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本バージョンの新機能 

リリース日: 2018年12月6日 

• SharePoint 2019 に対応しました。 

• リンク トラッキング オプション で SharePoint Online に対応しました。 
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Notes/Domino 移行について 

DocAve Notes/Domino 移行の使用により、SharePoint 管理者は、エンドユーザーへの影響を最小限

に抑えながら、既存の Notes/Domino 実装の Microsft SharePoint 2010、SharePoint 2013、Sh

arePoint 2016、SharePoint 2019、SharePoint Online への統合プロセスを簡単に自動化することが

できます。 

Notes/Domino 移行を利用して実現できることは以下のとおりです。 

• Notes/Domino から SharePoint へ、データの移行を簡単に実現 

• 移行後も Notes/Domino コンテンツの 関連メタデータやセキュリティ設定をすべて保存・

マッピング 

• 最小単位および一括でのコンテンツ移行やジョブのスケジュール設定機能により、ビジネス要

件に合わせた移行ジョブのプランを実現 

完全・正常な移行を確保するため、DocAve の移行前スキャナーは移行が実行される前の詳細分析を行い

ます。DocAve 移行前スキャナーは、SharePoint への正常移行のためにマッピングする必要な禁則文字、

ユーザー権限、ユーザー名、ユーザー ドメイン、およびその他の既存要素を検出・通知します。 

AvePoint パートナー サービス (APPS) を活用して、詳細なデータ分析、コンテンツ・アプリケーションの移行、

移行後の検証などの作業を実行することで、業務の中断を防ぎ、生産性の向上に繋げることができます。 

すべての AvePoint 製品と同様、SharePoint 移行ツールでは Microsoft が完全サポートする手法および 

API のみを使用しています。  
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補完製品 

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

Notes/Domino 移行は、以下の製品と併せて使用することを推奨します。  

• DocAve コンテンツ マネージャー: SharePoint のコンテンツを再構成・移動します。 

• 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: この製品における SharePoint ガバナンス ポリシーを調整する前

に、バックアップ & リストア ポイントを設定します。 

• DocAve レプリケーター: イベント型の即時レプリケートに加え、オフライン環境にも対応した

スケジュール レプリケートを実行します。すべてのコンテンツ、構成、セキュティの同期・管理を

確実に実行します。  
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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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使用開始前の準備 

DocAve Notes/Domino 移行をインストールして使用する前に、システムおよびファーム要件セクションを参

照してください。  

テスト ポリシーと対応する環境 

対応するソフトウェア環境 

AvePoint は、「マイクロソフト社がサポートと互換性を発表した SharePoint のすべてのメジャー バージョンお

よびサービス パック、Windows Server と SQL Server の最新バージョンをテストする」 ことに取り組んでい

ます。 

*注意: DocAve をクライアント オペレーティング システムにインストールすることはできません。 

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する」 よう努めています。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 は直接、すべてのネットシェア、FTP、Amazon S3、AT&T Synaptic、Box、Caringo ストレー

ジ、Cleversafe、Amazon S3 互換ストレージ、DELL DX ストレージ、Dropbox、EMC Atmos、EMC 

Centera、Google ドライブ、HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム、IBM Spectrum Scale オブジェク

ト、IBM Storwize ファミリー、Microsoft Azure ストレージ、NetApp Data ONTAP、NFS、OneDriv

e、Rackspace Cloud Files、TSM と統合します。  
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UNC アドレス指定可能なストレージ デバイス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: プロバイダーが Caringo ストレージおよび DELL DX ストレージ プラットフォームのメンテナンスを終了

したため、AvePoint は DocAve 6 SP 7 CU1 以降のバージョンでこの 2 件のプラットフォームに対するテス

ト・開発を停止しました。 

*注意: IBM Tivoli Storage Manager API の変更により、DocAve 6 SP 6 以降のバージョンの場合

は、TSM Client バージョン 7.1.2 がコントロール サービスおよびメディア サービスのサーバーにインストールされ

ている必要があります。 

*注意: 本ユーザー ガイドで取り上げたほとんどのハードウェアのパートナーシップは、詳細機能 (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、製品への変更が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 は、上記のハードウェア プラットフォームに基づいた BLOB バックアップ ストレージの使用に対応して

います。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 は、上記のすべての Windows と SQL サーバー プラットフォーム上の SharePoint 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 バックアップの使用

に対応しています。また、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、上記のすべてのハードウ

ェア上でのスナップショット ベースの SharePoint VSS の使用にも対応しています。  
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DocAve は、上に一覧表示されているすべての対応する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 バックアップの使用に対応しています。DocAve 6 SP5 以降のバージョンは、オペレーティング システム W

indows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Microsoft H

yper–V Server 2012 R2 での Hyper-V/VMWare 経由の VM バックアップの使用に対応しています。  

構成  

DocAve Notes/Domino 移行を使用するためには、DocAve 6 プラットフォームをファームにインストール

し、正しく構成しておく必要があります。DocAve 6 がファーム内に存在しない場合、Notes/Domino 移行

は機能しません。  

DocAve 移行で対応している移行元バージョンおよびシステムのリストを表示する場合は、DocAve 6 インス

トール ガイド 内の 付録 C - 移行元環境 を参照してください。 

エージェント 

DocAve エージェントは、DocAve ジョブの実行を担当し、SharePoint オブジェクト モデルと連携して作動

します。DocAve エージェントを使用すると、DocAve マネージャーと該当サーバーとの通信、および Notes/

Domino 移行コマンドの正常な動作が可能になります。 

*注意: インストールされているエージェントがアクションを実行すると、サーバーのシステム リソースの使用率が増

加するため、サーバー パフォーマンスに影響を与えることがあります。サーバーにインストールされているエージェン

トを使用しない場合、システム リソースの使用率が低くなるため、サーバー パフォーマンスへの影響は抑えられま

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方法については、Doc

Ave 6 インストール ガイド を参照してください。 

https://avepointcdn.azureedge.net/assets/webhelp/docave/installation/index.htm
https://avepointcdn.azureedge.net/assets/webhelp/docave/installation/index.htm
https://avepointcdn.azureedge.net/assets/webhelp/docave/installation/index.htm
https://avepointcdn.azureedge.net/assets/webhelp/docave/installation/index.htm
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必須権限 

DocAve Notes/Domino 移行の正常インストール・使用には、以下の権限が満たされていることが必要で

す。 

移行元の必須権限 

Notes/Domino 移行の使用前に、移行元の DocAve 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: 適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、移行元 DocAve エ

ージェント アカウント をローカルの Administrators グループに追加します。制限がある場合、移

行元エージェント 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。 

• Notes/Domino インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

• ローカル システム権限 に一覧表示されている権限 (これらの権限はインストール中に自動的

に構成されます) 

2. Notes/Domino 権限: この権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Notes/Domino 移

行の使用前に手動で構成する必要があります。 

• 移行するすべての Notes/Domino データベースに対するマネージャー アクセス 

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 Notes/Domino 移行の使

用前に手動で構成する必要があります。 

• 移行データベースの db_owner データベース ロール 

• SQL Server の dbcreator サーバー ロール 
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移行先の必須権限: SharePoint オンプレミスへの移行 

SharePoint オンプレミス用の Notes/Domino 移行を使用する前に、移行先エージェント 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。 

 ローカル システム権限: この権限は、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。適用可能な権

限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administ

rators グループに追加するだけで、すべての必要な権限を適用することができます。  

 SharePoint 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Notes/Domino 移

行の使用前に手動で構成する必要があります。 

• ファーム管理者 グループのメンバー 

• 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 で設定可能です。) 

• Maaged Metadata Service: 

o 用語ストア管理者 

o フル コントロール 

o 管理者 

 SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Notes/Domino 移行の使

用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、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど Share

Point 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 

• 移行データベースの db_owner データベース ロール 
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• SQL Server の dbcreator サーバー ロール 

*注意: フォーム ベース認証 (FBA) が Web アプリケーションのクレーム認証タイプとして選択されてい

る場合、フォーム ベース認証権限 を参照して Web アプリケーションの追加の設定を構成してくださ

い。 

移行先の必須権限: SharePoint Online への移行 

Notes/Domino 移行の使用前に、以下の権限が満たされていることを確認してください。 

DocAve エージェント アカウントのローカル システム権限 

登録済みの SharePoint Online サイト コレクション・OneDrive for Business・Office 365 グループ チ

ーム サイトの場合、DocAve エージェント アカウントが移行ジョブを実行する DocAve エージェント マシン上

に存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必要が

あります。エージェント プロキシ設定の詳細については、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。 

登録済みの SharePoint オンプレミス サイト コレクションの場合、DocAve エージェント アカウントが移行ジョ

ブを実行する DocAve エージェント マシン上に存在します。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録

済みサイト コレクションが存在するファームの Web フロントエンド サーバーのいずれかであるか、全体管理サー

バーまたは Web フロントエンド サーバーのいずれかと通信できるマシンである必要があります。 

DocAve エージェント アカウントが適切なローカル システム権限を持っている必要があります。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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocA

ve 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、すべての必要な権

限を適用することができます。 

https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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Office 365 オブジェクトの登録に使用するアカウントの必須権限 

コントロール パネル 経由で SharePoint Online サイト コレクション・OneDrive for Business・Office 3

65 グループ チーム サイトを登録する際に使用する Office 365 アカウントの必須権限は、登録方法および

オブジェクト タイプによって異なります。詳細については以下の表を参照してください。 

方法: 手動オブジェクト登録・動的オブジェクト登録を使用した Office 365 オブジェクトスキャン 

オブジェクト タイプ Office 365 アカウント ロール その他の権限 

SharePoint Online サイト コレ

クション 

SharePoint 管理者 Maaged Metadata Service: 

用語ストア管理者 

OneDrive for Business 全体管理者 

Office 365 グループ チーム サイ

ト 

SharePoint 管理者 

 

方法: 手動オブジェクト登録 > コンテナーの管理を経由した Office 365 オブジェクトの手動追加 

オブジェクト タイプ 権限 

SharePoint Online サイト コレクシ

ョン 

• サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

• Managed Metadata Service - 用語ストア

管理者 OneDrive for Business 

Office 365 グループ チーム サイト 
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サイト コレクションの登録に使用するアカウントの必須権限 

コントロール パネル > 手動オブジェクト登録 > スキャン 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アカウントは、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、全体管理データベースなど Share

Point 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 

• サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

• Managed Metadata Service 

o 用語ストア管理者 

o フル コントロール 

o 管理者 

コントロール パネル > 手動オブジェクト登録 > オブジェクト管理 経由で単一の SharePoint オンプレミ

ス サイト コレクションを手動追加するか、サイト コレクションを一括インポートする際に使用するアカウントは、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 

• Managed Metadata Service 

o 用語ストア管理者 

o フル コントロール 
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o 管理者 

ローカル システム権限 

以下のローカル システム権限は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。 

• ユーザーは次のローカル グループのメンバーとなります。 

 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、以下の権限を持っています) 

▪ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レ

ジストリに対するフル コントロール 

▪ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic

es\Eventlog レジストリに対するフル コントロール 

▪ 通信証明書に対するフル コントロール 

▪ 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 > セキュリティの設定 > ローカル ポリシー 

> ユーザー権利の割り当て で確認可能) 

▪ 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 

フォーム ベース認証権限 

フォーム ベース認証 (FBA) が Web アプリケーションのクレーム認証タイプとして選択されている場合、以下の

条件のうち 1 件以上が満たされていることを確認してください。 
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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

メンバーである必要があります。 

• エージェント アカウントをこの Web アプリケーションの web.config ファイルの connectio

nStrings ノードに追加して、FBA データベースへの権限を取得します。詳細については、以

下の説明を参照してください。 

i. スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (II

S) > インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、

サイト リストから Web アプリケーションを指定します。  

ii. Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 

iii. 表示されるウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

iv. web.config ファイルをメモ帳で開きます。 

v. connectionStrings ノードを検索し、FBA セキュリティ情報を保存するデータベ

ースへのアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

移行スピードの注意点 

コンテンツの移行時に、スピードが重要な要素です。ステークホルダーに移行プランの所要時間について、正確

な見積もりを提供するために、移行プランの実行前に以下の要因を考慮する必要があります。  

• Notes/Domino と SharePoint 環境間のネットワークの帯域幅 

• SQL I/O とメモリー 

• Web フロントエンド サーバーのメモリー 

• DocAve メディア サービスをホストしているサーバーのメモリー 
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• Web フロントエンド サーバーの CPU 数 

• 移行元環境の展開 

o 移行元オブジェクトの数 

▪ 移行実行前にデータベースとフォルダー構造を小さなデータ セットに分割しま

す。最小単位の移行方法を検討します。 

o 移行元オブジェクトのサイズ 

▪ 1 件の 1 GB のファイルの移行は、合計 1 GB の 100 万件のファイルの

移行よりはるかに早くなります。 

o フォルダーおよびサイトの複雑さ 

▪ SharePoint に移行するコンテンツの優先順位を決定し、ツールを使用して

移行プロジェクトのプロセスで共存を構築し、コンテンツが利用可能になった

時に SharePoint を徐々にユーザーにロールアウトします。 

o 移行中 DocAve によるサイト コレクション作成の必要性の有無 

▪ フォルダーを使用して大きなドキュメント ライブラリまたはデータ サブセットを分

割してライブラリ サイズを管理し、データのサブセットを一度に移行するために

フィルターの使用を考えます。 

o プランにセキュリティが含まれているかどうか (マッピングも含む) 

▪ 移行プランで権限の移行を構成することができます。 

o プランにメタデータが含まれているかどうか 
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ヘルス アナライザー 

DocAve Notes/Domino 移行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

確認することを推奨します。  

*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: 2 件のヘルス アナライザー プロファイルを作成して、移行元エージェントと移行先エージェントを個別に

スキャンすることを推奨します。 

Notes/Domino 移行をモジュールとして選択した後、移行元環境用のルールおよび移行先環境用のルール

を含め、すべてのスキャン ルールが既定で選択されます。ヘルス アナライザー ジョブの完了後、ヘルス アナライ

ザーの結果が表示されます。スキャン ルールを移行先環境用に設定したのに、移行元環境にも適用されてし

まった場合、エラーまたは警告を無視してください。逆の場合も同様に対処してください。 

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。 

https://avepointcdn.azureedge.net/assets/webhelp/docave/installation/index.htm
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はじめに 

DocAve Notes/Domino 移行を開始するための重要情報については、以下のセクションを参照してくださ

い。 

DocAve Notes/Domino 移行の起動 

Notes/Domino 移行の起動および使用については、以下の説明を参照してください。 

 DocAve にログインします。既にログインしている場合、DocAve タブをクリックします。DocAve タブ

で、すべての製品がウィンドウの左側に表示されています。 

 [移行] をクリックすると、すべての移行モジュールが表示されます。 

 [Notes/Domino 移行] をクリックしてこのモジュールを起動します。 

*注意: 移行 の起動ページから、移行製品の ライセンスの詳細 情報にアクセスすることもできます。  
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図 1: DocAve Notes/Domino 移行の起動ウィンドウ.  

Notes/Domino 高速移行の起動 

Notes/Domino 高速移行を起動して機能を使用する場合は、Notes/Domino 移行モジュールのリボン

上で プラン グループ内の [高速移行] をクリックします。 
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図 2: Notes/Domino 高速移行ページへのアクセス 

DocAve のナビゲート 

DocAve は多くの Windows 製品の外観と類似しており、直感的で使い慣れた作業環境を実現します。D

ocAve 製品にはウィンドウ、ポップアップ表示、メッセージなどが多く存在しますが、これらの表示も同様の特徴

を持っており、同じように操作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。 
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図 3: DocAve のナビゲート 

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

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

 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。 

 列を隠す ( ) – 選択した列を非表示します。 

 列をフィルターする ( ) - リスト ビュー内の情報をフィルターします。列をフィルターする ( ) 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。 

 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。すべてのページを検索 もしくは 現在のペ

ージを検索 を選択して検索範囲を定義することができます。 
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*注意: 検索機能は、大文字と小文字を区別しません。 

 管理パネル - DocAve モジュールの操作可能なコンテンツを表示します。 
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移行前構成 

Notes/Domino 移行の実行前に、以下の設定を構成してください。リンクをクリックすると、それぞれのセクショ

ンに移動します。 

• 移行データベースの構成 

• Notes/Domino 接続の構成 

• Azure 場所の構成 (高速移行専用) 

• フィルター ポリシーの構成 (必須ではありません) 

• マッピング設定の構成 (必須ではありません) 

• ダイナミック ルールの構成 (必須ではありません) 

• ステージング場所の構成 (オフライン ジョブ専用) 

移行データベースの構成 

Notes/Domino 移行を使用するために、Notes/Domino 移行を使用するすべてのファームおよび個人用

登録済みサイトの SQL で、リンクおよびジョブ詳細情報を保存する専用の移行データベースを構成する必要

があります。移行データベース スキーマの詳細については、付録 A - Notes/Domino 移行データベース情報 

を参照してください。 

*注意: 移行データベースを作成する SQL Server のバージョンは、SQL Server 2005 SP1 以上である

必要があります。 

Notes/Domino オンライン移行またはオフライン移行の場合、ホーム タブで、リボン上の 設定 グループ内の 

[移行データベース] をクリックします。  
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Notes/Domino 高速移行の場合、ホーム タブで、[高速移行] をクリックして、設定 グループ内の [移行デ

ータベース] をクリックします。 

その後、以下の設定を構成します。 

1. Notes/Domino 移行を使用するファームまたは 個人用登録済みサイト を選択します。  

2. 管理 グループ内の [構成] をクリックします。構成 ウィンドウが表示されます。 

3. 移行ジョブ データを保存するデータベースの以下の設定を構成します。 

a. 移行データベースの構成 - 移行データベースの データベース サーバー と データベース名 

を入力します。  

b. 認証 - 移行データベースの認証モードを選択します。  

o Windows 認証 (推奨) – Windows を利用してユーザーに対する認証を実行

します。 

▪ 既定では、Window アカウントを指定する チェックボックスが選択されてい

ないため、新しい移行データベースを作成するか、または移行先の DocAve 

エージェント アカウントを使用して既存の移行データベースにアクセスします。 

▪ 指定の Windows アカウントを使用してデータベース サーバーにアクセスす

る場合は、Windows アカウントを指定する チェックボックスを選択して、

管理アカウント プロファイル ドロップダイン リストから管理アカウント プロファ

イルを選択するか、[管理アカウント プロファイルの新規作成] をクリックして

コントロール パネルで新規作成します。[検証テスト] をクリックすると、アカウ

ントを検証します。管理アカウント プロファイル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。 

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 SQL 認証 – SQL Server を利用してユーザーに対する認証を実行します。アカウ

ント および パスワード フィールドにユーザーのアカウントとパスワードを入力します。

[検証テスト] ボタンをクリックすると、SQL データベース アカウントを確認することがで

きます。 

*注意: 移行データベースの作成またはアクセス用のアカウントは、移行データベースを

作成する SQL サーバーの db_creator サーバー ロール、および新規作成 / 既

存の移行データベースの db_owner データベース ロールを持っている必要がありま

す。 

c. フェールオーバー データベース サーバー (必須ではありません) – フェールオーバー データベ

ース サーバーを指定します。移行データベースが使用不可能になると、移行データベースに保

存されているデータをこのスタンバイ データベースへ転送することができます。 

ここでは、手順 4 の設定を構成せず、詳細設定 に接続文字列を入力して移行データベースを構成

することもできます。 

a. [詳細設定] をクリックすると、 接続文字列 セクションが表示されます。  

b. 接続文字列を直接編集する チェックボックスを選択してこの機能を有効にし、画面左側の例

を参考にして接続文字列を入力します。  

c. [検証テスト] をクリックして接続文字列を検証します。接続文字列の構成方法の詳細につ

いては、SQL Server オンライン ブック 内の ConnectionString プロパティ、または ス

タート > Microsoft SQL Server (使用しているバージョン付き) > マニュアルとチュー

トリアル の順に移動して SQL Server チュートリアル を参照してください。  

4. [保存] をクリックして、構成を終了して保存します。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 

移行データベース ウィンドウに戻ります。 
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移行データベースの構成詳細を表示する場合は、移行データベース ウィンドウで移行データベースを選択し

て、リボン上の [詳細に表示] をクリックします。詳細な構成が 詳細の表示 ウィンドウに表示されます。 

Notes/Domino 接続の構成 

Notes/Domino 移行を使用するために、まず Notes/Domino 接続を構成して、DocAve エージェントが 

Lotus Domino サーバーに接続できるように設定する必要があります。  

Notes/Domino オンライン移行またはオフライン移行の場合、ホーム タブで、リボン上の 設定 グループ内の 

[接続の構成] をクリックします。  

Notes/Domino 高速移行の場合、ホーム タブで、[高速移行] をクリックして、リボン上の 設定 グループ内

の [接続の構成] をクリックします。 

Notes/Domino 接続の管理 

Notes/Domino 接続 ウィンドウに、作成済みの Notes/Domino 接続がすべて表示されます。  

この画面で、Notes/Domino 接続のページ毎の表示件数および表示順序を変更することができます。Note

s/Domino 接続のページ毎の表示件数を変更する場合は、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン リストか

ら希望の件数を選択します。Notes/Domino 接続を並べ替えるには、名前、エージェント、Notes .INI 

ファイル パス、最終更新日時 などの列見出しをクリックします。 

Notes/Domino 接続 画面で以下のアクションを実行します。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックすると、新しい Notes/Domino 接続を作成することが

できます。詳細については、Notes/Domino 接続の作成および編集 を参照してください。 

• 詳細の表示 - Notes/Domino 接続を選択して、リボン上で [詳細の表示] をクリックしま

す。この Notes/Domino 接続の構成済み設定が 詳細の表示 ウィンドウに表示されます。
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リボン上で [編集] をクリックすると、この Notes/Domino 接続を変更できる Notes/Do

mino 接続の編集 ウィンドウに移動することもできます。 

• 編集 – Notes/Domino 接続を選択して、リボン上で [編集] をクリックすると、この Note

s/Domino 接続の構成を変更します。詳細については、Notes/Domino 接続の作成お

よび編集 を参照してください。 

• 削除 – Notes/Domino 接続を選択して (複数選択可能)、リボン上で [削除] をクリック

すると、削除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択した Notes/Domin

o 接続を削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択した Notes/Domino 接続を削

除せずに Notes/Domino 接続 ウィンドウに戻ります。 

Notes/Domino 接続の作成および編集 

新しい Notes/Domino 接続を作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。Notes/Domino 接

