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株式会社鉄飛テクノロジー www.teppi.com 

「FileBlog」ホワイトペーパー 

FileBlog製品紹介資料 

最新更新日： 2013/04/12 

※本資料は随時更新されますので最新情報をご確認ください 

 

本資料は、以下のような構成になっております。お客様の目的に応じて、必要なセクションから読んだり、印刷

したりしてご利用下さい。 

 タイトル 説明 

A ファイルサーバの問題、一緒に考えさせてください 弊社代表からのご挨拶です 

B ファイルサーバ・ナビゲーションという課題 ファイルサーバ運用の課題を明らかにします 

C ファイルサーバ・ナビゲーション改善が、FileBlogの狙い

です 

従来製品の問題点と、FileBlog の特長を簡潔

にまとめました 

D FileBlogは他の製品とどう違うのか 競合製品群との比較資料です 

D'  FileBlogの将来展望 ファイルサーバ・ナビゲーション改善に向けた

今後の方向性です 

E FileBlog画面イメージ紹介 主な機能を画面イメージで紹介します 

F FileBlog製品仕様 動作環境・対応ファイル形式などのデータです 

G 検索エンジンの仕様 検索エンジンとしての基本機能を説明します 
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A. ファイルサーバーの問題を、一緒に考えさせてください 

株式会社鉄飛テクノロジー 

代表取締役 岡田 国一 

 

「FileBlog」にご興味を持っていただき、ありがとうございます。 

 

まずは自己紹介をさせていただきます。私が始めて PC を購入したのは 13 歳の春。ゲームセンターと違ってコ

インなしに遊べるという不純な動機が本音でしたが、建前上は「プログラミングの勉強」を理由に、当時 30 万

円もしたPCを親に買ってもらったのですが、半年後に初代ファミコンが 1万数千円の低価格で発売されてしま

い、衝撃を受けた記憶があります。「やせ我慢」で没頭したプログラミングでしたが、いつの間にか自分の生業へ

と繋がり、今ではあの時のめぐり合わせに感謝しています。 

 

私ども、株式会社鉄飛テクノロジーは、2000年の創立以来、「ITの導入が生み出す新しい課題を ITで解決する」

という理念のもと、グループウェア製品や・文書管理システムを開発・販売して参りましたが、「自分が欲しいか

ら作る」という、ひとりよがりの動機で作った製品は、なかなか売れません。 

 

そこで、文書管理システムの導入を検討されるお客様のご要望に耳を傾け、本当の問題は何かを探った結果、近

年のファイルサーバの大容量化・ファイル数の爆発的増加が、「ファイルが見つからない」「ファイルの素性がわ

からない」といった問題を生み出していることを発見し、このファイルサーバ問題に本気で取り組んで参りまし

た。事例を集め、ノウハウを集積し、解決に必要なツールを開発し、品質の向上に務め、お客様のファイルサー

バ問題の解消のために、あらゆる手段を惜しみません。 

 

ファイルサーバ問題解消のための製品第一弾として 2007 年夏に「FileBlog」をリリースしてから 6 年。ファイ

ルサーバ上のファイルの扱いにお悩みのお客様が依然として多いのに加え、近年急速に普及しつつあるスマート

デバイスからもファイルサーバ上のデータへのアクセスの必要性が高まっていることが分かってきました。 

 

「ファイルが見つからない」「ファイルの素性がわからない」「必要なファイルを誰でも早く見つ

けられるようにしたい」「いつでもどこでもファイルを見たい」... そんな問題意識がありましたら、

私たちにも、どうか一緒に考えさせてください。 

 

製品をすべて自社内で開発している、メーカーならではのサービスをさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 

※「FileBlog」を導入するだけで、考えるまでもなく解決する部分も、結構あるかもしれません。ぜひ、弊社ホ

ームページより無料体験版をダウンロードして、実際の「FileBlog」を体験してください。 
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B. ファイルサーバ活用の効率化という課題 

更新日：2013/04/12 

 

知的生産活動の補給線を守るために、ファイルサーバ活用の効率化が効果的です。 

「FileBlog」を導入すれば、現状のフォルダ構成そのままで、目的のファイルが面白いように早く見つかります。 

 

