
ご紹介資料

1

2020年04月

フレンドリー検索×シンプル管理



「ファイルめがね」のメリット

社内ファイルサーバには、業務に必要かつ重要なファイルがたくさん保管されて
います。
しかし、保存場所がわからなかったり、ファイル名が記憶と異なったりで探せず
に、有効活用できていないのではないでしょうか?
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• ファイル名や作成日だけでなく、ファイルの中身の検索（全文検索）ができる。
• 複数のファイルサーバをまとめて（串刺しで）検索ができる。
• Active Directoryと連携しファイル/フォルダのアクセス権を反映した検索ができる。

があれば



「ファイルめがね」概要

「ファイルめがね」は、ファイルサーバに保管されている膨大なファイルの中か
ら目的の情報を探し出すためのファイルサーバ高速検索ツールです。

直感的なインターフェースを採用することで、特別な教育を行うことなく誰でも
簡単に使い始めることができます。
既存の環境を変えることなく導入ができ、導入後からすぐに使うことができます。
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ファイルサーバ上にあふれる
膨大なファイル

利用者

•欲しい情報を一発検索

システム管理者

•手間いらずのカンタン運用

導入担当者

•既存環境を変えることなく導入



「ファイルめがね」の特⾧
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特別な知識が無くても簡単にインストールできる!簡単導入
•インストーラーから簡単導入と簡単初期セットアップを実現

•他システムの変更不要

•Webブラウザ利用なので、PCの設定変更も不要

直感的な操作で誰でも使える!簡単利用
•思いついたキーワードを入力するだけで検索

•大文字小文字、全角半角や新旧漢字も気にせず検索

•ファイルの更新日や種類などを指定する詳細検索も可能

日々の運用は管理画面で一元管理!簡単管理
•アイコン表示で現在の状態が一目で確認可能

•操作ログで 「いつ」 「誰が」 「何を」 したかを確認可能

•インデックスのメンテナンス時期も管理画面でお知らせ



フレンドリー検索
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インターネット検索のように一つの窓で検索を行えます。
ファイルの中身、ファイル名、ファイルパスのOR検索を行います。

全角/半角や大文字/小文字、新旧漢字も気にせず検索が可能です。

文章での検索が可能です。
キーワードに文章を入力した場合、文書中で使用される単語を利

用して検索を行います。入力された文章そのものが含まれる検索結
果が少ない場合(10件以下)に自動実行されます。

検索結果からファイルを開きます。（ファイルサーバにあ
るファイルを開きます）

そのファイルが存在するフォルダを開くことも可能です。

思いついたキーワードを入力するだけで必要な情報が見つかります。



フレンドリー検索
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検索演算は、
・検索語（スペース）検索語でand検索
・検索語（スペース）OR（スペース）検索語でor検索
・検索語（スペース）SUB（スペース）検索語でsub検索

検索対象フォルダを指定して絞り込むことが可能です。

複数個所を選択することも可能です。

検索語を追加したり、条件を選択するだけで簡単に絞込みができます。

条件を選択するだけで検索結果を絞り込めます。
・ファイル更新日
・ファイルの種類
・検索対象とする項目
・検索対象フォルダ
を指定して絞り込むことが可能です。



フレンドリー検索
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検索対象アプリケーション名 拡張子 備考

Acrobat pdf 

AutoCAD dwg、dxf 別途オプション製品が必要になります。

CSV csv

DocuWorks xdw、xbd

MicrosoftWord doc、docx

MicrosoftExcel xls、xlsx

MicrosoftPowerPoint ppt、pptx

Microsoft Outlook msg

MicrosoftVisio vsd

OpenDocumentワープロ odt

OpenDocument表計算 ods

OpenDocumentプレゼンテーション odp

一太郎 jtd

メール eml

HTML htm、html

テキスト txt（拡張子を指定可能）

リッチテキスト rtf

圧縮ファイル zip 本リストに掲載されたファイル種別が対象になります。

（上記リスト外のファイルについては、ファイル名、パス名での検索が可能です）

様々なファイルの中身（文書）で検索ができます。



シンプル管理
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稼働状況が一目でわかります。

・検索対象となっているファイルの容量
・システムが利用しているディスク容量
・ご購入いただいたライセンス種別
・対象フォルダのインデックス状態（更新状況）
等の確認が行えます。

検索対象設定もシンプルに行えます。

・条件名称
・対象フォルダとアクセスユーザ
・スケジュール
を設定するだけで検索インデックスが作成されます。

検索対象の設定はシンプルに実施。また一目で稼働状況の確認が出来ます。



シンプル管理
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メンテナンスも手間いらずのスケジュール設定で実行可能です。

