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本ユーザー ガイド内の新機能 

 必要な権限 を更新しました。 

 構成をコピーする および 構成を移動する 機能で、サイト コレクション レベル・サイト レベル・リスト レベ

ル の構成オプションに対応しました。 

 SP2013CMCustomURLMapping.xml ファイルを使用して、ユーザーが個人用サイトでフォローす

るコンテンツの URL を、リンクされたコンテンツの指定のアドレスにマッピングすることが可能になりました。  

 オブジェクトにリンクされる URL を更新するかどうか、オブジェクトが同一サイト コレクション内の新しい移動

先に移動された後、オブジェクトの URL を更新するかどうかをコントロールすることができるようになりました。 

コンテンツ マネージャーについて 

DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint 2010 および SharePoint 2013 を使用することにより、Sh

arePoint オンプレミス環境および SharePoint オンライン環境の内部、またはこれらの環境をまたいで、管理者は 

SharePoint のサイト、SharePoint 用アプリ、コンテンツ、トポロジーを簡単かつ正確に移動、コピー、再構築する

ことができます。管理者は、使い慣れたリボンによるコントロール、および手順ごとの説明を表示するウィザードを備えた

直感的な集中管理コンソールを使用することで、業務への影響を最小限に抑えながら、SharePoint のコンテンツ

をシームレスに管理および再構築できるため、進化している情報ガバナンスの要件に迅速に対応することができます。 

*注意: AvePoint は、サイト コレクション間またはファーム間でアプリを移動する際に発生可能な SharePoint ア

プリのライセンスの無効化に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。SharePoint アプリのライセンスをすべ

て購入、適切に展開していることを確認してください。 
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補完製品 

DocAve 6 プラットフォームでは、各 AvePoint 製品をお互いに連携させて実行することができます。コンテンツ マ

ネージャーは以下の製品と合わせた使用を推奨します。 

 DocAve コネクタ: 移行ではなく SharePoint を直接経由させることで、ネットワーク ファイル シ

ェアやクラウド ストレージ リソースを共用することができます。接続されたコンテンツは、通常の Sha

rePoint コンテンツのように表示され、SharePoint のドキュメント ライブラリの中に存在するコンテ

ンツと同様に利用可能です。 

 DocAve レプリケーター: SharePoint ファーム間での SharePoint コンテンツのコピーを実行し

ます。 

 DocAve レポート ポイント: SharePoint 環境内の問題点を調べ、SharePoint ユーザーによ

る操作や変更内容をレポート化します。 

 DocAve データ保護: バックアップ & リストア ポイントを設定することで、この製品における Shar

ePoint ガバナンス ポリシーを調整します。 

AvePoint へのドキュメント フィードバックについて 

AvePoint では、弊社の製品ドキュメントに対するお客様からのフィードバックをお待ちしています。弊社 Web サイト

上から フィードバックを送信 してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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始める前に 

DocAve コンテンツ マネージャーのシステム要件については、以下のセクションを参照してください。 

AvePoint のテスト ポリシーと対応する環境 

対応するハードウェア 

AvePoint は、ハードウェアに依存しないプラットフォームを維持し、DocAve が共通な Windows ファイル共有お

よび仮想化プラットフォームで操作できることを確保します。ハードウェアに依存しないプラットフォームを実現するために、

AvePoint は SharePoint および DocAve のインフラストラクチャ、記憶域ターゲット、ハードウェア ベースのバック

アップ & リストアに対応するハードウェア (AvePoint パートナーシップにも対応) をテストします。AvePoint は自動

的に次のプラットフォーム: すべてのネットシェア、IBM Storwize ファミリー、FTP、Amazon S3、AT&T Synapti

c、Dropbox、Box、Caringo ストレージ、Del DX Storage、EMC Centra、HDS Hitachi コンテンツ プラット

フォーム、Rackspace Cloud Files、TSM、ネットワーク ファイル システム、Windows Azure ストレージと統合し

ます。  

UNC アドレス指定可能な記憶装置に対応するその他のすべてのハードウェア プラットフォームが使用できます。 

*注意: 本ユーザー ガイドで参照されたほとんどのハードウェアのパートナーシップは、高度機能 (例えば、スナップショ

ットのミラーリング、BLOB スナップショット、インデックス処理、長期ストレージ、WORM ストレージなど) 使用のため

に用意されたものです。基本的なサポートの場合は製品への変更は必要というわけではないことに注意してください。

多くの場合、製品に変更を行わなくてもハードウェアに対応可能です。 

対応するバックアップ & リストア 

DocAve では、上記のハードウェア プラットフォームに基づいてた BLOB バックアップ ストレージが使用できます。た

だし、BLOB スナップショット機能は、現在 OEM バージョンおよび NetApp ハードウェア上でのみ使用できます。  

DocAve では、上記で一覧表示されているすべての Windows と SQL サーバー プラットフォーム上の SharePoi

nt ボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) 経由での SQL コンテンツおよびアプリケーション データベースのバック

アップが使用できます。また、DocAve では、ハードウェア パートナーがマイクロソフトでサポートを認定した、上記で

一覧表示されているすべてのハードウェア上でのスナップショット ベースの SharePoint VSS も使用できます。  
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DocAve では、上記で一覧表示されている対応するすべてのソフトウェア環境でのアプリケーションおよび構成サーバ

ーのバックアップが使用できます。DocAve 6 SP5 は、オペレーティング システムWindows Server 2008 R2、

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Microsoft Hyper–V Server 2012 R2 での H

yper-V/VMWare 経由の VM バックアップに対応しています。 

構成 

コンテンツ マネージャーを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームに正しくインストールし、構成

しておく必要があります。  

DocAve プラットフォーム、DocAve マネージャー、DocAve エージェントのインストールについては、DocAve 6 イ

ンストール ガイド を参照してください。 

必要な権限 

コンテンツ マネージャーを正しくインストール・使用するには、以下の権限が満たされていることを確認してください。  

SharePoint オンプレミス用のコンテンツ マネージャー 

SharePoint オンプレミス用のコンテンツ マネージャーを使用する前に、エージェント アカウントが以下の権限を持っ

ていることを確認してください。  

1. ローカル システム権限: これらの権限は DocAve インストール中に自動的に構成されます。インストール

中に自動的に構成される権限のリストについては、ローカル システム権限 を参照してください。権限に関す

る制限が存在しない場合、DocAve エージェント アカウントをローカルの Administrators グループに

追加するだけで、必要な権限をすべて付与することができます。 

2. SharePoint 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 コンテンツ マネージャーを

使用する前に手動で構成する必要があります。 

 Farm Administrators グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint の

すべての設定および構成に対して作業を行うため、最適かつ最高品質のサービスを提供するため

にこのアカウントが必要です) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 User Profile Service に対するフル コントロール 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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*注意: 個人用サイトをコピーまたは移動する場合はこの権限が必要となります。個人用サイトの

コピー・移動アクションを正常に実行するには、移動先 Web アプリケーションのアプリケーション プ

ール アカウントに、移動先 Web アプリケーションに関連付けられている User Profile Service 

への フル コントロール および フル コントロールを持つ管理者 権限を付与する必要があります。  

 User Profile Service アプリケーションの権限:   

o SharePoint 2010 の場合:  

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

o SharePoint 2013 の場合:  

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツに必要) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Search Service: フル コントロール 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

*注意: アプリを展開するには、システム アカウントをエージェント アカウントとして指定することはできません。  

3. SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 コンテンツ マネージャーを使用する

前に手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、構成データベース、サーバーの全体管理コンテンツ データベース、User P

rofile Service データベース、アプリ管理データベースなどの SharePoint に関連するすべてのデ

ータベースの db_owner データベース ロール 

 構成データベース、コンテンツ データベースなどの Nintex Workflow データベースの db_own

er データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

Web アプリケーションでフォーム ベース認証の使用が有効であり、かつフォーム ベース認証の方法としてデ

ータベースを使用している場合、以下の条件を 1 件以上満たす必要があります。 
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 エージェント アカウントが FBA データベースの db_owner データベース ロールを持っている 

 この Web アプリケーションの web.config プロファイル内の connectionString ノードで、F

BA データベースへのアクセス権限を持つユーザーを指定している 

ローカル システム権限 

ローカル システム権限の一部は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、以下のローカ

ル グループのメンバーとして設定されます。 

 IIS WPG (IIS 6.0 の場合) または IIS IUSRS (IIS 7.0 の場合) 

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (このグループは自動的に作成され、以下の権限を持ちます):  

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対

するフル コントロール 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eventl

og レジストリに対するフル コントロール 

o 通信証明書に対するフル コントロール 

o バッチ ジョブとしてログオン 権限 (コントロール パネル > 管理ツール > ローカル セキ

ュリティ ポリシー > セキュリティ設定 > ローカル ポリシー > ユーザー権利の割り当て 

で確認可能) 

o DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャー  

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーを使用する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認して

ください。  

 SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーの該当するライセンスを購入している 

 コントロール パネル で SharePoint サイト グループを作成し、グループに 1 件以上の ShareP

oint オンプレミスまたは SharePoint Online のサイト コレクションを追加している 

詳細については、コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクション 

コンテンツ マネージャーで登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションを管理するには、以下の権限が必

要です。 

エージェント アカウントの必須権限 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーで使用するエージェント アカウントの権限要件は以下のとおりで

す。 

 ローカル システム権限: コンテンツ マネージャーを正しくインストール・使用するには、エージェント ア

カウントに適切なローカル システム権限が設定されている必要があります。一部の権限は DocAv

e のインストール中に自動的に構成されます。詳細については ローカル システム権限 を参照して

ください。  

権限に関する制限が存在しない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Admini

strators グループに追加するだけで、必要な権限をすべて付与することができます。 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service アプリケーション:  

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 アプリ カタログ サイト コレクション内の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する 読み取り 権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理データベースを含む Sha

rePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 
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登録済み SharePoint Online サイト コレクション 

コンテンツ マネージャーで登録済み SharePoint Online サイト コレクションを管理するには、以下の権限が必要

です。 

エージェント アカウントの必須権限 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーで使用するエージェント アカウントの権限要件は以下のとおりで

す。 

 ローカル システム権限: コンテンツ マネージャーを正しくインストール・使用するには、エージェント ア

カウントに適切なローカル システム権限が設定されている必要があります。一部の権限は DocAv

e のインストール中に自動的に構成されます。詳細については ローカル システム権限 を参照して

ください。  

権限に関する制限が存在しない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Admini

strators グループに追加するだけで、必要な権限をすべて付与することができます。 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

*注意: ユーザーは SharePoint サイト グループに追加されたすべてのサイト コレクションに対して以下の権限を持

っている必要があります。 

 ユーザーが サイト コレクションの管理者 グループのメンバーである 

 User Profile Service:  

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 アプリ カタログ サイト コレクション内の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する 読み取り 権限 

*注意: サイト コレクションが スキャン モード で登録される場合、ユーザーが Office 365 で SharePoint 管理

者ロールを持っていることを確認してください。 

*注意: SharePoint Online オブジェクトをコピー・移動するには、ページの追加とカスタマイズ 権限が必要です。

SharePoint 管理者ロールまたはサイト コレクション管理者ロールを持つユーザーは ページの追加とカスタマイズ 

権限を持っていますが、SharePoint 管理センター > 設定 > カスタム スクリプト で 個人用サイトでユーザー



 13 

 
DocAve 6: コンテンツ マネージャー 

 

 

がカスタム スクリプトを実行できるようにする および セフルサービスで作成されたサイトでユーザーがカスタム ス

クリプトを実行できるようにする を選択し、ユーザーに権限を有効にする必要があります。変更は設定された 24 

時間後に有効になります。 

ヘルス アナライザー 

DocAve コンテンツ マネージャーを正しく使用するために、ヘルス アナライザーを使用して必要な前提条件をチェック

することが推奨されています。  

*注意: ヘルス アナライザーを使用できるのは DocAve Administrators グループ内のユーザーのみです。 

*注意: 特定の Web アプリケーションにアプリを展開しない場合、エージェント アカウントが SharePoint システ

ム アカウントになることはできない ルールの結果を無視することができます。 

ヘルス アナライザー の詳細については、DocAve 6 インストール ガイド を参照してください。 

はじめに 

コンテンツ マネージャーの開始までの操作については、以下のセクションを参照してください。 

*注意: システム グループ内のユーザーを使用して DocAve マネージャーへログインし、コンテンツ マネージャー モジ

ュールを操作する場合、ユーザーは以下の部分のみを操作可能です。 

 ユーザーが権限を持っているファーム  

 ユーザーが権限を持っている機能 

 ユーザーが権限を持っている DocAve オブジェクト (プラン、ジョブ、登録済み SharePoint サイ

トなど) 

管理者またはシステム グループ内のユーザーは、様々なアクセス許可レベルを異なるファームへ付与することができま

す。システム グループ内のユーザーの権限制御の詳細については、コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してく

ださい。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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コンテンツ マネージャーの起動 

コンテンツ マネージャーの起動および使用については、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve タブをクリックし、DocAve 6 の全製品を表示します。 

2. 管理 をクリックして、管理モジュールへアクセスします。 

3. コンテンツ マネージャー をクリックしてこのモジュールを起動します。 

 

図 1: DocAve モジュールの起動ウィンドウ 
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DocAve のナビゲート 

DocAve は Windows の多くの製品と類似した外観と使用感を持ち、直感的に使用することができます。DocAv

e 製品にはウィンドウやポップアップ表示、メッセージなどが多いものの、これらの表示は同様な特徴を有し、同じ方法

でナビゲートすることができます。 

以下は DocAve ウィンドウの例です。使いやすい、動的なリボンおよび検索可能なコンテンツ リスト ビューが表示さ

れています。  

 

図 2: DocAve のナビゲート 

1. リボン タブ - DocAve ウェルカム ページへ、またはアクティブなモジュール内部で移動します。  

2. リボン画面 - アクティブな DocAve モジュールの機能にアクセスします。 

3. 列の管理 ( ) – リストに表示する列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックして、ドロップダウン リス

トで列名の隣のチェックボックスを選択します。  

4. 列のフィルター ( ) - リスト ビュー内の情報をフィルターします。列のフィルター ( ) ボタンをクリックして、列

名の隣のチェックボックスを選択します。 

5. 列を隠す ( ) – 選択した列を非表示します。  

6. 検索 - リスト ビューでキーワードまたは語句を検索します。検索範囲として すべてのページを検索 もしくは 

現在のページを検索 を選択することができます。  
*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。  

7. 管理画面 - DocAve モジュールで実行可能なコンテンツを表示します。 
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コンテンツ マネージャー インターフェイス 

コンテンツ マネージャーのユーザー インターフェイスは、主に次の 4 つのエリアから構成されています。 

1. タブ – コンテンツ マネージャーの異なるタブ間で移動します。 

2. リボン – アクションを実行し、設定を構成し、コンテンツ マネージャー ジョブの ジョブ モニター にアクセスで

きるツールバーです。 

3. 移動元画面 – コピー・移動するコンテンツの移動元となるファームの各レベルの SharePoint オブジェクト

を表示します。 

4. 移動先画面 – コピー・移動するコンテンツの移動先となるファームの各レベルの SharePoint オブジェクト

を表示します。 

 

図 3: コンテンツ マネージャー インターフェイス 
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コンテンツ マネージャーの基本機能 

コンテンツ マネージャーでは、プランを作成することができるため、毎回設定を再構成する必要なく、コピー・移動ジョブ

を繰り返して実行することができます。また、プラン全体を作成しなくても、以下の簡易タスクを実行することができます。 

 コピー – コンテンツ マネージャーでコピー ジョブを実行する際、既定のコピー設定 で構成された

設定に基づき、移動元ノードから SharePoint コンテンツ、構成、セキュリティを移動先ノードにコ

ピーします。 

 移動 – コンテンツ マネージャーで移動ジョブを実行する際、既定の移動設定 で構成された設定

に基づき、移動元ノードから SharePoint コンテンツ、構成、セキュリティを移動先ノードに移動し

ます。その後、移動元ノードのコンテンツおよびセキュリティが削除されます。移動元のコンテンツおよ

びセキュリティの削除は、移動ジョブの完了後に自動的に実行するか、手動でコンテンツを削除す

るかを選択できます。 

*注意: 移動元ノードのコンテンツから削除されるのは、リスト内の移動先への移行に成功したアイ

テムのみです。コンテナ レベル オブジェクトのセキュリティ (例: Web アプリケーション、サイト コレク

ション、サイト、リスト、フォルダー) は削除されません。 

 コンテナの作成 – コンテンツ マネージャーでは、DocAve インターフェイスを終了せずに SharePo

int 内のコンテナを作成することができます。コンテナの作成 機能は、移動元ノードのコンテンツを

新しい移動先ノードにコピー・移動する場合に便利です。事前に SharePoint の中で移動先ノ

ードを作成しておく必要はありません。 

*注意: 移動元 画面で 新規を含む チェックボックスを選択すると、プランの保存後に作成されたコンテンツは、プラン

が実行される際に対象コンテンツに含まれます。 

*注意: 移動元 画面で個人用サイトを選択する場合は、SP2013CMCustomURLMapping.xml ファイル

を使用して、個人用サイトでフォローするコンテンツの URL を、リンクされたコンテンツの指定のアドレスにマッピングす

る必要があります。URL マッピングのためにファイルを変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. 移動先 DocAve エージェントが存在するサーバーに移動し、...\AvePoint\DocAve6\Agent\data

\SP2013\ContentManager ディレクトリに移動します。 

2. SP2013CMCustomURLMapping.xml ファイルをメモ帳で開くと、以下のノードが表示されます。  

<CustomUrlMappings> 

<UrlMapping Source="" Destination=""/> 
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</CustomUrlMappings> 

3. フォローするコンテンツの元の URL を Source 属性の値として入力し、マッピングする指定の URL を De

stination 属性の値として入力します。 

*注意: 必要であれば、複数の <Url Source="SourceUrl" Destination="DestinationUr

l"/> ノードを追加して、複数のリンクされたコンテンツの URL を指定の URL にマッピングすることができま

す。 

4. 変更を保存して、ファイルを閉じます。  

コンテンツ マネージャー ジョブの完了後、フォローするコンテンツの URL はリンクされたコンテンツの指定の移

動先アドレスにマッピングされます。 

*注意: 以下の条件が満たされた場合、関連 URL によって、サイト内のオブジェクトの自動マッピングが実

行されます。 

a. SP2013CMCustomURLMapping.xml ファイルで移動元サイト URL を移動先サイト U

RL にマッピングしている 

b. SP2013CMCustomURLMapping.xml ファイルで移動元サイト内のオブジェクトの URL 

を手動で指定の URL にマッピングしていない 

例えば、サイト URL http://SourceWebApp/SourceUrlMappingSite を手動でサイト URL 

http://DestWebApp/DestUrlMappingSite にマッピングしていると、ドキュメント URL http:/

/SourceWebApp/SourceUrlMappingSite/SourceLib/document.doc は自動的にド

キュメント URL http://DestWebApp/DestUrlMappingSite/DestLib/document.doc 

にマッピングされます。 

*注意: 移動元 画面で個人用サイトを選択する場合、移動先 Web アプリケーションのアプリケーション プール以

下の条件を満たしていることを確認してください。 

 アカウントが現在使用中の User Profile Service の管理者である 

 アカウントが現在使用中の User Profile Service に対してフル コントロール権限を持っている 

*注意: オブジェクトにリンクされる URL を更新するかどうか、またはオブジェクトが同一サイト コレクション内の新しい

移動先に移動された後、オブジェクトの URL を更新するかどうかをコントロールするには、以下の手順に従ってくださ

い。 
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1. 各 DocAve エージェント サーバーにログインします。 

2. ...\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\ContentManager ディレクトリに移動します。 

3. SP2010CMConfiguration.xml ファイルをメモ帳で開きます。 

4. URL の更新をコントロールするノードは 2 つあります。 

 <ReplaceBackwardLinksInSameSite value="false"/> ノードを指定します。値

を true に変更する場合、オブジェクトが同一サイト コレクション内の新しい移動先に移動され、

移動元コンテンツが削除された後、オブジェクトにリンクされた URL は新しい URL に更新されます。 

 <ReplaceForwardLinksInSameSite value="true"/> ノードを指定します。値を 

true に保持する場合、オブジェクトが同一サイト コレクション内の新しい場所にコピー・移動される

と、オブジェクトに追加された URL は更新されます。 

5. 変更を保存して、ファイルを閉じます。 

*注意: ジョブ モニター では、ジョブの詳細および関連ログをダウンロードすることができます。詳細については、Doc

Ave 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド を参照してください。 

コンテンツのコピー 

以下の 2 セクションでは、既定のコピー設定 の構成方法およびコンテンツの簡易コピーの実行方法について説明し

ます。既定のコピー設定 を使用して、コピー設定のテンプレートをカスタマイズし、すべての新規作成のコピー ジョブ

に適用することができます。設定を編集することもできます。既定のコピー設定を構成するには、以下の手順に従って

ください。 

1. コンテンツ マネージャー 画面の ホーム タブのリボン上で [コピー] をクリックします。 

2. ドロップダウン メニューから 既定のコピー設定 を選択します。既定のコピー設定 タブが表示されます。 

コピー ジョブの実行前に、構成済みの既定のコピー設定を編集するには、以下の手順に従ってください。 

1. コンテンツ マネージャー 画面の ホーム タブのリボン上で [コピー] をクリックします。 

2. ドロップダウン メニューから コピー を選択します。コピー タブが表示されます。 

3. リボン上で [編集] をクリックします。コピー設定の編集 画面が表示されます。 

*注意: コピー設定の編集 画面では、選択した移動元ノードおよび移動先ノードで使用できる設定のみを編集で

きます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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既定のコピー設定の構成 