知的生産活動の効率悪化は、放置できない問題です 

ファイルサーバはあらゆる企業・組織に存在しますが、多くの現場が下記のような共通の課題に直面しているこ

とがわかりました。それらのすべてが、知的生産活動の効率低下に直結しています。 

 

まず、ファイルに 

すぐアクセスできない 

 

 ファイルが増え、フォルダ階層が深くなっていませんか？ 

 わかっているファイルにアクセスするだけでも、深いフォル

ダ階層を辿ってアクセスする手間は増える一方です 

ファイルを調べたい場面は 

増える一方だが 

 従来「生き字引」として疑問に答えてくれていたベテランの

退職が相次いでいませんか？ 

 残された若手社員は、自力で資料を調べなければなりません 

ファイルの素性が分からず 
 限られた文字数のファイル名/フォルダ名では、ファイル/フ

ォルダの役割や内容を明確に説明することができません 

 ファイルの素性を思い出すために、いちいちファイルを開い

て内容を確認する手間が必要です 

経験の浅い人では探せない  勝手のわからない深いフォルダ階層からファイルを探すのは

簡単ではありません 

スマートフォン、タブレットで 

アクセスできない 

 スマートデバイスからファイルサーバに直接アクセスするこ

とができない 

 アプリでファイルを開いてもレイアウトが崩れてしまう 

そして、 

本当にファイルが見つからない 

 どこかにあるはずの過去の資料を見つけるために、数人で手

分けをして長時間ファイルを探したことはありませんか？ 

 日常的のファイル検索は小さな時間の積み重ねですが、この

レベルでは、チーム全体が半日単位で影響を受けます 

 

鉄飛テクノロジーでは、お客様と一緒になって上記のような悩みの解決に日夜取り組んでおりますが、多くのお

客様に共通するのが、「簡単に導入できるソリューションが無い」というご意見でした。従来から、市場には「文

書管理」・「文書共有」や「文書検索」を謳う製品がいくつも出回っておりましたが、ファイルサーバ問題は

従来製品の導入では簡単に解決しないというご意見を多くいただいたのが、2007年 2月にFileBlogの開発

に着手したきっかけです。 
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C. ファイルサーバ活用の効率化が、FileBlog の狙いです 

なぜ、ファイルサーバ問題の解決が難しいのか？ 

私たちは、従来製品の導入でファイルサーバ問題が解決しない原因として、以下が大きいことを発見しました。 

検索エンジンだけでは 

ファイルがみつからない 

 エンタープライズ検索エンジンを導入しても、 

ほとんどのユーザはウィンドウズ・エクスプローラでファイ

ルを探しており、検索エンジンは滅多に使われません 

 検索エンジンは、フォルダ階層ブラウズ機能と密接に結びつ

かなければ、本来の威力を発揮できません 

導入時にデータの引越しが必要 
 大量の既存ファイルを、ひとつひとつ初期登録しなければな

らず、膨大な作業が発生してしまう 

ファイルの属性管理ができない 
 ファイルに説明を付加したり、タグ付けして分類したりする

機能は、Windowsファイルサーバに備わっていません 

アクセス手段が限られる 
 LAN内の PCからしかアクセスできない 

 ネットワーク越しではアクセス性能が著しく低下する 

 Androidや iPhone/iPad ではアクセスできない 

 

「FileBlog」は、ファイルサーバ活用の効率化に特化した製品です。 

「FileBlog」は、従来の文書管理・文書共有・検索システムの導入に踏み切れなかったお客様にも、安心して導

入していただけるよう、以下の特長をもったシステムです。 

ファイルが簡単に見つかる 
 ウィンドウズ・エクスプローラに近い操作性で、誰でも違和

感無く、フォルダ階層をブラウズできます 

 フォルダブラウズと相互往来できる全文検索機能で、エクス

プローラと検索エンジンの二つの機能を融合させました 

 一覧の縮小画像表示や、プレビュー機能を強化してあるため、

ファイルを開かずに高速に内容を確認できます 

導入が簡単 
 既存フォルダを丸ごとスキャンして、Webアクセスや検索がで

きるようにします。ファイル単位の初期登録は不要です 

 今までのファイルサーバ運用と併用できますので、従来の業

務手順に影響を与えずに導入できます 

 Windowsのユーザ認証・セキュリティに連動するので、ユーザ

登録やセキュリティ設定作業なしに、導入できます 

ファイルの属性管理ができる 
 ブログにコメントを書き込むように手軽に、ファイルに説明

を付加したり、タグ付けをしたりできます 

端末を選ばない 
 ブラウザが動作すれば、どんな端末からでも利用可能です。

（Windows/Mac/iPhone/iPad/Android/など) 
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D. FileBlog は他の製品とどう違うのか 