続を編集する場合は、 Notes/Domino 接続を選択し、リボン上で [編集] をクリックします。 

Notes/Domino 接続の新規作成 もしくは Notes/Domino 接続の編集 画面で、以下の設定を構

成します。 

1. 名前と説明 – Notes/Domino 接続の 名前 と 説明 を入力します。説明は必須ではありません。 

2. 接続 – 以下の設定を構成して、Notes/Domino サーバーを移行元 DocAve エージェントに接続

します。 

• エージェント – ドロップダウン リストから、Notes/Domino 環境にインストールされている Do

cAve エージェントを選択します。 
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• NOTES.INI ファイル パス – Notes.INI ファイルは Notes/Domino サーバーに保存さ

れます。既定のパスは自動的に入力されます。パスを手動で入力することもできますが、Note

s.INI ファイルの保存先の絶対パスを入力する必要があります。  

• ユーザー ID ファイル – [ここ] をクリックしてユーザー ID ファイルを読み込んで、ドロップダウ

ン リストから 1 件を選択します。 

• パスワード – ユーザー ID ファイル で選択したユーザーのパスワードを入力します。[検証テ

スト] をクリックしてパスワードを確認します。 

3. [保存] をクリックすると、構成を保存して Notes/Domino 接続 画面に戻ります。[キャンセル] を

クリックすると、変更を保存せずに Notes/Domino 接続 画面に戻ります。 

Azure 場所の構成 (高速移行専用) 

Microsoft Azure 場所は、SharePoint Online および OneDrive for Business へのインポート用移

行データのステージングに使用されます。高速オンライン移行は移行中に Microsoft Azure 場所を使用しま

す。 

Azure 場所の設定にアクセスする場合は、ホーム タブで、[高速移行] をクリックして、リボン上の 設定 グルー

プ内の [Azure 場所] をクリックします。Microsoft Azure 場所 ウィンドウが表示されます。 

Azure 場所の管理 

Microsoft Azure 場所 ウィンドウには、構成済みの Azure 場所のリストが表示されます。 

このウィンドウで、Azure 場所のページ毎の表示件数および表示順序を変更することができます。Azure 場

所のページ毎の表示件数を変更する場合は、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン リストから希望の件数を

選択します。 

ここでは、以下の Azure 場所管理アクションを実行することができます。 
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• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして新しい Azure 場所を作成します。詳細について

は、Azure 場所の作成および編集 を参照してください。 

• 詳細の表示 - Azure 場所を選択して、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。この Az

ure 場所の構成済み設定は 詳細の表示 ウィンドウに表示されます。リボン上で [編集] を

クリックすると、この Azure 場所を変更できる Microsoft Azure 場所の編集 ウィンドウ

に移動することもできます。 

• 編集 – Azure 場所を選択して、リボン上で [編集] をクリックすると、この Azure 場所の構

成を変更します。詳細については、Azure 場所の作成および編集 を参照してください。 

• 削除 - Azure 場所を選択して (複数選択可能)、リボン上で [削除] をクリックすると、削

除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択した Azure 場所を削除し

ます。[キャンセル] をクリックすると、選択した Azure 場所を削除せずに Microsoft Azur

e 場所 ウィンドウに戻ります。 

Azure 場所の作成および編集 

新しい Azure 場所を作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。Azure 場所を編集する場合

は、Azure 場所を選択して、リボン上で [編集] をクリックします。 

Microsoft Azure 場所の新規作成 ウィンドウもしくは Microsoft Azure 場所の編集 ウィンドウで、以

下の設定を構成します。 

1. 名前と説明 – Microsoft Azure 場所の名前と説明を入力します。説明は必須ではありません。 

2. パス - 以下の設定を構成して移行データをステージングするための Microsoft Azure 場所を構成

します。 
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a. BLOB サービス エンドポイント URL - この Microsoft Azure 場所で使用する BLOB 

サービスのエンドポイント URL を入力します。 

b. ストレージ アカウント名 - テキスト ボックスに Microsoft Azure ストレージ アカウン名を入

力します。 

c. プライマリ アクセス キー - テキスト ボックスに Microsoft Azure プライマリ アクセス キーを

入力します。 

3. [保存] をクリックして Microsoft Azure 場所の構成を完了します。 

フィルター ポリシーの構成 

フィルター ポリシー では、フィルター ルールを設定することで、表示する Notes/Domino データベース内ドキ

ュメントを決定することができます。これにより、より正確なコンテンツ表示が可能になります。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、同一フィルター ポリシーを異なる Notes/

Domino 移行プランに適用することができます。 

Notes/Domino オンライン移行またはオフライン移行用の フィルター ポリシー にアクセスする場合は、ホーム 

タブのリボン上で [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の [フィルター 

ポリシー] をクリックします。  

Notes/Domino 高速移行用の フィルター ポリシー にアクセスする場合は、ホーム タブのリボン上で [高速

移行] をクリックします。その後、[プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の 

[フィルター ポリシー] をクリックします。 

フィルター ポリシー ウィンドウには、構成済みのフィルター ポリシーがすべて表示されます。 

このウィンドウで、フィルター ポリシーのページ毎の表示件数および表示順序を変更することができます。フィルタ

ー ポリシーのページ毎の表示件数を変更する場合は、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン リストから希望
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の件数を選択します。フィルター ポリシーを並べ替えるには、フィルター ポリシー名 や 説明 などの列見出しを

クリックします。 

フィルター ポリシー 画面で次のアクションを実行します。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして新しいフィルター ポリシーを作成します。詳細につい

ては、フィルター ポリシーの作成および編集 を参照してください。 

• 編集 – フィルター ポリシーを選択して、リボン上で [編集] をクリックすると、このフィルター ポリ

シーの構成を変更します。詳細については、フィルター ポリシーの作成および編集 を参照して

ください。 

• 削除 – フィルター ポリシーを選択して (複数選択可能)、リボン上で [削除] をクリックする

と、削除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したフィルター ポリシーを

削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したフィルター ポリシーを削除せずに フィルタ

ー ポリシー ウィンドウに戻ります。 

フィルター ポリシーの作成および編集 

新しいフィルター ポリシーを作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。フィルター ポリシーを編集す

る場合は、フィルター ポリシーを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。 

新しいフィルター ポリシーの作成 または フィルター ポリシーの編集 画面で、以下の設定を構成します。 

1. 名前 – このフィルター ポリシーの 名前 を入力します。 

2. 説明 - 必要に応じて 説明 を入力します。 

3. フィルター ルール – フィルター条件を設定して、移行するコンテンツをフィルターします。フィルター ルー

ルを設定する方法については、以下の説明を参照してください。 
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a. フィルター レベルとして 期間 または 添付ファイル を選択します。 

 期間 を選択すると、Notes/Domino ドキュメントは作成日時または更新日時に従

ってフィルターされます。 

 添付ファイル を選択する場合、Notes/Domino ドキュメント内の添付ファイルは、

添付ファイルのサイズまたはタイプに従ってフィルターされます。 

b. [フィルター レベル グループの追加] をクリックして、フィルター ルールを追加します。  

c. フィルター ルールの構成エリアで、ルール、条件、値を構成します。詳細については、フィルター 

ポリシーの例 を参照してください。 

d. 複数のフィルター ルールを追加する場合は上記の手順を繰り返します。 

e. 同一フィルター レベル グループで複数のフィルター ルールを設定する場合は、これらのルール

の論理関係オプションを選択します。既定の論理関係は AND です。ドロップダウン リストか

ら OR を選択すると、論理関係を OR に変更します。  

o AND – すべての条件を満たすデータがフィルター結果に含まれます。 

o OR – 条件のいずれかを満たすデータがフィルター結果に含まれます。 

4. 基本フィルター条件 - ここではフィルター ルールの論理関係を表示します。 

例えば、論理関係が ((1 AND 2) OR 3) の場合、フィルター ルール 1 およびフィルター ルール 2 

の両方を満たすデータ、またはフィルター ルール 3 を満たすデータがフィルター結果に含まれます。 

5. [保存] をクリックして、構成を保存してフィルター ポリシー画面に戻ります。[キャンセル] をクリックする

と、変更を保存せずにフィルター ポリシー画面に戻ります。 

フィルター ポリシーの例 

移行する移行元データのフィルターに使用されるフィルター ルールの例は以下の表に一覧表示されます。 
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フィルター 

レベル 

ルール 条件 値 例 

期間 作成日時 次の日時以前 2012-10-01 12:

00:00 (UTC-08:

00) 太平洋標準時 

(米国およびカナダ) 

2012-10-01 12:00:00 (U

TC-08:00) 太平洋標準時 

(米国およびカナダ) 以前に作

成された Notes/Domino ド

キュメントがフィルター結果に含

まれます。 

次の日時以降 2012-10-01 12:

00:00 (UTC-08:

00) 太平洋標準時 

(米国およびカナダ) 

2012-10-01 12:00:00 (U

TC-08:00) 太平洋標準時 

(米国およびカナダ) 以降に作

成された Notes/Domino ド

キュメントがフィルター結果に含

まれます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間内に作成された 

Notes/Domino ドキュメント

がフィルター結果に含まれます。 

次の期間以前 5 日間 5 日間以前に作成された Not

es/Domino ドキュメントがフィ

ルター結果に含まれます。 
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フィルター 

レベル 

ルール 条件 値 例 

更新日時 次の日時以前 2012-10-01 12:

00:00 (UTC-08:

00) 太平洋標準時 

(米国およびカナダ) 

2012-10-01 12:00:00 (U

TC-08:00) 太平洋標準時 

(米国およびカナダ) 以前に更

新された Notes/Domino ド

キュメントがフィルター結果に含

まれます。 

次の日時以降 2012-10-01 12:

00:00 (UTC-08:

00) 太平洋標準時 

(米国およびカナダ) 

2012-10-01 12:00:00 (U

TC-08:00) 太平洋標準時 

(米国およびカナダ) 以降に更

新された Notes/Domino ド

キュメントがフィルター結果に含

まれます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間内に更新された 

Notes/Domino ドキュメント

がフィルター結果に含まれます。 

次の期間以前 5 日間 5 日間以前に更新された Not

es/Domino ドキュメントがフィ

ルター結果に含まれます。 
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フィルター 

レベル 

ルール 条件 値 例 

添付ファイル サイズ ≧ 10 KB サイズが 10 KB 以上である添

付ファイルはフィルター結果に含

まれます。 

≦ 10 KB サイズが 10 KB 以下である添

付ファイルはフィルター結果に含

まれます。 

タイプ 次の値を含む doc タイプ名に doc を含む添付ファ

イルはフィルター結果に含まれま

す。 

例: Notes.doc もしくは Note

s.docx 

次の値を含まない doc タイプ名に doc を含まない添

付ファイルはフィルター結果に含

まれます。 

次の値に等しい doc タイプ名が doc である添付ファ

イルはフィルター結果に含まれま

す。 
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フィルター 

レベル 

ルール 条件 値 例 

次の値と異なる doc タイプ名が doc ではない添付フ

ァイルはフィルター結果に含まれ

ます。 

 

マッピング設定の構成 

Notes/Domino 移行ジョブの実行前に、ユーザー マッピング、グループ マッピング、権限マッピングを定義する

ことができます。マッピング設定の構成方法については、以下のセクションを参照してください。 

ユーザー マッピング 

ユーザー マッピングを使用すると、既存の移行元ノード ユーザー名を移行先の SharePoint ユーザーにマッピ

ングすることができます。移行元のユーザー名は、移行プロセス中に移行先ノードで指定したユーザー名に変更

されます。 

Notes/Domino オンライン移行またはオフライン移行の ユーザー マッピング にアクセスする場合は、ホーム 

タブのリボン上で [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の [マッピング] 

をクリックして ユーザー マッピング を選択します。  

Notes/Domino 高速移行の ユーザー マッピング にアクセスする場合は、ホーム タブのリボン上で [高速移

行] をクリックします。その後、[プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の 

[マッピング] をクリックして ユーザー マッピング を選択します。 

ユーザー マッピングの設定方法については、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。移動元ユーザー名 列にユーザー名を入力する際に、以下の形式を使用する必要があります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• username/orgname   

• username/orgname/orgname 

• username/orgname/orgname/orgname 

Notes/Domino 内の組織は羅列できるため、ここで入力する orgname も羅列することができます。 

グループ マッピング 

グループ マッピングを使用すると、既存の移行元グループを SharePoint グループにマッピングすることができま

す。移行元のグループ名は、移行プロセス中に移行先ノードで指定したグループ名に変更されます。  

Notes/Domino オンライン移行またはオフライン移行の グループ マッピング にアクセスする場合は、ホーム 

タブのリボン上で [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の [マッピング] 

をクリックして グループ マッピング を選択します。  

Notes/Domino 高速移行の グループ マッピング にアクセスする場合は、ホーム タブのリボン上で [高速移

行] をクリックします。その後、[プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の 

[マッピング] をクリックして グループ マッピング を選択します。 

グループ マッピングの設定方法については、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。 

権限マッピング 

権限マッピングを使用すると、移行元の権限を移行先の SharePoint 権限にマッピングすることができます。移

行元の権限は、移行プロセス中に既定権限マッピングの SharePoint アクセス許可レベルか、移行先ノードで

指定したアクセス許可レベルに変更されます。 

*注意: ユーザー マッピングと権限マッピングを組み合わせる場合、移行先ユーザーの権限はマッピングされたユ

ーザーの権限およびマッピングされた権限の複合体となります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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例えば、移行元 Notes/Domino に 閲覧 権限を持っている ユーザー A が存在し、移行先 SharePoint 

に デザイン 権限を持っている ユーザー B が存在します。ユーザー マッピングで、ユーザー A を ユーザー B 

にマッピングします。権限マッピングで、閲覧 を 投稿 にマッピングします。移行ジョブの完了後、ユーザー B の

権限が デザイン + 投稿 となります。 

Notes/Domino オンライン移行またはオフライン移行の 権限マッピング にアクセスする場合は、ホーム タブの

リボン上で [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 画面で、リボン上の [マッピング] をクリ

ックして 権限マッピング を選択します。  

Notes/Domino 高速移行の 権限マッピング にアクセスする場合は、ホーム タブのリボン上で [高速移行] 

をクリックします。その後、[プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の [マッ

ピング] をクリックして 権限マッピング を選択します。 

権限マッピング ウィンドウには、作成済みの権限マッピングがすべてメイン表示画面に表示されます。 

権限マッピングの管理 

このウィンドウで、権限マッピングのページ毎の表示件数および表示順序を変更することができます。権限マッピ

ングのページ毎の表示件数を変更する場合は、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン リストから希望の件数

を選択します。権限マッピングを並べ替えるには、名前 や 説明 などの列見出しをクリックします。 

権限マッピング ウィンドウで以下のアクションを実行します。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして新しい権限マッピングを作成します。詳細について

は、権限マッピングの作成および編集 を参照してください。 

• 詳細の表示 - 権限マッピングを選択して、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。この権

限マッピングの構成済み設定が 詳細の表示 ウィンドウに表示されます。リボン上で [編集] 

をクリックすると、この権限マッピングを変更できる 編集 ウィンドウに移動することもできます。 
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• 編集 – 権限マッピングを選択して、リボン上で [編集] をクリックすると、この権限マッピングの

構成を変更します。詳細については、権限マッピングの作成および編集 を参照してください。 

• 削除 – 権限マッピングを選択して (複数選択可能)、リボン上で [削除] をクリックすると、削

除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択した権限マッピングを削除しま

す。[キャンセル] をクリックすると、選択した権限マッピングを削除せずに 権限マッピング ウィン

ドウに戻ります。 

権限マッピングの作成および編集 

新しい権限マッピングを作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。権限マッピングを編集する場合

は、権限マッピングを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。  

作成 または 編集 ウィンドウで、以下の設定を構成します。 

1. 名前と説明 – 作成・編集する権限マッピングの名前と 説明 を入力します。説明は必須ではありませ

ん。 

2. 権限マッピング – Notes/Domino 権限から SharePoint アクセス許可レベルへのマッピングを設

定します。SharePoint アクセス許可レベル ドロップダウン リストから SharePoint アクセス許可レ

ベルを選択します。既定権限マッピングの変更は推奨されません。要件を満たす SharePoint アクセ

ス許可レベルが存在しない場合は、ドロップダウン リストから [SharePoint アクセス許可レベルの

新規作成] をクリックして新規作成することができます。新しい SharePoint アクセス許可レベルの作

成方法については、 SharePoint アクセス許可レベルの作成および編集 を参照してください。 

SharePoint アクセス許可レベル 

新しいレベルの作成、レベル詳細の表示、レベルの編集、レベルの削除を実行することで SharePoint アクセ

ス許可レベルを管理することができます。 
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Notes/Domino オンライン移行またはオフライン移行の SharePoint アクセス許可レベルの管理 にアクセ

スする場合は、ホーム タブのリボン上で [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リ

ボン上の [マッピング] をクリックして 権限マッピング を選択します。権限マッピング ウィンドウで、リボン上の 

[SharePoint アクセス許可レベルの管理] をクリックします。  

Notes/Domino 高速移行の SharePoint アクセス許可レベルの管理 にアクセスする場合は、ホーム タ

ブのリボン上で [高速移行] をクリックします。その後、[プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの

設定 タブで、リボン上の [マッピング] をクリックして 権限マッピング を選択します。権限マッピング ウィンドウ

で、リボン上の [SharePoint アクセス許可レベルの管理] をクリックします。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 ウィンドウに、作成済みのアクセス許可レベルがすべて表示されま

す。 

このウィンドウで、SharePoint アクセス許可レベルのページ毎の表示件数および表示順序を変更することがで

きます。SharePoint アクセス許可レベルのページ毎の表示件数を変更する場合は、右下隅にある 行の表

示 ドロップダウン リストから希望の件数を選択します。SharePoint アクセス許可レベルを並べ替えるには、名

前 や 説明 などの列見出しをクリックします。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 ページで、以下の操作を実行します。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成しま

す。詳細については、SharePoint アクセス許可レベルの作成および編集 を参照してくださ

い。 

• 詳細の表示 - SharePoint アクセス許可レベルを選択して、リボン上で [詳細の表示] をク

リックします。カスタム アクセス許可レベルの構成済み設定または既定のアクセス許可レベルの

既定設定は、詳細の表示 ウィンドウに表示されます。 
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• 編集 – SharePoint アクセス許可レベルを選択して、リボン上で [編集] をクリックすると、こ

のアクセス許可レベルの構成を変更します。詳細については、SharePoint アクセス許可レベ

ルの作成および編集 を参照してください。 

*注意: 投稿、デザイン、編集、フル コントロール、閲覧、表示のみなど、既定の SharePoin

t アクセス許可レベルは既定で表示されます。これらのアクセス許可レベルを編集することはで

きません。 

• 削除 – SharePoint アクセス許可レベルを選択して (複数選択可能)、リボン上で [削除] 

をクリックすると、削除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したアクセス

許可レベルを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したアクセス許可レベルを削除

せずに SharePoint アクセス許可レベルの管理 画面に戻ります。 

SharePoint アクセス許可レベルの作成および編集 

新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。SharePoi

nt アクセス許可レベルを編集する場合には、アクセス許可レベルを選択し、リボン上で [編集] をクリックしま

す。 

新しい SharePoint アクセス許可レベルの作成 もしくは SharePoint アクセス許可レベルの編集 ウィン

ドウで、以下の設定を構成します。 

1. 名前と説明 – 作成・編集するアクセス許可レベルの 名前 と 説明 を入力します。説明は必須では

ありません。 

2. 権限 – このアクセス許可レベルに含める権限を選択します。権限の前にあるチェックボックスを選択す

ることで、リストの権限、サイトの権限、個人の権限レベルから権限を選択することができます。すべて

選択 チェックボックスを選択すると、すべての権限を選択・クリアすることができます。 
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3. [保存] をクリックすると、構成を保存して SharePoint アクセス許可レベルの管理 ウィンドウに戻り

ます。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに SharePoint アクセス許可レベルの管理 ウ

ィンドウに戻ります。 

ダイナミック ルールの構成 

ダイナミック ルールは、C# でカスタマイズされた DLL ファイルを使用して、Notes/Domino フィールド名および

該当する値を SharePoint 列名および列値にマッピングします。 

ダイナミック ルールの管理 

Notes/Domino オンライン移行またはオフライン移行の ダイナミック ルール にアクセスする場合は、ホーム タ

ブのリボン上で [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の [ダイナミック 

ルール] をクリックします。 

Notes/Domino 高速移行の ダイナミック ルール にアクセスする場合は、ホーム タブのリボン上で [高速移

行] をクリックします。その後、[プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブで、リボン上の 

[ダイナミック ルール] をクリックします。 

ダイナミック ルール ウィンドウに、構成済みのダイナミック ルールのリストが表示されます。  

このウィンドウで、ダイナミック ルールのページ毎の表示件数および表示順序を変更することができます。ダイナミ

ック ルールのページ毎の表示件数を変更する場合は、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン リストから希望

の件数を選択します。ダイナミック ルールを並べ替えるには、名前、説明、DLL ファイル名、最終更新日時 な

どの列見出しをクリックします。 

ダイナミック ルール ウィンドウで、以下のアクションを実行することができます。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして新しいダイナミック ルールを作成します。詳細につい

ては、ダイナミック ルールの作成および編集 を参照してください。 
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• 詳細の表示 - ダイナミック ルールを選択して、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。こ

のダイナミック ルールの構成済み設定は 詳細の表示 ウィンドウに表示されます。リボン上で 

[編集] をクリックすると、このダイナミック ルールを変更できる ダイナミック ルールの編集 ウィ

ンドウに移動することもできます。 

• 編集 – ダイナミック ルールを選択して、リボン上で [編集] をクリックすると、このダイナミック ル

ールの構成を変更します。詳細については、ダイナミック ルールの作成および編集 を参照して

ください。 

• 削除 – ダイナミック ルールを選択して (複数選択可能)、リボン上で [削除] をクリックする

と、削除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したダイナミック ルールを

削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したダイナミック ルールを削除せずに ダイナミ

ック ルール ウィンドウに戻ります。 

ダイナミック ルールの作成および編集 

ダイナミック ルールを作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。ダイナミック ルールを編集する場合