既定のコピー設定 タブ、または コピー タブ配下の コピー設定の編集 画面の以下のフィールドで、設定を構成しま

す。 

1. アクション – 添付する を選択すると、移行元ノードを移行先ノードの子ノードとして転送します。マージす

る を選択すると、移動元のコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。 

2. 昇格方法 – トップレベル サイトのみをサイト コレクションに昇格させるか、選択したサイトをすべてサイト コレ

クションに昇格させるかを選択します。  

以下の条件をすべて満たしている場合のみ、このセクションが表示されます。 

 既定のコピー設定 タブで マージする を アクション のオプションとして選択する 

 移動元ツリーでサイト コレクション レベルまたはサイト レベルのノードを選択して、移動先ツリーで 

Web アプリケーション ノードを選択し、コピー タブ配下の コピー設定の編集 画面で マージする 

を アクション のオプションとして選択する  

*注意: サイト コレクション レベル ノードを移動元として選択する場合、すべてのサイトをサイト コ

レクションに昇格させる オプションのみが選択可能です。 

3. 移動先で使用する管理パスを選択してください。 – 移動先の管理パスを変更する チェックボックスを選

択し、既存のワイルド カードを使用した管理パスを入力します: テキスト ボックスに希望の値を入力して、

移動先で使用する管理パスを構成します。  

以下の条件をすべて満たしている場合のみ、このセクションが表示されます。 

 既定のコピー設定 タブで マージする を アクション のオプションとして選択する 

 移動元ツリーでサイト コレクション レベルまたはサイト レベルのノードを選択して、移動先ツリーで 

Web アプリケーション ノードを選択し、コピー タブ配下の コピー設定の編集 インターフェイスで マ

ージする を アクション のオプションとして選択する 

4. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストからフィルター ポリシーを選択するか、[フィルター ポリシーの新

規作成] をクリックします。フィルター ポリシーでは、サイト コレクションからアイテム レベルまでの各 ShareP

oint レベルで、特定のオブジェクトまたはデータを選択することができます。フィルター ポリシーの作成の詳細

については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: SharePoint Online でフィルター ポリシーを使用する場合、作成者 ルールは使用できません。

ジョブ レポートに例外が記録されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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5. 構成 – 構成を移動先にコピーするかどうかを選択します:   

 構成をコピーする チェックボックスを選択すると、移動元ノードのプロパティ、説明、タイトル、設定、

機能を移動先へコピーします。サイド リンク バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、サイトのテーマ、

マスター ページなどの移動元サイトの外観を保持する場合は、外観を保持する チェックボックスを

選択します。 

*注意: 以下の条件を満たしている場合のみ、外観を保持する 機能が使用できます。  

o 移動元ノードがサイトで、移動先ノードがトップレベル サイトまたはサイト コレクションであ

る  

o アクション フィールドで、実行するアクションとして マージする が選択されている 

[詳細設定] をクリックして、コピーする構成を選択します。 

o サイト コレクション レベル - サイト コレクションの機能とプロパティ です。 

o サイト レベル - サイト レベルの選択可能な構成は以下のとおりです。 

・ サイト機能とプロパティ 

・ サイト列とコンテンツ タイプ 

・ ナビゲーションとサイド リンク バー 

・ サイト テンプレートとリスト テンプレート 

・ Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、およびその他の非表示リスト 

*注意: 外観を保持する チェックボックスを選択した場合、以下のチェックボックスの選択

を解除することはできません。 

・ サイト機能とプロパティ 

・ ナビゲーションとサイド リンク バー 

・ Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、およびその他の非表示リスト   

o リスト レベル - リスト設定 および パブリック ビュー です。 

*注意: コピー設定の編集 画面で表示する サイト コレクション レベル、サイト レベル、リスト レ

ベル は、選択した 移動元 ノードおよび 移動先 ノードによって変更します。 

 構成を移動先へコピーしない場合は、構成をコピーする チェックボックスをオフのままにして、以下

のオプションから選択します。 

o アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコ

ピーします を選択して、ドロップダウン リストからこれらのアイテムの列およびコンテンツ タイ

プの競合解決方法を選択します。 
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 列、コンテンツ タイプ、対応するアイテムをコピー / 移動しない – 競合する列、

コンテンツ タイプ、対応するアイテムを無視し、移動元および移動先ノードをその

まま保持します。  

 列およびコンテンツ タイプを上書きする – 移動先の列およびコンテンツ タイプ

を移動元ノードで上書きします。  

 列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する – 移動先の列およびコンテンツ 

タイプを保持します。数字の接尾辞を追加して (例: ColumnName_1、Col

umnName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ タイプを移動先ノードにコピ

ーします。 

o アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピーしません。対応する列またはコン

テンツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテムを報告します。 を選択すると、該

当するアイテムは移動先へコピーされません。該当する列またはコンテンツ タイプが移動先

ノードに見つからない場合、対象アイテムがジョブ レポートに表示されます。  

6. セキュリティ – セキュリティをコピーする チェックボックスを選択すると、SharePoint アクセス許可レベル、S

harePoint オブジェクトの権限継承などのユーザー・グループ権限を移動元ノードから移動先ノードへコピー

します。また、権限を持たないユーザー / グループを排除する チェックボックスを選択すると、権限を持たな

いユーザー・グループは排除されます。  

*注意: 権限を持たないユーザー・グループの定義は選択した移動元ノードによって異なります。 

 移動元ノードがサイト コレクションである場合、以下の 2 つの条件を満たすユーザー・グループは

権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

o 移動元ノードに存在するが、サイト コレクションの管理者ではない 

o 移動元ノードに存在するが、トップレベル サイトまたはサイト コレクションのすべてのサイト

に対して権限を持っていない 

*注意: 移動元ノードが Web アプリケーションである場合、各サイト コレクションの権限は個別に

処理されるため、上記の定義を参照することができます。 

 移動元ノードがサイトである場合、移動元ノードに存在するが、このサイトに対して権限を持たない

ユーザー・グループは権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

 移動元ノードがサイト レベル以下のレベルのオブジェクトである場合、移動元ノードに存在するが、

移動元オブジェクトの存在するサイトに対して権限を持たないユーザー・グループは、権限を持たな

いユーザー・グループと見なされます。 
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これらのユーザー・グループはサイトの ユーザーとグループ - (サイト名) のメンバー ページには表示されて

いませんが、ユーザーとグループ - すべてのユーザー ページで確認することができます。ユーザーとグループ 

- すべてのユーザー ページへ移動するには、ユーザーとグループ - (サイト名) のメンバー ページの URL 

内の MembershipGroupId の値を MembershipGroupId=0 に変更します。ユーザーとグル

ープ - すべてのユーザー ページが表示されます。 

7. コンテンツ – 移動元ノードのライブラリ・フォルダー・アイテムのコンテンツを移動先ノードへコピーする場合は、

コンテンツをコピーする チェックボックスを選択します。また、リスト内の添付コンテンツをコピーする場合は、リ

ストの添付ファイルを含む チェックボックスを選択します。 

8. ユーザー プロファイル – 移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノートへコピーする場合は、ユーザ

ー プロファイルをコピーする チェックボックスを選択します。  

*注意: ユーザーはトップレベル サイトに保存されているため、移動元ノードがサイト コレクション以上のレベ

ルである場合のみ、この機能が使用できます。 

9. ワークフロー - ワークフロー定義を含む チェックボックスを選択すると、選択したコンテンツの既存ワークフロ

ーの定義を移動元ノードから移動先ノードへコピーします。ワークフロー インスタンスを含む を選択すると、

選択したコンテンツの既存ワークフローの状態・履歴・タスクをコピーします。既定では、完了済みインスタン

スを含む チェックボックスが選択されていて、完了済みインスタンスをコピーします。移動元ノードの現在実行

中のインスタンスを移動先へコピーするには、実行中のインスタンスを含む チェックボックスを選択して、以

下のラジオ ボタンから選択します。 

 ワークフローをキャンセルする - コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動先ノード内のコピ

ー・移動済みの実行中のワークフローをキャンセルします。 

 ワークフローを再起動する - コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動先ノード内のコピー・

移動済みの実行中のワークフローを再起動します。 

*注意: コンテンツ マネージャーでは、チェックアウト済みファイルに関連するワークフロー インスタンスが使用で

きません。 

10. Managed Metadata Service 設定 – 関連する Managed Metadata Service を移動元ノー

ドから移動先ノードへコピーするには、Managed Metadata Service をコピーする チェックボックスを

選択して、以下のラジオ ボタンから選択します。  

 用語 – 移動元で使用されている用語、それらの親用語、使用されている用語が存在する用語セ

ットおよびグループ名を移動先へコピーします。  

 用語セット – 移動元の使用されている用語が存在する用語セット全体を移動先へコピーします。

(用語セット内の用語が移動元ノードで使用されるかどうかに関係なく)  
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 Managed Metadata Service – 移動元ノードに関連する Managed Metadata Servi

ce 全体を移動先へコピーします。 

11. 列の NULL 値の保持 – はい を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の NULL 値を保持するか、

いいえ を選択して NULL 値を移動先ノードの既定値に置き換えます。  

12. フォルダー構造の管理 – コピー・移動済みコンテンツのフォルダー構造を統合するかどうかを選択します。こ

の機能を有効にするには、フォルダー構造の統合 チェックボックスを選択します。DocAve では、移動元の

フォルダー パスまたは親フォルダー名を表示する列を移動先に追加することもできます。この機能を有効にす

るには、移動元のフォルダー パスまたは親フォルダー名を表示する列を追加する チェックボックスを選択し

ます。  

 移動元フォルダー パスを表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元フォルダー パ

スを表示する 1 行テキスト 列を追加します。 

 親フォルダー名を表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元親フォルダー名を表

示する 1 行テキスト 列を追加します。 

13. データの圧縮 – コピーする際にデータを圧縮するには、圧縮 チェックボックスを選択します。データの圧縮を

選択した場合は、スライド バーで圧縮レベルを選択します。高速の圧縮を使用すると、データ セットが比較

的大きくなります。高圧縮レベルを使用すると、データ セットは比較的小さく、高品質となりますが、実行に

かかる時間は長くなります。  

*注意: より小さなデータ セットは、バックアップ・リストアするにより長い時間がかかります。 

14. 列マッピング - 移動元の列を移動先の構成済み列にマッピングするか、列名を別の名前に変更します。指

定した移動元の列は選択した列タイプに従ってマッピングされ、列値は追加した値マッピングに従ってマッピン

グされます。また、列を 管理されたメタデータ または 参照 に変更することもできます。ドロップダウン リスト

から列マッピングを選択するか、[列マッピングの新規作成] をクリックします。列マッピングの作成の詳細につ

いては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: 列マッピングの設定中に、列タイプに 参照に変更する を選択する場合、参照 列は移行先環境

に存在するリストまたはリスト列のみに関連付けられるように確認してください。 

15. コンテンツ タイプ マッピング – ドロップダウン リストからコンテンツ タイプ マッピングを選択するか、[コンテン

ツ タイプ マッピングの新規作成] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピングの作成の詳細については、D

ocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

16. テンプレート マッピング – サイト テンプレートおよびリスト テンプレートを置き換えます。テンプレート ID を

入力または選択して、移動元のテンプレートを移動先のテンプレートに変更します。ドロップダウン リストから

テンプレート マッピングを選択するか、[テンプレート マッピングの新規作成] をクリックします。テンプレート 

マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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17. ユーザー マッピング - 移動元ユーザーを移動先ユーザーにマッピングします。同じユーザーがドメイン A とド

メイン B 内で異なるユーザー名を持つ場合、もしくはドメイン A 内のユーザーのコンテンツ・権限・メタデータ

をドメイン B の別のユーザーにコピーする場合、ユーザーの権限およびメタデータを失わずにコンテンツを移動

することができます。ドロップダウン リストからユーザー マッピングを選択するか、[ユーザー マッピングの新規

作成] をクリックします。ユーザー マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユー

ザー ガイド を参照してください。 

18. ドメイン マッピング - 移動元ドメインを移動先ドメインにマッピングします。移動元ドメイン名は構成済みの

移動先ドメイン名に置き換えられ、移動元ドメイン内のユーザーは移動先の同一ログイン名を持つユーザー

にマッピングされます。ドロップダウン リストからドメイン マッピングを選択するか、[ドメイン マッピングの新規

作成] をクリックします。ドメイン マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユー

ザー ガイド を参照してください。 

19. 言語マッピング - プランの実行後、移動元ノードと異なる言語で移動先ノードを表示します。ドロップダウン 

リストから言語マッピングを選択するか、[言語マッピングの新規作成] をクリックします。言語マッピングの作

成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

20. リスト名マッピング - コピー・移動するオブジェクトの既存の移動元リストを移動先の指定のリストに変更し

ます。ドロップダウン リストからリスト名マッピングを選択するか、[リスト名マッピングの新規作成] をクリックし

ます。リスト名マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照

してください。 

21. プラン実行の前に環境のバックアップ - コピーの実行前に移動先ノードのコピーを作成するには、移動先

環境をバックアップする チェックボックスを選択します。コピーの実行前に移動先環境をバックアップする場

合は、ストレージ ポリシーを指定する必要があります。移動先環境をバックアップする チェックボックスを選

択すると、ストレージ ポリシー ドロップダウン リストが表示されます。ドロップダウン リストからストレージ ポリ

シーを選択するか、[ストレージ ポリシーの新規作成] をクリックして新しいストレージ ポリシーを作成します。  

*注意: コンテンツ マネージャーでは、保持ポリシーがバックアップ タイプのストレージ ポリシーのみが使用でき

ます。ストレージ ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してく

ださい。 

22. 競合解決 – コンテナ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、マージする、置き換える 

のいずれかを選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、下位オブジェクトを確認する チェ

ックボックスを選択して、コンテンツ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから スキップする、上書きする、

最終更新日時に従って上書きする、追加する のいずれかを選択します。コンテンツ マネージャーで競合を

解決する方法の詳細については、付録 A: 競合解決 を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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23. アプリの競合解決 - アプリの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、アプリのみを更新する、

アプリおよび AppData を置き換える のいずれかを選択します。コンテンツ マネージャーでアプリの競合を

解決する方法の詳細については、アプリの競合解決 を参照してください。 

*注意: アプリの競合解決 はアプリ インスタンスにのみ反映されます。 

24. 通知 - ドロップダウン リストから通知プロファイルを選択します。ドロップダウン リストの隣にある [表示] をク

リックすると、通知プロファイルの詳細を表示できます。ドロップダウン リストから [通知プロファイルの新規作

成] を選択して、新規プロファイルを作成することもできます。通知プロファイルの作成の詳細については、D

ocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。  

既定のコピー設定 タブで [保存] をクリックして構成を保存して、コンテンツ マネージャーの ホーム タブに戻るか、

[キャンセル] をクリックします。 

簡易コピーの実行 

コンテンツ マネージャーで簡易コピーを実行するには、移動元 画面からコピーするノードを選択し、移動先 画面から

希望の移動先ノードを選択します。移動元および移動先ツリーで 高度検索 機能を使用することもできます。詳細

については、移動元と移動先ツリーでの高度検索の使用 を参照してください。 

*注意: SharePoint オンプレミス環境の場合、移動元ノードと移動先ノードで同一バージョンの SharePoint を

使用していることを確認してください。SharePoint 2013 内のサイトが 2010 エクスペリエンス バージョンのサイトで

ある場合、このサイトを同じエクスペリエンス バージョンのサイトへのみコピーすることができます。 

*注意: 移動先ノードの レコード宣言の設定 が移動元ノードの レコード宣言の設定 と競合する場合、既定では、

移動先ノードの レコード宣言の設定 は移動元ノードの設定に上書きされます。  

リボン上で [コピー] をクリックして、ドロップダウン リストから コピー を選択すると、コピー タブに移動します。コピー タ

ブでは、以下のツールが使用できます。 

 表示 - コピー設定をレビューするには、リボン上で [表示] をクリックします。  

*注意: 選択した移動元ノードまたは移動先ノードが SharePoint オンプレミス環境に存在する

場合、表示 タブには エージェント グループ 設定が表示されます。SharePoint オンプレミス環

境内のエージェント グループは、簡易コピーを実行する該当のエージェント グループとして読み込ま

れます。  

 編集 - リボン上で [編集] をクリックして、設定を変更します。コピー設定の編集 ページに移動し

ます。設定を構成するには、既定のコピー設定の構成 を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 プレビュー - リボン上で [プレビュー] をクリックすると、ジョブ実行後の移動先ノードのデータ ツリー

が表示されます。移動元ノードはプロンプト メッセージ 移動元 でマークされています。 

*注意: この機能は、Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト レベルのオブジェクトに対応

します。 

 ただちに実行 – リボン上で [ただちに実行] をクリックすると、コピー ジョブはただちに開始され、ユ

ーザーはコンテンツ マネージャーの ホーム タブに戻ります。 

 キャンセル – リボン上で [キャンセル] をクリックすると、コピー ジョブを実行せずに コピー タブを閉

じます。 

コンテンツの移動 

以下の 2 セクションでは、既定の移動設定 構成方法およびコンテンツの簡易な移動の実行方法について説明しま

す。 

既定の移動設定 機能を使用して、移動設定のテンプレートをカスタマイズし、すべての新規作成の移動ジョブに適

用することができます。移動ジョブを実行する前に、これらの設定を編集することができます。既定の移動設定を構成

するには、以下の手順に従ってください。 

1. コンテンツ マネージャー 画面の ホーム タブのリボン上で [移動] をクリックします。  

2. ドロップダウン メニューから 既定の移動設定 を選択すると、既定の移動設定  ページが表示されます。 

構成済みの既定の移動設定を編集するには、以下の手順に従ってください。 

1. コンテンツ マネージャー インターフェイスの ホーム タブのリボン上で [移動] をクリックします。 

2. ドロップダウン メニューから 移動 を選択すると、移動 タブが表示されます。 

3. 既定の移動設定を編集するには、リボン上で [編集] をクリックします。移動設定の編集 画面が表示され

ます。 

*注意: 移動ジョブの実行前に、移動設定の編集 画面では、選択した移動元および移動先ノードで使用できる設

定のみを編集できます。  
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既定の移動設定の構成 

既定の移動設定 タブまたは 移動 タブ配下の 移動設定の編集 画面の以下のフィールドで、設定を構成します。 

1. アクション – 添付する を選択すると、移行元ノードを移行先ノードの子ノードとして転送します。マージす

る を選択すると、移動元のコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。 

2. 昇格方法 – トップレベル サイトのみをサイト コレクションに昇格させるか、選択したサイトをすべてサイト コレ

クションに昇格させるかを選択します。  

以下の条件をすべて満たしている場合のみ、このセクションが表示されます。 

 既定の移動設定 タブで マージする を アクション のオプションとして選択する 

 移動元ツリーでサイト コレクション レベルまたはサイト レベルのノードを選択して、移動先ツリーで 

Web アプリケーション ノードを選択し、移動 タブ配下の 移動設定の編集 インターフェイスで マ

ージする を アクション のオプションとして選択する  

*注意: サイト コレクション レベル ノードを移動元として選択する場合、すべてのサイトをサイト コ

レクションに昇格させる オプションのみが構成可能です。 

3. 移動先で使用する管理パスを選択してください。 – 移動先の管理パスを変更する チェックボックスを選

択して、既存のワイルド カードを使用した管理パスを入力します: テキスト ボックスに希望の値を入力し

て、使用する管理パスを構成します。  

以下の条件をすべて満たしている場合のみ、このセクションが表示されます。 

 既定の移動設定 タブで マージする を アクション のオプションとして選択する 

 移動元ツリーでサイト コレクション レベルまたはサイト レベルのノードを選択して、移動先ツリーで 

Web アプリケーション ノードを選択し、移動 タブ配下の 移動設定の編集 インターフェイスで マ

ージする を アクション のオプションとして選択する 

4. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストからフィルター ポリシーを選択するか、[フィルター ポリシーの新

規作成] をクリックします。フィルター ポリシーでは、サイト コレクションからアイテム レベルまでの各 ShareP

oint レベルで、特定のオブジェクトまたはデータを選択することができます。フィルター ポリシーの作成の詳細

については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: SharePoint Online でフィルター ポリシーを使用する場合、作成者 ルールは使用できません。

ジョブ レポートに例外が記録されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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5. 構成 – 構成を移動先に移動するかどうかを選択します:  

 構成を移動する チェックボックスを選択すると、移動元ノードのプロパティ、説明、タイトル、設定、

機能を移動先に移動します。サイド リンク バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、サイトのテーマ、

マスター ページなどの移動元サイトの外観を保持する場合は、外観を保持する チェックボックスを

選択します。 

*注意: 以下の条件を満たしている場合のみ、外観を保持する 機能が使用できます。  

o 移動元ノードがサイトで、移動先ノードがトップレベル サイトまたはサイト コレクションであ

る  

o アクション フィールドで、実行するアクションとして マージする が選択されている 

[詳細設定] をクリックして、移動する構成を選択します。 

o サイト コレクション レベル - サイト コレクションの機能とプロパティ です。 

o サイト レベル - サイト レベルの選択可能な構成は以下のとおりです。 

・ サイト機能とプロパティ 

・ サイト列とコンテンツ タイプ 

・ ナビゲーションとサイド リンク バー 

・ サイト テンプレートとリスト テンプレート 

・ Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、およびその他の非表示リスト 

*注意: 外観を保持する チェックボックスを選択した場合、以下のチェックボックスの選択

を解除することはできません。 

・ サイト機能とプロパティ 

・ ナビゲーションとサイド リンク バー 

・ Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、およびその他の非表示リスト  

o リスト レベル - リスト設定 および パブリック ビュー です。 

*注意: 移動設定の編集 画面で表示する サイト コレクション レベル、サイト レベル、リスト レ

ベル は、選択した 移動元 ノードおよび 移動先 ノードによって変更します。 

 構成を移動先に移動しない場合は、構成を移動する チェックボックスをオフのままにして、以下の

オプションから選択します。 

o アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプを移

動します を選択して、ドロップダウン リストからこれらのアイテムの列およびコンテンツ タイプ

の競合解決方法を選択します。 
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 列、コンテンツ タイプ、対応するアイテムをコピー / 移動しない – 競合する列、

コンテンツ タイプ、対応するアイテムを無視し、移動元および移動先ノードをその

まま保持します。  

 列およびコンテンツ タイプを上書きする – 移動先の列およびコンテンツ タイプ

を移動元ノードで上書きします。  

 列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する – 移動先の列およびコンテンツ 

タイプを保持します。数字の接尾辞を追加して (例: ColumnName_1、Col

umnName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ タイプを移動先ノードにコピ

ーします。 

o アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプを移動しません。対応する列またはコンテ

ンツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテムを報告します。 を選択すると、対

応するアイテムは移動先へ移動されません。対応する列またはコンテンツ タイプが移動先

ノードに見つからない場合、DocAve はアイテムを報告します。  

6. セキュリティ – セキュリティを移動する チェックボックスを選択すると、SharePoint アクセス許可レベル、S

harePoint オブジェクトの権限継承などのユーザー・グループ権限を移動元ノードから移動先ノードへ移動

します。権限を持たないユーザー / グループを排除する チェックボックスを選択すると、権限を持たないユ

ーザー・グループは移動されません。 

*注意: 権限を持たないユーザー・グループの定義は選択した移動元ノードによって異なります。 

 移動元ノードがサイト コレクションである場合、以下の 2 つの条件を満たすユーザー・グループは

権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

o 移動元ノードに存在するが、サイト コレクションの管理者ではない 

o 移動元ノードに存在するが、サイト コレクションのすべてのサイトに対して権限を持ってい

ない 

*注意: 移動元ノードが Web アプリケーションである場合、各サイト コレクションの権限は個別に

処理されるため、上記の定義を参照することができます。 

 移動元ノードがサイトである場合、移動元ノードに存在するが、このサイトに対して権限を持たない

ユーザー・グループは権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

 移動元ノードがサイト レベル以下のレベルのオブジェクトである場合、移動元ノードに存在するが、

移動元オブジェクトの存在するサイトに対して権限を持たないユーザー・グループは、権限を持たな

いユーザー・グループと見なされます。 
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これらのユーザー・グループはサイトの ユーザーとグループ - (サイト名) のメンバー ページには表示されて

