ 
┃  ┗ 32bit/ 
┃      ┗ mecab-0.98.exe 
┃ 
┗  unix/ 

┣ 32bit/ 
┃  ┗ mecab-0.98.tar.gz 
┣ 64bit/ 
┃  ┗ mecab-0.98.tar.gz 
┃ 
┗ mecab-ipadic-2.7.0-20070801.tar.gz

 

Mecab モジュール格納ディレクトリ 
 
 
32bit 版 window 用 Binary パッケージ 
 
 
 
 
32bit 版 unix 系 OS 用 Source 
 
64bit 版 unix 系 OS 用 Source 
 
 
unix 系 OS 用 Mecab 辞書 Source 
 

┣ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┃ 
┗ 

cmecab/ 
┃ 
┣  windows/ 
┃  ┗ 32bit / 
┃      ┗ CMeCab.dll 
┃ 
┗  unix/ 

┣ protobuf /     
┃  ┗ protobuf-2.1.0.tar.gz 
┃ 
┗ cmecab-java-1.6.tar.gz  

 

cmecab モジュール格納ディレクトリ 
 
 
32bit 版 windows 用シェアードライブラリ 
 
 
 
 
Protocol buffers Source 
 
 
unix 系 OS 用 Source 



intra-mart セットアップガイド

 

Page 6 Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

3 インストールの流れ 

本製品を運用するにあたって、以下の手順でインストールを行ってください。 

(※１)の手順は、解析方法に「形態素解析」を使用する場合のみに必要な手順となります。 

 

3.1 intra-mart のインストール 
サーバ構成にしたがって、intra-mart のインストールを行ってください。 

intra-mart のインストールについての詳細は、「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」または「intra-mart 

AppFramework セットアップガイド」をご覧ください。 

 

 

3.2 IM-ContentsSearch のインストール 
IM-ContentsSearch を iWP/iAF にインストールします。 

IM-ContentsSearch の機能を利用して Solr サーバに登録可能な文書数は 2 万文書までです。 

Solr サーバに登録できる文書数の制限を解除しない場合は、このインストール作業は不要です。 

参照 ページ 
4.1 IM-ContentsSearchインストール 8 

 

 

3.3 Java ランタイムのインストール 
Solr サーバを運用するコンピュータにインストールします。 

参照 ページ 
4.2 Javaランタイムのインストール 13 

 

 

3.4 Mecab のインストール（※1） 
解析方法に形態素解析を使用する場合に、Solr サーバを運用するコンピュータにインストールします。 

参照 ページ 
4.3 Mecabのインストール 14 

 

 

3.5 Protocol Buffers のインストール（※1） 
Unix 系 OS で解析方法に形態素解析を使用する場合に、Solr サーバを運用するコンピュータにインストールしま

す。 

参照 ページ 
4.4 Protocol Buffersのインストール 15 
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3.6 cmecab のインストール（※1） 
解析方法に形態素解析を使用する場合に、Solr サーバを運用するコンピュータにインストールします。 

参照 ページ 
4.5 cmecabのインストール 16 

 

 

3.7 参照ライブラリのインストール 
cmecab-java の実行に必要なライブラリのインストールを行います。 

参照 ページ 
4.6 参照ライブラリのインストール 16 

 

3.8 Application Server のインストール 
Solr サーバを運用するコンピュータに、Application Server をインストールします。 

参照 ページ 
4.7 Application Serverのインストール 16 

 

 

3.9 Solr サーバのセットアップ 
Solr サーバのセットアップを行います。 

参照 ページ 
4.8.1 Solrホームディレクトリの配置と設定 17 

4.8.2 Solrホームロケーションの設定 19 

4.8.3 solr.warのデプロイ 20 
4.8.4 ログの設定 20 

4.8.5 セットアップ例 20 

 

 

3.10 intra-mart の設定 
iWP/iAF 側で設定を行います。 

参照 ページ 
4.9.1 solr-config.xmlの設定 21 

4.9.2 solr-display-config.xmlの設定 22 

4.9.3 オプションツールの利用 22 
4.9.4 グループ管理者の設定 25 
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4 インストール 

4.1 IM-ContentsSearch インストール 

4.1.1 前提条件 

IM-ContentsSearch をインストールするには以下の前提条件があります。  

 iWP/iAF のインストールが完了していること。 

 