2013/04/12 

FileBlog の位置づけ 

FileBlogと比較される製品は、以下のような機能をもった製品です 

エンタープライズ検索エンジン  あらかじめ、検索用の索引情報を維持し、必要に応じて高速で検索でき

る検索エンジンで 

 ユーザ・フォルダ・ファイル毎に設定されたアクセス権をチェックして

検索結果を返せるもの（セキュリティチェックを省略した製品は「デス

クトップ検索エンジン」に分類されます） 

文書共有・公開システム  登録された文書ファイルを、ブラウザから閲覧可能な形式（PDF 形式

や、画像形式）に変換して、Web 公開することにより、情報共有を促

進します 

文書管理システム  各文書ファイルに、分類や説明文など各種の属性を関連付けて、文書デ

ータベースを構築します 

 ワークフロー管理やバージョン管理などの厳格な文書管理機能を特長

とします 

クラウドストレージサービス  DropBox のように、ローカルフォルダと同期するクラウドストレージ

サービス 

 Handbookのように、クラウド環境にファイル共有スペースを設けて、

タブレット端末から参照するサービス 

 

FileBlogは既存ファイルサーバの文書資産の整理・活用・利用効率の向上を目的として導入される、 

「Windowsファイルサーバ検索/Web共有システム」で、以下の特長により他製品と区別されます。 

 エンタープライズ検索エンジンとしての機能を完備します。特にフォルダを辿ってファイルを探

せるのは FileBlog が世界で初めて実現した機能です。ただし、あいまい検索・類義語検索などの

言語処理に関わる機能は標準では持たず、シンプルで力づくの検索を行います。 

 ファイルサーバからの大量文書の登録性能・検索性能に自信があります 

 文書共有・公開システムとしての機能を完備し、ファイルのアップロードが可能です。ただし、

従来の文書共有・公開システムは数千～数万ファイルでの利用を前提とし、検索機能がオプション

として提供されることが多いのに対し、FileBlog は数十万件～数百万件以上の大量ファイルの共

有・公開が可能で、検索エンジンを初めからビルトインしている点に特長があります。 

 ファイルに属性や説明文を書き込む簡易な文書管理から、バージョン管理やワークフロー管理を

まで対応可能なシステムです。作業文書や一時成果物を含めた大量文書を効率よく管理できる一

方、成果物や正式文書である重要ファイルの厳格な管理も同時に行えます。（要カスタマイズ） 
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D'. FileBlog の進化と展望 

2013/04/12 

すでに実現した機能 

従来ウィンドウズ・エクスプローラで実現できなかったファイルサーバ活用効率の改善について、FileBlogユー

ザさまより、多くの要望が寄せられております。ご要望の多くは既に実現されておりますが、今後も改良を続け

て参ります。 

 

お客様要望 すでに実現された機能 

よく使うファイルには 

少しでも早くアクセス

したい 

人気ランキング順のファイル表示 

アクセスのログからも、人気の高いファイルを分析することが可能です。 

（アクセスログ集計オプション＋ポータルオプション） 

ポータル機能 

ユーザがフォルダを選択すると、そのフォルダに応じて、部門内・プロジェ

クト内・テーマ別など状況に応じて、ユーザがカスタマイズしたポータル画

面を表示するようにできます。（ポータルオプション） 

 

 こうして、ベテランの選択の恩恵を、経験の浅いユーザに波及させることが

できます。 

 よく使うファイルを開くまでのクリック数を毎日数クリックずつでも削減で

きれば、組織全体では大きな工数削減効果が見込めます 

文書作成のワークフロ

ー管理を行いたい 

文書管理ワークフロー機能 

文書の登録申請→承認・配布→通知→受領のワークフロー運用を支援します。

（カスタマイズ事例あり） 

 

お客様要望 今後実現される可能性の高い機能 

機密文書を安全に管理

したい 

文書の重要度管理 

文書プロパティに「重要度」を付与し、これを表示・検索可能にします 

 