は、ルールを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。  

新しいダイナミック ルールの作成 または ダイナミック ルールの編集 ウィンドウで、以下の設定を構成します。 

1. 名前と説明 – 作成・編集するダイナミック ルールの 名前 と 説明 を入力します。説明は必須ではあ

りません。 

2. DLL ファイルのアップロード - [参照] をクリックして、使用する DLL ファイルに移動します。DLL ファ

イルを選択して [開く] をクリックします。 

*注意: AvePoint は DLL ファイル用のサンプル コードを用意しています。左側の説明内の [サンプ

ル コードのダウンロード] リンクをクリックすると、サンプル コードをダウンロードすることができます。 
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3. [保存] をクリックすると、構成を保存して ダイナミック ルール ウィンドウに戻ります。[キャンセル] をク

リックすると、構成または変更を保存せずに ダイナミック ルール ウィンドウに戻ります。 

ステージング場所の構成 (オフライン ジョブ専用) 

ステージング場所 機能はオフライン Notes/Domino 移行ジョブの要件です。ステージング場所は、エクスポ

ート モード および インポート モード の 2 種類あります。エクスポート モード は、オフライン移行データを保

存するエクスポート先の設定に使用されます。インポート モード は、エクスポートされたデータを移行先ファーム

に移行します。 

ステージング場所の設定へアクセスする方法については、以下の説明を参照してください。 

1. リボン上で プラン グループ内の [エクスポート] または [インポート] をクリックして、エクスポート モー

ドまたはインポート モードにアクセスします。  

2. リボン上で 設定 グループ内の [ステージング場所] をクリックすると、ステージング場所 ウィンドウが表

示されます。 

ステージング場所の管理 

ステージング場所 ウィンドウの エクスポート モード と インポート モード で、作成済みのステージング場所が

すべてメイン表示画面に表示されます。 

この画面で、ステージング場所のページ毎の表示件数および表示順序を変更することができます。ステージング

場所のページ毎の表示件数を変更する場合は、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件

数を選択します。エクスポート先を並べ替えるには、エクスポート先名、エージェント、最終更新日時 などの列

見出しをクリックします。インポート先を並べ替えるには、インポート先名、ファーム、最終更新日時 などの列見

出しをクリックします。 

ステージング場所 ウィンドウで、以下のアクションを実行します。 
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• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして新しいステージング場所を作成します。詳細について

は、ステージング場所の作成および編集 を参照してください。 

• 詳細の表示 - ステージング場所を選択して、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。こ

のステージング場所の構成済み設定は 詳細の表示 ウィンドウに表示されます。リボン上で 

[編集] をクリックすると、このステージング場所の設定を変更できる エクスポート先の編集 ウ

ィンドウに移動することもできます。 

• 編集 – ステージング場所を選択して、リボン上で [編集] をクリックすると、このステージング場

所の構成を変更します。詳細については、ステージング場所の作成および編集 を参照してく

ださい。 

• 削除 – ステージング場所を選択して (複数選択可能)、リボン上で [削除] をクリックすると、

削除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したステージング場所を削除

します。[キャンセル] をクリックすると、選択したステージング場所を削除せずに ステージング

場所 ウィンドウに戻ります。 

ステージング場所の作成および編集 

新しいステージング場所を作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。ステージング場所を編集する

場合は、ステージング場所を選択し、リボン上で [編集] をクリックします。 

エクスポート モード 

新しいエクスポート先の作成 もしくは エクスポート先の編集 ウィンドウで、以下の設定を構成します。 

 名前と説明 – 作成するエクスポート先の名前と説明を入力します。説明は必須ではありません。 

 エージェントとパス – オフライン移行データを保存するエクスポート先の以下の設定を構成します。  
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• エージェント - 作成するエクスポート先用の移行元環境にインストールされている DocAve 

エージェントを選択します。 

• UNC パス – エクスポートするデータの保存先となる UNC パスをテキスト ボックスに入力しま

す。例: \\admin-PC\c$\data もしくは \\admin-PC\shared folder 

• 管理アカウント プロファイル - ドロップダウン リストから管理アカウント プロファイルを選択して 

UNC パスへのアクセスを設定するか、[管理アカウント プロファイルの新規作成] をクリックし

てプロファイルを新規作成します。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。[検証テスト] をクリックすると、アカウントを検証することができま

す。 

 [保存] をクリックして、エクスポート モード用エクスポート先の構成を完了します。 

インポート モード 

新しいインポート先の作成 もしくは インポート先の編集 画面で、以下の設定を構成します。 

 名前と説明 – 作成するインポート先の名前と説明を入力します。説明は必須ではありません。 

 ファームとパス – 以下の設定を構成して、エクスポート データを取得するインポート先を指定し、エク

スポート データの移行先となるファームを選択します。  

• ファーム – ファーム ドロップダウン リストからエクスポート データのインポート先となるファームを

選択します。 

• UNC パス – エクスポート先で構成されており、かつエクスポート データを保存している UNC 

パスを入力して、データを取得します。 

• 管理アカウント プロファイル - ドロップダウン リストから管理アカウント プロファイルを選択して 

UNC パスへのアクセスを設定するか、[管理アカウント プロファイルの新規作成] をクリックし

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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てプロファイルを新規作成します。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。[検証テスト] をクリックすると、アカウントを検証することができま

す。 

 [保存] をクリックして、インポート先の構成を完了します。 

 

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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オンライン移行について 

オンライン移行には、Notes/Domino オンライン移行と Notes/Domino 高速移行が含まれています。 

Notes/Domino オンライン移行 

移行元と移行先の間のネットワーク接続が使用可能である場合、Notes/Domino オンライン移行ジョブを実

行すると、移行元 Notes/Domino 環境のコンテンツ、構成、セキュリティ、メタデータを 移行先 SharePoin

t 環境に移行することができます。  

Notes/Domino 高速オンライン移行 

移行元と移行先の間のネットワーク接続が使用可能である場合、Notes/Domino 高速オンライン移行ジョ

ブを実行すると、Notes/Domino 環境のコンテンツ、構成、セキュリティ、メタデータを SharePoint Online 

環境に効率的に移行することができます。 

オンライン移行の概要 

オンライン移行ジョブを実行する場合は、以下の手順を順番に実行する必要があります。リンクをクリックすると、

それぞれのセクションに移動します。 

 移行前構成 

• 移行データベースの構成 

• Notes/Domino 接続の構成 

• Azure 場所の構成 (高速移行専用) 

• フィルター ポリシーの構成 (必須ではありません) 

• マッピング設定の構成 (必須ではありません) 

• ダイナミック ルールの構成 (必須ではありません) 



DocAve
®

 6 Notes/Domino 移行 53 

 Notes/Domino オンライン移行プロファイルの設定 

a. 移行オプション 

b. マッピング オプション 

c. 詳細オプション 

 Notes/Domino オフライン移行の実行 

a. 移行元と移行先ノードの選択 

b. コンテナの作成 

c. オンライン移行の実行方法を以下から選択します。 

o [ただちに実行] 画面の構成 

o [新しいプランとして保存] 画面の構成 

Notes/Domino オンライン移行プロファイルの設定 

理論的には、以下のセクションで説明する設定を構成しなくてもオンライン移行ジョブを実行できますが、移行

中の適切なコンテンツ管理のためにこれらの設定を構成することを強く推奨します。 

オンライン移行プロファイルでは、移行ジョブ用の 移行オプション、フィルター オプション、マッピング オプショ

ン、詳細オプション など複数の設定を定義することができます。オフライン移行プロファイルの作成方法について

は、以下の説明を参照してください。  

Notes/Domino オンライン移行用の移行プロファイルを構成する場合は、ホーム タブのリボン上で [プロファ

イルの設定] をクリックします。  

Notes/Domino 高速移行用の移行プロファイルを構成する場合は、ホーム タブのリボン上で [高速移行] 

をクリックして、[プロファイルの設定] をクリックします。 
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以下の設定を構成します。 

 プロファイルの設定 タブで、プラン モード グループ内の [オンライン モード] をクリックします。 

 プロファイル / サブプロファイル グループ内の [新規] をクリックします。 

 ポップアップ ウィンドウでプロファイル名を入力し、[保存] をクリックします。 

 画面左側から 移行オプション を選択します。ドロップダウン リストから、移行オプション サブプロファイ

ルを選択します。このセクションの詳細については、移行オプション を参照してください。 

 画面左側から フィルター オプション を選択します。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] をクリックして新規作成します。フィルター ポリシーの作成

の詳細については、フィルター ポリシーの作成および編集 を参照してください。 

 画面左側から マッピング オプション を選択します。ドロップダウン リストから、マッピング オプション サ

ブプロファイルを選択します。このセクションの詳細については、マッピング オプション を参照してください。 

 画面左側から 詳細オプション を選択します。ダイナミック ルール、文字数制限設定、禁則文字の

置き換え設定 を構成します。このセクションの詳細については、詳細オプション を参照してください。 

 [保存] をクリックするとプロファイルを保存します。[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイル名を

入力して新しいプロファイルとして保存します。保存して既存メイン プロファイルを置き換える を選択

すると、元のプロファイルが置き換えられます。 

移行オプション 

移行オプションを使用すると、移行するコンテンツ設定およびセキュリティ設定を構成することができます。移行オ

プション サブプロファイルを設定する方法については、以下の説明を参照してください。 

 プロファイルの設定 タブで、プラン モード グループ内の [オンライン モード] をクリックします。 
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 画面左側の [移行オプション] をクリックします。 

 サブプロファイル グループ内の [サブプロファイルの編集] をクリックして、移行オプション フィールドを

有効にします。 

 プロファイル / サブプロファイル グループ内の [新規] をクリックします。 

 ポップアップ ウィンドウでサブプロファイル名を入力し、[保存] をクリックします。 

 コンテンツ タブで以下のコンテンツ移行設定を構成します。 

• ドキュメント形式のオプション – 移行後の Notes/Domino ドキュメントの変換先ドキュメ

ント タイプを指定します。Notes/Domino ドキュメントの変換先ドキュメント タイプ チェ

ックボックスを選択して、ドロップダウン リストからドキュメント形式を選択します。Notes/Domi

no ドキュメントの変換先ドキュメント タイプを docx、doc、InfoPath、pdf、aspx、ht

ml、msg から選択します。 

ライブラリを移行先ノードとして選択すると、変換されたドキュメントはファイルとしてライブラリに

生成されます。リストを移行先ノードとして選択すると、変換されたドキュメントは、Notes/Do

mino ドキュメントから生成されるアイテムの添付ファイルとして追加されます。 

Notes/Domino ドキュメントの変換先ドキュメント タイプ チェックボックスを選択しない

場合、Notes/Domino ドキュメントは移行後にアイテムのみを生成します。  

以下の点に注意してください。 

o DocAve は Notes/Domino ドキュメントから Microsoft Office InfoPath への

変換に対応しています。DocAve 移行ツールで InfoPath マッピングの生成およ

び InfoPath テンプレートの発行 を構成する必要があります。InfoPath を選

択する場合、DocAve 移行ツールを経由した InfoPath マッピングの生成および I

nfoPath テンプレートの発行が完了していることを確認してください。 
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o InfoPath を選択し、移行先ノードが SharePoint Online に存在する場合、こ

の機能は反映せず、Notes/Domino ドキュメントはアイテムとして移行されます。 

o msg を選択する場合、移行先環境に Microsoft Outlook がインストールされて

いることを確認してください。 

• フィールド値を使用したフォルダーの作成 – リスト内の Notes/Domino ドキュメントから生

成されたアイテムを特定のフィールド値で命名されたフォルダーに入れることで、アイテムを分類

します。フィールド値で命名されたフォルダーに Notes/Domino ドキュメントを移行する 

チェックボックスを選択します。フィールド名を入力するか、セミコロンで区切られた複数の単一

値フィールドの名前を入力することができます。  

o フィールド名および区切り記号を含む移行元フィールド値を入力する場合、テキスト 

ボックスに区切り記号を入力して、フォルダー構造を 入れ子 または 並列 から選択し

ます。既定では、区切り記号 \ が提供されています。例えば、フィールド値が "A\B

" であり、\ を区切り記号として入力場合、入れ子フォルダーの作成を選択すると、フ

ォルダー B はフォルダー A の配下に作成されます。並列フォルダーの作成を選択する

と、フォルダー A およびフォルダー B は同一レベルで作成されます。  

o 複数の単一値フィールドの名前を入力する場合は、入れ子フォルダーが移行先に作

成され、フォルダー構造がフィールド名の順序に従います。例えば、a;b を入力する場

合、フォルダー a は作成され、a にはサブフォルダー b が含まれます。a と b は単一

値フィールドの値です。  

アイテム数の制限 (Notes/Domino オンライン移行専用) - SharePoint リストまたはライ

ブラリ内のアイテム数を制限します。アイテム数が__を超える場合、移行時に複数のリスト

およびライブラリを作成する チェックボックスを選択します。既定の数値は 5000 です。ここで
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は、リストまたはライブラリに含められるアイテム数を変更することができます。このオプションを選

択する場合、リストまたはライブラリ内のアイテム数が制限を超えると、追加のリストまたはライブ

ラリが新規作成されます。数値のサフィックス (1、2、3...) は追加のリストまたはライブラリの

名前に追加されます。  

• イメージ オプション – リストを移行先として選択する場合、Notes/Domino ドキュメントに

埋め込まれた画像は、Notes/Domino ドキュメントから生成されたアイテムの添付ファイルと

して追加されます。ドキュメント ライブラリを移行先として選択する場合、Notes/Domino ド

キュメントに埋め込まれた画像は、Notes/Domino ドキュメントから生成されたアイテムと同

時にドキュメント ライブラリに移行されます。 

埋め込まれた画像をリストまたはドキュメント ライブラリから解凍し、SharePoint 画像ライブラ

リに保存する場合は、埋め込まれた画像を画像ライブラリに解凍する チェックボックスを選択

します。Notes/Domino 画像ライブラリ は画像ライブラリの既定名として提供されていま

す。この名前をカスタマイズすることができます。 

• リンク トラッキング オプション (Notes/Domino オンライン移行専用) – このオプションを選

択してリンク切れを防止します。移行元 DocLinks が移行先に移行されますが、DocLinks 

が示しているオブジェクトが移行先に移行されていない場合に、リンク切れが発生します。 

移行済みオブジェクトを示している DocLinks を Notes/Domino リンク トラッキング 

ページへ移動する チェックボックスを選択する場合、移行済みオブジェクトを示している DocLi

nks はリンク トラッキング ページにダイレクトされます。このページは SharePoint 内のオブジ

ェクトにリダイレクトします。 

このオプションを選択解除すると、正常に移行されたオブジェクトを示している DocLinks は S

harePoint 内の移行先オブジェクト URL にダイレクトされます。DocLinks が移行先に移

行されていないオブジェクトを示している場合、オプションが選択されているかどうかに関係なく、

閲覧者はリンク トラッキング ページにダイレクトされます。 

*注意: 移行先環境が SharePoint オンプレミスである場合、コントロール パネル > ソリュ

ーション マネージャー 内の以下のソリューションのいずれかが展開されていることを確認してく

ださい。  
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o SP2010LotusNotesLinkTracking.wsp 

o SP2013LotusNotesLinkTracking.wsp 

o SP2016LotusNotesLinkTracking.wsp  

o SP2019LotusNotesLinkTracking.wsp 

移行先環境が SharePoint Online である場合、ソリューションを展開する必要はありませ

ん。 

• ビュー移行オプション - ビューを移行する チェックボックスを選択して、Notes/Domino ビュ

ーを SharePoint ビューに移行します。DocAve 移行ツールで構成されたビュー マッピングは

移行中に反映されます。ビュー マッピングの構成方法の詳細については、DocAve 6 補助ツ

ール ユーザー ガイド を参照してください。  

有効にする場合、移行元と移行先ビューの名前競合を処理するための競合解決方法を以

下から選択します。 

o スキップする - 移行元ビューはスキップされ、移行先ビューは保持されます。 

o 追加する - 移行元ビューはビュー名の末にサフィックス (1、2、３...) がついた形で

移行されます。 

• Notes/Domino 添付ファイル移行オプション - Notes/Domino ドキュメント添付アイ

ルを個別の SharePoint ドキュメント ライブラリに置きます。添付ファイルをそれぞれのドキュ

メント ライブラリに移行する チェックボックスを選択します。Notes/Domino 添付ファイル 

ライブラリ は移行先ドキュメント ライブラリの既定名として提供されています。テキスト ボックス

にドキュメント ライブラリ名を入力してドキュメント ライブラリ名をカスタマイズすることもできま

す。  

http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
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*注意: このオプションは、移行先ノードがカスタム リスト、ディスカッション掲示板、連絡先、予

定表、Wiki ページ ライブラリである場合に反映されます。 

• フォルダー作成オプション (ドキュメント ライブラリまたはドキュメント ライブラリ内のフォルダーへ

の移行のみ) – DocAve で生成されたフォルダーに、Notes/Domino ドキュメントから生成

されたアイテムを入れることで、アイテムの分類をドキュメント ライブラリ上で行います。フォルダー

は移行元の件名で命名されます。 

移行済み Notes/Domino ドキュメント用のフォルダーを移行先で作成する チェックボッ

クスを選択すると、同じ件名のドキュメント、返答、返答への返答がフォルダーに移行されま

す。このオプションが選択されている場合、返信ドキュメントをメイン トピックのサブフォルダー

に移行する チェックボックスを選択すると、返答および返答への返答を、サブフォルダーに移行

することができます。 

• ドキュメント セット オプション (ドキュメント ライブラリまたはフォルダーへの移行のみ) – Note

s/Domino ドキュメントを SharePoint ドキュメント セットに移行します。Notes/Domin

o ドキュメントを SharePoint ドキュメント セットに移行する チェックボックスを選択する

と、移行中に移行元データのプロパティおよびセキュリティが保持されます。これにより、Notes/

Domino ドキュメント内の添付ファイルがドキュメント ライブラリ内のドキュメント セットに移行

され、移行先でのプロパティおよびセキュリティ管理が可能になります。 

• 既定のリスト テンプレート – サイト コレクションまたはサイトを移行先ノードとして選択する場

合、移行先のリスト テンプレートとして使用される既定のリスト テンプレートを選択することがで

きます。既定のリスト テンプレート ドロップダウン リストからリスト テンプレートを選択します。  

*注意: SharePoint でテンプレートとして保存されたリストは既定のリスト テンプレートとして

使用することができます。テキスト ボックスにリスト テンプレート名を入力します。 

 セキュリティ タブをクリックして、以下のセキュリティ設定を構成します。 

• ユーザーとグループ - ユーザーとグループを移行する を選択して移行元 Notes/Domino 

ユーザーおよびグループを SharePoint に移行します。 
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• セキュリティ - 上のセクションで ユーザーとグループを移行する チェックボックスが選択されて

いる場合、移行元ユーザーとグループのセキュリティを移行することもできます。 

• リスト権限の継承 (上のセクションで セキュリティを移行する チェックボックスが選択されてい

る場合にのみ使用可能) - Notes/Domino データベースから移行されたリストが移行先で

親サイトの権限を継承するかどうかを選択します。リストに対して、親サイトの権限を継承しな

い を選択して親サイトから権限を継承しないか、親サイトの権限を継承する を選択して親

サイトから権限を継承します。 

• アイテム権限の継承 (上のセクションで セキュリティを移行する チェックボックスが選択されて

いる場合にのみ使用可能) - Notes/Domino ドキュメントから移行されたアイテムが移行

先で親リストの権限を継承するかどうかを選択します。アイテムに対して、親リストの権限を継

承する を選択して親リストから権限を継承するか、移行元の継承関係を保持する を選択し

て Notes/Domino の権限継承関係を保持します。 

 [保存] をクリックしてサブプロファイルを保存します。または [名前を付けて保存] を選択し、サブプロ

ファイル名を入力して別のサブプロファイルとして保存します。保存して既存サブプロファイルを置き換

える を選択すると、元のサブプロファイルを置き換えます。このチェックボックスを選択しない場合、元の

サブプロファイルを削除せずに新しいサブプロファイルを保存します。 

マッピング オプション 

マッピング オプションで、リスト マッピング、コンテンツ タイプ マッピング、セキュリティ マッピングを構成することがで

きます。マッピング オプション サブプロファイルの設定方法については、以下の説明を参照してください。 

1. プロファイルの設定 タブで、プラン モード グループ内の [オンライン モード] をクリックします。 

2. 画面左側から [マッピング オプション] をクリックします。  
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3. サブプロファイル グループ内の [サブプロファイルの編集] をクリックして、マッピング オプション フィール

ドを有効にします。 

4. プロファイル / サブプロファイル グループ内の [新規] をクリックします。 

5. ポップアップ ウィンドウでサブプロファイル名を入力し、[保存] をクリックします。 

6. リスト マッピング タブをクリックして以下の設定を構成し、Notes/Domino データベースを SharePo

int リストへマッピングします。  

a. [リスト マッピングの追加] をクリックするとマッピング エントリが表示されます。ここで関連する

ルールを構成します。  

b. Notes/Domino データベース名 列配下のテキスト ボックスに、マッピングする Notes/D

omino データベースの名前を入力します。 

c. SharePoint リスト名 列配下のテキスト ボックスに、Notes/Domino データベースのマッ

ピング先となる SharePoint リストの名前を入力します。入力したリスト名が移行先に存在し

ない場合は、移行中に新しいリストが入力した名前で自動的に作成されます。既存のリストを

入力する場合、手順 d で選択したリスト テンプレートが既存のリスト テンプレートと同じであ

る必要があります。同じでない場合は、移行中に新しいリストが選択したリスト テンプレートで

移行先に作成されます。サフィックス (_1) がリスト名の末に追加されます。 

d. SharePoint リスト テンプレート ドロップダウン リストから、入力した SharePoint リストの

テンプレートを選択します。選択可能なオプションは、カスタム リスト、ドキュメント ライブラリ、デ

ィスカッション掲示板、連絡先、カレンダー、Wiki ページ ライブラリです。SharePoint リスト 

テンプレート名またはリスト テンプレート ID を入力することもできます。 

*注意: SharePoint でテンプレートとして保存されたリストは、リスト テンプレートとして使用

することができます。 
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e. 複数のマッピングを追加する場合は上記の手順を繰り返します。 

f. リスト マッピングを削除する場合は、リスト マッピングを選択して (複数選択可能)、[選択し

たリスト マッピングの削除] をクリックします。削除 ( ) ボタンをクリックしてリスト マッピングを

削除することもできます。 

7. コンテンツ タイプ マッピング タブをクリックして、DocAve 移行ツールで作成されたコンテンツ タイプ マ

ッピングを使用するか、コンテンツ タイプ マッピングを手動で構成するかを選択できます。 

• 移行ツールで生成したコンテンツ タイプ マッピングを使用する を選択すると、移行中に Do

cAve 移行ツールで構成されたコンテンツ タイプ マッピングが自動的に適用されます。 

*注意: DocAve 移行ツールによって生成されたコンテンツ タイプ マッピングを使用しますが、

このツールで構成されたマッピングが存在しない場合、移行中に既定のコンテンツ タイプ マッピ

ングが自動的に生成されます。 

• このページでコンテンツ タイプ マッピングを手動で構成する場合は、手動でコンテンツ タイプ 

マッピングを構成する オプションを選択します。ルール タブが表示されます。 

*注意: ここでコンテンツ タイプ マッピングおよび列マッピングを構成した場合、Notes/Domin

o 移行は、マッピング内のフォーム・フィールドおよび移行元に存在するフォーム・フィールドのみ

を移行します。 

ルールを設定する場合は、以下の設定を構成します。 

o コンテンツ タイプ マッピング - Notes/Domino フォームを SharePoint コンテンツ 

タイプにマッピングします。Notes/Domino フォーム 列に Notes/Domino フォー

ムの名前を、SharePoint コンテンツ タイプ 列に SharePoint コンテンツ タイプ

の名前を入力します。  

以下の点に注意してください。 
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▪ フォームが移行元でエイリアスが設定されている場合、フォームのエイリアスを