いませんが、ユーザーとグループ - すべてのユーザー ページで確認することができます。ユーザーとグループ 

- すべてのユーザー ページへ移動するには、ユーザーとグループ - [サイト名] のメンバー ページの URL 

内の MembershipGroupId の値を MembershipGroupId=0 に変更します。ユーザーとグル

ープ - すべてのユーザー ページが表示されます。 

7. コンテンツ – コンテンツを移動する チェックボックスを選択すると、移動元ノードのライブラリ・フォルダー・アイ

テムのコンテンツを移動先ノードへ移動します。また、リストの添付ファイルを含む チェックボックスを選択す

ると、リスト内の添付コンテンツを移動します。 

8. ユーザー プロファイル – ユーザー プロファイルを移動する チェックボックスを選択して、移動元ノードのユー

ザー プロファイルを移動先ノートへ移動します。  

9. ワークフロー - ワークフロー定義を含む チェックボックスを選択すると、選択したコンテンツの既存ワークフロ

ーの定義を移動します。ワークフロー インスタンスを含む を選択すると、選択したコンテンツの既存ワークフ

ローの状態・履歴・タスクを移動します。既定では、完了済みインスタンスを含む チェックボックスが選択さ

れていて、完了済みインスタンスを移動します。現在実行中のインスタンスを移動するには、実行中のイン

スタンスを含む チェックボックスを選択して、以下のラジオ ボタンから選択します。 

 ワークフローをキャンセルする - コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動先ノード内のコピ

ー・移動済みの実行中のワークフローをキャンセルします。 

 ワークフローを再起動する - コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動先ノード内のコピー・

移動済みの実行中のワークフローを再起動します。 

*注意: コンテンツ マネージャーでは、チェックアウト済みファイルに関連するワークフロー インスタンスが使用で

きません。 

10. Managed Metadata Service 設定 – 関連する Managed Metadata Service を移動元ノー

ドから移動先ノードへコピーするには、Managed Metadata Service をコピーする チェックボックスを

選択して、以下のラジオ ボタンから選択します。  

 用語 – 移動元で使用されている用語、それらの親用語、使用されている用語が存在する用語セ

ットおよびグループ名を移動先へコピーします。  

 用語セット – 移動元の使用されている用語が存在する用語セット全体を移動先へコピーします。

(用語セット内の用語が移動元ノードで使用されるかどうかに関係なく)  

 Managed Metadata Service – 移動元ノードに関連する Managed Metadata Servi

ce 全体を移動先へコピーします。 
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11. 列の NULL 値の保持 – はい を選択してアイテム列の NULL 値を保持するか、いいえ を選択して NU

LL 値を移動先の既定値に置き換えます。  

12. フォルダー構造の管理 – コピー・移動済みコンテンツのフォルダー構造を統合するかどうかを選択します。こ

の機能を有効にするには、フォルダー構造の統合 チェックボックスを選択します。DocAve では、移動元の

フォルダー パスまたは親フォルダー名を表示する列を移動先に追加することもできます。この機能を有効にす

るには、移動元のフォルダー パスまたは親フォルダー名を表示する列を追加する チェックボックスを選択し

ます。  

 移動元フォルダー パスを表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元フォルダー パ

スを表示する 1 行テキスト 列を追加します。 

 親フォルダー名を表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元親フォルダー名を表

示する 1 行テキスト 列を追加します。 

13. データの圧縮 – データを移動する際に圧縮するには、圧縮 チェックボックスを選択します。データの圧縮を

選択した場合は、スライド バーで圧縮レベルを選択します。高速の圧縮を使用すると、データ セットが比較

的大きくなります。高圧縮レベルを使用すると、データ セットは比較的小さく、高品質となりますが、実行に

かかる時間は長くなります。  

*注意: より小さなデータ セットは、バックアップ・リストアするにより長い時間がかかります。 

14. 列マッピング - 移動元の列を移動先の構成済み列にマッピングするか、列名を変更します。選択した移動

元の列は選択した列タイプに従ってマッピングされ、列値は追加した値マッピングに従ってマッピングされます。

また、列を 管理されたメタデータ または 参照 に変更することもできます。ドロップダウン リストから列マッピ

ングを選択するか、[列マッピングの新規作成] をクリックします。列マッピングの作成の詳細については、Do

cAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: 列マッピングの設定中に、列タイプに 参照に変更する を選択する場合、参照 列は移動先に存

在するリストまたはリスト列のみに関連付けられるように確認してください。 

15. コンテンツ タイプ マッピング – ドロップダウン リストからコンテンツ タイプ マッピングを選択するか、[コンテン

ツ タイプ マッピングの新規作成] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピングの作成の詳細については、D

ocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

16. テンプレート マッピング – サイト テンプレートおよびリスト テンプレートを置き換えます。テンプレート ID を

入力または選択して、移動元のテンプレートを移動先のテンプレートに変更します。ドロップダウン リストから

テンプレート マッピングを選択するか、[テンプレート マッピングの新規作成] をクリックします。テンプレート 

マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

17. ユーザー マッピング - 移動元ユーザーを移動先ユーザーにマッピングします。同じユーザーがドメイン A とド

メイン B 内で異なるユーザー名を持つ場合、もしくはドメイン A 内のユーザーのコンテンツ・権限・メタデータ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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をドメイン B の別のユーザーに移動する場合、ユーザーの権限およびメタデータを失わずにコンテンツを移動

することができます。ドロップダウン リストからユーザー マッピングを選択するか、[ユーザー マッピングの新規

作成] をクリックします。ユーザー マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユー

ザー ガイド を参照してください。 

18. ドメイン マッピング - 移動元ドメインを移動先ドメインにマッピングします。移動元ドメイン名は構成済みの

移動先ドメイン名に置き換えられ、移動元ドメイン内のユーザーは移動先の同一ログイン名を持つユーザー

にマッピングされます。ドロップダウン リストからドメイン マッピングを選択するか、[ドメイン マッピングの新規

作成] をクリックします。ドメイン マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユー

ザー ガイド を参照してください。 

19. 言語マッピング - プランの実行後、移動元ノードと異なる言語で移動先ノードを表示します。ドロップダウン 

リストから言語マッピングを選択するか、[言語マッピングの新規作成] をクリックします。言語マッピングの作

成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

20. リスト名マッピング - コピー・移動するオブジェクトの既存の移動元リストを移動先の指定のリストに変更し

ます。ドロップダウン リストからリスト名マッピングを選択するか、[リスト名マッピングの新規作成] をクリックし

ます。リスト名マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照

してください。 

21. 移動元の削除方法 - 手動 を選択して、ジョブの完了後、移動元コンテンツを手動で削除します。手動で

削除するには、ジョブ モニター で移動ジョブを選択し、リボン上で [削除] をクリックしてドロップダウン リスト

から コンテンツの削除 を選択します。自動 を選択すると、移動ジョブの終了後、移動元コンテンツが自動

的に削除されます。 

22. 移動元チェックアウト済みファイルの削除 – はい を選択すると、移動元コンテンツを削除する際に、移動

元ノードのエージェント アカウント以外のアカウントにチェックアウトされたチェックアウト済みドキュメントを削除

します。既定では、いいえ が選択されていて、エージェント アカウント以外のアカウントにチェックアウトされた

チェックアウト済みドキュメントを移動元から削除しません。移動元チェックアウト済みファイルの削除 オプシ

ョンの選択に関係なく、移動元コンテンツを削除する際に、DocAve はエージェント アカウントによってチェッ

クアウトされたドキュメントを削除します。  

23. プラン実行の前に環境のバックアップ - 移動の実行前に移動元ノードのコピーを作成するには、移動元

環境をバックアップする チェックボックスを選択します。移動の実行前に移動元・移動先環境をバックアップ

する場合は、ストレージ ポリシーを指定する必要があります。ストレージ ポリシーを選択するか、[ストレージ 

ポリシーの新規作成] をクリックします。  

*注意: コンテンツ マネージャーでは、保持ポリシー タイプ が バックアップ であるストレージ ポリシーのみが

使用できます。ストレージ ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を

参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 移動ジョブの第 2 段階の作業として移動元ノードは削除されます。移動元環境をバックアップす

る を選択しない場合、移動元ノードを移動ジョブの実行前の状態にリストアすることはできません。  

24. 競合解決 – コンテナ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、マージする、置き換える 

のいずれかを選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、下位オブジェクトを確認する チェ

ックボックスを選択して、コンテンツ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから スキップする、上書きする、

最終更新日時に従って上書きする、追加する のいずれかを選択します。コンテンツ マネージャーで競合を

解決する方法の詳細については、付録 A: 競合解決 を参照してください。 

25. アプリの競合解決 - アプリの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、アプリのみを更新する、

アプリおよび AppData を置き換える のいずれかを選択します。コンテンツ マネージャーでアプリの競合を

解決する方法の詳細については、アプリの競合解決 を参照してください。 

*注意: アプリの競合解決 はアプリ インスタンスにのみ反映されます。 

26. 通知 - ドロップダウン リストから通知プロファイルを選択します。ドロップダウン リストの隣にある [表示] をク

リックすると、通知プロファイルの詳細を表示できます。ドロップダウン リストから [通知プロファイルの新規作

成] を選択して、新規プロファイルを作成することもできます。通知プロファイルの作成の詳細については、D

ocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

27. 既定の移動設定 タブで [保存] をクリックして構成を保存して、コンテンツ マネージャーの ホーム タブに戻

るか、[キャンセル] をクリックします。 

簡易移動の実行 

コンテンツ マネージャーで簡易な移動を実行するには、移動元 画面から移動するノードを選択し、移動先 画面か

ら移動先ノードを選択します。移動元・移動先ツリーで 高度検索 機能を使用することもできます。詳細については、

移動元と移動先ツリーでの高度検索の使用 を参照してください。 

*注意: SharePoint オンプレミス環境の場合、移動元ノードと移動先ノードで同一バージョンの SharePoint を

使用していることを確認してください。SharePoint 2013 内のサイトが SharePoint 2010 モードのサイトである

場合、同じモードのサイトに対してのみ移動することができます。 

*注意: 移動先ノードの レコード宣言の設定 が移動元ノードの レコード宣言の設定 と競合する場合、既定では、

移動先ノードの レコード宣言の設定 は移動元ノードの設定に上書きされます。移動 ジョブの実行後、削除がブロ

ックされた移動元ノードのレコードは削除されません。 

リボン上で [移動] をクリックして、ドロップダウン リストから 移動 を選択すると、移動 タブに移動します。移動タブで

は、以下のツールが使用できます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 表示 - 設定をレビューするには、リボン上で [表示] をクリックします。  

*注意: 選択した移動元ノードまたは移動先ノードが SharePoint オンプレミス環境に存在する

場合、表示 タブには エージェント グループ 設定が表示されます。SharePoint オンプレミス環

境内のエージェント グループは、簡易移動を実行するエージェント グループとして読み込まれます。  

 編集 - リボン上で [編集] をクリックして、移動設定を変更します。移動設定の編集 ページに移

動します。移動設定の編集 ページでの設定を構成するには、既定の移動設定の構成 を参照し

てください。 

 プレビュー - リボン上で [プレビュー] をクリックすると、移動ジョブ実行後の移動先ノードのデータ 

ツリーが表示されます。移動元ノードはプロンプト メッセージ 移動元 でマークされています。 

*注意: この機能は、Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト レベルのオブジェクトに対応

します。 

 ただちに実行 – リボン上で [ただちに実行] をクリックすると、移動ジョブを実行します。移動ジョブ

はただちに開始され、ユーザーはコンテンツ マネージャーの ホーム タブに戻ります。 

 リボン上で [キャンセル] をクリックすると、移動 ジョブを実行せずに 移動 タブを閉じます。 

コンテナの作成 

コンテナの作成 機能を使用すると、DocAve インターフェイスから移動しないままで SharePoint 内にコンテナを作

成することができます。この機能を使用すると、コンテンツ マネージャーを使用する前に必要なコンテナをすべて作成し

なくてもコンテンツ管理タスクの実行を続行することができます。  

*注意: コンテナの作成 機能は、SharePoint オンプレミス環境でサイト コレクション・サイト・リスト・フォルダーを作

成する場合に使用します。SharePoint Online 環境の場合、サイト・リスト・フォルダーを作成することができます。 

*注意: 移動先ファームが FBA または ADFS ファームである場合、手動でサイト コレクションを作成する際に、作

成するサイト コレクションの管理者を選択するためのポップアップ ウィンドウが表示されます。 

コンテナを作成するには、移動先 画面内の使用可能なフィールドに新しいコンテナの名前を入力して、[コンテナの

作成] をクリックします。コンテナの作成 画面が表示されます。各タイプのコンテナの設定を構成するには、以下のセ

クションに従ってください。 

*注意: フォルダーを作成する際に、設定を構成する必要はありません。フォルダー レベルで [コンテナの作成] をクリ

ックすると、フォルダーはただちに作成されます。 
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サイト コレクションの作成 

コンテナの作成 画面で以下の設定を構成してください。 

1. タイトルと説明 - 新しいサイト コレクションの タイトル および 説明 を入力します。説明は必須ではありま

せん。 

2. Web サイトのアドレス - 作成するサイト コレクションの URL を表示します。 

3. テンプレートの選択 - 言語の選択 ドロップダウン リストから希望の言語を選択して、新しいサイト コレクシ

ョンのサイト テンプレートを選択します。タブをクリックしてカテゴリーに一覧表示されているテンプレートを選択

するか、カスタム タブをクリックして <テンプレートを後で選択...> を選択し、作成時にテンプレートを選択

しません。 

4. サイト コレクション管理者 - サイト コレクション管理者の ユーザー名 を入力します。 

5. 代理サイト コレクション管理者 - このサイト コレクションの代理管理者の ユーザー名 を入力します。 

6. クォータ テンプレート – このサイト コレクションに適用するストレージ クォータ テンプレートを選択します。新

しいクォータ テンプレートを追加するには、[クォータ テンプレートの管理] リンクをクリックします。クォータ 

テンプレートの管理 画面が表示されます。以下の設定を構成します。 

c. テンプレート名 - 既存のクォータ テンプレートを編集するか、新しいテンプレートを作成します。 

o 既存のテンプレートを編集する - 既存のクォータ テンプレートを編集する場合は、このラ

ジオ ボタンを選択してください。ここでは、個人用サイトのみが編集できます。 

o 新しいクォータ テンプレートを作成する - 新しいクォータ テンプレートを作成する場合は、

このラジオ ボタンを選択してください。 

 作成元のテンプレート - ドロップダウン リストから 新しい空白のテンプレート ま

たは 個人用サイト を選択します。 

 新しいテンプレート名 - 新しいテンプレートの名前を入力します。 

d. 記憶域の制限値 - サイトコレクションで利用できる記憶域の容量を制限するかどうかを選択しま

す。記憶域の最大容量および警告レベルを設定します。警告レベルまたは記憶域の最大容量に

達すると、サイト管理者に通知メールが送信されます。 

o サイト記憶域の最大サイズを次の値に制限する - テキスト ボックスに 1 テラバイト未満

の正の整数を入力します。 

o サイト コレクション記憶域が次の値に達したら電子メールを送信する - 入力した最大

記憶域のクォータ値より小さい正の整数を入力します。 
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e. コードを含むセキュリティで保護されたソリューションの制限 - コードを含むセキュリティで保護され

たソリューションをこのサイト コレクションで使用できるようにするかどうかを選択します。警告レベルに

達すると、メールが送信されます。使用量が上限に達すると、その日はそれ以降、コードを含むセキ

ュリティで保護されたソリューションが無効になり、サイト管理者にメールが送信されます。 

o 1 日の使用量の上限 - テキスト ボックスに 100 万未満の正の整数を入力します。 

o 1 日の使用量が次の値に達したときに電子メールを送信する - 使用量の上限以下の

正の整数を入力します。  

f. [OK] をクリックして構成を保存し、コンテナの作成 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、

構成を保存せずに コンテナの作成 画面に戻ります。 

7. コンテンツ データベース - このサイト コレクションのコンテンツ データベースを選択します。 

8. [OK] をクリックして新しいサイト コレクションを作成するか、[キャンセル] をクリックして コンテナの作成 画

面を閉じます。 

サイトの作成 

コンテナの作成 画面で以下の設定を構成してください。 

1. タイトルと説明 - 新しいサイトの タイトル および 説明 を入力します。説明は必須ではありません。 

2. Web サイトのアドレス - 作成するサイトの URL を表示します。 

3. テンプレートの選択 - 言語の選択 ドロップダウン リストから希望の言語を選択して、新しいサイトのサイト 

テンプレートを選択します。タブをクリックして、カテゴリーに表示されたテンプレートを選択します。 

4. 権限 - 固有の権限を使用する を選択して、新しいサイトに対する固有の権限セットをユーザーに許可す

るか、親サイトと同じ権限を使用する を選択して、親サイトにアクセスできるユーザーがこの新しいサイトにア

クセスすることを許可します。 

5. ナビゲーション - はい または いいえ ラジオ ボタンを選択して、サイトを親サイトのサイド リンク バーおよびト

ップ リンク バーに表示するかどうかを指定します。 

6. ナビゲーションの継承 - はい または いいえ ラジオ ボタンを選択して、親サイトのトップ リンク バーを使用

するかどうかを指定します。 

7. [OK] をクリックして新しいサイトを作成するか、[キャンセル] をクリックして コンテナの作成 インターフェイス

を閉じます。 
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リスト・ライブラリの作成 

コンテナの作成 画面で以下の設定を構成してください。 

1. オブジェクト タイプ - リストまたはライブラリのどちらを作成するかを選択します。 

2. カテゴリー - ドロップダウン リストから新しいリストまたはライブラリのカテゴリー タイプを選択します。 

3. ナビゲーション - リストまたはライブラリをサイド リンク バーに表示するかどうかを指定します。 

4. [OK] をクリックして新しいリスト・ライブラリを作成するか、[キャンセル] をクリックして コンテナの作成 画面

を閉じます。 

移動元と移動先ツリーでの高度検索の使用 

大規模な SharePoint 環境で作業する場合、移動先ツリーで高度検索機能を使用して希望のノードを検索する

ことができます。以下の手順に従ってください。 

 移動元 または 移動先 画面で、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 1.

 ファーム レベル ノード、Web アプリケーション レベル ノード、リスト 仮想ノード、サイト 仮想ノード、フォルダ2.

ー 仮想ノードを右クリックします。  

 ドロップダウン メニューから [高度検索] を選択します。高度検索 画面が表示されます。 3.

 フィルター ルールおよび条件をカスタマイズします。  4.

a. [条件の追加] をクリックして、新しいフィルター条件を追加します。 

b. 複数のフィルター条件を追加する場合、AND/OR 列で [AND] または [OR] をクリックして、

フィルター条件間の論理関係を変更します。 

c. 追加済みのフィルター条件の上にマウス カーソルを移動させます。  

d. 削除ボタン ( ) をクリックすると、フィルター条件を削除します。 

 [検索] をクリックして検索を開始するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずに 高度検索 画面を5.

