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DocAve 移行ソリューションについて 

Microsoft SharePoint 2010 が集中化された知識リポジトリとコラボレーション ワークスペースを求める組織

の標準に急速になりつつある中で、このプラットフォームへの移行の需要は増え続けています。シームレスでマッピ

ングが完全な DocAve を利用すれば、組織全体のコンテンツを SharePoint に転送するために必要な時間

と労力を最小限に抑えられます。14 以上のレガシー システムからの SharePoint 2010 へのコンテンツの転

送に対応しています。 

SharePoint 移行プロジェクトは一般的に、業務の途絶およびエンドユーザーの混乱によって特徴付けられま

すが、DocAve を使用すれば、このようなケースはなくなります。 

 SharePoint 管理者は、複数のコンテンツ ソースを SharePoint 2010 に統合するプロセスを容易

に自動化することができます。 

 レガシー リポジトリにあるコンテンツに対する ROI (投資利益率) が最大化されます。 

 リアルタイムに、または常に動いているスケジュールから、コンテンツを個々の SharePoint アイテムにき

め細かく移行することができます。 

 移行プロセス全体を通して、すべての関連するメタデータと権限が保持されます。 

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、

移行後の検証を実行すれば、組織はさらに業務の途絶を抑え、価値を生み出すまでの時間を短縮することが

できます。 

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

API のみを使用しています。 

補完的な製品 

DocAve 6 プラットフォームでは多くの製品および製品群はお互いに連携して実行されます。DocAve 移行と

次の製品を一緒に使用することをお勧めします。 

 DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint: SharePoint のコンテンツを再構成または移動

します。 
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 DocAve レポート ポイント for SharePoint: SharePoint 環境の障害点を調べ、SharePoint 

ユーザーが行った操作と変更内容をレポートします。 

 DocAve データ保護: バックアップ & リストア ポイントを設定し、この製品の SharePoint ガバナンス 

ポリシーを調整します。 

 DocAve レプリケーター: レプリケーター イベントに対応した即時のレプリケーション、またはオフライン環

境での計画的なレプリケーションを実行します。すべてのコンテンツ、構成、およびセキュティの設定を、

完全に忠実に同期し、管理します。 

始める前に 

DocAve 移行をインストールし、まずシステムとファームの必要な条件を確認してください。 

構成  

DocAve 移行を使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームにインストールし、正しく構成し

ておく必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、DocAve 移行を使用できませ

ん。 

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 モデルと相互にやり取

りします。ファイル システム移行を除き、正しく機能させるために、移行元のサーバーおよび移行先の SharePo

int サーバーの両方に DocAve エージェントをインストールする必要があります。 

*注意: インストールしたエージェントを実行すると、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。ただし、サーバーにインストールしたエージェントを使用しなけ

れば、システム リソースの使用率は低く抑えられるため、サーバー パフォーマンスへの影響はほとんどありません。 

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

6 インストール ガイド を参照してください。 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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必要な権限 

ファイル システム移行 

DocAve ファイル システム移行を正しくインストールして適切に使用するためには、エージェント アカウントに以

下の権限が設定されていなければなりません。 

1. 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。 

*注意: ファイル システム上のファイルの操作には、ローカル管理者権限が必要です。従って、エージェ

ント アカウントがローカルの Administrators グループに含まれていなければなりません。 

2. SharePoint 権限:これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 ファイル システム移行

を使用する前に、手動で構成する必要があります。 

 ユーザーは Farm Administrators グループのメンバーである必要があります。管理セン

ターは、ファーム間、そして SharePoint のすべての設定と構成に対して作業を行うことから、

最適かつ最も完全な品質のサービスを提供するために、このアカウントが必要です。 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのすべてのゾ

ーンに対するフル コントロール。 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 その他の必須権限 

o Managed Metadata Service – フル コントロール 

o Managed Metadata Service – 管理者 

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 ファイル システム移行を使用す

る前に、手動で構成する必要があります。 

 メンバーは、コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理データベ

ースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベース用の db_owner データベース 

ロールを持ちます。 
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SharePoint 2007 to 2010 移行 

SharePoint 2007 to 2010 移行を正しくインストールして適切に使用するには、SharePoint 2007 環

境のエージェント アカウントに以下の権限が設定されていなければなりません。 

1. 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

な権限の厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 管理者 

グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

2. SharePoint 権限:これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 SharePoint 2007 

to 2010 移行を使用する前に、手動で構成する必要があります。 

 Search Service:フル コントロール 

 ユーザーの権限の設定:既定の共有サービス プロバイダーのすべての詳細な権限  

 Web アプリケーションのポリシー:すべて読み取り 

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 SharePoint 2007 to 201

0 移行を使用する前に、SQL 権限を手動で構成する必要があります。 

 メンバーは、コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理データベ

ースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベース用の db_owner データベース 

ロールを持ちます。 

o SQL サーバーの作成者またはセキュリティ管理権限 

 

SharePoint 2007 to 2010 移行を正しくインストールおよび使用するには、SharePoint 2010 環境の

エージェント アカウントに以下の権限が設定されていなければなりません。 

1. 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

な権限の厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 管理者 

グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

2. SharePoint 権限:これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 SharePoint 2007 

to 2010 移行を使用する前に、手動で構成する必要があります。 
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 ユーザーは Farm Administrators グループのメンバーである必要があります。管理セン

ターは、ファーム間、そして SharePoint のすべての設定と構成に対して作業を行うことから、

最適かつ最も完全な品質のサービスを提供するために、このアカウントが必要です。 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのすべてのゾ

ーンに対するフル コントロール 

 User Profile Service アプリケーション権限: 

o 個人機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service:用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service:フル コントロール 

 Search Service:フル コントロール 

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 SharePoint 2007 to 201

0 移行を使用する前に、手動で構成する必要があります。 

 メンバーは、コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理データベ

ースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベース用の db_owner データベース 

ロールを持ちます。 

o SQL サーバーの作成者またはセキュリティ管理権限 

*注意: コンテンツを Web アプリケーションに移行するには、エージェント アカウントは Web 

アプリケーションの各コンテンツ データベースの db_owner であることを確認します。 

Notes/Domino 移行 

DocAve Notes/Domino 移行を正しくインストールして適切に使用するには、エージェント アカウントに以下

の権限が設定されていなければなりません。 

1. ローカル システム権限:インストール中に DocAve によって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

可能な権限の厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 管

理者 グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 
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2. SharePoint 権限:これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Notes/Domino 移

行を使用する前に、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 

o Web アプリケーションのユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのす

べてのゾーンに対するフル コントロール 

o Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 その他の必須権限 

o Managed Metadata Service – フル コントロール 

o Managed Metadata Service – 管理者 

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 移行を使

用する前に、手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベ

ースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベースロー

ルを持つメンバー 

eRoom 移行  

DocAve eRoom 移行を正しくインストールし適切に使用するには、エージェント アカウントに以下の権限が

設定されていなければなりません。 

1. ローカル システム権限:インストール中に DocAve によって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

可能な権限の厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 管

理者 グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

*注意: UNC パスで接続されているファイル サーバー上のファイルへの操作には、読み取り以上のア

クセス許可が必要です。 

2. SharePoint 権限:これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 eRoom 移行を使用

する前に、手動で構成する必要があります。 

 ユーザーは Farm Administrators グループのメンバーである必要があります。管理セン

ターは、ファーム間、そして SharePoint のすべての設定と構成に対して作業を行うことから、

最適かつ最も完全な品質のサービスを提供するために、このアカウントが必要です。 
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 Web アプリケーションのユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションに対するフル 

コントロール 

 Managed Metadata Service  

o 用語ストア管理者  

o フル コントロール権限を持つ管理されたメタデータ管理者 

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 eRoom 移行を使用する前に、

手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベ

ースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベースロー

ルを持つメンバー 

Livelink 移行 

DocAve Livelink 移行を正しくインストールして適切に使用するには、エージェント アカウントに以下の権限

が設定されていなければなりません。 

1. ローカル システム権限:インストール中に DocAve によって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

可能な権限の厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 管

理者 グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

2. SharePoint 権限:これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Livelink 移行を使用

する前に、手動で構成する必要があります: 

 ユーザーは、ファーム管理者グループのメンバーです。管理センターは、ファーム間、そして Sha

rePoint のすべての設定と構成に対して作業を行うことから、最適かつ最も完全な品質のサ

ービスを提供するために、このアカウントが必要です。 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのすべてのゾ

ーンに対するフル コントロール 

 User Profile Service アプリケーション権限: 

o 個人機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 
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 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 その他の必須権限 

o Managed Metadata Service – フル コントロール 

o Managed Metadata Service – 管理者 

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 Livelink 移行を使用する前

に、手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベ

ースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベースロー

ルを持つメンバー 

パブリック フォルダー移行 

DocAve パブリック フォルダー移行を正しくインストールして適切に使用するには、エージェント アカウントに以下

の権限が設定されていなければなりません。 

1. ローカル システム権限:インストール中に DocAve によって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

可能な権限の厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 管

理者 グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

2. SharePoint 権限:これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 パブリック フォルダー移

行を使用する前に、手動で構成する必要があります。 

 ユーザーは、ファーム管理者グループのメンバーです。管理センターは、ファーム間、そして Sha

rePoint のすべての設定と構成に対して作業を行うことから、最適かつ最も完全な品質のサ

ービスを提供するために、このアカウントが必要です。 

o Web アプリケーション用のユーザー ポリシーを通じてすべての Web アプリケーション

のすべてのゾーンへのフル コントロール権限 

o Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 その他の必須権限 

o Managed Metadata – フル コントロール 

o Managed Metadata – 管理者 
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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 パブリック フォルダー移行を使

用する前に、手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベ

ースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベースロー

ルを持つメンバー 

ローカル システム権限 

次のローカル システム権限が 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 システム グループのメンバーです。 

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

o パフォーマンス モニター ユーザー 

o DocAve ユーザー (グループは自動的に作成され、そのグループは次の権限を持ちます): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 のレジストリ

に対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eve

ntlog レジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書のフル 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] の順に進んでください。) 

 DocAve エージェント インストール先ディレクトリのフル コントロール権限 
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はじめに 

DocAve 移行の起動に関する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。 

DocAve 移行の起動 

DocAve 移行を起動し、その機能にアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. 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] 

タブのウィンドウの左側に、すべての製品パッケージが表示されます。 

2. [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。 

3. [ファイル システム移行] / [SharePoint 移行] / [Notes/Domino 移行] / [eRoom 移

行] / [Livelink 移行] / [パブリック フォルダー移行] をクリックして関連のモジュールを起動します。 

 

図1: DocAve モジュール起動のウィンドウ  
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オンライン移行設定について 

移行元と移行先の間でネットワークを利用できる場合、オンライン移行ジョブは、移行元環境のコンテンツ、構

成、セキュリティ、およびユーザーを、移行先の SharePoint 環境に移行します。 

後述する設定を構成せずにオンライン移行ジョブを実行することは、理論上可能ですが、移行中に適切なコン

テンツ管理を行うためにも、これらの設定を構成することを強くお勧めします。 

移行の各タイプのオンライン移行設定の構成については、以下のセクション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、コンテナは移行を実行する前に移行先に作成します。選択した移行

タイプに従って、コンテナには、サイト コレクション、サイト、リスト、ライブラリ、またはフォルダーを指定できます。 

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

この場合 SharePoint で移行先の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。 

それぞれの移行で指定できるコンテナ タイプについては、次の表を参照してください。 

コンテナ タイプ 移行 

サイト コレクション ディレクトリ SharePoint 2007 to 2010 移行 

Livelink 移行 

Notes/Domino 移行 

eRoom 移行 

サイト SharePoint 2007 to 2010 移行  

パブリック フォルダー移行 

Livelink 移行 

Notes/Domino 移行 

eRoom 移行 

リスト / ライブラリ ファイル システム移行  

SharePoint 2007 to 2010 移行 

パブリック フォルダー移行 

Livelink 移行 

Notes/Domino 移行 

eRoom 移行 

フォルダー  ファイル システム移行  

SharePoint 2007 to 2010 移行 

Livelink 移行 

Notes/Domino 移行 

eRoom 移行 
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コンテナを作成するには、移行先ウィンドウで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、[コンテナ

の作成] をクリックします。コンテナの作成 インターフェイスがポップアップ表示されます。作成するコンテナ タイプ

に従って、以下のようにそれぞれのコンテナ タイプの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、構成が必要な設定はありません。フォルダー レベルの [コンテナの作成] 

をクリックすると、フォルダーがすぐに作成されます。 

サイト コレクションの作成 

サイト コレクションの作成ページでは、以下の設定を構成します: 

 タイトルと説明 – 新しいサイト コレクションの [タイトル] および今後の参照用の [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 リストから希望の言語を選択します。この新しい

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

るテンプレートにアクセスするか、または、作成時にテンプレートを選択しないようにするには、[カスタ

ム] タブをクリックして [テンプレートを後で選択…] を選択します。 

 サイト コレクション管理者 - このサイト コレクション管理者のユーザー名を入力します。  をクリック

して、そのユーザーが有効かどうか確認するか、または、  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 – ストレージ クォータ テンプレートを選択してサイト コレクションに適用します。 

 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するか、または、[キャンセル] をクリックして、コンテナの作

成 インターフェイスを閉じます。 
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サイトの作成 

サイトの作成 ページ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 コレクションの [タイトル] および今後の参照用の [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 リストから希望の言語を選択します。この新しい

サイトの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、ユーザーの固有セットがこの新しいサイトへアクセス

できるようにします。[親サイトと同じ権限を使用する] を選択して、親サイトにアクセスできるユーザー

はこの新しいサイトへアクセスすることができます。 

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

イスを閉じます。 

リスト / ライブラリの作成 

リストの作成ページで以下の設定を構成します。 

 オブジェクト タイプ – [リスト] を作成するか、または [ライブラリ] 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。 

 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は、このドキュメント ラ

イブラリで作成するすべての新しいファイルの既定となるドキュメント テンプレートを選択します。 

[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するか、または、[キャンセル] をクリックして、コンテナの

作成 インターフェイスを閉じます。 
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エクスポート先について (オフライン ジョブのみ) 

エクスポート先機能は、オフラインの eRoom 移行、Notes/Domino 移行、Livelink 移行ジョブでデータを

エクスポートまたはインポートするために必要な手順です。エクスポート先のモードには、エクスポート モードおよび

インポート モードの 2 つのモードがあります。エクスポート モードでは、オフライン移行データを保存するエクスポ

ート先を設定することができます。インポート モードは、エクスポート データを移行先ファームへ移行します。 

エクスポート先の設定にアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. リボンの [プラン管理] グループの [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 モードに入ります。 

2. リボンの [設定] グループの [エクスポート先] をクリックします。エクスポート先 インターフェイスが表示

されます。 

エクスポート先の管理 

エクスポート先 インターフェイスの エクスポート モード と インポート モード の両方で、すべての作成済みのエ

クスポート先がメイン表示ウィンドウに表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるエクスポート先の表示件数および表示順序を変更することがで

きます。1 ページに表示する TDF コレクションの数を変更するには、右下にある [行の表示] のドロップダウン 

メニューで希望の件数を選択します。エクスポート モードの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 モードのインポート場所を

並べ替えるには、[インポート場所名]、[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。 

以下の方法で、エクスポート先を表示する方法をカスタマイズすることができます。 

1. 検索 - キーワードを指定して、エクスポート先をフィルターすることができます。キーワードは、列の値に

含まれるものでなければなりません。エクスポート先の表示ウィンドウの上部に、表示させたいエクスポー

ト先のキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択して

検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明にキーワードを含

むすべてのページのエクスポート先が表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、名前また

は説明にキーワードを含む現在のページのエクスポート先のみ表示されます。検索では、大文字と小

文字の区別はありません。 
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  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし、

列名の隣にあるチェックボックスをオンにして、リストに表示する列を選択します。 

 – 列を非表示にすることができます。非表示にする列の  をクリックすると、列は非表示になります。 

  – エージェントをフィルターすることができます。[エージェント] 列の  をクリックし、表示させたいエ

ージェントの名前の隣にあるチェックボックスをオンにします。 

 

エクスポート先 インターフェイスで次の操作を実行します。 

 作成 – リボンの [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。新し

いエクスポート先の作成の詳細については、エクスポート先の作成および編集 を参照してくださ

い。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択したエクスポート先の構成済みの設定

が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、エクスポート先の設定を変更することもできます。

エクスポート先の編集 ページに移動し、そのページで、このエクスポート先の設定を変更することがで

きます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、このエクスポート先の構成を変更します。エクスポート先の構

成の編集の詳細については、エクスポート先の作成および編集 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択したエクスポート先を削除するか、または、[キャンセル] 

をクリックして選択したエクスポート先を削除せずに エクスポート先 インターフェイスに戻ります。 

エクスポート先の作成および編集 

新しいエクスポート先を作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのエクスポート先を編集する

には、エクスポート先を選択し、リボンの [編集] を選択します。 

エクスポート モード 

エクスポート モードのエクスポート先の作成またはエクスポート モードのエクスポート先の編集インターフェイスでは、

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] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプショ

ン) を入力します。 
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 エージェントとパス – 以下の設定を構成して、オフライン移行データを保存するエクスポート先を指定

します。 

o エージェント – ドロップダウン リストから、作成しようとしているこのエクスポート先の移行元環

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。 

o UNC パス – [UNC パス] テキスト ボックスにエクスポートするデータの保存先として UNC 

パスを入力します。例えば、\\admin-PC\c$\data または \\admin-PC\shared fol

der と入力します。 

o ユーザー名とパスワード – 対応するテキストボックスに、UNC パスで使用できるユーザー名と

パスワードを入力します。次に、[テスト] をクリックします。DocAve はパスをテストして、それ

らが有効であることを確認します。 

[OK] をクリックしてエクスポート モードのエクスポート先の構成を完了します。 

 

インポート モード 

インポート モードのエクスポート先の作成またはインポート モードのエクスポート先の編集インターフェイスでは、

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] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプショ

ン) を入力します。 

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

クスポート データの移行先となるファームを指定します。 

o 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ファームを選

択します。 

o UNC パス – エクスポート モードのエクスポート先で構成されており、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。 

o ユーザー名とパスワード – 対応するテキストボックスに、UNC パスで使用できるユーザー名と

パスワードを入力します。次に、[テスト] をクリックします。DocAve はパスをテストして、それ

らが有効であることを確認します。 

[OK] をクリックしてインポート モードのエクスポート先の構成を完了します。 



26  

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

移行データベースの構成 

eRoom 移行または Notes/Domino 移行を使用するには、これらの移行を使用するすべてのファームの S

QL について、リンク情報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。 

ジョブの状態とタイプ、ジョブを実行するユーザー、ジョブの開始時刻と終了時刻、プラン情報、エージェント情報

などのジョブ詳細情報を保存する必要がなければ、ファイル システム / Livelink / パブリック フォルダー / Sha

rePoint 2007 to 2010 移行について移行データベースを構成する必要はありません。 

なお、移行データベースを作成するには、SQL サーバーのバージョンは SQL Server 2005 SP1 以上でなけ

ればなりません。 

1. [ホーム] タブで、[設定] グループの [移行データベース] をクリックします。移行データベース ページ

が表示されます。 

2. これらの移行 (eRoom または Notes/Domino) の 少なくとも 1 つを使用するファームを選択しま

す。移行 (eRoom または Notes/Domino) を使用するそれぞれのファームについて、以下の手順

が必要です。 

3. [編集] 列の [構成] をクリックします。構成 ページが表示されます。 

4. 移行ジョブ データを保存するデータベースの設定を構成します。 

 移行 データベースの構成 - 移行データベースを指定します。該当するフィールドに データベ

ース サーバー と データベース名 を入力します。 

 認証 – 移行データベースの認証モードを選択します。[SQL 認証] を選択する場合は、[ア

カウント] および [パスワード] フィールドに必要な情報を指定する必要があります。[テスト] 

をクリックして、SQL データベース アカウントを検証することもできます。 

 フェールオーバー データベース サーバー - フェールオーバー データベース サーバーを指定しま

す。指定した移行データベースが壊れた場合、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 データベースに転送することができます。 

または、手順 3 で設定の構成する代わりに、[詳細設定] で接続文字列を入力して移行データベー

スを指定することができます。[詳細設定] をクリックします。接続文字列 セクションが表示されます。

[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編集を有効にし、画面左側の例を参考に

して表示フィールドに接続文字列を入力します。接続文字列の構成方法の詳細については、Micros

oft SQL Server ヘルプ  ドキュメント を参照してください。 
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5. [OK] をクリックして構成を保存して終了するか、または、[キャンセル] をクリックして構成を保存せず

に 移行データベース ページに戻ります。  
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ファイル システム移行 

ファイル システム移行の使用については、以下のセクションを参照してください。 

移行前の構成 

ファイル システム移行を使用するには、まず接続を構成し、DocAve エージェントがファイル システム サーバー

に接続できるようにします。これにより、ファイル システム サーバーが機能できるようなります。移行の [ホーム] 

タブから、リボンの [接続の構成] をクリックします。ファイル システム接続 インターフェイスが表示されます。 

ファイル システム接続の管理    

ファイル システム接続は DocAve エージェントとファイル システム サーバーとを接続します。DocAve エージェ

ントを正しく機能させるために、SharePoint に移行するコンテンツを含むファイル システム サーバーに、DocAv

e エージェントをインストールする必要があります。作成済みの接続が移行元ウィンドウに表示され、ファイル シ

ステム移行ジョブのコンテンツを表示されます。ファイル システム接続 インターフェイスには、すべての作成済みの

ファイル システム接続が表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるファイル システム接続の表示件数および表示順序を変更する

ことができます。1 ページに表示されるファイル システム接続の表示件数を変更するには、画面右下の [行の

表示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。ファイル システム接続を並べ替えるには、[名

前]、[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。 

以下の方法で、接続の表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、ファイル システム接続をフィルターすることができます。キーワードは、列

の値に含まれるものでなければなりません。ファイル システム接続 の表示ウィンドウの上部に、表示さ

せたいファイル システム接続のキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のペー

ジを検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または

説明にキーワードを含むすべてのページの接続が表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、

名前または説明にキーワードを含む現在のページの接続のみ表示されます。検索では、大文字と小文

字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 
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  - 列を非表示にすることができます。非表示にする列の  をクリックすると、列は非表示になります。 

 – エージェントをフィルターすることができます。[エージェント] 列の  をクリックし、表示するエージェ

ントの名前の隣にあるチェックボックスをオンにします。 

 

 

ファイル システム接続 インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しいファイル システム接続を作成します。ファイル システム

接続の作成の詳細については、ファイル システム接続の作成および編集 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択したエクスポート先の構成済みの設定

が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、ファイル システム接続の設定を変更することも

できます。ファイル システム接続の編集 ページに移動し、そのページでこのファイル システム接続の設

定を変更することができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択したファイル システム接続の構成を変更します。ファイル 

システム接続の構成の編集の詳細については、ファイル システム接続の作成および編集 を参

照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。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

たファイル システム接続を削除するか、または、[キャンセル] をクリックして選択したファイル システム接

続を削除せずに、ファイル システム接続 インターフェイスに戻ります。 

ファイル システム接続の作成および編集 

新しいファイル システム接続を作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのファイル システム接

続を編集するには、ファイル システム接続を選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

[ファイル システム接続の作成] または [ファイル システム接続の編集] インターフェイスでは、以下の設定を

構成します。 

 ファイル システム接続名 – ファイル システム接続の [名前] を入力します。今後の参照用

のファイル システム接続の [説明] (オプション) を入力します。 

 接続 – 以下の設定を構成して、ファイル システム サーバーを DocAve エージェントに接続

します。 
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o エージェント – ドロップダウン メニューからファイル システム サーバーの接続先となるエ

ージェントを選択します。 

o UNC パス – UNC パスを次の形式で入力します:  

       \\admin-PC\c$\data または \\admin-PC\shared folder 

o ユーザーとパスワード – ファイル システム サーバーへアクセスする [ユーザー名] およ

び該当の [パスワード] を入力します。 

[テスト] をクリックして接続が利用可能かどうかを確認します。 

[OK] をクリックして構成を保存して [ファイル システム接続] インターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] 

をクリックして変更を保存せずに ファイル システム接続 インターフェイスに戻ります。 
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ファイル システム移行の構成  

フィルター ポリシー 

フィルター ポリシーを使用して、SharePoint 移行先へ移行するオブジェクトを制御できるように、フィルター ル

ールを設定することができ、対象となるコンテンツをより正確に指定することができます。フィルター ポリシーを設定

し、保存すると、それらを毎回再作成することなく同じフィルター ポリシーを異なるファイル システム移行プランに

適用することができます。 

フィルター ポリシー インターフェイスにアクセスするには、移行の [ホーム] タブで [プロファイルの作成] をクリッ

クします。[プロファイルの作成] ページで、リボンの [フィルター ポリシー] をクリックします。 

フィルター ポリシーの管理 

フィルター ポリシー インターフェイスでは、すべての作成済みのフィルター ポリシーがメインの表示ウィンドウに表

示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数および表示順序を変更すること

ができます。1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] 

ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。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]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、フィルター ポリシーの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して、作成済みのフィルター ポリシーをフィルターすることができます。キーワー

ドは、列の値に含まれるものでなければなりません。フィルター ポリシーの表示ウィンドウの上部に、表示

させたいフィルター ポリシーのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のペー

ジを検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または

説明にキーワードを含むすべてのページのフィルター ポリシーが表示されます。[現在のページを検索] 

を選択すると、名前または説明にキーワードを含む現在のページのフィルター ポリシーのみ表示されます。

検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。非表示にする列の  をクリックすると、列は非表示になります。 

フィルター ポリシー インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 
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 作成 – リボンの [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。新しいフィルター 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 を参照してください。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択したフィルター ポリシーの構成を変更します。フィルター ポ

リシーの構成の編集の詳細については、フィルター ポリシーの作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択したフィルター ポリシーを削除するか、または、[キャンセ

ル] をクリックして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 インターフェイスに戻りま

す。 

 

フィルター ポリシーの作成 

1. 新しいフィルター ポリシーを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのフィルター ポリ

シーを編集するには、フィルター ポリシーを選択し、リボンの [編集] を選択します。 

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 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

o 名前 – 作成するフィルター ポリシーの名前を入力するか、または、編集するフィルター ポリシ

ーの名前を変更します。 

o 説明 (オプション) – このフィルター ポリシーの説明を入力します。 

o フィルター ルール – フィルター ルールを使用して、一連のフィルター条件を設定し、移行する

ファイルまたはフォルダーをフィルターすることができます。フィルター ルールを設定するには、以下

の手順に従ってください。 

a. [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。フ

ィルター ルールの構成フィールドが表示されます。ルールの対象となるオブジェクトとし

て、[フォルダー] または [ファイル] を選択することができます。 

b. [条件の追加] をクリックすると、基本条件の構成の行が表示されます。既定のルー

ルは 名前 で、既定の条件は 次の値を含む です。[名前] をクリックしてドロップダウ

ン メニューからルールを変更し、該当する条件および値を指定します。選択できる各

レベルのルール設定の詳細については、このセクションの最後の表を参照してください。 

c. 指定したフィルター ルールおよびフィルター 条件に従って [値] を入力します。 

複数のフィルター ルールを追加するには、手順 a、b 、c または手順 b と手順 c を繰り

返します。 
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2 つの論理関係、AND および OR があります。既定の論理関係は AND です。[AND] 

をクリックすると、[OR] に変わります。 

AND – すべての条件を満たすコンテンツが含まれるようにフィルターされます。 

OR – 条件のいずれかを満たしているコンテンツが含まれるようにフィルターされます。 

[OK] をクリックして構成を保存して フィルター ポリシー インターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに ファイル ポリシー インターフェイスに戻ります。フィルター ポリシーの詳細については、

ファイル システム移行フィルター ポリシーの例 を参照してください。 
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ファイル システム移行フィルター ポリシーの例 

ファイル システム移行フィルター ポリシーのコンポーネントおよび使用方法について、次の表を参照してください。 

*注意: すべてのテキスト ボックスで、大文字と小文字は区別されず、ワイルドカードは使用できません。 

フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

フォル

ダー 

 

名前 次の値を含む abc 名前に abc を含むフォル

ダーが含まれます。 

例: abcdef または abc  

次の値を含まない abc 名前に abc を含まないフ

ォルダーが含まれます。 

例: 123 または bc 

次の値に等しい  type 名前が type であるフォ

ルダーが含まれます。 

次の値と異なる type 名前が type ではないフ

ォルダーが含まれます。 

作成日時 

 

次の日付以前 2012-10-01 

06:00 中部

標準時 (米国

およびカナダ) 

2012-10-01 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以前に作成さ

れたフォルダーが含まれま

す。 

次の日付以降 中部標準時 

(米国およびカ

ナダ) で 2012

-07-31 06:0

0 

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以降に作成さ

れたフォルダーが含まれま

す。 

次の期間内     日間 / 週間 / ヶ月

間 

3 日間 3 日以内に作成されたフ

ォルダーが含まれます。 

次の期間以前     日間 / 週間 / ヶ

月間 

3 日間 3 日以上前に作成された

フォルダーが含まれます。 

更新日時 次の日付以前 2012-10-01 

06:00 中部

標準時 (米国

2012-10-01 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以前に最終変
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

およびカナダ) 更されたしたフォルダーが

含まれます。 

次の日付以降 中部標準時 

(米国およびカ

ナダ) で 2012

-07-31 06:0

0 

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以降に最終変

更されたフォルダーが含ま

れます。 

次の期間内 3 日間 3 日以内に最終変更さ

れたフォルダーが含まれま

す。 

次の期間以前 3 日間 3 日以上前に最終変更

されたフォルダーが含まれ

ます。 

最終アクセ

ス時刻 

次の日付以前 2012-10-01 

06:00 中部

標準時 (米国

およびカナダ) 

2012-10-01 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以前に最終アク

セスされたフォルダーが含

まれます。 

次の日付以降 中部標準時 

(米国およびカ

ナダ) で 2012

-07-31 06:0

0 

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以降に最終アク

セスされたフォルダーが含

まれます。 

次の期間内 __ 日間 / 週間 / ヶ月

間 

3 日間 3 日以内に最終アクセス

されたフォルダーが含まれ

ます。 

次の期間以前 __ 日間 / 週間 / ヶ

月間 

3 日間 3 日以上前に最終アクセ

スされたフォルダーが含ま

れます。 

ファイ

ル 

名前 次の値を含む (ワイルドカードは使用

できません) 

abc 名前に abc を含むファイ

ルが含まれます。 

例: abcdef.docx また
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

は abc.xlsx  

次の値を含まない (ワイルドカードは使

用できません) 

abc 名前に abc を含まないフ

ァイルが含まれます。例: 

123.png または bc.do

cx 

次の値に等しい  type 名前が type であるファイ

ルが含まれます。 

次の値と異なる type 名前が type ではないフ

ァイルが含まれます。 

タイプ 次の値を含む demo 拡張子名に doc を含む

ファイルが含まれます。 

例: abc.doc または ab

cd.docx 

次の値を含まない docx 拡張子名に doc を含ま

ないファイルが含まれま

す。 

例: abc.gif または abc

d.doc 

次の値に等しい  docx 拡張子名が docx である

ファイルが含まれます。 

例: abc.docx 

次の値と異なる docx 拡張子名が docx では

ないファイルが含まれま

す。 

例: abc.doc 

サイズ ≧ __ KB/MB/GB 10 KB サイズが 10 KB 以内の

ファイルが含まれます。 

例: 15KB のファイル 

≦ __ KB/MB/GB 10 KB サイズが 10 KB 以上の

ファイルが含まれます。 

例: 5 KB のファイル 

メタデータ: メタデータ名 を 次の値を含む apple  メタデータの値に apple 
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

テキスト 手動で入力しま

す。メタデータの

値に従ってファイ

ルをフィルターす

るには、この条

件を使用しま

す。 

この条件は、数

値、はい / いい

え、日付と時刻

タイプ以外のす

べてのメタデータ 

タイプをサポート

します。 

を含む指定したメタデータ

を持つファイルが含まれま

す。 

次の値を含まない apple  メタデータの値に apple 

を含まない指定したメタデ

ータを持つファイルが含ま

れます。 

次の値に等しい  apple メタデータの値が apple 

である指定したメタデータ

を持つファイルが含まれま

す。 

次の値と異なる apple メタデータの値が apple 

ではない指定したメタデー

タを持つファイルが含まれ

ます。 

メタデータ: 

数値 

メタデータ名を

手動で入力しま

す。 

この条件は、数

値のメタデータ 

タイプのみサポー

トします。 

≧ 10 メタデータの値が 10 以

上 の指定したメタデータを

持つファイルが含まれま

す。 

≦ 10 メタデータの値が 10 以

下 の指定したメタデータを

持つファイルが含まれま

す。 

= 10 メタデータの値が 10  に

等しい指定したメタデータ

を持つファイルが含まれま

す。 

メタデータ: 

はい / いい

え 

メタデータ名を

手動で入力しま

す。 

この条件は、は

い / いいえのメ

次の値と完全に一

致する 

はい メタデータの値が はい と

完全に一致する指定した

メタデータを持つファイルが

含まれます。 
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

タデータ タイプの

みサポートしま

す。 

メタデータ: 

日付と時刻 

メタデータ名を

手動で入力しま

す。 

この条件は、日

付と時刻のメタ

データ タイプの

みサポートしま

す。 

次の日付以前 2012-08-06 

09:00 太平

洋標準時 (米

国およびカナ

ダ) 

メタデータの値が 2012-

08-06 09:00 2012-0

8-06 09:00 太平洋標

準時 (米国およびカナダ) 

以上前に指定されたメタ

データを持つファイルが含

まれます。 

次の日付以降 2012-08-06 

09:00 太平

洋標準時 (米

国およびカナ

ダ) 

メタデータの値が2012-0

8-06 09:00 2012-08

-06 09:00 太平洋標

準時 (米国およびカナダ) 

以降の指定されたメタデ

ータを持つファイルが含ま

れます。 

次の期間内 __ 

日間 / 週間 / ヶ

月間 

3 週間 メタデータの値が 3 週間 

以内に指定されたメタデ

ータを持つファイルが含ま

れます。 

次の期間以前 __ 

日間 / 週間 / ヶ

月間 / 年間 

3 週間 メタデータの値が 3 週間 

以上前に指定されたメタ

データを持つファイルが含

まれます。 

作成日時 次の日付以前 2012-10-01 

06:00 中部

標準時 (米国

およびカナダ) 

2012-10-01 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以前に作成さ

れたファイルが含まれま

す。 

次の日付以降 中部標準時 

(米国およびカ

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

ナダ) で 2012

-07-31 06:0

0 

びカナダ) 以降に作成さ

れたファイルが含まれま

す。 

次の期間内 3 日間 3 日以内に作成されたフ

ァイルが含まれます。 

次の期間以前 3 日間 3 日以上前に作成された

ファイルが含まれます。 

更新日時 次の日付以前 2012-10-01 

06:00 中部

標準時 (米国

およびカナダ) 

2012-10-01 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以前に最終変

更されたファイルが含まれ

ます。 

次の日付以降 中部標準時 

(米国およびカ

ナダ) で 2012

-07-31 06:0

0 

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以降に最終変

更されたファイルが含まれ

ます。 

次の期間内 3 日間 3 日以内に最終変更さ

れたファイルが含まれま

す。 

次の期間以前 3 日間 3 日以上前に最終変更

されたファイルが含まれま

す。 

最終アクセ

ス時刻 

次の日付以前 2012-10-01 

06:00 中部

標準時 (米国

およびカナダ) 

2012-10-01 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以前に最終アク

セスされたファイルが含ま

れます。 

次の日付以降 中部標準時 

(米国およびカ

ナダ) で 2012

-07-31 06:0

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以降に最終アク

セスされたファイルが含ま
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

0 れます。 

次の期間内 3 日間 3 日以内に最終アクセス

されたファイルが含まれま

す。 

次の期間以前 3 日間 3 日以上前に最終アクセ

スされたファイルが含まれま

す。 

PDF: アプ

リケーション 

次の値を含む abc アプリケーションの値に ab

c を含む PDF が含まれ

ます。 

次の値を含まない abc アプリケーションの値に ab

c を含まない PDF が含

まれます。 

次の値に等しい  abc アプリケーションの値が ab

c である PDF が含まれま

す。 

次の値と異なる abc アプリケーションの値が ab

c ではない PDF が含ま

れます。 

PDF: 作成

者 

次の値を含む AvePoint 作成者に AvePoint を

含む PDF が含まれます。 

例: AvePoint.com 

次の値を含まない AvePoint 作成者に AvePoint を

含まない PDF が含まれ

ます。 

例: DocAve 

次の値に等しい  AvePoint 作成者が AvePoint で

ある PDF が含まれます。 

次の値と異なる AvePoint 作成者が AvePoint で

はない PDF が含まれま

す。 

PDF: 作成 次の日付以前 2012-10-01 2012-10-01 06:00 
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

日 06:00 中部

標準時 (米国

およびカナダ) 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以前に作成さ

れた PDF が含まれます。 

次の日付以降 中部標準時 

(米国およびカ

ナダ) で 2012

-07-31 06:0

0 

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以降に作成さ

れた PDF が含まれます。 

次の期間内 3 日間 3 日以内に作成された P

DF が含まれます。 

次の期間以前 3 日間 3 日以上前に作成された

した PDF が含まれます。 

PDF: 更新

日 

次の日付以前 2012/07/31 

06:00 中部

標準時 (米国

およびカナダ) 

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以前に最終変

更された PDF が含まれ

ます。 

次の日付以降 中部標準時 

(米国およびカ

ナダ) で 2012

-07-31 06:0

0 

2012-07-31 06:00 

中部標準時 (米国およ

びカナダ) 以降に最終変

更された PDF が含まれ

ます。 

次の期間内 3 日間 3 日以内に最終変更さ

れたファイルが含まれま

す。 

次の期間以前 3 日間 3 日以前に最終変更さ

れた PDF が含まれます。 

PDF: キー

ワード 

次の値を含む AvePoint キーワードに AvePoint 

を含む PDF が含まれま

す。 

次の値を含まない AvePoint キーワードに AvePoint 

を含まない PDF が含ま
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

れます。 

次の値に等しい  AvePoint キーワードが AvePoint 

である PDF が含まれま

す。 

次の値と異なる AvePoint キーワードが AvePoint 

ではない PDF が含まれ

ます。 

PDF: PDF 

プロデューサ

ー 

次の値を含む Adobe プロデューサーに Adobe 

を含む PDF が含まれま

す。 

例: プロデューサーが Ad

obe Library である PD

F が含まれるようにフィルタ

ーされます。 

次の値を含まない Adobe プロデューサーに Adobe 

を含まない PDF が含ま

れます。 

例: プロデューサーが HT 

である PDF が含まれるよ

うにフィルターされます。 

次の値に等しい  Adobe プロデューサーが Adobe 

である PDF が含まれま

す。 

次の値と異なる Adobe プロデューサーが Adobe 

ではない PDF が含まれ

ます。 

PDF: IIS 

バージョン 

≧ 3.5 バージョンが 3.5 以上 の 

PDF が含まれます。 

≦ 3.5 バージョンが 3.5 以下 の 

PDF が含まれます。 

= 3.5 バージョンが 3.5 である 

PDF が含まれます。 
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フィル

ター レ

ベル 

ルール  条件  値  例  

PDF: PDF 

Web ビュー 

次の値と完全に一致する (はい / い

いえ) 

はい Web ビューが はい と完

全に一致する PDF が含

まれます。 

PDF: PD

F: サブタイ

トル 

次の値を含む Migration サブタイトルに Migratio

n を含む PDF が含まれ

ます。 

次の値を含まない Migration  サブタイトルに Migratio

n を含まない PDF が含

まれます。 

次の値に等しい  Migration サブタイトルが Migratio

n である PDF が含まれ

ます。 

次の値と異なる Migration サブタイトルが Migratio

n ではない PDF が含ま

れます。 

PDF: タイ

トル 

次の値を含む Migration タイトルに Migration を

含む PDF が含まれます。 

次の値を含まない Migration タイトルに Migration を

含まない PDF が含まれ

ます。 

次の値に等しい  Migration タイトルが Migration で

ある PDF が含まれます。 

次の値と異なる Migration タイトルが Migration で

はない PDF が含まれま

す。 
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マッピング設定 

ファイル システム移行ジョブを実行する前に、ドメイン マッピング、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、およびダイナミック マッピングの設定を定義することができます。マッピングをカスタマイズしない場合の

ために、既定のマッピング設定があります。 

以下のセクションを参照して、マッピング設定を構成するかどうかを決定し、マッピング設定の構成を行ってくださ

い。 

ドメイン マッピング 

名前は同じで、ドメインの異なるユーザーが移行元と移行先にそれぞれ存在する場合、ドメイン マッピングを使

用して移行元ドメイン名を移行先の SharePoint ドメイン名にマッピングすることができます。移行中に、移行

元ドメイン名は、移行先ノードに指定したドメイン名に変更されます。例えば、ドメイン マッピングを使用して、移

行元ユーザー summer\user1 を SharePoint ドメイン ユーザー may\user1 へマッピングすることが

できます。 

1. ドメイン マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. リボンの [マッピング] をクリックして、ドロップダウン メニューから [ドメイン マッピング] を選択します。コ