本製品をご利用になられる環境についても、事前に把握した上でインストールを開始してください。インストールに

際しては、下記の事項に関して事前にチェックすることを推奨します。 

 

 iWP/iAF サーバの構成 

 iWP/iAF をインストールしたディレクトリ 

 imSM のコンテキストルート 

 

なお、IM-ContentsSearch の機能を利用して Solr サーバに登録可能な文書数は 2 万文書までです。 

Solr サーバに登録できる文書数の制限を解除しない場合は、このインストール作業は不要です。 

 

4.1.2 インストール対象モジュール 

 

 

 

IM-ContentsSearch は、以下のモジュールに対してインストールを行います。 

 intra-mart Server Manager 
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4.1.3 インストーラの起動と操作 

 

インストーラの起動および操作は以下のように行います。 

 

 Windows の場合 

(1) java.exe コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(2) エクスプローラで本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

(3) install ディレクトリへ移動します。 

(4) setup.jar をダブルクリックし起動します。 

(5) インストーラの画面が表示されます。 

(6) 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様 

(7) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。 

   （間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください） 

(8) インストールが開始されます。 

 

 Solaris 、Linux の場合 

(1) java コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(2) コンソール画面で本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

(3) install ディレクトリへ移動します。 

(4) コンソールから java -jar ./setup.jar と入力します。 

(5) インストーラの画面が表示されます。 

(6) 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様 

(7) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。 

   （間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください） 

(8) インストールが開始されます。 

 

なお、Solaris および Linux では、Xwindow が起動しているマシンでインストールする場合だけ、インストーラのウ

ィンドウが表示されます。 

Xwindow が起動していない場合、コンソールでの対話形式でインストールを行います。 
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4.1.4 インストール方法 

 

インストール手順は以下の通りです。 

 

項番 手順 入力 

1 Server Manager がインストールされている(ｙ/n)? ｙ 

2 
サーバモジュールのルートディレクトリを入力してください imSM をインストールしたディレクトリを

フルパスで入力してください 

3 この構成でよろしいですか(y/n)? ｙ 

 
1. 「Server Manager がインストールされている」を選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 

 

 
2. imSM をインストールしたディレクトリをフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 
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3. 設定した内容を確認して間違いがなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。インストールが開始されま

す。 

 

 

 
4. インストールが完了するとダイアログが表示されます。[OK]ボタンをクリックしインストーラを終了してくだ

さい。 

 

 

 

 

4.1.5 ライセンス登録 

 

ライセンスの登録方法は、「intra-mart WebPlatform／AppFramework セットアップガイド」 - 「ライセンス登録に 

ついて」を参照してください。 
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4.1.6 アンインストール 

IM-ContentsSearch にはアンインストーラがありません。 

次の手順に従って、該当するファイルの削除を行ってください。 

 

アンインストール作業は、必ずサーバを停止した状態で行ってください。 

サーバが起動した状態でアンインストール作業を行うと、正しくアンインストールができなかったり、サーバが正しく

動作を継続できなくなったりすることがあります。 

 

以下のファイルの削除をします。 

 

 intra-mart Server Manager 

 licenses/im_so.iar ファイル 
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4.2 Java ランタイムのインストール 
Solr サーバをインストールするコンピュータにインストールします。 

すでにインストールされている場合は、行う必要はありません。 

 

4.2.1 インストール前の注意点 

4.2.1.1 Solaris 版 Java ランタイム をインストールする場合 

Solaris 版 Java ランタイムをインストールする場合は、事前に Solaris OS の必須パッチをインストールしてください。 

適切な Solaris パッチがインストールされていないと、正しく動作しないことがあります。 

Solaris 10 OS 用の Java 2, Standard Edition クラスタ パッチは、 

http://jp.sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patches/patch-access からダウンロードできます。 

（2011 年 1 月 31 日現在） 

詳細は Java ランタイムをダウンロードしたサイトをご覧ください。 

 

 

4.2.2 インストール手順 
1. Javaランタイム(JavaTM 2 SDK, Standard Edition 1.6.0_x) をダウンロードします。Javaランタイムのインス

トーラは、下記のサイトからダウンロードできます。 
http://java.sun.com/javase/ja/6/download.html  （2011 年 1 月 31 日現在） 
 

2. ダウンロードしたインストーラから、インストールを行います。インストールに関する詳細は、下記のサイト

を参照してください。 
http://java.sun.com/javase/ja/6/webnotes/install/index.html （2011 年 1 月 31 日現在） 
 

3. コマンドラインに 「java –version」 と入力し、リターンキーを押します。 
 

4. コマンドラインにバージョン情報が表示されたら、インストールは成功です。 

 