終了します。 
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プランの作成 

コンテンツ マネージャーでは、コンテンツをコピー・移動するプランを作成することで、すべての設定を再構成することなく、

繰り返して実行することができます。また、プランを作成することで、スケジュールで日時を指定して、ジョブを柔軟に実

行することも可能です。以下の 2 種類の方法でプランを作成することができます。 

 ウィザード モード – コンテンツ マネージャーのプラン作成に慣れていないユーザーの場合、ウィザー

ド モードでは、プラン作成時に手順ごとの説明が表示されます。  

 フォーム モード – 高度ユーザーの場合、フォーム モードでは、構成する設定を柔軟に選択するこ

とができます。 

ウィザード モードによるプランの作成 

ウィザード モードを使用してプランを作成するには、ホーム タブのリボン上で [オンライン コンテンツ マネージャー] を

クリックして、オンライン モードに入ります。移動元 画面で移動元ノードを選択し、移動先 画面で移動先ノードを選

択します。  

*注意: SharePoint オンプレミス環境の場合、移動元ノードと移動先ノードで同一バージョンの SharePoint を

使用していることを確認してください。SharePoint 2013 内のサイトが 2010 エクスペリエンス バージョンのサイトで

ある場合、このサイトを同じエクスペリエンス バージョンのサイトへのみコピー・移動することができます。 

*注意: 移動元 画面で個人用サイトを選択する場合、移動先 Web アプリケーションのアプリケーション プール アカ

ウントは以下の条件を満たしていることを確認してください。 

 アカウントが現在使用中の User Profile Service の管理者である 

 アカウントが現在使用中の User Profile Service に対してフル コントロール権限を持っている 

リボン上で [プラン ビルダー] をクリックして、ドロップダウン メニューから ウィザード モード を選択します。ウィザード 

モード タブに移動します。プランを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. プラン名 - 新しい プラン名 を入力して、必要に応じて説明を入力します。[次へ] をクリックします。 

2. 方法 - プランの方法およびアクションを構成します。 

a. 方法 – プランを実行する際に、コンテンツ マネージャーで実行するジョブのタイプを コピー または 

移動 から選択します。移動 を選択する場合、以下の設定を構成することができます。 
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o 移動元の削除方法 - 手動 を選択すると、コピー・移動ジョブの完了後、移動元コンテ

ンツを手動で削除します (ジョブ モニターでコピー・移動ジョブを選択し、リボン上で [削

除] をクリックしてドロップダウン リストから コンテンツの削除 を選択します)。自動 を選択

すると、コピー・移動ジョブの完了後、DocAve が自動的に移動元コンテンツを削除しま

す。 

o 移動元チェックアウト済みファイルの削除 – はい を選択すると、移動元コンテンツを削

除する際に、移動元ノードのエージェント アカウント以外のアカウントにチェックアウトされた

チェックアウト済みドキュメントを削除します。既定では、いいえ が選択されていて、エージ

ェント アカウント以外のアカウントにチェックアウトされたチェックアウト済みドキュメントを移

動元から削除しません。移動元チェックアウト済みファイルの削除 オプションの選択に関

係なく、移動元コンテンツを削除する際に、DocAve はエージェント アカウントによってチェ

ックアウトされたドキュメントを削除します。 

b. アクション – 添付する を選択すると、移行元ノードを移行先ノードの子ノードとして転送します。

マージする を選択すると、移動元のコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。

ジョブの実行後の移動先ノードのデータ ツリーを表示するには、[プレビューを表示する] をクリック

します。移動元ノードはプロンプト メッセージ 移動元 でマークされています。 

c. 昇格方法 – トップレベル サイトのみをサイト コレクションに昇格させるか、選択したサイトをすべて

サイト コレクションに昇格させるかを選択します。以下の条件をすべて満たしている場合のみ、この

セクションが表示されます。 

o 移動元ツリーでサイト コレクション レベル ノードまたはサイト レベル ノードを選択し、移動

先ツリーで Web アプリケーション ノードを選択する 

*注意: サイト コレクション レベル ノードを移動元として選択する場合、すべてのサイトを

サイト コレクションに昇格させる オプションのみが構成可能です。 

o マージする を アクション のオプションとして選択する 

d. 移動先で使用する管理パスを選択してください。 – 移動先の管理パスを変更します。移動先

の管理パスを変更する チェックボックスを選択して、既存のワイルド カードを使用した管理パスを

入力します: テキスト ボックスに希望の値を入力して、使用する管理パスを構成します。以下の条

件をすべて満たしている場合のみ、このセクションが表示されます。 

o 移動元ツリーでサイト コレクション レベル ノードまたはサイト レベル ノードを選択し、移動

先ツリーで Web アプリケーション ノードを選択する 

o マージする を アクション のオプションとして選択する 



 41 

 
DocAve 6: コンテンツ マネージャー 

 

 

3. プランの 方法 の構成終了後、[次へ] をクリックします。 

4. データの選択 - 以下の設定を構成します。 

a. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストからフィルター ポリシーを選択するか、[フィルター ポリシ

ーの新規作成] をクリックします。フィルター ポリシーでは、サイト コレクションからアイテム レベルま

での各 SharePoint レベルで、特定のオブジェクトまたはデータを選択することができます。フィルタ

ー ポリシーの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照して

ください。 

*注意: SharePoint Online でフィルター ポリシーを使用する場合、作成者 ルールは使用でき

ません。ジョブ レポートに例外が記録されます。 

b. 構成 – 構成を移動先にコピー・移動するかどうかを選択します。  

o 構成をコピー / 移動する チェックボックスを選択すると、移動元ノードのプロパティ・説明・

タイトル・設定・機能を移動先にコピー・移動します。サイド リンク バー、トップ リンク バー、

ツリー ビュー、サイトのテーマ、マスター ページなどの移動元サイトの外観を保持する場合

は、外観を保持する チェックボックスを選択します。  

*注意: 以下の条件を満たしている場合のみ、外観を保持する 機能が使用できます。  

 移動元ノードがサイトで、移動先ノードがトップレベル サイトまたはサイト コレクシ

ョンである 

 アクション フィールドで、実行するアクションとして マージする が選択されている 

[詳細設定] をクリックして、コピー・移動する構成を選択します。 

 サイト コレクション レベル - サイト コレクションの機能とプロパティ です。 

 サイト レベル - サイト レベルの選択可能な構成は以下のとおりです。 

・ サイト機能とプロパティ 

・ サイト列とコンテンツ タイプ 

・ ナビゲーションとサイド リンク バー 

・ サイト テンプレートとリスト テンプレート 

・ Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、およびその他の非表示リス

ト 

*注意: 外観を保持する チェックボックスを選択した場合、以下のチェックボックス

の選択を解除することはできません。 

・ サイト機能とプロパティ 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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・ ナビゲーションとサイド リンク バー 

・ Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、およびその他の非表示リス

ト   

 リスト レベル - リスト設定 および パブリック ビュー です。 

*注意: 移動設定の編集 画面で表示する サイト コレクション レベル、サイト レベル、

リスト レベル は、選択した 移動元 ノードおよび 移動先 ノードによって変更します。 

o  構成を移動先にコピー・移動しない場合は、構成をコピー / 移動する チェックボックスを

オフのままにします。構成 セクションの構成方法の詳細については、[構成] セクションの

構成 を参照してください。  

c. セキュリティ - セキュリティをコピー / 移動する チェックボックスを選択すると、SharePoint アクセ

ス許可レベル、SharePoint オブジェクトの権限継承などのユーザー・グループ権限を移動元ノー

ドから移動先ノードにコピー・移動します。権限を持たないユーザー / グループを排除する チェッ

クボックスを選択すると、権限を持たないユーザー・グループはコピー・移動されません。 

*注意: 権限を持たないユーザー・グループの定義は選択した移動元ノードによって異なります。 

o 移動元ノードがサイト コレクションである場合、以下の 2 つの条件を満たすユーザー・グ

ループは権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

 移動元ノードに存在するが、サイト コレクションの管理者ではない 

 移動元ノードに存在するが、トップレベル サイトまたはサイト コレクションのすべて

のサイトに対して権限を持っていない 

*注意: 移動元ノードが Web アプリケーションである場合、各サイト コレクションの権限

は個別に処理されるため、上記の定義を参照することができます。 

o 移動元ノードがサイトである場合、移動元ノードに存在するが、このサイトに対して権限を

持たないユーザー・グループは権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

o 移動元ノードがサイト レベル以下のレベルのオブジェクトである場合、移動元ノードに存

在するが、移動元オブジェクトの存在するサイトに対して権限を持たないユーザー・グルー

プは、権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

これらのユーザー・グループはサイトの ユーザーとグループ - (サイト名) のメンバー ページには表

示されていませんが、ユーザーとグループ - すべてのユーザー ページで確認することができます。ユ

ーザーとグループ - すべてのユーザー ページへ移動するには、ユーザーとグループ - [サイト名] 
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のメンバー ページの URL 内の MembershipGroupId の値を MembershipGroupI

d=0 に変更します。ユーザーとグループ - すべてのユーザー ページが表示されます。 

d. コンテンツ – コンテンツをコピー / 移動する チェックボックスを選択すると、移動元ノードのライブラ

リ・フォルダー・アイテムのコンテンツを移動先ノードにコピー・移動します。また、リストの添付ファイ

ルを含む チェックボックスを選択すると、リスト内の添付コンテンツをコピー・移動します。 

e. ユーザー プロファイル – 移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノートにコピー・移動する

場合は、ユーザー プロファイルをコピー / 移動する チェックボックスを選択します。  

*注意: ユーザーはトップレベル サイトに保存されているため、移動元ノードがサイト コレクション レ

ベル以上のレベルである場合のみ、このセクションが表示されます。  

f. ワークフロー - ワークフロー定義を含む チェックボックスを選択すると、選択したコンテンツの既存

ワークフローの定義を移動元ノードから移動先ノードにコピー・移動します。ワークフロー インスタン

スを含む を選択すると、選択したコンテンツの既存ワークフローの状態・履歴・タスクを移動元ノー

ドから移動先ノードにコピー・移動します。既定では、完了済みインスタンスを含む チェックボックス

が選択されています。移動元ノードの現在実行中のインスタンスを移動先にコピー・移動するには、

実行中のインスタンスを含む チェックボックスを選択して、以下のラジオ ボタンから選択します。 

o ワークフローをキャンセルする - コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動先ノード内

のコピー・移動済みの実行中のワークフローをキャンセルします。 

o ワークフローを再起動する - コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動先ノード内の

コピー・移動済みの実行中のワークフローを再起動します。 

*注意: コンテンツ マネージャーでは、チェックアウト済みファイルに関連するワークフロー インスタンス

が使用できません。 

g. Managed Metadata Service 設定 – 関連する Managed Metadata Service を移

動元ノードから移動先ノードへコピーするには、Managed Metadata Service をコピーする 

チェックボックスを選択して、以下のラジオ ボタンから選択します。  

o 用語 – 移動元で使用されている用語、それらの親用語、使用されている用語が存在す

る用語セットおよびグループ名を移動先へコピーします。 

o 用語セット – 移動元の使用されている用語が存在する用語セット全体を移動先へコピ

ーします。(用語セット内の用語が移動元ノードで使用されるかどうかに関係なく) 
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o Managed Metadata Service – 移動元ノードに関連する Managed Metadat

a Service 全体を移動先へコピーします。 

5. データの選択 設定の構成終了後、[次へ] をクリックします。 

6. スケジュール – プランのスケジュールを構成します。  

 方法 セクションで コピー を選択した場合、以下のオプションから選択します。 

o 手動でプランを実行するには、スケジュールなし を選択します。 

o 指定した時刻にプランを実行する場合は、開始時刻 を選択します。ハイパーリンクをクリッ

クして、異なるタイム ゾーンを指定することもできます (必須ではありません)。 

 方法 セクションで 移動 を選択した場合、以下のオプションから選択します。 

o 手動でプランを実行するには、スケジュールなし を選択します。 

o 手動でスケジュールを構成する を選択すると、頻度を指定して、再実行スケジュールを

実行することができます。以下のセクションを構成します。 

 開始時刻 - プランを実行する時刻を選択します。 

 間隔 – プランの実行間隔を指定します。 

 終了時刻なし – 移動 ジョブを手動で終了するまで構成済みスケジュールどおり

に実行し続けます。 

 __ 回後に終了 – ここで選択した回数に達すると 移動 ジョブの実行を停止し

ます。 

 終了時刻 __ – 移動 ジョブがここで指定した日時に終了します。 

7. スケジュールの構成終了後、[次へ] をクリックします。 

8. 詳細設定 – 以下の詳細設定を構成します。 

a. 列の NULL 値の保持 – はい を選択してアイテム列の NULL 値を保持するか、いいえ を選択

して NULL 値を移動先の既定値に置き換えます。  

b. フォルダー構造の管理 – コピー・移動済みコンテンツのフォルダー構造を統合するかどうかを選択

します。この機能を有効にするには、フォルダー構造の統合 チェックボックスを選択します。DocAv

e では、移動元のフォルダー パスまたは親フォルダー名を表示する列を移動先に追加することもで

きます。この機能を有効にするには、移動元のフォルダー パスまたは親フォルダー名を表示する

列を追加する チェックボックスを選択します。  
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o 移動元フォルダー パスを表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元フォ

ルダー パスを表示する 1 行テキスト 列を追加します。 

o 親フォルダー名を表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元親フォルダー

名を表示する 1 行テキスト 列を追加します。 

*注意: 移動元ツリーでリストまたはフォルダー レベル ノードを選択した場合のみ、このセク

ションが表示されます。 

c. データの圧縮 – コピーする際にデータを圧縮するには、圧縮 チェックボックスを選択します。データ

の圧縮を選択した場合は、スライド バーで圧縮レベルを選択します。高速の圧縮を使用すると、

データ セットが比較的大きくなります。高い圧縮率を使用すると、データ セットは比較的小さく、高

品質となりますが、実行にかかる時間は長くなります。  

*注意: より小さなデータ セットは、バックアップ・リストアするにより長い時間がかかります。 

d. 列マッピング - 移動元の列を移動先の構成済み列にマッピングするか、列名を別の名前に変更

します。移動元の列は選択した列タイプに従ってマッピングされ、列値は追加した値マッピングに従

ってマッピングされます。列タイプに応じて、移動先の列と移動元の列を同じタイプまたは異なるタイ

プに指定することができます。また、列を 管理されたメタデータ または 参照 に変更することもでき

ます。ドロップダウン リストから列マッピングを選択するか、[列マッピングの新規作成] をクリックしま

す。列マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参

照してください。 

*注意: 列マッピングの設定中に、列タイプに 参照に変更する を選択する場合、参照 列は移動

先に存在するリストまたはリスト列のみに関連付けられるように確認してください。 

e. コンテンツ タイプ マッピング – 設定した条件に従って、移動元のコンテンツ タイプを移動先の構

成済みコンテンツ タイプにマッピングするか、コンテンツ タイプ名を別の名前に変更します。ドロップダ

ウン リストからコンテンツ タイプ マッピングを選択するか、[コンテンツ タイプ マッピングの新規作

成] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロー

ル パネル ユーザー ガイド を参照してください。  

*注意: 移動元のコンテンツ タイプと移動先のコンテンツ タイプは互換性があることを確認してくださ

い。 

f. テンプレート マッピング – サイト テンプレートおよびリスト テンプレートを置き換えます。テンプレー

ト ID を入力または選択して、移動元のテンプレートを移動先のテンプレートに変更します。ドロッ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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プダウン リストからテンプレート マッピングを選択するか、[テンプレート マッピングの新規作成] を

クリックします。テンプレート マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル 

ユーザー ガイド を参照してください。 

g. ユーザー マッピング – 既存の移動元ノード ユーザー名を、既存の移動先ノード ユーザー名また

は移動先の既定のユーザー名に置き換えます。削除済みユーザーのメタデータを保持するために、

プレースホルダー アカウントを追加することもできます。ドロップダウン リストからユーザー マッピングを

選択するか、[ユーザー マッピングの新規作成] をクリックします。ユーザー マッピングの作成の詳

細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

h. ドメイン マッピング - 移動元ドメインを移動先ドメインにマッピングします。移動元ドメイン名は構

成済みの移動先ドメイン名に置き換えられ、移動元ドメイン内のユーザーは移動先の同一ログイ

ン名を持つユーザーにマッピングされます。ドロップダウン リストからドメイン マッピングを選択するか、

[ドメイン マッピングの新規作成] をクリックします。ドメイン マッピングの作成の詳細については、

DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

i. 言語マッピング - プランの実行後、移動元ノードと異なる言語で移動先ノードを表示するかどうか

を選択します。ドロップダウン リストから言語マッピングを選択するか、[言語マッピングの新規作

成] をクリックします。言語マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユ

ーザー ガイド を参照してください。 

j. リスト名マッピング - コピー・移動するオブジェクトの既存の移動元リストを移動先の指定のリスト

に変更するかどうかを選択します。ドロップダウン リストからリスト名マッピングを選択するか、[リスト

名マッピングの新規作成] をクリックします。リスト名マッピングの作成の詳細については、DocAve 

6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

k. プラン実行の前に環境のバックアップ - 以下の構成から選択します。 

o 移動元環境をバックアップする チェックボックスを選択して、移動の実行前に移動元ノー

ドのコピーを作成します。移動ジョブの場合のみ、このオプションが表示されます。 

o 移動先環境をバックアップする チェックボックスを選択して、コピー・移動の実行前に移動

先ノードのコピーを作成します。このオプションを選択すると、ストレージ ポリシーを指定す

る必要があります。ストレージ ポリシーを選択するか、[ストレージ ポリシーの新規作成] 

をクリックして新しいストレージ ポリシーを作成します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: コンテンツ マネージャーでは、保持ポリシー タイプ が バックアップ であるストレー

ジ ポリシーのみが使用できます。ストレージ ポリシーの詳細については、DocAve 6 コン

トロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

l. 競合解決 – コンテナ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、マージする、置

き換える のいずれかを選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、下位オブジェク

トを確認する チェックボックスを選択して、コンテンツ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから 

スキップする、上書きする、最終更新日時に従って上書きする、追加する のいずれかを選択しま

す。コンテンツ マネージャーで競合を解決する方法の詳細については、付録 A: 競合解決 を参

照してください。 

m. アプリの競合解決 - アプリの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、アプリのみを更

新する、アプリおよび AppData を置き換える のいずれかを選択します。選択した移動元ノー

ドおよび移動先ノードが SharePoint 2013 環境内に存在する場合にのみ、このフィールドが表

示されます。コンテンツ マネージャーでアプリの競合を解決する方法の詳細については、アプリの競

合解決 を参照してください。 

*注意: アプリの競合解決 はアプリ インスタンスにのみ反映されます。 

n. エージェント グループ - コンテンツ マネージャー ジョブを実行する移動元エージェント グループおよ

び移動先エージェント グループを選択します。 

o 移動元エージェント グループ - 選択した移動元ノードのデータをバックアップする移動元

エージェント グループを選択します。選択した移動元ノードが SharePoint オンプレミス

環境に存在する場合にのみ、このオプションが表示されます。 

o 移動先エージェント グループ - バックアップ済み移動元データを移動先ノードへリストア

する移動先エージェント グループを選択します。選択した移動先ノードが SharePoint 

オンプレミス環境に存在する場合にのみ、このオプションが表示されます。 

o. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知を受信する DocAve ユーザーを指定します。

ドロップダウン リストから、通知プロファイルを選択します。ドロップダウン リストの隣にある [表示] を

クリックすると、通知プロファイルの詳細を表示できます。ドロップダウン リストから [通知プロファイル

の新規作成] を選択して、新規プロファイルを作成することもできます。通知プロファイルの作成の

詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。  

p. 関連するプラン グループ – プランをプラン グループに追加し、共通設定でプランを管理します。ド

ロップダウン リストからプラン グループを選択するか、[プラン グループの新規作成] をクリックしま

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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す。プラン グループの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を

参照してください。 

9. 詳細設定の構成終了後、[次へ] をクリックします。 

10. 概要 - プランの構成の完了後、このプランの各設定をレビュー・編集することができます。概要 画面の 設

定 タブで各セクション内の [編集] をクリックすると、そのセクション内の設定を変更することができます。プレ

ビュー タブで [プレビューを表示する] をクリックすると、ジョブの実行後の移動先データ ツリーが表示されま

す。移動元ノードはプロンプト メッセージ 移動元 でマークされています。 

11. 概要 画面ですべての設定および範囲をレビューした後、リボン上で [完了] をクリックし、ドロップダウン リス

トから 完了 を選択してプランを保存します。プランを保存してただちに実行するには、リボン上で [完了] を

クリックして、ドロップダウン リストから 完了して実行 を選択します。  

12. リボン上で [キャンセル] をクリックすると、コンテンツ マネージャーの ホーム タブに戻ることができます。 

[構成] セクションの構成 

構成 セクションの構成方法については、このセクションを参照してください。構成をコピー / 移動する チェックボックス

の選択を解除した後、以下のオプションから選択します。 

 アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピー / 移

動します を選択して、ドロップダウン リストからこれらのアイテムの列およびコンテンツ タイプの競合

解決方法を選択します。 

o 列、コンテンツ タイプ、対応するアイテムをコピー / 移動しない – 競合する列、コンテ

ンツ タイプ、対応するアイテムを無視し、移動元および移動先ノードをそのまま保持します。  

o 列およびコンテンツ タイプを上書きする – 移動先の列およびコンテンツ タイプを移動元

ノードで上書きします。 

o 列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する – 移動先の列およびコンテンツ タイプを

保持します。数字の接尾辞を追加して (例: ColumnName_1、ColumnName_2 

など)、移動元の列およびコンテンツ タイプを移動先ノードにコピーします。 

 アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピー / 移動しません。対応する列またはコン

テンツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテムを報告します。 を選択すると、アイテムに

依存する該当の列またはコンテンツ タイプは移動先にコピー・移動されません。アイテムに依存する

列またはコンテンツ タイプが移動先に存在しない場合、アイテムは移動先にコピー・移動されません。

アイテムに依存する列またはコンテンツ タイプが移動先に存在する場合、アイテムは移動先にコピ

ー・移動されます。該当する列またはコンテンツ タイプが移動先ノードに見つからない場合、対象ア

イテムがジョブ レポートに表示されます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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フォーム モードによるプランの作成 

フォーム モードを使用してプランを作成するには、ホーム タブのリボン上で [オンライン コンテンツ マネージャー] をク

リックします。移動元 画面で移動元ノードを選択し、移動先 画面で移動先ノードを選択します。  

*注意: SharePoint オンプレミス環境の場合、移動元ノードと移動先ノードで同一バージョンの SharePoint を

使用していることを確認してください。SharePoint 2013 内のサイトが SharePoint 2010 モードのサイトである

場合、同じオンプレミス モードのサイトまたは SharePoint Online サイトに対してコピー・移動することができます。 

*注意: 移動元 画面で個人用サイトを選択する場合、移動先 Web アプリケーションのアプリケーション プール アカ

ウントは以下の条件を満たしていることを確認してください。 

 アカウントが現在使用中の User Profile Service の管理者である 

 アカウントが現在使用中の User Profile Service に対してフル コントロール権限を持っている 

リボン上で [プラン ビルダー] をクリックして、ドロップダウン リストから フォーム モード を選択すると、フォーム モード 

タブにリダイレクトされます。プランを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. プラン名 - 新しい プラン名 を入力して、必要に応じて説明を入力します。[次へ] をクリックします。 

2. 方法 – 実行するジョブのタイプを コピー または 移動 から選択します。移動 を選択する場合、以下の設

定を構成することができます。 

 移動元の削除方法 - 手動 を選択すると、コピー・移動ジョブの完了後、移動元コンテンツを手

動で削除するか (ジョブ モニターでコピー・移動ジョブを選択し、リボン上で [削除] をクリックしてド

ロップダウン リストから コンテンツの削除 を選択します)。自動 を選択すると、ジョブの完了後、D

ocAve が自動的に移動元コンテンツを削除します。 

 移動元チェックアウト済みファイルの削除 – はい を選択すると、移動元コンテンツを削除する際

に、移動元ノードのエージェント アカウント以外のアカウントにチェックアウトされたチェックアウト済み

ドキュメントを削除します。既定では、いいえ が選択されていて、エージェント アカウント以外のアカ

ウントにチェックアウトされたチェックアウト済みドキュメントを移動元から削除しません。移動元チェッ

クアウト済みファイルの削除 オプションの選択に関係なく、移動元コンテンツを削除する際に、Do

cAve はエージェント アカウントによってチェックアウトされたドキュメントを削除します。 
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3. アクション – 添付する を選択すると、移行元ノードを移行先ノードの子ノードとして転送します。マージす