ントロール パネルの マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。 

3. リボンの [作成] をクリックして、新しいドメイン マッピング ルールを作成します。 

ドメイン マッピングの設定の詳細については、コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

ユーザー マッピング  

ユーザー マッピングを使用して、既存の移行元ノード名を移行先の既存の SharePoint ユーザー名にマッピン

グすることができます。移行中に、移行元ユーザー名は、移行先ノードに指定したユーザー名に置き換えられま

す。 

1. ドメイン マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [ユーザー マッピング] を選択します。コ

ントロール パネル の マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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3. リボンの [作成] をクリックして、新しいユーザー マッピング ルールを作成します。 

ユーザー マッピングの設定の詳細については、コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

グループ マッピング 

グループ マッピングを使用して、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。

移行中に、移行元グループ名は、移行先ノードの指定したグループ名に置き換えられます。 

1. グループ マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [グループ マッピング] を選択します。コ

ントロール パネル の マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。 

3. リボンの [作成] をクリックして、新しいグループ マッピング ルールを作成します。 

ユーザー マッピングの設定の詳細については、コントロール パネルのリファレンス 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して、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

行中に、移行元の権限は、移行先ノードの指定した権限名に置き換えられます。ファイル システム移行には、

既定権限マッピング が用意されており、クイック モードのジョブを実行する際に、ファイル システム権限を Shar

ePoint 権限に移行することができます。このルールは、既定のメイン プロフィールの既定の権限マッピング ルー

ルとして含まれています。 

1. 権限マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [権限マッピング] を選択します。権限マッピング 

インターフェイスが表示されます。 

権限マッピング インターフェイスには、すべての構成済みの権限マッピングが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示される権限マッピングの表示件数および表示順序を変更することがで

きます。1 ページに表示される権限マッピングの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] ドロップダ

ウン メニューから希望の表示件数を選択します。権限マッピングを並べ替えるには、権限マッピングの [名前]、

[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、権限マッピングを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 検索 - キーワードを指定して、権限マッピングをフィルターすることができます。キーワードは、列の値に

含まれるものでなければなりません。権限マッピングの表示ウィンドウの上部に、表示させたい権限マッ

ピングのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択し

て検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明にキーワードを

含むすべてのページの権限マッピングが表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、名前ま

たは説明にキーワードを含む現在のページの権限マッピングのみ表示されます。検索では、大文字と

小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

権限マッピングに対して、以下の操作を実行することができます。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しい権限マッピング ルールを作成します。新しい権限マッピ

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。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した権限マッピングについて既に構成さ

れている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、権限マッピングの設定を変更する

こともできます。権限マッピングの編集 ページに移動し、そのページで権限マッピングを変更することが

できます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した権限マッピングの構成を変更します。権限マッピング

の編集の詳細については、権限マッピングの作成および編集 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を続けるかどうかを確認する構成ウィンドウがポップアッ

プ表示されます。[OK] をクリックして選択した権限マッピングを削除するか、または、[キャンセル] をク

リックして選択した権限マッピングを削除せずに 権限マッピング インターフェイスに戻ります。 

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には、リボンの [作成] をクリックします。作成済みの権限マッピングを編集する

には、権限マッピングを選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

権限マッピングの作成 / 編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 権限マッピング名 – 作成 / 編集する権限マッピングの [権限マッピング名] を入力します。今後の

参照用の権限マッピングの [説明] (オプション) を入力します。 
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 権限マッピング – ファイル システム権限から SharePoint 権限へのマッピングを設定することができ

ます。2 つの権限マッピング モードがあります。権限入力モード では、5 つのファイル システム権限レ

ベルから SharePoint アクセス許可レベルへのマッピングを構成することができます。権限入力モード

の詳細 では、ファイル システムから SharePoint アクセス許可レベルへの詳細権限マッピングを構

成することができます。ファイル システムから SharePoint へマッピングするには、既定 SharePoint 

アクセル許可レベル、または作成済みの SharePoint アクセス許可レベルを選択するか、あるいは、

ドロップダウン メニューから [新規 SharePoint アクセル許可レベル] をクリックして新しい ShareP

oint アクセス許可レベルを直接作成します。 

新しい SharePoint アクセス許可レベルの作成については、以下の SharePoint アクセス許可

レベルの作成 を参照してください。 

[OK] をクリックして構成を保存して 権限マッピング インターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] をクリック

して変更を保存せずに 権限マッピング インターフェイスに戻ります。 

SharePoint アクセル許可レベルの管理 

SharePoint アクセス許可レベルを管理することができます。新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成

したり、構成済みの SharePoint アクセス許可レベルの詳細を表示したり、構成済みの SharePoint アクセ

ス許可レベルを編集したり、または、構成済みの SharePoint アクセス許可レベルを削除して、SharePoint 

アクセス許可レベルを管理することができます。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスにアクセスするには、[ホーム] タブから、 [プロファ

イルの作成] > [マッピング] > [権限マッピング] > [SharePoint アクセス許可レベルの管理] の順に

移動します。SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスが表示されます。ここに、既定Share

Point アクセス許可レベルまたは構成済みの SharePoint アクセス許可レベルのリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるSharePoint アクセス許可レベルの表示件数および表示順序

を変更することができます。1 ページに表示される SharePoint アクセス許可レベルの表示件数を変更するに

は、画面右下の [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。SharePoint アクセ

ス許可レベルを並べ替えるには、[SharePoint アクセス許可レベル名]、[説明] などの列見出しをクリックし

ます。 

以下の方法で、SharePoint アクセル許可レベルを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、 SharePoint アクセス許可レベルをフィルターすることができます。キー

ワードは、列の値に含まれるものでなければなりません。SharePoint アクセス許可レベルの表示ウィ
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ンドウの上部に、表示させたいSharePoint アクセス許可レベルのキーワードを入力します。[すべての

ページを検索] または [現在のページを検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページ

を検索] を選択すると、名前または説明にキーワードを含むすべてのページの SharePoint アクセス

許可レベルが表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、名前または説明にキーワードを

含む現在のページの SharePoint アクセス許可レベルのみ表示されます。検索では、大文字と小文

字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

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

 作成 – リボンの [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。新し

い SharePoint アクセス許可レベルの作成については、SharePoint アクセス許可レベルの作

成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した SharePoint アクセス許可レベル

について既に構成されている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、SharePoin

t アクセス許可レベルの設定を変更することができます。SharePoint アクセス許可レベルの編集ペー

ジに移動し、そのページでこの許可レベルの設定を変更することができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した SharePoint アクセス許可レベルの構成を変更し

ます。なお、投稿、デザイン、フル コントロール、閲覧、表示のみなどの定義済み SharePoint アクセ

ス許可レベルは、編集不可です。SharePoint アクセス許可レベルの構成の編集については、Share

Point アクセス許可レベルの作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択した SharePoint アクセス許可レベルを削除するか、

または、[キャンセル] をクリックして選択した SharePoint アクセス許可レベルを削除せずに、Share

Point アクセス許可レベルの管理 インターフェイスに戻ります。なお、投稿、デザイン、フル コントロー

ル、閲覧、表示のみなどの定義済み SharePoint アクセス許可レベルは、削除できません。 

SharePoint アクセス許可レベルの作成 

新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのカスタ

ム SharePoint アクセス許可レベルを編集するには、SharePoint アクセス許可レベルを選択し、リボンの 

[編集] をクリックします。 
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SharePoint アクセス許可レベルの作成 または SharePoint アクセス許可レベルの編集 インターフェイ

スでは、以下の設定を構成します。 

 名前と説明 – 作成 / 編集するアクセス許可レベルの [名前] を入力します。今後の参照用の [説

明] (オプション) を入力します。 

 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。権限の前のチェックボックスをオンにして、

[リストの権限]、[サイトの権限]、および [個人の権限] の指定した権限を選択します。[すべて選

択] チェックボックスを使用すると、すべての権限を選択したり、または選択を解除することができます。 

[OK] をクリックして構成を保存して SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスに戻るか、ま

たは、[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイ

スに戻ります。 

ダイナミック マッピング 

ダイナミック マッピングでは、JavaScript を使用してマッピング ルールを構成することができます。プロファイルにダ

イナミック マッピングを構成すると、プロパティ マッピング機能は無効になります。 

ダイナミック マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プロ

ファイルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックして、ドロップダウン メニューから [ダイナミ

ック マッピング] を選択します。ダイナミック マッピング ルール インターフェイスが表示されます。 

ダイナミック マッピング インターフェイスには、構成済みのダイナミック マッピング ルールのリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるダイナミック マッピングの表示件数および表示順序を変更するこ

とができます。1 ページに表示されるダイナミック マッピングの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表

示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。ダイナミック マッピングを並べ替えるには、[ダイナ

ミック マッピング名]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、ダイナミック マッピングを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、ダイナミック マッピングをフィルターすることができます。キーワードは、列の

値に含まれるものでなければなりません。ダイナミック マッピングの表示ウィンドウの上部に、表示させた

いダイナミック マッピングのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを

検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明

にキーワードを含むすべてのページのダイナミック マッピングが表示されます。[現在のページを検索] を
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選択すると、名前または説明にキーワードを含む現在のページのダイナミック マッピングのみ表示されま

す。検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

 

ダイナミック マッピングに対して、以下の操作を実行することができます。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しいダイナミック マッピング ルールを作成します。新しいダイ

ナミック マッピングの作成については、ダイナミック マッピングの構成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択したダイナミック マッピングの構成済み

の設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、ダイナミック マッピングの設定を変更する

こともできます。ダイナミック マッピングの編集ページに移動し、そのページで選択したダイナミック マッピ

ングを変更することができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択したダイナミック マッピングの構成を変更します。ダイナミッ

ク マッピングの編集の詳細については、ダイナミック マッピングの構成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択したダイナミック マッピングを削除するか、または、[キャ

ンセル] をクリックして選択したダイナミック マッピングを削除せずに ダイナミック マッピング インターフェ

イスに戻ります 

ダイナミック マッピングの構成 

新しいダイナミック マッピングを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのダイナミック マッピン

グを編集するには、ダイナミック マッピングを選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

ダイナミック マッピングの作成 または ダイナミック マッピングの編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成

します。 

 名前と説明 – 作成 / 編集するダイナミック マッピングの [ダイナミック マッピング名] を入力します。

今後の参照用のダイナミック マッピングの [説明] (オプション) を入力します。 

 ダイナミック マッピング ルール – JavaScript を使用してテキスト ボックスにマッピング ルールを構成

します。テキスト ボックス内の例を参照して、必要なダイナミック マッピングを定義します。[テスト] をク

リックして JavaScript の特定の文法が正しいかどうかを確認します。 
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[OK] をクリックすると、構成を保存して ダイナミック マッピング インターフェイスに戻ります。[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 マッピング インターフェイスに戻ります。 
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ファイル システム移行プロファイルの設定 

移行ジョブを実行するには、ファイル システム移行プロファイルが必要です。このプロファイルを使用して、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、詳細オプションなどの移行ジョブの設定を指定し、定義しま

す。ファイル システム移行には、基本設定および推奨設定が既に構成された既定のメイン プロファイルがありま

す。オンライン移行プロファイルを作成するには、以下の説明に従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリック

します。 

3. ポップアップ ウィンドウで プロファイル名 を入力して [OK] をクリックします。 

4. 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 メニューから構成済みの [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。 

5. 画面左側から [フィルター オプション] を選択し、ドロップダウン メニューから構成済みのフィルター ポリ

シーを選択するか、または、ドロップダウン メニューから [フィルター ポリシーの新規作成] 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。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 を参照してください。 

6. 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 メニューから構成済みの [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

ンの説明を参照してください。 

7. 画面左側から [詳細オプション] を選択し、[文字数制限設定] および [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。 

8. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイル

名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削除せ

ずに、プロファイルが保存されます。 

移行オプション 

移行オプションを使用して、移行するセキュリティを構成し、移行元フォルダーの構造を保持するかどうかを選択

します。以下の手順に従って、移行オプション サブプロファイルを設定します。 
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1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル管理] 

グループの [サブプロファイルの編集] をクリックし、[移行オプション] フィールドを有効にします。 

3. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリック

します。 

4. 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て、[OK] をクリックします。 

5. 以下の設定を構成します。 

 フォルダー構造の管理 – 移行したコンテンツのフォルダー構造を統合するかどうかを選択でき

ます。 

o すべてのフォルダー構造を統合する – 構造を解除することで、移行元の構造したフ

ォルダー内のすべてのファイルを同じ移行先の場所へ移行します。既定で選択されて

いる [移行先に最上位フォルダーを作成する] チェックボックスをオフにして、[すべて

のフォルダー構造を統合する] チェックボックスをオンにします。移行先に列を追加し

て、フォルダーまたはファイルの移行元パスを報告するかどうかを選択できます。[列を

追加して移行元パスを保持する] チェックボックスをオンにして、既定の列名の Doc

Ave 移行元パス を使用するか、または、新しい列名に変更します。 

なお、2000 を超えるアイテムを同時に移行すると、SharePoint パフォーマンスに影

響を与えることがあります。 

o 移行先に最上位フォルダーを作成する – このオプションをオンにすると、移行後に、S

harePoint にファイル システム移行元の最上位フォルダーを作成することができます。

既定では、移行先に最上位フォルダーを作成する チェックボックスはオンです。[移行

先に最上位フォルダーを作成する] チェックボックスをオンにする前に、[すべてのフォ

ルダー構造を統合する] チェックボックスをオフにする必要があります。2 つの両方のオ

プションをオフにすると、移行元コンテンツを最上位フォルダーを作成せずに SharePoi

nt に移行しますが、最上位フォルダーの下の移行元フォルダー構造は保持されます。 

o セキュリティ オプション – ファイル システムのフォルダーおよびファイルのセキュリティと継

承を SharePointにへ移行するかどうかを選択できます。使用できるセキュリティ オプ

ションは、フォルダー構造の管理 の選択によって変わります。 

[すべてのフォルダー構造を統合する] を選択した場合は、[フォルダーのセキュリティと継承

を移行する] チェックボックスが無効になります。フォルダー構造を既にマージしているため、フォ

ルダーのセキュリティと継承を移行する必要はありません。 
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6. [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] をクリックし、サブプ

ロファイル名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイル

を削除せずに、プロファイルが保存されます。 

マッピング オプション 

マッピング オプションを使用すると、中央管理インターフェイスでプロパティ 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、およびダイナミック マッピング ルールを設定することができます。既定マッピング サブプロフ

ァイルには、プロパティ マッピングおよび権限マッピングの既定の構成が含まれます。以下の手順に従って、移行

オプション サブプロファイルを設定します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. 画面左側の [マッピング オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル

管理] グループの [サブプロファイルの編集] をクリックし、[マッピング オプション] フィールドを有効に

します。 

3. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリック

します。 

4. 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て、[OK] をクリックします。 

5. [プロパティ マッピング] を構成して、ファイル システム マッピング プロパティを SharePoint メタデータ

に変更することができます。既定のマッピングが推奨です。 

*注意: メタデータ ファイルを手動で構成して Excel ファイルを生成したい場合、生成される Excel 

ファイルの列は SharePoint にメタデータとして移行されるため、選択したプロファイルにプロパティ マッ

ピング ルールが正しく構成されていることを確認する必要があります。指定したファイル システム プロパ

ティについて、適切なプロパティ マッピング ルールが構成されていない場合は、Excel ファイルの列を作

成することができません。ただし、移行ジョブを実行する際に既存メタデータ ファイルを使用すると、プロ

パティ マッピング設定に関係なく、プロパティ マッピングは既存 Excel ファイルに従って実行します。 

プロパティ マッピングの表示ウィンドウの上部に、表示させたいプロパティ マッピングのキーワードを入力し

ます。  をクリックすると、指定したキーワードを含むプロパティ マッピング行のみが表示されます。検索

では、大文字と小文字の区別はありません。 

プロパティ マッピングの行を指定し、[SharePoint プロパティ] 列のテキスト ボックスをクリックします。

テキスト ボックスをクリアし、希望の SharePoint プロパティ名を入力します。  をクリックしてドロップダ
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ウン メニューを読み込み、該当するプロパティ マッピングについて適切な列タイプを指定します。列タイプ

が一致しない場合、値のマッピングは失敗します。 

*注意: 列タイプが 参照 の場合、列の設定を構成する必要があります。情報を取得するリスト / ライ

ブラリ名を入力し、作成する参照列の名前を入力する必要があります。これによって、この参照列を介

してリスト / ライブラリから情報を取得できるようになります。複数の値を許可するかどうかを指定します。

またｈ、区切り文字を指定することができます。 

列タイプが 管理されたメタデータ の場合、用語セットのパスを指定し、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。用語セットへのパス テキスト ボックス内の例に従ってください。シス

テム はグループ名を意味します。";" は区切り文字です。キーワード は用語セット名です。 

6. コンテンツ タイプ マッピングを構成して、移行元のフォルダー / ファイルのコンテンツ タイプを SharePoi

nt コンテンツ タイプと一致するように設定できます。 

 ファイル レベル – [カスタム メタデータの追加] をクリックして、ファイルの特定のコンテンツ タ

イプを指定します。テキスト ボックスにワイルドカード文字および拡張子名 (*.txt、*docx、*.

*など。大文字と小文字を区別されません) を入力し、[コンテンツ タイプ] 列のドロップダウン 

メニューから適切なコンテンツ タイプを選択するか、または、SharePoint 内の既存コンテンツ 

タイプを入力します。[選択したカスタム メタデータの削除] をクリックすると、作成済みのメタ

データ マッピングを削除することができます。ドロップダウン メニューから選択できるコンテンツ タ

イプは、[ドキュメント]、[フォーム]、[Wiki ページ]、[画像]、[Office データ接続ファイ

ル]、[ユニバーサル データ接続ファイル]、および [レポート] です。 

 フォルダー レベル – [カスタム メタデータの追加] をクリックしてフォルダーの特定のコンテンツ 

タイプを指定します。テキスト ボックスにフォルダー名のキーワード (*tem、tem* など) を入

力し、[コンテンツ タイプ] 列のドロップダウン メニューから適切なコンテンツ タイプを選択する

か、または、SharePoint 内の既存コンテンツ タイプを入力します。[選択したカスタム メタデ

ータの削除] をクリックすると、作成済みのメタデータ マッピングを削除することができます。ドロ

ップダウン メニューから選択できるコンテンツ タイプは、[ドキュメント]、[フォーム]、[Wiki ペ

ージ]、[画像]、[Office データ接続ファイル]、[ユニバーサル データ接続ファイル]、およ

び [レポート] です。 

[ライブラリの設定] > [詳細設定]内の [コンテンツ タイプの管理を許可する] の値が [はい] に

設定され、指定した SharePoint コンテンツ タイプがライブラリに存在することを確認します。 

7. [セキュリティ マッピング] を構成して、SharePoint へのファイル システムの [ユーザー マッピング]、

[ドメイン マッピング]、[グループ マッピング]、および [権限マッピング] を指定することができます。 
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 ユーザー マッピング (オプション) – ファイル システムの既存ユーザー名を、SharePoint メタ

データ フィールド内の既存ユーザー名または既定ユーザー名に置き換えることができます。ドロ

ップダウン メニューから作成済みのユーザー マッピングを選択し、[表示] をクリックすると、選択

したユーザー マッピングの詳細情報にアクセスすることができます。新しいユーザー マッピング ル

ールを作成するには、ドロップダウン リストの [ユーザー マッピングの新規作成] をクリックして、

ユーザー マッピングの作成 ページに移動します。ユーザー マッピングの設定の詳細については、

コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 ドメイン マッピング (オプション) – ファイル システムの既存ドメイン名を SharePoint メタデ

ータ フィールド内の別のドメイン名に置き換えることができます。ドロップダウン メニューから作成

済みのユーザー マッピングを選択し、[表示] をクリックすると、選択したユーザー マッピングの

詳細情報にアクセスすることができます。新しいドメイン マッピング ルールを作成するには、ドロ

ップダウン リストの [ドメイン マッピングの新規作成] をクリックして、ドメイン マッピングの作

成 ページに移動します。ドメイン マッピングの設定の詳細については、コントロール パネルのリ

ファレンス ガイド を参照してください。 

 グループ マッピング (オプション) – ファイル システムのグループを SharePoint メタデータ フ

ィールド内の既存グループに置き換えることができます。ドロップダウン メニューから作成済みの

グループ マッピングを選択し、[表示] をクリックすると、選択したグループ マッピングの詳細情

報にアクセスすることができます。新しいグループ マッピング ルールを作成するには、ドロップダウ

ン リストの [新規グループ マッピング] をクリックして、グループ マッピングの作成 ページに移

動します。フループ マッピングの設定の詳細については、コントロール パネルのリファレンス ガイ

ド を参照してください。 

 権限マッピング (必須ではありません) – ファイル システム権限を SharePoint 権限にマッピ

ングすることができます。既定の権限マッピング ルールが、既定権限マッピング という名前で表

示されます。ドロップダウン メニューから作成済みの権限マッピングを選択し、[表示] をクリック

すると選択した権限マッピングの詳細情報にアクセスすることができます。新しい権限マッピング 

ルールを作成するには、ドロップダウン リストの [新しい権限マッピング] をクリックして、権限マ

ッピングの作成 ページに移動します。権限マッピングの設定の詳細については、権限マッピ

ングの作成および編集 を参照してください。 

8. ダイナミック マッピングを構成して、JavaScript を使用してマッピング ルールをカスタマイズすることがで

きます。ドロップダウン メニューから作成済みのダイナミック マッピングを選択し、[表示] をクリックすると

選択したダイナミック マッピングの詳細情報にアクセスすることができます。新しいダイナミック マッピング 

ルールを作成するには、ドロップダウン リストの [新規ダイナミック マッピング ルール] をクリックして、ダ

イナミック マッピング ルールの作成 ページに移動します。ダイナミック マッピングの設定の詳細について

は、ダイナミック マッピングの構成 を参照してください。 
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[保存] をクリックしてプロファイルを保存します。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

名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削除せずに、プ

ロファイルが保存されます。 

 

詳細オプション 

詳細オプションを構成して、文字数制限の設定および禁則文字の置き換え設定を設定します。以下の手順に

従って、詳細オプションを設定します。 

文字数制限設定 

SharePoint URL、ファイル名、フォルダー名の文字数制限を構成します。SharePoint では、SharePoint 

URL の最大文字数は 260 で、ファイル名やフォルダー名の最大文字数は 128 です。 

 フォルダー名の最大文字数 – 既定値は 60 です。1～128 の間で設定することができます。 

 ファイル名の最大文字数 – 既定値は 80 です。1～128 の間で設定することができます。ファイル名、

ピリオド (.)、および拡張子名を含むファイル名の文字数 (ファイル 123456.doc の文字数 = 6+1

+3=10) が設定した文字数制限を超えた場合、ファイル名の末尾の文字がプルーニングされます。 

 SharePoint URL の最大文字数 - 既定値は 255 です。1～260 の間で設定することができま

す。SharePoint URL の文字数は、管理パスの最初の文字の "/" から数えられます。フォルダー / 

ファイルの URL が SharePoint 制限を超える場合、URL の文字数の制限を超えなくなるまで、フォ

ルダー / ファイルは上位レベルのフォルダーに移動します。 

*注意: 設定の隣にあるチェックボックスをオフにすると、該当する設定は未構成と見なされます。その場合、ファ

イル名、フォルダー名、または SharePoint URL が SharePoint でサポートされる文字数制限を超えると、

ファイルやフォルダーの移行は失敗します。 

禁則文字の置き換え設定  

禁則文字マッピングを変更または追加して、ファイル / フォルダー名の禁則文字を SharePoint の適切な文

字へマッピングします。既定では、~ " # % & * :< > ?\ / { | } を含む禁則文字は "_" に置き換えられ

ます。置き換え設定は削除できませんが、変更することができます。 

 禁則文字マッピングを変更するには、[次の項目と置き換える] 列の "_" をダブルクリックして、新しい

有効な文字を入力します。 
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 禁則文字マッピングを追加するには、[禁則文字の追加] をクリックします。[SharePoint 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] 列に新しい有効な文字を入力しま

す。 

 構成済みの禁則文字マッピングを 1 つ以上削除するには、[SharePoint の禁則文字一覧] チェ

ックボックスをオンにして、マッピングを選択し、[選択した禁則文字の削除] をクリックします。  をクリ

ックして構成済みの禁則文字マッピングを削除することもできます。 

ファイル システム移行の実行 

ファイル システム移行では、ファイル システム サーバーのコンテンツ、構成、およびセキュリティを SharePoint 

環境に移行します。 

ファイル システム移行ジョブを開始するには、リボンの [オンライン移行] をクリックします。新しいプランの作成 

インターフェイスが表示されます。ファイル システム移行ジョブを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. [移行元] ウィンドウで、ファイル システム サーバー名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. 移行するデータのノードを検索します。大規模環境で作業する場合は、[キーワードの入力] 

テキスト ボックスにノード (例: フォルダー、ファイル) の名前を入力して希望のノードを検索しま

す。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開さ

れているツリーに表示されていないノードは検索されません。 

b. 該当するチェックボックスをオンにして、移行元ノードを選択します。各フォルダー レベルの中に I

アイテム という名前のノードがあります。アイテム の隣のメッセージに、アイテム ノードに含まれ

ているファイル数が表示されます。[アイテム] ノードをクリックすると、アイテム ブラウザ ページが

表示されます。該当するチェックボックスをオンにして移行するファイルを選択し、[OK] をクリック

します。 

2. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. 移行元データの移行先となるノードを検索します。大規模環境で作業する場合は、[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希望のサイト コレクションを検索し

ます。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開

されているツリーに表示されていないノードは検索されません。 

b. 該当するチェックボックスをオンにして移行先ノードを選択します。現在のページから移動せずに、

新しいコンテナを移行先ノードとして作成することができます。 

SharePoint 内コンテナの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。 
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3. 移行ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイスが

表示されます。以下の設定を構成します。 

 競合解決 – ファイル システム内のアイテム名は SharePoint 内の既存アイテムと同じ場合に、

競合が発生します。コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで 

コンテンツ レベルの競合解決 の構成することができます。競合解決の詳細については、以下

の表を参照してください。 

競合レベル 解決 

コンテナ レベル競合解決 マージする ([下位オブジェクトを確認する] を

有効にする必要があります) 

スキップする ([下位オブジェクトを確認する] 

を有効にする必要があります) 

下位オブジェクトを確認する  

コンテンツ レベル競合解決 上書きする 

スキップする 

追加する 

新しいバージョン 

 

 

競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連するオプションおよびマッピングを構成すること

ができます。ドロップダウン メニューから、作成済みの移行プロファイルを選択します。ファイル シ

ステム移行には、既定プロファイル という名前の既定のメイン プロファイルがあります。 

 移行データベース – それぞれのファームについて、SQL サーバーにジョブの詳細情報を保存す

るように移行データベースを指定するかどうかを選択します。移行データベースの構成の詳細に

ついては、移行データベースの構成 を参照してください。 

4. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 インターフェイスが表示されます。

以下の設定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – テキスト ボックスに作成するプランの名前を入力します。必要に応じて、プランの説

明を入力します。 
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 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプションおよびマッピングを構成す

ることができます。ドロップダウン メニューから、作成済みのメイン プロファイルを選択します。ファイ

ル システム移行には、既定プロファイル という名前の既定のメイン プロファイルがあります。新

しいプロファイルを作成するには、[プロファイルの新規作成] をクリックします。プロファイルの

作成 インターフェイスが表示されます。メイン プロファイルの構成の詳細については、ファイル 

システム移行プロファイルの設定 を参照してください。 

 移行元ファイルの管理 – 移行ジョブ完了時にファイル システム コンテンツを処理することがで

きます。 

o 移行先へコピーする – 移行元のコンテンツを移行先にコピーすることができます。ジョ

ブ完了後に、ファイル システムおよび SharePoint 両方からコンテンツへアクセスする

ことができます。 

o 移行先へ移動する – 移行元のコンテンツを移行先に移動することができます。ジョブ

完了後に、移行元のコンテンツは削除されますが、SharePoint のコンテンツにアクセ

スすることができます。 

o ジョブが完了すると別の場所へ移動する – ジョブが完了すると、コンテンツを別の場

所に移動し、移行元のコンテンツを削除します。ジョブ完了後にコンテンツの保存先に

接続するための [UNC パス]、[ユーザー名]、および [パスワード] を入力する必要

があります。パスを検証するには、[テスト] をクリックします。 

*注意: ユーザー名は domain\user の形式で指定する必要があります。 

 メタデータ移行元 – 移行先で移行済みコンテンツに適用するメタデータを指定します。ファイ

ル システム メタデータを使用するか、新たにメタデータを構成するか、または、既存のメタデータ 

ファイルを使用するかを選択できます。 

o ファイル システムのメタデータを使用する – メタデータを構成せずに、移行元ファイ

ル システムのメタデータ情報を使用することができます。 

o 手動でメタデータを構成する – Excel ファイルを生成してメタデータをカスタマイズす

ることができます。[手動でメタデータを構成する] チェックボックスをオンにする場合、

移行ジョブの実行前に Excel を生成する必要があります。メタデータ ファイルの構成

の詳細については、カスタム メタデータ ファイル を参照してください。 

o 既存メタデータ ファイルを使用する – 移行元に存在する作成済みのメタデータ ファ

イルを使用することができます。[既存メタデータ ファイルを使用する] チェックボックス

をオンにする場合、ファイル システム移行ジョブを実行する前に、移行元にメタデータ 
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ファイルが存在することを確認します。既存メタデータ ファイルの使用の詳細について

は、既存メタデータ ファイル を参照してください。 

 カスタム メタデータ ファイル ‐ このセクションは、[手動でメタデータを構成する] チェックボック

スをオンにした場合のみ使用可能です。このオプションが選択されているため、このプランの構成

後、移行ジョブの実行前に Excel を生成する必要があります。詳細については、メタデータ 

ファイルの編集 を参照してください。 

o メタデータ ファイルを 1つのみ生成する – 移行元にメタデータ ファイルを 1 つだけ生

成することができます。このメタデータ ファイルは、移行元ツリーの最上位フォルダーまた

は最初に選択したフォルダーに保存されます。 

 移行先の移行済みファイルの新規バージョンを作成する – "File Versi

on" 列および "New File Name" 列が自動的にメタデータ ファイルに

追加されます。[すべてのフォルダー構造を統合する] オプションまたは [移

行先の移行済みファイルのフォルダー構造をカスタマイズする] オプションを

選択する場合、同じパスに同じ名前を共有しているファイルが存在している

可能性があります。このオプションを選択すると、新しいファイル名の下にこれ

らファイルの異なるバージョンを指定することができます。 

*注意: このオプションは特別なソリューションです。異なる名前のファイルを指

定のファイル名の下の異なるバージョンとして SharePoint に移行するには、

このオプションを選択し、生成した Excel のメタデータをカスタマイズします。 

 [移行先の移行済みファイルのフォルダー構造をカスタマイズする] – "Cu

stom Folder" 列は自動的にメタデータ ファイルに追加されます。この列

が作成されると、移行元コンテンツのフォルダー構造はが統合されます。"Cu

stom Folder" 列にファイルのパスは、カスタマイズすることができます。移

行先のフォルダー構造は "Custom Folder" 列に従って移行されます。 

*注意: [メタデータ ファイルを 1つのみ生成する] チェックボックスをオフにすると、メタ

データ ファイルが移行元の選択した各フォルダーに生成され、カスタマイズした列がそれ

ぞれのメタデータ ファイルに追加されます。 

o 移行先の移行済みのコンテンツの名前を変更する – 生成した Excel で移行する

コンテンツの名前を変更することができます。このオプションを使用すると、"New File 

Name" 列が自動的にメタデータ ファイルに追加されます。 
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*注意: [メタデータ ファイルを 1つのみ生成する] および [移行先の移行済みのコ

ンテンツの名前を変更する] を同時に選択すると、移行元に "New File Name" 

列が追加されたメタデータ ファイルを 1 つだけ生成することができます。 

o メタデータ ファイルに新しい列を追加する – メタデータ ファイルにカスタマイズした列を

自動的に追加することができます。メタデータ ファイルの列の値を構成することにより、S

harePoint に移行元コンテンツに対する希望の列を作成できるようになります。 

a. [列の追加] をクリックすると、構成フィールドが表示されます。 

b. [列名] 列に列名を入力し、コンテンツ タイプ列のドロップダウン メニューから

コンテンツ タイプを選択します。 

*注意: 複数の列を追加するには、手順 b および手順 c を繰り返します。 

作成済みの列を削除するには、列名の前のチェックボックスをオンにして、[選択した

列の削除] をクリックします。 

 既存メタデータ ファイル ‐ このセクションは、[既存メタデータ ファイルを使用する] チェックボ

ックスがオンの場合のみ使用可能です。Excel ファイルが移行元に保存されていること、および

使用する列が Excel ファイルに追加されていることを確認する必要があります。詳細について

は、メタデータ ファイルの編集 を参照してください。 

o メタデータ ファイルを 1つのみ使用する – 移行済みのコンテンツに対し、既存メタデ

ータ ファイルを 1 つだけ使用することができます。 

 移行先の移行済みファイルの新規バージョンを作成する – "File Versio

n" 列および "New File Name" 列が既存メタデータ ファイルに追加され

ていることを確認します。[すべてのフォルダー構造を統合する] オプションまた

は [移行先の移行済みファイルのフォルダー構造をカスタマイズする] オプ

ションを選択した場合、"Custom Folder" 列が作成されます。複数のフ

ァイルが同じパスに同じ名前を共有している場合、このオプションを選択すると、

新しいファイルの下にこれらファイルの異なるバージョンを作成することができま

す。 

*注意: このオプションは特別な機能です。異なる名前のファイルを特定のフ

ァイル名の下の異なるバージョンとして SharePoint に移行するには、このオ

プションを選択し、既存メタデータ ファイルのメタデータをカスタマイズします。 

 移行先の移行済みファイルのフォルダー構造をカスタマイズする – "Cust

om Folder" 列が既存メタデータ ファイルに追加されていることを確認しま
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す。この列が作成されると、移行元コンテンツのフォルダー構造が統合されます。

"Custom Folder" 列にファイルのパスはカスタマイズすることができます。

移行先のフォルダー構造は "Custom Folder" 列に従って移行されます。 

o 移行先の移行済みのコンテンツの名前を変更する – "New File Name" 列が

既存メタデータ ファイルに追加されていることを確認します。 

 スケジュールの選択 – スケジュールの構成エリアで、次のいずれかを選択します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択した場合、このプランのルールを実行するに

は、手動でジョブを実行する必要があります。 

o 手動でスケジュールを構成する – これを選択した場合、このプロファイルのデータを取

得する指定期間を構成します。このオプションを選択すると スケジュール設定 エリア

が表示されます。次のオプションを使用して、スケジュールをカスタマイズすることができ

ます。 

[スケジュールの追加] をクリックします。スケジュールの追加 インターフェイスが表示

されます。スケジュール設定を構成するには、以下の説明に従ってください。 

 オプション – このスケジュールの移行タイプを選択します。 

o 完全移行 – プロファイルの設定に従って、移行元のすべてのコンテ

ンツを移行先へ移行することができます。 

o 増分移行 – 前回の移行ジョブから移行元ノードで新規作成 / 更

新されたコンテンツを移行することができます。 

 競合解決 – ファイル システム内のアイテム名が SharePoint 内の既存ア

イテムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ 

レベルの競合解決オプションは マージする および 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] をオンにして、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

選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することがで

きます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してくださ

い。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。テキ

スト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから [分間]、[時間]、

[日間]、[週間]、[ヶ月間] を選択します。 
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 再実行時間 – ジョブの開始時刻およびスケジュールの終了時刻を指定しま

す。 

o 開始時刻 – このプロファイルのルールを適用し、データを取得する日

付と時刻を選択します。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。 

o スケジュールの終了時刻 – スケジュール ジョブの終了時刻を指定

します。[終了時刻なし] を選択すると、手動で停止するまでこのプ

ロファイルの設定を繰り返し適用します。[__ 回後に終了] を選択

して、テキスト ボックスに構成した回数を実行した後にジョブを停止

します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定するには、

[終了時刻] を選択します。 

リボンの [OK] をクリックすると、スケジュール設定の構成を保存します。リボンの [キャンセル] 

をクリックすると、変更を保存せずに プランの設定 インターフェイスに戻ります。 

複数のスケジュールを作成するには、上記の構成を繰り返します。 

 通知 – 通知レポートを送信する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に

ついては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 関連するプラン グループ – 選択したプラン グループ設定に従ってプランを実行するには、[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、または、

新しいプラン グループを作成します。プラン グループの詳細については DocAve 6 コントロール 

パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 移行データベース – 各ファームに対する SQL サーバーにジョブの詳細情報を保存するための

移行データベースを指定することができます。移行データベースの構成の詳細については、移行

データベースの構成 を参照してください。 

[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 インターフェイスが表示されます。詳細

については、プランの管理 を参照してください。 

[保存して実行] をクリックして構成したプランを保存します。ただちに実行 インターフェイスが表示されます。詳

細については、以下のセクションを参照してください。 

 オプション – 移行ジョブのタイプについて、[完全移行] または [増分移行] に指定します。 

o 完全移行 – プロファイルの設定に従って、移行元のすべてのコンテンツを移行先に移行するこ

とができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o 増分移行 – 前回の移行ジョブから移行元ノードで新規作成 / 更新されたコンテンツを移行

することができます。 

 競合解決 – SharePoint 移行先に同じ名前のアイテムが既に存在する場合は、このジョブについて

競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする および 

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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コ

ンテンツ レベルの競合解決 の構成することができます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合

解決 を参照してください。 

[OK] をクリックしてジョブをただちに実行するか、または、[キャンセル] をクリックすると プラン マネージャー イン

ターフェイスが表示され、最近保存したプランが表に一覧表示されます。 

[手動でメタデータ ファイルを構成する] を選択した場合は、移行ジョブを実行する前に Excel ファイルを生

成する必要があります。 

プランを保存するには、[Excel の生成と保存] をクリックし、表示された Excel の生成 インターフェイスで、

このメタデータ ファイルの生成タイプを選択する必要があります。 

 完全生成 – 構成に従って移行元コンテンツのメタデータ ファイルをすべて生成することができます。 

 増分生成 – 前回の移行ジョブから新規作成 / 更新されたコンテンツのためのメタデータ ファイルの新

規シートを生成することができます。 

*注意: 比較する前回の移行ジョブがなければ、増分生成 は 完全生成として実行されます。 

メタデータ Excel ファイル 

ファイル システム移行では、Excel ファイルを使用してカスタム メタデータを持つコンテンツを移行することができ

ます。この Excel ファイルは、移行ジョブを実行する前に、移行元ファイル システムに生成されているか、または

配置されている必要があります。 

各列は、アイテムのプロパティとして移行先 SharePoint に移行されます。詳細については、以下の表を参照

してください。 
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タイプ Column_Name := タイプ コンテンツ形式の例 

1 行テキスト Column_name :=Text ランダムな文字列、255 文字未

満 

複数行テキスト Column_name :=Note ランダムな文字列 

選択肢_チェック ボックス (複

数選択可能) 

Column_name :=CheckBoxChoic

e 

ランダムな文字列 

選択肢_ドロップダウン メニュ

ー 

Column_name :=DropDownChoi

ce 

ランダムな文字列 

選択肢_ラジオ ボタン Column_name :=RadioChoice ランダムな文字列 

数値 Column_name :=Number 10 

日付と時刻_日付のみ Column_name :=DateOnly 12/30/2012 

日付と時刻_日付 & 時刻 Column_name :=DateAndTime 2012/12/30 5:34:27 

はい / いいえ Column_name :=Boolean はい 

ユーザーまたはグループ Column_name :=User  ドメイン\ユーザー 

管理されたメタデータ Column_name :=Taxonomy(Sys

tem;Keywords;True;;) 

11;22;33 

参照  Column_name :=Lookup(shared 

document;title;False)  

以下のノードを参照する 

通貨 Column_name := CurrencyNum

ber 

$100.00; 100 

ハイパーリンクまたは画像 Column_name := URL http://www.xxx  

 1 行テキスト – 255 文字以内のランダムな文字列を指定することができます。特定の列をカスタマイ

ズする場合に対応する列タイプの形式に従わないと、メタデータ ファイルに追加した列の値は  1行テキ

ストで SharePoint に移行されます。 

 複数行テキスト – ランダムな文字列を指定することができます。 

 選択肢_チェック ボックス (複数選択可能) – 列のセルに複数の値を指定することができます。それ

らの値が選択肢として移行先 SharePoint に移行されます。形式は aaa;#bbb;#ccc です。 

 選択肢_ドロップダウン メニュー / 選択肢_ラジオ ボタン – 列のセルに複数の値を指定することが

できます。指定した値が選択肢として移行先 SharePoint に移行されます。形式は aaa;bbb;cc

c です。 

 数値 – 列の値は 1.1 または 11 のような 1 以上の数を指定できます。 
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 日付と時刻_日付のみ / 日付と時刻_日付 & 時刻 – SharePoint と同じ形式の値を指定してく