透かし付ダウンロード機能 

文書のダウンロード時に、自動的に「社外秘」など透かしを入れたPDFとし

てダウンロードします。 

 

印刷機能 

タブレット端末・スマートフォンでファイルを選択して、Windowsプリンタ

に印刷指示を出せるようにします。 
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E. FileBlog 画面イメージ紹介 

2013/04/12 

「FileBlog」の主要機能を、画面イメージでご紹介します 

ファイルブログへのログイン 

 Windowsマシン（またはドメイン）にログインするのと同じユーザ名・パスワードでログインします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォルダ条件とキーワード条件の複合検索ができます 

 フォルダを選択してから、キーワード検索できます 

 キーワード検索の結果一覧を、さらにサブフォルダを選択して絞り込むことができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCブラウザ タブレットブラウザ 

PCブラウザ 

タブレットブラウザ 
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検索結果のサムネイル表示 

 GIF/JPEGはじめ、各種の画像ファイルを縮小版イメージで一覧できます 

 パワーポイントプレゼンテーションや、PDFファイルについても、縮小版イメージを作成します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルの高速プレビュー機能 

 アプリケーションを起動してファイルを開かなくても、各種ファイルをWeb上でプレビューできます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オプションでAutoCAD、Illustrator、Photshop、InDesignのプレビューも可能です 

PCブラウザ 標準プレビュー 

PCブラウザ 

タブレットブラウザ 

タブレットブラウザ 

全画面プレビュー 
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F. FileBlog 製品仕様 

更新日：2013/04/12 

※ 随時バージョンアップにより変更が加わる可能性があります 

商品サイトにて最新情報をご確認下さい 

動作環境 

クライアント側 OS FileBlogはWebアプリケーションです。 

 Windows (XP/ Vista/ 7/8  2003 Server/2008/2012) 

 Mac OS X v10.2 以降 

 iPhone/iPad / Android 

 Linux 

対応 Webブラウザ 対応ブラウザ 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 以降（推奨は IE9.0以降。IE6は間もなくサポ

ートを終了する予定です。） 

 Mozilla Firefox、Google Chrome、Apple Safari(iOS含む) 、Androidブラウザ 

(できるだけ最新版でお使い下さい) 

ブラウザ設定 

 Cookieおよび Javascriptを使用します 

サーバ側 OS  Windows 2003 Server 

 Windows 2008 Server  

 Windows 2012 Server 

 Windows 7/ Vista/ XP (評価版動作用として) 

32bit/64bitいずれでも動作します。 

サーバ側 CPU 検索・縮小版画像作成などのレスポンスを向上させるには、マルチコア CPU の採

用を推奨します 

サーバ側必要メモリ容量 2GB以上 

サーバ側必要ディスク容量 プログラムファイルに 600MB。 

運用には管理対象となるデータ容量の 10～30%程度の容量が必要。 

サーバ側その他動作環境 FileBlog パッケージは、Web サーバを含むので、すでに Web サーバがインストー

ルされている環境にインストールする場合は、共存に注意が必要です 

その他特記事項 FileBlogインストーラは、以下のシステムをインストールします 

 Apache 2.2 (Webサーバ)/ PHP 5.2  

 Java ランタイム/ Apache tomcat / Apache Solr （検索エンジン） 

 Fb3Indexer (FileBlogクローラ) 