 

http://jp.sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patches/patch-access�
http://java.sun.com/javase/ja/6/download.html�
http://java.sun.com/javase/ja/6/webnotes/install/index.html�
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4.3 Mecab のインストール 
日本語の解析方法に「形態素解析」をご利用になる場合は、Solr サーバをインストールするコンピュータに形態素

解析器「Mecab」をインストールします。 

Windows 版には コンパイル済みの IPA 辞書が含まれていますので、Mecab 用の辞書を別途インストールする

必要はありません。 

4.3.1 インストーラの起動と操作 

インストーラの起動および操作は以下のように行います。 

 

 Windows の場合 
1. <% im_contents_search_home %>¥mecab¥windows¥ 32bit ディレクトリへ移動します。 
2. mecab-0.98.exe をダブルクリックし起動します。 
3. インストーラの画面が表示されます。 

言語を選択して、[OK]ボタンを押します。 

 
 

4. MeCab セットアップウィザードの開始画面が表示されます。 [次へ]ボタンを押下します。 
 

5. 辞書の文字コードの選択をします。[次へ]ボタンを押下します。 
※JIS2004 対応を行う場合には、必ず UTF-8 を選択 してください。 

 
 
6. 仕様許諾契約書に同意して、[次へ]ボタンを押します。 

 
7. インストール先を指定して、[次へ]ボタンを押します。 

ここで指定したディレクトリを以降<%mecab_home%>と略します。 
 
8. プログラムアイコンを作成する場所を指定して、[次へ]ボタンを押します。 

 
9. インストールの準備が完了するので、設定内容を確認して[インストール]ボタンを押します。 
 
10. <%mecab_home%>¥bin を環境変数 PATH に追加します。 
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 UNIX 系 OS の場合 
① Mecab のインストール 
1. <% im_contents_search_home %>/mecab/unix/<%OS の bit 数%>ディレクトリへ移動します。 
2. mecab-0.98.tar.gｚ を適当なディレクトリにコピーします。 
3. コンソール画面にて、コピーした mecab-0.98.tar.gｚのあるディレクトリに移動し tar を解凍します。 
（コマンドの例） 

#tar zxvf mecab-0.98.tar.gz 

  
4. コンソールから以下のコマンドを入力してコンパイルとインストールを行います。 

# cd mecab-0.98 

# ./configure --with-charset=utf8 

# make 

# make install 

 
② 辞書のインストール 
1. <% im_contents_search_home %>/mecab/unix ディレクトリへ移動します。 
2. mecab-ipadic-2.7.0-20070801.tar.gｚ を適当なディレクトリにコピーします。 
3. コンソール画面にて、コピーした mecab-ipadic-2.7.0-20070801tar.gｚのあるディレクトリに移動し tar を

解凍します。 
（コマンドの例） 

#tar zxvf mecab-ipadic-2.7.0-20070801.tar.gz 

 
4. コンソールから以下のコマンドを入力してコンパイルとインストールを行います。 

# cd mecab-ipadic-2.7.0-20070801 

# ./configure --with-charset=utf8 

# make 

# make install 

 
5. mecab のライブラリにパスを通します。 

   シェルに bash を使用している場合で、mecab のライブラリが/usr/local/lib にある場合の例 
#vi /etc/bashrc 

JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_12 

PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 

LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib  < -- ここを追加 

export JAVA_HOME PATH LD_LIBRARY_PATH 

 

 

4.4 Protocol Buffers のインストール 
 Windows の場合 

インストールの必要はありません。 

 

 UNIX 系 OS の場合 
1. <% im_contents_search_home %>/cmecab/unix/protobuf ディレクトリへ移動します。 
2. protobuf-2.1.0.tar.gz を適当なディレクトリにコピーします。 
3. コンソール画面にて、コピーした protobuf-2.1.0.tar.gz のあるディレクトリに移動し、tar を解凍します。 
（コマンドの例） 

#tar zxvf protobuf-2.1.0.tar.gz 

 
4. コンソールから以下のコマンドを入力してコンパイルとインストールを行います。 

# cd protobuf-2.1.0 

# ./configure 

# make 

# make install 

※Protocol Buggers は cmecab1.6 のコンパイルを通す為に必要ですが本製品の処理では使用されません。 

必ず cmecab1.6 のインストール前に ProtocolBuffers のインストールを行ってください。 
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4.5 cmecab のインストール 
 Windows の場合 