ださい。日付と時刻_日付 & 時刻 列および 日付と時刻_日付のみ 列の値は、SharePoint サー

バーが使用しているタイム ゾーンに応じて、対応する時間に自動的に変換されます。 

 はい / いいえ – この列に はい / TRUE または任意の文字を列の値として入力した場合、移行ジョ

ブ完了後、移行先 SharePoint のファイル / フォルダーの はい / いいえ 列の値は はい  になります。

列に いいえ / FALSE を入力するか、または、何も入力しない場合は、移行先 SharePoint のファ

イル / フォルダーの はい / いいえ 列の値は いいえ になります。この列では大文字と小文字を区別し

ません。 

 ユーザーまたはグループ – SharePoint 移行先へ移行する際に、ファイル / フォルダーの SharePoi

nt ユーザー、SharePoint グループ、およびドメイン グループを割り当てることができます。summer

\user1;#summer\user2;#summer\user3 のように、複数の値を入力することができま

す。 

 管理されたメタデータ – このフィールド タイプは、固定文字列を表す分類です。グループ名、用語名、

複数の値を許可するかどうか、使用したい区切り文字の 4 つについて、それぞれ値を指定することがで

きます。移行先に異なるタイプで同じ名前の列が存在する場合は、この列の割り当ては無効になりま

す。移行先に同じ名前の列が存在しない場合は、管理されたメタデータ 列が作成されます。この列

に a<b<c<d のような入れ子用語を入力することができます。複数の用語は設定した区切り文字で

区切るようにしてください。 

 参照 – このフィールド タイプは、固定文字列を表す参照です。2 つの値を指定することができます。1 

つは、情報を取得するリスト / ライブラリの名前です。もう 1 つは、それが指し示す列の名前です。な

お、リスト / ライブラリが存在する場合、指し示す列の該当する値も存在しなければなりません。2 番

目の値の大文字と小文字は区別されません。 

 通貨 – 値には、100 または $100 のような数値または通貨単位を持つ数値を指定することができま

す。 

*注意: 生成されたメタデータ ファイルで、Full Path 列全体を削除するか、または、Full Path 列の特定フ

ァイルの値をクリアする場合、特定のファイルは移行先へ移行されません。次のような状況では、メタデータは移

行先へ移行されません。 

 列の値が列のタイプと一致しない場合、列の値は移行先へ移行されません。 

 移行先に異なるタイプで同じ名前の列が存在する場合、列は作成されません。 

 列全体に値が存在しない場合、この列は移行先に作成されません。 
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SharePoint 2007 to 2010 オンライン移行 

SharePoint 2007 to 2010 移行の使用については、以下のセクションを参照してください。 

SharePoint 2007 to 2010 オンライン移行プロファイルの構成 

オンライン移行プロファイルを使用して、移行元コンポーネント オプション、マッピング オプション、および詳細オプ

ションなどの様々な移行ジョブ設定を指定し、定義することができます。オンライン移行プロファイルを作成するに

は、以下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[オプション] グループの [オンライン プロファイル] はハイライトされて

いることを確認します。 

3. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル管理] グループの [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 を入力して [OK] をクリックします。 

5. 画面左側から [移行元コンポーネント オプション] を選択し、このセクションの以下の設定を構成しま

す。 

 フィルター ポリシー – SharePoint の各レベル (Web アプリケーションからアイテム レベル

まで) 内の特定のオブジェクトおよびデータを選択することができます。既定のフィルター ポリシ

ーは [なし] に設定されています。ドロップダウン メニューから作成済みのフィルター ポリシーを

選択するか、または、[フィルター ポリシーの新規作成] をクリックして新しいフィルター ポリシ

ーを作成することができます。フィルター ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール 

パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 通知 – [リスト、ライブラリ、フォルダー、アイテム、ドキュメント レベルの通知を移行する] 

チェックボックスをオンにすると、SharePoint 2007 の各レベルの通知を移行先 SharePoi

nt 2010 環境へ移行することができます。 

 ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] をオンにして移行元ノードから選択したコンテンツ

の既存ワークフローの定義を移行先ノードに移行します。[ワークフロー インスタンスを含む] 

をオンにして移行元ノードから選択したコンテンツの既存ワークフローの状態、履歴、およびタ

スクを移行先ノードに移行します。 

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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6. 画面左側から [マッピング オプション] を選択し、以下のマッピングを構成します。 

 列マッピング – 移動元の列を移動先の列に置き換えることができます。列タイプに従って、移

動先の列は移動元の列と同じタイプ、または異なるタイプも可能です。列を、管理されたメタ

データまたは参照に変更することもできます。既定の列マッピングは [なし] に設定されていま

す。ドロップダウン メニューから、作成済みの列マッピングを選択するか、または、[列マッピング

の新規作成] をクリックして新しい列マッピングを作成することができます。列マッピングの作成

の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

*注意: 列を参照列に変更するように選択する場合は、参照列は移行先に既存のリスト / 

リスト列のみに関連付けるようにしてください。 

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

のコンテンツ タイプに置き換えることができます。既定のコンテンツ タイプ マッピングは [なし] 

に設定されています。ドロップダウン メニューから、作成済みのコンテンツ タイプ マッピングを選

択するか、または、[コンテンツ タイプ マッピングの新規作成] をクリックして新しいコンテンツ 

タイプ マッピングを作成することができます。コンテンツ タイプ マッピングの作成の詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

 テンプレート マッピング – サイト テンプレートおよびリスト テンプレートを置き換えることできま

す。テンプレート ID を入力 / 選択して、移行元のテンプレートを移行先のテンプレートに変

更します。既定のテンプレート マッピングは [なし] に設定されています。ドロップダウン メニュ

ーから、作成済みのテンプレート マッピングを選択するか、または、[テンプレート マッピングの

新規作成] をクリックして新しいテンプレート マッピングを作成することができます。テンプレート 

マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参

照してください。 

 ユーザー マッピング – 既存の移行元ノード ユーザー名を、既存の移行先ノード ユーザー名

または移行先の既定のユーザー名に置き換えることができます。既定のユーザー マッピングは 

[なし] に設定されています。ドロップダウン メニューから、作成済みのユーザー マッピングを選

択するか、または、[ユーザー マッピングの新規作成] をクリックして新しいユーザー マッピング

を作成することができます。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 リファレンス ガイド を参照してください。 

 ドメイン マッピング – 移動元のドメイン名を移動先のドメイン名にマッピングすることができま

す。既定のドメイン マッピングは [なし] に設定されています。ドロップダウン メニューから、作

成済みのドメイン マッピングを選択するか、または、[ドメイン マッピングの新規作成] をクリッ

クして新しいドメイン マッピングを作成することができます。ドメイン マッピングの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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7. 画面左側から [詳細オプション] を選択し、以下の設定を構成します。 

 サイトの外観の変更 – 移行先の SharePoint サイトの外観を変更または保持するかどうか

を選択します。通常、手動入力のサイト / サイト コレクションは移行先ノードとして使用されま

す。 

o 既存 SharePoint サイトを変更して、新しいユーザー エクスペリエンスを使用し

ます。‐ 移行済みサイト コレクション / サイトに移行先の外観を使用することができま

す。移行先の管理者は、エンドユーザーのユーザー エクスペリエンスをコントロールする

ことができます。 

*注意: このオプションを選択した場合、移行元サイトのプロパティを移行先へ移行す

る必要があります。移行元ツリー内の移行元サイトの後ろにある [プロパティ] チェッ

クボックスをオンにしてください。 

 カスタム ページを保持したまま、テンプレートおよびアプリケーション ページを

更新して新しい UI を使用します ‐ 移行後、カスタム ページのコンテンツを

保持し、移行先のテープレートおよびアプリケーション ページを使用します。 

 すべてのカスタム ページを元のテンプレートにリセットします ‐ カスタム ページ

を消去し、カスタム ページから変更を削除します。元に戻すことはできません。 

o 既存 SharePoint サイトの外観を保持したまま、エンドユーザーによるサイトの

ユーザー エクスペリエンスの更新を許可します。‐ 移行後、移行済みサイト コレク

ション / サイトの移行元の外観を保持することができます。エンドユーザーが、Share

Point 2007 の外観を SharePoint 2010 の外観に更新することができます。元

に戻すことはできません。 

 フォルダー構造の管理 – 移行元 SharePoint 2007 フォルダー コンテンツのフォルダー構

造を統合するかどうかを選択することができます。[フォルダーの統合] チェックボックスをオンに

すると、移行元コンテンツのフォルダー構造のすべてのレベルを統合します。フォルダー内のすべ

てのファイルは、ライブラリへ移行され、移行先の同じパスにマージされます。このオプションを選

択すると、移行先にファイルの移行元パスを表示する列を追加するかどうかを選択することがで

きます。[列を追加して移行元パスを保持する] チェックボックスをオンにします。DocAve S

ource Path が既定の列名として与えられます。テキスト ボックスに列名を入力して名前を

カスタマイズすることもできます。 

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

す。 
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o SharePoint URL の最大文字数 – 既定値は 255 です。1～260 の間で値

を定義することができます。SharePoint URL の文字数は、管理パスの最初の文

字 "/" から数えられます。フォルダー / ファイルの URL が制限を超える場合、移行

結果は次のようになります。 

a. フォルダーの URL が制限を超える場合、まず、フォルダー名が フォルダー名

の最大文字数 に設定されている値に従ってプルーニングされます。フォルダー

の URL がまだ制限を超えている場合、フォルダーとそのコンテンツは移行先リ

ストのルート 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、まず、ファイル名が ファイル名の最大文字数 に設定

されている値に従ってプルーニングされます。ファイルの URL がまた制限を超

えている場合、このファイルは移行先リストのルート フォルダーに移行されます。 

b. ファイルの URL が制限を超える場合、まず、ファイル名が ファイル名の最大

文字数 に設定されている値に従ってプルーニングされます。ファイルの URL 

がまだ制限を超える場合、このファイルは移行先リストのルート フォルダーに

移行されます。 

o フォルダー名の最大文字数 – 既定値は 128 です。1～128 の間で値を定義する

ことができます。フォルダー名が制限を超える場合、余分な文字が末尾からプルーニン

グされます。例えば、SharePoint 2007 から移行されたフォルダーが、移行元で a

bcdef という名前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のフォルダー名は ab

cde になります。 

o ファイル名の最大文字数 – 既定値は 128 です。1～128 の間で値を定義するこ

とができます。ファイル拡張子を含むファイル名が制限を超える場合、余分な文字が

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

前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のファイルは名 a_0.txt になります。

_0 は、ファイル名がプルーニングされていることを示します。 

8. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイル

名を入力して別のプロファイルとして保存します。 
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SharePoint 2007 to 2010 オンライン移行の実行 

SharePoint 2007 to 2010 オンライン移行ジョブは、SharePoint 2007 のコンテンツ、セキュリティ、およ

び構成を SharePoint 2010 へ移行します。 

*注意: リアルタイム ストレージ マネージャーおよびスケジュール ストレージ マネージャーとの統合がサポートされ

ます。DocAve ストレージ最適化製品を使用して外部化されたコンテンツを移行できるため、SharePoint 内

の移行済みのコンテンツまたはスタブには、実コンテンツに関係なく、アクセスすることができます。 

オンライン移行ジョブを実行するには、以下の説明に従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プラン管理] グループの [オンライン移行] をクリックします。 

2. 移行元 ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. 移行するデータを選択します。大規模環境で作業する場合は、[キーワードの入力] テキス

ト ボックスにサイトの URL を入力して希望のサイト コレクションを検索します。現在展開され

ているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開されているツリーに

表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、検索結果が表示される

まで少し時間がかかります。 

b. 該当するチェックボックスをオンにして、移行元ノードを選択します。 

c. 移行元ノードの後にある該当の [セキュリティ] / [プロパティ] チェックボックスをオンにして、

移行元ノードのセキュリティ / プロパティを移行先ノードに移行します。既定ではオンになってい

ます。 

3. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. 移行元データの移行先となるノードを検索します。大容量環境で作業する場合、[キーワー

ドの入力] テキスト ボックスに検索するノードのキーワード (例: サイト URL、サイト タイトル、

サイト / リスト / アイテム名) を入力します。現在展開されているツリーに表示されているノー

ド名のみを検索することができます。展開されているツリーに表示されていないノードは検索さ

れません。キーワードを入力すると、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

b. 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、またはフォルダーを作成

することができます。コンテナの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。 
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4. [アクションとプレビュー] ウィンドウで、[添付] を選択して移行元ノードを移行先ノードの子ノードとし

て移行するか、または、[マージ] を選択して移動元のコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに

追加します。[添付] / [マージ] が選択できるかどうかについては、次の表を参照してください。 

*注意: M はマージ、A は添付、X はサポートされていないことを表します。 

              展開先 

展開元 

Web アプリ

ケーション 

サイト コレク

ション 

トップレベル 

サイト 

サイト リスト フォルダ

ー 

Web アプリケーショ

ン 

M X X X X X 

サイト コレクション A M X X X X 

トップレベル サイト X A M/A M/A X X 

サイト X A M/A M/A X X 

リスト X X A A M X 

フォルダー X X X X A M/A 

ジョブの実行後に、移行先ノードのデータ ツリーを表示するには、[プレビュー] をクリックします。移行

先ツリーでは、サイト レベルまでの SharePoint オブジェクトのみをプレビューすることができます。 

5. 移行ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイルが

表示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – この移行ジョブの移行タイプを選択します。 

o 完全移行 – 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。 

o 増分移行 – コンテンツまたは時間に基づいて変更 (追加および編集) されたコンテ

ンツのみを移行先へ移行します。 

a. コンテンツに基づいて変更されたコンテンツを移行するには、完全移行ジョブ

が実行されていることを確認し、[増分移行] ラジオ ボタンだけをクリックしま

す。 

b. 時間に基づいて変更されたコンテンツを移行するには、[次の期間内の変

更を移行] チェックボックスをオンにし、期間を選択します。これで、指定した

期間内の変更のみ移行されます。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。 

 競合解決 – SharePoint 2007 内のアイテム名が SharePoint 2010 内の既存アイテ

ムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オ
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プションは マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成すること

ができます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行元コンポーネント オプション、マッピ

ング オプション、および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン メニューから、

構成済みのプロファイルを選択します。SharePoint 2007 to 2010 移行には、既定プロ

ファイル という名前の既定のプロファイルがあります。 

 エージェント グループ – ドロップダウン リストから、移行プランの [移行元エージェント グル

ープ] および [移行先エージェント グループ] を選択します。エージェント グループの作成の

詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 移行データベース – それぞれのファームについて、SQL サーバーにジョブの詳細情報を保存

するために、構成済みの移行データベースを使用することができます。移行データベースの作

成の詳細については、エラー! 参照元が見つかりません。 を参照してください。 

 ジョブ レポート – ジョブ レポートのレベルを選択します。[簡易] を選択すると、移行先 Sh

arePoint 環境に移行済みのコンテンツのサマリーを作成します。[詳細] を選択すると、移

行先 SharePoint 環境に移行済みのすべてのオブジェクトの完全なリストを作成しますが、

パフォーマンスが影響を受けます。 

[OK] をクリックしてジョブをただちに実行するか、または、[キャンセル] をクリックして、オンライン移行の 

ホーム ページに戻ります。 

6. [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 タブが表示されます。以下の設

定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – 作成するプランの [名前] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプショ

ン) を入力します。 

 プロファイルの選択 – オンライン移行ジョブについて、関連する移行元コンポーネント オプシ

ョン、マッピング オプション、および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン リス

トから構成済みのプロファイルを選択して、移行設定を移行ジョブに適用します。SharePoi

nt 2007 to 2010 移行には、既定プロファイル という名前の既定のプロファイルがありま

す。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf


 75 

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

 スケジュールの選択 – スケジュールのタイプを選択してプランを実行します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択するとプランを手動で実行します。 

o 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。 

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 インターフェイスが表

示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – 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。[増分移行] を選択すると、コンテンツ

または時間に基づいて変更 (追加および編集) されたコンテンツのみを

移行先へ移行します。コンテンツに基づいて変更されたコンテンツを移行

するには、完全移行ジョブが実行されていることを確認し、[増分移行] 

ラジオ ボタンだけをクリックします。時間に基づいて変更したコンテンツを

移行するには、[次の期間内の変更を移行] チェックボックスをオンにし

て期間を選択します。これで、指定した期間内の変更のみが移行されま

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。 

 競合解決 – SharePoint 2007 内のアイテム名が SharePoint 20

10 内の既存アイテムと競合する場合の競合解決方法を指定すること

ができます。コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする および 

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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レ

ベルの競合解決 の構成することができます。競合解決の詳細について

は、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。

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。 

 再実行時間 – 実行中の定期的なスケジュールの開始時刻と終了時

刻を指定します。 
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o 開始時刻 – プランの開始時刻を設定します。開始時刻の下

でタイム 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。 

o 終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止する

までプランの実行を繰り返します。 

o 指定の回後に終了 – このオプションを選択して、テキスト ボッ

クスに構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

o 終了時刻 - プランの再実行を終了する時刻を設定します。 

[OK] をクリックしてスケジュールの構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに 新しいプランとして保存 インターフェイスに戻ります。 

[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーで構成済みのスケジュールをプレビュー

します。該当のスケジュールの後ろにある  をクリックして、構成済みのスケジュー

ルを削除することができます。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

 移行データベース – それぞれのファームについて、SQL サーバーにジョブの詳細情報を保存

するために、構成済みの移行データベースを使用することができます。移行データベースの作

成の詳細については、移行データベースの構成 を参照してください。 

[保存] をクリックして、[保存] を選択して構成したプランを保存します。プランを保存し、それをすぐに

実行するには、[保存] をクリックして、[保存して実行] を選択して構成したプランを保存します。表

示された ただちに実行 インターフェイスでは、以下の設定を構成することができます。 

 オプション – この移行ジョブの移行タイプを選択します。 

o 完全移行 – すべての移行元のコンテンツを移行先へ移行します。 

o 増分移行 – コンテンツまたは時間に基づいて変更 (追加および編集) されたコンテ

ンツのみを移行先へ移行します。コンテンツに基づいて変更されたコンテンツを移行す

るには、完全移行ジョブが実行されていることを確認し、[増分移行] ラジオ ボタンだ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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けをクリックします。時間に基づいて変更されたコンテンツを移行するには、[次の期間

内の変更を移行] チェックボックスをオンにして期間を選択します。これで、指定した

期間内の変更のみが移行されます。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。 

 競合解決 – SharePoint 2007 内のアイテム名が SharePoint 2010 内の既存アイテ

ムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オ

プションは マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成すること

ができます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 ジョブ レポート – ジョブ レポートのレベルを選択します。[簡易] を選択すると、移行先 Sha

rePoint 環境に移行済みのコンテンツのサマリーを作成します。[詳細] を選択すると、移行

先 SharePoint 環境に移行済みのすべてのオブジェクトの完全なリストを作成しますが、パフ

ォーマンスが影響を受けます。 

[OK] をクリックしてオンライン移行ジョブを実行します。 
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SharePoint 2007 to 2010 オフライン移行 

SharePoint 2007 to 2010 オフライン移行の構成 

ストレージ ポリシーの構成 

SharePoint 2007 to 2010 オフライン移行ジョブを実行するには、ストレージ ポリシーを設定してエクスポー

ト データを保存する物理デバイスを選択する必要があります。 

ストレージ ポリシーにアクセスするには、[ホーム] タブから、[設定] グループの [ストレージ ポリシー] をクリック

します。コントロール パネルの ストレージ構成 インターフェイスが表示されます。 

ストレージ ポリシーの設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してく

ださい。 

エクスポート プロファイルの設定 

SharePoint 2007 to 2010 移行のオフライン ジョブのエクスポート プロファイルを作成して、移行元コンポー

ネント オプションを構成します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [オプション] グループの [エクスポート プロファイル] をクリックします。 

3. [プロファイル管理] グループの [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

5. 画面左側の [移行元コンポーネント オプション] をクリックします。 

 フィルター ポリシー – SharePoint の各レベル (Web アプリケーションからアイテム レベル

まで) 内の特定のオブジェクトおよびデータを選択することができます。既定のフィルター ポリシ

ーは [なし] に設定されています。ドロップダウン メニューから作成済みのフィルター ポリシーを

選択するか、または、[フィルター ポリシーの新規作成] をクリックして新しいフィルター ポリシ

ーを作成することができます。フィルター ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール 

パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 メタデータ ファイルを構成する – 各リストのメタデータの Excel ファイルを生成することがで

きます。メタデータ ファイルを変更して、指定した要求に基づいてアイテムのメタデータを一括で

追加、編集、または削除することができます。アイテムとそのメタデータ ファイルを削除すること

もできます。[メタデータ ファイルを構成する] チェックボックスをオンにすると、移行先 セクショ

ンが表示されます。[UNC パス] テキスト ボックスにメタデータ ファイルの保存先として UNC 

パスを入力します。例えば、\\admin-PC\c$\data または \\admin-PC\shared fol

der と入力します。次に、該当するテキスト ボックス内の UNC パスを使用可能なユーザー

名とパスワードを入力します。[テスト] をクリックし、DocAve はパスをテストしてそれらが有

効であることを確認します。メタデータ ファイルの変更の詳細については、メタデータ Excel 

ファイル を参照してください。 

インポート プロファイルの設定 

SharePoint 2007 to 2010 移行のオフライン ジョブのインポート プロファイルを作成して、移行元コンポーネ

ント オプション、マッピング オプションおよび詳細オプションを構成します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [オプション] グループの [インポート プロファイル] をクリックします。 

3. [プロファイル管理] グループの [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

5. 画面左側から [移行元コンポーネント オプション] を選択します。 

 通知 – [リスト、ライブラリ、フォルダー、アイテム、ドキュメント レベルの通知を移行する] 

チェックボックスをオンにすると、移行元 SharePoint 2007 の各レベルの通知を移行先 Sh

arePoint 2010 環境へ移行することができます。 

 ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] をオンにして、移行元ノードから選択したコンテン

ツの既存ワークフローの定義を移行先ノードに移行します。[ワークフロー インスタンスを含

む] をオンにすると、移行元ノードから選択したコンテンツの既存ワークフローの状態、履歴、

およびタスクを移行先ノードに移行します。 

6. 画面左側から [マッピング オプション] を選択し、以下のマッピングを構成します。 

 列マッピング – 移動元の列を移動先の列に置き換えることができます。 
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o 列マッピングを使用する – 列タイプに対して、移行元列と移行先列は同じでも、異

なっていても構いません。列を、管理されたメタデータまたは参照に変更することもでき

ます。既定の列マッピングは [なし] に設定されています。ドロップダウン メニューから、

作成済みの列マッピングを選択するか、または、[列マッピングの新規作成] をクリック

して新しい列マッピングを作成することができます。列マッピングの作成の詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

o 既存のメタデータを使用する – 編集された既存のメタデータ ファイルを適用すること

ができます。 

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

のコンテンツ タイプに置き換えることができます。既定のコンテンツ タイプ マッピングは [なし] に

設定されています。ドロップダウン メニューから、作成済みのコンテンツ タイプ マッピングを選択

するか、または、[コンテンツ タイプ マッピングの新規作成] をクリックして新しいコンテンツ タ

イプ マッピングを作成することができます。コンテンツ タイプ マッピングの作成の詳細については、

DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

 テンプレート マッピング – サイト テンプレートおよびリスト テンプレートを置き換えることできま

す。テンプレート ID を入力 / 選択して、移行元のテンプレートを移行先のテンプレートに変

更します。既定のテンプレート マッピングは [なし] に設定されています。ドロップダウン メニュー

から、作成済みのテンプレート マッピングを選択するか、または、[テンプレート マッピングの新

規作成] をクリックして新しいテンプレート マッピングを作成することができます。テンプレート マ

ッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照

してください。 

 ユーザー マッピング – 既存の移行元ノード ユーザー名を、既存の移行先ノード ユーザー名

または移行先の既定のユーザー名に置き換えることができます。既定のユーザー マッピングは 

[なし] に設定されています。ドロップダウン メニューから、作成済のユーザー マッピングを選択

するか、または、[ユーザー マッピングの新規作成] をクリックして新しいユーザー マッピングを

作成することができます。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 リファレンス ガイド を参照してください。 

 ドメイン マッピング – 移動元のドメイン名を移動先のドメイン名にマッピングすることができま

す。既定のドメイン マッピングは [なし] に設定されています。ドロップダウン メニューから、作成

済みのドメイン マッピングを選択するか、または、[ドメイン マッピングの新規作成] をクリック

して新しいドメイン マッピングを作成することができます。ドメイン マッピングの作成の詳細につい

ては、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

7. 画面左側から [詳細オプション] を選択し、以下の設定を構成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 サイトの外観の変更 – SharePoint 2007 サイト / サイト コレクションを SharePoint 2

010 サイト / サイト コレクションへ移行した後、移行先サイトの外観を変更または保持する

ことができます。通常、手動入力のサイト / サイト コレクションは移行先ノードとして使用され

ます。 

o [既存 SharePoint サイトを変更して、新しいユーザー エクスペリエンスを使用し

ます。] を選択すると、移行ジョブ完了後既存の移行先サイトの外観を変更して、移

行元サイトの外観に置き換え、移行先の管理者はエンドユーザーのユーザー エクスペ

リエンスをコントロールすることができます。このオプションを選択した場合、以下のいず

れかのオプションを選択する必要があります。 

*注意: このオプションを選択した場合、移行元サイトのプロパティを移行先へ移行す

る必要があります。移行元ツリー内の移行元サイトの後ろにある [プロパティ] チェッ

クボックスをオンにしてください。 

a. カスタム ページを保持したまま、テンプレートおよびアプリケーション ページを

更新して新しい UI (ユーザー インターフェイス) を使用します。 

b. すべてのカスタム ページを元のテンプレートにリセットします。該当するチェック

ボックスをオンにすると、このオプションはカスタム ページから変更を削除します。

元に戻すことはできません。 

o [既存 SharePoint サイトの外観を保持したまま、エンドユーザーによるサイトの

ユーザー エクスペリエンスの更新を許可します。] を選択すると、移行ジョブ完了後

既存の移行先サイトの外観を保持し、エンドユーザーによる移行先サイトのユーザー 

エクスペリエンスの更新を許可します。 

 フォルダー構造の管理 – 移行元 SharePoint 2007 フォルダー コンテンツのフォルダー構

造を統合するかどうかを選択することができます。[フォルダーの統合] チェックボックスをオンに

すると、移行元コンテンツのフォルダー構造のすべてのレベルを統合します。フォルダー内のすべ

てのファイルは、ライブラリへ移行され、移行先の同じパスにマージされます。このオプションを選

択すると、移行先にファイルの移行元パスを表示する列を追加するかどうかを選択することが

できます。[列を追加して移行元パスを保持する] チェックボックスをオンにします。[DocAve 

移行元パス] が既定の列名として設定されます。また、テキスト ボックスに列名を入力して名

前をカスタマイズすることができます。 

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

ます。 
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o  SharePoint URL の最大文字数 – 既定値は 255 です。1～260 の間で値

を定義することができます。SharePoint URL の文字数は、管理パスの最初の文

字 "/" から数えられます。フォルダー / ファイルの URL が制限を超える場合、移行

結果は次のようになります。 

 フォルダーの URL が制限を超える場合、まず、フォルダー名が フォルダー名

の最大文字数 に設定されている値に従ってプルーニングされます。フォルダ

ーの URL がまだ制限を超えている場合、フォルダーとそのコンテンツは移行

先リストのルート 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、まず、ファイル名が ファイル名の最大文字数 に

設定されている値に従ってプルーニングされます。ファイルの URL がまだ制

限を超えている場合、このファイルは移行先リストのルート 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、まず、ファイル名が ファイル名の最

大文字数 に設定されている値に従ってプルーニングされます。ファイルの UR

L がまだ制限を超えている場合、このファイルは移行先リストのルート フォル

ダーに移行されます。 

o フォルダー名の最大文字数 – 既定値は 128 です。1～128 の間で値を定義す

ることができます。フォルダー名が制限を超える場合、余分な文字が末尾からプルー

ニングされます。例えば、SharePoint 2007 から移行されたフォルダーが、移行元

で abcdef という名前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のフォルダー名

は abcde になります。 

o ファイル名の最大文字数 – 既定値は 128 です。1～128 の間で値を定義する

ことができます。ファイル拡張子を含むファイル名が制限を超える場合、余分な文字

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

名前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のファイルは名 a_0.txt になりま

す。_0 は、ファイル名がプルーニングされていることを示します。 

メタデータ ファイルの編集 

メタデータ ファイルを編集して、メタデータを一括で追加、編集または削除することができます。メタデータ ファイル

を編集するには、以下の手順に従ってください。 
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1. メタデータ ファイルが保存される UNC パスで、それぞれのリストが Excel ファイルを生成します。リスト 

パスで命名された Excel ファイルを開きます。列、アイテムおよびそれらの対応する列の値のリストがE

xcel ファイルに表示されます。 

2. Excel ファイルで、メタデータ ファイルを追加、編集または削除することができます。 

 メタデータを追加するには、Excel ファイルに列を追加し、その列タイプを指定し、アイテムの値

を設定します。 

例えば、最初の行の既存の列の隣に新しい列を追加し、Comments:= Multiple lin

es of text を入力し、アイテムの値には It needs to be updated を設定します。こ

こで Comments は列名であり、Multiple lines of text は列タイプであり、It need

s to be updated はアイテムに対応する値です。インポート ジョブの完了後に、Comme

nts 列と値が、アイテムの新しいメタデータとして追加されます。 

 メタデータを編集するには、Excel ファイルにアイテムの列名、列タイプを編集し、対応する値

を変更します。 

例えば、Excel ファイルで、アイテムの列名、列タイプが Name:= File で、対応する値が 

Document A とします。Document A という値を Document B に変更して、アイテ

ム名を変更することができます。インポート ジョブの完了後に、移行先にアイテム名は Docu

ment B として表示されます。 

  メタデータを削除するには、Excel ファイルのアイテムの列名、列タイプおよび対応する値を削

除します。 

例えば、Excel ファイルで、アイテムの列名、列タイプが Title:= Single line of text で、

対応する値が Custom List とします。インポート後に、Title 列とこのアイテムの値を移行

先アイテムに関連付けたくない場合、セルから列名、列タイプおよび対応する値を削除します。 
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SharePoint 2007 to 2010 オフライン移行の実行 

SharePoint 2007 to 2010 移行では、目的の移行元 SharePoint 2007 データを物理デバイスへエク

スポートして SharePoint 2007 データをオフライン移行先へ移行し、エクスポート データを指定した ShareP

oint 2010 ノードへインポートすることができます。 

エクスポート 

オフライン移行ジョブを実行するためにデータをストレージ ポリシーへエクスポートする方法を説明します。 

1. [ホーム] タブから、[プラン管理] グループの [エクスポート] をクリックします。 

2. 移行元 ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. 移行するデータのノードを検索します。大容量環境で作業する場合、[キーワードの入力] テ

キスト ボックスに検索するノードのキーワード (例: サイト URL、サイト タイトル、サイト / リス

ト / アイテム名) を入力します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検

索することができます。展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キー

ワードを入力すると、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

b. 該当するチェックボックスをオンにして、移行元ノードを選択します。 

c. 移行元ノードの後にある [セキュリティ] / [プロパティ] チェックボックスをオンにして、移行元

ノードのセキュリティ / プロパティを移行先ノードに移行します。 

3. [移行先] ウィンドウで、ドロップダウン リストから、構成済みのストレージ ポリシーを選択するか、または、

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

リシーの作成の詳細については、ストレージ ポリシーの構成 を参照してください。 

4. 移行ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイスが

表示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – この移行ジョブの移行モードを選択します。 

o 完全移行 – 移行元ノードのすべてのコンテンツをストレージ ポリシーへエクスポートし

ます。 

o 増分移行 – コンテンツまたは時間に基づいて変更 (追加および編集) されたコンテ

ンツのみをストレージ ポリシーへエクスポートします。 
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a. コンテンツに基づいて変更されたコンテンツを移行するには、完全移行ジョブ

が実行されていることを確認し、[増分移行] ラジオ ボタンだけをクリックしま

す。 

b. 時間に基づいて変更されたコンテンツを移行するには、[次の期間内の変

更を移行] チェックボックスをオンにして期間を選択します。これで、指定した

期間内の変更のみが移行されます。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。 

 プロファイルの選択 – エクスポート ジョブの移行元コンポーネント オプションを構成することが

できます。ドロップダウン メニューから、構成済みのプロファイルを選択します。SharePoint 2

007 to 2010 移行には、既定プロファイル という名前の既定のプロファイルがあります。 

 エージェント グループ – ドロップダウン リストからこのオフライン移行プランの [移行元エージ

ェント グループ] を選択します。エージェント グループの作成の詳細については DocAve 6 

コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 ジョブ レポート – ジョブ レポートのレベルを選択します。[簡易] を選択すると、移行先 Sh

arePoint 環境に移行済みのコンテンツのサマリーを作成します。[詳細] を選択すると、移

行先 SharePoint 環境に移行済みのすべてのオブジェクトの完全なリストを作成しますが、

パフォーマンスが影響を受けます。 

[OK] をクリックしてジョブをただちに実行するか、または、[キャンセル] をクリックしてエクスポートの 

ホーム ページに戻ります。 

5. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 タブが表示されます。以下の設

定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – 作成するプランの [名前] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプション) 

を入力します。 

 プロファイルの選択 – エクスポート ジョブの移行元コンポーネント オプションを構成することが

できます。ドロップダウン メニューから、構成済みのプロファイルを選択します。SharePoint 20

07 to 2010 移行には、既定プロファイル という名前の既定のプロファイルがあります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 エージェント グループ – ドロップダウン リストからこのオフライン移行プランの [移行元エージ

ェント グループ] を選択します。エージェント グループの作成の詳細については DocAve 6 

コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 スケジュールの選択 – スケジュールのタイプを選択してプランを実行します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択するとプランを手動で実行します。 

o 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。 

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 インターフェイスが表

示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – 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

ツをストレージ ポリシーへエクスポートします。[増分移行] を選択すると、

コンテンツまたは時間に基づいて変更 (追加および編集) されたコンテン

ツのみを移行先へ移行します。コンテンツに基づいて変更されたコンテン

ツをエクスポートするには、完全移行ジョブが実行されていることを確認し、

[増分移行] ラジオ ボタンだけをクリックします。時間に基づいて変更さ

れたコンテンツをエクスポートするには、[次の期間内の変更を移行] チ

ェックボックスをオンにして期間を選択します。これで、指定した期間内の

変更のみが移行されます。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。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。

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。 

 再実行時間 – 実行中の定期的なスケジュールの開始時刻と終了時

刻を指定します。 

o 開始時刻 – プランの開始時刻を設定します。開始時刻の下

でタイム 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。 

o 終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止する

までプランの実行を繰り返します。 

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 指定の回後に終了 – このオプションを選択して、テキスト ボッ

クスに構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

o 終了時刻 - プランの再実行を終了する時刻を設定します。 

[OK] をクリックしてスケジュールの構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに 新しいプランとして保存 インターフェイスに戻ります。 

[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーで構成済みのスケジュールをプレビュー

します。該当するスケジュールの後ろにある  をクリックして、構成済みのスケジュ

ールを削除することができます。 

 通知 – 通知レポートを送信する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に

ついては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

6. [保存] をクリックして、[保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、それをすぐに実行する

には、[保存] をクリックして [保存して実行] を選択します。表示された [ただちに実行] インターフェ

イスでは次の設定を構成することができます。 

 オプション – この移行ジョブの移行モードを選択します。 

o 完全移行 – 移行元ノードのすべてのコンテンツをストレージ ポリシーへエクスポートし

ます。 

o 増分移行 – コンテンツまたは時間に基づいて変更 (追加および編集) されたコンテ

ンツのみをストレージ ポリシーへエクスポートします。コンテンツに基づいて変更されたコ

ンテンツを移行するには、完全移行ジョブが実行されていることを確認し、[増分移

行] ラジオ ボタンだけをクリックします。時間に基づいて変更されたコンテンツを移行す

るには、[次の期間内の変更を移行] チェックボックスをオンにして期間を選択します。

これで、指定した期間内の変更のみが移行されます。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。 

 ジョブ レポート – ジョブ レポートのレベルを選択します。[簡易] を選択すると、移行先 Sha

rePoint 環境に移行済みのコンテンツのサマリーを作成します。[詳細] を選択すると、移行

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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先 SharePoint 環境に移行済みのすべてのオブジェクトの完全なリストを作成しますが、パフ

ォーマンスが影響を受けます。 

[OK] をクリックしてエクスポート移行ジョブを実行します。 

インポート  

エクスポート データを移行先 SharePoint 2010 ノードへインポートする方法を説明します。 

 [ホーム] タブから、[プラン管理] グループの [インポート] をクリックします。 

 [移行元] ウィンドウで、以下の手順に従ってインポートするデータの移行元ノードを選択します。 

a. [参照] タブで、データをエクスポートしたファームをクリックします。 

b. ジョブ ID で命名されたフォルダーを選択して、エクスポート データの保存先を指定します。 

c. [詳細の表示] をクリックして [詳細] タブに切り替え、該当するチェックボックスをオンにしてイ

ンポートするノードを選択します。選択したエクスポート データが増分移行ジョブ内に存在する

場合は、ファーム名の上に [過去データを表示する] チェックボックスが表示されます。このオプ

ションは、増分データと、同じプランの前回の完全移行ジョブのエクスポート データをツリーに表

示します。[過去データを表示する] チェックボックスを選択すると、該当するチェックボックスを

オンにしてインポートするデータを選択することができます。完全移行データと増分移行データ

は、ノードの末尾に表示されるジョブの開始時間によって区別されます。前の時間のものが前

回の完全移行データです。 

d. 移行元ノードの後にある該当の [セキュリティ] / [プロパティ] チェックボックスをオンにして、

移行元ノードのセキュリティ / プロパティを移行先ノードに移行します。 

e.  インポートするエクスポート データを迅速に検索するには、[プラン フィルター]、[ジョブ フィ

ルター]、または[期間] タブをクリックして希望のエクスポート データのルールを再指定します。

次に、[フィルター] をクリックすると、条件を満たすエクスポート データがフィルターされます。移

行元ノードを選択するには、上記の手順を繰り返します。 

 [移行先] ウィンドウ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。 

a. エクスポート データのインポート先となるノードを検索します。大規模環境で作業する場合は、

[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希望のノードを検索しま

す。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開

されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、検索結

果が表示されるまで少し時間がかかります。 
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b. 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、またはフォルダーを作成

することができます。コンテナの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。 

 [アクションとプレビュー] ウィンドウで、[添付] を選択して移行元ノードを移行先ノードの子ノードとし

て移行するか、または、[マージ] を選択して移動元のコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに

追加します。[添付] / [マージ] が選択できるかどうかについては、次の表を参照してください。 

*注意: M はマージ、A は添付、X はサポートされていないことを表します。 

              展開先 

展開元 

Web アプリ

ケーション 

サイト コレク

ション 

トップレベル 

サイト 

サイト リスト フォルダ

ー 

Web アプリケーショ

ン 

M X X X X X 

サイト コレクション A M X X X X 

トップレベル サイト X A M/A M/A X X 

サイト X A M/A M/A X X 

リスト X X A A M X 

フォルダー X X X X A M/A 

ジョブの実行後に、移行先ノードのデータ ツリーを表示するには、[プレビュー] をクリックします。移行

先ツリーでは、サイト レベルまでの SharePoint オブジェクトのみをプレビューすることができます。 

 インポートポート ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インタ

ーフェイスが表示されます。以下の設定を構成します。 

 競合解決 – SharePoint 2007 内のアイテム名が SharePoint 2010 内の既存アイテ

ムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オ

プションは マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することがで

きます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 プロファイルの選択 – オンライン移行ジョブについて、関連する移行元コンポーネント オプショ

ン、マッピング オプション、および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン リスト

から構成済みのプロファイルを選択します。SharePoint 2007 to 2010 移行には、既定プ

ロファイル という名前の既定のプロファイルがあります。 
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 エージェント グループ – ドロップダウン リストからこのオフライン移行プランの [移行先エージ

ェント グループ] を選択します。エージェント グループの作成の詳細については DocAve 6 

コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 通知 – 通知レポートを送信する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に

ついては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 ジョブ レポート – ジョブ レポートのレベルを選択します。[簡易] を選択すると、移行先 Sh

arePoint 環境に移行済みのコンテンツのサマリーを作成します。[詳細] を選択すると、移

行先 SharePoint 環境に移行済みのすべてのオブジェクトの完全なリストを作成しますが、

パフォーマンスが影響を受けます。 

[OK] をクリックしてジョブをただちに実行するか、または、[キャンセル] をクリックしてインポートの 

ホーム ページに戻ります。 

 [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 タブが表示されます。以下の設

定を構成して、インポート プランを作成します。 

 プラン名 – 作成するプランの [名前] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプション) 

を入力します。 

9. プロファイルの選択 – オンライン移行ジョブについて、関連する移行元コンポーネント オプション、マッピ

ング オプション、および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン リストから構成済みのプ

ロファイルを選択して移行設定を移行ジョブに適用します。SharePoint 2007 to 2010 移行には、

既定プロファイル という名前の既定のプロファイルがあります。 

 エージェント グループ – ドロップダウン リストからこのオフライン移行プランの [移行先エージ

ェント グループ] を選択します。エージェント グループの作成の詳細については DocAve 6 

コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 スケジュールの選択 – スケジュールのタイプを選択してプランを実行します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択するとプランを手動で実行します。 

o 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。 

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 インターフェイスが表

示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – 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