入力する必要があります。 

▪ SharePoint コンテンツ タイプが移行先に存在しない場合は、移行中に新

しいコンテンツ タイプが入力した名前で自動的に作成されます。  

▪ 既存の SharePoint コンテンツ タイプを入力する場合、構成ファイルでコン

テンツ タイプの更新を有効にする必要があります。移行先の DocAve エー

ジェント サーバーで、…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\Migrato

r\LotusNotesSettings\ConfigurationFile に移動して LotusNot

esMigrationWorker.xml をメモ帳で開き、<ContentTypeConf

ig UpdateContentType=“False”> の値を True に変更します。 

 指定したタイトル - 値が SharePoint 内のアイテムのタイトルとして使用される移

行元フィールドを指定します。タイトルを指定してください チェックボックスを選択し、テ

キスト ボックスにフィールド名を入力します。 

 列マッピング – マッピングされた Notes/Domino フィールドの SharePoint 列名

と SharePoint 列タイプを指定します。[列マッピングの追加] をクリックして列マッピ

ングを作成します。Notes/Domino フィールド名 列に Notes/Domino フィー

ルドの名前を、SharePoint 列名 列に SharePoint 列の名前を入力します。S

harePoint 列タイプ ドロップダウン リストからこの列用の SharePoint コンテンツ 

タイプを選択します。 

[列マッピングの追加] をクリックして上記の手順を繰り返し、列マッピングを追加しま

す。列マッピングを削除する場合は、マッピングを選択して (複数選択可能)、[選択
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した列マッピングの削除] をクリックします。削除 ( ) ボタンをクリックして、列マッピ

ングを削除することもできます。 

 

*注意: 管理されたメタデータ を選択した場合、用語セットのパスを入力すること

で、この列で複数の値を許可するかどうかを選択することができます。例えば、用語セ

ットへのパス テキスト ボックスでは、System はグループ名、; は区切り文字、キー

ワード は用語セットを意味します。複数の値を許可する チェックボックスを選択する

と、列に対して複数の値を定義することができます。テキスト ボックスで、複数の値を

区切るための区切り文字をカスタマイズすることができます。既定の区切り文字は ; 

です。 

 

*注意: 参照 を選択する場合、ポップアップ ウィンドウで 列の設定 を構成する必要

があります。検索するリストまたはライブラリ名を入力し、作成する参照列の名前を入

力します。これにより、この参照列を介してリストおよびライブラリから情報を取得できる

ようになります。ここでは複数の値を許可するかどうかを選択することができます。また、

区切り文字を指定することも可能です。 

ルール 1 タブの隣にあるプラス ( ) ボタンをクリックすると、複数のルールを追加することができ

ます。 

8. セキュリティ マッピング タブをクリックして、ユーザー マッピング、グループ マッピング、権限マッピングを選

択し、AD グループ マッピングを構成します。 

• ユーザー マッピング - 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] をクリックして新規作成します。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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• グループ マッピング - ドロップダウン リストからグループ マッピングを選択するか、[グループ マ

ッピングの新規作成] をクリックして新規作成します。グループ 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。  

• AD グループ マッピング – Notes/Domino グループを SharePoint 環境のドメインに存

在する AD グループにマッピングします。[AD グループ マッピングの追加] をクリックして、No

tes/Domino グループ名 列に Notes/Domino グループの名前を、AD グループ名 列

に AD グループの名前を入力します。  

[AD グループ マッピングの追加] をクリックして手順を繰り返して、AD グループ マッピングを

複数追加します。AD グループ マッピングを削除する場合は、マッピングを選択して (複数選

択可能)、[選択した AD グループ マッピングの削除] をクリックします。削除 ( ) ボタンを

クリックして、AD グループ マッピングを削除することもできます。 

• 権限マッピング - ドロップダウン リストから権限マッピングを選択するか、[権限マッピングの新

規作成] をクリックして新規作成します。権限マッピングの作成の詳細については、権限マッピ

ングの作成および編集 を参照してください。  

*注意: 権限マッピングを構成・選択しない場合は、既定の権限マッピングが移行中に適用さ

れます。  

9. [保存] をクリックしてサブプロファイルを保存します。または [名前を付けて保存] を選択し、サブプロフ

ァイル名を入力して別のサブプロファイルとして保存します。保存して既存サブプロファイルを置き換え

る を選択すると、元のサブプロファイルを置き換えます。このチェックボックスを選択しない場合、元のサブ

プロファイルを削除せずに新しいサブプロファイルを保存します。 

詳細オプション 

詳細オプション で、ダイナミック ルール、文字数制限設定 および 禁則文字の置き換え設定 を構成すること

ができます。詳細オプションを設定する方法については、以下の説明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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1. プロファイルの設定 タブで、プラン モード グループ内の [オンライン モード] をクリックします。 

2. 画面左側の [詳細オプション] をクリックします。ここで以下の設定を構成することができます。 

• スレッド設定 (高速移行専用) - 移行元コンテンツを Microsoft Azure 場所から Share

Point Online に同時に移行する際に使用するスレッド数を構成します。1 ~ 256 の間の

整数を入力することができます。既定の値は 32 です。 

• 移行元データ パッケージの設定 (高速移行専用) - データ パッケージに保存できるオブジェ

クトの最大数および最大サイズを構成します。オブジェクト数またはオブジェクトの合計サイズが

構成した制限を超過すると、移行元データ パッケージが分割されます。 

各分割されたパッケージ内のオブジェクト用のマニフェスト コンテナーは Azure 場所に作成さ

れます。既定では、100 件 のオブジェクトまたは合計サイズが 100 MB であるオブジェクト

ごとに 1 件のパッケージに分割されます。オブジェクトの最大数として 50 ~ 1000 の値を、オ

ブジェクトの最大サイズとして 50 ~ 1000 MB の値を指定することができます。 

• ダイナミック ルール – 移行元 Notes/Domino フィールド名および該当する値を ShareP

oint 列名および列値にマッピングします。ダイナミック ルールを選択するか、[ダイナミック ルー

ルの新規作成] をクリックして新規作成します。 

• 文字数制限設定 – フォルダー名、ファイル名、SharePoint URL の文字数制限を設定し

ます。 

o フォルダー名の最大文字数 – 既定値は 60 です。1 ~ 260 の間の値を定義する

ことができます。名前を 129 ~ 260 の間の文字で指定できるのは、SharePoint 

2016 / SharePoint 2019 / SharePoint Online フォルダーです。 

フォルダー名が制限を超える場合、超過した分の文字が末尾からプルーニングされま

す。例えば、データベースから移行されたフォルダーが移行元で abcdef という名前

を使用しており、ここで設定した値が 5 である場合、移行後のフォルダー名は abcd

e となります。 
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o ファイル名の最大文字数 – 既定値は 80 です。1 ~ 260 の間の値を定義するこ

とができます。名前を 129 ~ 260 の間の文字で指定できるのは、SharePoint 2

016 / SharePoint 2019 / SharePoint Online ファイルです。 

拡張子を含むファイル名が制限を超える場合、超過した分の文字が末尾からプルー

ニングされます。例えば、ファイルが移行元で abcdef.txt という名前を使用してお

り、ここで設定した値が 5 である場合、移行後のファイル名は a.txt となります。 

o SharePoint URL の最大文字数 – 既定値は 255 です。1 ~ 400 の間の値

を定義することができます。URL を 261 ~ 400 の間の文字で指定できるのは、Sh

arePoint 2019 / SharePoint Online オブジェクトです。SharePoint オブジェ

クト URL の文字数は、/ の後の管理パスの最初の文字から数えられます。フォルダ

ーおよびファイルの URL が制限を超える場合、移行結果は以下のようになります。 

▪ フォルダーの URL が制限を超える場合、フォルダーおよびそのコンテンツは、

フォルダー URL が制限を超えないようになるまで上位レベルのフォルダーに移

行されます。フォルダー内に URL が制限を超えるファイルがある場合、そのフ

ァイルは、ファイル URL が制限を超えないようになるまで上位レベルのフォル

ダーに移行されます。 

▪ ファイルの URL が制限を超える場合、ファイル URL が制限を超えないよう

になるまで上位レベルのフォルダーに移行されます。 

• 禁則文字の置き換え設定 – SharePoint の禁則文字を有効な文字に置き換えます。Sh

arePoint で指定した文字に対して、グループ レベル、フォルダー レベル、ファイル レベルの禁

則文字のマッピングを変更・追加することができます。既定では、禁則文字はすべてアンダース

コア (_) に置き換えられます。グループ レベル、フォルダー レベル、ファイル レベル タブをクリ

ックします。  
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 禁則文字マッピングを変更する場合は、禁則文字の隣にある 次の項目と置き換え

る 列配下のアンダースコア (_) をダブルクリックして、別の文字に変更します。  

 禁則文字マッピングを追加する場合は、[禁則文字の追加] をクリックします。Shar

ePoint の禁則文字一覧 列に禁則文字を入力し、次の項目と置き換える 列に

該当する有効な文字を入力します。[禁則文字の追加] を再度クリックすると、別の

禁則文字マッピングを作成することができます。 

 禁則文字マッピングを削除する場合は、マッピングを選択して (複数選択可能)、[選

択した禁則文字の削除] をクリックします。削除 ( ) ボタンをクリックして禁則文字

マッピングを削除することもできます。 

以下の点に注意してください。 

▪ SharePoint 2016 で、~、&、{、} がフォルダー レベルの禁則文字では

なく、~、&、*、:、{、}、| がファイル レベルの禁則文字ではなくなります。

これらの文字のマッピングを削除することができます。ただし、このプロファイル

を、移行先が SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint O

nline であるジョブに適用すると、この削除により移行ジョブ中にエラーが発

生する可能性があります。  

▪ SharePoint Online で、# および % がフォルダー レベルおよびファイル レ

ベルの禁則文字ではなくなります。これらの文字のマッピングを削除することが

できます。ただし、このプロファイルを、移行先が SharePoint オンプレミスで

あるジョブに適用すると、この削除により移行ジョブ中にエラーが発生する可

能性があります。 
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▪ 既定の禁則文字のマッピングを削除する場合は、MigrationCommon

Configuration.xml 構成ファイルで <IsEnableIllegalCharRepl

acement Flag="true"/> ノードを無効にする必要があります。この構

成ファイルが移行先 DocAve エージェント サーバーのディレクトリ …\AveP

oint\DocAve6\Agent\data\Migrator\MigrationCommonMigr

ator に存在します。上記のノードを無効にしない場合、削除された既定の

禁則文字はアンダースコア (_) に置き換わります。 

*注意: フォルダー名がピリオド (.) で終了する場合、すべてのピリオド (.) が

移行ジョブ中に削除されます。ファイル名がピリオド (.) で終了する場合、移

行ジョブ中に最後のピリオド (.) がアンダースコア (_) に置き換わります。 

Notes/Domino オフライン移行の実行 

オンライン Notes/Domino 移行ジョブは、Notes/Domino のコンテンツ、セキュリティ、構成を SharePoin

t 環境に移行します。 

Notes/Domino オンライン移行ジョブを開始する場合は、リボン上で [オンライン移行] をクリックします。  

Notes/Domino 移行ジョブの実行方法については、以下の説明を参照してください。 

移行元と移行先ノードの選択 

ツリーから移行元ノードと移行先ノードを選択する方法については、以下の説明を参照してください。 

 移行元 画面の [移行元の選択] またはリボン上の アクション グループ内の [移行元の選択] をク

リックして、移行元を選択します。移行元の選択 ウィンドウが表示されます。ここで以下の設定を構成

します。 

a. エージェント – ドロップダウン リストから、Notes/Domino 環境にインストールされている Do

cAve エージェントを選択します。 
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b. 接続 - Notes/Domino 接続を選択します。 

c. Domino サーバー – Notes/Domino の Domino サーバーを選択します。ローカル を

選択すると、ローカル構成 セクションが表示されます。 

*注意: 使用する Domino サーバーがドロップダウン リストに表示されていない場合、Domi

no サーバーが Notes/Domino クライアントに接続されていないことを意味します。付録 B 

- 追加の Domino サーバー接続の作成 内の説明を参照して先に接続を構成してくださ

い。 

d. ローカル構成 – Domino サーバーのサーバー名とアドレス帳名を入力して、ユーザー情報を

取得します。 

e. システム データベース – システム データベースの表示 チェックボックスを選択して、システム 

データベースを含めすべてのデータベースを移行元ツリーに表示します。 

f. フィルター オプション – 移行元ツリーのデータベース ノード配下に表示する対象を選択しま

す。既定では、ビュー が選択されており、Notes/Domino データベースのビューが選択可能

の状態で移行元ツリーに表示されます。ドキュメント、返答、返答への返答などを移行元ノー

ドとしてフィルターする場合は、Notes 数式によるドキュメント を選択し、数式を定義してド

キュメントをフィルターします 配下にあるテキスト ボックスに数式を入力します。数式は、以

下の例のような形式で入力してください。  

例: Categories=“”, readers=“” |From=“” & Categories=“”!Form=“” 

*注意: |、&、! が条件ルールでサポートされています。| は OR を、& は AND を、! は N

OT を意味します。 

g. [OK] をクリックして移行元の選択の構成を完了します。移行元ツリーで、データベース ノード

配下に表示できるオブジェクトをフィルターすることもできます。データベースを右クリックして、[フ

ィルター] をクリックします。フィルター ウィンドウで、現在のデータベースのフィルターを有効

にする チェックボックスを選択します。以下のオプションから選択します。 
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o ビュー - 現在のデータベースのビューがデータベース ノード配下に表示されます。 

o Notes/Domino 数式によるドキュメント - ドキュメントをフィルターする Notes/

Domino 数式を定義します。数式でフィルターされたドキュメントがデータベース ノー

ド配下に表示されます。テキスト ボックスに数式を入力します。数式は、以下の例の

ような形式で入力してください。 

例: Categories=“”, readers=“” |From=“” & Categories=“”!Form=“” 

*注意: |、&、! が条件ルールでサポートされています。| は OR を、& は AND 

を、! は NOT を意味します。 

[OK] をクリックして構成を完了し、フィルター ウィンドウを閉じます。 

移行元を変更する場合、移行元 画面の [移行元の変更] またはリボン上の アクション グ

ループ内の [移行元の変更] をクリックします。上記の手順を繰り返します。 

h. データを移行するノードを選択します。大規模環境で作業する場合、キーワードの入力 テキ

スト ボックスにノード名 (例: データベース、ビュー、アイテム) を入力して指定のノードを検索し

ます。ここで検出できるのは、現在展開中のツリーに名前が表示されているノードのみです。展

開中のツリーに表示されていないノードは検索できません。キーワードを入力してしばらくする

と、検索結果が表示されます。 

i. 該当するチェックボックスを選択して移行元ノードを選択します。 

*注意: 移行で対応している・対応していない移行元データの種類については、Notes/Domino 移

行で対応している・対応していない要素、対応している・対応していない Notes 文書要素、対応し

ている・対応していない Notes ビューおよびフィールド を参照してください。 

 移行先 画面で、ファーム名または 個人用登録済みサイト をクリックしてデータ ツリーを展開します。

移行先ノードを選択する方法については、以下の説明を参照してください。 
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*注意: 移行データベースが既に構成されていることを確認してください。移行データベースが構成され

ていない場合、移行先ファームまたは SharePoint Online サイトは使用できません。移行データベ

ースの構成方法については、移行データベースの構成 を参照してください。 

a. 移行先となるノードを選択します。大規模環境で作業する場合、キーワードの入力 テキスト 

ボックスにノードのキーワード (サイト URL、サイト タイトル、サイト・リスト・アイテムの名前など) 

を入力して指定のノードを検索します。ここで検出できるのは、現在展開中のツリーに名前が

表示されているノードのみです。展開中のツリーに表示されていないノードは検索できません。  

b. 検索条件を絞り、表示するノードの数を絞るには、選択したノードを右クリックして、高度検索 

を選択します。高度検索 画面で [条件の追加] をクリックして、以下の設定を構成します。 

i. ルール - 検索のルールを選択します。高度検索で対応している各ノードの対応して

いるルールについては、以下の表を参照してください。 

環境 ノード ルール 

SharePoint オンプレ

ミス 

 

ファーム レベル Web アプリケーション: URL 

Web アプリケーション レベ

ル 

サイト コレクション: 名前 

サイト コレクション: URL 

サイト サイト: 名前 

サイト: URL 

リスト リスト・ライブラリ: 名前 

リスト・ライブラリ: URL 

フォルダー フォルダー: 名前 

フォルダー: URL 

SharePoint Online サイト サイト: 名前 



DocAve
®

 6 Notes/Domino 移行 73 

環境 ノード ルール 

(個人用登録済みサ

イト) 

 

サイト: URL 

リスト リスト・ライブラリ: 名前 

リスト・ライブラリ: URL 

フォルダー フォルダー: 名前 

フォルダー: URL 

 

ii. 条件 – ドロップダウン リストからルールの条件を選択します。 

iii. 値 – ルールの値をテキスト ボックスに入力します。 

条件を追加する場合は、[条件の追加] をクリックして、上記の手順を繰り返します。[AN

D] もしくは [OR] をクリックすると、条件間の論理関係を変更することができます。既定の論

理関係は AND です。AND を選択すると、すべての条件を満たす子ノードが結果に含まれ

ます。OR を選択すると、条件のいずれかを満たす子ノードが結果に含まれます。基本フィル

ター条件 フィールドに、フィルター条件の論理関係が表示されます。 

[検索] をクリックして、子ノードの検索を開始します。 

c. 該当するラジオ ボタンをクリックして移行先ノードを選択します。指定の名前を入力して [コン

テナの作成] をクリックすると、新しいサイト コレクション (SharePoint オンプレミスのみ)、サイ

ト、リスト、フォルダーなどを作成することもできます。コンテナ作成の詳細については、コンテナの

作成 を参照してください。 

*注意: ライブラリまたはリストを作成する際に、SharePoint でテンプレートとして保存されたリ

ストは、カテゴリー ドロップダウン リストに読み込むことが可能です。保存されたリストをテンプレ

ートとして選択してライブラリまたはリストを作成することができます。読み込めるのは、カスタム 

リスト、ドキュメント ライブラリ、ディスカッション掲示板、連絡先、カレンダー、Wiki ページ ライ

ブラリ タイプのリスト テンプレートのみです。 
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 このジョブを保存・実行する方法が 2 種類あります。 

• 移行ジョブをただちに実行する場合は、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 ウィン

ドウが表示されます。ただちに実行 ウィンドウを構成する方法については、[ただちに実行] 画

面の構成 を参照してください。  

• [新しいプランとして保存] をクリックすると、新しいプランとして保存 画面が表示されます。

新しいプランとして保存 画面を構成する方法については、[新しいプランとして保存] 画面の

構成 を参照してください。 

コンテナの作成 

移行済みのコンテンツを保存するため、コンテナは移行の実行前に移行先で作成されます。Notes/Domino 

移行の移行先コンテナとして、サイト コレクション、サイト、リスト、ライブラリ、フォルダーを指定することができま

す。  

DocAve では、DocAve インターフェイスから移動せずに SharePoint コンテナを作成することができます。こ

のため、SharePoint を使用して移行先で必要なコンテナをすべて作成する必要がなく、移行タスクを実行す

ることができます。  

コンテナを作成する場合は、移行先 画面に移動し、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。作成するコンテナ タイプに合わせ、

以下のように設定を構成します。 

*注意: フォルダーを作成する場合、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。 

サイト コレクションの作成 

コンテナの作成 ウィンドウで以下の設定を構成します。 
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• タイトルと説明 - 新しいサイト コレクションの タイトル と今後参考にするための 説明 を入力

します。 

• テンプレートの選択 - 言語の選択 ドロップダウン リストから言語を選択します。この新しいサ

イト コレクション用のサイト 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。 

• サイト コレクション管理者 – このサイト コレクションのサイト コレクション管理者の ユーザー

名 を入力します。確認 ( ) ボタンをクリックして、そのユーザーが有効であるかどうかを確認

するか、参照 ( ) ボタンをクリックして、新しいページでユーザーとグループを選択します。 

• 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。 

• 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。 

• 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。 

[OK] をクリックして新しいサイト コレクションを作成します。[キャンセル] をクリックすると、コンテナの作成 ウィ

ンドウを閉じます。 

*注意: Notes/Domino 移行で作成できるのは、SharePoint オンプレミス サイト コレクションのみです。 

サイトの作成 

コンテナの作成 ウィンドウで以下の設定を構成します。 

• タイトルと説明 - 新しいサイトの タイトル と今後参考にするための 説明 を入力します。 
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• テンプレートの選択 - 言語の選択 ドロップダウン リストから言語を選択します。この新しいサ