1. <% im_contents_search_home %>¥cmecab¥windows¥ 32bit ディレクトリへ移動します。 
2. CMeCab.dll を java のライブラリパスの通ったところに配置します。 

(例) <%mecab_home%>¥bin 

 

 UNIX 系 OS の場合 
1. <% im_contents_search_home %>/cmecab/unix ディレクトリへ移動します。 
2. cmecab-java-1.6.tar.gz を適当なディレクトリにコピーします。 
3. コンソール画面にて、コピーした cmecab-java-1.6.tar.gｚのあるディレクトリに移動し、tar を解凍します。 
（コマンドの例） 

#tar zxvf cmecab-java-1.6.tar.gz 

4. jni ディレクトリに移動し、Makefile.unix ファイルの CMECAB_INCLUDE を編集します。 
（例） 

・ java が/usr/java/jdk1.6.0_12 にある場合 
CMECAB_INCLUDE=-I/usr/java/jdk1.6.0_12/include \ 

               -I/usr/java/jdk1.6.0_12/include/linux \ 

               -I/usr/local/include \ 

               -L/usr/local/lib \ 

               -L/usr/local/bin 

5. make -f Makefile.unix を実行すると jni 配下に libCMeCab.so が作成されます。、 
#make -f Makefile.unix 

6. 作成された libCMeCab.so を Java のライブラリパス(プロパティ java.library.path で指定されているパス）

の通った場所に配置します。 
（例） 

#mv libCMeCab.so /usr/local/lib 

 

4.6 参照ライブラリのインストール 
 Windows の場合 

1. 下記 URL（Microsoft Download Center [2011/07/20 時点]）より、 
「Microsoft Visual C++ 2008 SP1 再頒布可能パッケージ(x86)」をダウンロード及び保存して下さい。 
 
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=a5c84275-3b97-4ab7-a40d-3802b2af
5fc2 
 

2. ダウンロードした exe ファイルを実行し、ナビゲーションに従いインストールして下さい。 
 
※ cmecab1.6 に含まれている CMeCab.dll は 32bit プログラムであるため、64bit 版 OS をご利用の場合

にも上記 32bit 版のライブラリをインストールする必要があります。 
 

 UNIX 系 OS の場合 
インストールの必要はありません。 

4.7 Application Server のインストール 
下記に挙げたいずれかの Application Server をインストールします。 

インストール方法の詳細は各 Application Server のマニュアルをご参照ください。 

 Tomcat 

 Jetty 

 Resin 

 JBoss 

 Weblogic 

 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=a5c84275-3b97-4ab7-a40d-3802b2af5fc2�
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=a5c84275-3b97-4ab7-a40d-3802b2af5fc2�
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4.8 Solr サーバのセットアップ 
Solr サーバのセットアップは、以下の手順で行います。 

 Solr ホームディレクトリの配置と設定 

 Solr ホームロケーションの設定 

 solr.war のデプロイ 

4.8.1 Solr ホームディレクトリの配置と設定 

<% im_contents_search_home %>/solr_server ディレクトリへ移動します。 

solr フォルダを Solr サーバ内の任意のディレクトリにコピーします。 

(例)  Solr サーバインストールディレクトリ/solr 

solr フォルダを配置したディレクトリを以降では<%solr_home%>と表記します。 

4.8.1.1 schema.xml の設定 

テキストの解析方法に「形態素解析」を使用する場合は、<%solr_home%>/default/conf/schema.xml を 

編集します。 

 

 辞書の文字コードの指定  
42 行目あたりの<types>タグ内<fieldType>要素の name 属性が「text_morph」の 
charset 属性に Mecab のインストール時に指定した文字コードを設定します。 

 
設定例を以下に示します。 

<types> 

・・・・・・・・・・・・・・ 

  <fieldType name="text_morph" class="solr.TextField" 

   positionIncrementGap="100"> 

   <analyzer> 

    <tokenizer 

     class="net.moraleboost.solr. StandardMeCabTokenizerFactory"  charset=" utf-8"/> 

   </analyzer> 

  </fieldType> 

  このトークナイザクラスを使用した場合に設定可能な各属性は以下の通りです。 

・ charset 属性     Mecab のインストール時に指定した文字コードを指定します。省略すると、Java の既定

文字コードが用いられます。 

・ maxSize 属性  入力から読み込む最大文字数の上限値を指定します。この値を超えると解析は失敗しま

す。デフォルトは 10 * 1024 * 1024 です。 

・ arg 属性  MeCab に与えるオプションを指定します。省略可。 

 