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ツを移行先ノードに移行します。[増分移行] を選択すると、コンテンツ

または時間に基づいて変更 (追加および編集) されたコンテンツのみを

移行先へ移行します。コンテンツに基づいて変更されたコンテンツを移行

するには、完全移行ジョブが実行されていることを確認し、[増分移行] 

ラジオ ボタンだけをクリックします。時間に基づいて変更されたコンテンツを

移行するには、[次の期間内の変更を移行] チェックボックスをオンにし

て期間を選択します。これで、指定した期間内の変更のみが移行されま

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。 

 競合解決 – SharePoint 2007 内のアイテム名が SharePoint 20

10 内の既存アイテムと競合する場合の競合解決方法を指定すること

ができます。コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする および 

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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レ

ベルの競合解決 の構成することができます。競合解決の詳細について

は、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。

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。 

 再実行時間 – 実行中の定期的なスケジュールの開始時刻と終了時

刻を指定します。 

o 開始時刻 – プランの開始時刻を設定します。開始時刻の下

でタイム 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。 

o 終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止する

までプランの実行を繰り返します。 

o 指定の回後に終了 – このオプションを選択して、テキスト ボッ

クスに構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

o 終了時刻 - プランの再実行を終了する時刻を設定します。 

[OK] をクリックしてスケジュールの構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに 新しいプランとして保存 インターフェイスに戻ります。 
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[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーで構成済みのスケジュールをプレビュー

します。該当するスケジュールの後ろにある  をクリックして、構成済みのスケジュ

ールを削除することができます。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

 [保存] をクリックして、[保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、それをすぐに実行する

には、[保存] をクリックして [保存して実行] を選択します。表示された ただちに実行 インターフェイ

スでは次の設定を構成することができます。 

 競合解決 – SharePoint 2007 内のアイテム名が SharePoint 2010 内の既存アイテ

ムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オ

プションは マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することがで

きます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 ジョブ レポート – ジョブ レポートのレベルを選択します。[簡易] を選択すると、移行先 Sha

rePoint 環境に移行済みのコンテンツのサマリーを作成します。[詳細] を選択すると、移行

先 SharePoint 環境に移行済みのすべてのオブジェクトの完全なリストを作成しますが、パフ

ォーマンスが影響を受けます。 

[OK] をクリックしてインポート移行ジョブを実行します。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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Notes/Domino オンライン移行 

Notes/Domino 移行の使用については、以下のセクションを参照してください。 

移行前の構成 

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

otus Domino サーバーに接続できるようにする必要があります。[ホーム] タブで、リボンの [接続の構成] を

クリックします。Notes/Domino 接続 インターフェイスが表示されます。 

Notes/Domino 接続の管理 

Notes/Domino 接続 インターフェイスには、すべての作成済みの Notes/Domino 接続が表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示される Notes/Domino 接続の表示件数および表示順序を変更

することができます。1 ページに表示される Notes/Domino 接続の表示件数を変更するには、画面右下の 

[行の表示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。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。 

以下の方法で、これらの接続の表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、Notes/Domino 接続をフィルターすることができます。キーワードは、

列の値に含まれるものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示させたい Notes/Domi

no 接続のキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選

択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明にキーワー

ドを含むすべてのページの接続が表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、名前または

説明にキーワードを含む現在のページの接続のみ表示されます。検索では、大文字と小文字の区別

はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。非表示にする列の  をクリックすると、列は非表示になります。 

  – エージェントをフィルターすることができます。[エージェント] 列の  をクリックし、表示させたいエ

ージェントの名前の隣にあるチェックボックスをオンにします。 
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Notes/Domino 接続 インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しい Notes/Domino 接続を作成します。新しい Note

s/Domino 接続の作成の詳細については、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 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した権限マッピングについて既に構成さ

れている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、Notes/Domino 接続の設定

を変更することもできます。Notes/Domino 接続の編集 インターフェイスに移動し、そこで Notes

/Domino 接続を変更することができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した Notes/Domino 接続の構成を変更します。Not

es/Domino 接続の編集の詳細については、Notes/Domino 接続の作成および編集 を参照し

てください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を確認する 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/Domino 接続を削除するか、または、[キャンセル] をクリックして選択した N

otes/Domino 接続を削除せずに Notes/Domino 接続 インターフェイスに戻ります。 

Notes/Domino 接続の作成および編集 

新しい Notes/Domino 接続を作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みの Notes/Dom

ino 接続を編集するには、Notes/Domino 接続を選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

1. Notes/Domino 接続の作成 または Notes/Domino 接続の編集インターフェイスでは、以下の

設定を構成します。 

 Notes/Domino 接続名 – Notes/Domino 接続の [名前] を入力します。今後の

参照用の Notes/Domino 接続の [説明] (オプション) を入力します。 

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

続します。 

o 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。 

o 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 C:\Program Files\lotus\notes\notes.ini  

が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、Notes .INI 

ファイルを保存する絶対パスを入力してください。 
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o ユーザー ID ファイル – [Notes .INI ファイル パス] の下のメッセージにあるハ

イパーリンク [ここ] をクリックしてユーザー ID ファイルを読み込み、ドロップダウン リ

ストから 1 つ選択します。 

 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。[テスト] 

ボタンをクリックして、パスワードを確認します。 

[OK] をクリックして構成を保存して Notes/Domino 接続 インターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] 

をクリックして変更を保存せずに Notes/Domino 接続 インターフェイスに戻ります。 
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Notes/Domino オンライン移行の構成  

フィルター ポリシー 

フィルター ポリシーを使用して、Notes/Domino データベース内に表示するドキュメントをコントロールできるよ

うに、フィルター ルールを設定することができ、コンテンツを正確に指定することができます。フィルター ポリシーを

設定し、保存すると、それらを毎回再作成することなく同じフィルター 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。 

フィルター ポリシーにアクセスするには、[ホーム] タブで、リボンの [プロファイルの作成] をクリックします。[プロ

ファイルの作成] ページで、リボンの [フィルター ポリシー] をクリックします。 

フィルター ポリシーの管理 

フィルター ポリシー インターフェイスには、すべての構成済みのフィルター ポリシーが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数および表示順序を変更すること

ができます。1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] 

ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。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]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、フィルター ポリシーの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、フィルター ポリシーをフィルターすることができます。キーワードは、列の値

に含まれるものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示させたいフィルター ポリシーのキー

ワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択して検索範囲

を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明にキーワードを含むすべてのペ

ージのフィルター ポリシーが表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、名前または説明に

キーワードを含む現在のページのフィルター ポリシーのみ表示されます。検索では、大文字と小文字の

区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

フィルター ポリシー インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 
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 作成 – リボンの [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。新しいフィルター 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 を参照してください。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択したフィルターの構成を変更します。フィルター ポリシーの

構成の編集の詳細については、フィルター ポリシーの作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択したフィルター ポリシーを削除するか、または、[キャンセ

ル] をクリックして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 インターフェイスに戻りま

す。 

フィルター ポリシーの作成 

新しいフィルター ポリシーを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのフィルター ポリシーを編

集するには、フィルター ポリシーを選択し、リボンの [編集] を選択します。 

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 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 名前 – フィルター ポリシーの [名前] を入力します。 

 説明 – 今後の参考用の [説明] (オプション) を入力します。 

 フィルター ルール – フィルター ルールを使用して、一連のフィルター条件を設定して、移行するコンテ

ンツをフィルターすることができます。フィルター ルールを設定するには、以下の手順に従ってください。 

a. [フィルター レベル グループの追加] をクリックして期間フィルター ルールを作成します。 

b. [条件の追加] をクリックすると、基本条件の構成の行が表示されます。ドロップダウン メニュ

ーから [作成日時] または [更新日時] を選択します。[条件] 列では、[次の日時以

前]、[次の日時以降]、[次の期間内]、[次の期間以前] から期間の条件を選択するこ

とができます。 

c. [値] 列にタイム ゾーンおよび精確な時間を設定します。  をクリックして、指定した条件

またはフィルター レベルを削除します。条件間の論理関係を変更することができます。 

複数のフィルター ルールを追加するには、手順 b および手順 c を繰り返します。 

現在使用できる論理関係は、AND および OR の 2 つです。既定の論理関係は AND です。[A

ND] をクリックすると、[OR] に変わります。 

o AND – すべての条件を満たしているコンテンツが含まれるようにフィルターされます。 

o OR – 条件のいずれかを満たしているコンテンツが含まれるようにフィルターされます。 
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基本フィルター条件 – このエリアでフィルター ルールの論理関係を表示します。 

例えば、基本フィルター条件エリア内の論理関係が ((1 AND 2) OR 3) となる場合、フィルター ル

ール 1 とフィルター ルール 2 両方を満たすか、フィルター ルール 3 を満たすコンテンツがフィルターによ

り含まれます。 

[OK] をクリックして構成を保存して フィルター ポリシー インターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに ファイル ポリシー インターフェイスに戻ります。 

マッピング設定 

Notes/Domino 移行ジョブを実行する前に、ユーザー マッピング、グループ マッピング、および権限マッピング

を定義することができます。以下のセクションを参照して、マッピング設定を構成するかどうかを決定し、マッピング

設定の構成を行ってください。 

ユーザー マッピング 

既存の移行元ノード ユーザー名を移行先の SharePoint ユーザーへマッピングするには、ユーザー マッピング

を使用します。移行中に、移行元ユーザー名は、移行先の指定したユーザー名に置き換えられます。 

ユーザー マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。[プロフ

ァイルの作成] インターフェイスで、リボンの [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。コ

ントロール パネルが表示されます。 

ユーザー マッピングの設定の詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してく

ださい。[移行元ユーザー名] 列に入力する移行元のユーザー名は、次のいずれかの形式であることを確認し

ます。次の形式でない場合は、ユーザー マッピングは失敗します。 

 username/orgname  

 username/orgname/orgname 

 username/orgname/orgname/orgname 

Notes/Domino 内の組織は複数レベルにすることができ、ここで入力した orgname も複数レベルにするこ

とができます。 

 

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 

既存の移行元グループ名を SharePoint グループにマッピングするには、グループ マッピングを使用します。移

行中に、移行元グループ名は、移行先ノードの指定したグループ名に置き換えられます。 

グループ マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。[プロフ

ァイルの作成] インターフェイスで、リボンの [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。コ

ントロール マッピング が表示されます。 

ユーザー マッピングの設定の詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス 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して、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

行中に、移行元権限は、移行先ノードの既定権限マッピングまたは指定した権限レベルの SharePoint アク

セス許可レベルに置き換えられます。 

権限マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。[プロファイ

ルの作成] インターフェイスで、リボンの [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 インターフェイスでは、メイン表示ウィンドウにすべての作成済みの権限マッピングが表示されます。 

権限マッピングの管理 

このインターフェイスでは、1 ページに表示される権限マッピングの表示件数および表示順序を変更することがで

きます。1 ページに表示される権限マッピングの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] ドロップ

ダウン メニューから希望の表示件数を選択します。権限マッピングを並べ替えるには、[名前]、[説明] などの

列見出しをクリックします。 

以下の方法で、権限マッピングの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、 SharePoint アクセス許可レベルをフィルターすることができます。キー

ワードは、列の値に含まれるものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示させたい Shar

ePoint アクセス許可レベルのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のペ

ージを検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前また

は説明にキーワードを含むすべてのページの権限マッピングが表示されます。[現在のページを検索] 

を選択すると、名前または説明にキーワードを含む現在のページの権限マッピングのみ表示されます。

検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

選択した権限マッピングに対して、以下のいずれかの操作を実行します。 

 作成 – リボンの [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。新しい権限マッピングの

作成の詳細については、権限マッピングの構成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した権限マッピングについて既に構成さ

れている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、権限マッピングの設定を変更する

こともできます。権限マッピングの編集 ページに移動し、そのページでこの権限マッピングを変更するこ

とができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した権限マッピングの構成を変更します。権限マッピング

の編集の詳細については、権限マッピングの構成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を確認する 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するか、または、[キャンセル] をクリックして選択した権限マッピン

グを削除せずに 権限マッピング インターフェイスに戻ります。 

権限マッピングの構成 

新しい権限マッピングを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。作成済みの権限マッピングを編集する

には、権限マッピングを選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

権限マッピングの作成 / 編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 権限マッピング名 – 作成 / 編集する権限マッピングの [名前] を入力します。今後の参照用の権

限マッピングの [説明] (オプション) を入力します。 

 権限マッピング – Notes/Domino 権限を SharePoint 権限へのマッピングを設定します。[Sha

rePoint アクセス許可レベル] ドロップダウン リストから構成済みの SharePoint アクセス許可レベ

ルを選択します。既定の権限マッピングの変更は推奨されません。要求を満たしている 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 [新規 SharePoint アクセス許

可レベル] をクリックして新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成して、カスタムの SharePoin

t アクセス許可レベルを使用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の詳

細については、SharePoint アクセス許可レベルの管理 を参照してください。 
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SharePoint アクセス許可レベルの管理 

SharePoint アクセス許可レベルを管理することができます。新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成

したり、構成済みの SharePoint アクセス許可レベルの詳細を表示したり、構成済みの SharePoint アクセ

ス許可レベルを編集したり、または、構成済みの SharePoint アクセス許可レベルを削除して、SharePoint 

アクセス許可レベルを管理します。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロ

ファイルの作成] をクリックします。プロファイルの作成 インターフェイスで、リボンの [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 インターフェイスで、リボンの [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] インターフェイスに、作成済みのアクセス許可レベルが表示されま

す。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示される SharePoint アクセス許可レベルの表示件数および表示順

序を変更することができます。1 ページに表示する  SharePoint アクセス許可レベルの数を変更するには、右

下にある [行の表示] のドロップダウン メニューで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]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、SharePoint アクセル許可レベルの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、 SharePoint アクセス許可レベルをフィルターすることができます。キー

ワードは、列の値に含まれるものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示させたい Shar

ePoint アクセス許可レベルのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のペ

ージを検索] を選択して検索することができます。検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

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

 作成 – リボンの [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。Sha

rePoint アクセス許可レベルの作成の詳細については、SharePoint アクセス許可レベルの作

成 を参照してください。 
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 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックして、選択したカスタム アクセス許可レベルの構成

済みの設定または既定の SharePoint アクセス許可レベルの既定の設定を表示します。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した SharePoint アクセス許可レベルの構成を変更し

ます。SharePoint アクセス許可レベルの構成の編集の詳細については、SharePoint アクセス許

可レベルの作成 を参照してください。 

*注意: 投稿、デザイン、フル コントロール、閲覧、表示のみなどの既定の SharePoint アクセス許

可レベルは、既定で表示されます。これらは編集不可です。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択した SharePoint アクセス許可レベルを削除するか、

または、[キャンセル] をクリックして選択した SharePoint アクセス許可レベルを削除せずに Share

Point アクセス許可レベルの管理 インターフェイスに戻ります。 

SharePoint アクセス許可レベルの作成 

新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのカスタ

ムの SharePoint アクセス許可レベルを編集するには、SharePoint アクセス許可レベルを選択し、リボンの 

[編集] をクリックします。 

SharePoint アクセス許可レベルの作成 または SharePoint アクセス許可レベルの編集 インターフェイ

スでは、以下の設定を構成します。 

 名前と説明 – 作成 / 編集するアクセス許可レベルの [名前] を入力します。今後の参照用の [説

明] (オプション) を入力します。 

 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。権限の前のチェックボックスをオンにして、

[リストの権限]、[サイトの権限]、および [個人の権限] の指定した権限を選択します。[すべて選

択] チェックボックスを使用すると、すべての権限を選択したり、または選択を解除することができます。 

[OK] をクリックして、構成を保存して SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスに戻るか、ま

たは、[キャンセル] をクリックして、変更を保存せずに SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェ

イスに戻ります。 
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Notes/Domino オンライン移行プロファイルの設定 

オンライン移行プロファイルを使用して、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、および詳細

オプションなどの様々な移行ジョブ設定を指定し、定義することができます。オンライン移行プロファイルを作成す

るには、以下の説明に従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリッ

クします。 

4. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

5. 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 メニューから構成済みの [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  

 

6. 移行オプション を参照してください。 

7. 画面左側から [フィルター オプション] を選択し、ドロップダウン リストから構成済みのフィルター ポリ

シーを選択するか、または、ドロップダウン リストから [フィルター ポリシーの新規作成] 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。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 を参照してください。 

8. 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 リストから構成済みの [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。 

9. 画面左側から [詳細オプション] を選択し、[文字数制限設定] および [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。 

10. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイ

ル名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削

除せずに、プロファイルが保存されます。 
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移行オプション 

移行オプションを使用して、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。以下の

手順に従って、移行オプション サブプロファイルを設定します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル管

理] グループの [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。 

4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [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て、[OK] をクリックします。 

6. [コンテンツ] タブをクリックして、この移行オプションの共通設定を構成します。以下の設定を構成する

ことができます。 

 ドキュメント形式のオプション – 移行後の Notes 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 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オンに

して、ドロップダウン リストからドキュメント形式を 1 つ選択します。選択できる Notes ドキュ

メントの変換先ドキュメント タイプは、docx、doc、InfoPath、pdf、aspx、html の 6 つ

です。移行先ノードとしてライブラリを選択すると、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。移行先ノードとしてリストを選択すると、変換されたドキュメントは、Note

s 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。 

[Notes ドキュメントの変換先ドキュメント タイプ] チェックボックスがオフの場合、移行後

にのみ、Notes ドキュメントはアイテムを生成します。 

*注意: DocAve では Notes/Domino ドキュメントの Microsoft Office InfoPath へ

の変換をサポートしています。移行ツールで Notes-InfoPat テンプレートとマッピングの

生成 を構成する必要があります。[InfoPath] を選択する場合は、移行ツールによって、

InfoPath マッピングが生成されていることを確認します。 

 カテゴリー オプション – 指定したフィールドで命名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力して、リストでそれらのアイテムを分類します。[ドキュ
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メントをカテゴリー フィールドから作成したフォルダーに移行する] チェックボックスをオンにし

ます。[すべてのカテゴリー フィールドから作成したフォルダーに移行する] を選択して、Not

es/Domino 内ドキュメントのカテゴリー フィールドで命名されたフォルダーにドキュメントを移

行するか、または、[手動でカテゴリー フィールドを指定する] を選択して、カテゴリー フィー

ルドを入力してカスタマイズしたカテゴリー フィールドで命名されたフォルダーにドキュメントを移

行します。なお、複数のカテゴリー フィールドを ";" で区切って入力することができます。 

 アイテム数の制限 – [リスト / ライブラリのアイテム数が次の数値を超える場合、移行

時に複数のリスト / ライブラリを作成する] チェックボックスをオンにして、SharePoint 内

のリスト / ライブラリでアイテム数を制限することができます。既定の数は 5000 です。手動

で数値を入力して制限数を変更し、リスト / ライブラリのアイテム数を指定することができます。

制限を指定した場合、リスト / ライブラリのアイテム数が指定した数を超えると、追加のリスト 

/ ライブラリ新しく作成されます。1、2、3... は追加のリスト / ライブラリ名の接尾辞として追

加されます。 

 イメージ オプション – 通常、移行先としてリストを選択する場合は、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は、Notes/D

omino 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

アイテムと一緒にドキュメント ライブラリに移行されます。埋め込まれた画像をリスト / ドキュメ

ント ライブラリから解凍し、SharePoint 画像ライブラリに収集するには、[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オンにします。Notes/Domino 画像

ライブラリ は、埋め込まれた画像の移行先となる画像ライブラリの既定の名前です。テキス

ト ボックスに名前を入力して、画像ライブラリ名をカスタマイズすることができます。 

 添付ファイル移行オプション – 通常、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、SharePoint のそれぞれのドキュメント ライブラリに移行される添付

ファイルを収集することができます。[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オンにします。Notes/Domino 添付ファイル ライブラリ は、添付

ファイルの移行先となるドキュメント ライブラリの既定の名前です。テキスト ボックスに名前を

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ができます。 

 フォルダー作成オプション (ドキュメント ライブラリへの移行のみで使用できます) – DocAv

e によって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

力して、ドキュメント ライブラリでそれらのアイテムを分類します。フォルダーには件名で名前が

付けられます。[移行先に移行済みドキュメントのフォルダーを作成する] チェックボックスを

オンにすると、同じ件名の文書、返答、返答への返答をフォルダーに移行します。このオプショ

ンを選択した場合、[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
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クボックスをオンにして、Notes/Domino ドキュメントの返答および返答への返答を、件名

で命名されたフォルダーの下のサブフォルダーに移行することができます。 

 既定のリスト テンプレート – 移行先ノードとなるサイト コレクションまたはサイトを選択する

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 テンプレートを指定します。

[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。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 

ライブラリがあります。 

7. [セキュリティ] タブをクリックして、リスト権限の継承およびアイテム権限の継承を構成します。 

 リスト権限の継承 – Notes/Domino データベースから移行されたリストが、移行先の親

サイトの権限を継承するかどうかを選択することができます。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ようにするか、または、[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 – Notes/Domino データベースから移行されたアイテムが、移行先

の親リストの権限を継承するかどうかを選択することができます。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ようにするか、または、[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。 

8.  [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] をクリックし、サブプ

ロファイル名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイ

ルを削除せずに、プロファイルが保存されます。 

マッピング オプション 

マッピング オプションを使用して、リスト マッピング、コンテンツ タイプ マッピング、およびセキュリティ マッピングを構

成することができます。以下の手順に従って、移行オプション サブプロファイルを設定します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 インターフェイスが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. 画面左側の [マッピング オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル

管理] グループの [サブプロファイルの編集] をクリックし、[マッピング オプション] フィールドを有効

にします。 
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4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [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て、[OK] 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、以下の設定を構成して Notes/Domino データベースを指定し

た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、関連するルールを

構成することができます。 

b. [Noteｓ/Domino データベース名] 列の下にあるテキスト ボックスをダブルクリックし、テ

キスト ボックスにマッピングする Notes/Domino データベースの名前を入力します。 

c. [SharePoint リスト名] 列の下にあるテキスト ボックスをダブルクリックし、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。移行先に指定したリストが存在しない場合は、移行中に、指定した名前で新しいリ

ストが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のテンプレートと同じであることを確認します。同じでない場合は、

移行ジョブが失敗します。 

d. [SharePoint リスト テンプレート] ドロップダウン リストから、指定した SharePoint リ

ストのテンプレートを選択します。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 ライブラリがあります。 

e. さらにマッピングを追加するには、上記の手順を繰り返します。 

f. 構成済みのリスト マッピングを 1 つ以上削除するには、リスト マッピングを選択し、[選択し

たリスト マッピングの削除] をクリックします。また、  をクリックして構成済みのリスト マッピ

ングを削除することができます。 

7. コンテンツ タイプ マッピングを構成します。コンテンツ タイプ マッピングを構成するか、アイテム タイトルを

指定するか、または列マッピングを構成するように選択することができます。[コンテンツ タイプ マッピン

グ] タブをクリックして、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、または、コン

テンツ タイプ マッピングを手動で構成します。 

 [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] を選択して、移行中に

移行ツールで作成されたコンテンツ タイプ マッピングを自動的に適用します。 

*注意: 移行ツールによって生成されたコンテンツ タイプ マッピングを使用するように選択し

たものの、このツールによって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。 
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 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には、[手動でコンテンツ タイプ 

マッピングを構成する] オプションをオンにして、[ルール] を表示します。ルールを設定する

には、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 – これを使用して、Notes/Domino コンテンツ タイプ

を、指定した SharePoint コンテンツ タイプにマッピングすることができます。[Notes

/Domino フォーム] 列の Notes/Dpmino フォームの名前と、[SharePoint 

コンテンツ タイプ] 列の指定した SharePoint コンテンツ タイプの名前を入力しま

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、指定

した名前で新しいコンテンツ タイプが自動的に作成されます。SharePoint の既存

のコンテンツ タイプを入力する場合、構成ファイルの更新コンテンツ タイプを有効にす

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\Migrator" に移動して"SP2010.LotusNotes

Migration.Worker.xml" をメモ帳で開き、<ContentTypeConfig Updat

eContetnType="False"> の値を True に変更します。 

o 指定したタイトル – [タイトルを指定してください] チェックボックスをオンにして、Not

es/Domino ドキュメントのフィールド名を SharePoint 内のアイテムのタイトルとし

て指定し、テキスト ボックスに値を入力します。 

o 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 列タイプを指定することができます。[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。[Note/Domino フィールド名] 列に Notes/Do

mino フィールドの名前、[SharePoint 列名] 列に指定した SharePoint 列の

名前を入力します。[SharePoint 列タイプ] ドロップダウン リストからこの列の Sh

arePoint コンテンツ タイプを選択します。 

[列マッピングの追加] をクリックして手順を繰り返し、列マッピングを追加します。構

成済みの列マッピングを 1 つ以上削除するには、マッピングを選択し、[選択した列マ

ッピングの削除] をクリックします。 ]をクリックして構成済みの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] を選択する場合は、用語セットへのパスを指定し、

この列内に複数の値を許可するかどうかを選択する必要があります。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オン

にして、列に対して複数の値を定義します。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。 
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[ルール 1] タブの隣にある  をクリックしてルールを追加します。 

8.  セキュリティ マッピングを構成します。[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、およびAD グループ マッピングを選択します。 

 ユーザー マッピング – ドロップダウン リストから構成済みのユーザー マッピングを選択するか、

または、ドロップダウン リストの [ユーザー マッピング] をクリックして新しいユーザー マッピング

を作成します。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

のリファレンス ガイド を参照してください。 

 グループ マッピング – ドロップダウン リストから、構成済みのグループ マッピングを選択するか、

または、[新規グループ マッピング] をクリックして移行元グループを SharePouint グループ

にマッピングします。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

ネルのリファレンス 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

在する指定の AD グループにマッピングすることができます。[AD グループ マッピングの追

加] をクリックし、[Lotus Notes グループ名] 列に Notes/Domino グループの名前、

[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 マッピングを追加します。構成済みの AD 

グループ マッピングを 1 つ以上削除するには、マッピングを選択し、[選択した AD グループ 

マッピング接続の削除] をクリックします。  をクリックして構成済みの 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、構成済みの権限マッピングを選択するか、または、

[新しい権限マッピング] をクリックして新しい権限マッピングを作成します。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 を参照してください。権限マッピングを構成しない

場合、または選択しない場合、移行中に、既定の権限マッピングが適用されます。 

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

ル名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削

除せずに、プロファイルが保存されます。 

詳細オプション 

詳細オプションを使用して、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。以

下の手順に従って、詳細オプションを設定します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 インターフェイスが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. 画面左側の [詳細オプション] をクリックすると、詳細オプション ページが表示されます。以下の設定

を構成することができます。 

 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。1～128 の間で値を定義す

ることができます。フォルダー名が制限を超える場合、余分な文字が末尾からプルー

ニングされます。例えば、SharePoint 2007 から移行されたフォルダーが、移行元

で abcdef という名前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のフォルダー名

は abcde になります。 

o ファイル名の最大文字数 – 既定値は 80 です。1～128 の間で値を定義するこ

とができます。ファイル拡張子を含むファイル名が制限を超える場合、余分な文字が

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

前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のファイル名は a.txt になります。 

o SharePoint URL の最大文字数 – 既定値は 255 です。1～260 の間で

値を定義することができます。SharePoint URL の文字数は、管理パスの最初の

文字 "/" から数えられます。フォルダー / ファイルの URL が制限を超える場合、

移行結果は次のようになります。 

a. フォルダーの URL が制限を超える場合、フォルダーとそのコンテンツは、フ

ォルダー URL の制限を超えないようになるまで、以前のレベルのフォルダ

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 の制限を超えないようになるまで、以前

のレベルのフォルダーに移行されます。 

b. ファイルの URL が制限を超える場合、そのファイルは、ファイル URL の

制限を超えないようになるまで、以前の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。S

harePoint 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、およびファイル レ

ベルの禁則文字のマッピングを変更および追加することができます。既定では、すべての禁則
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文字は下線 (_) に置き換えられます。タブで [グループ レベル]、[フォルダー レベル]、ま

たは [ファイル レベル] をクリックして、各ページに入力します。 

o 禁則文字マッピングを変更するには、禁則文字の後ろにある [次の項目と置き換

える] 列の "_" をダブルクリックして、"_" を指定した文字に置き換えます。 

o 禁則文字マッピングを追加するには、[禁則文字の追加] をクリックし、[ShareP

oint の禁則文字一覧] 列に指定した禁則文字、[次の項目と置き換える] 列

に有効文字を入力します。[禁則文字の追加] を再度クリックして、別の禁則文

字マッピングを作成することができます。 

o 構成済みの禁則文字マッピングを 1 つ以上削除するには、マッピングを選択し、

[選択した禁則文字の削除] をクリックします。  をクリックして構成済みの禁則

文字マッピングを削除することもできます。 

 

Notes/Domino オンライン移行の実行 

オンライン Notes/Domino 移行を実行すると、Notes/Domino のコンテンツ、セキュリティ、および構成を S

harePoint 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には、リボンの [オンライン移行] をクリックします。Notes/

Domino 移行ジョブを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. [移行元] ウィンドウの [移行元の選択] またはリボンの [操作] グループの [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 インターフェイスが表示されます。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。[Local] を

選択すると、ローカル構成 セクションが表示されます。 

d. ローカル構成 – Domino サーバーに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。 
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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オンにして、移行

元ツリーで、システム データベースなどすべてのデータベースを表示します。 

f. フィルター オプション – 移行元ツリーでの表示を設定します。既定では、[データベースかビ

ュー] が選択されています。Notes/Domino 内データベースのデータベースまたはビューを移

行元ツリーで選択することができます。文書、返答、または返答への返答を移行元ノードとし

てフィルターするには、[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] の下にあるテキスト ボックスに数式を入力します。数式は、例えば、

Categories=""、readers="" |From="" & Categories=""!、Form="" の形式で

入力してください。"|"、"&" および "!" がサポートされます。"|" は "OR" を意味します。"&

" は "AND" を意味します。"!" は "NOT" 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。移行元を変更するには、移行元ウ

ィンドウまたはリボンの [操作] グループの [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. 移行するデータを選択します。大規模環境で作業する場合は、[キーワードの入力] テキス

ト ボックスにノード (例: データベース、ビュー、アイテム) の名前を入力して希望のノードを検

索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。

展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、

検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

i. 該当するチェックボックスをオンにして、移行元ノードを選択します。 

*注意: 移行でサポートされる / サポートされない移行元コンテンツの詳細については、Notes/D

omino 移行でサポートされる / サポートされない要素 および   
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サポートされる / サポートされない Notes/Domino ドキュメント要素 を参照してください。 

2. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

*注意: 移行データベースが構成されていることを確認します。構成されていない場合、移行先ファー

ムを使用できません。移行データベースの構成の詳細については、移行データベースの構成 を参

照してください。 

a. 移行元データの移行先となるノードを検索します。大規模環境で作業する場合は、[キー

ワードの入力] テキスト ボックスにノード (例: サイト URL、サイト タイトル、サイト / リスト 

/ アイテム名) のキーワードを入力して希望のノードを検索します。現在展開されているツリ

ーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開されているツリーに表示さ

れていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、検索結果が表示されるまで少

し時間がかかります。 

b. 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、またはフォルダーを

作成することができます。コンテナの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。 

3. 移行ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイル

が表示されます。以下の設定を構成します。 

a. 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテムと競合

する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オプション

は マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することができ

ます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

b. プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプション、マッピング オプション、

および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン メニューから、構成済みのプロ

ファイルを選択します。Notes/Domino 移行には、既定プロファイル という名前の既定の

メイン プロファイルがあります。 

c. 移行データベース – [テスト] をクリックして構成済みの移行データベースが使用可能かどう

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。 
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d. 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

[OK] をクリックしてジョブをただちに実行するか、または、[キャンセル] をクリックして、オンライン移行の 

ホーム ページに戻ります。 

4. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 タブが表示されます。以下の設

定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – 作成するプランの [名前] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプション) 

を入力します。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプション、マッピング オプション、

および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン リストから構成済みのプロファイ

ルを選択して、移行設定を移行ジョブに適用します。Notes/Domino 移行には、既定プロ

ファイル 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 – スケジュールのタイプを選択してプランを実行します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択するとプランを手動で実行します。 

o 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 De

signer、AvePoint Migrator Tool のいずれかが実行されていると、ジョブが失

敗することがあります。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。 

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 インターフェイスが表

示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – 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。[増分実行] を選択すると、前回の移

行ジョブから移行元ノードで変更 (追加および編集) されたコンテンツの

みを移行します。 

 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の

既存アイテムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。

コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする および 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] 

をオンにして、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。

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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[スキップする] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解

決 の構成することができます。競合解決の詳細については、付録 D: 

競合解決 を参照してください。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。

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。 

 再実行時間 – 実行中の定期的なスケジュールの開始時刻と終了時

刻を指定します。 

o 開始時刻 – プランの開始時刻を設定します。開始時刻の下

でタイム 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。 

o 終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止する

までプランの実行を繰り返します。 

o 指定の回後に終了 – このオプションを選択して、テキスト ボッ

クスに構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

o 終了時刻 - プランの再実行を終了する時刻を設定します。 

[OK] をクリックしてスケジュールの構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに 新しいプランとして保存 インターフェイスに戻ります。 

[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーで構成済みのスケジュールをプレビュー

します。該当するスケジュールの後ろにある  をクリックして、構成済みのスケジュ

ールを削除することができます。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

 移行データベース – [テスト] をクリックして構成済みの移行データベースが使用可能かどう

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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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[保存] をクリックして、[保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、それをすぐに実行する

には、[保存] をクリックして [保存して実行] を選択します。ただちに実行 インターフェイスが表示され

ます。以下の設定を構成することができます。 

 オプション – この移行ジョブの移行タイプを選択します。 

o 完全移行 – このオプションを選択すると、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。 

o 増分移行 – このオプションを選択して、前回の移行ジョブから移行元ノードで変

更 (追加および編集) されたコンテンツのみを移行します。 

 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテムと競合

する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オプショ

ンは マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成すること

ができます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

[OK] をクリックしてオンライン移行ジョブを実行します。 
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Notes/Domino オフライン移行 

Notes/Domino 移行の使用については、以下のセクションを参照してください。 

Notes/Domino オフライン移行の構成 

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、Notes/Domino 移行のフィルター オプションおよびマッピング オプションを

構成します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プラン モード] グループの [エクスポート モード] をクリックします。 

3. [プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

5. 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 リストから構成済みのフィルター 

ポリシーを選択するか、または、[新規フィルター ポリシー] をクリックしてフィルター ポリシーを作成しま

す。フィルター ポリシーの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド 

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。マッピングのタイプは異なることがあります。 

メイン プロファイル名の隣にある [保存] をクリックしてメイン プロファイルの構成を保存するか、または、[キャンセ

ル] をクリックして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 

エクスポート プロファイルを作成して、Notes/Domino 移行の移行オプション、マッピング オプション、その他の

カスタム設定を構成します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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2. [プラン モード] グループの [エクスポート モード] をクリックします。 

3. [プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] 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、 

 

6. 移行オプション を参照してください。 

7. [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。 

8. 画面左側の [詳細オプション] をクリックすると、詳細オプション ページが表示されます。詳細オプショ

ンの構成の詳細については、詳細オプション を参照してください。 

メイン プロファイル名の隣にある [保存] をクリックしてメイン プロファイルの構成を保存するか、または、[キャンセ

ル] をクリックして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。 

Notes/Domino オフライン移行の実行 

オフライン Notes/Domino 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へ移行します。プロセス

には、エクスポート モードのエクスポート先の設定、エクスポート先へデータのエクスポート、インポート モードのエ

クスポート先の設定、および移行先へデータのインポートが含まれます。 

エクスポート 

オフライン移行ジョブを実行するためにデータをエクスポート先へエクスポートする方法を説明します。 

1. [ホーム] タブから、[プラン管理] グループの [エクスポート] をクリックします。 

2. [移行元] ウィンドウの [移行元の選択] またはリボンの [操作] グループの [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 インターフェイスが表示されます。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。 
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c. Domino サーバー – Notes/Domino の Domino サーバーを選択します。[Local] を

選択すると、ローカル構成 セクションが表示されます。 

d. ローカル構成 – Domino サーバーに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オンにして、移行

元ツリーでシステム データベースを含むすべてのデータベースを表示します。 

f. フィルター オプション – 移行元 ツリーでの表示を設定します。既定では、[データベースか

ビュー] が選択されています。移行元ツリーに Notes/Domino 内データベースのデータベー

スまたはビューが選択可能です。ドキュメントを移行元ノードとしてフィルターするには、[Note

s 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] の

下にあるテキスト ボックスに数式を入力します。数式は、例えば、Categories=""、reader

s="" |From="" & Categories=""!、Form="" の形式で入力してください。"|"、"&" 

および "!" がサポートされます。"|" は "OR" を意味します。"&" は "AND" を意味します。

"!" は "NOT" 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。移行元を変更するには、移行元ウ

ィンドウまたはリボンの [操作] グループの [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. 移行するデータを選択します。大規模環境で作業する場合は、[キーワードの入力] テキス

ト ボックスにノード (例: データベース、ビュー、アイテム) の名前を入力して希望のノードを検

索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。

展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、

検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

i. 該当するチェックボックスをオンにして、移行元ノードを選択します。 

*注意: 移行でサポートされる / サポートされない移行元コンテンツの詳細については、Notes/D

omino 移行でサポートされる / サポートされない要素 および   
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サポートされる / サポートされない Notes/Domino ドキュメント要素 を参照してください。 

 

3. [移行先] ウィンドウで、ドロップダウン リストから、構成済みのエクスポート先を選択するか、または、

[エクスポート先の新規作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成します。エクスポート モードの

エクスポート先の作成の詳細については、エクスポート先について (オフライン ジョブのみ) 

を参照してください。 

4. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 タブが表示されます。以下の設

定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – 作成するプランの [名前] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプショ

ン) を入力します。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプション、マッピング オプション、

および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン リストから構成済みのプロファイ

ルを選択して、移行設定を移行ジョブに適用します。Notes/Domino 移行には、既定プ

ロファイル 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 – スケジュールのタイプを選択してプランを実行します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択するとプランを手動で実行します。 

o 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 De

signer、AvePoint Migrator Tool のいずれかが実行されていると、ジョブが失

敗することがあります。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。 

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 インターフェイスが表

示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – 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へ移行します。[増分実行] を選択すると、前回の移

行ジョブから移行元ノードで変更 (追加 および 編集) されたコンテンツ

のみをエクスポートします。 

 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の

既存アイテムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。
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コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする および 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] 

をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解

決 の構成することができます。競合解決の詳細については、付録 D: 

競合解決 を参照してください。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。

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 - 実行スケジュールを実行する開始時刻と終了時刻を選

択します。 

o 開始時刻 – プランの開始時刻を設定します。開始時刻の下

でタイム 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。 

o 終了時刻なし - このオプションを選択すると、プランは手動で

停止されるまで繰り返して実行されます。 

o 指定の回後に終了 – このオプションを選択すると、テキスト ボ

ックスに構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

o 終了時刻 __ –  プランがここで指定した日時に終了します。 

[OK] をクリックしてスケジュールの構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに 新しいプランとして保存 インターフェイスに戻ります。 

[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーで構成済みのスケジュールをプレビュー

します。該当するスケジュールの後ろにある  をクリックして、構成済みのスケジュ

ールを削除することができます。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 移行データベース – [テスト] をクリックして構成済みの移行データベースが使用可能かどう

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。 

5. [保存] をクリックして、[保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、それをすぐに実行する

には、[保存] をクリックして [保存して実行] を選択します。ただちに実行 インターフェイスが表示さ

れて [オプション] を選択することができます。 

 完全移行 – このオプションを選択すると、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へエクスポートします。 

 増分移行 – このオプションを選択すると、前回の移行ジョブから移行元ノードで変更 (追

加 および 編集) されたコンテンツのみをエクスポートします。 

6. [OK] をクリックしてエクスポート ジョブを実行します。 
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インポート  

オフライン移行ジョブを実行するためにエクスポート先データを SharePoint へインポートする方法を説明します。 

1. [ホーム] タブから、[プラン管理] グループの [インポート] をクリックします。 

2. [移行元] ウィンドウでは、[参照] タブでインポート ノードのエクスポート先を構成したファームをクリック

し、インポート モードのエクスポート先が読み込まれます。エクスポート先をクリックして、UNC パスの 

[Lotus Notes Exported Data] フォルダーを読み込みします。プラン名で命名されたエクスポー

ト データを選択します。移行元ツリーでエクスポート データの詳細を表示するには、[詳細] タブをクリ

ックします。 

*注意: 移行元でインポートするデータが見つからない場合、[エクスポート先] をクリックしてデータの

保存場所を指定してください。 

3. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. エクスポート データのインポート先となるノードを検索します。大容量環境で作業する場合、