検索インデックスの部分最適化/完全最適化
検索インデックスの初期化
を行うことが可能です。メンテナンスの履歴はログ出力可能です。

利用者の利用履歴も一目瞭然。

csv形式でダウンロードも可能なので検索語の分析やよく利
用されるファイルの分析に利用できます。

メンテナンスも手間いらず。利用者の利用状況も簡単に確認できます。



簡単、システム連携（ダイレクトサーチ）
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既存のWebシステムからファイルめがねと連携が可能です。

SAVVY めがね検索

既存のWebシステムに入力欄、ボタン、URLを定義するだけ
→URLのパラメーターに検索条件を含めることで、初期画面をスキップ
して検索結果を表示します。

社内ポータルサイト



システム構成
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ファイルサーバ①

IE10、11
Edge

指定のファイルサーバを
クローリング

利用者PC

ファイルサーバ②

検索イン
デックス

Active Directory
ドメインコントローラ

※ファイルめがねをインストールするマシンと ファイルサーバは同一
ドメインに所属している必要があります。

※ActiveDirectoryをご利用していない場合、クローリング実行ユーザ権限
で参照可能なファイルが検索対象になります。

検索イン
デックス

検索イン
デックス

検索イン
デックス

サブサーバ メインサーバ
※検索対象が６００万件を超える場合

（作成されるインデックスがメインサーバー1台
で対応できない容量になる場合）

はサブサーバーを設置します。 (要ライセンス)
※サブサーバーは最大３台まで増設できます。

既存環境の設定変更などは不要!

各PCにソフトウェアの
インストールは不要!



動作環境
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OS

Windows Server 2012 Standard / Datacenter
Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter
Windows Server 2016 Standard / Datacenter
Windows Server 2019 Standard / Datacenter
※日本語以外のOSおよびItaniumシステムは除きます。
※Server Coreインストールは除きます。

CPU 2コア以上 ※ご利用条件（主に検索対象件数）により異なります。

メモリ 5GB以上 ※ご利用条件（主に検索対象件数）により異なります。

HDD 10GB以上 ※ご利用条件（主に検索対象件数）により異なります。

ミドルウェア

Internet Information Services（IIS）
Apache Tomcat
PostgreSQL
AdoptOpenJDK
PHP
※必要なミドルウェアは製品に同梱しております。

■サーバー

■検索対象ファイルサーバ
NTFSでフォーマットされたSMBプロトコルが利用できるファイルサーバ
以下のファイル サーバーには対応していません。

・FAT32など、ACL（アクセス制御リスト）を設定できないファイルシステムのファイルサーバ
・Microsoft分散ファイル システム（DFS）を使用しているファイルサーバ

■クライアントPC
対応ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 10、11

Microsoft Edge（検索利用のみ）



推奨サーバスペック

• 例1
100名利用、検索対象のファイル総数が150万件の場合
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CPU 2コア
メモリ 10GB
HDD 250GB

• 例２
500名利用、検索対象のファイル総数が300万件の場合

CPU 6コア
メモリ 24GB
HDD 500GB

• 推奨サーバスペックについてはお問合せ下さい。
– 利用者数、検索対象ファイル数の情報が必要になります。



価格

モデル名 許容ﾗｲｾﾝｽ数 標準価格 備考

150万件モデル
・検索対象データ総サイズは500GB相当 １ ¥1,000,000 検索対象のファイル総数が

150万件まで利用可能です。

300万件モデル
・検索対象データ総サイズは1TB相当 １ ¥1,500,000 検索対象のファイル総数が

300万件まで利用可能です。

600万件モデル
・検索対象データ総サイズは2TB相当 １ ¥2,500,000 検索対象のファイル総数が

600万件まで利用可能です。

1200万件モデル
・検索対象データ総サイズは4TB相当 ２ ¥5,000,000 検索対象のファイル総数が

1200万件まで利用可能です。

1800万件モデル
・検索対象データ総サイズは6TB相当 ３ ¥7,500,000 検索対象のファイル総数が

1800万件まで利用可能です。

2400万件モデル
・検索対象データ総サイズは8TB相当 ４ ¥10,000,000 検索対象のファイル総数が

2400万件まで利用可能です。
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■製品価格

■年間保守価格
オープンプライス

※検索対象となるファイルの内容、ご利用条件等により上記ファイル件数と異なるライセンスを推奨させて頂く場合がございます。
※ファイルめがね １ライセンスでサーバー１台（仮想環境の場合は１ゲストOS）として許諾ライセンス数分の導入が可能です。