 

 

4.8.1.2 solrconfig.xml の設定 
Solr 基本設定ファイル<%solr_home%>/default/conf/solrconfig.xml を編集します。 
 

 データ保存ディレクトリ 

<dataDir>ではインデックスデータ格納先ディレクトリを指定します。 

     初期状態では、./solr/default/data が設定されています。 
   <dataDir>${solr.data.dir:./solr/default/data}</dataDir> 

 

※相対パスで指定した場合は、アプリケーションサーバを起動したディレクトリによりカレントディレクトリが変って

しまいますので、絶対パスで指定することをお勧めします。 



intra-mart セットアップガイド

 

Page 18 Copyright 2000-2011 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 一つのフィールドに索引付けする単語数 

< mainIndex >タグ内の<maxFieldLength>では、一つのフィールドに追加する語句の最大許容数を指定

します。初期状態では、10000 が設定されています。 

サイズの大きいドキュメントのインデックスを作成する場合は、ドキュメントの最後までインデックス化されな

い可能性があります。 

インデックス化されていない単語を検索キーワードに指定した場合には対象情報を取得することはできま

せん。大きいサイズの文書が見込まれる場合は、この値を増やしてください。ただし、この値を高く設定し

すぎるとメモリー不足のエラーが発生する可能性がありますのでご注意ください。 

      

 Solr 管理機能の利用設定 

Solr では、検索クエリの実行や、インデキシングのアナライズ等を行うことが可能な管理画面などの管理機

能が用意されていますが、初期状態では IM_ContentsSearch で必要な機能のみが有効になっています。 

管理機能を全て有効する場合には、admin comment と書かれている部分のコメントを外してください。 

ただし、管理画面には認証機能が備わっておりません。ご使用の際にはセキュリティ面を十分にご留意の

上ご利用ください。 

 

 

solrconfig.xml のその他の設定項目に関しましては、初めにご紹介した Solr wiki でご確認ください。 

 

《 注意点 》 

1. 上記以外の項目で設定値を変更すると、場合によっては intra-mart との連携が正常に行うこと出来なく

なる可能性があります。変更する場合は、Solr の仕様を十分にご理解した上で変更してください。 

2. 要約のハイライトタグの設定値<formatter>タグの name 属性が「html」に関する設定は、イントラマートの

全文検索画面の検索結果表示時に使用しています。この画面を使用している場合は、この設定の変

更は行わないでください。 

3. セミコロン「;」はデフォルトでは特殊文字として扱われるため検索語句に含めることはできませんが、 

  solrconfig.xml の invariants 属性に以下の一行を追加することでセミコロン「;」を検索語句に含めること

が可能になります。 
<str name="defType">lucene</str> 

 

 

 

4.8.1.3 solr.xml の編集 

intra-mart でマルチ・グループ機能(1 つの intra-mart を複数のグループや会社で共同利用できる機能)を利用し

ている場合、IM-ContentsSearch ではログイングループ単位でインデックスの管理を行います。 

この場合 Solr サーバの構成には、以下の二つのパターンが考えられます。 

① ログイングループ毎に Solr サーバを構築する。 
② 一つの Solr サーバで、ログイングループ毎にインデックス情報を管理する。 

 

②の構成にする場合は、Solr コア構成ファイル <%solr_home%>/ solr.xml の編集が必要となります。 

Solr コアとは、インデックスのスキーマ定義、オブジェクト等さまざまなデータを保持しているコアのオブジェクトで

す。ログイングループ単位で、インデックス情報を管理するためには、ログイングループ数分このコアが必要になり

ます。 

初期状態では、default コア（インスタンスディレクトリは、<% solr_home%>/default） のみが存在しており、solr.xml

の内容は以下のようになっています。 

 
<solr sharedLib="lib" persistent="true"> 
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 <cores adminPath="/admin/cores"> 

  <core default="true" instanceDir="default" name="default"></core> 

 </cores> 

</solr> 

 コア定義の追加 

一つ目のログイングループのコアは定義済みなので、二つ目以降のログイングループのコアの定義を 

追加します。   
 <cores adminPath="/admin/cores"> 

  <core default="true" instanceDir="default" name="default"></core> 

  <core default="false" instanceDir="sample" name="sample"></core> 

 </cores> 

追加するコアの default 属性は、false を設定します。 

instanceDir 属性には、コアのディレクトリ名を、name 属性にはコア名（ログイングループ ID を推奨します）

を設定します。 

 