デフォルトで、Apache は TCP/80 番ポートを利用します。SSL 対応はオプション。

（なお、Apache SolrはTCP/8181 を、FileBlogクローラはTCP/1980を内部的に使

用します。） 
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対応ファイル形式 

ファイルシステム 原則として Windows ファイルサーバ(NTFS)向けですが、 

EMC/ NetApp などCIFS互換性の高い NASでは動作を確認しております。 

また、プロパティ書き込み機能が制限されますが、UNIX系OSのNASを対象とするこ

とも可能です。（お客様にて事前検証をお願いします） 

ディレクトリサービス 原則としてWindows Active Directoryに対応します。LDAP 環境では sambaドメインコ

ントローラをご用意ください。（お客様にて事前検証をお願いします） 

画像プレビュー 以下のファイル形式については、ファイルから画像を抽出して、専用のビューアーな

しでブラウザから閲覧が可能にできます(太字は Ver.3.0で新規対応） 

.tif .tiff TIFファイル 

.jpg .bmp .gif .png .jpg 画像ファイル 

.ico アイコンファイル 

.wmf Windows Meta File 

.emf Windows Enhanced Meta File 

.ppt   .pptx Microsoft PowerPoint 97～2003/2007～2013 

.doc   .docx Microsoft Word 97～2003/2007～2013 

.xls    .xlsx Microsoft Excel 97～2003/2007～2013 

.vsd Microsoft Visio 2003～ 

.pdf Adobe PDF 

.arw .cr2 .crw .dcr .dng .mrw 

.nef .orf .pef .raf .sr2  
各社デジタルカメラ RAW形式 

.dwg .dxf  AutoCAD図面（オプション） 

.svg SVG(Scalable Vector Graphics) 

.xdw, xbd Xerox DocuWorks(DocuWorksが必要です) 

.ai .psd .eps .indd Adobe Illustrator/Photoshop/InDesign（オプション） 

.flv .avi .asf .mov .mp4 .wmv 動画ファイル（※エンコーダ FFMPEGが必要です） 

.tet .xml .html .mht テキストファイル、Webページ、Webアーカイブファイル 

.ibooks Apple iBooks（サムネイルがあるもの） 
 

全文検索対象ファイル 拡張子判別により以下の形式に対応します(その他、各社 IFilterに対応） 

.rtf  リッチテキスト 

.doc   .docx Microsoft WORD ver5.0/95/97～2003/2007～2013 

.xls    .xlsx Microsoft Excel ver5.0/95/97～2003/2007～2013 

.ppt    .pptx Microsoft PowerPoint 97/97～2003/2007～2013 

.vsd Microsoft Visio 2003～(要 Visio IFilter) 

.sxw/.sxc/.sxi/.sxd  OpenOffice.org 

.odt/.ods/.odp/.odg  Open Document 

.jaw/jtw/.jbw/juw/.jfw/jvw 一太郎 5/6/7 

.jtd/jtt  一太郎 ver8/9/10/11/12 

.oas/oa2/oa3  OASYS/Win 

.bun  新松/松 5/松 6 

.wj2/wj3/wk3/wk4/123  Lotus 123 

.wri  Windows3.1 Write 

.pdf  Adobe PDF 

.ai Adobe Illustrator 

.mht  Webアーカイブ 

.html  HTML 

.eml  OutlookExpressのエクスポート形式 

.msg Microsoft Outlookのメッセージ形式 

.txt テキストファイルなどのASCII形式ファイル 



 

 - 11 - 

株式会社鉄飛テクノロジー www.teppi.com 

ｄｗｇ、ｄｘｆ AutoCAD図面 

.svg SVG(Scalable Vector Graphics) 

.msg Xerox DocuWokrs(要DocuWorks Content Filter(IFilter)) 

.ibooks 電子書籍 iBooks 
 

 

主な機能 

Webアプリケーション機能 

ファイル一覧 

フォルダ一覧 

 ブラウザ上で、フォルダ階層をブラウズし、ファイルを一覧 

 ファイルをサムネイル（縮小版画像）で一覧 

 ファイルの文書プロパティ付き一覧、一覧の Excelワークシート書き出し 

ファイル閲覧  ファイルを開かずに、イメージや抜粋テキストで内容を確認 

 複数ページからる対応ファイルについては、各ページ単位でプレビュー（パワ

ーポイント文書など） 

セキュリティ  Windowsユーザ認証・Windowsファイルシステムのセキュリティに連動 

ファイルのダウンロード・ア

ップロード 

（iOSでは写真・ビデオに限る） 

 新規ファイルをアップロード 

 既存ファイルをダウンロード 

 新しいファイルをアップロードして、既存ファイルを上書き 

ファイル・フォルダの作成・

移動・コピー・削除 

 新規フォルダを作成 

 フォルダ・ファイルのコピーおよび移動・削除 

属性管理  ファイルおよびフォルダに、説明文およびコメントを書き込み 

 Office文書のファイルプロパティ（タイトル・表題・カテゴリ・キーワード・コメント）を

編集。 

ファイル検索 

全文検索 

 ファイル名索引を利用して、高速にファイルを検索 

 全文テキスト索引を利用して、高速にキーワード検索 

 属性索引を利用して、高速にファイルの属性検索 

ファイル変更検出エンジン機能 

リアルタイム変更検出  新規に追加・更新された文書を即時に検出し、全文検索インデックスおよびをプ

レビュー画像を更新 

定期変更検出  定期的に全フォルダ・全ファイルを巡回して、変更検出の漏れを補完 
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G. ハードウェア構成例 