る を選択すると、移動元のコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。ジョブの実行後の

移動先ノードのデータ ツリーを表示するには、[プレビューを表示する] をクリックします。 

4. 昇格方法 – トップレベル サイトのみをサイト コレクションに昇格させるか、選択したサイトをすべてサイト コレ

クションに昇格させるかを選択します。以下の条件をすべて満たしている場合のみ、このセクションが表示され

ます。 

 移動元ツリーでサイト コレクション レベル ノードまたはサイト レベル ノードを選択し、移動先ツリー

で Web アプリケーション ノードを選択する 

*注意: サイト コレクション レベル ノードを移動元として選択する場合、すべてのサイトをサイト コ

レクションに昇格させる オプションのみが構成可能です。 

 マージする を アクション のオプションとして選択する 

5. 移動先で使用する管理パスを選択してください。– 移動先の管理パスを変更する チェックボックスを選択

して、既存のワイルド カードを使用した管理パスを入力します: テキスト ボックスに希望の値を入力して、

使用する管理パスを構成します。以下の条件をすべて満たしている場合のみ、このセクションが表示されま

す。 

 移動元ツリーでサイト コレクション レベル ノードまたはサイト レベル ノードを選択し、移動先ツリー

で Web アプリケーション ノードを選択する 

 マージする を アクション のオプションとして選択する 

6. プラン実行の前に環境のバックアップ - 以下の構成を構成します。 

 移動元環境をバックアップする チェックボックスを選択して、移動の実行前に移動元ノードのコピ

ーを作成します。移動ジョブの場合のみ、このオプションが表示されます。  

 移動先環境をバックアップする チェックボックスを選択して、コピー・移動の実行前に移動先ノード

のコピーを作成します。コピー・移動の実行前に移動先環境をバックアップする場合は、ストレージ 

ポリシーを指定する必要があります。ストレージ ポリシーを選択するか、[ストレージ ポリシーの新

規作成] をクリックして新しいストレージ ポリシーを作成します。  

*注意: コンテンツ マネージャーでは、保持ポリシー タイプ が バックアップ であるストレージ ポリシ

ーのみが使用できます。ストレージ ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユ

ーザー ガイド を参照してください。 

7. スケジュール – プランのスケジュールを構成します。 

 方法 セクションで コピー を選択した場合、以下のオプションから選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o 手動でプランを実行するには、スケジュールなし を選択します。 

o 指定の時刻にプランを実行するには、開始時刻 を選択します。開始時刻の隣にあるハイ

パーリンクをクリックすると、タイム ゾーンを変更することができます。 

 方法 セクションで 移動 を選択した場合、以下のオプションから選択します。 

o 手動でプランを実行するには、スケジュールなし を選択します。 

o 手動でスケジュールを構成する を選択すると、頻度を指定して、再実行スケジュールを

実行することができます。以下の設定を構成します。 

 開始時刻 - プランを実行する時刻を指定します。 

 間隔 – プランの実行間隔を指定します。 

 終了時刻なし – 移動 ジョブを手動で終了するまで構成済みスケジュールとおり

に実行し続けます。 

 __ 回後に終了 – ここで選択した回数に達すると 移動 ジョブの実行を停止し

ます。 

 終了時刻 __ – 移動 ジョブがここで指定した日時に終了します。 

8. [詳細設定] をクリックして、詳細設定を構成します。 

9. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストからフィルター ポリシーを選択するか、[フィルター ポリシーの新

規作成] をクリックします。フィルター ポリシーでは、サイト コレクションからアイテム レベルまでの各 ShareP

oint レベルで、特定のオブジェクトまたはデータを選択することができます。フィルター ポリシーの作成の詳細

については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: SharePoint Online でフィルター ポリシーを使用する場合、作成者 ルールは使用できません。

ジョブ レポートに例外が記録されます。 

10. 構成 – 構成を移動先にコピー・移動するかどうかを選択します:  

 構成をコピー / 移動する チェックボックスを選択すると、移動元ノードのプロパティ・説明・タイトル・

設定・機能を移動先にコピー・移動します。サイド リンク バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、サ

イトのテーマ、マスター ページなどの移動元サイトの外観を保持する場合は、外観を保持する チェ

ックボックスを選択します。  

*注意: 以下の条件を満たしている場合のみ、外観を保持する 機能が使用できます。  

o 移動元ノードがサイトで、移動先ノーがトップレベル サイトまたはサイト コレクションである 

o アクション フィールドで、実行するアクションとして マージする が選択されている 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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[詳細設定] をクリックして、コピー・移動する構成を選択します。 

o サイト コレクション レベル - サイト コレクションの機能とプロパティ です。 

o サイト レベル - サイト レベルの選択可能な構成は以下のとおりです。 

・ サイト機能とプロパティ 

・ サイト列とコンテンツ タイプ 

・ ナビゲーションとサイド リンク バー 

・ サイト テンプレートとリスト テンプレート 

・ Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、およびその他の非表示リスト 

*注意: 外観を保持する チェックボックスを選択した場合、以下のチェックボックスの選択

を解除することはできません。 

・ サイト機能とプロパティ 

・ ナビゲーションとサイド リンク バー 

・ Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、およびその他の非表示リスト   

o リスト レベル - リスト設定 および パブリック ビュー です。 

*注意: 移動設定の編集 画面で表示する サイト コレクション レベル、サイト レベル、リスト レ

ベル は、選択した 移動元 ノードおよび 移動先 ノードによって変更します。 

 構成を移動先にコピー・移動しない場合は、構成をコピー / 移動する チェックボックスをオフのまま

にします。以下のオプションから選択します。 

o アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコ

ピー / 移動します を選択して、ドロップダウン リストからこれらのアイテムの列およびコンテ

ンツ タイプの競合解決方法を選択します。 

 列、コンテンツ タイプ、対応するアイテムをコピー / 移動しない – 競合する列、

コンテンツ タイプ、対応するアイテムを無視し、移動元および移動先ノードをその

まま保持します。  

 列およびコンテンツ タイプを上書きする – 移動先の列およびコンテンツ タイプ

を移動元ノードで上書きします。  

 列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する – 移動先の列およびコンテンツ 

タイプを保持します。数字の接尾辞を追加して (例: ColumnName_1、Col

umnName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ タイプを移動先ノードにコピ

ーします。 
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 アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピー / 移動しません。対応する列またはコン

テンツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテムを報告します。 を選択すると、アイテムに

依存する該当の列またはコンテンツ タイプは移動先にコピー・移動されません。該当する列または

コンテンツ タイプが移動先ノードに見つからない場合、対象アイテムがジョブ レポートに表示されま

す。  

11. セキュリティ - セキュリティをコピー / 移動する チェックボックスを選択すると、SharePoint アクセス許可

レベル、SharePoint オブジェクトの権限継承などのユーザー・グループ権限を移動元ノードから移動先ノー

ドにコピー・移動します。権限を持たないユーザー / グループを排除する チェックボックスを選択すると、権

限を持たないユーザー・グループはコピー・移動されません。  

*注意: 権限を持たないユーザー・グループの定義は選択した移動元ノードによって異なります。 

 移動元ノードがサイト コレクションである場合、以下の 2 つの条件を満たすユーザー・グループは

権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

o 移動元ノードに存在するが、サイト コレクションの管理者ではない 

o 移動元ノードに存在するが、トップレベル サイトまたはサイト コレクションのすべてのサイト

に対して権限を持っていない 

*注意: 移動元ノードが Web アプリケーションである場合、各サイト コレクションの権限は個別に

処理されるため、上記の定義を参照することができます。 

 移動元ノードがサイトである場合、移動元ノードに存在するが、このサイトに対して権限を持たない

ユーザー・グループは権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

 移動元ノードがサイト レベル以下のレベルのオブジェクトである場合、移動元ノードに存在するが、

移動元オブジェクトの存在するサイトに対して権限を持たないユーザー・グループは、権限を持たな

いユーザー・グループと見なされます。 

これらのユーザー・グループはサイトの ユーザーとグループ - (サイト名) のメンバー ページには表示されて

いませんが、ユーザーとグループ - すべてのユーザー ページで確認することができます。ユーザーとグループ 

- すべてのユーザー ページへ移動するには、ユーザーとグループ - [サイト名] のメンバー ページの URL 

内の MembershipGroupId の値を MembershipGroupId=0 に変更します。ユーザーとグル

ープ - すべてのユーザー ページが表示されます。 
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12. コンテンツ – コンテンツをコピー / 移動する チェックボックスを選択すると、移動元ノードのライブラリ・フォル

ダー・アイテムのコンテンツを移動先ノードにコピー・移動します。また、リストの添付ファイルを含む チェックボ

ックスを選択すると、リスト内の添付コンテンツをコピー・移動します。 

13. ユーザー プロファイル – 移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノートにコピー・移動する場合は、ユ

ーザー プロファイルをコピー / 移動する チェックボックスを選択します。  

*注意: ユーザーはトップレベル サイトに保存されているため、移動元ノードがサイト コレクション レベル以上

のレベルである場合のみ、このセクションが表示されます。 

14. ワークフロー - ワークフロー定義を含む チェックボックスを選択すると、選択したコンテンツの既存ワークフロ

ーの定義を移動元ノードから移動先ノードにコピー・移動します。ワークフロー インスタンスを含む を選択

すると、選択したコンテンツの既存ワークフローの状態・履歴・タスクを移動元ノードから移動先ノードにコピ

ー・移動します。完了済みインスタンスを含む チェックボックスは自動的に選択されていて、完了済みインス

タンスを移動元ノードから移動先にコピー・移動します。現在実行中のインスタンスをコピー・移動するするに

は、実行中のインスタンスを含む チェックボックスを選択して、以下のラジオ ボタンから選択します。 

 ワークフローをキャンセルする - コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動先ノード内のコピ

ー・移動済みの実行中のワークフローをキャンセルします。 

 ワークフローを再起動する - コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動先ノード内のコピー・

移動済みの実行中のワークフローを再起動します。 

*注意: コンテンツ マネージャーでは、チェックアウト済みファイルに関連するワークフロー インスタンス

が使用できません。 

15. Managed Metadata Service 設定 – 関連する Managed Metadata Service を移動元ノー

ドから移動先ノードへコピーするには、Managed Metadata Service をコピーする を選択して、以下

のラジオ ボタンから選択します。  

 用語 – 移動元で使用されている用語、それらの親用語、使用されている用語が存在する用語セ

ットおよびグループ名を移動先へコピーします。 

 用語セット – 移動元の使用されている用語が存在する用語セット全体を移動先へコピーします。

(用語セット内の用語が移動元ノードで使用されるかどうかに関係なく) 

 Managed Metadata Service – 移動元ノードに関連する Managed Metadata Servi

ce 全体を移動先へコピーします。 

16. 列の NULL 値の保持 – はい を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の NULL 値を保持するか、

いいえ を選択して NULL 値を移動先ノードの既定値に置き換えます。  
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17. フォルダー構造の管理 – コピー・移動済みコンテンツのフォルダー構造を統合するかどうかを選択します。こ

の機能を有効にするには、フォルダー構造の統合 チェックボックスを選択します。DocAve では、移動元の

フォルダー パスまたは親フォルダー名を表示する列を移動先に追加することもできます。この機能を有効にす

るには、移動元のフォルダー パスまたは親フォルダー名を表示する列を追加する チェックボックスを選択し

ます。  

 移動元フォルダー パスを表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元フォルダー パ

スを表示する 1 行テキスト 列を追加します。 

 親フォルダー名を表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元親フォルダー名を表

示する 1 行テキスト 列を追加します。 

*注意: 移動元ツリーでリスト レベルまたはフォルダー レベルのノードを選択した場合のみ、フォルダー構造

の管理 フィールドが表示されます。 

18. データの圧縮 – コピー・移動する際にデータを圧縮するには、圧縮 チェックボックスを選択します。データの

圧縮を選択した場合は、スライド バーで圧縮レベルを選択します。高速の圧縮を使用すると、データ セット

が比較的大きくなります。高品質の圧縮を使用すると、データ セットは小さくて高品質となりますが、実行に

かかる時間は長くなります。 

*注意: より小さなデータ セットは、バックアップ・リストアするにより長い時間がかかります。 

19. 列マッピング - 設定した条件に従って、移動元の列を移動先の構成済み列にマッピングするか、列名を別

の名前に変更します。指定した移動元の列は選択した列タイプに従ってマッピングされ、列値は追加した値

マッピングに従ってマッピングされます。列タイプに応じて、移動先の列と移動元の列を同じタイプまたは異な

るタイプに指定することができます。また、列を 管理されたメタデータ または 参照 に変更することもできま

す。ドロップダウン リストから列マッピングを選択するか、[列マッピングの新規作成] をクリックします。列マッ

ピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: 列マッピングの設定中に、列タイプに 参照に変更する を選択する場合、参照 列は移動先に存

在するリストまたはリスト列のみに関連付けられるように確認してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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20. コンテンツ タイプ マッピング – 設定した条件に従って、移動元のコンテンツ タイプを移動先のコンテンツ タ

イプに置き換えます。ドロップダウン リストからコンテンツ タイプ マッピングを選択するか、[コンテンツ タイプ 

マッピングの新規作成] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。  

21. テンプレート マッピング – サイト テンプレートおよびリスト テンプレートを置き換えます。テンプレート ID を

入力または選択して、移動元のテンプレートを移動先のテンプレートに変更します。ドロップダウン リストから

テンプレート マッピングを選択するか、[テンプレート マッピングの新規作成] をクリックします。テンプレート 

マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

22. ユーザー マッピング - 移動元ユーザーを移動先ユーザーにマッピングします。同じユーザーがドメイン A とド

メイン B 内で異なるユーザー名を持つ場合、もしくはドメイン A 内のユーザーのコンテンツ・権限・メタデータ

をドメイン B の別のユーザーへコピー・移動する場合、ユーザーの権限およびメタデータを失わずにコンテンツ

を移動することができます。ドロップダウン リストからユーザー マッピングを選択するか、[ユーザー マッピング

の新規作成] をクリックします。ユーザー マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド を参照してください。 

23. ドメイン マッピング - 移動元ドメインを移動先ドメインにマッピングします。移動元ドメイン名は構成済みの

移動先ドメイン名に置き換えられます。移動元ドメイン内のユーザーは移動先の同一ログイン名を持つユー

ザーにマッピングされます。ドロップダウン リストからドメイン マッピングを選択するか、[ドメイン マッピングの新

規作成] をクリックします。ドメイン マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユ

ーザー ガイド を参照してください。 

24. 言語マッピング - プランの実行後、移動元ノードと異なる言語で移動先ノードを表示します。ドロップダウン 

リストから言語マッピングを選択するか、[言語マッピングの新規作成] をクリックします。言語マッピングの作

成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

25. リスト名マッピング - コピー・移動するオブジェクトの既存の移動元リストを移動先の指定のリストに変更し

ます。ドロップダウン リストからリスト名マッピングを選択するか、[リスト名マッピングの新規作成] をクリックし

ます。リスト名マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照

してください。 

26. 競合解決 – コンテナ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、マージする、置き換える 

のいずれかを選択します。下位オブジェクトを確認する チェックボックスを選択して、コンテンツ レベルの競

合解決 ドロップダウン リストから スキップする、上書きする、最終更新日時に従って上書きする、追加す

る のいずれかを選択します。コンテンツ マネージャーで競合を解決する方法の詳細については、付録 A: 

競合解決 を参照してください。 

27. アプリの競合解決 - アプリの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、アプリのみを更新する、

アプリおよび AppData を置き換える のいずれかを選択します。選択した移動元ノードおよび移動先ノ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ードが SharePoint 2013 環境内に存在する場合にのみ、このフィールドが表示されます。コンテンツ マネ

ージャーでアプリの競合を解決する方法の詳細については、アプリの競合解決 を参照してください。 

*注意: アプリの競合解決 はアプリ インスタンスにのみ反映されます。 

28. エージェント グループ - コンテンツ マネージャー ジョブを実行する移動元エージェント グループおよび移動

先エージェント グループを選択します。  

 移動元エージェント グループ - 選択した移動元ノードのデータをバックアップする移動元エージェ

ント グループを選択します。選択した移動元ノードが SharePoint オンプレミス環境に存在する

場合にのみ、このオプションが表示されます。 

 移動先エージェント グループ - バックアップ済み移動元データを移動先ノードへリストアする移動

先エージェント グループを選択します。選択した移動先ノードが SharePoint オンプレミス環境に

存在する場合にのみ、このオプションが表示されます。 

29. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知を受信する DocAve ユーザーを指定します。ドロップダ

ウン リストから、通知プロファイルを選択します。ドロップダウン リストの隣にある [表示] をクリックすると、通

知プロファイルの詳細を表示できます。ドロップダウン リストから [通知プロファイルの新規作成] を選択して、

新規プロファイルを作成することもできます。通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロ

ール パネル ユーザー ガイド を参照してください。  

30. 関連するプラン グループ – プランをプラン グループに追加することで、共通設定からプランを管理すること

ができます。ドロップダウン リストからプラン グループを選択するか、[プラン グループの新規作成] をクリック

します。プラン グループの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照

してください。 

31. リボン上で [保存] をクリックし、ドロップダウン リストから 保存 を選択してプランを保存します。プランを保存

してただちに実行するには、リボン上で [保存] をクリックして、ドロップダウン リストから 保存して実行 を選

択します。  

32. リボン上で [キャンセル] をクリックすると、新しいプランの構成を破棄し、コンテンツ マネージャーの ホーム タ

ブに戻ることができます。 

プランの管理 

コンテンツ マネージャーでは、プランを作成することにより、すべての設定を再構成することなく、コピー・移動ジョブを繰

り返して実行することができます。作成されたプランが プラン マネージャー に表示されます。プラン マネージャー に

アクセスするには、DocAve インターフェイスの上部にある プラン マネージャー タブをクリックします。  

ここでは、選択したプランに対して次のアクションを実行することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 詳細の表示 - 選択したプランの詳細情報を表示します。 

o 該当のチェックボックスを選択してプランを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックす

ると、詳細の表示 画面が表示されます。  

o プラン名 列の下矢印 ( ) をクリックして、ドロップダウン メニューから 詳細の表示 を選

択します。表示される 詳細の表示 画面には、以下のオプションが表示されています。  

 リボン上で [編集] をクリックすると、プランの設定を編集することができます。編

集 タブが表示されます。  

 リボン上で [移動元と移動先] をクリックすると、プランの移動元および移動先を

変更できます。リボン上で [設定] をクリックすると、プランの設定を編集できます。

プランの設定の編集方法の詳細については、フォーム モードによるプランの作成 

を参照してください。  

 リボン上で [保存] をクリックし、ドロップダウン リストから 保存 を選択してプラン

を保存します。プランを保存してただちに実行するには、ドロップダウン リストから 

保存して実行 を選択します。変更したプランを新しいプランとして保存するには、

リボン上で [保存] をクリックして、ドロップダウン リストから 名前を付けて保存 

を選択します。  

 リボン上で [キャンセル] をクリックすると、プラン マネージャー に戻ります。 

 編集 - 選択したプランのプラン設定を編集します。 

o 該当のチェックボックスを選択してプランを選択し、リボン上で [編集] をクリックすると、編

集 タブが表示されます。 

o プラン名 列の下矢印 ( ) をクリックして、ドロップダウン メニューから 編集 を選択しま

す。編集 タブが表示されます。  

 リボン上で [移動元と移動先] をクリックすると、プランの移動元および移動先を

変更できます。リボン上で [設定] をクリックすると、プランの設定を編集できます。

プランの設定の編集方法の詳細については、フォーム モードによるプランの作成 

を参照してください。  

 リボン上で [保存] をクリックし、ドロップダウン リストから 保存 を選択してプラン

を保存します。プランを保存してただちに実行するには、リボン上で [保存] をク

リックして、ドロップダウン リストから 保存して実行 を選択します。変更したプラン

を新しいプランとして保存するには、リボン上で [保存] をクリックして、ドロップダ

ウン リストから 名前を付けて保存 を選択します。 

 リボン上で [キャンセル] をクリックすると、プラン マネージャー に戻ります。 
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 削除 – 選択したプランを削除します。 

o 該当のチェックボックスを選択して削除するプランを選択し、リボン上で [削除] をクリック

すると、削除アクション確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして

選択したプランを削除するか、[キャンセル] をクリックします。 

o プラン名 列の下矢印 ( ) をクリックして、ドロップダウン メニューから 削除 を選択しま

す。削除アクション確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択

したプランを削除するか、[キャンセル] をクリックします。 

 テストを実行 – リボン上で [テストを実行] をクリックすると、選択したプランの実行をシミュレート

します。ジョブ モニター でテストの結果を確認することができます。詳細については、DocAve 6 

ジョブ モニター ユーザー ガイド を参照してください。 

 ただちに実行 – リボン上で [ただちに実行] をクリックすると、プランをただちに実行します。ジョブ 

モニター で、プランの実行に関する詳細を確認することができます。詳細については、DocAve 6 

ジョブ モニター ユーザー ガイド を参照してください。  

データのエクスポートおよびインポートの使用 

移動元ノードおよび移動先ノードの間で通信できない場合 (例えば、ファイアウォールがある場合など)、コンテンツ マ

ネージャーでは、移動元ノードのコンテンツをエクスポート先にエクスポートしてから、移動先ノードにインポートすること

ができます。 

コンテンツのエクスポート 

エクスポート先にコンテンツをエクスポートするには、ホーム タブのリボン上で [データのエクスポート] をクリックします。

移動元 画面で移動元ノードを選択します。移動先 画面は 新しいプランの作成 画面に置き換えられています。コ

ンテンツをエクスポートするには、以下の設定を構成してください。 

1. プラン名 - 新しい プラン名 を入力して、必要に応じて説明を入力します。  

2. エクスポート先 - コントロール パネルでエクスポート先を選択するか、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックして新しいエクスポート先を作成します。エクスポート先の作成の詳細については、DocAve 6 コントロー

ル パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

3. スケジュール - プランのスケジュールを構成するには、以下のオプションから選択してください。 

 手動でプランを実行するには、スケジュールなし を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 指定の時刻にプランを実行するには、開始時刻 を選択します。ハイパーリンクをクリックして、異な

るタイム ゾーンを指定することもできます (必須ではありません)。 

4. [詳細設定] をクリックして、その他の設定を構成します。 

a. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストからフィルター ポリシーを選択するか、[フィルター ポリシ