イト用のサイト 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

テンプレートにアクセスします。 

• 権限 - 固有の権限を使用する を選択すると、この新しいサイトへのアクセスを固有のユーザ

ー セットに許可します。親サイトと同じ権限を使用する を選択すると、この新しいサイトへの

アクセスを、親サイトにアクセスできるユーザーに許可します。 

• ナビゲーション – このサイトのリンクを親サイトのサイド リンク バーまたはトップ リンク バーに表

示する場合は、はい を選択します。 

• ナビゲーションの継承 - はい を選択すると、親サイトのトップ リンク バーを使用します。 

[OK] をクリックして新しいサイトを作成します。[キャンセル] をクリックすると、コンテナの作成 ウィンドウを閉じ

ます。 

リスト / ライブラリの作成 

コンテナの作成 ウィンドウで以下の設定を構成します。 

• 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。 

• カテゴリー - 新しいリストまたはライブラリのカテゴリーを選択します。 

• ナビゲーション - ライブラリまたはリストをサイド リンク バーに表示する場合は、はい を選択し

ます。 

ライブラリ をオブジェクト タイプとして選択し、ドキュメント ライブラリ をカテゴリーとして選択

する場合、以下の設定を構成します。 
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o ドキュメントのテンプレート (ライブラリのみ) – 新しいライブラリの場合、ドロップダウン 

リストからドキュメント テンプレートを選択して、このドキュメント ライブラリで作成される

すべての新しいファイルの既定テンプレートを決定します。 

o ドキュメントのバージョン履歴 (ドキュメント ライブラリ、フォーム ライブラリの場合) – 

はい を選択すると、このライブラリのファイルを編集するたびに新しいバージョンを作成

します。 

[OK] をクリックして新しいリストまたはライブラリを作成します。[キャンセル] をクリックすると、コンテナの作成 

画面を閉じます。 

[ただちに実行] 画面の構成 

ただちに実行 画面で、以下の設定を構成して移行ジョブをただちに実行します。 

1. 競合解決 - アイテム名競合処理用の解決方法を選択します。コンテナ レベル の競合解決オプショ

ンは、マージする と スキップする です。マージする を選択した場合、下位オブジェクトを確認して、コ

ンテンツ レベルの競合解決 を構成する必要があります。スキップする を選択した場合、コンテンツ レ

ベルの競合解決 の構成は必須ではありません。競合解決の詳細については、付録 E - 競合解決 

を参照してください。 

2. プロファイルの選択 – 構成済みの移行オプション、マッピング オプション、詳細オプションを含む移行ジ

ョブ用プロファイルを選択します。プロファイルの移行設定は移行ジョブに適用されます。Notes/Domi

no 移行には、Default Profile (既定) という名前の既定のメイン プロファイルがあります。 

3. 移行先エージェント グループ (Notes/Domino オンライン移行専用) – 移行ジョブを実行する移

行先エージェント グループを選択します。負荷分散やより高いパフォーマンス実現のため、エージェント 

グループには複数のエージェントを含めることができます。 
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*注意: このセクションは、移行先ノードが SharePoint オンプレミス環境に存在する場合にのみ表示

されます。 

4. Microsoft Azure 場所 (Notes/Domino 高速移行専用) - 移行データを保存する Microso

ft Azure 場所を選択します。既定の Azure 場所 を選択するか、[Microsoft Azure 場所の

新規作成] をクリックして新規作成します。詳細については、Azure 場所の作成および編集 を参照

してください。カスタム Azure 場所を選択する場合、移行対象データに対する暗号化を有効にする 

チェックボックスを選択して、移行中にデータを暗号化することができます。 

*注意: 既定の Azure 場所 を使用する場合、Microsoft Azure ストレージに保存される移行対

象データは自動的に暗号化されます。 

5. 移行データベース – 移行データベースを使用してリンク データを保存します。以下のオプションのいず

れかを選択することもできます。 

• ジョブ データを移行データベースに保存する - 詳細なジョブ情報を移行データベース内の表 

DocAve6.LotusNotesM.JobDetail, DocAve6.LotusNotesM.JobNotifica

tion および DocAve6.LotusNotesM.JobStatistics に保存します。表の詳細につ

いては、付録 A - Notes/Domino 移行データベース情報 を参照してください。 

• ログ情報を移行データベースに保存する - ログ情報を移行データベース内の表 DocAve

6.LotusNotesM.JobLogs に保存します。表の詳細については、付録 A - Notes/Do

mino 移行データベース情報 を参照してください。 

[テスト] をクリックすると、構成した移行データベースが使用可能であるかどうかを確認します。テスト終

了後に [詳細] をクリックすると、エージェント名 と 状態 が表示されます。データベースが使用可能で

あることを確認してください。データベースが使用できない場合、移行ジョブは失敗となります。  

6. 通知 – 通知レポート送信用のメール通知プロファイルを選択します。通知ポリシーの詳細な操作方法

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
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7. ジョブ ステータス オプション – Notes/Domino 移行ジョブのステータスを判断する際に、メタデータ 

/ セキュリティの例外を考慮するかどうかを選択します。メタデータ / セキュリティの例外を無視する チ

ェックボックスを選択した場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリティの移行が失敗すると、移行ジョブ

のステータスは 完了 となります。チェックボックスを選択しない場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリ

ティの移行が失敗すると、ジョブ ステータスは 完了 (実行中に例外あり) となります。  

8. [OK] をクリックしてジョブをただちに実行します。[キャンセル] をクリックすると、オンライン移行の ホー

ム ページに戻ります。 

[新しいプランとして保存] 画面の構成 

新しいプランとして保存 画面で、以下の設定を構成して新しい移行プランを作成します。 

1. プラン名 - 作成するプランの名前と説明を入力します。説明は必須ではりません。 

2. プロファイルの選択 – 構成済みの移行オプション、マッピング オプション、詳細オプションを含む移行ジ

ョブ用プロファイルを選択します。プロファイルの移行設定は移行ジョブに適用されます。Notes/Domi

no 移行には、Default Profile (既定) という名前の既定のメイン プロファイルがあります。 

3. 移行先エージェント グループ (Notes/Domino オンライン移行専用) – 移行ジョブを実行する移

行先エージェント グループを選択します。負荷分散やより高いパフォーマンス実現のため、エージェント 

グループには複数のエージェントを含めることができます。 

*注意: このセクションは、移行先ノードが SharePoint オンプレミス環境に存在する場合にのみ表示

されます。 

4. Microsoft Azure 場所 (Notes/Domino 高速移行専用) - 移行データを保存する Microso

ft Azure 場所を選択します。既定の Azure 場所 を選択するか、[Microsoft Azure 場所の

新規作成] をクリックして新規作成します。詳細については、Azure 場所の作成および編集 を参照
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してください。カスタム Azure 場所を選択する場合、移行対象データに対する暗号化を有効にする 

チェックボックスを選択して、移行中にデータを暗号化することができます。 

*注意: 既定の Azure 場所 を使用する場合、Microsoft Azure ストレージに保存される移行対

象データは自動的に暗号化されます。 

5. スケジュールの選択 – プランを実行するスケジュールのタイプを選択します。 

• スケジュールなし – プランを手動で実行する場合はこのオプションを選択します。 

• 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択すると、スケジュールの選択 の下に 

スケジュール設定 セクションが表示されます。  

*注意: ジョブの実行中に Domino Admin、Notes/Domino、Domino Designer、D

ocAve 移行ツールのいずれかが実行されていると、ジョブが失敗となる可能性があります。こ

れらのサービスが実行中でないことを確認してください。 

6. スケジュール設定 - [スケジュールの追加] をクリックして新しいスケジュールを作成します。スケジュー

ルの構成の詳細については、[スケジュールの追加] 画面の構成 を参照してください。構成済みのスケ

ジュールをプレビューする場合は、スケジュールを選択し、[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーで

表示します。該当のスケジュールの後ろにある削除 ( ) ボタンをクリックすると、スケジュールを削除す

ることができます。 

*注意: このセクションは、手動でスケジュールを構成する を選択した場合にのみ表示されます。 

7. 通知 – 通知レポート送信用のメール通知プロファイルを選択します。通知ポリシーの詳細な操作方法

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。 

8. 関連するプラン グループ – 関連するプラン グループ ドロップダウン リストから関連するプラン グルー

プを選択するか、プラン グループを新規作成して、プランをプラン グループの設定に従って実行します。

プラン グループ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 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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9. 移行データベース – 移行データベースを使用してリンク データを保存します。以下のオプションのいず

れかを選択することもできます。 

• ジョブ データを移行データベースに保存する - 詳細なジョブ情報を移行データベース内の表

DocAve6.LotusNotesM.JobDetail、DocAve6.LotusNotesM.JobNotifica

tion、DocAve6.LotusNotesM.JobStatistics に保存します。表の詳細について

は、付録 A - Notes/Domino 移行データベース情報 を参照してください。 

• ログ情報を移行データベースに保存する - ログ情報を移行データベースの表 DocAve6.L

otusNotesM.JobLogs に保存します。表の詳細については、付録 A - Notes/Domi

no 移行データベース情報 を参照してください。 

[テスト] をクリックすると、構成済みの移行データベースが使用可能であるかどうかを確認することがで

きます。テスト終了後に [詳細] をクリックすると、エージェント名 と 状態 が表示されます。データベー

スが使用可能であることを確認してください。データベースが使用できない場合、移行ジョブは失敗とな

ります。 

10. プランの構成の完了後、次のオプションのいずれかを選択します。 

• [保存] をクリックして、構成したプランを保存します。プラン マネージャー 画面が表示されま

す。詳細については、プランの管理 を参照してください。 

• [保存] の隣の三角形をクリックして 保存して実行 を選択すると、プランを保存してただちに

実行します。ただちに実行 ウィンドウが表示されます。以下の設定を構成します。 

o オプション – この移行プランの移行タイプを選択します。 

▪ 完全移行 - プロファイルに従って移行元ノードのすべてのコンテンツを移行先

ノードに移行します。 

▪ 増分移行 – 前回の移行ジョブ以降に変更された移行元ノード コンテンツ、

および前回の移行ジョブ内の移行失敗のコンテンツのみを移行します。 
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o 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテム

名と競合する場合の競合解決方法を選択します。コンテナ レベル の競合解決オプ

ションは、マージする と スキップする です。マージする を選択した場合、下位レベル

の競合を確認する が選択されており、コンテンツ レベルの競合解決 を構成する必

要があります。スキップする を選択した場合、コンテンツ レベルの競合解決 の構成

は必須ではありません。 

オプション で 増分移行 を選択し、コンテンツ レベルの競合解決 として スキップす

る を選択しない場合、前回の移行ジョブでメタデータ / セキュリティの移行に失

敗したオブジェクトを再移行する かどうかを選択することもできます。競合解決の詳

細については、付録 E - 競合解決 を参照してください。 

o ジョブ ステータス オプション – Notes/Domino 移行ジョブのステータスを判断す

る際に、メタデータ / セキュリティの例外を考慮するかどうかを選択します。メタデータ 

/ セキュリティの例外を無視する チェックボックスを選択した場合、コンテンツ メタデー

タまたはセキュリティの移行が失敗すると、移行ジョブのステータスは 完了 となります。

チェックボックスを選択しない場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリティの移行が失

敗すると、ジョブ ステータスは 完了 (実行中に例外あり) となります。 

11. [OK] をクリックして、オンライン移行ジョブを実行します。 

[スケジュールの追加] 画面の構成 

スケジュールの追加 画面で、以下の設定を構成してスケジュールを追加します。 

1. オプション – このカスタム スケジュールの移行タイプを選択します。  

• 完全移行 を選択すると、プロファイルに従って移行元ノードのすべてのコンテンツを移行先ノー

ドに移行します。  
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• 増分移行 を選択すると、前回の移行ジョブ以降に変更 (追加 および 編集) された移行元

ノード コンテンツ、および前回の移行ジョブ内の移行失敗のコンテンツが移行されます。 

2. 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテム名と競合する場

合の競合解決方法を選択します。コンテナ レベル の競合解決オプションは、マージする と スキップ

する です。マージする を選択した場合、下位オブジェクトを確認する が選択されており、コンテンツ 

レベルの競合解決 を構成する必要があります。スキップする を選択した場合、コンテンツ レベルの

競合解決 の構成は必須ではありません。 

オプション で 増分移行 を選択し、コンテンツ レベルの競合解決 として スキップする を選択しない

場合、前回の移行ジョブでメタデータ / セキュリティの移行に失敗したオブジェクトを再移行する 

かどうかを選択することもできます。競合解決の詳細については、付録 E - 競合解決 を参照してくだ

さい。 

3. スケジュール設定 – 再実行スケジュールを実行する頻度を定義します。テキスト ボックスに整数を入

力してドロップダウン リストから 分間、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択します。 

4. 再実行期間 – 再実行スケジュールの開始日時と終了タイミングを設定します。 

• 開始時刻 – プランを開始する日時を設定します。開始時刻 の下のタイム ゾーン 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。開始時刻を現在の時刻より前に設定する

ことはできません。 

• 終了時刻なし - プランを手動で終了するまで繰り返して実行します。 

• __ 回後に終了 – テキスト ボックスで構成した回数に到達すると、プランの実行を停止しま

す。 

• 終了時刻 - プランの再実行を終了する日時を設定します。 

5. ジョブ ステータス オプション – Notes/Domino 移行ジョブのステータスを判断する際に、メタデータ 

/ セキュリティの例外を考慮するかどうかを選択します。メタデータ / セキュリティの例外を無視する 
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チェックボックスを選択した場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリティの移行が失敗すると、移行ジョ

ブのステータスは 完了 となります。チェックボックスを選択しない場合、コンテンツ メタデータまたはセキ

ュリティの移行が失敗すると、ジョブ ステータスは 完了 (実行中に例外あり) となります。 

6. [保存] をクリックしてスケジュールの構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せ

ずに 新しいプランとして保存 画面に戻ります。 

SharePoint Online 用の Notes/Domino 移行 

Notes/Domino 移行を使用して、Notes/Domino オブジェクトを SharePoint Online に移行すること

ができます。この機能を正常に実行するために、コントロール パネル で SharePoint Online サイト コレクシ

ョン・OneDrive for Business・Office 365 グループ チーム サイトを登録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 の オブジェクト登録 セクションを参照してください。 

SharePoint Online 用の Notes/Domino 移行を使用する前に、該当する Notes/Domino から Sha

rePoint Online への移行ライセンスが購入されていることを確認してください。DocAve 6 マネージャー > 

コントロール パネル > ライセンス マネージャー に移動し、移行 タブをクリックすると、該当する Notes/Dom

ino から SharePoint Online への移行ライセンスが使用可能であるかどうかを確認できます。 

移行プロファイルの管理方法または Notes/Domino オンライン移行ジョブの実行方法については、オンライン

移行について を参照してください。 

*注意: SharePoint Online への Notes/Domino 移行では、SharePoint Online 移行先ノードのサイ

ト コレクション レベルで コンテナの作成 機能を使用することはできません。 

*注意: ユーザー マッピング の 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 オプションは、SharePoint Online への Notes/Domino 移行で使用することはできま

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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せん。このオプションは、存在しない移行先ユーザーを、移行先 Active Directory 内のプレースホルダー アカ

ウントに置き換えます。  

*注意: 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 Notes/Domino 移行ジョブを実行することができます。そのためには、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。 

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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オフライン移行について 

Notes/Domino オフライン移行は、先に移行元データをエクスポート先にエクスポートして、その後エクスポート

済みのデータ SharePoint 移行先にインポートします。オフライン移行の実行前に、該当する Notes/Domi

no エクスポート プロファイルおよびインポート プロファイルを用意する必要があります。  

オフライン移行の概要 

1. 移行前構成 

• 移行データベースの構成 

• Notes/Domino 接続の構成 

• ステージング場所の構成 (オフライン ジョブ専用) 

• フィルター ポリシーの構成 (必須ではありません) 

• マッピング設定の構成 (必須ではありません) 

• ダイナミック ルールの構成 (必須ではありません) 

2. Notes/Domino オフライン移行プロファイルの構成 

a. エクスポート プロファイルの設定 

b. インポート プロファイルの設定 

3. Notes/Domino オフライン移行の実行 

a. データのエクスポート 

i. 移行元と移行先ノードの選択 

ii. [新しいプランとして保存] 画面の構成 
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b. データのインポート 

i. 移行元と移行先ノードの選択 

▪ コンテナの作成 

ii. [新しいプランとして保存] 画面の構成 

Notes/Domino オフライン移行プロファイルの構成 

オフライン移行プロファイルで、オフライン移行ジョブ用の複数の設定を構成することができます。オフライン移行プ

ロファイルは、エクスポート プロファイルとインポート プロファイルから構成されています。エクスポート プロファイルと

インポート プロファイルの作成方法については、以下の説明を参照してください。 

エクスポート プロファイルの設定 

エクスポート プロファイルを作成して、移行オプション、フィルター オプション、マッピング オプションを構成します。 

1. ホーム タブで、[プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブが表示されます。 

2. プラン モード グループ内の [エクスポート モード] をクリックします。 

3. プロファイル / サブプロファイル グループ内の [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウでプロファイル名を入力し、[保存] をクリックします。 

5. 画面左側の 移行オプション をクリックします。詳細設定については、以下のセクションを参照してくださ

い。フィールド値を使用したフォルダーの作成、ビュー移行オプション、ユーザーとグループ、セキュリテ

ィ については、移行オプション を参照してください。 

6. 画面左側の フィルター オプション をクリックします。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] をクリックして新規作成します。フィルター ポリシーの作成の

詳細については、フィルター ポリシーの作成および編集 を参照してください。 
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7. 画面左側の マッピング オプション をクリックします。コンテンツ タイプ マッピング の詳細については マ

ッピング オプション を参照してください。 

8. メイン プロファイル名の隣にある [保存] をクリックすると、メイン プロファイルの構成を保存します。[変

更の破棄] をクリックすると、変更を保存せずに既定のプロファイルの作成ページに戻ります。 

インポート プロファイルの設定 

インポート プロファイルを作成して、移行オプション、マッピング オプション、詳細オプションを構成します。 

1. ホーム タブで、[プロファイルの設定] をクリックします。プロファイルの設定 タブが表示されます。 

2. プラン モード グループ内の [インポート モード] をクリックします。 

3. プロファイル / サブプロファイル グループ内の [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウでプロファイル名を入力し、[保存] をクリックします。 

5. 画面左側の [移行オプション] をクリックします。移行オプションのサブプロファイルの構成の詳細につい

ては、移行オプション を参照してください。 

6. [マッピング オプション] を選択します。このセクションの詳細については、マッピング オプション を参照し

てください。 

7. 画面左側の [詳細オプション] をクリックします。詳細オプションの構成については、詳細オプション を

参照してください。 

8. メイン プロファイル名の隣にある [保存] をクリックすると、メイン プロファイルの構成を保存します。[変

更の破棄] をクリックすると、変更を保存せずに既定の プロファイルの設定 ページに戻ります。 
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Notes/Domino オフライン移行の実行 

Notes/Domino オフライン移行は、オフライン移行元のコンテンツをオフライン移行先に移行します。このプロセ

スには、エクスポート先の設定、エクスポート先へのデータのエクスポート、インポート先の設定、移行先へのデー

タのインポートなどの作業が含まれています。 

データのエクスポート 

オフライン移行 ジョブを実行するために、以下の説明を参照してデータをエクスポート先にエクスポートしてくださ

い。 

移行元と移行先ノードの選択 

ツリーから移行元ノードと移行先ノードを選択する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. ホーム タブで、プラン グループ内の [エクスポート] をクリックします。 

2. 移行元 画面の [移行元の選択] またはリボン上の アクション グループ内の [移行元の選択] をクリ

ックして、移行元データを選択します。移行元の選択 画面が表示されます。以下の設定を構成しま

す。 

a. エージェント – ドロップダウン リストから、Notes/Domino 環境にインストールされている希

望の DocAve エージェントを選択します。 

b. 接続 – 構成済みの Notes/Domino 接続を選択します。 

c. Domino サーバー – Notes/Domino の Domino サーバーを選択します。ローカル を

選択すると、ローカル構成 セクションが表示されます。 

*注意: 使用する Domino サーバーがドロップダウン リストに表示されていない場合、Domi

no サーバーが Notes/Domino クライアントに接続されていないことを意味します。付録 B 

- 追加の Domino サーバー接続の作成 内の説明を参照して、先に接続を設定してくださ

い。 
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d. ローカル構成 – Domino サーバーのサーバー名とアドレス帳名を入力して、ユーザー情報を

取得します。 

e. システム データベース – システム データベースの表示 チェックボックスを選択して、システム 

データベースを含めすべてのデータベースを移行元ツリーに表示します。 

f. フィルター オプション – 移行元ツリーのデータベース ノード配下に表示する対象を選択しま

す。既定では、ビュー が選択されており、Notes/Domino データベースのビューが選択可能

の状態で移行元ツリーに表示されます。ドキュメント、返答、返答への返答などを移行元ノー

ドとしてフィルターする場合は、Notes 数式によるドキュメント を選択し、数式を定義してド

キュメントをフィルターします 配下にあるテキスト ボックスに数式を入力します。数式は、以

下の例のような形式で入力してください。  

例: Categories=“”, readers=“” |From=“” & Categories=“”!Form=“” 

*注意: |、&、! が条件ルールでサポートされています。| は OR を、& は AND を、! は N

OT を意味します。 

g. [OK] をクリックして移行元の選択の構成を完了します。移行元を変更する場合、移行元 

ウィンドウの [移行元の変更] またはリボン上の アクション グループ内の [移行元の変更] 

をクリックします。上記の手順を繰り返します。 

h. データを移行するノードを選択します。大規模環境で作業する場合、キーワードの入力 テキ

スト ボックスにノード名 (データベース、ビュー、アイテム) を入力して指定のノードを検索しま

す。ここで検索できるのは、現在展開中のツリーに名前が表示されているノードのみです。展

開中のツリーに表示されていないノードは検索できません。キーワードを入力してしばらくする

と、検索結果が表示されます。 

i. 該当するチェックボックスを選択して移行元ノードを選択します。 
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*注意: 移行で対応している・対応していない移行元データの詳細については、Notes/Domino 移

行で対応している・対応していない要素、対応している・対応していない Notes 文書要素、対応し

ている・対応していない Notes ビューおよびフィールド を参照してください。 

3. 移行先 画面で、ドロップダウン リストから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] 