[キーワードの入力] テキスト ボックスに検索するノードのキーワードを入力します。現在展

開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開されている

ツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、検索結果が表

示されるまで少し時間がかかります。 

b. 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、またはフォルダーを

作成することができます。コンテナの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。 

4. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 タブが表示されます。以下の設

定を構成します。 

 プラン名 – 作成するプランの [名前] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプショ

ン) を入力します。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプション、マッピング オプション、

および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン リストから構成済みのプロファイ

ルを選択して、移行設定を移行ジョブに適用します。Notes/Domino 移行には、既定プ

ロファイル 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 – スケジュールのタイプを選択してプランを実行します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択するとプランを手動で実行します。 
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o 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択してスケジュールを構成し

ます。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 De

signer、AvePoint Migrator Tool のいずれかが実行されていると、ジョブが失

敗することがあります。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。 

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 インターフェイスが表

示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – 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移行します。[増分実行] を選択すると、前回の移

行ジョブからエクスポート先で変更 (追加 および 編集) されたコンテンツ

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

既存アイテムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。

コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする および 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] 

をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解

決 の構成することができます。競合解決の詳細については、付録 D: 

競合解決 を参照してください。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。

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 - 実行スケジュールを実行する開始時刻と終了時刻を選

択します。 

o 開始時刻 – プランの開始時刻を設定し、開始時刻の下にタ

イム ゾーンを変更できます。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。 

o 終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止する

までプランの実行を繰り返します。このオプションを選択すると、

テキスト ボックスに構成した回数を実行した後にプランを停止

します。 
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o 指定の回後に終了 –  

o 終了時刻 - プランの再実行を終了する時刻を設定します。 

[OK] をクリックしてスケジュールの構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに 新しいプランとして保存 インターフェイスに戻ります。 

[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーで構成済みのスケジュールをプレビュー

します。該当するスケジュールの後ろにある  をクリックして、構成済みのスケジュ

ールを削除することができます。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

 移行データベース – [テスト] をクリックして構成済みの移行データベースが使用可能かどう

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。 

5. [保存] をクリックして、[保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、それをすぐに実行する

には、[保存] をクリックして [保存して実行] を選択します。ただちに実行 インターフェイスが表示さ

れます。以下の設定を構成することができます。 

 オプション – インポート ジョブの移行タイプを選択します。 

o 完全移行 – このオプションを選択すると、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へインポートします。 

o 増分移行 – このオプションを選択すると、前回の移行ジョブからエクスポート先で

変更 (追加 および 編集) された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 内の既存アイテムと競合

する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オプション

は マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することが

できます。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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6. [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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Notes/Domino 移行でサポートされる / サポートされ

ない要素 

現在 Notes/Domino 移行でサポートされる / サポートされない要素については、次の表を参照してください。 

Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint でサポー

トされるサイト テンプレ

ート 

SharePoint でサポー

トされるリスト 

DB ライブラリ データベース 未サポート 未サポート 

登録者ライブラリ 

設計一覧 設計要素 未サポート 未サポート 

ディスカッション - Notes & 

Web 

メイントピック チーム サイト カスタム リスト 

返答 ドキュメント ライブラリ 

返答への返答 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 

文書ライブラリ - Notes & 

Web 

ドキュメント チーム サイト カスタム リスト 

返答 ドキュメント ライブラリ 

返答への返答 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 

DOLS Restore Templ

ate 

DOLS リソース 未サポート 未サポート 

データベース 

Domino Web Access  

リダイレクト 

サーバー 未サポート 未サポート 

UI 

アプリケーション 

Domino Web Access メモ チーム サイト 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 

予定表 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint でサポー

トされるサイト テンプレ

ート 

SharePoint でサポー

トされるリスト 

Wiki ページ ライブラリ 

拡張メール メモ チーム サイト カスタム リスト 

ジャンクメール ドキュメント ライブラリ 

ルール ディスカッション掲示板 

ステーショナリー 連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

iNotes Web Access メモ チーム サイト カスタム リスト 

ルール ドキュメント ライブラリ 

ステーショナリー 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 

Lotus スーパーオフィスライ

ブラリ 

ドキュメント チーム サイト カスタム リスト 

Lotus スーパーオフィス

文書 

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 

メール メモ チーム サイト カスタム リスト 

ジャンクメール ドキュメント ライブラリ 

ルール ディスカッション掲示板 

ステーショナリー 連絡先 

予定表 

Wiki ページ ライブラリ 

MS Office ライブラリ ドキュメント チーム サイト カスタム リスト 

MS Office文書 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 
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Notes/Domino のデ

ータベース 

Notes/Domino の

フォーム 

SharePoint でサポー

トされるサイト テンプレ

ート 

SharePoint でサポー

トされるリスト 

個人アドレス帳 連絡先 チーム サイト 連絡先 

連絡先 - カテゴリ別 未サポート 未サポート 

グループ 

誕生日 & 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 チーム サイト 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 

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 未サポート 未サポート 

サブチーム 

イベント 

ニュースレタープロフィー

ル 

ドキュメント チーム サイト カスタム リスト 

返答 ドキュメント ライブラリ 

返答への返答 ディスカッション掲示板 

個人ステータスレポート 連絡先 

アナウンス 予定表 

チームステータス Wiki ページ ライブラリ 
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サポートされる / サポートされない Notes/Domino ド

キュメント要素 

現在サポートされる / サポートされない (未サポート) Notes/Domino ドキュメント要素については、次の表

を参照してください。 

Notes/Domino ドキュメント

要素 

サポート状況 制限 

改ページ サポート  

水平線 サポート  

セクション サポート  

表 サポート  

画像 サポート  

添付ファイル サポート  

リンク サポート  

テキストのポップアップ サポート スクリプト要素とコード イベントはサ

ポートされません。 

ボタン 未サポート  

アクション 未サポート  

OLE オブジェクト / Active X サポート Microsoft Office 1995-2007 

Word/Excel/PowerPoint をサ

ポートしています。 

メール オブジェクト 未サポート  

式のポップアップ 未サポート  

JavaScript/Visual Basic Scri

pt 

未サポート  

LotusScript 未サポート  

Java アプレット 未サポート  

ブックマーク 未サポート  

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 

未サポート  
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HTML コントロールのチェックボック

ス 

サポート 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

のその他の関連情報はサポートさ

れません。 

HTML コントロールのテキストボッ

クス 

サポート 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

のその他の関連情報はサポートさ

れません。 

HTML コントロールのラジオボタン サポート 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

のその他の関連情報はサポートさ

れません。 

HTML コントロールのコンブボックス サポート 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

のその他の関連情報はサポートさ

れません。 

HTML コントロールのリストボックス サポート 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

のその他の関連情報はサポートさ

れません。 

文書リンク / ビューリンク / ベータ

ベースリンク 

サポート  

アンカーリンク 未サポート  

計算結果テキスト サポート  

タブ付きの表 サポート  

リスト サポート  
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eRoom オンライン移行 

eRoom 移行では、複数の eRoom コンテンツ ソースの SharePoint 2010 への統合プロセスを簡素化お

よび自動化し、移行前後でのサービス レベルの一貫性を維持することができます。eRoom オンライン移行を

使用すると、1 つのジョブの中で移行元コンテンツを移行先へ直接移行することができます。eRoom オンライン

移行を使用するには、以下の手順に従ってください。 

eRoom オンライン移行の構成 

フィルター ポリシー 

フィルター ポリシーを使用して、移行する eRoom 内のファイルをコントロールできるように、フィルター ルールを

設定することができます。フィルター ポリシーを設定し、保存すると、それらを毎回再作成することなく同じフィルタ

ー ポリシーを異なる eRoom 移行プランに適用することができます。 

フィルター ポリシーの管理 

フィルター ポリシー インターフェイスには、すべての作成済みのフィルター ポリシーが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数および表示順序を変更すること

ができます。1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] 

ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。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]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法を使用して、希望のフィルター ポリシーを検索し、[フィルター ポリシー] で表示するフィルター ポリ

シーの情報を定義することができます。 

 検索 – キーワードを指定して、作成済みのフィルター ポリシーをフィルターすることができます。キーワー

ドは、列の値に含まれるものでなければなりません。フィルター ポリシーの表示ウィンドウの上部に、表示

させたいフィルター ポリシーのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のペー

ジを検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または

説明にキーワードを含むすべてのページの接続が表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、

名前または説明にキーワードを含む現在のページの接続のみ表示されます。検索では、大文字と小文

字の区別はありません。 
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  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。非表示にする列の  をクリックすると、列は非表示になります。 

フィルター ポリシー インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – [管理] グループの [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。新しいフィル

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 を参照してください。 

 編集 – [管理] グループの [編集] をクリックして選択したフィルター ポリシーの構成を変更します。フ

ィルター ポリシーの構成の編集の詳細については、フィルター ポリシーの作成 を参照してくださ

い。 

 削除 – [管理] グループの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確

認するメッセージが表示されます。[OK] をクリックして選択したフィルター ポリシーを削除するか、また

は、[キャンセル] をクリックして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 インターフェ

イスに戻ります。 

フィルター ポリシーの作成 

新しいフィルター ポリシーを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのフィルター ポリシーを編

集するには、フィルター ポリシーを選択し、リボンの [編集] を選択します。 

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 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 名前 – 作成するフィルター ポリシーの名前を入力するか、または、編集するフィルター ポリシーの名前

を変更します。 

 説明 (オプション) – このフィルター ポリシーの説明を入力します。 

 フィルター ルール ─ フィルター ルールを使用すると、フィルター条件を設定して、移行するファイルをフ

ィルターすることができます。フィルター ルールを設定するには、以下の手順に従ってください。 

a. [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。ファイル フ

ィルター ルールの構成 フィールドが表示されます。 

b. [条件の追加] をクリックしてフィルター条件を追加します。既定のフィルター ルールは [名前] 

であり、既定のフィルター条件は [次の値を含む] です。[名前] および [次の値を含む] を

それぞれクリックして、該当するドロップダウン リストからフィルター ルールおよびフィルター条件を

変更します。 

c. 指定したフィルター ルールおよびフィルター条件に従って [値] を入力します。 
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さらにフィルター ルールを追加するには、上記の手順を繰り返します。 

2 つの論理関係、AND および OR があります。既定の論理関係は AND です。[AND] をクリック

すると、[OR] に変わります。 

AND – すべての条件を満たしているコンテンツが含まれるようにフィルターされます。 

OR – 条件のいずれかを満たしているコンテンツが含まれるようにフィルターされます。 

[OK] をクリックして構成を保存して フィルター ポリシー インターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに ファイル ポリシー インターフェイスに戻ります。 

eRoom 移行フィルター ポリシーの例 

移行するコンテンツをフィルターするための eRoom フィルター ルールの例については、次の表を参照してください。

*注意: 条件に [次の値に等しい] を選択する場合、大文字と小文字は区別されません。 

フィルター レベル ルール  条件 値 結果 

ファイル 

 

名前 次の値を含む test 名前に test を含むファイルが検

索されます。例: training test 

が検索されます。 

次の値を含まな

い 

test 名前に test を含まないアイテム

が検索されます。例: training 

test が検索されます。 

次の値に等しい test 名前が test であるファイルが検

索されます。 

次の値と異なる test 名前が test ではないファイルが

検索されます。 

 

 

 

 

 

バージョン 最新 [] バージョ

ンのみ 

2 ファイルの最新の 3 つのバージョ

ンが検索されます。 

例えば、 ドキュメントのバージョン

が、1、2、3 の場合、バージョン 

1 および バージョン 2 が検索さ

れます。 

*注意: 移行後、バージョンは

元のバージョン (この例では 1、

2、3) より大きくなります。 

サイズ ≧ 1MB サイズが 1MB 未満ではないフ
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フィルター レベル ルール  条件 値 結果 

 ァイルが検索されます。例: 2M

B のファイルが検索されます。 

≦ 1MB サイズが 1MB 以上ではないフ

ァイルが検索されます。例: 500 

BK のファイルが検索されます。 

更新日時 次の日付以前 2012-08

-06 12:1

5:50 

12:15:50 08/06/2012 以

前に変更されたファイルが検索さ

れます。 

次の日付以降 2012-08

-06 12:1

5:50 

12:15:50 08/06/2012 以

降に変更されたファイルが検索さ

れます。 

次の期間内 5 日間 この5 日 以内に変更されたファ

イルが検索されます。 

次の期間以前 5 日間 5 日 以上前に変更されたファイ

ルが検索されます。 

作成日時 

 

次の日付以前 2012-08

-06 12:1

5:50 

12:15:50 08/06/2012 以

前に作成されたファイルが検索さ

れます。 

次の日付以降 2012-08

-06 12:1

5:50 

12:15:50 08/06/2012 以

降に作成されたファイルが検索さ

れます。 

次の期間内 5 日間 この 5 日 以内に作成されたフ

ァイルが検索されます。 

次の期間以前 5 日間 5 日 以上前に作成されたファイ

ルが検索されます。 

タイプ 

 

次の値を含む demo 拡張子名に doc を含むファイル

が検索されます。例: abc.doc 

または abcd.docx 

次の値を含まな

い 

docx 拡張子名に doc を含まないフ

ァイルが検索されます。 

例: abc.gif または abcd.doc 

次の値に等しい  docx 拡張子名が docx であるファイ

ルが検索されます。 

例: abc.docx 
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フィルター レベル ルール  条件 値 結果 

次の値と異なる docx 拡張子名が docx ではないファ

イルが検索されます。 

例: abc.doc 

 

マッピング設定 

移行ジョブを実行する前に、ドメイン マッピング、ユーザー マッピングおよびグループ マッピングを定義することがで

きます。以下のセクションを参照して、マッピング設定を構成するかどうかを決定し、マッピング設定の構成を行っ

てください。 

ドメイン マッピング 

名前は同じで、ドメインの異なるユーザーが移行元と移行先にそれぞれ存在する場合、ドメイン マッピングを使

用して移行元ドメイン名を移行先の SharePoint ドメイン名にマッピングすることができます。移行中に、移行

元ドメイン名は、移行先ノードに指定したドメイン名に変更されます。例えば、ドメイン マッピングを使用して、移

行元ユーザー summer\user1 を SharePoint ドメイン ユーザー may\user1 にマッピングすることができ

ます。 

ドメイン マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プロファ

イルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックして、ドロップダウン メニューから [ドメイン マッ

ピング] を選択します。コントロール パネル の マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。リボン

の [作成] をクリックして、新しいドメイン マッピング ルールを作成します。 

ドメイン マッピング設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してくだ

さい。 

ユーザー マッピング  

既存の移行元ノード ユーザー名を移行先の既存の SharePoint ユーザーにマッピングするには、ユーザー マッ

ピングを使用します。移行中に、移行元ユーザー名は、移行先ノードに指定したユーザー名に置き換えられます。 

ユーザー マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プロフ

ァイルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [ユーザー マ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ッピング] を選択します。コントロール パネル の マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。リボ

ンの [作成] をクリックして、新しいユーザー マッピング ルールを作成します。 

ユーザー マッピング設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してくだ

さい。 

グループ マッピング 

既存の移行元グループ名を SharePoint グループにマッピングするには、グループ マッピングを使用します。移

行中に、移行元グループ名は、移行先ノードの指定したグループ名に置き換えられます。 

 グループ マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プロフ

ァイルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [グループ マ

ッピング] を選択します。コントロール パネル の マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。リボ

ンの [作成] をクリックして、新しいグループ マッピング ルールを作成します。グループ マッピング設定の詳細につ

いては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

eRoom オンライン移行プロファイルの設定 

オンライン eRoom 移行プロファイルを使用して、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、詳

細オプションなど様々な設定を定義することができます。eRoom オンライン移行プロファイルを作成するには、

以下の説明に従ってください。 

1. [ホーム] タブで、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 ページが表示され、そのページでプロファイル設定を構成することができます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリッ

クします。 

4. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

5. 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 メニューから構成済みの [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。 

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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6. 画面左側から [フィルター オプション] を選択し、ドロップダウン メニューから構成済みのフィルター ポ

リシーを選択するか、または、ドロップダウン メニューから [フィルター ポリシーの新規作成] 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。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 を参照してください。 

7. フィルター オプションを構成した後に、画面左側の [マッピング オプション] を選択します。ドロップダウ

ン メニューから構成済みの [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、 

8. マッピング オプション を参照してください。 

9. 画面左側から [詳細オプション] を選択し、[文字数制限設定] および [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。 

10. メイン プロファイル テキスト ボックスの隣にある [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、

[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別のプロファイルとして保存します。[保存

して既存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、元のプロファイルを削除せずに、プロファイルが保存されます。 

移行オプション 

移行オプションを使用して、eRoom コンテンツおよびセキュリティを SharePoint に移行する方法を定義する

ことができます。eRoom 移行オプションのサブプロファイルを設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブで、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 ページが表示され、そのページでプロファイル設定を構成することができます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル管

理] グループの [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。 

4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリッ

クします。 

5. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

6. [コンテンツ] タブをクリックします。以下の設定を構成します。 

 所有者列 ─ [所有者列を移行する] チェックボックスをオンにして eRoom 所有者列の移行

方法を選択します。該当するラジオ ボタンをクリックして、eRoom 所有者列は、SharePoit

nt ユーザー / グループ列または 1 行テキスト列としてへ移行されます。 
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o ユーザーまたはグループ列として ─ ユーザーまたはグループ列が eRoom 所有者

列を移行するために移行先に作成されます。移行元 eRoom 所有者列の下のユ

ーザーまたはグループは、ユーザーまたはグループ列の下の対応するユーザーまたはグ

ループへ移行されます。 

o 1行テキスト列として ─ 1 行テキスト列が eRoom 所有者列を移行するために移

行先に作成されます。移行元 eRoom 所有者列の下のユーザーまたはグループは、

1 行テキスト列の下のユーザーまたはグループを示す該当の文字列へ移行されます。 

 コメント ─ [コメントを移行する] チェックボックスをオンにして eRoom コメントの移行方法を

選択します。eRoom コメントは、SharePoitnt ディスカッション トピックまたは拡張リッチ テキ

ストに移行されます。 

o [ディスカッション トピックとして] を選択すると、ディスカッション掲示板 タイプのリス

トがコメントを移行するために移行先に自動的に作成されます。コメントはディスカッシ

ョン掲示板リストの件名として移行されますが、該当する eRoom コメントの返信も

対応する件名の返信として移行されます。新規に作成したディスカッション掲示板リス

トには、リスト / フォルダー / アイテム名: ディスカッション の名前が付けられます。 

*注意: リストにコメントがあり、このリストの下のアイテムにもコメントがある場合、アイ

テムのコメントはリストと一緒に移行されます。すべてのアイテムのコメントは、名前が 

リスト名:ディスカッション で、新規に作成されたディスカッション掲示板リストの件名と

して移行されます。 

例えば、コメントのある Training というリストをリストアする場合にこのオプションを選

択すると、移行後は、Training:ディスカッション というディスカッション掲示板リスト

が作成され、コメントはこのディスカッション掲示板リストの件名となります。 

o [拡張リッチ テキストとして] を選択すると、拡張リッチ テキスト タイプのリストが作成

され、コメントは作成した列の値として移行されます。 

*注意: リストのコメントを拡張リッチ テキストとして移行することはできません。[拡張

リッチ テキストとして] を選択している場合にリストのコメントを移行するには、eRoom

MigrationConfiguration.xml を参照してください。 

 投票 ─ [投票をアンケートとして移行する] チェックボックスをオンにして eRoom 投票を移

行します。アンケートは自動的に移行先に作成され、問題も SharePoint アンケートに移行

されます。このオプションを選択しない場合、追加された eRoom 投票は移行されません。 
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 フォルダー設定 ─ [フォルダーのコンテンツ タイプを作成してフォルダーの説明を移行する] 

チェックボックスをオンにして、eRoom フォルダーの説明を移行する設定を構成します。該当す

るテキスト ボックスに [コンテンツ タイプ名] および [列名] を入力します。eRoom フォルダ

ーを移行するために、対応するコンテンツ タイプが作成され、フォルダーの説明は作成した列の

値として移行されます。 

*注意: イベント の説明を SharePoint に移行する場合、説明のテキスト形式が異なる可

能性があります。また、説明に含まれる画像は移行されません。 

 管理パス ─ 移行先ノートが Web アプリケーションの場合、対応するサイト コレクションが、

移行元ルームを移行するために、この Web アプリケーションの下に作成されます。以下の設

定を構成します。 

o カスタム パス ─ 使用するサイト コレクションの管理パスを入力します。 

o サイト テンプレート ─ ドロップダウン リストからサイト コレクションのサイト テンプレー

トを選択します。テキスト ボックスにテンプレート名を入力することもできます。カスタム 

サイト テンプレートがサポートされます。 

*注意: 移行する際に入力したテンプレートが見つからない場合、既定では、チーム 

サイト テンプレートが使用されます。 

o サイトの言語 ─ ドロップダウン リストから、使用するサイト コレクションの言語を選択

します。選択した言語のパッケージが SharePoint にインストールされていることを確

認します。 

*注意: 既定では、移行後に、移行したサイトのトップリンク バーおよびサイド リンク 

バーは自動的に対応する親サイトに追加されます。 

 ランク設定 ─  eRoom ランクの移行方法を定義することができます。移行ジョブは、ルーム

の下のリンクのみを移行することができます。選択した移行元ノードがルームの場合のみ、ルー

ムの下のリンクを移行することができます。それぞれのリンクについて、2 つのリンクされたオブジェ

クトの内の 1 つしか現在の移行範囲に含まれていない場合、DocAve の 移行ジョブはこの

リンクを移行しません。 

o リンク タイプ設定 ─ 該当するラジオ ボタンをクリックして、eRoom リンク タイプの

移行方法を選択します。[コンテンツ タイプ (ドキュメントへのリンク)] を選択すると、

eRoom リンクを対応するアイテムとして移行先へ移行します。これらのアイテムのコン

テンツ タイプは ドキュメントへのリンク です。[列] を選択すると、eRoom リンクを
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対応する列として移行先へ移行します。このオプションを選択すると、[バック リンク

設定] フィールドで列名を定義する必要があります。 

*注意: リンク タイプ設定は、リンクが存在する移行元ノードを移行先のライブラリに

移行できる場合のみ機能します。 

o バック リンク設定 ─ 既定では、eRoom リンクを列に移行することを選択すると、リ

ンク が列名になります。既定の列名を変更するには、テキスト ボックスに列名を入力

します。 

 詳細設定 ─ [詳細設定] をクリックして、以下の情報に従って eRoom コンテンツを移行す

るための詳細設定を構成します。 

o 受信メール ページ ─ [受信トレイをドキュメント ライブラリに変換する] チェックボ

ックスをオンにすると、eRoom 受信メール ページを SharePoint ドキュメント ライブ

ラリへ移行することができます。[メール ページの添付を .eml 添付として移行する] 

チェックボックスをオンにすると、移行元 eRoom 受信メール ページ内のファイルを .e

ml 添付として移行先へ移行することができます。 

o 通知 – 通知レポートを送信するメール通知プロファイルを選択します。通知ポリシー

の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してく

ださい。 

*注意: eRoom のサブフォルダーまたは添付ファイルの通知は、SharePoint 通知

ではなく、対応する URL に移行されます。 

o グループ ビュー ─ 移行元データベースのグループ ビューを移行するかどうかを選択

します。このオプションを選択すると、移行元データベースのグループ ビューも移行先に

移行されます。つまり、移行先データベースのグループ ビューが作成されます。このオプ

ションを選択しない場合は、データベースのグループ ビューは移行されません。 

o フォルダー構造の管理 ─ eRoom フォルダーを SharePoint に移行する際のフォ

ルダー構造の処理方法を選択します。 

a. [すべてのフォルダー構造を統合する] を選択すると、移行後に、移行元の

すべてのフォルダー構成レベルを統合します。フォルダー内のすべてのファイル

はライブラリへ移行されます。移行先にサブフォルダーは存在しません。元のフ

ォルダー構造を追跡するには、[列を追加して移行元パスを保持する] オプ

ションをオンにして、移行したアイテムの列を追加します。列の値は、対応する

アイテムの移行元パスになります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 選択した移行元ノードを移行先のサイトに移行する場合、移行元

の最上位フォルダーは移行先のリストに移行されます。このリストは、最上位

フォルダーと同じ名前で自動的に作成されます。サブフォルダー内のすべての

アイテムは、このリストに移行されます。 

b. [移行先に最上位フォルダーを作成する] を選択すると、最上位フォルダー

が移行先に生成されます。フォルダー内のすべてのサブフォルダーなどの移行

元フォルダーおよびフォルダー構造は、全体として移行先の最上位フォルダー

に移行されます。これにより、移行後にフォルダーの構造が保持されます。 

7. [セキュリティ] タブをクリックして、以下の設定を構成します。 

 ユーザー ─ eRoom ユーザーを移行するかどうかを選択します。このオプションを選択すると、

すべてのアクティブ ルーム ユーザーを移行先サイトへ移行します。ユーザーが属する移行元グ

ループによりますが、ユーザーが該当する移行後の SharePoint グループに追加されます。移

行元ユーザーがどのグループにも属さない場合、移行後、ユーザーは  

 マッピング オプション で構成された基本ロール グループ マッピングに従って、Built-in グル

ープのいずれかに追加されます。 

既定では、[非アクティブ ユーザーを移行する] が選択されている場合を除き、非アクティブ 

eRoom ユーザーは移行されません。移行後、非アクティブ ユーザーは、何も権限を持たずに、

SharePoint サイトに移行されます。 

*注意: eRoom ユーザーが削除され、ユーザーが eRoom リストの権限を持っている場合

は、この種類のユーザーも移行先に移行されます。 

 セキュリティ ─ ユーザーのセキュリティを移行するかどうかを選択します。このオプションを選択

すると、セキュリティは  

 マッピング オプション で構成されたマッピングに従って移行されます。 

 eRoom ロール ─ eRoom ロールを SharePoint グループへ移行するかどうかを選択しま

す。このオプションを選択すると、移行後、対応する SharePoint グループは eRoom ロール

と同じ名前で移行先に作成されます。移行したグループが持つ権限は、 

 マッピング オプション で構成された eRoom ロール権限マッピングに基づき付与されます。 

8. [プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。ま

たは、[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別のプロファイルとして保存します。
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[保存して既存メイン プロファイルを置き換える] を選択して元の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、元のプロファイルを削除せずに、プロファイルが保存されます。 

 

マッピング オプション 

マッピング オプションを使用して、eRoom リストおよびセキュリティを移行するためのリスト マッピングおよびセキュ

リティ マッピングを構成することができます。eRoom マッピング オプションのサブプロファイルを設定するには、以

下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブで、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 ページが表示され、そのページでプロファイル設定を構成することができます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル管

理] グループの [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。 

4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリッ

クします。 

5. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] 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ます。 

a. リスト テンプレート マッピング ─ eRoom 移行のリスト テンプレート マッピング ルールを構

成します。[eRoom テンプレート] ドロップダウン リストから eRoom テンプレートを選択す

ると、[SharePoint リスト テンプレート] ドロップダウン リストに一致する SharePoint リ

スト テンプレートが自動的に選択されて表示されます。[SharePoint リスト テンプレート] 

テキスト ボックスにリスト テンプレート ID を入力して、該当する eRoom リストのマッピング先

となるリスト テンプレートを指定することもできます。 

*注意: リスト テンプレート マッピングでは、eRoom の ディスカッション リストをサポートされ

ていません。 

b. リスト列マッピング – [列マッピングの追加] をクリックして eRoom 列を移行する列マッピン

グを追加します。[eRoom 列名] テキスト ボックスをクリックして、マッピングする eRoom 列

名を入力し、対応する [SharePoint 列名] テキスト ボックスをクリックして SharePoint 

列名を入力し、[SharePoint 列タイプ] ドロップダウン リストから指定した eRoom 列の
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マッピング先となる SharePoint 列テンプレートを選択します。詳細については、eRoom 移行

の列タイプ マッピング表 を参照してください。 

*注意: eRoom 列を [管理されたメタデータ] タイプ列に移行するように選択すると、管理

されたメタデータ ウィンドウが表示されます。テキスト ボックスに用語セットへのパスを入力して、

既存の用語セットを指定します。既定では、[複数の値を許可する] が選択されて、文字列

を異なる列に区切します。[列内で、; で区切った複数の値を許可する] チェックボックスがオ

ンではなく、";" テキスト ボックスに文字を入力して文字列を区切らない場合は、既定で ";" 

が文字列を区切るために使用されます。 

以下の方法に従って、作成済みのリスト マッピングを管理することができます。 

o 現在のマッピングの構成が終了したら、  をクリックして別のリスト マッピングを追加す

ることができます。 

o  をクリックすると、すべての作成済みのリスト マッピング ルールがドロップダウン メニュ

ーに表示されます。ルール名をクリックすると、選択したリスト マッピング ルールの設定

が表示されます。 

o ルール名の隣にある  をクリックすると、該当するリスト マッピング ルールが削除され

ます。 

7. [セキュリティ マッピング] タブをクリックして、以下の設定を構成します。 

 ユーザー マッピング ─ ドロップダウン リストから作成済みのユーザー マッピングを選択するか、

または、[ユーザー マッピングの新規作成] を選択して新しいユーザー マッピングを作成しま

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 パネルのリファレンス 

ガイド を参照してください。 

 ドメイン マッピング – ドロップダウン リストから、作成済みのドメイン マッピングを選択するか、

または、[ドメイン マッピングの新規作成] を選択して新しいドメイン マッピングを作成します。

ドメイン マッピングの作成の詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイ

ド を参照してください。 

  グループ マッピング ─ ドロップダウン リストから、作成済みのグループ マッピングを選択する

か、または、[新規グループ マッピング] を選択して新しいグループ マッピングを作成します。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 パネルのリファレンス ガイ

ド を参照してください。 

 Built-in グループ名マッピング ─ 既定では、eRoom Built-in グループは、以下の表に

従って SharePoint Built-in グループに移行されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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eRoom グループ SharePoint グループ 

コーディネーター 所有者 

参加者 メンバー 

オブザーバー 閲覧者 

 

SharePoint グループ名をダブルクリックして、該当する eRoom グループのマッピング先とな

るグループ名を入力します。入力したグループが移行先に存在しない場合は、指定した名前

で新しいグループが、該当する eRoom Built-in グループをマッピングするために作成されま

す。 

 eRoom ロール マッピング – 既定では、eRoom 基本ルールは、以下の表に従って Shar

ePoint アクセス許可レベルに移行されます。 

eRoom ロール SharePoint アクセス許可レベル 

コーディネーター フル コントロール 

参加者 投稿 

オブザーバー 閲覧 

 

変更する SharePoint アクセス許可レベルをダブルクリックして、ドロップダウン リストから該当 

eRoom ロールの移行先となるアクセス許可レベルを選択するか、または、[新規 SharePo

int アクセス許可レベル] をクリックして新しいアクセス許可レベルを作成して、eRoom ロー

ルを変更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の詳細について

は、SharePoint アクセス許可レベルの作成 を参照してください。 

[eRoom ロールの追加] をクリックして eRoom ロール設定を追加するか、または、[選択

したロール マッピングの削除] をクリックして選択したロール マッピングを削除します。 

*注意: 既定のロール マッピングは削除できません。 

o 選択した 移行オプション サブプロファイルの [eRoom ロールを SharePoint 

グループとして移行する] チェックボックスを選択すると、eRoom Built-in グループ

は Built-in グループ名マッピングに従って対応する SharePoint グループへ移行さ

れ、権限は構成したロール マッピングに従って移行されます。上記の 2 つの表のよう
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に、移行後、eRoom Built-in グループ コーディネーター は、フル コントロール 権

限を持つ SharePoint グループ所有者 に移行されます。 

o 選択した 移行オプション サブプロファイルの [eRoom ロールを SharePoint 

グループとして移行する] チェックボックスを選択しない場合、eRoom ロールは eRo

om ロール マッピングに従って対応する SharePoint アクセス許可レベルに移行され

ます。移行後、該当する eRoom ロール内のグループはマッピングされた権限を持ち

ます。カスタム eRoom ロールの eRoom ロール マッピングを追加しない場合は、カ

スタム eRoom ロールは基本ロールの権限マッピングに従って移行されます。 

以下の表は、eRoom ロール マッピングの例です。 

eRoom ロール SharePoint アクセス許可レベル 

コーディネーター フル コントロール 

参加者 投稿 

オブザーバー 閲覧 

テスト 1 デザイン 

 

移行後、コーディネーター は フル コントロール の権限に移行され、参加者 は 投

稿 権限に移行され、オブザーバー は 閲覧 権限に移行され、基本ロールが コーデ

ィネーター であるカスタム ロール テスト 1 は デザイン およ びフル コントロール 権

限に移行されます。 

詳細オプション 

詳細オプションを使用して、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。以

下の手順に従って、詳細オプションを設定します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 インターフェイスが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. 画面左側の [詳細オプション] をクリックすると、詳細オプション ページが表示されます。以下の設定

を構成することができます。 
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 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。1～128 の間で値を定義す

ることができます。フォルダー名が制限を超える場合、余分な文字が末尾からプルー

ニングされます。例えば、SharePoint 2007 から移行されたフォルダーが、移行元

で abcdef という名前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のフォルダー名

は abcde になります。 

o ファイル名の最大文字数 – 既定値は 80 です。1～128 の間で値を定義するこ

とができます。ファイル拡張子を含むファイル名が制限を超える場合、余分な文字が

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

前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のファイル名は a.txt になります。 

o SharePoint URL の最大文字数 – 既定値は 255 です。1～260 の間で

値を定義することができます。SharePoint URL の文字数は、管理パスの最初の

文字 "/" から数えられます。フォルダー / ファイルの URL が制限を超える場合、

移行結果は次のようになります。 

a. フォルダーの URL が制限を超える場合、フォルダーとそのコンテンツは、フ

ォルダー URL の制限を超えないようになるまで、以前のレベルのフォルダ

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 の制限を超えないようになるまで、以前

の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。S

harePoint 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、およびファイル レ

ベルの禁則文字のマッピングを変更および追加することができます。既定では、すべての禁則

文字は下線 (_) に置き換えられます。タブで [グループ レベル]、[フォルダー レベル]、ま

たは [ファイル レベル] をクリックして、各ページに入力します。 

o 禁則文字マッピングを変更するには、禁則文字の後ろにある [次の項目と置き換

える] 列の "_" をダブルクリックして、"_" を指定した文字に置き換えます。 

o 禁則文字マッピングを追加するには、[禁則文字の追加] をクリックし、[ShareP

oint の禁則文字一覧] 列に指定した禁則文字、[次の項目と置き換える] 列

に有効文字を入力します。[禁則文字の追加] を再度クリックして、別の禁則文

字マッピングを作成することができます。 
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o 構成済みの禁則文字マッピングを 1 つ以上削除するには、マッピングを選択し、

[選択した禁則文字の削除] をクリックします。  をクリックして構成済みの禁則

文字マッピングを削除することもできます。 

*注意: 既定の禁則文字マッピングは削除できません。 

SharePoint アクセル許可レベルの管理 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスでは、該当する eRoom ロールを移行するために

必要な SharePoint アクセス許可レベルを追加することができます。以下の既定アクセス許可レベルを含むす

べての作成済みのアクセス許可レベルが、ここに表示されます。編集または削除不可の フル コントロール、閲

覧、表示のみ、投稿 および デザイン。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるSharePoint アクセス許可レベルの表示件数および表示順序

を変更することができます。1 ページに表示される SharePoint アクセス許可レベルの表示件数を変更するに

は、画面右下の [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。SharePoint アクセ

ス許可レベルを並べ替えるには、[名前]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法を使用して、必要なアクセス許可レベルを検索し、[SharePoint アクセス許可レベルの管理] 

に表示される SharePoint アクセス許可レベルの情報を定義することができます。 

 検索 – キーワードを指定して、作成済みの SharePoint アクセス許可レベルをフィルターすることがで

きます。キーワードは、列の値に含まれるものでなければなりません。SharePoint アクセス許可レベル

の表示ウィンドウの上部に、表示させたいSharePoint アクセス許可レベルのキーワードを入力します。

[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべ

てのページを検索] を選択すると、名前または説明にキーワードを含むすべてのページの SharePoin

t アクセス許可レベルが表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、名前または説明にキー

ワードを含む現在のページの SharePoint アクセス許可レベルのみ表示されます。検索では、大文字

と小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。非表示にする列の  をクリックすると、列は非表示になります。 

SharePoint アクセス許可レベル ページでは、以下の操作を実行します。 
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 作成 ─ [管理] グループの [作成] をクリックして新しいアクセス許可レベルを作成することができま

す。SharePoint アクセス許可レベルの作成の詳細については、SharePoint アクセス許可レベ

ルの作成 を参照してください。 

 詳細の表示 ─ 詳細情報を表示する既存アクセス許可レベルを選択して、[管理] グループの [詳

細の表示] をクリックします。選択したアクセス許可レベルの詳細情報がポップアップ ウィンドウで表示

されます。[詳細の表示] タブで、[管理] グループの [編集] をクリックして、このアクセス許可レベル

を編集することもできます。 

 編集 ─ 編集する既存アクセス許可レベルを選択して、[管理] グループの [編集] をクリックします。

アクセス許可レベルの編集 インターフェイスが表示されます。アクセス許可レベルの編集の詳細につい

ては、SharePoint アクセス許可レベルの作成 を参照してください。 

*注意: 既定の SharePoint アクセス許可レベルは編集できません。 

 削除 ─ 削除する既存アクセス許可レベルを 1 つ以上選択して、[管理] グループの [削除] をクリ

ックします。 

*注意: 既定の SharePoint アクセス許可レベルは削除できません。 

 

SharePoint アクセス許可レベルの作成 

[管理] グループの [作成] をクリックすると、SharePoint アクセス許可レベル インターフェイスが表示されま

す。以下手順に従って、アクセス許可レベルを作成します: 

名前と説明 ─ 作成する SharePoint アクセス許可レベルの名前および説明 (オプション) を入力します。こ

れは、eRoom ロール マッピングを構成するときにアクセス許可レベルを指定するために使用します。 

*注意: 作成するアクセス許可レベルが SharePoint に既に存在する場合は、新規作成したアクセ

ス許可レベルは既存のアクセス許可レベルを置き換えません。 

権限 ─ このフィールドで該当するチェックボックスをクリックして、このアクセス許可レベルに追加する権限を選択

します。[すべて選択] チェックボックスを使用すると、すべての権限を選択または選択解除できます。 

[更新] グループの [OK] をクリックして変更を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして構成を保存せ

ずに SharePoint アクセス許可レベルの管理 ページに戻ります。  
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eRoom オンライン移行の実行 

オンライン eRoom 移行ジョブは、様々な移行設定を構成することにより移行元 eRoom を保持し、選択し

た eRoom のコンテンツを SharePoint に移行します。 

以下の手順に従って、オンライン eRoom 移行ジョブを実行します: 

1. [ホーム] タブで、[モジュール] グループの [eRoom 移行] を選択していることを確認します。 

2. [プラン管理] グループの [オンライン移行] をクリックします。 

3. [移行元] ウィンドウで、エージェント名をクリックして、eRoom データ ツリーをコミュニティ レベルからア

イテム レベルまで展開します。 

a. 移行する eRoom データを検索します。[キーワードの入力] テキスト ボックスにコミュニティ、

ファシリティ、eRoom、フォルダーまたはアイテムの名前を入力して、移行元として希望するコ

ンテンツを検索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索するこ

とができます。展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを

入力すると、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

b. 該当するチェックボックスをオンにして、移行元ノードを選択します。各フォルダー レベルには、

アイテム という名前のノードが存在し、この アイテム ノード内のオブジェクト (ファイルおよびア

イレムを含む) の数が表示されます。[アイテム] ノードをクリックすると、アイテム ブラウザ ペ

ージが表示されます。該当するチェックボックスをオンにして移行するファイル / アイテムを選択

し、[OK] をクリックします。 

*注意: 移行でサポートされる / サポートされない移行元コンテンツについては、 
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eRoom 移行でサポートされる / サポートされない要素 を参照してください。 

4. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックして SharePoint データ ツリーを展開します。 

a. 選択した移行元データの移行先を検索します。大規模環境で作業する場合は、[キーワー

ドの入力] テキスト ボックスにサイト コレクションの URL を入力して希望のサイト コレクション

を検索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができ

ます。展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力す

ると、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

b. 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、またはフォルダーを作

成することができます。コンテナの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: eRoom 移行と DocAve ストレージ最適化は統合されていません。 

5. 移行ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイル

が表示されます。以下の設定を構成します。 

a. 競合解決 – eRoom コンテンツを移行先へ移行する際に、発生した競合を処理する競合

解決方法を指定することができます。競合解決の詳細については、競合解決 を参照してく

ださい。 

b. プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプション、マッピング オプション、

および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン メニューから、構成済みのプロ

ファイルを選択します。eRoom 移行には、既定プロファイル という名前の既定のメイン プロ

ファイルがあります。 

c. 移行データベース – [テスト] をクリックして構成済みの移行データベースが使用可能かどう

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。 

d. 通知 – 特定のトリガー イベントが発生したときに、レポートを含むメール通知を受信する D

ocAve ユーザーを指定することができます。ドロップダウン リストから、構成済みの通知プロフ

ァイルを選択するか、または、[通知プロファイルの新規作成] をクリックして新しい通知プロ

ファイルを作成します。通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール 

パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

[OK] をクリックしてジョブをただちに実行するか、または、[キャンセル] をクリックしてオンライン移行の 

ホーム ページに戻ります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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6. [更新] グループの [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 インターフェ