ーの新規作成] をクリックします。フィルター ポリシーでは、サイト コレクションからアイテム レベルま

での各 SharePoint レベルで、特定のオブジェクトまたはデータを選択することができます。フィルタ

ー ポリシーの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照して

ください。 

*注意: SharePoint Online でフィルター ポリシーを使用する場合、作成者 ルールは使用でき

ません。ジョブ レポートに例外が記録されます。 

b. コンテンツ – コンテンツをエクスポートする チェックボックスを選択すると、移動元ノードのライブラ

リ・フォルダー・アイテムのコンテンツを移動先ノードへエクスポートします。また、リストの添付ファイル

を含む チェックボックスを選択すると、リスト内の添付コンテンツをエクスポートします。 

c. ユーザー プロファイル – ユーザー プロファイルをエクスポートする チェックボックスを選択すると、

移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノートへエクスポートします。  

*注意: ユーザーはトップレベル サイトに保存されているため、移動元ノードがサイト コレクション レ

ベル以上のレベルである場合のみ、このセクションが表示されます。 

d. データの圧縮 – データをエクスポートする際に圧縮するには、圧縮 チェックボックスを選択します。

データの圧縮を選択した場合は、スライド バーで圧縮レベルを選択します。高速の圧縮を使用す

ると、データ セットが比較的大きくなります。高品質の圧縮を使用すると、データ セットは小さくて

高品質となりますが、実行にかかる時間は長くなります。  

*注意: より小さなデータ セットは、バックアップ・リストアするにより長い時間がかかります。 

e. データの暗号化 – 暗号化 チェックボックスを選択すると、データを暗号化します。ドロップダウン リ

ストから 既定セキュリティ プロファイル またはその他のセキュリティ プロファイルを選択して、指定し

た暗号化方法で生成されたセキュリティ キーを使用してバックアップ データを保護します。または、

[セキュリティ プロファイルの新規作成] をクリックして、新しいセキュリティ プロファイルを作成しま

す。セキュリティ プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー 

ガイド を参照してください。暗号化済みデータのバックアップ・リストアにはより長い時間がかかります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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f. ワークフロー - ワークフロー定義を含む チェックボックスを選択すると、選択したコンテンツの既存

ワークフローの定義を移動元ノードから移動先ノードへエクスポートします。ワークフロー インスタン

スを含む を選択すると、選択したコンテンツの既存ワークフローの状態・履歴・タスクを移動元ノー

ドから移動先ノードへエクスポートします。  

*注意: コンテンツ マネージャーでは、チェックアウト済みファイルに関連するワークフロー インスタンス

が使用できません。 

g. Managed Metadata Service 設定 – 関連する Managed Metadata Service を移

動元ノードから移動先ノードへコピーするには、Managed Metadata Service をコピーする 

を選択して、以下のラジオ ボタンから選択します。  

o 用語 – 移動元で使用されている用語、それらの親用語、使用されている用語が存在す

る用語セットおよびグループ名を移動先へコピーします。 

o 用語セット – 移動元の使用されている用語が存在する用語セット全体を移動先へコピ

ーします。(用語セット内の用語が移動元ノードで使用されるかどうかに関係なく) 

o Managed Metadata Service – 移動元ノードに関連する Managed Metadat

a Service 全体を移動先へコピーします。 

h. メタデータ ファイルの生成 ‒ メタデータ ファイルを生成する チェックボックスを選択すると、各ライ

ブラリ・リストのメタデータの Microsoft Excel ファイルを生成します。メタデータ ファイルは、構成

済みのエクスポート先に保存されています。メタデータ ファイルを編集することで、アイテムのメタデー

タを一括で追加・編集・削除することができます。  

i. エージェント グループ – エクスポート ジョブを実行するエージェント グループを選択します。選択し

た移動元ノードが SharePoint オンプレミス環境に存在する場合にのみ、このオプションが表示さ

れます。 

j. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知を受信する DocAve ユーザーを指定します。

ドロップダウン リストから、通知プロファイルを選択します。ドロップダウン リストの隣にある [表示] を

クリックすると、通知プロファイルの詳細を表示できます。ドロップダウン リストから [通知プロファイル

の新規作成] を選択して、新規プロファイルを作成することもできます。通知プロファイルの作成の

詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

k. 関連するプラン グループ – プランをプラン グループに追加することで、共通設定からプランを管理

することができます。ドロップダウン リストからプラン グループを選択するか、[プラン グループの新規

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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作成] をクリックして新しいプラン グループを作成します。プラン グループの作成の詳細については、

DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。  

5. [保存] をクリックしてエクスポート プランを保存します。エクスポート プランを保存してただちに実行するには、

[保存] をクリックして 保存して実行 を選択します。 

6. [キャンセル] をクリックすると、新しいエクスポート プランの構成を破棄し、コンテンツ マネージャーの ホーム 

タブに戻ることができます。 

コンテンツのインポート 

エクスポート先からコンテンツをインポートするには、ホーム タブのリボン上で [データのインポート] をクリックします。

移動先 画面で移動先ノードを選択します。移動元 画面は 新しいプランの作成 画面に置き換えられています。コ

ンテンツをインポートするには、以下の設定を構成してください。 

1. プラン名 - 新しい プラン名 を入力して、必要に応じて説明を入力します。  

2. 参照 – 参照 タブで、エクスポート先をクリックしてデータ ツリーを展開します。エクスポート済みのコンテンツ

を選択します。詳細 タブをクリックして、含まれているコンテンツを表示します。 

3. アクション – 添付する を選択すると、移行元ノードを移行先ノードの子ノードとして転送します。マージす

る を選択すると、移動元のコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。ジョブの実行後の

移動先ノードのデータ ツリーを表示するには、[プレビューを表示する] をクリックします。 

4. スケジュール - プランのスケジュールを構成するには、以下のオプションから選択してください。 

 手動でプランを実行するには、スケジュールなし を選択します。 

 指定の時刻にプランを実行するには、開始時刻 を選択します。ハイパーリンクをクリックして、異な

るタイム ゾーンを指定することもできます (必須ではありません)。 

5. [詳細設定] をクリックして、その他の設定を構成します。 

a. 競合解決 – コンテナ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから、スキップする、マージする、置

き換える のいずれかを選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、下位オブジェク

トを確認する チェックボックスを選択して、コンテンツ レベルの競合解決 ドロップダウン リストから 

スキップする、上書きする、最終更新日時に従って上書きする、追加する のいずれかを選択しま

す。コンテンツ マネージャーで競合を解決する方法の詳細については、付録 A: 競合解決 を参

照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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b. 構成 – 移動元のプロパティ・説明・タイトル・設定・機能を移動先ノードにインポートするには、構

成をインポートする チェックボックスを選択します。構成をインポートしない場合は、構成をコピーす

る チェックボックスをオフのままにして、以下のオプションを構成します。 

o アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをイ

ンポートします ラジオ ボタンを選択すると、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ

を移動先にインポートします。依存アイテムの競合解決 ドロップダウン リストから以下の

オプションを選択します。 

 列、コンテンツ タイプ、対応するアイテムをコピー / 移動しない – 競合する列、

コンテンツ タイプ、対応するアイテムを無視し、移動元および移動先ノードをその

まま保持します。 

 列およびコンテンツ タイプを上書きする – 移動先の列およびコンテンツ タイプ

を移動元ノードの列およびコンテンツ タイプで上書きします。 

 列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する – 移動先の列およびコンテンツ 

タイプを保持します。数字の接尾辞を追加して (例: ColumnName_1、Col

umnName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ タイプを移動先ノードにコピ

ーします。 

o アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをインポートしません。対応する列または

コンテンツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテムを報告します。 ラジオ ボタン

を選択すると、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをインポートしません。対応す

るアイテムは移動先にインポートされません。対応する列またはコンテンツ タイプが移動先

ノードに見つからない場合、DocAve はアイテムを報告します。 

c. セキュリティ – セキュリティをインポートする チェックボックスを選択すると、SharePoint アクセス

許可レベル、SharePoint オブジェクトの権限継承などのユーザー・グループ権限を移動元ノード

から移動先ノードにインポートします。 権限を持たないユーザー / グループを排除する チェックボ

ックスを選択すると、権限を持たないユーザー・グループはインポートされません。 

*注意: 権限を持たないユーザー・グループの定義は選択した移動元ノードによって異なります。 

o 移動元ノードがサイト コレクションである場合、以下の 2 つの条件を満たすユーザー・グ

ループは権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

 移動元ノードに存在するが、サイト コレクションの管理者ではない 

 移動元ノードに存在するが、トップレベル サイトまたはサイト コレクションのすべて

のサイトに対して権限を持っていない 
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*注意: 移動元ノードが Web アプリケーションである場合、各サイト コレクションの権限

は個別に処理されるため、上記の定義を参照することができます。 

o 移動元ノードがサイトである場合、移動元ノードに存在するが、このサイトに対して権限を

持たないユーザー・グループは権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

o 移動元ノードがサイト レベル以下のレベルのオブジェクトである場合、移動元ノードに存

在するが、移動元オブジェクトの存在するサイトに対して権限を持たないユーザー・グルー

プは、権限を持たないユーザー・グループと見なされます。 

これらのユーザー・グループはサイトの ユーザーとグループ - (サイト名) のメンバー ページには表

示されていませんが、ユーザーとグループ - すべてのユーザー ページで確認することができます。ユ

ーザーとグループ - すべてのユーザー ページへ移動するには、ユーザーとグループ - [サイト名] 

のメンバー ページの URL 内の MembershipGroupId の値を MembershipGroupI

d=0 に変更します。ユーザーとグループ - すべてのユーザー ページが表示されます。 

d. Managed Metadata Service 設定 – 関連する Managed Metadata Service を移

動元ノードから移動先ノードへコピーするには、Managed Metadata Service をコピーする 

を選択します。用語セット を選択すると、移動元の使用されている用語が存在する用語セット全

体を移動先へコピーします。(用語セット内の用語が移動元ノードで使用されるかどうかに関係な

く) 

e. 列の NULL 値の保持 – はい を選択してアイテム列の NULL 値を保持するか、いいえ を選択

して NULL 値を移動先の既定値に置き換えます。 

f. フォルダー構造の管理 – コピー・移動済みコンテンツのフォルダー構造を統合するかどうかを選択

します。この機能を有効にするには、フォルダー構造の統合 チェックボックスを選択します。DocAv

e では、移動元のフォルダー パスまたは移動元フォルダーの親フォルダー名を表示する列を移動先

に追加することもできます。この機能を有効にするには、移動元のフォルダー パスまたは親フォル

ダー名を表示する列を追加する チェックボックスを選択します。  

o 移動元フォルダー パスを表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元フォ

ルダー パスを表示する 1 行テキスト 列を追加します。 

o 親フォルダー名を表示する列 - テキスト ボックスに列名を入力して、移動元親フォルダー

名を表示する 1 行テキスト 列を追加します。 

*注意: 選択したエクスポート済みデータの移動元ノードがリスト レベルまたはフォルダー レベルのノ

ードである場合のみ、フォルダー構造の管理 フィールドが表示されます。 
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g. 列マッピング - カスタム列マッピングまたはエクスポート先で生成された既存のメタデータ ファイルを

使用して、移動元列を移動先列にマッピングします。列マッピングを使用する を選択してドロップダ

ウン リストから列マッピングを選択するか、[列マッピングの新規作成] をクリックします。列マッピン

グの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。

エクスポート先の既存のメタデータ ファイルをインポート ジョブに適用するには、既存のメタデータを

使用する を選択します。 

*注意: 列を 参照 列に変更する場合、参照 列を移動先に存在するリストおよびリスト列のみに

関連付けられるように確認してください。 

h. コンテンツ タイプ マッピング – 移動元のコンテンツ タイプを移動先の入力したコンテンツ タイプに

マッピングするか、コンテンツ タイプ名を別の名前に変更します。ドロップダウン リストからコンテンツ 

タイプ マッピングを選択するか、[コンテンツ タイプ マッピングの新規作成] をクリックします。コンテ

ンツ タイプ マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド 

を参照してください。 

i. テンプレート マッピング – サイト テンプレートおよびリスト テンプレートを置き換えます。テンプレー

ト ID を入力または選択して、移動元のテンプレートを移動先のテンプレートに変更します。ドロッ

プダウン リストからテンプレート マッピングを選択するか、[テンプレート マッピングの新規作成] を

クリックします。テンプレート マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル 

ユーザー ガイド を参照してください。 

j. ユーザー マッピング - 移動元ユーザーを移動先ユーザーにマッピングします。同じユーザーがドメイ

ン A とドメイン B 内で異なるユーザー名を持つ場合、もしくはドメイン A 内のユーザーのコンテン

ツ・権限・メタデータをドメイン B の別のユーザーへ移動する場合、ユーザーの権限およびメタデータ

を失わずにコンテンツを移動することができます。ドロップダウン リストからユーザー マッピングを選択

するか、[ユーザー マッピングの新規作成] をクリックします。ユーザー マッピングの作成の詳細につ

いては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

k. ドメイン マッピング - 移動元ドメインを移動先ドメインにマッピングします。移動元ドメイン名は構

成済みの移動先ドメイン名に置き換えられ、移動元ドメイン内のユーザーは移動先の同一ログイ

ン名を持つユーザーにマッピングされます。ドロップダウン リストからドメイン マッピングを選択するか、

[ドメイン マッピングの新規作成] をクリックします。ドメイン マッピングの作成の詳細については、

DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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l. 言語マッピング - プランの実行後、移動元ノードと異なる言語で移動先ノードを表示します。ドロ

ップダウン リストから言語マッピングを選択するか、[言語マッピングの新規作成] をクリックします。

言語マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照

してください。 

m. リスト名マッピング - コピー・移動するオブジェクトの既存の移動元リストを移動先の指定のリスト

に変更します。ドロップダウン リストからリスト名マッピングを選択するか、[リスト名マッピングの新規

作成] をクリックします。リスト名マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド を参照してください。 

n. プラン実行の前に環境のバックアップ - 移動先環境をバックアップする チェックボックスを選択し

て、インポートの実行前に移動先ノードのコピーを作成します。このオプションを選択すると、ストレー

ジ ポリシーを指定する必要があります。ストレージ ポリシーを選択するか、[ストレージ ポリシーの

新規作成] をクリックして新しいストレージ ポリシーを作成します。  

*注意: コンテンツ マネージャーでは、バックアップ タイプのストレージ ポリシーのみが使用ます。ス

トレージ ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してく

ださい。 

o. エージェント グループ – インポート ジョブを実行するエージェント グループを選択します。選択した

移動先ノードが SharePoint オンプレミス環境に存在する場合にのみ、このオプションが表示され

ます。 

p. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知を受信する DocAve ユーザーを指定します。

ドロップダウン リストから、通知プロファイルを選択します。ドロップダウン リストの隣にある [表示] を

クリックすると、通知プロファイルの詳細を表示できます。ドロップダウン リストから [通知プロファイル

の新規作成] を選択して、新規プロファイルを作成することもできます。通知プロファイルの作成の

詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

q. 関連するプラン グループ – プランをプラン グループに追加することで、共通設定からプランを管理

することができます。ドロップダウン リストからプラン グループを選択するか、[プラン グループの新規

作成] をクリックします。プラン グループの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル 

ユーザー ガイド を参照してください。 

6. [保存] をクリックしてインポート プランを保存します。インポート プランを保存してただちに実行するには、

[保存] をクリックして 保存して実行 を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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7. [キャンセル] をクリックすると、コンテンツ マネージャーの ホーム タブに戻ることができます。 

*注意: エクスポートされたコンテンツ マネージャーのデータを SharePoint にインポートするには、データをエクスポー

トした時と同じバージョンの DocAve を使用する必要があります。 

メタデータ ファイルの編集 

メタデータ ファイルを編集して、メタデータを一括で追加・編集・削除することができます。メタデータ ファイルを編集す

るには、以下の手順に従ってください。 

1. エクスポート先のフォルダー内の ContentManager を開き、ジョブ ID と接尾辞 _001 で命名された

フォルダーを開きます。 

2. そのフォルダー内の GUID で命名されたサブフォルダーを開くと、Microsoft Excel ファイルが一覧表示され

ます。各ライブラリ・リストに関しての Excel ファイルがそれぞれ生成されます。列、アイテム、ライブラリ・リスト

の該当する列の値が、Excel ファイルに表示されます。 

3. Excel ファイル内のメタデータ ファイルを追加、編集、削除することができます。 

*注意: コンテンツ タイプ: =Computed 列と該当する値は編集できません。 

 メタデータを追加します。Excel ファイルで列を追加し、列タイプを指定して、アイテムの値を設定し

ます。新しく追加された列は移動先ビューにインポートされます。 

例えば、最初の行の既存の列の隣に新しい列を追加して、本文: =Multiple lines of text 

と入力し、アイテムの値を It needs to be updated と設定します。ここでは、本文 は列名

であり、Multiple lines of text は列タイプであり、It needs to be updated はアイテム

の該当する値です。インポート ジョブの終了後、列は移動先の既定ビューに追加され、本文 列と

該当する値はアイテムの新しいメタデータとして追加されます。 

 メタデータを編集します。Excel ファイル上でアイテムの列名および列タイプを編集し、該当する値

を変更します。 

例えば、Excel ファイルに、列名および列タイプが 名前: =File で、該当する値が Document 

A であるアイテムがあるとします。値 Document A を Document B に変更すると、アイテム

名を変更することができます。インポート ジョブの終了後、移動先のアイテム名は Document B 

と表示されます。 

 メタデータを削除します。Excel ファイルでアイテムの列名・列タイプ・該当する値を削除します。 
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例えば、Excel ファイルに、列名および列タイプが タイトル: =Single line of text で、該当

する値が Custom List であるアイテムがあるとします。インポート後にこのアイテムの列タイトル、

列タイプ、値を移動先アイテムに関連させたくない場合は、セルから列名、列タイプ、該当する値を

削除します。 

詳細設定 

コンテンツ マネージャーでは、コンテンツ マネージャー プランに対して以下の設定を適用することができいます。 

 マッピング – コンテンツ マネージャー プランに対して使用可能なマッピングは以下のとおりです。 

o リスト名マッピング を使用して、コピー・移動するオブジェクトの既存の移動元リストを移

動先の指定のリストに変更することができます。ドロップダウン リストからリスト名マッピング

を選択するか、[リスト名マッピングの新規作成] をクリックします。  

o 列マッピング を使用して、移動元の列を移動先の列に置き換えることができます。列タイ

プに応じて、移動先の列と移動元の列を同じタイプまたは異なるタイプに指定することがで

きます。列を 管理されたメタデータ または 参照 に変更することができます。 

o コンテンツ タイプ マッピング を使用して、設定した条件に従って、移動元のコンテンツ タ

イプを移動先のコンテンツ タイプに置き換えることができます。 

o テンプレート マッピング を使用して、サイト テンプレートおよびリスト テンプレートを置き換

えることができます。テンプレート ID を入力または選択して、移動元のテンプレートを移

動先のテンプレートに変更します。 

o ユーザー マッピング を使用して、ドメイン間でユーザーのグループを移動し、各ユーザーの

コンテンツおよび権限を別のユーザーに移動することもできます。  

o ドメイン マッピング を使用して、移動元のドメイン名を移動先のドメイン名に置き換える

ことができます。移動元グループのユーザーは移動先の同じ名前のユーザーにマッピングさ

れます。 

o 言語マッピング を使用して、移動先の表示を移動元と異なる言語に設定することができ

ます。言語マッピング ルールを作成することで、プランで同じルールを使用する場合、設定

を手動で再入力することなく、プロセスを繰り返して実行することができます。 

 エクスポート先 を使用して、外部システム ストレージでデータをエクスポートする場所を構成するこ

とができます。外部システム ストレージを構成することにより、ファイル システムへデザイン要素をエク

スポートすることもできます。この機能は、ファーム間の通信ができない場合に便利です。エクスポー

ト先を使用して、外部デバイスからのオフライン展開を実行することができます。 
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 ストレージ ポリシー では、コンテンツの保存、またはオフライン展開のインポート・エクスポートを実

行する際に使用する論理デバイスを指定することができます。  

*注意: コンテンツ マネージャーでは、バックアップ タイプのストレージ ポリシーのみが使用できます。 

 フィルター ポリシー を使用して、フィルター ルールを設定することにより、表示する SharePoint 

レベル内のオブジェクトおよびデータを制御し、移動するコンテンツをより正確に表示することができま

す。フィルター ポリシーを設定して保存すると、毎回フィルター ポリシーを再作成することなく複数プ

ランに適用することができます。 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャー 

コンテンツ マネージャーでは、Microsoft SharePoint 2010/SharePoint 2013 のコンテンツを SharePoint 

Online にコピー・移動することができます。この機能を正しく実行するには、コントロール パネルで SharePoint サイ

トを構成する必要があります。構成の詳細情報については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド 内の 

登録済み SharePoint サイト セクションを参照してください。 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーを使用する前に、該当する SharePoint Online 用のコンテン

ツ マネージャーのライセンスを購入したことを確認してください。 

簡易なコピー・移動、データのエクスポート・インポート、プランの作成の実行方法の詳細については、コンテンツのコピ

ー、コンテンツの移動、コンテンツのエクスポート、コンテンツのインポート、プランの作成 の各部分を参照してください。  

なお、移動先ノードが SharePoint Online 環境内に存在する場合、一部の設定が異なる可能性があります。S

harePoint Online に対応している設定については、付録 C: SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャー

の対応・未対応設定 を参照してください。 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーで使用できるのは、SharePoint Online 移動先ノード内のサ

イト・リスト・フォルダー レベルのコンテナの作成機能のみです。  

該当する権限が付与されている場合、テナント グループ内のユーザーは、同一グループ内の他のユーザーによって作

成された DocAve プラン、プロファイル、ジョブを表示、編集することができます。テナント グループ内のユーザーの権

限制御の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

移動元ノードおよび移動先ノードを選択してコンテンツ マネージャー ジョブを実行するには、移動元ノードと移動先ノ

ードで同一バージョンの SharePoint を使用していることを確認してください。ただし、SharePoint Online 用のコ

ンテンツ マネージャーでは、SharePoint 2013 内の SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョンのサイトから、

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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SharePoint 2013 サイトへコンテンツをコピー・移動することができます。詳細については、付録 H: 異なる Shar

ePoint エクスペリエンス バージョン間のサイト コピー・移動の対応・未対応メソッド を参照してください。 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーは、SharePoint 用アプリのコピー・移動に対応しています。ただ

し、SharePoint アプリ ストア以外から追加されたアプリに対して、いくつかの制限があります。 

 クライアントの API 制限により、DocAve では、Microsoft サーバー データベースに保存されて

いるアプリ ストリームを取得することができないため、自動的に移動先の アプリ カタログ サイト コ

レクション でアプリ定義を作成することができません。 

o アプリ定義をバックアップする際に、DocAve では、アプリ定義のインストール コンポーネン

トをすべてバックアップせずに、製品 ID および 製品バージョン など、一部のプロパティを

取得・バックアップします。  

o DocAve で移動元のアプリおよび AppData を正常にリストアするには、移動元と同様

のアプリ定義が移動先の アプリ カタログ サイト コレクション に存在する必要があります。  

 ツリーの 個人用登録済みサイト ノード配下のすべてのサイト コレクションを登録する際に使用する

ユーザーが、アプリ カタログ サイト コレクション の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する 