をクリックして新規作成します。エクスポート モードのエクスポート先を作成する方法については、ステー

ジング場所の構成 (オフライン ジョブ専用) を参照してください。  

4. [新しいプランとして保存] をクリックして設定を新しいプランとして保存します。新しいプランとして保

存 画面を構成する方法については、[新しいプランとして保存] 画面の構成 を参照してください。 

[新しいプランとして保存] 画面の構成 

新しいプランとして保存 画面で、以下の設定を構成して移行プランを構成します。 

 プラン名 – 作成するプランの名前と説明を入力します。説明は必須ではありません。 

 プロファイルの選択 – 構成済みの移行オプション、マッピング オプション、フィルター オプションを含む移

行ジョブ用プロファイルを選択します。プロファイルの移行設定は移行ジョブに適用されます。Notes/D

omino 移行には、Default Profile (既定) という名前の既定のメイン プロファイルがあります。 

 スケジュールの選択 – プランを実行するスケジュールのタイプを選択します。 

• スケジュールなし – プランを手動で実行する場合はこのオプションを選択します。 

• 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択すると、スケジュールの選択 の下に 

スケジュール設定 セクションが表示されます。  

*注意: ジョブの実行中に Domino Admin、Notes/Domino、Domino Designer、D

ocAve 移行ツールのいずれかが実行されていると、ジョブが失敗となる可能性があります。ジョ

ブを実行する前に、これらのサービスが実行されていないことを確認してください。 

 スケジュール設定 - [スケジュールの追加] をクリックして新しいスケジュールを作成します。スケジュー

ルの構成の詳細については、[スケジュールの追加] 画面の構成 を参照してください。構成済みのスケ
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ジュールをプレビューする場合は、スケジュールを選択し、[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーで

表示します。該当のスケジュールの後ろにある削除 ( ) ボタンをクリックすると、スケジュールを削除す

ることができます。 

*注意: このセクションは、手動でスケジュールを構成する を選択した場合にのみ表示されます。 

 通知 – 通知レポート送信用のメール通知プロファイルを選択します。通知ポリシーの詳細な操作方法

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。 

 関連するプラン グループ – 関連するプラン グループ ドロップダウン リストから関連するプラン グルー

プを選択するか、プラン グループを新規作成して、プランをプラン グループの設定に従って実行します。

プラン グループの詳細については、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。 

 プランの構成完了後、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• [保存] をクリックして、構成したプランを保存します。プラン マネージャー 画面が表示されま

す。詳細については、プランの管理 を参照してください。 

• [保存] の隣の三角形をクリックして 保存して実行 を選択すると、プランを保存してただちに

実行します。ただちに実行 ウィンドウが表示されます。以下の設定を構成します。 

o オプション – この移行ジョブの移行タイプを選択します。 

▪ 完全移行 - プロファイルに従って移行元ノードのすべてのコンテンツをエクスポ

ート先にエクスポートします。 

▪ 増分移行 – 前回の移行ジョブ以降に変更 (追加 および 編集) された移

行元ノード コンテンツ、および前回の移行ジョブ内の移行失敗のコンテンツの

みをエクスポートします。 

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 ジョブ ステータス オプション – Notes/Domino 移行ジョブのステータスを判断す

る際に、メタデータ / セキュリティの例外を考慮するかどうかを選択します。メタデータ 

/ セキュリティの例外を無視する チェックボックスを選択した場合、コンテンツ メタデー

タまたはセキュリティの移行が失敗すると、移行ジョブのステータスは 完了 となります。

チェックボックスを選択しない場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリティの移行が失

敗すると、ジョブ ステータスは 完了 (実行中に例外あり) となります。  

 [OK] をクリックして、エクスポート ジョブを実行します。 

[スケジュールの追加] 画面の構成 

スケジュールの追加 画面で、以下の設定を構成してスケジュールを追加します。 

 オプション – このカスタム スケジュールの移行タイプを選択します。  

• 完全移行 を選択すると、プロファイルに従って移行元ノードのすべてのコンテンツをエクスポート

先に移行します。  

• 増分移行 を選択すると、前回の移行ジョブ以降に変更 (追加 および 編集) された移行元

ノード コンテンツ、および前回の移行ジョブ内の移行失敗のコンテンツのみをエクスポートしま

す。 

 スケジュール設定 – 再実行スケジュールを実行する頻度を定義します。テキスト ボックスに整数を入

力してドロップダウン リストから 分間、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択します。 

 再実行期間 – 再実行スケジュールの開始日時と終了タイミングを設定します。 

• 開始時刻 – プランを開始する日時を設定します。開始時刻 の下のタイム ゾーン 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。開始時刻を現在の時刻より前に設定する

ことはできません。 
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• 終了時刻なし - プランを手動で終了するまで繰り返して実行します。 

• __ 回後に終了 – テキスト ボックスで構成した回数に到達すると、プランの実行を停止しま

す。 

• 終了時刻 - プランの再実行を終了する日時を設定します。 

 ジョブ ステータス オプション – Notes/Domino 移行ジョブのステータスを判断する際に、メタデータ 

/ セキュリティの例外を考慮するかどうかを選択します。メタデータ / セキュリティの例外を無視する チ

ェックボックスを選択した場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリティの移行が失敗すると、移行ジョブ

のステータスは 完了 となります。チェックボックスを選択しない場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリ

ティの移行が失敗すると、ジョブ ステータスは 完了 (実行中に例外あり) となります。 

 [保存] をクリックしてスケジュールの構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せ

ずに 新しいプランとして保存 画面に戻ります。 

データのインポート  

オフライン移行ジョブを実行するために、以下の説明に従ってデータをインポート先にインポートしてください。 

移行元と移行先ノードの選択 

ツリーから移行元ノードと移行先ノードを選択する方法については、以下の説明を参照してください。 

 ホーム タブで、プラン グループ内の [インポート] をクリックします。 

 移行元 画面で、参照 タブに移動して、インポート モード用のステージング場所を構成したファームを

クリックします。インポート先が読み込まれます。インポート先をクリックして、UNC パスにある Lotus 

Notes Exported Data フォルダーを読み込みます。プラン名で命名されたエクスポート済みデータ

を選択します。移行元ツリーでエクスポート済みデータの詳細を表示する場合は、詳細 タブをクリックし

ます。 
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*注意: インポートするデータが移行元に存在しない場合、[インポート先] をクリックしてデータの保存

先を指定してください。 

 移行先 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。移行先ノードを選択します。 

a. エクスポート済みデータのインポート先となるノードを指定します。大規模環境で作業する場

合、キーワードの入力 テキスト ボックスにノードのキーワードを入力して指定のノードを検索し

ます。ここで検索できるのは、現在展開中のツリーに名前が表示されているノードのみです。展

開中のツリーに表示されていないノードは検索できません。キーワードを入力してしばらくする

と、検索結果が表示されます。 

b. 検索条件を絞り、表示するノードの数を絞るには、選択したノードを右クリックして、[高度検

索] を選択します。高度検索 画面で [条件の追加] をクリックして、以下の設定を構成しま

す。 

i. ルール - 検索のルールを選択します。高度検索で対応している各ノードの対応して

いるルールについては、以下の表を参照してください。 

ノード ルール 

Web アプリケーション レベ

ル 

サイト コレクション: 名前 

サイト コレクション: URL 

サイト サイト: 名前 

サイト: URL 

リスト リスト・ライブラリ: 名前 

リスト・ライブラリ: URL 

フォルダー フォルダー: 名前 
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ノード ルール 

フォルダー: URL 

サイト サイト: 名前 

サイト: URL 

リスト リスト・ライブラリ: 名前 

リスト・ライブラリ: URL 

フォルダー フォルダー: 名前 

フォルダー: URL 

 

ii. 条件 – ドロップダウン リストからルールの条件を選択します。 

iii. 値 – ルールの値をテキスト ボックスに入力します。 

条件を追加する場合は、[条件の追加] をクリックして、上記の手順を繰り返します。AND 

もしくは OR をクリックすると、条件間の論理関係を変更することができます。既定の論理関

係は AND です。AND を選択すると、すべての条件を満たす子ノードが結果に含まれます。

OR を選択すると、条件のいずれかを満たす子ノードが結果に含まれます。基本フィルター条

件 フィールドに、フィルター条件の論理関係が表示されます。 

[検索] をクリックして、子ノードの検索を開始します。 

c. 該当するラジオ ボタンをクリックして移行先ノードを選択します。指定の名前を入力して [コン

テナの作成] をクリックすると、新しいサイト コレクション、サイト、リスト、フォルダーなどを作成す

ることもできます。コンテナ作成の詳細については、コンテナの作成 を参照してください。 

 [新しいプランとして保存] をクリックし、設定を新しいプランとして保存します。新しいプランとして保

存 画面の設定を構成する方法については、[新しいプランとして保存] 画面の構成 を参照してくださ

い。 
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コンテナの作成 

移行済みのコンテンツを保存するために、移行を実行する前にコンテナを移行先で作成する必要があります。N

otes/Domino 移行の移行先コンテナーとして、サイト コレクション、サイト、リスト、ライブラリ、フォルダーを指

定することができます。  

DocAve では、DocAve インターフェイスから移動せずに SharePoint コンテナを作成することができます。こ

のため、移行先で SharePoint を使用して必要なコンテナをすべて作成する必要がなく、移行タスクを実行す

ることができます。  

コンテナを作成する場合は、移行先 画面に移動し、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。作成するコンテナ タイプに合わ

せ、以下のように設定を構成してください。 

*注意: フォルダーを作成する場合は、設定を構成する必要がありません。フォルダー レベルで [コンテナの作

成] をクリックすると、フォルダーがただちに作成されます。 

サイト コレクションの作成 

コンテナの作成 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

• タイトルと説明 - 新しいサイト コレクションの タイトル と今後参考にするための 説明 を入力

します。 

• テンプレートの選択 - 言語の選択 ドロップダウン リストから言語を選択します。この新しいサ

イト コレクション用のサイト 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。 
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• サイト コレクション管理者 – このサイト コレクションのサイト コレクション管理者の ユーザー

名 を入力します。名前の確認 ( ) ボタンをクリックして、そのユーザーが有効であるかどうか

を確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックして、新しいページでユーザーとグループを選択しま

す。 

• 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。 

• 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。 

• 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。 

[OK] をクリックすると新しいサイト コレクションを作成します。[キャンセル] をクリックすると、コンテナの作成 画

面を閉じます。 

*注意: Notes/Domino 移行で作成できるのは、SharePoint オンプレミスのサイト コレクションのみです。 

サイトの作成 

コンテナの作成 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

• タイトルと説明 - 新しいサイトの タイトル と今後参考にするための 説明 を入力します。 

• テンプレートの選択 - 言語の選択 ドロップダウン リストから言語を選択します。この新しいサ

イトに使用するサイト 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にアクセスします。 

• 権限 - 固有の権限を使用する を選択すると、この新しいサイトへのアクセスを固有のユーザ

ー セットに許可します。親サイトと同じ権限を使用する を選択すると、この新しいサイトへの

アクセスを、親サイトにアクセスできるユーザーに許可します。 
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• ナビゲーション - このサイトのリンク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

示する場合は、はい を選択します。 

• ナビゲーションの継承 - はい を選択すると、親サイトのトップ リンク バーを使用します。 

[OK] をクリックすると新しいサイトを作成します。[キャンセル] をクリックすると、コンテナの作成 画面を閉じま

す。 

リスト / ライブラリの作成 

コンテナの作成 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

• 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。 

• カテゴリー - 新しいリストまたはライブラリのカテゴリーを選択します。 

• ナビゲーション - ライブラリまたはリストをサイド リンク バーに表示する場合は、はい を選択し

ます。 

ライブラリ をオブジェクト タイプとして選択し、ドキュメント ライブラリ をカテゴリーとして選択

する場合、以下の設定を構成します。 

o ドキュメントのテンプレート (ライブラリのみ) – 新しいライブラリを作成する場合、ドロ

ップダウン リストからドキュメント テンプレートを選択し、このドキュメント ライブラリで作

成される新しいファイルの既定テンプレートを決定します。 

o ドキュメントのバージョン履歴 (ドキュメント ライブラリ、フォーム ライブラリの場合) – 

はい を選択すると、このライブラリのファイルを編集するたびに新しいバージョンを作成

します。 

[OK] をクリックすると新しいリストまたはライブラリを作成します。[キャンセル] をクリックすると、コンテナの作成 

画面を閉じます。 
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[新しいプランとして保存] 画面の構成 

新しいプランとして保存 画面で、以下の設定を構成して移行プランを構成します。 

1. プラン名 – 作成するプランの名前と説明を入力します。説明は必須ではありません。 

2. プロファイルの選択 –構成済み移行オプション、マッピング オプション、詳細オプションを含む移行ジョブ

用プロファイルを選択します。プロファイルの移行設定は移行ジョブに適用されます。Notes/Domino 

移行には、Default Profile (既定) という名前の既定のメイン プロファイルがあります。 

3. 移行先エージェント グループ – 移行ジョブを実行する移行先エージェント グループを選択します。負

荷分散やより高いパフォーマンス実現のため、エージェント グループには複数のエージェントを含めること

ができます。 

*注意: このセクションは、移行先ノードが SharePoint オンプレミス環境に存在する場合にのみ表示

されます。 

4. スケジュールの選択 – プランを実行するスケジュールのタイプを選択します。 

• スケジュールなし – プランを手動で実行する場合はこのオプションを選択します。 

• 手動でスケジュールを構成する - このオプションを選択すると、スケジュールを構成します。ス

ケジュールの選択 配下に スケジュール設定 セクションが表示されます。 

5. スケジュール設定 - [スケジュールの追加] をクリックして新しいスケジュールを作成します。スケジュー

ルの構成の詳細については、[スケジュールの追加] 画面の構成 を参照してください。構成済みのスケ

ジュールをプレビューする場合は、スケジュールを選択して、[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダー

で表示します。該当のスケジュールの後ろにある削除 ( ) ボタンをクリックすると、スケジュールを削除

することができます。 

*注意: このセクションは、手動でスケジュールを構成する を選択した場合にのみ表示されます。 
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6. 通知 – 通知レポート送信用のメール通知プロファイルを選択します。通知ポリシーの詳細な操作方法

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. 関連するプラン グループ – 関連するプラン グループ ドロップダウン リストから関連するプラン グルー

プを選択するか、プラン グループを新規作成して、プランをプラン グループの設定に従って実行します。

プラン グループ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 を参照してく

ださい。 

8. 移行データベース – 移行データベースを使用してリンク データを保存します。以下のオプションのいず

れかを選択することもできます。 

• ジョブ データを移行データベースに保存する - 詳細なジョブ情報を移行データベース内の表 

DocAve6.LotusNotesM.JobDetail、DocAve6.LotusNotesM.JobNotifica

tion、DocAve6.LotusNotesM.JobStatistics に保存します。表の詳細について

は、付録 A - Notes/Domino 移行データベース情報 を参照してください。 

• ログ情報を移行データベースに保存する - ログ情報を移行データベース内の表 DocAve

6.LotusNotesM.JobLogs に保存します。表の詳細については、付録 A - Notes/Do

mino 移行データベース情報 を参照してください。 

[テスト] をクリックすると、移行データベースが使用可能であるかどうかを確認することができます。テス

ト終了後に [詳細] をクリックすると、エージェント名 と 状態 が表示されます。データベースが使用可

能であることを確認してください。データベースが使用できない場合、移行ジョブは失敗となります。 

9. プランの構成完了後、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• [保存] をクリックして、構成したプランを保存します。プラン マネージャー 画面が表示されま

す。詳細については、プランの管理 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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• [保存] の隣の三角形をクリックして 保存して実行 を選択すると、プランを保存してただちに

実行します。ただちに実行 ウィンドウが表示されます。以下の設定を構成します。 

o オプション – このインポート ジョブの移行タイプを選択します。 

▪ 完全移行 - プロファイルに従ってエクスポート先のすべてのコンテンツを移行

先ノードにインポートします。  

▪ 増分移行 – 前回の移行ジョブ以降に変更 (追加 および 編集) されたエク

スポート先コンテンツ、および前回の移行ジョブ内の移行失敗のコンテンツの

みをインポートします。 

o 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテム

名と競合する場合の競合解決方法を選択します。コンテナ レベル の競合解決オプ

ションは、マージする と スキップする です。マージする を選択した場合、下位レベル

の競合を確認する が選択されており、コンテンツ レベルの競合解決 を構成する必

要があります。スキップする を選択した場合、コンテンツ レベルの競合解決 の構成

は必須ではありません。競合解決の詳細については、付録 E - 競合解決 を参照し

てください。 

o ジョブ ステータス オプション – Notes/Domino 移行ジョブのステータスを判断す

る際に、メタデータ / セキュリティの例外を考慮するかどうかを選択します。メタデータ 

/ セキュリティの例外を無視する チェックボックスを選択した場合、コンテンツ メタデー

タまたはセキュリティの移行が失敗すると、移行ジョブのステータスは 完了 となります。

チェックボックスを選択しない場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリティの移行が失

敗すると、ジョブ ステータスは 完了 (実行中に例外あり) となります。  

10. [OK] をクリックして、インポート ジョブを実行します。 
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[スケジュールの追加] 画面の構成 

スケジュールの追加 画面で、以下の設定を構成してスケジュールを追加します。 

 オプション – このカスタム スケジュールの移行タイプを選択します。  

• 完全移行 を選択すると、プロファイルに従ってエクスポート先のすべてのコンテンツを移行先ノ

ードにインポートします。  

• 増分移行 を選択すると、前回の移行ジョブ移行に変更 (追加 および 編集) されたエクスポ

ート先コンテンツのみをインポートします。 

 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテム名と競合する場

合の競合解決方法を選択します。コンテナ レベル の競合解決オプションは、マージする と スキップす

る です。マージする を選択した場合、下位レベルの競合を確認する が選択されており、コンテンツ 

レベルの競合解決 を構成する必要があります。スキップする を選択した場合、コンテンツ レベルの競

合解決 の構成は必須ではありません。競合解決の詳細については、付録 E - 競合解決 を参照し

てください。 

 スケジュール設定 – 再実行スケジュールを実行する頻度を定義します。テキスト ボックスに整数を入

力してドロップダウン リストから 分間、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択します。 

 再実行期間 – 再実行スケジュールの開始日時と終了タイミングを設定します。 

• 開始時刻 – プランを開始する日時を設定します。開始時刻 の下のタイム ゾーン 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。開始時刻を現在の時刻より前に設定する

ことはできません。 

• 終了時刻なし - プランを手動で終了するまで繰り返して実行します。 
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• __ 回後に終了 – テキスト ボックスで構成した回数に到達すると、プランの実行を停止しま

す。 

• 終了時刻 - プランの再実行を終了する日時を設定します。 

 ジョブ ステータス オプション – Notes/Domino 移行ジョブのステータスを判断する際に、メタデータ 

/ セキュリティの例外を考慮するかどうかを選択します。メタデータ / セキュリティの例外を無視する チ

ェックボックスを選択した場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリティの移行が失敗すると、移行ジョブ

のステータスは 完了 となります。チェックボックスを選択しない場合、コンテンツ メタデータまたはセキュリ

ティの移行が失敗すると、ジョブ ステータスは 完了 (実行中に例外あり) となります。 

 [OK] をクリックしてスケジュールの構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せず

に 新しいプランとして保存 画面に戻ります。 
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Notes/Domino 移行で対応している・対応していない要

素 

Notes/Domino 移行で現在対応している・対応していない要素については、以下の表を参照してください。  

DocAve Notes/Domino 移行は、以下の表に記載されていない要素には対応していません。 

Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

DB ライブラリ データベース × × 

登録者リスト × 

設計一覧 設計要素 × × 

ディスカッション – Notes 

& Web 

メイントピック カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 返答 

返答への返答 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

文書ライブラリ – Notes 

& Web 

文書 カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 返答 

返答への返答 

DOLS リソーステンプレー

ト 

DOLS リソース × × 

データベース 

Domino Web Access  

Redirect 

サーバー × × 

UI 

アプリケーション 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

Domino Web Access メモ カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

メール (拡張) メモ カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 迷惑メール 

ルール 

ステーショナリー 

iNotes Web Access メモ カスタム リスト カスタム リスト 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

ルール ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

ドキュメント ライブラリ 

ステーショナリー 

Lotus スーパーオフィスラ

イブラリ 

文書 カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ Lotus スーパーオフィス 

文書 

メール 

 

メモ カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 迷惑メール 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

 ルール ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

 

 

ステーショナリー 

返信 

タスク 

カレンダー エントリ 

Microsoft Office ライブ

ラリ 

文書 カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ MS Office 文書 

個人アドレス帳 連絡先 連絡先 × 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

カテゴリ別 × 

グループ 

誕生日と記念日 

アカウント 

認証 

接続 

MIME 言語設定 

ロケーション 

個人ジャーナル ジャーナル登録 カスタム リスト カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 ドキュメント ライブラリ 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

チームルーム チームメンバー × × 

サブチーム 

イベント 

ニュースレタープロフィー

ル 

文書 カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 返答 

返答への返答 

個人ステータスレポート 

アナウンス 

チームステータス 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

ニュース 該当なし × × 

ノートブック 

 

ノートブックエントリ カスタム リスト カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 ドキュメント ライブラリ 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

Domino ブログ 該当なし × × 

RSS フィードジェネレータ 

 

RSS フィード定義 カスタム リスト カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 ドキュメント ライブラリ 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

Domino ディレクトリ 

 

Domino ディレクトリ カスタム リスト カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 ドキュメント ライブラリ 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

ID ボールト 該当なし × × 

IBM Web Access (iN

otes) Redirect 

 

AutoLogin カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ CssDWALogin 

DWALoginForm 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 移

行) 

SharePoint で対応

しているリスト 

(Notes/Domino 高

速移行) 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カタログ 

 

ファイルシステム カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

カスタム リスト 

ドキュメント ライブラリ 内容 

メイン 
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対応している・対応していない Notes 文書要素 

Notes 文書要素の対応状況については、以下の表を参照してください。 

DocAve Notes/Domino 移行は、以下の表に記載されていない Notes 文書要素には対応していませ

ん。  

Notes 文書要素 対応状況 

(Notes/Domino 

移行) 

対応状況 

(Notes/Dom

ino 高速移行) 

メモ 

改ページ ○ ○  

水平線 ○ ○  

セクション ○ ○  

表 ○ ○  

画像 ○ ○  

添付ファイル ○ ○  

リンク ○ ○  

テキストのポップアップ 一部対応 一部対応 スクリプト要素とコード イベン

トには対応していません。 

ボタン × ×  
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Notes 文書要素 対応状況 

(Notes/Domino 

移行) 

対応状況 

(Notes/Dom

ino 高速移行) 