イスが表示されます。 

 プラン名 – プランの [名前] を入力し、プランの [説明] (オプション) を追加します。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプション、マッピング オプション、

および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン リストから構成済みのプロファイ

ルを選択するか、または、[プロファイルの新規作成] をクリックして新しいプロファイルを構成

します。オンライン プロファイルの作成の詳細については、eRoom オンライン移行プロファ

イルの設定 を参照してください。eRoom 移行には、既定プロファイル 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 ─ 該当するラジオ ボタンをクリックして、スケジュールに従ってプランを実

行するかどうかを選択します。 

o スケジュールなし – このプランを手動で開始するまで、プランは実行されません。 

o 手動でスケジュールを構成する – カスタム スケジュールを構成し、スケジュールに従

ってプランを実行します。 

スケジュール設定 ─ [手動でスケジュールを構成する] をクリックすると、スケジュー

ル設定フィールドが表示されます。[スケジュールの追加] をクリックしてカスタム スケ

ジュールを追加し、ポップアップ ウィンドウで以下の設定を構成します。 

a. オプション ─ このプランの移行モードを選択します。[完全移行] を選択す

ると、指定した eRoom のすべてのコンテンツを SharePoint に移行しま

す。[増分移行] を選択すると、前回の移行からの更新のみを移行します。 

b. 競合解決 ─ コンテナ レベルおよびコンテンツ レベルの競合解決を個別に

選択して、移行中に発生した競合を処理します。詳細については、競合解

決 を参照してください。 

c. スケジュール設定 ─ テキスト ボックスに整数を入力してこのプランの実行

頻度を指定します。 

d. 再実行時間 – 表示されているフィールドに、このプランの開始時刻と終了

時刻を指定します。 

e. [OK] をクリックしてスケジュールを保存します。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

 移行データベース ─ [テスト] をクリックして、現在使用している移行データベースの状態を

確認します。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。使用できない場合は、e

Room 移行ジョブは失敗します。 

7. [保存] をクリックしてこのプランを保存するか、または、[保存して実行] をクリックしてプランをただちに

実行します。プラン マネージャー で保存したプランを管理することができます。詳細については、プラ

ンの管理 を参照してください。 

[保存して実行] をクリックすると、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。 

 オプション ─ このプランの移行モードを選択します。[完全移行] を選択すると、指定し

た eRoom のすべてのコンテンツを SharePoint に移行します。[増分移行] を選択す

ると、前回の移行からの更新のみを移行します。 

 競合解決 ─ コンテナ レベルおよびコンテンツ レベルの競合解決を個別に選択して、移

行中に発生した競合を処理します。詳細については、競合解決 を参照してください。 

競合解決 

選択した eRoom コンテンツを指定した移行先に移行するときに、移行先に同じ名前のアイテムがある場合は

競合が発生します。コンテナ レベルおよびコンテンツ レベルの競合を処理するには、以下の説明を参照してくだ

さい。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 コンテナ レベル ─ 移行する移行元 eRoom コンテナの名前が移行先コンテナの名前と同じ場合に、

コンテナ競合が発生します。使用できる競合解決方法は、マージする および スキップする の 2 つで

す。[マージする] を選択すると、移行元コンテナのコンテンツを競合移行先に追加します。[マージす

る] を選択した場合、コンテンツ競合を処理するために、コンテンツ レベルの競合解決を定義する必要

があります。[スキップする] を選択すると、競合コンテナは無視され、移行元と移行先に対して何も行

われません。[スキップする] を選択すると、[下位レベルの競合を確認する] チェックボックスが既定で

オンになります。これにより、指定したコンテナの下のコンテナも確認し、競合が発生している場合は、移

行中に下位コンテナの競合も無視されます。下位コンテナ内のコンテンツは、構成したコンテンツ競合

解決に従って移行されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 コンテンツ レベル ─ 移行する移行元 eRoom アイテムの ID が移行先アイテムの ID と同じ場合

に、コンテンツ レベル競合が発生します。使用できる競合解決方法は、上書きする、スキップする お

よび 追加する の 3 つです。 

[上書きする] を選択すると、移行先アイテムを移行元の同じ名前のアイテムに置き換えます。[スキッ

プする] を選択すると、競合アイテムは無視され、移行元と移行先に対して何も行われません。[追加

する] を選択すると、移行元アイテムの名前に "_" および整数を追加して、移行先に追加します。 
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eRoom オフライン移行 

eRoom オフライン移行では、移行元コンテンツをストレージへエクスポートした後に、ストレージのエクスポート 

データを移行先へインポートします。これらの 2 つのジョブを使用して、移行元コンテンツを移行先に移行するこ

とになります。eRoom オフライン移行の使用については、以下のセクションを参照してください。 

eRoom オフライン移行の構成 

オフライン eRoom 移行ジョブを実行する前に、該当する eRoom エクスポート プロファイルおよびインポート 

プロファイルが構成されている必要があります。エクスポート プロファイルおよびインポート プロファイルを設定する

には、以下のセクションの手順に従ってください。 

エクスポート プロファイルの設定 

eRoom エクスポート プロファイルには、移行オプションおよびフィルター オプションの設定が含まれます。これを

使用して、選択した eRoom コンテンツを指定したエクスポート先へエクスポートします。 

eRoom エクスポート プロファイルを作成するには、以下の手順を参照してください。 

1. [ホーム] タブで、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 ページが表示され、そのページでプロファイル設定を構成することができます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [エクスポート モード] がハイライトされて

いることを確認します。 

3. [プロファイルの作成] タブで、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリック

します。 

4. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

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

さい。 

*注意: エクスポート モードでは、管理パス 設定はサポートされていません。 

6. 移行オプションを選択した後、[フィルター オプション] を選択します。 

7. フィルター ポリシー フィールドで、ドロップダウン リストから作成済みのフィルター ポリシーを選択します。

既存のフィルター ポリシーが存在しない場合は、[フィルター ポリシーの新規作成] を選択して新し
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いフィルター ポリシーを作成します。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 を参照してください。 

8. メイン プロファイル テキスト ボックスの隣にある [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、

[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別の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] を選択して元の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、元のプロファイルを削除せずに、プロファイルが保存されます。 

インポート プロファイルの設定  

eRoom インポート プロファイルには、移行オプション、マッピング オプションおよび詳細オプションの設定が含まれ

ます。これを使用して、エクスポート先の eRoom コンテンツを SharePoint へインポートします。 

eRoom インポート プロファイルを作成するには、以下の手順を参照してください。 

1. [ホーム] タブで、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 ページが表示され、そのページでプロファイル設定を構成することができます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [インポート モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. [プロファイルの作成] タブで、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリック

します。 

4. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

5. [移行オプション] を選択します。このセクションの詳細については、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、 

7. マッピング オプション を参照してください。 

8. [詳細オプション] を選択します。このセクションの詳細については、詳細オプション を参照してくだ

さい。 

9. メイン プロファイル テキスト ボックスの隣にある [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、

[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別の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] を選択して元の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、元のプロファイルを削除せずに、プロファイルが保存されます。 
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eRoom オフライン移行の実行 

eRoom 移行では、移行する eRoom データをエクスポート先へエクスポートし、エクスポート先にエクスポート

した eRoom データを移行先へインポートして、オフライン移行元の eRoom データをオフライン移行先に移行

します。オフライン eRoom 移行ジョブを実行する前に、エクスポート先を構成する必要があります。エクスポー

ト先の作成の詳細については、エクスポート先について (オフライン ジョブのみ) を参照してください。 

エクスポート  

オフライン eRoom 移行ジョブを実行するには、以下の手順に従って eRoom データをエクスポート先へエクス

ポートします:  

1. [ホーム] タブで、[モジュール] グループの [eRoom 移行] を選択していることを確認します。 

1. [プラン管理] グループの [エクスポート] をクリックします。 

2. [移行元] ウィンドウで、エージェント名をクリックして eRoom データ ツリーを展開します。 

a. 移行する eRoom データを検索します。[キーワードの入力] テキスト ボックスにコミュニティ、

ファシリティ、eRoom、フォルダーまたはアイテムの名前を入力して、移行元として希望するコ

ンテンツを検索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索するこ

とができます。展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを

入力すると、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

b. 該当するチェックボックスをオンにして、移行元ノードを選択します。各フォルダー レベルには、

アイテム という名前のノードが存在し、このアイテム ノード内のオブジェクト (ファイルおよびア

イレムを含む) の数が表示されます。[アイテム] ノードをクリックすると、アイテム ブラウザ ペ

ージが表示されます。該当するチェックボックスをオンにして移行するファイル / アイテムを選択

し、[OK] をクリックします。 

*注意: 移行でサポートされる / サポートされない移行元コンテンツについては、eRoom 移行でサポ

ートされる / サポートされない要素 を参照してください。 

3. [移行先] ウィンドウで、構成済みのエクスポート先を選択してエクスポート データを保存するか、また

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成します。詳細については、

エクスポート先について (オフライン ジョブのみ) を参照してください。 

4. [更新] グループの [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 インターフェ

イスが表示されます。 
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 プラン名 – プランの [名前] を入力し、プランの [説明] (オプション) を追加します。 

 プロファイルの選択 ─ 移行ジョブについて、関連する移行オプションおよびフィルター オプショ

ンを構成することができます。ドロップダウン リストから構成済みのプロファイルを選択するか、ま

たは、[プロファイルの新規作成] をクリックして新しいプロファイルを構成します。オンライン プ

ロファイルの作成の詳細については、エクスポート プロファイルの設定 を参照してくだ

さい。eRoom 移行には、既定プロファイル 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 ─ 該当するラジオ ボタンをクリックして、スケジュールに従ってプランを実

行するかどうかを選択します。 

o スケジュールなし – このプランを手動で開始するまで、プランは実行されません。 

o 手動でスケジュールを構成する – カスタム スケジュールを構成し、スケジュールに従

ってプランを実行します。 

スケジュール設定 ─ [手動でスケジュールを構成する] をクリックすると、スケジュー

ル設定フィールドが表示されます。[スケジュールの追加] をクリックしてカスタム スケ

ジュールを追加し、ポップアップ ウィンドウで以下の設定を構成します。 

a. オプション ─ このプランの移行モードを選択します。[完全移行] を選択す

ると、指定した eRoom のすべてのコンテンツをエクスポート先へ移行します。

[増分移行] を選択すると、前回の移行からの更新のみを移行します。 

b. スケジュール設定 ─ テキスト ボックスに整数を入力してこのプランの実行

頻度を指定します。 

c. 再実行時間 – 表示されているフィールドに、このプランの開始時刻と終了

時刻を指定します。 

d. [OK] をクリックしてスケジュールを保存します。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

5. [保存] をクリックしてこのプランを保存するか、または、[保存して実行] をクリックしてプランをただちに

実行します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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[保存して実行] をクリックすると、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。 

 オプション ─ このプランの移行モードを選択します。[完全移行] を選択すると、指定した e

Room のすべてのコンテンツをエクスポート先へ移行します。[増分移行] を選択すると、前

回の移行からの更新のみを移行します。 

eRoom 移行には [ジョブ モニター] ボタンが含まれます。ジョブ モニターでは、実行中ジョブの状態およびジョ

ブの詳細情報を表示することができます。ジョブ モニターは、ジョブの監視またはエラーのトラブルシューティングに

使用します。 

詳細については、DocAve 6 ジョブ モニターのリファレンス ガイド を参照してください。 

インポート  

オフライン eRoom 移行ジョブを実行するには、以下の手順に従って eRoom データを SharePoint 移行

先へインポートします。 

1. [ホーム] タブで、[モジュール] グループの [eRoom 移行] を選択していることを確認します。 

2. [プラン管理] グループの [インポート] をクリックします。 

3. [移行元] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてエクスポート先を展開します。インポートするエクスポー

ト データを選択します。[詳細] タブをクリックしてエクスポート データのコンテンツを表示します。 

4. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. 選択したエクスポート データのインポート先となる移行先を検索します。大規模環境で作業

する場合は、[キーワードの入力] テキスト ボックスにサイト コレクションの URL を入力して

希望のサイト コレクションを検索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名

のみを検索することができます。展開されているツリーに表示されていないノードは検索されま

せん。キーワードを入力すると、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

b. 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、またはフォルダーを作

成することができます。コンテナの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。 

5. [更新] グループの [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 インターフェ

イスが表示されます。 

 プラン名 – プランの [名前] を入力し、プランの [説明] (オプション) を追加します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプション、マッピング オプション、

および詳細オプションを構成することができます。ドロップダウン リストから構成済みのプロファイ

ルを選択するか、または、[プロファイルの新規作成] をクリックして新しいプロファイルを構成

します。オンライン プロファイルの作成の詳細については、インポート プロファイルの設

定 を参照してください。eRoom 移行には、既定プロファイル 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 ─ 該当するラジオ ボタンをクリックして、スケジュールに従ってプランを実

行するかどうかを選択します。 

o スケジュールなし – このプランを手動で開始するまで、プランは実行されません。 

o 手動でスケジュールを構成する – カスタム スケジュールを構成し、スケジュールに従

ってプランを実行します。 

スケジュール設定 ─ [手動でスケジュールを構成する] をクリックすると、スケジュー

ル設定フィールドが表示されます。[スケジュールの追加] をクリックしてカスタム スケジ

ュールを追加し、ポップアップ ウィンドウで以下の設定を構成します。 

a. オプション ─ このプランの移行モードを選択します。[完全移行] を選択す

ると、指定した eRoom のすべてのコンテンツを SharePoint に移行しま

す。[増分移行] を選択すると、前回の移行からの更新のみを移行します。 

b. 競合解決 ─ コンテナ レベルおよびコンテンツ レベルの競合解決を個別に

選択して、移行中に発生した競合を処理します。詳細については、競合解

決 を参照してください。 

c. スケジュール設定 ─ テキスト ボックスに整数を入力してこのプランの実行

頻度を指定します。 

d. 再実行時間 – 表示されているフィールドに、このプランの開始時刻と終了

時刻を指定します。 

e. [OK] をクリックしてスケジュールを保存します。 

 通知 – 通知レポートを送信する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

については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 移行データベース ─ [テスト] をクリックして、現在使用している移行データベースの状態を

確認します。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。使用できない場合、eR

oom 移行ジョブは失敗します。 

6. [保存] をクリックしてこのプランを保存するか、または、[保存して実行] をクリックしてプランをただちに

実行します。 

[保存して実行] をクリックすると、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。 

 オプション ─ このプランの移行モードを選択します。[完全移行] を選択すると、指定し

た eRoom のすべてのコンテンツを SharePoint に移行します。[増分移行] を選択す

ると、前回の移行からの更新のみを移行します。 

 競合解決 ─ コンテナ レベルおよびコンテンツ レベルの競合解決を個別に選択して、移

行中に発生した競合を処理します。詳細については、競合解決 を参照してください。 

eRoom 移行には [ジョブ モニター] ボタンが含まれます。ジョブ モニターでは、実行中ジョブの状態およびジョ

ブの詳細情報を表示することができます。ジョブ モニターは、ジョブの監視またはエラーのトラブルシューティングに

使用します。 

詳細については、DocAve 6 ジョブ モニターのリファレンス ガイド を参照してください。 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf


 163 

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

eRoom 移行の列タイプ マッピング表 

eRoom 列タイプと SharePoint 列タイプの間でサポートされるマッピングについては、次の表を参照してくださ

い。 

eRoom フィールドのデータ タイプ SharePoint 列名 

テキスト 1行テキスト 

フォーマット済みテキスト 複数行テキスト 

日付 日付と時刻_日付 & 時刻 

数値 数値 

自動採番 数値 

はい / いいえ はい / いいえ 

トラフィック ライト 選択肢 

選択リスト 選択肢 

選択リスト (複数選択可能) 選択肢 

メンバ リスト ユーザーまたはグループ 

承認 ユーザーまたはグループ 

コメント エリア コメント エリアは SharePoint ディスカッション リストに移

行されます。 

添付ボックス eRoom データベース内の添付バックス フィールドの移

行については、以下の詳細を参照してください。 

添付ボックス内のコンテンツは、それぞれのコンテンツ タイ

プに従って移行されます。 

添付ボックス内のリストは、SharePoint リストとして移

行されます。 

フォルダーおよびファイルは、eRoom 添付フォルダーへ移

行され、フォルダーやファイルへのリンクは、それぞれの親リ

ストに追加されて、フォルダーおよびファイルの追跡を続け

ます。 

変更ログ 複数行テキスト 

 

*注意: トラフィック ライト フィールドは SharePoint の 選択肢 列に移行されますが、eRoom 移行では、

トラフィック ライト フィールド内のアイコンの移行はサポートされていません。 



164  

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

*注意: eRoom 移行では、自動採番 フィールド タイプの数値列への移行がサポートされいますが、この列は

移行後に 読み取り専用 になります。 
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eRoom 移行でサポートされる / サポートされない要素 

eRoom 移行元の各要素のサポート状況と、サポートされる場合は該当する移行元要素の移行先について、

次の表を参照してください。 

展開元 展開先 サポート状況 

Home Folder ドキュメント ライブラリ ○ 

セキュリティとプロパティ マッピング設定 ○ 

予定表 予定表 ○ 

リストへの投票 アンケート ○ 

添付リストへの投票 なし × 

リスト内で手動入力の画像 なし × 

ダッシュボード なし × 

タイトル ディスカッションで返信 読み取り専用 ○ 

ごみ箱 なし × 

データベース  カスタム リスト ○ 

サイト テンプレート チーム サイト ○ 

空のサイト ○ 

ドキュメント ワークスペース ○ 

一般的な会議ワークスペース ○ 

一般的な会議ワークスペース ○ 

意思決定の会議ワークスペース ○ 

イベントの会議ワークスペース ○ 

 

*注意: eRoom データベースのビューの移行はサポートされません。移行ジョブでは、問題 (承認プロセス)、R

FP プロセス (承認プロセス)、および T&E プロセス (承認プロセス) のコンテンツを SharePoint に移行でき

ますが、ワークフローの状態は保持されません。データベース 手順 は SharePointの 選択肢 列に移行され

ますが、移行ジョブでは、データベース 手順 に含まれる添付ファイルの移行はサポートされません。カスタム リス

トの 選択肢 列の 手順 は、手動でのみ変更することができます。 
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Livelink オンライン移行 

Livelink 移行は、Livelink コンテンツの確実な移行により無駄のない投資を実現します。また、直感的な管

理コンソールを通じて移行管理が容易になります。Livelink オンライン移行を使用して、1 つのジョブの中で、

移行元のコンテンツを移行先に移行することができます。Livelink オンライン移行を使用するには、以下のセク

ションを参照してください。 

移行前の構成 

Livelink 移行を使用するには、まず Livelink 接続を構成し、DocAve エージェントが Livelink サーバーに

接続できるようにする必要があります。[ホーム] タブで、リボンの [接続の構成] をクリックします。Livelink 

接続 インターフェイスが表示されます。 

Livelink 接続の管理 

Livelink 接続 インターフェイスには、作成済みの Livelink 接続がすべて表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるLivelink 接続の表示件数および表示順序を変更することが

できます。1 ページに表示される Livelink 接続の表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] ドロ

ップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。Livelink 接続を並べ替えるには、[名前]、[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。 

以下の方法で、これらの接続の表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、Livelink 接続をフィルターすることができます。キーワードは、列の値に

含まれるものでなければなりません。Livelink 接続の表示ウィンドウの上部に、表示させたい Livelin

k 接続のキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択し

て検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明にキーワードを含

むすべてのページの接続が表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、名前または説明に

キーワードを含む現在のページの接続のみ表示されます。検索では、大文字と小文字の区別はありま

せん。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。非表示にする列の  をクリックすると、列は非表示になります。 
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  – エージェントをフィルターすることができます。[エージェント] 列の  をクリックし、表示させたいエ

ージェントの名前の隣にあるチェックボックスをオンにします。 

Livelink 接続 インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しい Livelink 接続を作成します。新しい Livelink 接続

の作成の詳細については、Livelink 接続の構成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した Livelink 接続について既に構成

されている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、Livelink 接続の設定を変更

することもできます。Livelink 接続の編集 ページに移動し、そのページでこの Livelink 接続の設

定を変更でます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した Livelink 接続の構成を変更します。Livelink 接

続の構成の編集の詳細については、Livelink 接続の構成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択した Livelink 接続を削除するか、または、[キャンセ

ル] をクリックして選択した Livelink 接続を削除せずに Livelink 接続 インターフェイスに戻ります。 

Livelink 接続の構成 

新しい Livelink 権限を作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みの Livelink 接続を編集

するには、Livelink 接続を選択し、リボンの [編集] を選択します。 

1. Livelink 接続の作成 または Livelink 接続の編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成しま

す。 

 Livelink 接続名 – Livelink 接続の [名前] を入力します。今後の参照用の Livelink 

接続の [説明] (オプション) を入力します。 

 エージェント – ドロップダウン メニューから、Livelink サーバーに接続する移行元 DocAve 

エージェントを選択します。 

o HTTP トンネリング – HTTP トンネリングは Livelink に接続する方法です。Livel

ink の構成に従って、Livelink との通信に HTTP トンネリングを使用するかどうかを

選択します。使用するには、[HTTP トンネリングを使用する] チェックボックスをオン

にします。 

 Livelink サーバー設定 – [HTTP トンネリング] フィールドの選択に基づき以下の設定を

構成します。 



168  

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

[HTTP トンネリング] チェックボックスを選択した場合は、以下の設定を構成します。 

o プロキシ オプション – Livelink にアクセスするプロキシ サーバーまたは Web サーバ

ーを選択します。 

 Web サーバー – プロキシ オプションとして Web サーバーを選択する場合

は、Web サーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。 

 プロキシ サーバー – プロキシ オプションとしてプロキシ サーバーを選択する

場合は、プロキシ サーバーホスト名または IP アドレスを指定します。 

o ポート – Livelink サーバーのポート番号を入力して、Livelink サーバーとの接続を

取得します。既定のポート番号は 80 です。 

o Livelink CGI URL – Livelink サーバーで構成した Livelink CGI URL を入

力します。 

o Livelink ユーザー名 – Livelink サーバーにアクセスする Livelink ユーザーのユ

ーザー名を入力します。理論的には、ユーザーの権限は パブリック アクセスを有効 

以上ですが、システム管理権限 を持つユーザーを指定することを強くお勧めします。 

o Livelink パスワード – 指定した Livelink ユーザーの対応するパスワードを入力

します。 

o Livelink ドメイン – Livelink ユーザーが属する Livelink ドメインの名前を入力

します。指定した Livelink ユーザーが Livelink システム ドメインに存在する場合

は、このオプションは空にしておきます。 

o HTTP ユーザー名 – Web サーバーへのアクセスを設定する HTTP ユーザー名を

入力します。 

o HTTP パスワード – Web サーバーへのアクセスを設定する HTTP パスワードを入

力します。 

[HTTP トンネリングを使用する] チェックボックスを選択しない場合は、以下の設定を構成し

ます。 

o Livelink サーバー – Livelink サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。 

o ポート – ポートを指定します。ポートは Livelink サーバーで構成されており、Liveli

nk サーバーへの接続に使用されます。既定のポート番号は 2099 です。 
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o Livelink ユーザー名 – Livelink サーバーにアクセスする Livelink ユーザーのユ

ーザー名を入力します。理論的には、ユーザーの権限は パブリック アクセスを有効 

以上ですが、システム管理権限 を持つユーザーを指定することを強くお勧めします。 

o Livelink パスワード – 指定した Livelink ユーザーの対応するパスワードを入力

します。 

o Livelink ドメイン – Livelink ユーザーが属する Livelink ドメインの名前を入力

します。指定した Livelink ユーザーが Livelink システム ドメインに存在する場合

は、このオプションは空にしておきます。 

 Livelink データベース接続 – Livelink データベース接続を構成するかどうかを選択します。

接続を構成するには、[Livelink データベース接続] をオンにします。Livelink データベー

スの詳細情報を表示するには、[Livelink 管理] > [データベース管理] > [現在のデー

タベースの保持] の順に移動して、必要な情報を入力します。 

*注意: Livelink は、Livelink データベースにすべてのデータを保存しますが、大抵の場合、

DocAve Livelink 移行は API (Application Programming Interface) を使用して

データを読み込みます。Livelink データベース接続を構成しない場合、以下のコンテンツを移

行することができません。 

o お勧めコンテンツの値 / お勧めコンテンツの有効期限 

o 投票結果 

[テスト] をクリックして接続が利用可能かどうかを確認します。 

[OK] をクリックして構成を保存して Livelink 接続 インターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] をクリック

して変更を保存せずに Livelink 接続 インターフェイスに戻ります。 
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Livelink オンライン移行の構成 

フィルター ポリシー 

フィルター ポリシーを使用して、移行する Livelink 内のオブジェクトおよびデータをコントロールできるように、フィ

ルター ルールを設定することができます。フィルター ポリシーを設定し、保存すると、それらを毎回再作成すること

なく同じフィルター ポリシーを異なるプランに適用することができます。 

フィルター ポリシー インターフェイスにアクセスするには、[ホーム] タブで [プロファイルの作成] をクリックします。

[プロファイルの作成] ページで、リボンの [フィルター ポリシー] をクリックします。 

フィルター ポリシーの管理 

フィルター ポリシー インターフェイスには、すべての作成済みのフィルター ポリシーが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数および表示順序を変更すること

ができます。1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] 

ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。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]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、フィルター ポリシーの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して、作成済みのフィルター ポリシーをフィルターすることができます。キーワー

ドは、列の値に含まれるものでなければなりません。フィルター ポリシーの表示ウィンドウの上部に、表示

させたいフィルター ポリシーのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のペー

ジを検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または

説明にキーワードを含むすべてのページのフィルター ポリシーが表示されます。[現在のページを検索] 

を選択すると、名前または説明にキーワードを含む現在のページのフィルター ポリシーのみ表示されます。

検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。非表示にする列の  をクリックすると、列は非表示になります。 

フィルター ポリシー インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 
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 作成 – リボンの [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。新しいフィルター 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 を参照してください。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択したフィルター ポリシーの構成を変更します。フィルター ポ

リシーの構成の編集の詳細については、フィルター ポリシーの作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択したフィルター ポリシーを削除するか、または、[キャンセ

ル] をクリックして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 インターフェイスに戻りま

す。 

フィルター ポリシーの作成 

新しいフィルター ポリシーを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのフィルター ポリシーを編

集するには、フィルター ポリシーを選択し、リボンの [編集] を選択します。 

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 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 名前 – 作成するフィルター ポリシーの名前を入力するか、または、編集するフィルター ポリシーの名前

を変更します。 

 説明 (オプション) – このフィルター ポリシーの説明を入力します。 

 フィルター ルール – フィルター ルールを使用して、一連のフィルター条件を設定して、移行するアイテ

ム、リスト、およびバージョンをフィルターすることができます。フィルター ルールを設定するには、以下の手

順に従ってください。 

a. [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。フィルター 

ルールの構成フィールドが表示されます。ルールの対象となるオブジェクトとして、[アイテム]、

[リスト]、または [バージョン] を選択することができます。 

b. [条件の追加] をクリックすると、基本条件の構成の行が表示されます。リスト レベルおよびア

イテム レベルに対して、既定のルールは 名前 で、既定の条件は 次の値を含む です。[名

前] をクリックしてドロップダウン メニューからルールを変更し、該当する条件および値を指定し

ます。バージョン レベルに対して、既定のルールは ドキュメント バージョン で、既定の条件は 

最新 [] バージョンのみ です。[ドキュメント バージョン] をクリックしてドロップダウン メニュー

からルールを変更し、対応する条件および値を指定します。選択できる各レベルのルール設定

の詳細については、このセクションの最後の表を参照してください。 

c. 指定したフィルター ルールおよびフィルター 条件に従って [値] を入力します。 

手順 a、 b および c、または、手順 b および手順 c を繰り返して、フィルター ルールを追加します。 
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2 つの論理関係、AND および OR があります。既定の論理関係は AND です。[AND] をクリック

すると、[OR] に変わります。 

o AND – すべての条件を満たしているコンテンツが含まれるようにフィルターされます。 

o OR – 条件のいずれかを満たしているコンテンツが含まれるようにフィルターされます。 

[OK] をクリックして構成を保存して フィルター ポリシー インターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] をクリ

ックして変更を保存せずに ファイル ポリシー インターフェイスに戻ります。 

マッピング設定  

Livelinke 移行ジョブを実行する前に、ドメイン マッピング、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、およびダイナミック マッピングを定義することができます。以下のセクションを参照して、マッピング設定を構

成するかどうかを決定し、マッピング設定の構成を行ってください。 

ドメイン マッピング 

名前は同じで、ドメインの異なるユーザーが移行元と移行先にそれぞれ存在する場合、ドメイン マッピングを使

用して移行元ドメイン名を移行先にマッピングすることができます。移行中に、移行元ドメイン名は、移行先ノー

ドの指定したドメイン名に変更されます。例えば、ドメイン マッピングを使用して、移行元ユーザー summer\u

ser1 を SharePoint ドメイン ユーザー may\user1 にマッピングすることができます。 

ドメイン マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックして、[プロファ

イルの作成] タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックして、ドロップダウン メニューから [ドメイン マ

ッピング] を選択します。コントロール パネル の マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。リボ

ンの [作成] をクリックして、新しいドメイン マッピング ルールを作成します。 

ドメイン マッピング設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してくだ

さい。 

ユーザー マッピング  

既存の移行元ノード ユーザー名を移行先の既存の SharePoint ユーザーへマッピングするには、ユーザー マッ

ピングを使用します。移行中に、移行元ユーザー名は、移行先ノードの指定したユーザー名に置き換えられます。 

ユーザー マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プロフ

ァイルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [ユーザー マ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ッピング] を選択します。コントロール パネル の マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。リボ

ンの [作成] をクリックして、新しいユーザー マッピング ルールを作成します。 

ユーザー マッピングの設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してく

ださい。 

グループ マッピング 

既存の移行元グループ名を SharePoint グループにマッピングするには、グループ マッピングを使用します。移

行中に、移行元グループ名は、移行先ノードの指定したグループ名に置き換えられます。 

グループ マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プロファ

イルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックして、ドロップダウン メニューから [グループ マ

ッピング] を選択します。コントロール パネル の マッピング マネージャー インターフェイスが表示されます。リボ

ンの [作成] をクリックして、新しいグループ マッピング ルールを作成します。 

グループ マッピング設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス 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して、移行元の権限を SharePoint 権限にマッピングすることができます。移行中に、移

行元権限名は、移行先ノードの指定した権限名に置き換えられます。Livelink 移行には、既定権限マッピン

グ ルールが用意されており、Livelink 移行ジョブを実行する際に、Livelink 権限をSharePoint 権限に移

行することができます。このルールは、既定のメイン プロフィールの既定の権限マッピング ルールとして含まれてい

ます。 

[権限マッピング] にアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックして、[プロファ

イルの作成] タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [権限マッピン

グ] を選択します。権限マッピング インターフェイスが表示されます。 

権限マッピングの管理: 

 権限マッピング インターフェイスには、構成済みの権限マッピングのリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示される権限マッピングの表示件数および表示順序を変更することがで

きます。1 ページに表示される権限マッピングの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] ドロップダ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ウン メニューから希望の表示件数を選択します。権限マッピングを並べ替えるには、権限マッピングの [名前]、

[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、権限マッピングを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、権限マッピングをフィルターすることができます。キーワードは、列の値に

含まれるものでなければなりません。権限マッピングの表示ウィンドウの上部に、表示させたい権限マッ

ピングのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択し

て検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明にキーワードを

含むすべてのページの権限マッピングが表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、名前ま

たは説明にキーワードを含む現在のページの権限マッピングのみ表示されます。検索では、大文字と

小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

選択した権限マッピングに対して、以下のいずれかの操作を実行します。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しい権限マッピング ルールを作成します。新しい権限マッピ

ングの作成の詳細については、権限マッピングの構成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した権限マッピングについて既に構成さ

れている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、権限マッピングの設定を変更する

こともできます。権限マッピングの編集 ページに移動し、そのページでこの権限マッピングを変更するこ

とができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した権限マッピングの構成を変更します。権限マッピング

の編集の詳細については、権限マッピングの構成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択した権限マッピングを削除するか、または、[キャンセル] 

をクリックして選択した権限マッピングを削除せずに 権限マッピング インターフェイスに戻ります。 

権限マッピングの構成 

新しい権限マッピングを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。作成済みの権限マッピングを編集する

には、権限マッピングを選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

権限マッピングの作成 または 権限マッピングの編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 
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 名前と説明 – 作成 / 編集する権限マッピングの [名前] を入力します。今後の参照用の権限マッ

ピングの [説明] (オプション) を入力します。 

 権限マッピング – Livelink 権限から SharePoint 権限へのマッピングを設定します。Livelink 権

限は、対応する SharePoint アクセス許可レベルに移行されます。様々なレベルのマッピングを設定

するには、以下の設定を構成します。 

o [ワークスペース レベル] タブをクリックします。Livelink ユーザーの権限から SharePoint ア

クセス許可レベルへのマッピングを構成し、同じ権限を持つ Livelink ユーザーを SharePoin

t グループに追加して構成します。 

a. [ワークスペース レベル マッピングの追加] – [ワークスペース レベル マッピングの

追加] をクリックします。テキスト ボックスをダブルクリックすると、ドロップダウン メニュー

が表示されます。対応する Livelink 権限 / SharePoint グループ / SharePoin

t アクセス許可レベルを選択して、テキスト ボックスの値を変更することができます。

[新規 Livelink 権限] / [新規 SharePoint グループ] / [新規 SharePoi

nt アクセス許可レベル] をクリックして新しい Livelink 権限 / SharePoint グル

ープ / SharePoint 許可レベルを作成します。Livelink 権限の管理 / ShareP

oint グループの管理 / SharePoint アクセス許可レベルの管理 タブが表示さ

れます。新しい Livelink 権限、SharePoint グループおよび SharePoint アクセ

ス許可レベルの作成の詳細については、Livelink 権限の管理 セクション、ShareP

oint グループの管理 および SharePoint アクセス許可レベルの管理 を参

照してください。 

b. ワークスペース レベル マッピングの編集 – ワークスペース レベル マッピングで Shar

ePoint グループおよび SharePoint アクセス許可レベルを編集することができます。

テキスト ボックスをダブルクリックすると、ドロップダウン メニューが表示されます。ドロップ

ダウン メニューから対応する SharePoint グループ / SharePoint アクセス許可レ

ベルを選択して、テキスト ボックスの値を変更することができます。[新規 SharePoi

nt グループ] / [新規 SharePoint アクセス許可レベル] をクリックして新しい S

harePoint グループ / SharePoint 許可レベルを作成します。SharePoint グ

ループの管理 / SharePoint アクセス許可レベルの管理 タブが表示されます。

新しい SharePoint グループおよび新しい SharePoint アクセス許可レベルの作

成の詳細については、以下の SharePoint グループの管理 および SharePoint 

グループの管理 を参照してください。 

c. ワークスペース レベル マッピングの削除 – [選択したマッピングを削除します。] を

クリックしてワークスペース レベル マッピングを 1 つ以上削除します。既定マッピングは
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削除できませんが、既定マッピング内の SharePoint グループおよび SharePoint 

アクセス許可レベルは編集可能です。 

移行後に、Livelink ユーザーは、マッピングされた SharePoint 権限および SharePoint 

グループの権限を持ちます。 

o [リスト レベル] タブをクリックして、Livelink リスト権限から SharePoint リスト権限へのマッ

ピングを構成します。リスト レベルの権限マッピングのみ、編集することができます。SharePoi

nt アクセス許可レベル テキスト ボックスをダブルクリックすると、ドロップダウン メニューが表示さ

れます。ドロップダウン メニューから、SharePoint アクセス許可レベルを選択することができま

す。[新規 SharePoint アクセス許可レベル] をクリックして新しい SharePoint 許可レベ

ルを作成します。SharePoint アクセス許可レベルの管理 タブが表示されます。新しい Sh

arePoint アクセス許可レベルの作成については、以下の SharePoint アクセス許可レベ

ルの管理 を参照してください。 

o [フィルター レベル] タブをクリックして、Livelink フォルダー権限から SharePoint フォルダー

権限へのマッピングを構成します。フォルダー レベルの権限マッピングのみ、編集することができ

ます。SharePoint アクセス許可レベル テキスト ボックスをダブルクリックすると、ドロップダウン 

メニューが表示されます。ドロップダウン メニューから、SharePoint アクセス許可レベルを選択

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

Point 許可レベルを作成します。SharePoint アクセス許可レベルの管理 タブが表示され

ます。新しい SharePoint アクセス許可レベルの作成の詳細については、以下の SharePoi

nt アクセス許可レベルの管理 を参照してください。 

o [ファイル / アイテム レベル] タブをクリックして、Livelink ファイル / アイテム権限から Shar

ePoint ファイル / アイテム権限へのマッピングを構成します。ファイル / アイテム レベルの権限

マッピングのみ、編集することができます。SharePoint アクセス許可レベル テキスト ボックスを

ダブルクリックすると、ドロップダウン メニューが表示されます。ドロップダウン メニューから、Share

Point アクセス許可レベルを選択することができます。[新規 SharePoint アクセス許可レ

ベル] をクリックして新しい SharePoint 許可レベルを作成します。SharePoint アクセス

許可レベルの管理 タブが表示されます。新しい SharePoint アクセス許可レベルの作成に

ついては、以下の SharePoint アクセス許可レベルの管理 を参照してください。 

Livelink 権限の管理 

Livelink 権限を管理することができます。新しい Livelink 権限を作成したり、構成済み Livelink 権限の

詳細を表示したり、構成済み Livelink 権限を編集したり、または、構成済み Livelink 権限を削除して、Li

velink 権限を管理することができます。 
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Livelink 権限の管理 インターフェイスにアクセスするには、[ホーム] タブから [プロファイルの作成] > [マッ

ピング] > [権限マッピング] > [Livelink 権限の管理] の順に移動します。Livelink 権限の管理 イン

ターフェイスが表示され、既定の Livelink 権限および構成済みの Livelink 権限のリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるLivelink 権限の表示件数および表示順序を変更することが

できます。1 ページに表示される Livelink 権限の表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] ドロ

ップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。Livelink 権限を並べ替えるには、[名前]、[説明] な

どの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、Livelink 権限を表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して、権限をフィルターすることができます。キーワードは、列の値に含まれる

ものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示させたい権限のキーワードを入力します。

[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択して検索することができます。検索

では、大文字と小文字の区別はありません。 

   ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし、

列名の隣にあるチェックボックスをオンにして、リストに表示する列を選択します。 

   - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

Livelink 権限の管理 インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しい Livelink 権限を作成します。新しい Livelink 接続

の作成の詳細については、Livelink 権限の作成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した Livelink 権限について既に構成

されている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、Livelink 権限の設定を変更

することもできます。Livelink 権限の編集 ページに移動し、そのページでこの Livelink 権限を変更

することができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した Livelink 権限の構成を変更します。Livelink 権

限の編集の詳細については、Livelink 権限の作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を続けるかどうかを確認する構成ウィンドウがポップアッ

プ表示されます。[OK] をクリックして選択した Livelink 権限を削除するか、または、[キャンセル] を

クリックして選択した Livelink 権限を削除せずに Livelink 権限 ページに戻ります。 
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Livelink 権限の作成 

新しい Livelink 権限を作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みの Livelink 権限を編集

するには、Livelink 権限を選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

Livelink 権限の作成 または Livelink 権限の編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 名前と説明 – 作成 / 編集する Livelink 権限の [名前] を入力します。今後の参照用の [説

明] (オプション) を入力します。 

 権限 – この Livelink 権限に与える権限を選択します。[すべて選択] チェックボックスを使用すると、

すべての権限を選択または選択解除できます。 

[OK] をクリックしてすべての構成を保存し、Livelink 権限の管理 インターフェイスに戻るか、または、[キャン

セル] をクリックして構成を保存せずに Livelink 権限の管理 インターフェイスに戻ります。 

SharePoint グループの管理 

SharePoint グループを管理することができます。新しい SharePoint グループを作成したり、構成済みの S

harePoint グループの詳細を表示したり、構成済みの SharePoint グループを編集したり、あるいは、構成

済みの SharePoint グループを削除して、SharePoint グループを管理することができます。 

SharePoint グループの管理にアクセスするには、[ホーム] タブから [プロファイルの作成] > [マッピング] 

> [権限マッピング] > [SharePoint フループの管理] の順に移動します。SharePoint グループの管

理 インターフェイスが表示され、構成済みの SharePoint グループのリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるSharePoint グループの表示件数および表示順序を変更する

ことができます。1 ページに表示される SharePoint グループの表示件数を変更するには、画面右下の [行

の表示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。SharePoint グループを並べ替えるには、

[名前]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

 以下の方法で、SharePoint グループを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して、グループをフィルターすることができます。キーワードは、列の値に含まれ

るものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示させたい SharePoint グループのキーワ

ードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択して検索すること

ができます。検索では、大文字と小文字の区別はありません。 
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   ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

   - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

SharePoint グループの管理 インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しい SharePoint グループを作成します。新しい ShareP

oint グループの作成の詳細については、SharePoint グループの作成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した SharePoint グループについて既

に構成されている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、SharePoint グループの

設定を変更することもできます。SharePoint グループの編集 ページに移動し、そのページでこの S

harePoint グループを変更することができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した SharePoint グループの構成を変更します。Shar

ePoint グループの編集の詳細については、SharePoint グループの作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を続けるかどうかを確認する構成ウィンドウがポップアッ

プ表示されます。[OK] をクリックして選択した SharePoint グループを削除するか、または、[キャン

セル] をクリックして選択した SharePoint グループを削除せずに SharePoint グループ ページに

戻ります。 

SharePoint グループの作成 

新しい SharePoint グループを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みの SharePoint 

グループを編集するには、SharePoint グループを選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

SharePoint グループの作成 / SharePoint グループの編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成

します。 

 名前と説明 – 作成 / 編集するグループの [名前] を入力します。今後の参照用の [説明] (オプ

ション) を入力します。 

 SharePoint グループ – SharePoint グループの所有者を指定し、グループ名にサイト タイトルを

追加するかどうかを選択します。例えば、サイト タイトルが A で、指定したグループ名が B の場合、

作成される SharePoint グループ名は A B です。 
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SharePoint アクセス許可レベルの管理 

SharePoint アクセス許可レベルを管理することができます。新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成

したり、構成済みの SharePoint アクセス許可レベルの詳細を表示したり、構成済みの SharePoint アクセ

ス許可レベルを編集したり、または、構成済みの SharePoint アクセス許可レベルを削除して、SharePoint 

アクセス許可レベルを管理します。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスにアクセスするには、[ホーム] タブから [プロファイ

ルの作成] > [マッピング] > [権限マッピング] > [SharePoint アクセス許可レベルの管理] の順に移

動してします。SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスが表示され、構成済み SharePoin

t アクセス許可レベルのリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示される SharePoint アクセス許可レベルの表示件数および表示順

序を変更することができます。1 ページに表示する  SharePoint アクセス許可レベルの数を変更するには、右

下にある [行の表示] のドロップダウン メニューで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]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、SharePoint アクセル許可レベルの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して、 SharePoint アクセス許可レベルをフィルターすることができます。キ

ーワードは、列の値に含まれるものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示させたい Sh

arePoint アクセス許可レベルのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在の

ページを検索] を選択して検索することができます。検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – リボンの [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。新し

い SharePoint アクセス許可レベルの作成の詳細については、SharePoint アクセス許可レベル

の作成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択した SharePoint アクセス許可レベル

について既に構成されている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、SharePoint 

アクセス許可レベルの設定を変更することができます。SharePoint 権限レベルの編集 ページに移

動し、そのページでこの SharePoint アクセス許可レベルを変更することができます。 



 181 

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した SharePoint アクセス許可レベルの構成を変更し

ます。SharePoint アクセス許可レベルの編集の詳細については、SharePoint アクセス許可レベ

ルの作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を続けるかどうかを確認する構成ウィンドウがポップアッ

プ表示されます。[OK] をクリックして選択した SharePoint アクセス許可レベルを削除するか、また

は、[キャンセル] をクリックして選択した SharePoint アクセス許可レベルを削除せずに SharePoi

nt アクセス許可レベル ページに戻ります。 

SharePoint アクセス許可レベルの作成 

新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのカスタ

ム SharePoint アクセス許可レベルを編集するには、SharePoint アクセス許可レベルを選択し、リボンの 

[編集] をクリックします。 

SharePoint アクセス許可レベルの作成 または SharePoint アクセス許可レベルの編集 インターフェイ

スでは、以下の設定を構成します。 

 名前と説明 – 作成 / 編集する SharePoint アクセス許可レベルの [名前] を入力します。今後

の参照用の [説明] (オプション) を入力します。 

 権限 – この SharePoint アクセス許可レベルに含める権限を選択します。権限の前のチェックボック

スをオンにして、[リストの権限]、[サイトの権限]、および [個人の権限] の指定した権限を選択し

ます。[すべて選択] チェックボックスを使用すると、すべての権限を選択したり、または選択を解除する

ことができます。 

[OK] をクリックして作成した SharePoint アクセス許可レベルを保存するか、または、[キャンセル] をクリック

して SharePoint アクセス許可レベルの管理 ページに戻ります。 

ダイナミック マッピング 

ダイナミック マッピングでは、JavaScript を使用してマッピング ルールを構成することができます。これは JaveS

cript の専門知識を持つ作成者向けの機能です。プロファイルにダイナミック マッピングを構成すると、プロパティ 

マッピングのマッピング機能が無効になります。 

ダイナミック マッピング にアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックして、ドロップダウン メニューから [ダイナ

ミック マッピング] を選択します。ダイナミック マッピング インターフェイスが表示されます。 
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ダイナミック マッピングの管理 

ダイナミック マッピング インターフェイスには、構成済みのダイナミック マッピング ルールのリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるダイナミック マッピングの表示件数および表示順序を変更するこ

とができます。1 ページに表示されるダイナミック マッピングの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表

示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。ダイナミック マッピングを並べ替えるには、[ダイナ

ミック マッピング名]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、ダイナミック マッピングを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、ダイナミック マッピングをフィルターすることができます。キーワードは、列の

値に含まれるものでなければなりません。ダイナミック マッピングの表示ウィンドウの上部に、表示させた

いダイナミック マッピングのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページを

検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明

にキーワードを含むすべてのページのダイナミック マッピングが表示されます。[現在のページを検索] を

選択すると、名前または説明にキーワードを含む現在のページのダイナミック マッピングのみ表示されま

す。検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列を非表示にすることができます。列タイトルの  をクリックして列を非表示にします。 

 

ダイナミック マッピングに対して、以下の操作を実行することができます。 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして、新しいダイナミック マッピング ルールを作成します。新しいダイ

ナミック マッピングの作成の詳細については、ダイナミック マッピングの構成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択したダイナミック マッピングについて既に

構成されている設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、ダイナミック マッピングの設

定を変更することもできます。ダイナミック マッピング ルールの編集 ページに移動し、そのページでこの

ダイナミック マッピングを変更することができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択したダイナミック マッピングの構成を変更します。ダイナミッ

ク マッピングの編集の詳細については、ダイナミック マッピングの構成 を参照してください。 
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 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を続けるかどうかを確認する構成ウィンドウがポップアッ

プ表示されます。[OK] をクリックして選択したダイナミック マッピングを削除するか、または、[キャンセ

ル] をクリックして選択したダイナミック マッピングを削除せずに ダイナミック マッピング インターフェイスに

戻ります。 

ダイナミック マッピングの構成 

新しいダイナミック マッピングを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのダイナミック マッピン

グを編集するには、ダイナミック マッピングを選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

ダイナミック マッピングの作成 または ダイナミック マッピングの編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成

します。 

 名前と説明 – 作成 / 編集するダイナミック マッピングの [ダイナミック マッピング名] を入力します。

今後の参照用のダイナミック マッピングの [説明] (オプション) を入力します。 

 ダイナミック マッピング ルール – JavaScript を使用して、テキスト ボックスにマッピング ルールを構

成します。テキスト ボックス内の例を参照して、必要なダイナミック マッピングを定義します。[テスト] を

クリックして JavaScript の特定の文法が正しいかどうかを確認します。 

[OK] をクリックして、構成を保存して ダイナミック マッピング インターフェイスに戻ります。[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 マッピング インターフェイスに戻ります。 

Livelink オンライン移行プロファイルの設定 

オンライン移行プロファイルを使用して、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、および詳細

オプションなどの様々な移行ジョブ設定を指定し、定義することができます。オンライン移行プロファイルを作成す

るには、以下の説明に従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされている

ことを確認します。 

3. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル管理] 

グループの [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。 

4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリック

します。 
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5. ポップアップ ウィンドウで プロファイル名 を入力して [OK] をクリックします。 

6. 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 メニューから構成済みの [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、移行オプションの説明を参照し

てください。 

7. 画面左側から [フィルター オプション] を選択します。Livelink から SharePoint に移行する特定

のオブジェクトを選択することができます。 

 フィルター ポリシー – 既定のフィルター ポリシーは [なし] に設定されています。ドロップダウン 

メニューから作成済みのフィルター ポリシーを選択するか、または、[フィルター ポリシーの新規

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。フィルター ポリシーの詳細について

は、フィルター ポリシー を参照してください。 

 オブジェクト タイプ フィルター オプション – SharePoint に移行する Livelink のオブジェ

クト タイプを指定します。 

o すべてのタイプのオブジェクトを移行する – Livelink オブジェクトでサポートされて

いるすべてのタイプを SharePoint に移行することができます。 

o 移行するオブジェクトのタイプを指定する – Livelink オブジェクトの指定したタイプ

を SharePoint に移行することができます。[オブジェクト タイプの入力] をクリック

してオブジェクト タイプ ID を入力し、該当するチェックボックスをオンにすると、移行ジ

ョブにこのオブジェクト タイプが含まれます。または、チェックボックスをオフにすると、移行

ジョブからこのオブジェクトは除外されます。 

8. 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 メニューから構成済みの [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

ンの説明を参照してください。 

9. 画面左側から [詳細オプション] を選択し、[文字数制限設定] および [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。 

10. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイル

名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削除せ

ずに、プロファイルが保存されます。 

移行オプション 

移行オプションを使用して、コンテンツおよびセキュリティを SharePoint に移行することができます。以下の手

順に従って、移行オプション サブプロファイルを設定します。 
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1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされている

ことを確認します。 

3. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル管理] 

グループの [サブプロファイルの編集] をクリックし、[移行オプション] フィールドを有効にします。 

4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [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て、[OK] をクリックします。 

6. [コンテンツ] タブをクリックして、次のコンテンツ設定を構成します。 

 フォルダー設定 – このオプションを選択すると、移行したフォルダーのプロパティを保存するコン

テンツ タイプを作成します。コンテンツ タイプを作成し、移行ジョブ後 SharePoint 内の対応

するライブラリに追加します。移行したフォルダーはこのコンテンツ タイプを使用します。[コンテン

ツ タイプ名] テキスト ボックスに名前を入力して、コンテンツ タイプ名をカスタマイズすることが

できます。Livelink フォルダー が既定のコンテンツ タイプです。 

 ルート ファイル オプション – このオプションを選択すると、ワークスペースおよびプロジェクトの

下のルート ファイルを指定の SharePoint ドキュメント ライブラリに移行します。このオプション

を選択すると、[ドキュメント ライブラリ名] テキスト ボックスに名前を入力して、ライブラリ名

をカスタマイズすることができます。ホーム ドキュメント が既定のドキュメント ライブラリ名です。 

 カテゴリー オプション – このオプションを選択すると、Livelink カテゴリー情報を SharePoin

t に移行します。 

o カテゴリーをコンテンツ タイプとして移行する – このオプションを選択すると、移行ジ

ョブの終了後、カテゴリー リストが SharePoint で作成され、カテゴリー情報を保存

するコンテンツ タイプは、これらのリストに追加されます。同時に、カテゴリー という列

が移行先のリスト / ライブラリで作成され、この列に表示されるカテゴリー リンクはカテ

ゴリー リストを指定するため、カテゴリー リンクをクリックすると、カテゴリー情報を直接

表示することができます。 

o カテゴリーを列として移行する – このオプションを選択すると、対応する SharePoin

t リスト / ライブラリに列が作成され、移行ジョブの終了後に Livelink カテゴリー情

報を表示することができます。 
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*注意: [カテゴリーを列として移行する] を選択した場合、Livelink リスト レベル

のオブジェクトは、カテゴリー情報を SharePoint に移行されません。 

 フォルダー構造の管理 – 移行済みのコンテンツのフォルダー構造を統合するかどうかを選択す

ることができます。このオプションを構成しない場合は、移行ジョブの後に、Livelink 最上位フ

ォルダーのコンテンツのみが移行先に移行され、最上位フォルダーは SharePoint に移行され

ません。 

o フォルダーの統合 – Livelink 構造のフォルダー内のすべてのファイルを、その構造を

破棄して、同じ場所にまとめて移行します。[列を追加して移行元パスを保持する] 

チェックボックスをオンにすると、移行先に 移行元パス という列を追加して、フォルダー

やファイルの移行元パスを表示することができます。 

o 移行先に最上位フォルダーを作成する – [移行先に最上位フォルダーを作成す

る] チェックボックスをオンにすると、移行後にフォルダー構造全体を保持することができ

ます。 

 複合ドキュメント オプション – このオプションを選択すると、移行元 Livelink の複合ドキュメ

ントを SharePoint ドキュメント セットとして移行します。 

 属性オプション – このオプションを選択すると、Livelink の追加属性を SharePoint に移

行します。移行後に追加属性を表示できるように、対応する SharePoint リスト / ライブラリ

に列が作成されます。 

 リンク オプション – このオプションを選択すると、移行済みのフォルダー / リストのリンクを作成

し、移行元の構造との整合性を維持します。リンクをクリックすると、Livelink の実コンテンツを

保存するリスト / ライブラリの画面に移動します。 

 管理パス – 移行先ノードが Web アプリケーションの場合、Livelink オブジェクトを移行する

ために、この Web アプリケーションの下にサイト コレクションが作成されます。[カスタム パス] 

テキスト ボックスに入力した値、および [サイト テンプレート] ドロップダウン リストから選択し

たサイト テンプレートが、新規作成されたサイト コレクションの管理パスおよびサイト テンプレー

トになります。[サイト テンプレート] テキスト ボックスにサイト テンプレート ID を入力して、サ

イト テンプレートを指定することができます。[サイトの言語] ドロップダウン リストから新規作

成したサイト コレクションの言語を選択することもできます。 

7. [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。 

 ユーザーを移行する – このオプションを選択すると、Livelink ユーザーを SharePoint に移

行します。 
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 セキュリティ – Livelink ユーザーを移行すると、[セキュリティを移行する] チェックボックスを

オンにして、移行元 Livelink セキュリティを SharePoint に移行するかどうかを選択すること

ができます。 

8. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。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プロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削

除せずに、プロファイルが保存されます。 

移行オプション 

マッピング オプションを使用して、中央管理インターフェイスで、リスト マッピング、セキュリティ マッピング、および 

ダイナミック マッピング ルールを設定することができます。マッピング オプション サブプロファイルを設定するには、以

下の説明に従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされている

ことを確認します。 

3. 画面左側の [マッピング オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル

管理] グループの [サブプロファイルの編集] をクリックし、[マッピング オプション] フィールドを有効に

します。 

4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [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て、[OK] 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、Livelink テンプレートから SharePoint リスト テンプレートへの

リスト マッピングを構成します。リスト マッピングを設定するには、以下の設定を構成します。 

 リスト マッピング – リスト テンプレート マッピングおよびリスト列マッピングを構成することができ

ます。 

o リスト テンプレート マッピング – Livelink 移行のリスト テンプレート マッピングを構

成します。[Livelink テンプレート] ドロップダウン リストから Livelink テンプレート

を選択し、[SharePoint リスト テンプレート] ドロップダウン リストから SharePoi

nt リスト テンプレートを選択するか、または、選択した Livelink リスト テンプレート
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のマッピング先となる SharePoint リスト テンプレートあるいはリスト テンプレート ID 

を入力します。 

既定のテンプレート マッピングを変更すると、移行中にエラーが発生したり、データが

失われる可能性があるため、既定テンプレート マッピングを使用することをお勧めしま

す。既定では、Livelink テンプレートは、次の表のように対応する SharePoint リス

ト テンプレートへ移行されます。 

Livelink テンプレート SharePoint リスト テンプレート 

アピアランス  ドキュメント ライブラリ  

チャンネル お知らせ  

複合ドキュメント ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション  ディスカッション掲示板 

フォルダー  ドキュメント ライブラリ 

タスク リスト プロジェクト タスク 

o リスト列マッピング – [列マッピングの追加] をクリックして、Livelink 列を移行する

列マッピングを追加します。[Livelink 列名] テキスト ボックスおよび該当する [Sh

arePoint 列名] テキスト ボックスをダブルクリックして、Livelink 列名および Shar

ePoint 列名をそれぞれ入力し、該当する [SharePoint 列タイプ] テキスト ボッ

クスをダブルクリックして、ドロップダウン リストから SharePoint コンテンツ タイプを選

択します。[選択したマッピングを削除します。] をクリックして、選択したマッピングを 

1 つ以上削除します。SharePoint 列名が SharePoint に存在しない場合は、

移行ジョブの後に列は SharePoint で作成されます。 

*注意: eRoom 列を [管理されたメタデータ] タイプ列に移行するように選択する

と、管理されたメタデータ ウィンドウが表示されます。テキスト ボックスに用語セットへ

のパスを入力して、既存の用語セットを指定します。既定では、[複数の値を許可す

る] がオンになっており、文字列を各列に区切ります。[列内で、; で区切った複数の

値を許可する] チェックボックスがオンではなく、";" テキスト ボックスに文字を入力し

て文字列を区切らない場合は、既定で ";" を使用して文字列を区切ります。 

以下の方法で、作成済みのリスト マッピングを管理することができます。 

o 現在のマッピングの構成が終了したら、  をクリックして別のリスト マッピングを追加す

ることができます。 
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o  をクリックすると、作成済みのすべてのリスト マッピング ルールがドロップダウン メニュ

ーに表示されます。ルール名をクリックすると、選択したリスト マッピング ルールの設定

が表示されます。 

o ルール名の隣にある  をクリックすると、該当するリスト マッピング ルールが削除され

ます。 

7. [セキュリティ マッピング] タブをクリックして、Livelink ユーザー、ドメイン、グループおよび権限から、S

harePoint ユーザー、ドメイン、グループおよび権限へのセキュリティ マッピングを構成します。セキュリテ

ィ マッピングを設定するには、以下の設定を構成します。 

 ユーザー マッピング (オプション) – 既存の Livelink ユーザー名を、SharePoint メタデータ 

フィールドの既存ユーザー名または既定ユーザー名に置き換えることができます。ドロップダウン 

メニューから作成済みのユーザー マッピングを選択し、[表示] をクリックすると、選択したユーザ

ー マッピングの詳細情報にアクセスすることができます。新しいユーザー マッピング ルールを作

成するには、ドロップダウン リストの [ユーザー マッピングの新規作成] をクリックして、ユーザ

ー マッピングの作成 ページに移動します。ユーザー マッピングの設定の詳細については Doc

Ave 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 ドメイン マッピング (オプション) – 既存の Livelink ドメイン名を SharePoint メタデータ フ

ィールドの別のドメイン名に置き換えることができます。ドロップダウン メニューから作成済みのド

メイン マッピングを選択し、[表示] をクリックすると、選択したドメイン マッピングの詳細情報へ

アクセスすることができます。新しいドメイン マッピング ルールを作成するには、ドロップダウン リ

ストの [ドメイン マッピングの新規作成] をクリックして、ドメイン マッピングの作成 ページに

移動します。ドメイン マッピングの設定の詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリ

ファレンス ガイド を参照してください。 

 グループ マッピング (オプション) – Livelink グループを SharePoint メタデータ フィールド

の既存グループに置き換えることができます。ドロップダウン メニューから作成済みのグループ マ

ッピングを選択し、[表示] をクリックすると、選択したグループ マッピングの詳細情報へアクセス

することができます。新しいグループ マッピング ルールを作成するには、ドロップダウン リストの 

[新規グループ マッピング] をクリックして、グループ マッピングの作成 ページに移動します。

グループ マッピングの設定の詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガ

イド を参照してください。 

 権限マッピング (オプション) – Livelink 権限を SharePoint 権限へマッピングすることがで

きます。既定権限マッピング が、既定の権限マッピング ルールです。ドロップダウン メニューから

作成済みの権限マッピングを選択し、[表示] をクリックすると、選択した権限マッピングの詳細

情報にアクセスすることができます。新しい権限マッピング ルールを作成するには、ドロップダウン 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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リストの [新しい権限マッピング] をクリックして、権限マッピングの作成 ページに移動します。

権限マッピングの設定の詳細については、権限マッピングの構成 を参照してください。 

8. [ダイナミック マッピング ルール] タブをクリックしてダイナミック マッピング ルールを構成します。ダイナミッ

ク マッピングでは、JavaScript を使用してマッピング ルールをカスタマイズすることができます。ドロップダ

ウン メニューから作成済みのダイナミック マッピングを選択し、[表示] をクリックすると、選択したダイナミ

ック マッピングの詳細情報へアクセスすることができます。新しいダイナミック マッピング ルールを作成する

には、ドロップダウン リストの [新規ダイナミック マッピング ルール] をクリックして、ダイナミック マッピン

グ ルールの作成 ページに移動します。ダイナミック マッピングの設定の詳細については、ダイナミッ

ク マッピングの構成 を参照してください。 

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] をクリックし、サブプ

ロファイル名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイル

を削除せずに、プロファイルが保存されます。 

詳細オプション 

詳細オプションを使用して、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。以

下の手順に従って、詳細オプションを設定します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 インターフェイスが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [オンライン モード] がハイライトされてい

ることを確認します。 

3. 画面左側の [詳細オプション] をクリックすると、詳細オプション ページが表示されます。以下の設定

を構成することができます。 

 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。1～128 の間で値を定義す

ることができます。フォルダー名が制限を超える場合、余分な文字が末尾からプルー

ニングされます。例えば、Livelink から移行したフォルダーが移行元で abcdef と

いう名前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のフォルダー名は abcde に

なります。 

o ファイル名の最大文字数 – 既定値は 80 です。1～128 の間で値を定義するこ

とができます。ファイル拡張子を含むファイル名が制限を超える場合、余分な文字が
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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

前で、ここで設定した値が 5 であれば、移行後のファイル名は a.txt になります。 

o SharePoint URL の最大文字数 – 既定値は 255 です。1～260 の間で

値を定義することができます。SharePoint URL の文字数は、管理パスの最初の

文字 "/" から数えられます。フォルダー / ファイルの URL が制限を超える場合、

移行結果は次のようになります。 

a. フォルダーの URL が制限を超える場合、フォルダーとそのコンテンツは、フ

ォルダー URL の制限を超えないようになるまで、以前のレベルのフォルダ

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 の制限を超えないようになるまで、以前

のレベルのフォルダーに移行されます。 

b. ファイルの URL が制限を超える場合、そのファイルは、ファイル URL の

制限を超えないようになるまで、以前の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。S

harePoint 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、およびファイル レ

ベルの禁則文字のマッピングを変更および追加することができます。既定では、すべての禁則

文字は下線 (_) に置き換えられます。タブで [グループ レベル]、[フォルダー レベル]、ま

たは [ファイル レベル] をクリックして、各ページに入力します。 

o 禁則文字マッピングを変更するには、禁則文字の後ろにある [次の項目と置き換

える] 列の "_" をダブルクリックして、"_" を指定した文字に置き換えます。 

o 禁則文字マッピングを追加するには、[禁則文字の追加] をクリックし、[ShareP

oint の禁則文字一覧] 列に指定した禁則文字、[次の項目と置き換える] 列

に有効文字を入力します。[禁則文字の追加] を再度クリックして、別の禁則文

字マッピングを作成することができます。 

o 構成済みの禁則文字マッピングを 1 つ以上削除するには、マッピングを選択し、

[選択した禁則文字の削除] をクリックします。  をクリックして構成済みの禁則

文字マッピングを削除することもできます。 
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Livelink オンライン移行の実行 

オンライン Livelink 移行は、Livelink サーバーのコンテンツ、セキュリティ、および構成を SharePoint 環境

に移行します。 

Livelink オンライン移行を開始するには、リボンの [オンライン移行] をクリックします。新しいプランの作成 イ

ンターフェイスが表示されます。 

オンライン Livelink 移行ジョブを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. [移行元] ウィンドウで、Livelink サーバー名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. 移行するデータのノードを検索します。大規模環境で作業する場合は、[キーワードの入力] 

テキスト ボックスにノード (例: ワークスペース、フォルダー、アイテム) の名前を入力して移行

先ノードを検索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索するこ

とができます。展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを

入力すると、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

b. 該当するチェックボックスまたはラジオ ボタンをオンにして移行元ノードを選択します。 

*注意: 移行でサポートされる / サポートされない移行元コンテンツについては、 
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Livelink 移行でサポートされる / サポートされない要素 を参照してください。 

2. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

 移行元データの移行先となるノードを選択します。大容量環境で作業する場合、[キーワー

ドの入力] テキスト ボックスに検索するノードのキーワードを入力します。現在展開されている

ツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開されているツリーに表示さ

れていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、検索結果が表示されるまで少し

時間がかかります。 

 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。現在のページから移動せずに、

新しいコンテナを移行先ノードとして作成することができます。SharePoint 内コンテナの作成

の詳細については、コンテナの作成 を参照してください。 

3. 移行ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイルが

表示されます。以下の設定を構成します。 

 オプション – 移行ジョブのタイプについて、[完全移行] または [増分移行] を指定します。 

o 完全移行 – すべての移行元データを移行先へ移行します。 

o 増分移行 – 前回の移行ジョブのコンテンツと比較し、変更したデータのみを移行しま

す。 

 競合解決 – Livelink 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテムと競合する場合の

競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする 

および 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] を

オンにして、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

択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することができます。競合解決の

詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連するオプションおよびマッピングを構成すること

ができます。ドロップダウン メニューから、作成済みのメイン プロファイルを選択します。Livelink 

移行には、既定プロファイル という名前の既定のメイン プロファイルがあります。 

 移行データベース – このオプションを使用して、それぞれのファームについて、SQL サーバーに

ジョブの詳細情報を保存するための移行データベースを指定することができます。[テスト] をク

リックして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。移行データベースの詳

細については、移行データベースの構成 を参照してください。 
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 通知 – 通知レポートを送信する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に

ついては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 プロジェクト移行の選択 – Livelink プロジェクトをサイトまたはサイト コレクションとして Sha

rePoint に移行することを選択できます。 

4. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 インターフェイスが表示されます。

以下の設定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – テキスト ボックスに作成するプランの名前を入力します。必要に応じて、プランの説

明を入力します。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連するオプションおよびマッピングを構成すること

ができます。ドロップダウン メニューから、作成済みのメイン プロファイルを選択します。Livelink 

移行には、既定プロファイル という名前の既定のメイン プロファイルがあります。新しいプロファ

イルを作成するには、[プロファイルの新規作成] をクリックします。プロファイルの作成 インタ

ーフェイスが表示されます。メイン プロファイルの構成の詳細については、Livelink オンライ

ン移行プロファイルの設定 を参照してください。 

 プロジェクト移行の選択 – Livelink プロジェクトをサイトまたはサイト コレクションとして Shar

ePoint に移行するかどうかを選択できます。 

 スケジュールの選択 – スケジュールの構成エリアで、次のいずれかを選択します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択した場合、このプランのルールを実行するには、

手動でジョブを実行する必要があります。 

o 手動でスケジュールを構成する – これを選択した場合、このプロファイルのデータを取

得する指定期間を構成します。このオプションを選択すると、スケジュール設定 エリア

が表示されます。以下のオプションを設定して、スケジュールをカスタマイズすることがで

きます。 

 [スケジュールの追加] をクリックします。スケジュールの追加 インターフェイス

が表示されます。スケジュール設定を構成するには、以下の説明に従ってくだ

さい。 

o オプション – このスケジュールの移行タイプを選択します。 

a. 完全移行 – すべての移行元データを移行先へ移行します。 

b. 増分移行 – 前回の移行ジョブのコンテンツと比較し、変更

したデータのみを移行します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o 競合解決 – 移行元ノードのアイテム名が移動先ノードの既存アイテ

ムと競合する場合の競合解決方法を選択することができます。[コン

テナ レベルの競合解決] ドロップダウン リストから、[マージする] ま

たは [スキップする] を選択します。[マージする] を選択すると、[下

位レベルの競合を確認する] チェックボックスは必ずオンにします。そ

して、[コンテンツ レベルの競合解決] ドロップダウン リストから、[上

書きする]、[スキップする] または [追加する] を選択する必要があ

ります。[スキップする] を選択した場合、[下位レベルの競合を確

認する] チェックボックスはオプションです。競合解決の詳細について

は、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

o スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定しま

す。テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから [分

間]、[時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月間] を選択します。 

o 再実行時間 – ジョブの開始時刻およびスケジュールの終了時刻を

指定します。 

a. 開始時刻 – プランの開始時刻を設定し、開始時刻の下に

タイム ゾーンを変更できます。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。 

b. 終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止す

るまでプランの実行を繰り返します。 

c. 指定の回後に終了 – このオプションを選択すると、テキスト 

ボックスに構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

d. 終了時刻 __ –  プランがここで指定した日時に終了します。 

リボンの [OK] をクリックすると、スケジュール設定の構成を保存します。リボンの [キャ

ンセル] をクリックすると、変更を保存せずにプラン設定インターフェイスに戻ります。 

複数のスケジュールを作成するには、上記の構成を繰り返します。 

 通知 – 通知レポートを送信する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に

ついては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプランを実

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 パネルのリファレンス ガイ

ド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 移行データベース – このオプションを使用して、それぞれのファームについて、SQL サーバーに

ジョブの詳細情報を保存するための移行データベースを指定することができます。[テスト] をク

リックして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。移行データベースの詳細

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。 

5. [保存] をクリックして、[保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、それをすぐに実行する

には、[保存] をクリックして [保存して実行] を選択します。ただちに実行 インターフェイスが表示され

ます。以下の設定を構成することができます。 

 オプション – このスケジュールの移行タイプを選択します。 

o 完全移行 – このオプションを選択すると、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。 

o 増分移行 – このオプションを選択すると、前回の移行ジョブから移行元ノードの新規

作成 / 更新されたコンテンツを移行します。 

 競合解決 – Livelink 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテムと競合する場合の

競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする 

および 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] を

オンにして、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

択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することができます。競合解決の

詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

6. [OK] をクリックしてオンライン移行ジョブを実行します。 
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Livelink オフライン移行 

Livelink オフライン移行では、移行元コンテンツをストレージへエクスポートした後に、ストレージのエクスポート 

データを移行先へインポートします。これらの 2 つのジョブを使用して、移行元コンテンツを移行先に移行するこ

とになります。Livelink オフライン移行の使用については、以下のセクションを参照してください。 

Livelink オフライン移行の構成 

オフライン Livelink 移行ジョブを実行する前に、該当する Livelink エクスポート プロファイルおよびインポート 

プロファイルが構成されている必要があります。エクスポート プロファイルおよびインポート プロファイルを設定する

には、以下のセクションの手順に従ってください。 

エクスポート プロファイルの設定 

エクスポート Livelink 移行プロファイルを使用して、移行オプション、フィルター オプションなど様々な設定を定

義することができます。エクスポート Livelink 移行プロファイルを作成するには、以下の説明に従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [エクスポート モード] がハイライトされて

いることを確認します。 

3. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル管理] 

グループの [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。 

4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリック

します。 

5. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

6. 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 メニューから構成済みの [移行オプショ

ン サブプロファイル] を選択します。このオプションは、オンライン移行プロファイルのオプションと異なる

可能性がありますが、すべての詳細については、移行オプション の説明を参照してください。 

7. 画面左側から [フィルター オプション] を選択します。Livelink から SharePoint に移行する特定

のオブジェクトを選択することができます。 
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 フィルター ポリシー – 既定のフィルター ポリシーは [なし] に設定されています。ドロップダウン 

メニューから作成済みのフィルター ポリシーを選択するか、または、[フィルター ポリシーの新規

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。フィルター ポリシーの詳細について

は、フィルター ポリシーフィルター ポリシー_1 を参照してください。 

 オブジェクト タイプ フィルター オプション – SharePoint に移行する Livelink のオブジェ

クト タイプを指定します。 

o すべてのタイプのオブジェクトを移行する – Livelink オブジェクトでサポートされて

いるすべてのタイプを SharePoint に移行することができます。 

o 移行するオブジェクトのタイプを指定する – Livelink オブジェクトの指定したタイプ

を SharePoint に移行することができます。[オブジェクト タイプの入力] をクリック

してオブジェクト タイプを入力し、該当するチェックボックスをオンにすると、移行ジョブに

このオブジェクト タイプが含まれます。または、チェックボックスをオフにすると、移行ジョブ

からこのオブジェクトは除外されます。 

8. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイル

名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削除せ

ずに、プロファイルが保存されます。 

インポート プロファイルの設定 

インポート Livelink 移行プロファイルを使用して、移行オプション、マッピング オプション、詳細オプションなど

様々な設定を定義することができます。インポート Livelink 移行プロファイルを作成するには、以下の説明に

従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。プ

ロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブで、[プラン モード] グループの [インポート モード] がハイライトされている

ことを確認します。 

3. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル管理] 

グループの [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。 

4. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリック

します。 
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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て、[OK] をクリックします。 

6. 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 メニューから構成済みの [移行オプショ

ン サブプロファイル] を選択します。このオプションは、オンライン移行プロファイルのオプションと異なる

可能性がありますが、すべての詳細については、移行オプション の説明を参照してください。 

7. 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 メニューから構成済みの [マッピ

ング オプション サブプロファイル] を選択します。すべての詳細については、移行オプション の説明を

参照してください。 

8. 画面左側から [詳細オプション] を選択し、[文字数制限設定] および [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。 

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

名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削除せ

ずに、プロファイルが保存されます。 
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Livelink オフライン移行の実行 

Livelink 移行では、目的の移行元 Livelink コンテンツを物理デバイスへエクスポートし、エクスポートされたコ

ンテンツを SharePoint へインポートすることで、Livelink コンテンツを SharePoint に移行することができま

す。 

エクスポート  

Livelink データをエクスポート先へエクスポートするには、リボンの [エクスポート] をクリックして、[新しいプラン

の作成] ページに移動します。 

オフライン Livelink 移行ジョブを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. [移行元] ウィンドウで、Livelink サーバー名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. 移行するデータのノードを検索します。大規模環境で作業する場合は、[キーワードの入力] 

テキスト ボックスにノード (例: ワークスペース、フォルダー、アイテム) の名前を入力して移行先

ノードを検索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することが

できます。展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力

すると、検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

b. 該当するチェックボックスまたはラジオ ボタンをオンにして移行元ノードを選択します。 

*注意: 移行でサポートされる / サポートされない移行元コンテンツについては、 
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Livelink 移行でサポートされる / サポートされない要素 を参照してください。 

2. [移行先] ウィンドウで、ドロップダウン リストから構成済みのエクスポート先を選択して Livelink デー

タを保存するか、または、[エクスポート先の新規作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成しま

す。エクスポート モードのエクスポート先の作成の詳細については、本ガイドの エクスポート先につ

いて (オフライン ジョブのみ) を参照してください。 

3. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 インターフェイスが表示されます。

以下のプラン設定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – テキスト ボックスに作成するプランの名前を入力します。必要に応じて、プランの

説明を入力します。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連する移行オプションおよびマッピングを構成す

ることができます。ドロップダウン メニューから、作成済みのメイン プロファイルを選択します。Liv

elink 移行には、既定プロファイル という名前の既定のメイン プロファイルがあります。新しい

プロファイルを作成するには、[プロファイルの新規作成] をクリックします。プロファイルの作成 

インターフェイスが表示されます。メイン プロファイルの構成の詳細については、エクスポート 

プロファイルの設定 を参照してください。 

 スケジュールの選択 – スケジュールの構成エリアで、次のいずれかを選択します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択した場合、このプランのルールを実行するには、

手動でジョブを実行する必要があります。 

o 手動でスケジュールを構成する – これを選択した場合、このプロファイルのデータを取

得する指定期間を構成します。このオプションを選択すると スケジュール設定 エリアが

表示されます。以下のオプションを設定して、スケジュールをカスタマイズすることができ

ます。 

 [スケジュールの追加] をクリックします。スケジュールの追加 インターフェイス

が表示されます。スケジュール設定を構成するには、以下の説明に従ってくだ

さい。 

o オプション – このスケジュールの移行タイプを選択します。 

o 完全移行 – このオプションを選択すると、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。 

o 増分移行 – このオプションを選択すると、前回の移行ジョブから移行元ノードの新規

作成 / 更新されたコンテンツを移行します。 
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 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存

アイテムと競合する場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ 

レベルの競合解決オプションは マージする および 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] をオンにして、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

すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することができます。

競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。テキス

ト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから [分間]、[時間]、[日

間]、[週間]、[ヶ月間] を選択します。 

 再実行時間 – ジョブの開始時刻およびスケジュールの終了時刻を指定しま

す。 

a. 開始時刻 – プランの開始時刻を設定し、開始時刻の下にタイム ゾ

ーンを変更できます。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。 

b. 終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止するまでプラ

ンの実行を繰り返します。 

c. 指定の回後に終了 – このオプションを選択すると、テキスト ボックス

に構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

d. 終了時刻 __ –  プランがここで指定した日時に終了します。 

リボンの [OK] をクリックすると、スケジュール設定の構成を保存します。リボンの [キャンセル] 

をクリックすると、変更を保存せずにプラン設定インターフェイスに戻ります。 

複数のスケジュールを作成するには、上記の構成を繰り返します。 

 通知 – 通知レポートを送信する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に

ついては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプランを

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 パネルのリファレンス 

ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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4. [保存] をクリックして、[保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、それをすぐに実行する

には、[保存] をクリックして [保存して実行] を選択します。ただちに実行 インターフェイスが表示され

て [オプション] を選択することができます。 

 完全移行 – すべての移行元データを移行先へ移行します。 

 増分移行 – 前回の移行ジョブのコンテンツと比較し、変更したデータのみを移行します。 

5. [OK] をクリックしてエクスポート ジョブを実行します。 

インポート  

エクスポートした Livelink データを SharePoint へインポートするには、リボンの [インポート] をクリックして、

[新しいプランの作成] ページに移動します。 

オフライン Livelink 移行ジョブを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. [移行元] ウィンドウでは、[参照] タブでインポート ノードのエクスポート先を構成したファームをクリック

し、インポート モードのエクスポート先が読み込まれます。エクスポート先をクリックして、UNC パスの [L

ivelink Exported Data] フォルダーを読み込みします。プラン名で命名されたエクスポート データを

選択します。移行元ツリーでエクスポート データの詳細を表示するには、[詳細] タブをクリックします。 

2. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

a. エクスポート データのインポート先となるノードを検索します。大容量環境で作業する場合、

[キーワードの入力] テキスト ボックスに検索するノードのキーワードを入力します。現在展開

されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開されているツリ

ーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、検索結果が表示さ

れるまで少し時間がかかります。 

b. 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。現在のページから移動せずに、

新しいコンテナを移行先ノードとして作成することができます。新しいコンテナの作成の詳細につ

いては、コンテナの作成 を参照してください。 

3. 移行ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイルが

表示されます。 

以下の設定を構成します。 

 オプション – 移行ジョブのタイプについて、[完全移行] または [増分移行] を指定します。 
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o 完全移行 – このオプションを選択すると、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。 

o 増分移行 – このオプションを選択すると、前回の移行ジョブから移行元ノードの新規

作成 / 更新されたコンテンツを移行します。 

 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテムと競合す

る場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベルの競合解決オプションは 

マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することができます。

競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連するオプションおよびマッピングを構成すること

ができます。ドロップダウン メニューから、作成済みのメイン プロファイルを選択します。Livelink 

移行には、既定プロファイル という名前の既定のメイン プロファイルがあります。 

 移行データベース – このオプションを使用して、それぞれのファームについて、SQL サーバーに

ジョブの詳細情報を保存するための移行データベースを指定することができます。[テスト] をク

リックして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。移行データベースの詳

細については、移行データベースの構成 を参照してください。 

 通知 – 通知レポートを送信する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に

ついては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 プロジェクト移行の選択 – Livelink プロジェクトをサイトまたはサイト コレクションとして Sha

rePoint に移行するかどうかを選択できます。 

4. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 インターフェイスが表示されます。

以下の設定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – テキスト ボックスに作成するプランの名前を入力します。必要に応じて、プランの

説明を入力します。 

 プロファイルの選択 – 移行ジョブについて、関連するオプションおよびマッピングを構成すること

ができます。ドロップダウン メニューから、作成済みのメイン プロファイルを選択します。Livelink 

移行には、既定プロファイル という名前の既定のメイン プロファイルがあります。新しいプロファ

イルを作成するには、[プロファイルの新規作成] をクリックします。プロファイルの作成 インタ

ーフェイスが表示されます。メイン プロファイルの構成の詳細については、インポート プロフ

ァイルの設定 を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 プロジェクト移行の選択 – Livelink プロジェクトをサイトまたはサイト コレクションとして Sha

rePoint に移行するかどうかを選択できます。 

 スケジュールの選択 – スケジュールの構成エリアで、次のいずれかを選択します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択すると、このプランのルールを実行するには、

手動でジョブを実行する必要があります。 

o 手動でスケジュールを構成する – これを選択した場合、このプロファイルのデータを取

得する指定期間を構成します。このオプションを選択すると スケジュール設定 エリアが

表示されます。以下のオプションを指定して、スケジュールをカスタマイズすることができ

ます。 

 [スケジュールの追加] をクリックします。スケジュールの追加 インターフェイス

が表示されます。スケジュール設定を構成するには、以下の説明に従ってくだ

さい。 

o オプション – このスケジュールの移行タイプを選択します。 

 完全移行 – このオプションを選択すると、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 – このオプションを選択すると、前回の移行ジョブ