更新日：2013/04/12 

※ 随時バージョンアップにより変更が加わる可能性があります 

FileBlog導入例のハードウェア構成を紹介します。なお、ハードウェアは常に進化しており、最新の CPU,最新

のストレージが価格性能比に優れる場合がありますので、下記は目安とお考え下さい。 

小規模環境での導入例（FileBlogモデルS10） 

ユーザ数 10人の環境で、ファイルサーバと検索サーバを 1台の新規マシンで兼ねるケースです。 

ファイルサーバ 兼 検索サーバ 

CPU Corei3 2GHz ×1 

メモリ 2GB 

ハードディスク SATA 500GB × 2 

ドライブ 用途 容量 構成 

C: システムその他 

検索インデックス 

約 500GB  RAID1 

ドキュメントルート 

プレビューデータ 

バックアップ領域 

大規模環境での導入例（FileBlogモデルP1000） 

ユーザ数 800人の環境で、ファイルサーバと検索サーバと、別々のサーバ機を用意するケースです。 

日常業務に欠かせずファイルサーバ無停止が必要で、比較的小さな文書ファイル多数に対して頻繁にアクセスが

発生する環境です。 

ファイルサーバ 

CPU インテルXeonクアッドコア 

メモリ 8GB 

ハードディス

ク 

SAS 72GB × 2  +  SAS450GB× 6 

ドライブ 用途 容量 構成 

C: システムその他 72GB SAS72GB ×２ RAID1 

E: データ 1.5TB SAS450GB×６ RAID5+1 

 

検索サーバ 

CPU インテルXeonクアッドコア×２ 

メモリ 4GB 

ハードディスク SAS 450GB × 4 

ドライブ 用途 容量 構成 

C: 

 

システムその他 約 900GB  SAS450GB×4 

RAID 6 プレビューデータ 

検索インデックス１ 
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H. 検索エンジンの仕様 

更新日：2013/04/12 

※ 随時バージョンアップにより変更が加わる可能性があります 

商品サイトにて最新情報をご確認下さい 

FileBlog の検索エンジン 

FileBlogは検索エンジンとして、「Apache Solr」を利用します。膨大なファイル数の環境における圧倒的な処理

スピードが特徴です。 

FileBlog ならではの検索 

 FileBlogは、ファイルシステムをスキャンして、ファイル属性を検索エンジンに登録しますので、ファイル

名・本文を対象とした全文検索のみならず、オフィス文書属性の「表題」「作成者」「コメント」や、ファイ

ルの作成日・最新更新日などの日付属性も含めた複合検索が可能です。 

 FileBlogは、フォルダ階層をブラウズしてファイルを選択し、タグ付けが可能ですので、画像ファイル・実

行プログラムなど任意のバイナリファイルを、タグ付けされたテキストによって検索可能にします 

検索エンジンとしての基本機能 

全文検索エンジンとしての基本機能においても、商用エンジンに匹敵する機能を備えております 

 AND/OR/NOTなどの演算子で複数の検索条件を結合できる、複合条件検索 

 "Apache Solr" など複数単語をまとめた、フレーズ検索 

 前方一致、後方一致のワイルドカード検索 

パフォーマンス 

Apache Solr は、CNET、AOL を初め世界中の商業サイトで運用実績が豊富です。一億件以上の文書を扱って

いる事例も多数あります。Apache Solr 1.3において分散検索（複数サーバで並列検索を行い結果をマージ）がサ

ポートされたため、総文書数の上限が数億～数十億件に引き上げられました。 

 

文書量・ユーザ数に応じて必要なハードウェアリソースをお見積りいたしますので、お気軽にご相談下さい。 

 

※大規模インデックス構築事例： 

製造業R&D部門ファイルサーバ（約 2000万文書）の検索インデックス構築を約 5日半（10000文書あた

り約 4分）で完了。 

 