各コアにアクセスするＵＲＬは以下のようになります。 

http:// Solr サーバの IP アドレス：ポート/solr/core 名 

※このＵＲＬは後述するイントラマート側の設定で必要になります。 

   

上記設定例の場合は、 

default コアにアクセスするログイングループ default 用 Solr サーバ URL は 

         http:// Solr サーバの IP アドレス：ポート/solr/default 

 sample コアにアクセスするログイングループ sample 用 Solr サーバ URL は 

         http:// Solr サーバの IP アドレス：ポート/solr/sample 

  となります。 

 

 インスタンスディレクトリの作成と設定 

次に<% solr_home%>/default をコピーして<% solr_home %>ディレクトリ内に貼り付け、 

フォルダ名を上記の instanceDir 属性で指定した名前にリネームします。 

 

追加したディレクトリ内の solrconfig.xml のデータ保存ディレクトリを 4.7.1.2 の手順で編集します。 

    ※ここで指定するデータ保存ディレクトリは、Solr サーバ内で一意になるようにしてください。 

 

4.8.2 Solr ホームロケーションの設定 

4.7.1 で配置した Solr ホームディレクトリのロケーションの設定を行います。 

初期状態は、./solr （ＡＰＰサーバのＪａｖａＶＭのカレント作業ディレクトリ/solr）です。 

 

Solr ホームロケーションは、以下の二つ方法のいずれかの設定を行います。 

 
① java システム・プロパティーに追加する  

キー ： solr.solr.home  値： <% solr_home%>のパス 
② JNDI ネームスペースに登録する 

JNDI 名：java:comp/env/solr/home 値： <% solr_home %>のパス 
 

 

設定の方法は、ご使用になる Application Server に依存しますので、各 Application Server のマニュアルをご参照

ください。 

 

アプリケーションサーバの起動時に以下のようなエラーが出た場合は、Solr ホームディレクトリの設定が正しく行わ
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れていない可能性がありますので、設定内容をご確認ください。 

# エラーログ出力例 
Could not start SOLR. Check solr/home property 

java.lang.RuntimeException: Can't find resource 'solrconfig.xml' in classpath or ・・・・ 

4.8.3 solr.war のデプロイ 

Application Server に<% im_contents_search_home %>/solr_server /solr.war をデプロイします。 

デプロイ方法は、ご使用になる Application Server に依存しますので、各 Application Server のマニュアルをご参

照ください。 

4.8.4 ログの設定 

Solr では、ログの出力に JDK の Logging(java.util logging)を使用しています。 

ログの設定は Application Server に依存しますので、各 Application Server のマニュアルをご参照ください。 

 

4.8.5 セットアップ例 

アプリケーションサーバに Resin3.1.×または Tomcat6.0.×を使用した場合の、各サーバ固有の設定の例を示しま

す。 

 

4.8.5.1 Resin3.1.×の場合のセットアップ例 

 

 Solr ホームロケーションの設定 

Resin のインストールディレクトリ直下にＳｏｌｒホームディレクトリ配置した場合の Solr ホームロケーションの設定例を

以下に示します。 

 

Resin のインストールディレクトリ/conf/resin.conf に以下を追加します。 
<web-app id="/solr" root-directory="webapps/solr"> 

  <env-entry> 

     <env-entry-name>solr/home</env-entry-name> 

     <env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type> 

     <env-entry-value>${resin.home}/solr</env-entry-value> 

  </env-entry> 

</web-app> 

 

4.8.5.2 Tomcat6.0.×の場合のセットアップ例 

TOMCAT インストールディレクトリを<%tomcat_home%>と略します。 

 

 URIEncoding の設定 

<%tomcat_home%> /conf/server.xml の Connector 要素に、属性 URIEncoding="UTF-8"を追加します。 
    <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"  

               connectionTimeout="20000"  

               redirectPort="8444"  

     URIEncoding="UTF-8"/> 

 

 Solr ホームロケーションの設定 

<%tomcat_home%>直下にＳｏｌｒホームディレクトリ配置した場合の Solr ホームロケーションの設定例を以下に示

します。 
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① <%tomcat_home%> /conf に Catalina/localhost ディレクトリを作成します。 
② 下記の内容の solr.xml ファイルを作成し、①で作成したディレクトリに配置します。 

<%tomcat_home%> /conf/ Catalina/localhost/solr.xml の記述例 
<Context path="/solr" debug="0" crossContext="true" > 