読み取り 以上の権限を持っていることを確認してください。読み取り 以上の権限を持っていない

場合、DocAve では アプリ ノードをツリーに読み込めません。  

インターネットに接続できない DocAve エージェントを使用して、SharePoint Online ノードを使用したコンテンツ 

マネージャー ジョブを実行することができます。そのために、コントロール パネル で エージェント プロキシ設定 を構

成する必要があります。詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーでは、SharePoint 2013 ワークフロー プラットフォームのコピー・

移動が実行できます。ただし、現在対応しているのは、リスト レベルおよびサイト レベルのワークフローのみです。  

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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付録 A: 競合解決 

コンテナ レベルの競合解決 

解決方法 オブジェクト 競合 競合なし 

スキップする  構成  競合した構成を無視し、移動元と移動先を

そのまま保持します。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。  

セキュリティ  競合したセキュリティを無視し、移動元と移

動先をそのまま保持します。  

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

マージする  構成  移動元ノードの設定で移動先ノードの設定

を上書きします。  

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

セキュリティ   移動先ノードに存在しない移動元の権

限は、移動先ノードに追加されます。 

 移動元ノードのアクセス許可レベルは、

移動先ノードのアクセス許可レベルを置

き換えます。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 
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解決方法 オブジェクト 競合 競合なし 

置き換える  構成   サイト コレクション レベル・サイト レベル・

フォルダー レベル – 移動先ノードのコン

テンツ・構成・セキュリティは、移動元ノー

ドのコンテンツ・構成・セキュリティに置き

換えられます。 

 ルート サイト レベル・リスト / ライブラリ 

レベル・ルート フォルダー レベル – 競合

するコンテナ配下のすべてのオブジェクト

は削除され、移動元のコンテンツおよび

構成に置き換えられます。競合するコン

テナ配下のセキュリティは、移動先にマー

ジされます。  
*注意: ルート サイト レベルおよびサブサ

イト レベルは、同じレベルと見なされま

す。即ち、競合がルート サイト レベルで

発生している場合、サブサイトは削除さ

れません。  

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

セキュリティ  移動先ノードの競合するセキュリティは、移動

元ノードのセキュリティで上書きされます。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 
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コンテンツ レベルの競合解決 

解決方法 オブジェクト 競合 競合なし 

スキップする  コンテンツ  競合するコンテンツを無視し、移動元と移動

先をそのまま保持します。  

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

上書きする  コンテンツ  移動先の競合するコンテンツを削除してか

ら、移動元コンテンツで上書きします。  

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

最終更新日時に

従って上書きする 

コンテンツ  移動元の競合するコンテンツの最終更新日

時が移動先コンテンツより後である場合、移

動元のコンテンツは移動先のコンテンツを上

書きします。それ以外の場合は、移動元と移

動先ノードはそのまま保持されます。 

 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

追加する  コンテンツ  競合するコンテンツは削除されません。競合

するドキュメントは、ドキュメント名に数字の接

尾辞 (_1、_2、... 数字で増加していきま

す) を追加して、移動先に転送します。競合

するアイテムは、アイテム ID に 1 を追加し

て、移動先に転送します。 

 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 
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アプリの競合解決 

解決方法 オブジェクト 競合 競合なし 

スキップする アプリ 競合するアプリ インスタンスを無視し、移動

元と移動先をそのまま保持します。 

移動元のアプリ インスタン

スが移動先に作成されま

す。 

AppData 競合する AppData を無視し、移動元と

移動先をそのまま保持します。 

移動元の AppData が

移動先に作成されます。 

アプリのみを更新

する 

アプリ バージョンの新しい方のアプリ インスタンスを

移動先に保持します。 

移動元のアプリ インスタン

スが移動先に作成されま

す。 

AppData 競合する AppData を無視し、移動元と

移動先をそのまま保持します。 
*注意: この場合、コンテンツ マネージャー 

ジョブの実行後、移動先のアプリおよび App

Data が移動元と異なるバージョンになるた

め、アプリが正常に作動しない可能性があり

ます。 

移動元の AppData が

移動先に作成されます。 

アプリおよび App

Data を置き換え

る 

アプリ 移動元アプリが移動先に作成され、移動先

のアプリ インスタンスが削除されます。 

移動元のアプリ インスタン

スが移動先に作成されま

す。 

AppData 移動元 AppData が移動先に作成され、

移動先の AppData が削除されます。 

移動元の AppData が

移動先に作成されます。 
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付録 B: SharePoint オンプレミス用のオンライン・オフライン 

コンテンツ マネージャーの対応設定 

SharePoint オンプレミス用のオンライン・オフライン コンテンツ マネージャーの対応する設定については、以下のセク

ションを参照してください。 

対応するオンライン コンテンツ マネージャー設定 

SharePoint オンプレミス ノードを使用したコピー・移動ジョブで使用できる設定については、下表を参照してください。  

*注意: 移動 に限定するオプションは、(移動のみ) とマークします。マージする に限定するオプションは、(マージの

み) とマークします。 

対応するオンライン設定 

アクション 

 

添付する 

マージする  

プレビュー 

昇格方法 (マージの

み) 

トップレベル サイトをサイト コレクションに昇格する 

すべてのサイトをサイト コレクションに昇格させる 

移動先で使用する管理パスを選択してください。(マージのみ) 

フィルター ポリシー 

移動元コンポーネント

の選択 
構成  

構成をコピー / 移動する 

 

外観を保持する 

詳細設定:  

サイト コレクション レベル 

サイト レベル 

リスト レベル 

構成をコピー / 移動する を

選択しない 

 

アイテムの完全性を維持する

ため、アイテムに依存する列お

よびコンテンツ タイプをコピー / 

移動します 

列、コンテンツ タイプ、対応するアイテム

をコピー / 移動しない 

列およびコンテンツ タイプを上書きする 

列およびコンテンツ タイプを移動先に追

加する 
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対応するオンライン設定 

アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピー / 移動しません。対

応する列またはコンテンツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテム

を報告します。  

セキュリティ 権限を持たないユーザー / グループを排除する 

コンテンツ  リストの添付ファイルを含む  

ユーザー プロファイル 

ワークフロー  

ワークフロー定義を含む 

ワークフロー イ

ンスタンスを含

む 

完了済みインスタンスを含む  

実行中のインスタンスを含む 
ワークフローをキャンセルする 

ワークフローを再起動する 

Managed Metada

ta Service 設定 
Managed Metadata Service をコピーする 

用語 

用語セット 

Managed Metadata Service 

スケジュール 

 

スケジュールなし 

手動でスケジュールを構成する 

列の NULL 値の保持 

 

フォルダー構造の管

理 

フォルダー構造

の統合  

移動元のフォルダー パスまたは

親フォルダー名を表示する列を

追加する 

移動元フォルダー パスを表示する列 

親フォルダー名を表示する列 

データの圧縮 

列マッピング 

コンテンツ タイプ マッピング 

テンプレート マッピング 

ドメイン マッピング 

ユーザー マッピング 

言語マッピング 

リスト名マッピング 

移動元の削除方法 

(移動のみ) 

手動 

自動 

移動元チェックアウト済みファイルの削除 (移動のみ) 

プラン実行の前に環

境のバックアップ 

移動元環境をバックアップする (移動のみ) 

移動先環境をバックアップする 

競合解決 
コンテナ レベル

の競合解決 

スキップする 

マージする  

置き換える  
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対応するオンライン設定 

 下位オブジェクトを確認する 

コンテンツ レベ

ルの競合解決 

スキップする  

上書きする  

最終更新日時に従って上書きする 

追加する  

アプリの競合解決 

スキップする 

アプリのみを更新する 

アプリおよび AppData を置き換える  

エージェント グループ 

 

移動元エージェント グループ 

移動先エージェント グループ 

通知  

関連するプラン グループ 

対応するオフライン コンテンツ マネージャー設定 

データのエクスポートおよびデータのインポートのために実行されるコピー ジョブで使用できる設定については、下表を

参照してください。 

エクスポート設定 

エクスポート設定 対応状況 コメント 

フィルター ポリシー ○  

移動元コンポーネント

の選択 

コンテンツ  リストの添付ファイルを含む  ○  

ユーザー プロファイル ○  

データの圧縮 ○  

データの暗号化 ○  

ワークフロー  
ワークフロー定義を含む ○  

ワークフロー インスタンスを含む ○  

Managed Metada

ta Service 設定 

用語 ○  

用語セット ○  

Managed Metadata Service ○  

メタデータ ファイルの生成 ○  

エージェント グループ  ○  

通知  ○  

関連するプラン グループ ○  
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インポート設定 

インポート設定 対応状況 コメント 

アクション  

 

添付する ○  

マージする  ○  

プレビュー ○  

競合解決 

コンテナ レベル

の競合解決 

スキップする  ○  

マージする  ○  

置き換える  ○  

 下位オブジェクトを確認する ○  

コンテンツ レベ

ルの競合解決 

スキップする  ○  

上書きする  ○  

最終更新日時に従って上書きする ○  

追加する ○  

アプリの競合

解決 

スキップする 一部対応 SharePoint 

2010 に未対

応 

 

アプリのみを更新する 一部対応 

アプリおよび AppData を置き換える 
一部対応 

移動元コンポ

ーネントの選

択 

構成  

構成をインポートする ○  

構成をインポ

ートする を選

択しない 

アイテムの完

全性を維持

するため、アイ

テムに依存す

る列およびコ

ンテンツ タイ

プをインポート

します 

依存アイテム

の競合解決:  

列、コンテ

ンツ タイ

プ、対応す

るアイテム

をコピー / 

移動しない 

○  

列およびコ

ンテンツ タ

イプを上書

きする 

○  

列およびコ

ンテンツ タ

イプを移動

先に追加

する 

○  

アイテムに依存する列および

コンテンツ タイプをインポート

○  
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インポート設定 対応状況 コメント 

しません。対応する列または

コンテンツ タイプが移動先に

見つからない場合はアイテム

を報告します。 

 

セキュリティ  

セキュリティを

インポートす

る 

権限を持たないユーザー / 

グループを排除する 

○  

ワークフロー  

ワークフロー定義を含む ○  

ワークフロー イ

ンスタンスを含

む 

完了済みインスタンスを含む ○  

実行中のイン

スタンスを含

む 

ワークフローをキャンセルする ○  

ワークフローを再起動する 
○  

Managed 

Metadata S

ervice 設定 

Managed Metadata Servi

ce をコピーする 

用語 ○  

用語セット ○  

Managed Metadata Se

rvice 

○  

列の NULL 値の保持 ○  

フォルダー構造の管理 ○  

列マッピング 
列マッピングを使用する ○  

既存のメタデータを使用する ○  

コンテンツ タイプ マッピング ○  

テンプレート マッピング ○  

ドメイン マッピング ○  

ユーザー マッピング ○  

言語マッピング ○  

リスト名マッピング ○  

プラン実行の

前に環境のバ

ックアップ 

移動先環境をバックアップする 

○  

エージェント グループ  ○  

通知  ○  

関連するプラン グループ ○  
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付録 C: SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーの

対応・未対応設定 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーの対応・未対応設定については、以下のセクションを参照してくだ

さい。 

対応するオンライン コンテンツ マネージャー設定  

SharePoint Online 環境のコピー・移動ジョブに対応するコンテンツ マネージャー設定については、下表を参照し

てください。  

*注意: 移動 に限定するオプションは、(移動のみ) とマークされます。 

機能名 対応状況 コメント 

アクション  

添付する  ○  

マージする  ○  

プレビュー ○  

移動元の削

除方法 (移

動のみ) 

手動 ○  

自動 ○ 
 

移動元チェックアウト済みファイルの削除 (移動のみ) ○  

フィルター ポリシー ○  

移動元コンポ

ーネントの選

択 

構成  

構成をコピー / 移動す

る 

 

外観を保持す

る 
○ 

 

詳細設定:  

サイト コレクショ

ン レベル 

サイト レベル 

リスト レベル 

○ 

 

構成をコピー / 移動

する を選択しない 

 

アイテムの完全性を維

持するため、アイテムに

依存する列およびコンテ

ンツ タイプをコピー / 移

列、コンテンツ 

タイプ、対応す

るアイテムをコピ

ー / 移動しな

い 

一部対応 

移動元コンテ

ンツ タイプに親

コンテンツ タイ

プが存在しな

い場合、この

設定は使用で

きません。 
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機能名 対応状況 コメント 

動します 列およびコンテ

ンツ タイプを上

書きする 

○ 

 

列およびコンテ

ンツ タイプを移

動先に追加す

る 

一部対応 

移動元コンテ

ンツ タイプに親

コンテンツ タイ

プが存在しな

い場合、この

設定は使用で

きません。 

アイテムに依存する列およびコンテンツ タイ

プをコピー / 移動しません。対応する列ま

たはコンテンツ タイプが移動先に見つから

ない場合はアイテムを報告します。 

○ 

 

セキュリティ  

セキュリティをコピー / 移動する ○  

権限を持たないユーザー / グループを排除

する 
一部対応 

移動元ノード

が個人用登録

済みサイトであ

る場合、この設

定は使用でき

ません。 

コンテンツ  リストの添付ファイルを含む  ○  

ユーザー プロファイル  ○  

スケジュール 

スケジュールなし ○  

開始時刻 ○  

手動でスケジュ

ールを構成する 

(移動のみ) 

開始時刻 ○  

間隔: __ 日間 ○  

終了時刻なし ○  

__ 回後に終了 ○ 
 

終了時刻 __ ○  

ワークフロー 

ワークフロー定義を含む ○  

ワークフロー イン

スタンスを含む 

完了済みインスタンスを含む ×  

実行中のインスタンスを

含む 

ワークフローをキ

ャンセルする 
× 

 

ワークフローを再 ×  
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機能名 対応状況 コメント 

起動する 

Managed M

etadata Se

rvice 設定 

Managed Met

adata Servic

e をコピーする 

用語 一部対応  

 

移動元および

移動先が Sh

arePoint 20

10 ノードであ

る場合、この設

定は使用でき

ません。 

用語セット 一部対応 

Managed Metadata Service 一部対応 

列の NULL 値の保持 ○  

フォルダー構造の管理 ○  

データの圧縮 ○  

列マッピング ○  

コンテンツ タイプ マッピング ○  

テンプレート マッピング ○  

ユーザー マッ

ピング 

標準ユーザー マッピング ○  

既定対象ユーザーを追加する ○  

メタデータ保持のため、ユーザーが削除済みであってもプレース

ホルダー アカウントを追加する 
× 

 

ドメイン マッピング ○  

言語マッピング ○  

リスト名マッピング ○  

プラン実行の

前に環境のバ

ックアップ 

移動元環境をバックアップする (移動のみ) ○  

移動先環境をバックアップする ○  

ロールバック 一部対応 

コンテンツ マネ

ージャーで 置

き換える 方法

でサイト コレク

ション ノードを

ロールバックす

る際、サイト コ

レクションは空

にされます (削

除は実行され
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機能名 対応状況 コメント 

ません)。 

競合解決 

コンテナ レベル 

スキップする  ○  

マージする  ○  

置き換える ○  

下位オブジェクトを確認する  ○  

コンテンツ レベル 

スキップする  ○  

上書きする ○  

最終更新日時に従って上書きする ○  

追加する  ×  

アプリの競合

解決 

スキップする 一部対応 SharePoint 

Online ノード

から SharePo

int オンプレミ

ス ノードへのコ

ンテンツ マネー

ジャー ジョブを

実行する場

合、この設定

は使用できま

せん。 

 

 

アプリのみを更新する 一部対応 

アプリおよび AppData を置き換える 一部対応 

通知  ○  

関連するプラン グループ ○  

コンテナの作成 
一部対応 

 

 

サイト コレクシ

ョンに未対応 

対応するオフライン コンテンツ マネージャー設定 

データのエクスポートおよびデータのインポートのために実行されるコピー ジョブに使用できる設定については、下表を

参照してください。 
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エクスポート設定 

エクスポート設定 対応状況 コメント 

フィルター ポリシー ○  

移動元コンポーネントの

選択 

コンテンツ  
リストの添付ファイルを含

む  
○  

ユーザー プロファイル ○  

データの圧縮 ○  

データの暗号化 ○  

ワークフロー  
ワークフロー定義を含む ○  

ワークフロー インスタンスを含む ×  

Managed Metadata 

Service 設定 

用語 一部対応 移動元および

移動先が Sh

arePoint 20

10 ノードであ

る場合、この設

定は使用でき

ません。 

用語セット 一部対応 

Managed Metadata Service 一部対応 

メタデータ ファイルの生成 ○  

通知  ○  

関連するプラン グループ ○  
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インポート設定 

詳細については、下表を参照してください。 

インポート設定 対応状況 コメント 

アクション  

 

添付する ○  

マージする  ○  

プレビュー ○  

競合解決 

コンテナ レベルの競

合解決 

スキップする  ○  

マージする  ○  

置き換える  ○  

 下位オブジェクトを確認する ○  

コンテンツ レベルの

競合解決 

スキップする  ○  

上書きする  ○  

最終更新日時に従って上書きする ○  

追加する ×  

アプリの競合

解決 

スキップする 一部対応 SharePoint 

2010 に未対

応 

アプリのみを更新する 一部対応 

アプリおよび AppData を置き換える 一部対応 

移動元コンポ

ーネントの選

択 

構成  

構成をインポートする ○  

構成をイン

ポートする 

を選択しな

い 

アイテムの完全

性を維持するた

め、アイテムに依

存する列およびコ

ンテンツ タイプを

インポートします 

依存アイテムの

競合解決:  

列、コンテンツ タイ

プ、対応するアイテ

ムをコピー / 移動し

ない 

一部対応 移動元コンテ

ンツ タイプに親

コンテンツ タイ

プが存在しな

い場合、この

設定は使用で

きません。 

列およびコンテンツ 

タイプを上書きする 

○  

列およびコンテンツ 

タイプを移動先に

追加する 

一部対応 移動元コンテ

ンツ タイプに親

コンテンツ タイ

プが存在しな

い場合、この

設定は使用で

きません。 

アイテムに依存する列およびコンテンツ ○  
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インポート設定 対応状況 コメント 

タイプをインポートしません。対応する列

またはコンテンツ タイプが移動先に見つ

からない場合はアイテムを報告します。 

セキュ

リティ  

セキュリティ

をインポー

トする 

権限を持たないユーザー / グループを

排除する 

一部対応 移動元ノード

が個人用登録

済みサイトであ

る場合、この

設定は使用で

きません。 

ワークフロー  

ワークフロー定義を含む ○  

ワークフロー インスタ

ンスを含む 

完了済みインスタンスを含む ×  

実行中のインスタ

ンスを含む 

ワークフローをキャン

セルする 

×  

ワークフローを再起

動する 

×  

Managed 

Metadata 

Service 設

定 

Managed Metad

ata Service をコ

ピーする 

用語 一部対応 移動元および

移動先が Sh

arePoint 20

10 ノードであ

る場合、この

設定は使用で

きません。 

用語セット 一部対応 

Managed Metadata Service 

一部対応 

列の NULL 値の保持 ○  

フォルダー構造の管理 ○  

列マッピング 
列マッピングを使用する ○  

既存のメタデータを使用する ○  

コンテンツ タイプ マッピング ○  

テンプレート マッピング ○  

ドメイン マッピング ○  

ユーザー マッピング ○  

言語マッピング 

一部対応 ユーザーのメタ

データの保持

は SharePoi

nt Online に

対応しません。 
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インポート設定 対応状況 コメント 

リスト名マッピング ○  

プラン実行の

前に環境のバ

ックアップ 

移動先環境をバックアップする 

○  

通知  ○  

関連するプラン グループ ○  

付録 D: コンテンツ マネージャーの対応・未対応要素 

コンテンツ マネージャーの対応・未対応要素は、以下のとおりです。  

移動元 タイプ 対応状況 コメント 

ライブラリ ドキュメント ライブラリ ○  

フォーム ライブラリ ○  

Wiki ページ ライブラリ ○  

画像ライブラリ ○  

翻訳管理ライブラリ ○  

データ接続ライブラリ ○  

スライド ライブラリ ○  

レポート ライブラリ ○  

メディア ライブラリ ○  

DocAve ファイルシェア ライブラリ ○  

DocAve メディアシェア ライブラリ ○  

通信リスト お知らせ ○  

連絡先 ○  

ディスカッション掲示板 ○  

トラッキング リスト リンク ○  

予定表 ○  

タスク ○  

プロジェクト タスク ○  

案件管理 ○  

アンケート ○  

カスタム リスト カスタム リスト ○  

データシート ビュー形式のカスタム リスト ○  

言語と翻訳者 ○  
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移動元 タイプ 対応状況 コメント 

KPI リスト (SharePoint 2010) ○  

ステータス リスト (SharePoint 2013) ○  

スプレッドシートのインポート ○  

Web ページ 基本ページ ○  

Web パーツ ページ ○  

サイトとワークスペース ○  

ワークフロー 
*注意: コンテンツ マネー

ジャーでは、チェックアウト

済みファイルに関連する

ワークフロー インスタンス

が使用できません。 

 

 

 

SharePoint 2010 ワークフロー プラットフ

ォーム 

 

一部対応 

 

SharePoint オンプレミ

スでは、ワークフロー定

義およびワークフロー イ

ンスタンス両方に対応し

ています。SharePoint 

Online では、ワークフ

ロー定義のみに対応し

ています。 

 

SharePoint 2013 ワークフロー プラットフ

ォーム 

一部対応 SharePoint オンプレミ

スでは、ワークフロー定

義およびワークフロー イ

ンスタンス両方に対応し

ています。SharePoint 

Online では、ワークフ

ロー定義のみに対応し

ています。  

SharePoint Designer 2010 ワークフロ

ー 

一部対応 SharePoint オンプレミ

スでは、ワークフロー定

義およびワークフロー イ

ンスタンス両方に対応し

ています。SharePoint 

Online では、ワークフ

ロー定義のみに対応し

ています。 

SharePoint Designer 2013 ワークフロ

ー 

 

一部対応 

 

SharePoint Design

er 2010 ワークフロー

の場合: SharePoint 

オンプレミスでは、ワーク

フロー定義およびワーク
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移動元 タイプ 対応状況 コメント 

フロー インスタンス両方

に対応しています。Sha

rePoint Online で

は、ワークフロー定義の

みに対応しています。 

SharePoint Design

er 2013 ワークフロー

の場合: SharePoint 

オンプレミスおよび Sha

rePoint Online でワ

ークフロー定義に対応し

ています。 

 