メモ 

アクション × ×  

OLE オブジェクト / Active

X 

○ ○ Microsoft Office 1995-2

013 Word/Excel/Power

Point に対応しています。 

形式を選択して貼り付け > 

リンク貼り付け 方法経由で 

Notes 文書に挿入された O

LE オブジェクトの移行には対

応していません。 

メール オブジェクト × ×  

式のポップアップ × ×  

JavaScript/VisualBasic

Script 

× ×  

LotusScript × ×  

Java アプレット × ×  
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Notes 文書要素 対応状況 

(Notes/Domino 

移行) 

対応状況 

(Notes/Dom

ino 高速移行) 

メモ 

ブックマーク × ×  

埋め込み表示 / 埋め込み

アウトライン / 埋め込み日付

ピッカー / 埋め込みナビゲー

タ / 埋め込みフォルダペイン 

× ×  

アプレット × ×  

予定表 × ×  

受信ボックス × ×  

HTML コントロールのチェック

ボックス 

一部対応 一部対応 形式および内容のみを保持

します。関係、スクリプト、イベ

ントなど、その他の関連情報

には対応していません。 

HTML コントロールのテキス

トボックス 

一部対応 一部対応 形式および内容のみを保持

します。関係、スクリプト、イベ

ントなど、その他の関連情報

には対応していません。 
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Notes 文書要素 対応状況 

(Notes/Domino 

移行) 

対応状況 

(Notes/Dom

ino 高速移行) 

メモ 

HTML コントロールのラジオ

ボタン 

一部対応 一部対応 形式および内容のみを保持

します。関係、スクリプト、イベ

ントなど、その他の関連情報

には対応していません。 

HTML コントロールのコンボ

ボックス 

一部対応 一部対応 形式および内容のみを保持

します。関係、スクリプト、イベ

ントなど、その他の関連情報

には対応していません。 

HTML コントロールのリスト

ボックス 

一部対応 一部対応 形式および内容のみを保持

します。関係、スクリプト、イベ

ントなど、その他の関連情報

には対応していません。 

文書リンク ○ ○  

ビューリンク ○ ×  

データベースリンク ○ ○  

画像内の文書リンク ○ ○  



DocAve
®

 6 Notes/Domino 移行 119 

Notes 文書要素 対応状況 

(Notes/Domino 

移行) 

対応状況 

(Notes/Dom

ino 高速移行) 

メモ 

画像内のビューリンク ○ ×  

画像内のデータベースリンク ○ ○  

アンカーリンク × ×  

計算結果テキスト × ×  

タブ付きの表 ○ ○  

リスト ○ ○  

マーカーリスト ○ ○  
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対応している・対応していない Notes ビューおよびフィールド 

Notes ビューおよびフィールドの対応状況については、以下の表を参照してください。 

*注意: Notes ビューを移行する場合は、移行プロファイル > 移行オプション > ビュー移行オプション で、ビ

ューを移行する チェックボックスを選択し、DocAve 移行ツール > Notes/Domino 移行 でビュー マッピ

ングを構成する必要があります。ビュー マッピングの構成方法の詳細については、DocAve 6 補助ツール ユー

ザー ガイド を参照してください。 

DocAve Notes/Domino 移行は、以下の表に記載されていないビューおよびフィールドには対応していませ

ん。 

ビュー / フィールド名 対応状況 

(Notes/Domino 移行) 

対応状況 

(Notes/Domino 高速移

行) 

ビュー - すべての文書 ○ × 

ビュー - 作成者別 ○ × 

ビュー - カテゴリ別 ○ × 

ビュー - ユーザー名の別名別 ○ × 

ビュー - レビューステータス ○ × 

カスタム ビュー ○ × 

https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide_SP11.pdf
https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide_SP11.pdf


DocAve
®

 6 Notes/Domino 移行 121 

ビュー / フィールド名 対応状況 

(Notes/Domino 移行) 

対応状況 

(Notes/Domino 高速移

行) 

フィールド - テキスト / リッチテキスト 

/ リッチテキストライト 

○ ○ 

フィールド - 日付/時刻 ○ ○ 

フィールド - 数値 ○ ○ 

フィールド - ダイアログリスト / フィール

ド - チェックボックス / フィールド - ラ

ジオボタン / フィールド - リストボック

ス / フィールド - コンボボックス 

○ ○ 

フィールド - 作成者 ○ ○ 

フィールド - 名前 ○ ○ 

フィールド - 読者 ○ ○ 

フィールド - パスワード ○ ○ 

フィールド - 式 ○ ○ 

フィールド - タイムゾーン ○ ○ 
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ビュー / フィールド名 対応状況 

(Notes/Domino 移行) 

対応状況 

(Notes/Domino 高速移

行) 

フィールド - 色 ○ ○ 

フィールド - MIME ○ ○ 
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サブプロファイルの管理 

既存のサブプロファイルを管理する方法については、以下の情報を参照してください。  

既存のサブプロファイルの編集 

既存のサブプロファイルを編集する方法については、以下の説明を参照してください。 

 サブプロファイル ドロップダウン リストから既存のサブプロファイルを選択します。 

 サブプロファイル グループ内の [サブプロファイルの編集] をクリックします。 

 プロファイル / サブプロファイル グループ内の [保存] をクリックして、サブプロファイル設定を保存しま

す。または [名前を付けて保存] をクリックし、サブプロファイル名を入力して別のサブプロファイルとして

保存します。保存して既存サブプロファイルを置き換える を選択すると、元のサブプロファイルを置き

換えます。このチェックボックスを選択しない場合、元のサブプロファイルを削除せずに新しいサブプロファ

イルを保存します。 

既存のサブプロファイルの削除 

既存のサブプロファイルを削除する方法については、以下の説明を参照してください。 

 サブプロファイル ドロップダウン リストから既存のサブプロファイルを選択します。 

 プロファイル / サブプロファイル グループ内の [削除] をクリックしてサブプロファイルを削除します。ドロ

ップダウン リストでサブプロファイルの隣にある [削除] を直接クリックして、サブプロファイルを削除するこ

ともできます。既定のサブプロファイル、およびメイン プロファイルで使用されているサブプロファイルを削除

することはできません。 

既存のサブプロファイルのダウンロード 

既存のサブプロファイルをダウンロードする方法については、以下の説明を参照してください。 
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 プロファイルの設定 画面で、画面左側の 移行オプション または マッピング オプション をクリックしま

す。 

 既存のサブプロファイルを選択して、サブプロファイル グループ内の [サブプロファイルの編集] をクリッ

クします。 

 サブプロファイル グループ内の [ダウンロード] をクリックしてサブプロファイルを保存します。 

構成済みのサブプロファイルのアップロード 

構成済みのサブプロファイルをダウンロードする方法については、以下の説明を参照してください。 

 プロファイルの設定 画面で、画面左側の 移行オプション または マッピング オプション をクリックしま

す。 

 [サブプロファイルの編集] をクリックして 移行オプション フィールドをアクティブ状態にします。  

 サブプロファイル グループ内の [アップロード] をクリックします。  

 構成済みのサブプロファイルを選択し、[開く] をクリックしてアップロードします。同じ名前のサブプロファ

イルが DocAve に存在している場合、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• "xx" という新規プロファイルとしてアップロードする - サブプロファイルをアップロードし、アップ

ロードしたサブプロファイルにサフィックスを付けて命名します。例: subprofile_1  

• 現在のプロファイルを上書きする - 既存のサブプロファイルを置き換えます。Default Map

pings サブプロファイルおよび Default Migration Options サブプロファイルを上書きす

ることはできません。 
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プランの管理 

プラン マネージャー では、プランの表示、編集、テスト実行、実行を行うことができます。移行モジュールの起

動後、ホーム タブの隣の プラン マネージャー タブをクリックします。プラン マネージャー 画面で、作成済みの

プランがすべてメイン表示画面に表示されます。  

この画面で、ページ毎のプランの表示件数を変更することができます。ページ毎のプランの表示件数を変更する

場合は、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン リストから希望の件数を選択します。プランを並べ替えるには、

プラン名、プラン ID などの列見出しをクリックします。 

プラン マネージャー 画面で以下のアクションを実行することができます。 

• プランを選択して、[詳細の表示] をクリックします。移行元ノードおよび移行先ノードがデータ 

ツリーに表示されています。リボン上の [設定] をクリックして、このプランの移行設定を表示す

ることもできます。選択したノードまたは移行設定を変更する場合は、リボン上の [編集] をク

リックします。  

• プランを選択して、リボン上で [編集] を選択すると、選択したプランの構成を変更できます。

選択したノードおよび移行設定を変更することができます。また、[プロファイルの設定] もしく

は [コンテナの作成] をクリックすると、該当するアクションを実行することができます。 

• 削除するプランを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。削除の確認ウィンドウが表示

されます。[OK] をクリックして選択したプランを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選

択したプランを削除せずに プラン マネージャー 画面に戻ります。 

• [テストを実行] をクリックすると、本番の移行ジョブをシミュレートするテスト ジョブを実行しま

す。テスト実行のジョブ レポートを確認すると、移行元コンテンツの移行先への移行に成功で

きるかどうかを判断し、プランの調整および設定の最適化を行うことができます。  
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*注意: テスト実行の結果は、実際の移行結果と異なる可能性があります。テスト実行の結

果が 完了 (実行中に例外あり) である場合、ログ ファイルを確認して調査することができま

す。コンテンツ、メタデータ、権限に明らかなエラーがない場合、実際の移行も成功する可能性

が高いです。 

• [ただちに実行] をクリックすると、移行ジョブを実行します。 
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Notes/Domino 移行ツール  

Notes/Domino 移行ツールは、…\AvePoint\DocAve6\Agent\bin\MigratorTool.exe に存在し

ます。移行元オブジェクトの分析・スキャン、分析レポート・スキャン レポートの生成、ユーザー マッピング / コン

テンツ タイプ マッピング / InfoPath マッピング / ビュー マッピングの構成に使用されるツールです。移行ジョブ

実行前の詳細については、DocAve 6 補助ツール ユーザー ガイド 内のこのツールについての説明を参照して

ください。 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
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付録 A - Notes/Domino 移行データベース情報  

移行データベースに保存されている詳細なジョブおよびログ情報については、以下の表を参照してください。 

ジョブ詳細 には、各移行元オブジェクトのジョブ詳細、移行元 / 移行先オブジェクトの ID/URL、移行元オブ

ジェクトのサイズ、移行元 / 移行先オブジェクトの所有者、移行開始日時および終了日時などが表示されま

す。 

ジョブ通知 には、移行ジョブの状態および移行ジョブに関するコメントが表示されます。 

ジョブ統計 には、ジョブ ID、プラン ID、移行元 / 移行先開始日時、移行元 / 移行先終了日時、移行元 

/ 移行先エージェント名、移行 / 失敗 / スキップしたアイテム / フォルダー / リスト数など、移行ジョブの統計

情報が表示されます。 

ジョブ ログ には、ログが所属するジョブの ID、ログの書き込み日時、詳細なログ情報、ログ レベルが表示されま

す。 

ジョブ詳細 

ジョブ詳細の情報については、以下の表を参照してください。 

列名 説明  値 

JobId ジョブの ID です。  ジョブ ID のプレフィックスで移行を区

別することができます。Notes/Dom

ino 移行のジョブ ID プレフィックス

は LM です。 
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列名 説明  値 

例えば、LM201207021843247

29287 は Notes/Domino の移

行ジョブ ID を表しています。  

SequenceId 移行された各オブジェクトの

シーケンス ID です。 

この値は移行された各オブジェクトの

シーケンスを表しています。例えば、

1 は、この移行元オブジェクトが移行

された 1 件目のオブジェクトであるこ

とを意味します。  

SourceObjectId 移行元オブジェクトの ID で

す。 

この値は移行元オブジェクトの ID で

す。  

SourceObjectParentID  この値は移行元オブジェクトの親の I

D です。  

TargetObjectId 移行先オブジェクトの ID で

す。 

この値は、サイト コレクション レベル

からアイテム レベルまでの各移行先

オブジェクト レベルの GUID です。

例えば、08e90aee-c8d8-474b

-8979-c1250a32b94d は移行

先リストの GUID です。Web アプリ

ケーション レベルの場合、表示され
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列名 説明  値 

る値は 00000000-0000-0000-0

000-000000000000 となります。 

TargetObjectParentID  値は空白です。 

SourceFullUrl 移行元オブジェクトの完全 U

RL です。 

この値は移行元オブジェクトの完全 

URL です。この値を使用して移行

元オブジェクトを検索することができま

す。  

TargetFullURL 移行先オブジェクトの完全 U

RL です。 

この値は移行先オブジェクトの完全 

URL です。完全 URL を使用して

移行先オブジェクトを検索することが

できます。移行元オブジェクトが移行

先に移行されなかった場合、この列

の値は空白になります。 

SourceObjectTitle 移行元オブジェクトのタイトル

です。 

この値は移行元オブジェクトのタイト

ルです。  

TargetObjectTitle 移行先オブジェクトのタイトル

です。 

この値は移行先オブジェクトのタイト

ルです。 

SourceObjectType 移行元オブジェクトのタイプで

す。 

この値は移行元オブジェクトのタイプ

を表しています。  
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列名 説明  値 

• 901 – Notes/Domino 

データベース 

• 902 – Notes/Domino 

ドキュメント 

• 903 – Notes/Domino 

添付ファイル 

• 1001 – Notes/Domino 

グループ 

• 1002 – Notes/Domino 

ユーザー 

TargetObjectType 移行先オブジェクトのタイプで

す。 

この値は移行先オブジェクトのタイプ

を表しています。 

• 10002 – サイト コレクショ

ン 

• 10003 – サイト  

• 10004 – ライブラリ 

• 10005 – リスト 

• 10006 – フォルダー 

• 10007 – ドキュメント 
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列名 説明  値 

• 10008 – アイテム 

• 10009 – 添付ファイル 

SourceObjectSizeBytes 移行元オブジェクトのサイズ

です。単位はバイトです。 

この値は移行元オブジェクトの実サイ

ズです。  

TargetObjectSizeBytes 移行先オブジェクトのサイズ

です。単位はバイトです。 

この値は移行先オブジェクトのサイズ

です。 

SourceObjectOwner 移行元オブジェクトの所有者

です。 

この値は移行元オブジェクトを作成

したユーザーを示しています。 

TargetObjectOwner 移行先オブジェクトの所有者

です。 

この値は移行先オブジェクトを作成

したユーザーを示しています。 

SourceObjectVersion 移行元オブジェクトのバージョ

ンです。 

この値は移行元オブジェクトのバージ

ョン情報を示しています。  

TargetObjectVersion 移行先オブジェクトのバージョ

ンです。 

この値は移行先オブジェクトのバージ

ョン情報を示しています。  

Operation  移行中に各移行元オブジェ

クトに対して実行した操作で

す。  

この値は、移行元オブジェクトを移行

先に移行する際に実行した操作を

表示します。 

• 0 – なし 
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列名 説明  値 

• 1 – スキップ 

• 2 – 新規作成 

• 3 – 上書き 

• 4 – 追加 

• 5 – フィルター 

• 7 – マージ 

Status 移行元オブジェクトの移行状

態です。 

この値はジョブの状態を表していま

す。 

• 0 – 開始中 

• 1 – 成功 

• 2 – バックアップ失敗 

• 3 – リストア失敗 

• 4 – 除外済み 

• 5 – スキップ 

• 6 – 例外あり 

StartTime バックアップの開始日時で

す。 

この値はバックアップの開始日時を示

しています。  
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列名 説明  値 

EndTime リストアの終了日時です。 この値はリストアの終了日時を示し

ています。  

FilteredOutPolicy フィルター ポリシーの使用状

態です。 

この値はフィルター ポリシーの使用状

態を表しています。 

• 0 – 未使用 

• 1 – 使用中 

TruncatedPolicy 移行元オブジェクトに適用し

た切り詰められたポリシーで

す。 

この値は移行元オブジェクトに適用

した切り詰められたポリシーを表示し

ます。  

• None – 切り詰められたポ

リシーがありません。 

• Truncated – オブジェクト

名が切り詰められました。 

• Renamed – オブジェクト

名が変更されました。  

• MoveUp – オブジェクトが

より高いレベルに移動されま

した。 
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列名 説明  値 

TruncatedOrRenamedAs オブジェクトの移行先での新

しい名前です。 

この値は、オブジェクト名が移行先で

切り詰められた後、または変更され

た後の新しい名前です。 

CustomMetadata カスタム メタデータの使用状

態です。  

この値はカスタム メタデータの使用

状態を表しています。Notes/Domi

no 内にカスタム メタデータが存在し

ないため、ここの値は false となりま

す。 

MetadataMapping C に基づいたオブジェクト指

向言語 (C# 言語) マッピン

グの使用状態です。 

この値は C に基づいたオブジェクト

指向言語 (C# 言語) マッピングの

使用状態を表しています。 

• 0 – 未使用 

• 1 – 使用中 

Message  移行元オブジェクトの移行メ

ッセージです。 

この値は移行元オブジェクトの移行

メッセージです。 

ジョブ通知 

ジョブ通知の情報については、以下の表を参照してください。 



DocAve
®

 6 Notes/Domino 移行 136 

列名 説明  値  

SequenceId 各ジョブの順番の ID です。 この値はジョブの順番を表示しま

す。例えば、1 は、このジョブが 1 

件目の移行ジョブであることを意

味します。  

JobId ジョブの ID です。 ジョブ ID のプレフィックスで移行を

区別することができます。Notes/

Domino 移行のジョブ ID プレフ

ィックス LM です。 

例えば、LM2012070218432

4729287 は Notes/Domino 

の移行ジョブ ID を表しています。 

状態  ジョブの状態です。  この値はジョブの状態を表していま

す。 

• 0 ‒ 実行中 

• 2 ‒ 完了 

• 3 ‒ 失敗 

• 4 ‒ 停止 

• 7 ‒ 完了 (実行中に例

外あり) 
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列名 説明  値  

• 8 – 一時停止 

Message ジョブのコメントです。 この値は、ジョブ詳細内の統計の

コメントと同じです。 

 

ジョブ統計 

ジョブ統計の情報については、以下の表を参照してください。 

列名 説明  値 

JobId ジョブの ID です。 ジョブ ID のプレフィックスで移行を

区別することができます。Notes/

Domino 移行のジョブ ID は L

M です。 

例えば、LM2012070218432

4729287 は Notes/Domino 

の移行ジョブ ID を意味します。 

PlanId プランの ID です。 この値はプランの ID です。例: P

LAN201207021843219349

38 
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列名 説明  値 

PlanName プランの名前です。 この値はプラン名です。プランとして

保存せずにジョブを実行した場

合、値は インスタンス プラン とな

ります。 

PlanGroupId プラン グループの ID です。 この値は、プランで設定したプラン 

グループの ID です。 

PlanGroupName プラン グループの名前です。 この値は、プランで設定したプラン 

グループの名前です。 

SourceAgentType 移行元のエージェント タイプです。 この値は移行元のエージェント タ

イプを表しています。Notes/Do

mino の値は 8 です。 

TargetAgentType 移行先のエージェント タイプです。 この値は移行先のエージェント タ

イプを表しています。 

• 5 – SharePoint 201

0 

• 6 – SharePoint 201

3 

• 12 – SharePoint 20

16 
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列名 説明  値 

• 11 – SharePoint Onl

ine 

• 13 – SharePoint 20

19 

SourceAgentName 移行元のエージェント名です。 この値は移行元のエージェント名

です。 

TargetAgentName 移行先のエージェント名です。 この値は移行先のエージェント名

です。 

Status ジョブの状態です。 この値はジョブの状態を表していま

す。 

• 0 ‒ 実行中 

• 2 ‒ 完了 

• 3 ‒ 失敗 

• 4 ‒ 停止 

• 7 ‒ 完了 (実行中に例

外あり) 

• 8 – 一時停止 
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列名 説明  値 

RunType ジョブのタイプです。 この値はジョブのタイプを表してい

ます。 

• 0 ‒ 実行 / 再実行 

• 1 ‒ テストを実行 

SourceStartTime バックアップの開始日時です。 この値はバックアップの開始日時を

示しています。 

SourceFinishTime バックアップの終了日時です。 この値はバックアップの終了日時を

示しています。 

TargetStartTime リストアの開始日時です。 この値はリストアの開始日時を示

しています。 

TargetFinishTime リストアの終了日時です。 この値はリストアの終了日時を示

しています。 

Description ジョブの説明です。 この値はジョブの説明です。 

UserName ジョブを実行した DocAve ユー

ザーです。  

この値はジョブを実行したユーザー

の名前です。 

JobOption ジョブのオプションです。 値は 0 です。 
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列名 説明  値 

JobType ジョブのタイプです。 この値はジョブのタイプを表してい

ます。 

• 0 ‒ 完全移行 

• 1 ‒ 増分移行 

ContainerConflictResolutio

n 

コンテナーの競合解決です。 この値はコンテナー競合の解決方

法を示しています。 

• 0 – スキップする 

• 5 – マージする 

ContentConflictResoltuion コンテンツの競合解決です。 この値はコンテンツ競合の解決方

法を示しています。 

• 0 – スキップする 

• 2 – 添付する 

• 3 – 上書きする 

MigratedBytes 移行されたデータのサイズです。

単位はバイトです。 

 

FailedBytes 移行に失敗したデータのサイズで

す。単位はバイトです。  
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列名 説明  値 

SkipedBytes スキップされたデータのサイズです。

単位はバイトです。 

 

FilteredBytes フィルターで除外されたデータのサ

イズです。単位はバイトです。 

 

MigratedSiteCollectionCou

nt 

移行されたサイト コレクションの数

です。  

 

MigratedSiteCount 移行されたサイトの数です。   

MigratedListCount 移行されたリストの数です。   

MigratedFolderCount 移行されたフォルダーの数です。   

MigratedItemCount 移行されたアイテムの数です。   

FailedSiteCollectionCount 移行に失敗したサイト コレクション

の数です。  

 

FailedSiteCount 移行に失敗したサイトの数です。   

FailedListCount 移行に失敗したリストの数です。   

FailedFolderCount 移行に失敗したフォルダーの数で

す。  
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列名 説明  値 

FailedItemCount 移行に失敗したアイテムの数で

す。  

 

SkippedSiteCollectionCoun

t 

スキップされたサイト コレクションの

数です。  

 

SkippedSiteCount スキップされたサイトの数です。   

SkippedListCount スキップされたリストの数です。   

SkippedFolderCount スキップされたフォルダーの数です。   

SkippedItemCount スキップされたアイテムの数です。   

FilteredOutSiteCollectionC

ount 

結果からフィルター・排除されたサ

イト コレクションの数です。  

 