   <Environment name="solr/home" type="java.lang.String" value=" <%tomcat_home%>/solr" override="true" /> 

</Context> 

 

 

4.9 intra-mart の設定 
iWP/iAF および iWP/iAF がインストールされているコンピュータへの設定を行います。 

 

4.9.1 solr-config.xml の設定 

intra-mart Server Manager /conf/solr-config.xml にて、Solr サーバのＵＲＬおよびテキストの解析方法の指定を行

います。 

以下に設定例を示します。 
<solr-config> 

 <solr-url> 

  <group-default>http://solr_http_adress:solr_http_port/solr/default</group-default> 

  <group name="default">http://192.168.108.123:8080/solr/default</group> 

  <group name="test">http://192.168.108.123:8080/solr/sample</group> 

 </solr-url> 

 

 <tokenizer> 

  <use-ngram>true</use-ngram> 

  <use-morph>true</use-morph> 

 </tokenizer> 

 

 <searcher> 

  <method>POST</method> 

 </searcher> 

</solr-config> 

 

 タグの説明 

< solr-url >タグ 
< solr-url > Solr サーバの URL を設定します。 

http:// Solr サーバの IP アドレス：ポート/solr/core 名※ 
※ core 名については、4.5.1.3 コア定義の追加の項目をご参照ください。 

< group-default > デフォルトの Solr サーバの URL を設定します。 
<group>に該当のログイングループの Solr の URL の設定が見つからなかった場

合は、こちらの設定を参照します。 

 

<group> ログイングループの Solr サーバの URL を設定します。 
name 属性 ： ログイングループ ID 

 

 

 

 

 

< tokenizer >タグ 
< tokenizer > 各解析方法の使用有無を設定します。 
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< use-ngram > 解析方法に Ngram を使用するどうかの設定をします。 
Ngram を使用する場合は true を設定してください。 
 

 

< use-morph > 解析方法に形態素解析を使用するかどうかの設定をします。 
形態素解析を使用する場合は true を設定してください。 

 

 

<searcher>タグ 
< searcher > Solr サーバへの検索処理に関する設定をします。 

※この設定は、iWP/iAF ver7.2.0 より追加されました。 
（iWP/iAF ver7.1 では patch04 にて対応予定です）  

 < method > Solr サーバへのリクエスト送信時に使用するリクエストメソッドを指定します。 
（任意） 
POST を設定した場合は POST メソッドが使用されます。 
指定がない場合、または GET を設定した場合は GET メソッドが使用されます。 
 

 

4.9.2 solr-display-config.xml の設定 

必要に応じて intra-mart Server Manager /conf/ solr-display-config.xml にて、全文検索画面の表示設定を行いま

す。 

 初期状態は以下のように設定されています。 
 <display> 

  <dispay-count default="10">10,20,30,50</dispay-count> 

  <use-highlight>true</use-highlight> 

 </display> 

     

< display >タグ 
< display > 全文検索画面の表示に関する設定をします。 

< dispay-count > 全文検索画面 検索オプション 表示件数コンボボックスに表示する件数を設定

します。 
形式はカンマ区切りです。 
deafult 属性：初期表示時に選択状態にする件数を設定します。 

 

< use-highlight > ハイライト機能を利用するかどうかの設定をします。 
true を設定した場合は、検索結果で表示される要約の検索キーワードがハイライト

表示されます。 未指定時は true です。 

 

 

 

4.9.3 オプションツールの利用 

IM-ContentsSearch クライアント API では、ドキュメントからテキストを抽出する機能を提供していますが、オプション

ツールを利用することで、テキスト抽出精度を向上させたり、規定では抽出できないフォーマットからのテキストの

抽出が可能となります。 

オプションツールはいずれもフリーで使用できますので、必要に応じて任意でオプションツールのインストールを

行ってください。 

 

 

以下に各抽出方法における対比を示します。 

抽出方法 対応フォーマット 長所 短所 
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オプション① 

xdoc2txt 

PDF  

Word  

PowerPoint  

Excel 

テキスト抽出精度が高い。 

Office 2007 フォーマット(docx, 

pptx, xlsx)に対応。 

別途 xdoc2txt コマンドのインス

トールが必要。Windows でし

か動作しない。 

オプション② 

pdftotext 

 