Nintex 2010 ワークフロー 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

 

Nintex 2013 ワークフロー 一部対応 SharePoint Online 

に未対応 

 

Visual Studio 2010 ワークフロー ×  

Visual Studio 2012 ワークフロー ×  

Visio ワークフロー ×  

Azure ワークフロー ×  

RSS  ○  

通知  一部対応 

 

移動元ノードが個人用

登録済みサイトである

場合、この設定は使用

できません。 

メタデータ 

 

1 行テキスト ○  

複数行テキスト ○  

選択肢 (メニューから選択) ○  

数値 ○  

通貨 ○  

日付と時刻 ○  

参照 ○  
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移動元 タイプ 対応状況 コメント 

はい / いいえ ○  

ユーザーまたはグループ ○  

ハイパーリンクまたは画像 ○  

集計値 ○  

ビジネス データ ○  

管理されたメタデータ 一部対応 個人用登録済みサイト

内の SharePoint 20

10 オンプレミス ノード

に未対応 

セキュリティおよびプロパテ

ィ 

バージョン設定 ○  

列設定 ○  

権限 ○  

バージョン履歴 ドキュメント ○  

リスト ○  

SharePoint 用アプリ SharePoint ホスト型アプリ ○  

プロバイダー向けのホスト型アプリ ○ 

 

 

自動ホスト型アプリ ○ 

 

 

ユーザー プロファイル 仕事仲間 バックアップ ○  

リストア ○  

メンバーシップ バックアップ 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

リストア 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

組織 バックアップ 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

リストア 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

タグ / コメント バックアップ 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

リストア ×  

クイック リンク バックアップ 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

リストア 一部対応 SharePoint Online 
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移動元 タイプ 対応状況 コメント 

 に未対応 

他の基本プロ

パティ 

バックアップ ○  

リストア 一部対応 

 

SharePoint Online 

サイトの場合、プロパテ

ィをリストアするには ユ

ーザーにこのプロパティ

の値の編集を許可す

る を選択する必要があ

ります。 

カスタム プロパ

ティ 

バックアップ 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

リストア 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

ユーザー プロファイルの作成 一部対応 

 

SharePoint Online 

に未対応 

サイト ブログ サイト ○  
 

*注意: 既定では、コンテンツ マネージャーでは SharePoint 2013 サイト コレクションのメタデータ ナビゲーション設

定をコピー・移動することはできませんが、構成ファイルを編集すると、コンテンツ マネージャーでこの操作を実行できる

ようになります。コンテンツ マネージャーの構成ファイルを編集するには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve エージェントが存在するサーバーにログインします。 

2. ...\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\ContentManager ディレクトリに移動します。 

3. SP2010CMConfiguration.xml ファイルをメモ帳で開きます。 

4. <RestoreMetadataNavigation value="false"/> ノードを指定します。 

5. 値を true に変更します。 

6. 変更を保存して、ファイルを閉じます。 
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付録 E: 対応・未対応の SharePoint 2013 ソーシャル機能 

ソーシャル機能 対応状況 メモ 

個人用サイト 一部対応 ユーザーのヘッド ポー

トレートに未対応 

SkyDrive Pro (OneDrive for Business) ○  

ブログ ○  

タグ 一部対応 # タグはシステム用

語として Managed 

Metadata Service 

に保存されています。 

SharePoint Onlin

e に未対応 

ミニブログとフィード 投稿 一部対応 SharePoint Onlin

e に未対応 返信 一部対応 

いいね! 一部対応 

画像 一部対応 

リンク 一部対応 

@ 一部対応 

メンション 一部対応 

タグ 一部対応 

フォロー ユーザー ○  

サイト 一部対応 SharePoint Onlin

e に未対応 

ドキュメント 一部対応 SharePoint Onlin

e に未対応 

タグ ×  

コミュニティ サイト  カテゴリー ○  

ディスカッション掲示板 ○  

メンバー ○  

バッジ ○  

評価 ○  

ベスト リプライ ○  

質問 ○  
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ソーシャル機能 対応状況 メモ 

コミュニティ設定 ○  

コミュニティ ポータル ○  

付録 F: ホット キー モードの使用 

効率的な作業および生産性の向上を目的として、キーボードのみを使用して迅速なアクションを実行できるように D

ocAve ではホット キー モジュールが使用できます。コンテンツ マネージャー インターフェイスからホット キー モードにア

クセスするには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを同時に押します。  

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻る

には、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを押します。例えば、Ctrl +Alt + Z キーを押してから H を押すと、コン

テンツ マネージャー ホーム ページに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

コンテンツ マネージャー ホーム ページ H 

コンテンツ マネージャー プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

ヘルス アナライザー 6 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細情報 0 

ホーム ページ 

コンテンツ マネージャー インターフェイスでホット キーを使用して ホーム ページにアクセスするには、キーボードの Ctrl 

+Alt + Z キーを同時に押してホット キー モードに入り、H を押して ホーム ページに入ります。  

次の表は、ホーム ページの各機能のホット キーのリストです。例えば、O を押すと、データのエクスポート インターフ

ェイスに移動します。 
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機能名とホット キー 

オンライン コンテンツ マネージャー L 

コピー  C 

移動 M 

データのエクスポート O 

データのインポート I 

コンテナの作成 N 

プラン ビルダー P 

エクスポート先 E 

ストレージ ポリシー S 

フィルター ポリシー F 

マッピング A 

列マッピング CL 

コンテンツ タイプ マッピング CT 

テンプレート マッピング T 

ユーザー マッピング U 

ドメイン マッピング D 

言語マッピング LM 

リスト名マッピング LN 

ジョブ モニタ

ー 
J 

コピー  

機能名とホット キー 

コピー   C 

表示 V 

編集 E 

プレビュー P 

ただちに実行 R 

キャンセル C 

既定のコピー設定   D 
保存 S 

キャンセル C 
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移動 

機能名とホット キー 

移動   M 

表示 V 

編集 E 

プレビュー P 

ただちに実行 R 

キャンセル C 

既定の移動設定 D 
保存 S 

キャンセル C 

プラン ビルダー 

機能名とホット キー 

ウィザード モード   W 

戻る B 

次へ N 

完了 F 
完了して実行 R 

完了 F 

キャンセル C 

フォーム モード   F 
保存 S 

保存して実行 R 

保存 S 

キャンセル C 
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プラン マネージャー ページ 

コンテンツ マネージャー インターフェイスでホット キーを使用して プラン マネージャー ページにアクセスするには、キー

ボードの Ctrl +Alt + Z を同時に押してホット キー モードに入り、P を押します。  

次の表は、プラン マネージャー ページの機能のホット キーのリストです。例えば、V を押すと、詳細の表示 インター

フェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

詳細の表示   V 

移動元と移動先 D 

設定 S 

編集 E 

テストを実行 T 

ただちに実行 R 

閉じる X 

編集   E 

コンテナの作成 N 

保存   S 

保存  S 

名前を付けて保存 A 

保存して実行 R 

 

キャンセル 

 

C 

削除 D 

テストを実行 T 

ただちに実行 R 
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付録 G: コンテンツ マネージャーのカスタム対応表 

以下は、コンテンツ マネージャーのカスタムに関する対応状況の表です。○ は、該当する SharePoint オブジェクト

が該当の SharePoint オブジェクトへコピー・移動可能であることを表します。 

コピー / 

移動先 

We

b ア

プリ

ケー

ショ

ン 

サイ

ト 

コレ

クシ

ョン 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

メモ コピー / 移動する際に選択するノード コピー / 

移動す

る内容 

Web ア

プリケー

ション 

○     マージ

する 

 

Web アプリケーションへ:  
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コピー / 

移動先 

We

b ア

プリ

ケー

ショ

ン 

サイ

ト 

コレ

クシ

ョン 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

メモ コピー / 移動する際に選択するノード コピー / 

移動す

る内容 

サイト コ

レクショ

ン 

○ ○ ○   Web 

アプリケ

ーション

へ: マ

ージ / 

添付す

る 

 

サイト 

コレクシ

ョンへ: 

マージ 

/ 添付

する 

 

サイト

へ: マ

ージ / 

添付す

る 

サイト コレクションへ:  

 
 

サイトへ:  
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コピー / 

移動先 

We

b ア

プリ

ケー

ショ

ン 

サイ

ト 

コレ

クシ

ョン 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

メモ コピー / 移動する際に選択するノード コピー / 

移動す

る内容 

サイト ○ ○ ○   Web 

アプリケ

ーション

へ:  

マージ

する 

サイト 

コレクシ

ョンへ: 

マージ 

/ 添付

する 

 

サイト

へ: マ

ージ / 

添付す

る 

Web アプリケーションへ:  

 

サイト コレクションへ:  

 
 

サイトへ:  
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コピー / 

移動先 

We

b ア

プリ

ケー

ショ

ン 

サイ

ト 

コレ

クシ

ョン 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

メモ コピー / 移動する際に選択するノード コピー / 

移動す

る内容 

リスト   ○ ○  サイト

へ: 添

付する 

 

リスト

へ: マ

ージす

る 

サイトへ:  

 
 

リストへ:  

 

フォルダ

ー 

   ○ ○ リスト

へ: 添

付する 

 

フォルダ

ーへ: 

マージ 

/ 添付

する 

リストへ:  
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コピー / 

移動先 

We

b ア

プリ

ケー

ショ

ン 

サイ

ト 

コレ

クシ

ョン 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

メモ コピー / 移動する際に選択するノード コピー / 

移動す

る内容 

フォルダーへ:  
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コピー / 

移動先 

We

b ア

プリ

ケー

ショ

ン 

サイ

ト 

コレ

クシ

ョン 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

メモ コピー / 移動する際に選択するノード コピー / 

移動す

る内容 

アイテム     ○ 添付す

る 

 

アプリ  ○ ○   サイト 

コレクシ

ョンへ:  

移動先

サイト 

コレクシ

ョンへコ

ピー・

移動す

る際、

アプリは

移動先

サイト 

コレクシ

ョンのト

ップレベ

ル サイ

トに添

付され

ます。 
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コピー / 

移動先 

We

b ア

プリ

ケー

ショ

ン 

サイ

ト 

コレ

クシ

ョン 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

メモ コピー / 移動する際に選択するノード コピー / 

移動す

る内容 

サイト

へ:  

添付す

る 

ShareP

oint Bu

ilt-in ワ

ークフロ

ー 

○ ○ ○ ○  ワークフローをコピー・移動する場合は、ツリーでワークフローに関連する S

harePoint オブジェクトを選択し、ワークフロー定義を含む / ワークフロ

ー インスタンスを含む を選択する必要があります。 

移動元ノードのワークフローが 実行中 の場合、既定では移動後に移動

先ノードのワークフロー状態は キャンセル済み になります。ワークフローを

再起動する ラジオ ボタンを選択すると、移動先ノードのワークフロー状態

は移動後も 実行中 です。  
*注意: コンテンツ マネージャーでは、チェックアウト済みファイルに関連する

ワークフロー インスタンスが使用できません。 

 

 

ShareP

oint D

esigne

r ワーク

フロー 

○ ○ ○ ○  コンテンツ タイプに適用された再利用可能なワークフロー テンプレートが使

用できます。 

ワークフロー定義の作成せずに、再利用可能なワークフロー テンプレートを

使用することができます。  

移動元ノードのワークフローが 実行中 の場合、既定では移動後に移動

先ノードのワークフロー状態は キャンセル済み になります。ワークフローを

再起動する ラジオ ボタンを選択すると、移動先ノードのワークフロー状態

は移動後も 実行中 です。  
*注意: コンテンツ マネージャーでは、チェックアウト済みファイルに関連する

ワークフロー インスタンスが使用できません。 

Nintex 

ワークフ

ロー 

○ ○ ○ ○  再利用可能なワークフロー テンプレートは、コンテンツ タイプに適用された

場合のみ使用できます。 

ワークフロー定義を含む および ワークフロー インスタンスを含む が同
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コピー / 

移動先 

We

b ア

プリ

ケー

ショ

ン 

サイ

ト 

コレ

クシ

ョン 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

メモ コピー / 移動する際に選択するノード コピー / 

移動す

る内容 

時に選択された場合のみ、Nintex ワークフローのスケジュールが使用でき

ます。 

移動元ノードのワークフローが 実行中 の場合、既定では移動後に移動

先ノードのワークフロー状態は キャンセル済み になります。ワークフローを

再起動する ラジオ ボタンを選択すると、移動先ノードのワークフロー状態

は移動後も 実行中 です。  
*注意: コンテンツ マネージャーでは、チェックアウト済みファイルに関連する

ワークフロー インスタンスが使用できません。 
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付録 H: 異なる SharePoint エクスペリエンス バージョン間の

サイト コピー・移動の対応・未対応メソッド 

コンテンツ マネージャーの対応する SharePoint エクスペリエンス バージョンの情報については、下表を参照してくだ

さい。  

 移動元エクスペリエンス バージョン - 移動元ノードのエクスペリエンス バージョンです。 

 移動先エクスペリエンス バージョン - 移動先ノードのエクスペリエンス バージョンです。 

 対応状況 - コンテンツ マネージャーで、移動元 SharePoint ノードから移動先 SharePoint ノ

ードへのコピー・移動に対応しているかどうかの状態です。 

移動元エクスペリエンス バージョン 移動先エクスペリエンス バージョン 対応状況 

SharePoint 2010 オンプレミス SharePoint 2010 オンプレミス ○ 

2010 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 オンプレミス 

2010 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 オンプレミス 

○ 

 

2010 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 オンプレミス 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 オンプレミス 

× 

 

2010 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 オンプレミス 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 Online 

一部対応 

 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 オンプレミス 

2010 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 オンプレミス 

× 

 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 オンプレミス 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 オンプレミス 

○ 

 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 オンプレミス 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 Online 

○ 

 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 Online 

2010 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 オンプレミス 

× 

 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 Online 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 オンプレミス 

○ 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用す

る SharePoint 2013 Online 

2013 エクスペリエンス バージョンを使用する 

SharePoint 2013 Online 

○ 
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一部対応のメソッドの未対応 SharePoint 要素 

一部対応のメソッドの未対応 SharePoint 要素およびそのソリューションについては、以下のセクションを参照してく

ださい。 

マスター ページ 

SharePoint 2010 のマスター ページは SharePoint 2013 のと異なります。マスター ページを移動元から移動

先へコピー・移動する場合、移動先のマスター ページは移動先の SharePoint エクスペリエンス バージョンを使用し、

マスター ページ ギャラリーおよび設定はスキップされます。 

サイト テンプレート 

SharePoint 2010 の一部のサイト テンプレートは SharePoint 2013 のサイト テンプレートと互換性がありませ

ん。移動元ノードを異なる SharePoint エクスペリエンス バージョンの移動先ノードへコピー・移動する場合の対応・

未対応サイト テンプレートについては、下表を参照してください。 

 ID - サイト テンプレートの ID です。 

 名前 - サイト テンプレートの名前です。 

 タイトル –サイト テンプレートのタイトルです。 

 対応状況 - サイト テンプレートに対応しているかどうかを表示します。 

ID 名前 タイトル 対応状況 

0 GLOBAL#0 グローバル テンプレート ○ 

1 STS#0 チーム サイト ○ 

1 STS#1 空のサイト ○ 

1 STS#2 ドキュメント ワークスペース ○ 

2 MPS#0 一般的な会議ワークスペース ○ 

2 MPS#1 空の会議ワークスペース ○ 

2 MPS#2 意思決定の会議ワークスペース ○ 

2 MPS#3 イベントの会議ワークスペース ○ 

2 MPS#4 複数ページの会議ワークスペース ○ 

3 CENTRALADMIN#0 サーバーの全体管理サイト ○ 

4 WIKI#0 Wiki サイト ○ 

9 BLOG#0 ブログ ○ 

15 SGS#0 グループ ワーク サイト ○ 
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ID 名前 タイトル 対応状況 

16 TENANTADMIN#0 テナント管理サイト ○ 

2764 ACCSRV#0 Access Services サイト ○ 

なし ACCSRV#1 資産管理 Web データベース × 

なし ACCSRV#3 寄付金管理 Web データベース × 

なし ACCSRV#4 連絡先管理 Web データベース × 

なし ACCSRV#5 プロジェクト Web データベース × 

なし ACCSRV#6 案件管理 Web データベース × 

7 BDR#0 ドキュメント センター ○ 

14483 OFFILE#0 (現在未使用) レコード センター ○ 

14483 OFFILE#1 レコード センター ○ 

40 OSRV#0 共有サービス管理サイト ○ 

3100 PPSMASite#0 PerformancePoint ○ 

3200 BICenterSite#0 ビジネス インテリジェンス センター ○ 

20 SPS#0 SharePoint Portal Server サイト ○ 

21 SPSPERS#0 SharePoint Portal Server 個人用ス

ペース 

○ 

22 SPSMSITE#0 個人用設定サイト ○ 

30 SPSTOC#0 コンテンツ エリアのテンプレート ○ 

31 SPSTOPIC#0 トピック エリアのテンプレート ○ 

32 SPSNEWS#0 ニュース サイト ○ 

39 CMSPUBLISHING#0 発行サイト ○ 

53 BLANKINTERNET#0 発行サイト ○ 

53 BLANKINTERNET#1 プレス リリース サイト ○ 

53 BLANKINTERNET#2 ワークフロー付き発行サイト ○ 

33 SPSNHOME#0 ニュース サイト ○ 

34 SPSSITES#0 サイト ディレクトリ ○ 

36 SPSCOMMU#0 コミュニティ エリアのテンプレート ○ 

38 SPSREPORTCENTER#0 レポート センター ○ 

47 SPSPORTAL#0 グループ作業ポータル ○ 

50 SRCHCEN#0 エンタープライズ検索センター ○ 

51 PROFILES#0 プロファイル ○ 

52 BLANKINTERNETCONTAIN

ER#0 

発行ポータル ○ 

54 SPSMSITEHOST#0 個人用サイトのホスト ○ 

56 ENTERWIKI#0 エンタープライズ Wiki ○ 



 

108  

 
DocAve 6: コンテンツ マネージャー 

ID 名前 タイトル 対応状況 

90 SRCHCENTERLITE#0 基本検索センター ○ 

90 SRCHCENTERLITE#1 基本検索センター ○ 

なし SRCHCENTERFAST#0 FAST Search センター × 

リスト テンプレート 

リスト テンプレートはすべて移動先にコピー・移動可能です。 

*注意: 共有ドキュメント ライブラリ、および SharePoint 2010 サイト コレクションの SharePoint Server 発

行インフラストラクチャ 機能をアクティブ化した後に自動的に作成されるドキュメント ライブラリは、SharePoint 20

13 モード サイト内の移動先ドキュメント ライブラリにコピー・移動されます。 

テーマ 

テーマを移動元から移動先へコピー・移動する場合、移動先テーマは移動先の SharePoint エクスペリエンス バー

ジョンを使用し、テーマ ギャラリーおよび設定はスキップされます。 

Web パーツ 

移動元ノードと異なる SharePoint エクスペリエンス バージョンの移動先ノードへコピー・移動する場合の対応・未

対応 Web パーツについては、下表を参照してください。未対応の Web パーツはスキップされます。 

 タイプ - Web パーツのタイプです。 

 タイトル – Web パーツのタイトルです。 

タイプ タイトル 
SharePoint 

2010 

SharePoint 

2013 

ビジネス データ ビジネス データ アクション ○ ○ 

Business Data Connectivity フィルター ○ ○ 

ビジネス データ アイテム ○ × 

ビジネス データ アイテム ビルダー ○ ○ 

ビジネス データ リスト ○ ○ 

ビジネス データ関連リスト ○ ○ 

チャート Web パーツ ○ × 

Excel Web Access ○ ○ 

インジケーターの詳細 ○ ○ 

ステータス リスト ○ ○ 
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タイプ タイトル 
SharePoint 

2010 

SharePoint 

2013 

Visio Web Access ○ ○ 

お勧めのコンテンツ カテゴリー ○ ○ 

クエリ結果 ○ ○ 

関連ドキュメント ○ ○ 

RSS ビューアー ○ ○ 

サイトの集合表示 ○ ○ 

カテゴリに属するサイト ○ ○ 

概要リンク ○ × 

目次 ○ × 

Web Analytics の Web パーツ ○ × 

WSRP ビューアー ○ ○ 

XML ビューアー ○ ○ 

フィルター [フィルターの適用] ボタン ○ ○ 

選択フィルター ○ ○ 

現在のユーザーによるフィルター ○ ○ 

日付フィルター ○ ○ 

ページ フィールド フィルター ○ × 

クエリ文字列 (URL) フィルター ○ ○ 

SharePoint リスト フィルター ○ ○ 

SQL Server Analysis Service フィルター ○ × 

テキスト フィルター ○ ○ 

フォーム HTML フォームの Web パーツ ○ ○ 

InfoPath フォーム Web パーツ ○ ○ 

メディアとコンテンツ コンテンツ エディター ○ ○ 

イメージ ビューアー ○ ○ 

メディアの Web パーツ ○ ○ 

ページ ビューアー ○ ○ 

画像ライブラリ スライド ショーの Web パーツ ○ ○ 

Silverlight の Web パーツ ○ ○ 

Outlook Web Ap

p 

個人用の予定表 ○ × 

個人用の連絡先 ○ × 

受信トレイ ○ × 

個人用メール フォルダー ○ × 

マイ タスク ○ × 
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タイプ タイトル 
SharePoint 

2010 

SharePoint 

2013 

検索 高度な検索のボックス ○ × 

中国語デュアル検索 ○ × 

フェデレーション検索結果 ○ × 

ひとの絞り込み検索 ○ × 

ひとの検索ボックス ○ × 

ひとの検索の主要結果 ○ × 

検索結果の絞り込みパネル ○ × 

関連するクエリ ○ × 

検索操作リンク ○ × 

検索のおすすめコンテンツ ○ × 

検索ボックス ○ ○ 

主要な検索結果 ○ × 

検索ページ ○ × 

検索の統計 ○ × 

検索結果 ○ × 

ビジュアルおすすめコンテンツの検索 ○ × 

上位フェデレーション検索結果 ○ × 

イベントのグループ作

業 

連絡先の詳細 ○ ○ 

メモ掲示板 ○ ○ 

組織のブラウザー ○ × 

サイトのユーザー ○ ○ 

タグ クラウド ○ ○ 

ユーザー タスク ○ ○ 

SQL Server Repo

rting  

SQL ServerReporting Services レポート ビュ

ーアー 

○ × 
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