FilteredOutSiteCount 結果からフィルター・排除されたサ

イトの数です。  

 

FilteredOutListCount 結果からフィルター・排除されたリ

ストの数です。  

 

FilteredOutFolderCount 結果からフィルター・排除されたフ

ォルダーの数です。  
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列名 説明  値 

FilteredOutItemCount 結果からフィルター・排除されたア

イテムの数です。  

 

ExceptionSiteCollectionCo

unt 

移行で例外が発生したサイト コ

レクションの数です。 

 

ExceptionSiteCount 移行で例外が発生したサイトの

数です。 

 

ExceptionListCount 移行で例外が発生したリストの数

です。 

 

ExceptionFolderCount 移行で例外が発生したフォルダー

の数です。 

 

ExceptionItemCount 移行で例外が発生したアイテムの

数です。 

 

 

ジョブ ログ 

ジョブ ログの情報については、以下の表を参照してください。 

列名 説明 値 

JobId ログが所属するジョブの ID です。 ジョブ ID のプレフィックスで移行を

区別することができます。Notes/
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列名 説明 値 

Domino 移行のジョブ ID プレフ

ィックスは LM です。 

例えば、LM2015021014584

7665555 は Notes/Domino 

の移行ジョブ ID を表しています。 

Time ログが表に書き込まれた日時で

す。 

この値はログが表に書き込まれた

日時を示しています。 

Message ログの詳細情報を表示します。 この値は詳細なログ情報です。 

各ログに対して、マーク Source 

または Destination がありま

す。 

• Source - 移行元 Doc

Ave エージェントのアクシ

ョン用のログです。 

• Destination - 移行先 

DocAve エージェントの

アクション用のログです。 

LogLevel ログのレベルです。 この値はログのレベルを示していま

す。 
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列名 説明 値 

• INFO – 情報 

• WARN – 警告 

• ERROR – エラー 

• DEBUG – デバッグ 
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付録 B - 追加の Domino サーバー接続の作成 

DocAve Notes/Domino 移行画面で移行元ノードを選択する際に、使用する Lotus Domino サーバー

が表示されない場合、Domino サーバーが Lotus Notes クライアントに接続されていないことを意味します。

追加の Domino サーバーを Lotus Notes クライアントに接続する方法については、以下の説明を参照して

ください。 

1. Lotus Domino Server および Lotus Notes クライアントを開始し、names.nsf データベースを

開きます。 

 

図 4: Names.nsf データベースを開く 

2. 画面左側で、詳細 > 接続 に移動します。 
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図 5: 接続の選択 

3. 新規 > サーバー接続 に移動します。 

 

図 6: サーバー接続の選択 

4. 基本情報 ページで以下の設定を構成します。 

• 基本情報 – 接続する Domino サーバーの名前を入力して、TCPIP チェックボックスを選

択します。 

• 詳細 – Domino サーバーが存在するサーバーの IP アドレスを入力します。 
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図 7: サーバー接続の基本設定 

 

図 8: サーバー接続の詳細設定 

5. [保存して閉じる] をクリックして新しい接続を保存します。 

6. DocAve 画面に戻り、移行元の選択 または 移行元の変更 ポップアップ ウィンドウを再度開きます。

Domino サーバー ドロップダウン リストには Lotus Notes クライアントに新規接続されたサーバー

の名前が表示されます。 
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付録 C - Notes/Domino カスタマイズ対応情報表 

該当する移行先ノードへの移行に対応している移行元ノードの種類については、以下の表を参照してください。 

○ は移行可能を意味します。 

                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

データベース ○ ○ ○ ○  データベース > サイト コレクション 
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

データベース > サイト 
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

データベース > リスト 
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

データベース > フォルダー
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

ビュー ○ ○ ○ ○  ビュー > サイト コレクション
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

ビュー > サイト 
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

ビュー > リスト 
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

ビュー > フォルダー
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

Notes 文書   ○ ○  文書 > リスト
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                  移行先 

 

移行  

対象 

サイト コレ

クション  

サイ

ト  

リス

ト  

フォルダ

ー  

メモ 移行時の選択対象 

文書 > フォルダー
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付録 D - Notes/Domino 移行構成ファイル 

LotusNotesMigrationWorker.xml 構成ファイル内の該当するノードの属性を構成して、Notes/Do

mino 移行機能を管理することができます。移行元 DocAve エージェントがインストールされているマシン上の 

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\Migrator\LotusNotesSettings\ConfigurationFile に

移動して、LotusNotesMigrationWorker.xml ファイルを確認します。 

LotusNotesMigrationWorker.xml 

LotusNotesMigrationWorker.xml ファイルをメモ帳で開きます。LotusNotesMigrationWork

er.xml ファイル内の属性を構成する方法については、以下の情報を参照してください。 

• NotesDocumentTitle – 移行元ツリーに表示する Notes/Domino ドキュメントの表

示名として設定されるフィールド名を定義することができます。既定では、属性が Subject 

であり、Notes/Domino ドキュメントがフィールド Subject で表示されます。属性に複数の

フィールドを追加することができます。フィールドをセミコロンで区切ります。 

• UsingSessionAddressBook – Domino サーバーを取得する方法を選択することが

できます。 

 True – Notes/Domino 移行がアドレス帳から Domino サーバーを取得しま

す。 

 False – Notes/Domino 移行が DominoServer および DirectoryData

basePath の属性から Domino サーバーを取得します。DonimoServer また

は DirectoryDatabasePath の属性が定義されていない場合、Notes/Domi

no 移行はローカル Domino サーバーの names.nsf データベースから Domino 

サーバーを取得します。 
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• DominoServer – Domino サーバー名です。 

• DirectoryDatabasePath – Domino サーバーの names.nsf データベースの相対

パスです。names.nsf データベースが …\notes\data に存在する場合は、names.n

sf を入力します。names.nsf データベースが …\notes\data\test に存在する場合

は、test\names.nsf を入力します。 

• ServerItem – 移行元を選択する際に読み込まれた Domino サーバーの名前、または 

Domino サーバーが存在するサーバーの IP アドレスを入力します。 

• PerformanceLogDisable – パフォーマンス ログを収集するかどうかを選択できます。 

 False – Notes/Domino 移行ジョブを実行する際にパフォーマンス ログを収集し

ます。パフォーマンス ログ ファイルはジョブ ID で命名されたフォルダーに生成されま

す。このフォルダーは …\AvePoint\DocAve6\Agent\jobs に存在します。 

 True – Notes/Domino 移行ジョブを実行する際にパフォーマンス ログを収集しま

せん。 

• NotesFormColumn – フォーム名を取得するフィールドの名前を定義することができま

す。  

• KeepDXLFiles – 移行されたドキュメントを …\AvePoint\DocAve6\Agent\data

\Migrator\LotusNotesDxlCollection 内の XML ファイルとして保存するかどうかを選

択できます。 

• TimeLimitedForExportDocument – 移行元添付ファイル エクスポート用の最大

制限時間を定義することができます。単位は分であり、既定の値は 4 です。移行元添付ファ

イルが制限時間内にエクスポートされていない場合、Notes/Domino 移行は添付ファイルを

エクスポートしなくなり、他のコンテンツの移行を続行します。 
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• GroupCrawlDepth – 移行先に移行する移行元グループの深さの最大値を定義するこ

とができます。既定の値は 3 です。  

• OnlyKeepRichText – Notes/Domino ドキュメントから生成される DOCX または D

OC ファイルにリッチ テキスト コンテンツのみを含むかどうかを選択できます。 

 False – 生成される DOCX または DOC ファイルに、Notes/Domino ドキュメン

トのすべてのフィールドおよび該当するフィールド値を含みます。 

 True – 生成される DOCX または DOC ファイルにリッチ テキスト コンテンツのみを

含みます。 

• RichTextColumnName – リッチ テキストのタイプを使用しているフィールドのフィールド

名を定義することができます。既定では、フィールド名が Body です。 

*注意: このノードは、OnlyKeepRichText の属性が True である場合に反映されま

す。 

• EncodingKey – Microsoft Word コンテンツのエンコード方法を定義することができま

す。生成された DOCX ファイルまたは DOC ファイルにランダム コードが存在する場合、Enc

odingsMapping でエンコード方法を選択し、EncodingKey の属性として設定しま

す。 

• SleepDuration – DOCX または DOC ファイルを生成する際の遅延時間を定義すること

ができます。遅延時間は、Microsoft Word アイコンの形が崩れることを避けるために使用さ

れます。単位はミリ秒であり、既定の属性は 200 です。Microsoft Word アイコンの形が

崩れる場合は、属性を変更して 200 以上に設定します。 

• ConvertDocxByOffice – Microsoft Office 方法を使用して Notes/Domino ドキ

ュメントを Microsoft Office Word ファイルに変更するかどうかを選択できます。この方法
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は、変換された Microsoft Office Word ファイルが移行先でクロール可能であるかどうかを

決定します。 

*注意: この属性は、プロファイルの設定 > 移行オプション > ドキュメント形式のオプショ

ン で docx が選択されている場合に反映されます。  

*注意: 移行先 DocAve エージェントが存在するサーバーに、Microsoft Office 2007 以

上がインストールされていることを確認してください。 

o True – 変換された .docx ファイルがクロール可能です。 

o False – 変更された .docx ファイルがクロール可能ではありません。 

• UpdateContentType – 既存のコンテンツ タイプがコンテンツ タイプ マッピングで指定さ

れた場合、既存の SharePoint コンテンツ タイプの更新を許可するかどうかを選択できます。 

o False – 既存の SharePoint コンテンツ タイプが更新されません。 

o True – 既存の SharePoint コンテンツ タイプが更新され、Notes/Domino フォ

ームがコンテンツ タイプにマッピングされます。 

• MigrateFormToSiteContentType – 移行元フォームを SharePoint サイト コンテ

ンツ タイプに移行するかどうかを選択できます。 

o False – 移行元フォームがサイト コンテンツ タイプに移行されませんが、リスト コンテ

ンツ タイプに移行されます。 

o True – 移行元フォームがサイト コンテンツ タイプに移行されます。 

*注意: SharePoint Online を移行先環境として選択する場合、MigrateFormToSit

eContentType の値が False であるか True であるかに関係なく、移行元フォームはサ

イト コンテンツ タイプに移行されます。  

• CreateNewContentType – サイト コンテンツ タイプ名が既に移行先に存在する場

合、移行元フォーム用の新しいサイト コンテンツ タイプを作成するかどうかを選択できます。 
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*注意: この設定は、MigrateFormToSiteContentType の値が True である場合

または移行先環境が SharePoint Online である場合に反映されます。 

o False –  移行元フォーム用の新しいサイト コンテンツ タイプが作成されません。既

存のサイト コンテンツ タイプが更新され、移行元フォームのフィールドが既存のサイト 

コンテンツ タイプに追加されます。 

o True – 移行元フォーム用の新しいサイト コンテンツ タイプが作成さます。新しいサイ

ト コンテンツ タイプがサフィックス (1、2、３...) がついた形で命名されます。例: con

tent type_1 

• SpecifiedTitleForAllContentTypes – 値が現在の移行ジョブに含まれているすべて

のコンテンツ タイプの タイトル 値として移行されるフィールドを定義することができます。フィール

ド名をこのノードの値として入力します。フィールド名をセミコロンで区切って複数のフィールド名

を定義することもできます。1 番目のフィールドが移行元フォームに存在しない場合、Notes/

Domino 移行は 2 番目のフィールドが存在するかどうかを確認します。その他のフィールドに

対しても、同様な処理を実行します。 

*注意: 特定のコンテンツ タイプに対して、指定のタイトル 機能が適用している移行プロファイ

ルまたは移行ツールで有効になっている場合、このノードの設定は該当するコンテンツ タイプに

反映されません。 

• TrueString – ブール列にマッピングされる移行元フィールドを定義することができます。既定

では、属性に 1、yes、true が含まれています。移行元フィールド値に属性のいずれかを含

むと、移行元フィールドはブール列にマッピングされます。属性に複数のフィールド値を追加する

ことができます。フィールド値をセミコロンで区切ります。 

• UseSTA – 移行ジョブを実行する際に、単一しきい値アパートメント スレッドを使用して移

行元データを取得するかどうかを選択できます。 
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o True – 単一しきい値アパートメント スレッドを使用して移行元データを取得しま

す。 

o False – 複数のしきい値を使用して移行元データを取得します。 

*注意: Notes/Domino 移行ジョブがハングになると、この属性の値を True に変更しま

す。 

• UseDelegateExportOle – 移行元 OLE オブジェクトの取得時に単一しきい値アパー

トメント スレッドを使用するかどうかを選択できます。 

o True – 移行元 OLE オブジェクトの取得時に単一しきい値アパートメント スレッド

を使用します。 

o False – 移行元 OLE オブジェクトの取得時に複数のしきい値を使用します。 

• CreateNewTermIfDoesNotExist – 移行元フィールド値が移行先に存在しない場

合、移行先で新しい用語を作成するかどうかを選択できます。 

o True – 移行元フィールド値が移行先に存在しない場合、Notes/Domino 移行

は移行先で新しい用語を作成します。 

o False – 移行元フィールド値が移行先に存在しない場合、Notes/Domino 移行

は移行先で新しい用語を作成しません。 

• ExcelOLECloseConfig Close – 移行元 Excel OLE オブジェクトが正常にエクスポー

トされた場合、移行元 Microsoft Office Excel 関連のプロセスを停止するかどうかを定義

できます。 

o True – 移行元 Excel OLE オブジェクトが正常にエクスポートされた場合、移行元 

Microsoft Office Excel 関連のプロセスを停止します。 
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o False – 移行元 Excel OLE オブジェクトが正常にエクスポートされた場合、移行

元 Microsoft Office Excel 関連のプロセスを停止しません。 

• MultiThreadConfig Enabled – 移行元データを SharePoint Online に移行する

際に複数のスレッドを使用するかどうかを選択できます。 

o True – 移行元データを SharePoint Online に移行する際に複数のスレッドを

使用します。 

*注意: 複数のスレッドを使用する場合、以下のプロファイル オプションおよび機能を

使用することはできません。 

▪ フィールド値を使用したフォルダーの作成: Notes/Domino ドキュメントを

フィールド値で命名されたフォルダーに移行します。 

▪ アイテム数の制限: アイテム数が指定の数を超過する場合、移行中に複数

のリスト / ライブラリを作成します。 

▪ フォルダー作成オプション: 移行先で移行された Notes/Domino ドキュメ

ント用のフォルダーを作成します。 

▪ テストを実行 

▪ ジョブ モニター内の 一時停止、再開、停止、開始 アクションです。 

▪ 移行先で生成されたディスカッション掲示板の構造が移行元のディスカッショ

ン掲示板の構造と同じではありません。 

▪ 返答 フィールドの値にリンクがありません。 

o False – 移行元データを SharePoint Online に移行する際に単一スレッドを使

用します。 
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• MaxMultiThread – 移行元データを SharePoint Online に移行する際に使用するス

レッドの最大数を定義することができます。既定の値は 5 です。 

*注意: 10 以上の正の数字を入力することは推奨しません。 

• CurrencyKey – 移行先通貨列用の通貨単位を定義することができます。CurrencyM

apping ノードに存在する通貨キーをこのノードの値として入力します。既定の値は Unite

dStates です。 

• DXLConfig ConvertBmpToGif – Notes/Domino 移行が移行元データをバックア

ップする際に、移行元 .bmp ファイルを .gif ファイルに変換するかどうかを選択できます。 

o True - 移行元 .bmp ファイルを .gif ファイルに変換します。 

o False – 移行元 .bmp ファイルを .gif ファイルに変換しません。これにより、移行

元バックアップ プロセスのハング問題は発生しなくなりますが、ファイル アイコンは移行

先に表示できません。 

• AttachmentConfig UseIcon – 移行先アイテム上の 添付ファイル 列の値の形式

を、アイコンまたはファイル名から選択することができます。 

o True – 移行先アイテム上の 添付ファイル 列の値がアイコンです。 

o False – 移行先アイテム上の 添付ファイル 列の値がファイル名です。 

• MigratorToolConfig CheckSecurity – DocAve 移行ツールで実行するスキャン

分析で、移行元権限をスキャンするかどうかを選択できます。 

o True – DocAve 移行ツールで実行するスキャン分析で、移行元権限をスキャンし

ます。 
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o False – DocAve 移行ツールで実行するスキャン分析で、移行元権限をスキャン

しません。 

• EncodingsMapping – Microsoft Word 内のコンテンツのエンコード方法を決定する 

EncodingKey 用のエンコード方法を定義することができます。 

o utf-8 – 英語用のものです。 

o gb2312 – 中国語用のものです。 

o Shift-JIS – 日本語用のものです。 

• CurrencyMapping – 通貨キーおよび通貨単位の値を定義することができます。既定で

は、以下のマッピングが提供されています。 

o Currency key="EuropeanUnion1" value="-2" – 通貨列の値を 10

0 € の形式で表示します。 

o Currency key="EuropeanUnion2" value="-1" – 通貨列の値を € 1

00 の形式で表示します。 

o Currency key="UnitedStates" value="1033" – 通貨列の値を $ 1

00 の形式で表示します。 

o Currency key="Japan" value="1041" – 通貨列の値を ¥ 100 の形

式で表示します。 

*注意: 属性を Currency key="" value="" の形式で入力して、該当するキーおよ

び値を入力することで、複数の通貨マッピングを追加することができます。通貨キーおよび値を

取得する方法については、Microsoft 技術記事 http://technet.microsoft.com/ja-j

p/forefront/dd585352(v=office.12).aspx を参照してください。  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/forefront/dd585352(v=office.12).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/forefront/dd585352(v=office.12).aspx
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• UploadDatThreadCount – 移行元添付ファイルを、Notes/Domino 高速移行ジョ

ブで選択した Microsoft Azure 場所にアップロードする際に使用するスレッド数を構成する

ことができます。既定の値は 10 です。 

*注意: ここで構成するスレッド数は CPU の使用に影響を与えます。移行する Notes/Do

mino データのサイズおよび移行元 DocAve エージェント サーバーのコンピューター構成に基

づいてこの数値を構成してください。 

• HSMTimeOutMinutes – Notes/Domino 高速移行ジョブのセッション タイムアウト値

を構成することができます。既定の値は 900 であり、時間の単位は分です。つまり、Notes/

Domino 高速移行ジョブのスレッドのハング状態が 15 時間継続すると、ジョブがタイムアウト

となります。 

• WaitSourceFileUploadTime – 移行元データ アップロード用の時間しきい値を構成

することができます。移行元データが Microsoft Azure 場所にアップロードされた後、Notes

/Domino 高速移行ジョブはデータを移行先環境に移行します。既定の値は 60 であり、時

間の単位は分です。 

• DeleteAzureContainer – Notes/Domino 高速移行ジョブの完了後に、自動生成

のジョブ データを Microsoft Azure 場所から削除するかどうかを選択できます。 

o True – 既定の値です。Notes/Domino 高速移行ジョブ データを削除します。 

o False – Notes/Domino 高速移行ジョブ データを削除しません。 

• MigrateLink – ドキュメント リンク、データベース リンク、返答リンクなどの移行元リンクを移

行先に移行するかどうかを選択できます。 

o True – 移行元リンクを移行先に移行します。 

o False – 既定の値です。移行元リンクを移行先に移行しません。 



DocAve
®

 6 Notes/Domino 移行 170 

• IsEnablePlaceHolder – ユーザー マッピングが適用されていない場合またはマッピング

先ユーザーが移行先に存在しない場合、Notes/Domino 高速移行内のフィールド値移行

用のプレースホルダーを有効にするかどうかを選択できます。フィールド値は 名前、作成者、閲

覧者 タイプを使用している移行元フィールドの値です。 

o True – 既定の値です。Notes/Domino 高速移行は、名前、作成者、閲覧者 

タイプを使用している移行元フィールドの値を移行します。 

o False – Notes/Domino 高速移行は、名前、作成者、閲覧者 タイプを使用し

ている移行元フィールドの値を移行しません。移行先メタデータ値で、移行元ユーザ

ー名が、資格情報がコントロール パネルでの該当する SharePoint Online サイト 

コレクションの登録に使用されるユーザーの名前に置き換えられます。 

• UserAgentTag – 例外 429 (too many requests) により、SharePoint Online 

に移行できないデータが存在する可能性があります。例外 429 が発生する原因は、同時実

行ジョブまたは SharePoint Online へのアクセス要求が多すぎて、リソースの過剰使用を起

こしたことにあります。リソースの過剰使用を防ぐために、SharePoint Online には、スクリプ

トまたはコードを使用して同時実行ジョブの件数を制限する Built-in 調整機能が存在しま

す。このノードは SharePoint Online で調整を回避する場合に使用されます。 

このノードの値を空白のまま保持することができます。Notes/Domino 移行は要求を Shar

ePoint Online に送信する際に、自動的にユーザー エージェント文字列を追加します。カス

タム ユーザー エージェント文字列を使用する場合は、ユーザー エージェント文字列をこのノー

ドの値として追加します。カスタム ユーザー エージェント文字列は ここ で説明されている形式

で入力することを確認してください。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/dev/general-development/how-to-avoid-getting-throttled-or-blocked-in-sharepoint-online#BKMK_DecorateSharePointOnlineThrottling
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付録 E - 競合解決 

この付録では、各競合解決方法の詳細が説明されています。以下の表を参照してください。 

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、

移行先で何も行いませ

ん。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。  

セキュリティ  競合したセキュリティを無

視し、移行先で何も行

いません。  

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

マージする 構成  移行先ノードの設定を、

移行元ノードからの設定

とマージします。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

セキュリティ  権限 - 移行先ノードに

存在しない移行元権限

は、移行先ノードに追加

されます。  

アクセス許可レベル - 移

行先ノードに存在しない

移行元アクセス許可レベ

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 

ルは、移行先ノードに追

加されます。移行先ノー

ドに既に存在しているア

クセス許可レベルは置き

換えられません。 

 

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 

上書きする コンテンツ  移行先の競合したコンテ

ンツを削除して、その後

移行元のコンテンツで上

書きします。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

スキップする コンテンツ  競合したコンテンツを無

視し、移行先で何も行

いません。 

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  競合したコンテンツが削

除されません。競合した

データは、サフィックス (_

1、_2、... 数字で増加

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 

していきます) がついた形

で移行先に転送されま

す。 
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