PDF テ キ ス ト 抽 出 精 度 が 高 い 。

Linux/Windows 両方で動作す

る。 

別途 Xpdf のインストールが必

要。 

PDFBox  

（規定） 

PDF Java のみで実装されているた

め、他のコマンド等に依存しな

い。 

テキスト抽出精度が低い（特に

日本語フォントを認識できない

ことが多い）。 

Apache POI3.2 

（規定） 

Word  

PowerPoint 

Excel 

Java のみで実装されているた

め、他のコマンド等に依存しな

い。 

Office 2007 に対応していない

 

4.9.3.1 インストール 

オプションツールを使用する場合は、以下のサイトからお客様自身でダウンロードして、インストールを行ってくだ

さい。 

 Xpdf (http://www.foolabs.com/xpdf/) 付属のコマンド”pdftotext”  

 フリーウェア”xdoc2txt” (http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/xdoc2txt.html)  

4.9.3.2 solr-config.xml の設定 

テキストの抽出にオプションツールのコマンドを使用する場合には、ServerManager/conf/solr-config.xml の 

<solr-config>タグ内に、<extractor>タグを追加します。 

 

設定例を以下に示します。 
<solr-config> 

 <solr-url> 

  <group-default>http://192.168.108.123:8080/solr/default</group-default> 

 </solr-url> 

 <tokenizer> 

  <use-ngram>true</use-ngram> 

  <use-morph>true</use-morph> 

 </tokenizer> 

 <extractor> 

  <use-pdftotext>true</use-pdftotext> 

  <pdftotext-path>C:\Home\opt\xpdf\pdftotext.exe</pdftotext-path> 

  <use-xdoc2txt>true</use-xdoc2txt> 

  <xdoc2txt-path>C:\Home\opt\xdoc2txt\xdoc2txt.exe</xdoc2txt-path> 

<preferred-pdf-extractor>pdftotext</preferred-pdf-extractor> 

<temp-dir> C:\Home\opt\temp</temp-dir> 

 </extractor> 

</solr-config> 

 

 タグの説明 

< extractor >タグ 
< extractor > テキスト抽出に関する設定 
1 < use-pdftotext > PDF からのテキスト抽出に、pdftotext コマンドを利用するかどうかを設定し

ます。 
使用する場合は、true を設定してください。 
未指定時は false です。 

2 < pdftotext-path > pdftotext コマンドのパスを設定します。 
< use-pdftotext >が true の場合は必須です。 

http://www.foolabs.com/xpdf/�
http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/xdoc2txt.html�
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3 < use-xdoc2txt > DOC/DOCX/PPT/PPTX/XLS/XLSX/PDF か ら の テ キ ス ト 抽 出 に 、

xdoc2txt コマンドを使用するかどうかを設定します。 
使用する場合は、true を設定してください。 
未指定時は false です。 

4 < xdoc2txt-path > xdoc2txt コマンドのパスを設定します。 
< use-xdoc2txt >が true の場合は必須です。 

5 < preferred-pdf-extractor > use-pdftotext および use-xdoc2txt 要素の値が共に true であったとき、 
PDF からのテキスト抽出にどちらを優先するかを設定します。(任意) 
pdftotext を指定すると pdftotext が、xdoc2txt を指定すると、xdoc2txt が

優先されます。 
未指定時は、xdoc2txt が指定されたものとみなされます。 

6 < temp-dir > テキスト抽出器用のテンポラリディレクトリを設定します。(任意) 
未指定時は、デフォルトの一時ディレクトリが使用されます。 
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4.9.4 グループ管理者の設定 

IM-ContentsSearch では、全文検索を行うためのポートレットとメニューを標準で提供しています。 

ユーザが全文検索画面を使用可能にするためには、グループ管理者による以下の設定が必要です。 

 

4.9.4.1 ポートレットの公開設定 

[全文検索]ポートレットは、初期状態では「非公開」になっています。 

[全文検索]ポートレットをご利用になる場合は、グループ管理者メニュー「ポータル」-「ポートレット」のポートレット

一覧で、[全文検索]ポートレットの公開チェックボックスにチェック入れてください。 

上記設定を行うことで、グループポータルまたはユーザポータルに[全文検索]ポートレットを追加することが可能

になります。 

4.9.4.2 メニューの権限設定 

           [全文検索]メニューには、初期状態では権限が設定されておりません。 

           [全文検索]メニューをご利用になる場合は、グループ管理者メニュー「ログイングループ管理」-「メニュー管理」

-[メニュー設定]より、[全文検索]メニューの権限に該当権限の追加を行ってください。
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