から移行元ノードの新規作成 / 更新されたコンテンツを移

行します。 

o 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内

の既存アイテムと競合する場合の競合解決方法を指定することがで

きます。コンテナ レベルの競合解決オプションは マージする および 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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテ

ンツ レベルの競合解決 の構成することができます。競合解決の詳

細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

o スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定しま

す。テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから [分

間]、[時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月間] を選択します。 

o 再実行時間 – ジョブの開始時刻およびスケジュールの終了時刻を

指定します。 
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a. 開始時刻 – プランの開始時刻を設定し、開始時刻の下に

タイム ゾーンを変更できます。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。 

b. 終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止す

るまでプランの実行を繰り返します。 

c. 指定の回後に終了 – このオプションを選択すると、テキスト 

ボックスに構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

d. 終了時刻 – プランの再実行の終了時間を設定します。 

リボンの [OK] をクリックすると、スケジュール設定の構成を保存します。リボンの [キャンセル] 

をクリックすると、変更を保存せずに プランの設定 インターフェイスに戻ります。 

複数のスケジュールを作成するには、上記の構成を繰り返します。 

 通知 – 通知レポートを送信する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に

ついては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプランを

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 パネルのリファレンス 

ガイド を参照してください。 

 移行データベース – このオプションを使用して、それぞれのファームについて、SQL サーバーに

ジョブの詳細情報を保存するための移行データベースを指定することができます。[テスト] をク

リックして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。移行データベースの詳

細については、移行データベースの構成 を参照してください。 

5. [ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイスが表示されます。以下の設定を構成

することができます。 

 オプション – このスケジュールの移行タイプを選択します。 

a. 完全移行 – このオプションを選択すると、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。 

b. 増分移行 – このオプションを選択すると、前回の移行ジョブから移行元ノードの新規

作成 / 更新されたコンテンツを移行します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 競合解決 – Notes/Domino 内のアイテム名が SharePoint 内の既存アイテムと競合す

る場合の競合解決方法を指定することができます。コンテナ レベル の競合解決オプションは、 

  マージする および スキップする の 2 つです。[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] をオンにして、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] を選択すると、オプションで コンテンツ レベルの競合解決 の構成することができま

す。競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

6. [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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Livelink 移行でサポートされる / サポートされない要素 

現在 Livelink 移行でサポートされる / サポートされない (未サポート) 要素については、次の表を参照してく

ださい。 

移行元データ タイプ SharePoint 内の移行先ノード サポート状況 

エンタープライズ ワークスペース サイト コレクション ○ 

パーソナル ワークスペース サイト コレクション ○ 

個人用サイト 

プロジェクト サイト コレクション ○ (プロジェクト テンプレートは未

サポート) サイト 

チャネル お知らせ  ○ 

ディスカッション ディスカッション掲示板 ○ 

投票 アンケート ○ 

タスク リスト プロジェクト タスク ○ 

タスク グループ プロジェクト タスク リスト内のフォル

ダー 

○ 

タスク タスク ○ 

マイルストン プロジェクト タスク リストのコンテン

ツ タイプ 

○ 

複合ドキュメント ドキュメント ライブラリ ○ 

フォルダー ○ 

外観 ドキュメント ライブラリ ○ 

フォルダー 

ワークスペース フォルダの外観 フォルダー ○ 

フォルダー ドキュメント ライブラリ ○ 

フォルダー 

URL ドキュメントへのリンク ○ 

ショートカット ドキュメントへのリンク ○ 

テキスト ドキュメント ドキュメント ライブラリ内のファイル ○ 

ドキュメント（バージョン） ドキュメント ライブラリ内のファイル ○ 

XML DTD ドキュメント ライブラリ内のファイル ○ 

カテゴリー カスタム リスト ○ 

カテゴリ バージョン カスタム リストのコンテンツ タイプ ○ 
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移行元データ タイプ SharePoint 内の移行先ノード サポート状況 

コレクション なし × 

カスタム ビュー なし × 

Live Report なし × 

Prospector なし × 

ワークフロー マップ なし × 

ワークフローの状態 なし × 

パーソナル ホーム なし × 

その他のデータ タイプ なし × 
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パブリック フォルダー移行 

パブリック フォルダー移行は、Microsoft Exchange パブリック フォルダー コンテンツの確実な移行により無駄

のない投資を実現します。また直感的な管理コンソールを通じて移行管理が容易になります。パブリック フォル

ダー移行の使用については、以下のセクションを参照してください。 

移行前の構成 

パブリック フォルダー移行を使用するには、パブリック フォルダー接続を構成し、DocAve エージェントは Excha

nge サーバー に接続できるようにする必要があります。[ホーム] タブで、リボンの [接続の構成] をクリックしま

す。パブリック フォルダー接続 インターフェイスが表示されます。 

パブリック フォルダー接続の管理 

DocAve エージェントおよび Exchange サーバーの複数の接続を構成することができます。パブリック フォル

ダー接続 インターフェイスには、作成済みのパブリック フォルダー接続がすべて表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるパブリック フォルダー接続の表示件数および表示順序を変更す

ることができます。1 ページに表示されるパブリック フォルダー接続の表示件数を変更するには、画面右下の 

[行の表示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数を選択します。パブリック フォルダー接続を並べ替える

には、[名前]、[エージェント] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、これらの接続の表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – [キーワードの入力] テキスト ボックス (キーワードの大文字と小文字は区別されません) に

入力したキーワードによって、表示されるパブリック フォルダー接続をフィルターすることができます。キー

ワードは、列の値に含まれるものでなければなりません。[すべてのページを検索] または [現在のペ

ージを検索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、すべての

ページからキーワードを検索して、名前またはエージェントにはキーワードを含む接続が表示されます。

[現在のページを検索] を選択すると、現在のページからキーワードを検索して、名前またはエージェ

ントにはキーワードを含む接続が表示されます。検索結果をキャンセルするには、テキスト ボックスの隣

にある  アイコンをクリックして、すべての接続を更新して表示します。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 
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 – リストに表示させない列を管理することができます。非表示する列の上にマウス カーソルを移動し、

表示される  アイコンをクリックすると、この列は非表示になります。 

  – 指定したエージェントに関連する接続をフィルターして表示します。エージェント列の上にマウス カ

ーソルを移動し、  をクリックして、エージェント名の隣にあるチェックボックスをオンにします。[OK] をク

リックして選択したエージェントに関連する接続を表示します。フィルター結果をキャンセルするには、  

をクリックし、 [フィルターのクリア] をクリックします。 

パブリック フォルダー接続 インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – 新しいパブリック フォルダー接続を作成します。パブリック フォルダーの作成の詳細については、

パブリック フォルダー接続の構成 を参照してください。 

 詳細の表示 – 選択したパブリック フォルダー接続の詳細を表示します。 

 編集 – 構成済みのパブリック フォルダー接続を編集します。パブリック フォルダー接続の編集の詳細に

ついては、パブリック フォルダー接続の構成 を参照してください。 

 削除 – 選択したパブリック フォルダー接続を削除します。パブリック フォルダー接続が移行プランに使

用されている場合、この接続は削除できません。 

パブリック フォルダー接続の構成 

[パブリック フォルダー接続] インターフェイスで、[作成] をクリックして新しい接続を作成するか、または、[編

集] をクリックして選択した接続を変更します。ポップアップ ウィンドウで、以下の設定を構成します。 

 パブリック フォルダー接続名 – [名前] テキスト ボックスにパブリック フォルダー接続の名前を入力し

ます。[説明] テキスト ボックスに 今後の参照用の説明 (オプション) を入力します。 

 接続 – 指定した移行元エージェントを Exchange サーバーに接続するために必要な情報を入力し

ます。 

o エージェント – 表示されるエージェントは、パブリック フォルダー用パブリック フォルダー移行エー

ジェントを含むエージェント タイプのエージェントです。ドロップダウン リストから、Exchange サ

ーバーへアクセス可能なエージェントを選択します。エージェント タイプ構成の詳細については、

DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

o アクセス方法 – Exchange サーバーに従ってアクセス方法を選択します。 

 Exchange 2000/2003/2007 を使用する場合は、[WebDAV] を選択します。 

 Exchange 2007/2010 を使用する場合は、[Web サービス] を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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Exchange 2007 サーバーについては、[WebDAV] および [Web サービス] の両方が

適用可能です。 

o Exchange URL – エージェントの接続先となるパブリック フォルダーの URL を入力します。

[Exchange URL] テキスト ボックスに例が表示されます。 

o ユーザー名 と パスワード – パブリック フォルダーへアクセスするユーザー名とパスワードを入力

します。[ユーザー名] テキスト ボックスに例が表示されます。すべてのデータを読み込み、デー

タに対して操作を実行するために、ここで Exchange サーバーの管理者を指定しておくことを

お勧めします。 

[テスト] をクリックして接続が利用可能かどうかを確認します。 

確認が終了したら、[OK] をクリックして設定を保存し、パブリック フォルダー接続 インターフェイスに戻ります。 

パブリック フォルダー移行の構成 

フィルター ポリシー 

フィルター ポリシーを使用して、SharePoint 移行先へ移行するオブジェクトを制御できるように、フィルター ル

ールを設定することができ、対象となるコンテンツをより正確に指定することができます。フィルター ポリシーを設定

して保存すれば、毎回フィルター ポリシーを再作成せずに、様々なプランにフィルター ポリシーを適用することが

できます。 

[フィルター ポリシー] インターフェイスにアクセスするには、[ホーム] タブの [プロファイルの作成] をクリックしま

す。[プロファイルの作成] ページで、リボンの [フィルター ポリシー] をクリックします。 

フィルター ポリシーの管理 

フィルター ポリシー インターフェイスでは、すべての作成済みのフィルター ポリシーがメインの表示ウィンドウに表

示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるフィルター ポリシーの表示件数および表示順序を変更すること

ができます。1 ページに表示するフィルター ポリシーの数を変更するには、右下にある [行の表示] のドロップダ

ウン メニューで希望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]、[説

明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、プランを表示する方法をカスタマイズすることができます。 
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 検索 – [キーワードの入力] テキスト ボックス (キーワードの大文字と小文字は区別されません) に

入力したキーワードによって、表示されるフィルター ポリシーをフィルターすることができます。キーワードは、

列の値に含まれるものでなければなりません。[すべてのページを検索] または [現在のページを検

索] を選択して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、名前または説明に

キーワードを含むすべてのページのフィルター ポリシーが表示されます。[現在のページを検索] を選択

すると、名前または説明にキーワードを含む現在のページのフィルター ポリシーのみ表示されます。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – リストに表示させない列を管理することができます。非表示する列の上にマウス カーソルを移動し、

表示される  アイコンをクリックすると、この列は非表示になります。 

フィルター ポリシー インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 作成 – リボンの [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。新しいフィルター 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 を参照してください。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択したフィルターの構成を変更します。フィルター ポリシーの

構成の編集の詳細については、フィルター ポリシーの作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択したフィルター ポリシーを削除するか、または、[キャンセ

ル] をクリックして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 インターフェイスに戻りま

す。 

フィルター ポリシーの作成 

フィルター ポリシーを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [プロファイル マネージャー] タブで、[設定] グループから [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 ページが表示されます。 

2. [管理] グループから [作成] をクリックします。作成 ページが表示されます。[名前] テキスト ボック

スにフィルター ポリシーの名前を入力し、[説明] テキスト ボックスに今後の参照用の説明 (オプショ

ン) を入力します。 

3. フィルター ルール エリアで、フィルター ルールの情報は 5 列に整理されて表示されます。[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 レベル グループを追加します。これを使用して、特定

のオブジェクト レベルについて 1 つグループに必要な条件を追加することができます。[Exchange 
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メッセージ] オブジェクトは、フィルター ポリシー グループを設定できる唯一のオブジェクトであり、パブリ

ック フォルダー内のすべてのデータ タイプを含むため、このオブジェクトは既定で選択されています。 

4. [条件の追加] をクリックすると、条件を含む新しい行が表示されます。既定のルールは 名前 で、既

定の条件は 次の値を含む です。 

 [名前] をクリックしてドロップダウン リストからルールを変更し、対応する条件および値を指定

します。 

o 名前 および メッセージ クラス のルールについて、利用可能な条件は 次の値を含

む、次の値を含まない、次の値に等しい、および 次の値と異なる です。 

次の値を含む – アイテムの名前 / メッセージ クラスに、設定した値が含まれる

場合、このアイテムがフィルターされ、フィルター結果に含まれます。 

次の値を含まない – アイテムの名前 / メッセージ クラスに、設定した値が含ま

れない場合、このアイテムがフィルターされ、フィルター結果に含まれます。 

次の値に等しい – アイテムの名前 / メッセージ クラスが、設定した値に等しい

場合、このアイテムがフィルターされ、フィルター結果に含まれます。 

次の値と異なる – アイテムの名前 / メッセージ クラスが、設定した値と異なる

場合、このアイテムがフィルターされ、フィルター結果に含まれます。 

o 作成日時 / 更新日時 / 取得時刻 / 開始時刻 / 期限 ルールについて、利用可

能な条件は 次の日時以前、次の日時以降、次の期間内、および 次の期間以前 

です。 

次の日時以前 – アイテムの時間が、設定した値より前にある場合、このアイテム

がフィルターされ、フィルター結果に含まれます。 

次の日時以降 – アイテムの時間が、設定した値より後にある場合は、このアイ

テムがフィルターされ、フィルター結果に含まれます。 

次の期間以内 – アイテムの時間が、設定した期間内の場合、このアイテムがフ

ィルターされ、フィルター結果に含まれます。 

次の期間以前 – アイテムの時間が、設定した期間以前の場合、このアイテムが

フィルターされ、フィルター結果に含まれます。 

複数の条件がある場合は、順序をクリックして条件の順序を調整します。 
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複数の条件がある場合は、必要に応じて論理関係を調整します。既定では、それぞれの条

件の間の論理関係は AND です。現在の論理関係 ([AND] または [OR]) をクリックして、

論理関係を変更することができます。 

o AND – 複数の条件を使用する場合、すべての条件を満たしているデータのみがフィ

ルター結果に含まれます。 

o OR – 複数の条件を使用する場合、条件の少なくとも 1 つに一致するデータがフィ

ルター結果に含まれます。 

5. フィルター ポリシー設定が終了したら、[OK] をクリックして設定を保存し、フィルター ポリシー ページ

に戻ります。 

マッピング設定 

パブリック フォルダー移行ジョブを実行する前に、ドメイン マッピング、ユーザー マッピング、グループ マッピング、お

よび権限マッピングの設定を定義することができます。以下のセクションを参照して、マッピング設定を構成するか

どうかを決定し、マッピング設定の構成を行ってください。 

ドメイン マッピング 

名前は同じで、ドメインの異なるユーザーが移行元と移行先にそれぞれ存在する場合、ドメイン マッピングを使

用して移行元ドメイン名を移行先の SharePoint ドメイン名にマッピングすることができます。移行中に、移行

元ドメイン名は、移行先ノードに指定したドメイン名に変更されます。例えば、ドメイン マッピングを使用して、移

行元ユーザー summer\user1 を SharePoint ドメイン ユーザー may\user1 にマッピングすることができ

ます。 

ドメイン マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックして、[プロファ

イルの作成] タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックして、ドロップダウン メニューから [ドメイン マ

ッピング] を選択します。ドメイン マッピング インターフェイスが表示されます。リボンの [作成] をクリックして、

新しいドメイン マッピング ルールを作成します。 

ドメイン マッピング設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス 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


216  

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

ユーザー マッピング 

既存の移行元ノード ユーザー名を移行先の既存の SharePoint ユーザーへマッピングするには、ユーザー マッ

ピングを使用します。移行中に、移行元ユーザー名は、移行先ノードの指定したユーザー名に置き換えられます。 

ユーザー マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プロフ

ァイルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [ユーザー マ

ッピング] を選択します。ユーザー マッピング インターフェイスが表示されます。リボンの [作成] をクリックして、

新しいユーザー マッピング ルールを作成します。 

ユーザー マッピングの設定の詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してく

ださい。 

グループ マッピング 

既存の移行元グループ名をマッピングするには、グループ マッピングを使用します。移行中に、移行元グループ

名は、移行先ノードの指定したグループ名に置き換えられます。 

グループ マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックして、[プロファ

イルの作成] タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックして、ドロップダウン メニューから [グループ 

マッピング] を選択します。グループ マッピング インターフェイスが表示されます。リボンの [作成] をクリックして、

新しいグループ マッピング ルールを作成します。 

グループ マッピングの設定の詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス 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して、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

行中に、移行元の権限名は、移行先ノードで指定した権限名に置き換えられます。パブリック フォルダー移行

には、既定権限マッピング が用意されており、パブリック フォルダーの権限を SharePoint 権限に移行すること

ができます。このルールは、既定のメイン プロフィールの既定の権限マッピング ルールとして含まれています。 

権限マッピングにアクセスするには、[ホーム] タブでリボンの [プロファイルの作成] をクリックします。プロファイ

ルの作成 タブが表示されます。リボンの [マッピング] をクリックし、ドロップダウン メニューから [権限マッピング] 

を選択します。権限マッピング インターフェイスが表示されます。 

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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権限マッピングの管理 

権限マッピング インターフェイスには、構成済みの権限マッピングのリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示される権限マッピングの表示件数および表示順序を変更することがで

きます。1 ページに表示される権限マッピングの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] ドロップダ

ウン メニューから希望の表示件数を選択します。権限マッピングを並べ替えるには、[名前]、[説明] などの列

見出しをクリックします。 

以下の方法で、権限マッピングを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – [キーワードの入力] テキスト ボックス (キーワードの大文字と小文字は区別されません) に

入力したキーワードによって、表示される権限マッピングをフィルターすることができます。[名前] および 

[説明] の両方の列の値をキーワードで検索することができます。[すべてのページを検索] を選択す

ると、すべてのページからキーワードを検索します。[現在のページを検索] を選択すると、現在のペー

ジからキーワードを検索します。検索結果をキャンセルするには、テキスト ボックスの隣にある  アイコ

ンをクリックしてこのエリアを更新します。すべての権限マッピングが表示されます。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – リストに表示させない列を管理することができます。非表示する列の上にマウス カーソルを移動し、

表示される  アイコンをクリックすると、この列は非表示になります。名前 列を非表示することはできま

せん。 

権限マッピングに対して、以下の操作を実行することができます。 

 作成 – 新しい権限を作成します。権限マッピングの作成の詳細については、権限マッピングの構

成を参照してください。 

 詳細の表示 – 選択した権限マッピングの詳細を表示します。リボンの [詳細の表示] をクリックして選

択し、権限マッピングの構成済み設定を表示します。ここでリボンの [編集] をクリックして、権限マッピ

ングの設定を変更することもできます。権限マッピングの編集 ページに移動し、そのページでこの権限

マッピングを変更することができます。 

 編集 – 構成済みの権限マッピングを編集します。既定の権限マッピングは編集することができません。

権限マッピングの編集の詳細については、権限マッピングの構成 を参照してください。 

 削除 – 選択した権限マッピングを削除します。リボンの [削除] をクリックします。削除を続けるかどう

かを確認する構成ウィンドウがポップアップ表示されます。[OK] をクリックして選択した権限マッピングを
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削除するか、または、[キャンセル] をクリックして選択した権限マッピングを削除せずに 権限マッピング 

ページに戻ります。既定の権限マッピングは削除することができません。 

権限マッピングの構成 

新しい権限マッピングを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。作成済みの権限マッピングを編集する

には、権限マッピングを選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

権限マッピングの作成 / 編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 権限マッピング名 – 権限マッピングの [名前] を入力します。今後の参照用の権限 マッピングの [説

明] (オプション) を入力します。 

 権限マッピング – Exchange 権限から SharePoint 権限へのマッピングを設定します。既定では、

Exchange 権限は SharePoint アクセス許可レベルを設定します。[SharePoint アクセス許可

レベル] ドロップダウン リストから目的の SharePoint アクセス許可レベルを選択して、これを変更する

ことができます。ドロップダウン リストの上部にある [新規 SharePoint アクセル許可レベル] をクリッ

クして、新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成することもできます。 

新しい SharePoint アクセス許可レベルの作成、既存の SharePoint アクセス許可レベルの編集、および、

既存の SharePoint アクセス許可レベル詳細の表示については、SharePoint アクセス許可レベルの管

理 を参照してください。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 

SharePoint アクセス許可レベルを管理することができます。新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成

したり、構成済みの SharePoint アクセス許可レベルの詳細を表示したり、構成済みの SharePoint アクセ

ス許可レベルを編集したり、または、構成済みの SharePoint アクセス許可レベルを削除して、SharePoint 

アクセス許可レベルを管理することができます。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスにアクセスするには、[ホーム] タブで [プロファイル

の作成] > [マッピング] > [権限マッピング] > [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 インターフェイスが表示されます。ここに、既定SharePoint ア

クセス許可レベルまたは構成済みの SharePoint アクセス許可レベルのリストが表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示される SharePoint アクセス許可レベルの表示件数および表示順

序を変更することができます。1 ページに表示する  SharePoint アクセス許可レベルの数を変更するには、右
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下にある [行の表示] のドロップダウン メニューで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]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、SharePoint アクセル許可レベルを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – [キーワードの入力] テキスト ボックス (キーワードの大文字と小文字は区別されません) に

入力したキーワードによって、表示される SharePoint アクセス許可レベルをフィルターすることができ

ます。キーワードは、列の値に含まれるものでなければなりません。[すべてのページを検索] を選択す

ると、すべてのページからキーワードを検索します。[現在のページを検索] を選択すると、現在のペー

ジからキーワードを検索します。検索結果をキャンセルするには、テキスト ボックスの隣にある  アイコ

ンをクリックしてこのエリアを更新します。すべてのアクセス許可レベルが表示されます。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – リストに表示させない列を管理することができます。非表示する列の上にマウス カーソルを移動し、

表示される  アイコンをクリックすると、この列は非表示になります。 

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

 作成 – リボンの [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。新し

い SharePoint アクセス許可レベルの作成については、SharePoint アクセス許可レベルの作

成 を参照してください。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックします。選択したダイナミック マッピングの構成済み

の設定が表示されます。ここでリボンの [編集] をクリックして、SharePoint アクセス許可レベルの設

定を変更することができます。SharePoint アクセス許可レベルの編集 ページに移動し、そのペー

ジでこの許可レベルの設定を変更することができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックして、選択した SharePoint アクセス許可レベルの構成を変更し

ます。なお、投稿、デザイン、フル コントロール、閲覧、表示のみ、PFM すべてのアイテムの削除、PF

M すべてのアイテムの編集、PFM サブフォルダーの作成、PFM アイテムの作成、PFM アイテムの参

照、PFM 自分のアイテムの削除、PFM 自分のアイテムの編集、PFM フォルダー所有者などの既定 

SharePoint アクセス許可レベルは、編集不可です。SharePoint アクセス許可レベルの構成の編

集の詳細については、SharePoint アクセス許可レベルの作成 を参照してください。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行するかどうかを確認するメッセ

ージが表示されます。[OK] をクリックして選択した SharePoint アクセス許可レベルを削除するか、

または、[キャンセル] をクリックして選択した SharePoint アクセス許可レベルを削除せずに Share

Point アクセス許可レベルの管理 インターフェイスに戻ります。なお、投稿、デザイン、フル コントロー
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ル、閲覧、表示のみ、PFM すべてのアイテムの削除、PFM すべてのアイテムの編集、PFM サブフォル

ダーの作成、PFM アイテムの作成、PFM アイテムの参照、PFM 自分のアイテムの削除、PFM 自分

のアイテムの編集、PFM フォルダー所有者などの既定 SharePoint アクセス許可レベルは、削除で

きません。 

SharePoint アクセス許可レベルの作成 

新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成するには、リボンの [作成] をクリックします。構成済みのカスタ

ム SharePoint アクセス許可レベルを編集するには、SharePoint アクセス許可レベルを選択し、リボンの 

[編集] をクリックします。SharePoint アクセス許可レベルを作成 / 編集するには、以下の設定を構成します。 

 名前と説明 – アクセス許可レベルの [名前] および今後の参考用の [説明] (オプション) を入力し

ます。 

 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。権限名の隣にあるチェックボックスをオン

にして、[リストの権限] および [個人の権限] から権限を選択することができます。[すべて選択] チ

ェックボックスを使用すると、すべての権限を選択したり、または選択を解除することができます。[サイト

の権限] に表示する権限は編集できませんが、[リストの権限] または [個人の権限] から権限を

選択すると、[サイトの権限] 内の ページの表示 および 開く の権限は既定で選択されています。 

[OK] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして変更をキャンセルします。 

パブリック フォルダー オンライン移行プロファイルの設定 

オンライン移行プロファイルを使用して、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、および詳細

オプションなどの様々な移行ジョブ設定を指定し、定義することができます。オンライン移行プロファイルを作成す

るには、以下の説明に従ってください。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリッ

クします。 

3. ポップアップ ウィンドウにプロファイル名を入力して、[OK] をクリックします。 

4. 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 メニューから構成済みの [移行オプシ

ョン サブプロファイル] を選択するか、または、名前を入力し、[新規プロファイルの作成] をクリック
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して新しいサブプロファイルを作成します。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。 

5. 画面左側から [フィルター オプション] を選択し、ドロップダウン リストから構成済みのフィルター ポリ

シーを選択するか、または、ドロップダウン メニューから [フィルター ポリシーの新規作成] 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。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 を参照してください。 

6. 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 メニューから構成済みの [マッピ

ング オプション サブプロファイル] を選択するか、または、名前を入力し、[新規プロファイルの作

成] をクリックして新しいサブプロファイルを作成します。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. 画面左側から [詳細オプション] を選択し、[文字数制限設定] および [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。 

8. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイ

ル名を入力して別の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] 

をクリックすると、元の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、元のプロファイ

ルを削除せずに、プロファイルが保存されます。 

移行オプション 

移行オプションの設定を構成してコンテンツおよびセキュリティを SharePoint に移行する方法を指定します。

以下の手順に従って、移行オプションのサブプロファイルを設定します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. 画面左側の [移行オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、 [サブプロファイル管

理] グループの [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。 

3. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリッ

クします。 

4. 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て、[OK] をクリックします。 

5. [コンテンツ] タブをクリックして、以下の設定を構成します。 

 フォルダー移行オプション – 移行元フォルダーの移行方法を選択します。 

o ルート フォルダーをリストとして移行する – このオプションを選択すると、移行先とし

てサイト ノードを選択する場合、選択したフォルダーおよびその下のフォルダー (選択
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したフォルダーのルート フォルダー) をそれぞれのリストに移行します。移行後、選択し

た移行元フォルダー名およびルート フォルダーと同じ名前を持つリストが、移行先に作

成されています。各ルート フォルダーとそれらフォルダー内のデータは、それぞれのリスト

へ移行されます。 

例えば、フォルダー A が選択したルート フォルダーで、フォルダー A の下にフォルダー 

B とフォルダー C 2つのフォルダーがあります(フォルダー B およびフォルダー C は、フォ

ルダー A のルート フォルダーです)。[ルート フォルダーをリストとして移行する] を選

択し、移行先としてサイト ノードを選択する場合、移行結果は次のようになります。 

 フォルダー A の名前が付いたリストが作成され、移行元のフォルダー A に含

まれるデータ (フォルダー B、フォルダー C、およびそれら 2 つのフォルダー内の

データ以外) は、フォルダー A リストに移行されます。 

 フォルダー B および フォルダー C の名前が付いた 2 つのリストが作成され、

移行元のフォルダー B およびフォルダー C に含まれるデータは、データ構造を

保持して、それぞれのリストに移行されます。 

o フォルダー完全パスをリスト名として使用する ‐ このオプションを選択すると、移行先

ノードがサイト レベルの場合、各フォルダー レベル内の選択した移行元データは、フォ

ルダー完全パスの名前が付いたリストに移行されます。 

例えば、移行元のコンテンツとして、フォルダー A を選択します。フォルダー A はパブリ

ック フォルダーのサブフォルダーであり、その中にフォルダー B が含まれます。フォルダー 

B の中にアイテム C が含まれます。移行後、パブリック フォルダー>フォルダー A お

よびパブリック フォルダー>フォルダー A>フォルダー B の名前が付いた 2 つのリス

トが作成され、アイテム C はパブリック フォルダー>フォルダー A>フォルダー B リス

トに含まれます。 

2 つのオプションのいずれも選択されていない場合、移行先としてサイト ノードを選択すると、

選択した移行元フォルダーは、移行元フォルダーの名前が付いた新規作成されたリストに移行

され、元のデータ構造を維持します。 

 フォルダー構造の管理 – 移行先としてリスト ノードを選択した場合、[移行先に最上位フォ

ルダーを作成する] を使用して移行を実行すると、移行結果は次のようになります。 

o 移行元フォルダーと同じ名前の最上位フォルダーが移行先リストに作成され、選択し

た移行元コンテンツはこのフォルダーに移行されます。 
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o このオプションを選択しない場合、唯一の相違点は、最上位フォルダーが作成されな

いことです。 

o 移行先としてサイト ノードを選択した場合、このオプションを選択するかどうかに関係

なく、移行元フォルダーと同じ名前の最上位フォルダーが移行先リストに作成され、選

択した移行元コンテンツはこのフォルダーに移行されます。 

 会話オプション – メールを移行するときに、移行先リストがディスカッション掲示板リストの場合、

[会話をディスカッション スレッドとして移行する] オプションを使用するかどうかを選択します。 

o このオプションを選択すると、PR_CONVERSATION_INDEX プロパティが同じ値

を持っているメールは、それらメールと同じ件名のディスカッションに移行されます。元の

メールの返信メールの本文は、ディスカッションの返信アイテムになります。 

o このオプションを選択しないと、各メールは個々のディスカッションに移行されます。ディ

スカッションの件名としてメールの件名を使用し、ディスカッションの本文としてメールの

本文を使用します。 

o 移行先リストがディスカッション掲示板リストではない場合は、[会話をディスカッション 

スレッドとして移行する] オプションは使用されません。 

 移行元コンテンツの削除 – 移行後、正常に移行された移行元コンテンツを削除するには、

[ジョブの完了に従って移行元コンテンツを削除する] を選択します。データのみが削除され、

フォルダー構造は削除されません。 

*注意: 削除を実行する場合、パブリック フォルダー接続で指定したユーザーが必要な権限を

持っていることを確認してください。 

 コンテンツ タイプ オプション – [定義済みの SharePoint コンテンツ タイプを使用する] 

を選択すると、移行先オブジェクトの既定のコンテンツ タイプが使用されます。このオプションを

選択しない場合は、マッピング オプションで構成したコンテンツ タイプ マッピングが有効になりま

す。 

 Outlook ホーム ページ URL 

o [Outlook ホーム ページ URL を設定する] を選択して移行を実行する場合、

移行先リストの URL は移行元フォルダーのホーム ページ プロパティの値として設定

されます。特定のフォルダーを開くと、SharePoint リスト URL にリダイレクトされます。 

o [Outlook ホーム ページ URL を削除する] を選択して移行を実行すると、移行

元フォルダーのホーム ページ プロパティは空白に設定されます。 
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6. [コンテンツ] タブの隣にある [セキュリティ] タブをクリックして、セキュリティ設定を構成します。 

 親フォルダーからファルダー権限を継承する – 移行したフォルダーが移行元の親フォルダーの

権限を継承するには、このチェックボックスを選択します。 

 移行先リストからファルダー権限を継承する – 移行したフォルダーが移行元リストの権限を

継承するには、このチェックボックスを選択します。 

7. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイ

ル名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削

除せずに、プロファイルが保存されます。 

マッピング オプション 

マッピング オプション設定を構成して、SharePoint コンテンツ タイプ、プロパティ マッピング、コンテンツ タイプ マ

ッピング、フォルダー マッピング、およびセキュリティ マッピングを設定します。WebDAV (既定で選択されている) 

および Web サービスの異なるアクセス方法の場合、マッピング設定を個別に設定する必要があります。以下の

手順に従って、マッピング オプションのサブプロファイルを設定します。 

1. [ホーム] タブから、[プロファイル マネージャー] グループの [プロファイルの作成] をクリックします。

プロファイルの作成 タブが表示されます。 

2. 画面左側の [マッピング オプション] をクリックし、[プロファイルの作成] タブから、[サブプロファイル

管理] グループの [サブプロファイルの編集] をクリックし、[マッピング オプション] フィールドを有効

にします。 

3. [プロファイルの作成] タブから、[プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [新規] をクリッ

クします。 

4. 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て、[OK] をクリックします。 

5. ドロップダウン メニューから [Exchange プロパティ タイプ] を選択します。 

6. それぞれの設定の構成については、SharePoint コンテンツ タイプ、プロパティ マッピング、

コンテンツ タイプ マッピング、フォルダー マッピング、および、セキュリティ マッピ

ング を参照してください。 

7. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。または、[名前を付けて保存] をクリックし、プロファイ

ル名を入力して別のプロファイルとして保存します。[保存して既存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、元のプロファイルを削

除せずに、プロファイルが保存されます。 
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SharePoint コンテンツ タイプ 

SharePoint コンテンツ タイプの設定では、SharePoint Built-in コンテンツ タイプに基づいてコンテンツ タイ

プを作成することができます。作成したコンテンツ タイプを使用して、コンテンツ タイプ マッピングを実行します。

既定では、新しいコンテンツ タイプのリストが既に構成されています。このリストで、例えば、ExchangeDocu

ment コンテンツ タイプは、ドキュメント コンテンツ タイプに基づいて作成されるため、ドキュメント コンテンツ タ

イプは ExchangeDocument コンテンツ タイプの親コンテンツ タイプです。新しいコンテンツ タイプとそれぞ

れの親コンテンツ タイプは、次の表のとおりです。 

コンテンツ タイプ名 ベース タイプ名 

ExchangeDocument ドキュメント 

ExchangeAnnouncement お知らせ 

ExchangeMessage アイテム 

ExchangeContact 連絡先 

ExchangeEvent イベント 

ExchangeTask タスク 

ExchangeNote アイテム 

ExchangeActivity アイテム 

ExchangeDiscussionReply メッセージ 

 

このリストについて、以下のアクションを実行することができます。 

 [コンテンツ タイプの追加] – [コンテンツ タイプの追加] をクリックしてコンテンツ タイプを追加します。

新しい行が表の下部に表示されます。コンテンツ タイプ名を入力し、ドロップダウン リストからベースの 

SharePoint コンテンツ タイプを指定します。 

 既存マッピングの変更 – [コンテンツ タイプ名] リスト内の名前をダブルクリックして、名前を変更し、

[ベース タイプ名] リスト内の名前をダブルクリックして、新しい Build-in コンテンツ タイプを選択しま

す。 

 選択したマッピングの削除 – [選択したコンテンツ タイプの削除] をクリックして選択したコンテンツ 

タイプを削除します。 

 コンテンツ タイプの編集 – [選択したコンテンツ タイプの編集] をクリックして既存コンテンツ タイプ

を編集します。 

コンテンツ タイプを編集するには、以下の説明に従ってください。 
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1. コンテンツ タイプを選択して、[選択したコンテンツ タイプの編集] をクリックします。コンテンツ タイプ 

ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

2. ポップアップ ウィンドウに、選択したコンテンツ タイプに含まれる列および列タイプが表に表示されます。 

3. 新しい列を追加して、列タイプを指定するか、または既存の列を編集することができます。 

 列を追加して列タイプを指定 – [プロパティ マッピングの追加] をクリックして新しい列を追

加し、列タイプを指定します。新しい行が表の下部に表示されます。列名を入力し、ドロップダ

ウン リストから列タイプを指定します。 

 既存列の編集 – [SharePoint 列の表示名] リスト内の列名をダブルクリックして、列名

を変更し、[列タイプ] リスト内のコンテンツ タイプをダブルクリックして、列タイプを変更します。

一部の列は編集不可です。[管理されたメタデータ] 列を使用する場合は、用語セットへの

パス、複数の値を許可するかどうか、および列の複数の値を区切る文字を指定します。既定

の区切り文字は ";" です。 

4. [OK] をクリックしてコンテンツ タイプ設定を保存し、SharePoint コンテンツ タイプ タブに戻ります。 

プロパティ マッピング 

Exchange プロパティのプロパティ マッピングの設定は、コンテンツ タイプ マッピングに使用されます。コンテンツ 

タイプ マッピングを構成するときに、プロパティ マッピングで設定した Exchange プロパティの表示名が選択可

能で、その中の値も移行先の列にマッピング可能です。既定では、プロパティ マッピングの表が既に構成されて

います。この表で、例えば、Exchange プロパティ タブ リスト内のプロパティ タグが urn:schemas:cont

acts:givenName で、表示名 リストの表示名が IPM.Contact.FirstName の場合、コンテンツ タイ

プ マッピングを構成するときに、IPM.Contact.FirstName Exchange プロパティを選択することができま

す。 

この表について、次のアクションを実行することができます。 

 プロパティ マッピングの追加 – [プロパティ マッピングの追加] をクリックしてプロパティ マッピングを

追加します。新しい行が表の下部に表示されます。[表示名] 列に表示名を入力し、[Exchange 

プロパティ タグ] 列にプロパティ タグを入力します。 

 既存マッピングの変更 – [表示名] 列の名前をダブルクリックして、新しい名前を設定し、[Excha

nge プロパティ タグ] 列の名前をダブルクリックして、プロパティ タグを設定します。 

 選択したマッピングの削除 – [選択したマッピングを削除します。] をクリックして選択したプロパティ 

マッピングを削除します。 
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[Web サービス] アクセス方法を選択すると、プロパティ マッピングをカスタマイズすることができます。プロパティ 

マッピングをカスタマイズするには、以下の手順に従ってください。 

1. [カスタマイズ プロパティの設定] チェックボックスを選択します。 

2. [プロパティ マッピングの追加] をクリックします。 

3. [表示名] リストに列の表示名を入力します。 

4. [GUID]、[ID]、[種類]、および [プロパティ タグ] の各列に Exchange プロパティ情報を入力

します。 

5. 別のカスタマイズ プロパティ マッピングを追加するには、手順 2 から 手順 4 までを繰り返します。 

コンテンツ タイプ マッピング 

SharePoint リスト テンプレートに基づいて、各メッセージ クラスのコンテンツ タイプ マッピングを設定することが

できます。既定では、コンテンツ マッピングの設定が既に構成されています。この表で、例えば、移行元データが 

IPM.Post メッセージ クラスを使用し、移行先 SharePoint リストが ドキュメント ライブラリ テンプレートを

使用する場合は、移行先リストへ移行したデータは ExchangeDocument コンテンツ タイプを使用します。

定義済みの表のコンテンツ マッピング設定は、次のとおりです。 

Exchange メッセージ クラス SharePoint コンテンツ タイプ SharePoint リスト テンプレー

ト 

IPM.Post ExchangeDocument ドキュメント ライブラリ 

IPM.Note ExchangeDocument ドキュメント ライブラリ 

IPM.Note ExchangeMessage 一般リスト 

IPM.Note ExchangeAnnouncement お知らせ 

IPM.Post ExchangeAnnouncement お知らせ 

IPM.Document ExchangeAnnouncement お知らせ 

IPM.Post ExchangeMessage 一般リスト 

IPM.Document ExchangeDocument ドキュメント ライブラリ 

IPM.Document ExchangeMessage 一般リスト 

IPM.Appointment ExchangeEvent イベント 

IPM.Contact ExchangeContact 連絡先 

IPM.Task ExchangeTask タスク 

IPM.Activity ExchangeActivity 一般リスト 

IPM.StickyNote ExchangeNote 一般リスト 



228  

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

Exchange メッセージ クラス SharePoint コンテンツ タイプ SharePoint リスト テンプレー

ト 

IPM.Post ExchangeDiscussionReply ディスカッション掲示板 

IPM.Note ExchangeDiscussionReply ディスカッション掲示板 

IPM.Document ExchangeDiscussionReply ディスカッション掲示板 

IPN.Activity ExchangeDocument ドキュメント ライブラリ 

 

この表について、以下のアクションを実行することができます。 

 コンテンツ タイプ マッピングの追加 – [コンテンツ タイプ マッピングの追加] をクリックしてコンテンツ 

タイプ マッピングを追加することができます。新しい行が表の下部に表示されます。ドロップダウン リスト

からメッセージ クラスを選択し、ドロップダウン リストから SharePoint コンテンツ タイプおよび ShareP

oint リスト テンプレートを指定します。 

 既存マッピングの変更 – [Exchange メッセージ クラス] 列のメッセージをダブルクリックして新しい

メッセージ クラスを選択し、[SharePoint コンテンツ タイプ] リスト内のコンテンツ タイプをダブルクリ

ックして新しいコンテンツ タイプを選択し、[SharePoint リスト テンプレート] リスト内のリスト テンプ

レートをダブルクリックして新しいリスト テンプレートを選択します。 

 選択したマッピングの削除 – [選択したマッピングの削除] をクリックして選択したコンテンツ タイプ マ

ッピングを削除します。 

 コンテンツ タイプ マッピングの編集 – [コンテンツ タイプ マッピングの編集] をクリックして既存コンテ

ンツ タイプ マッピングを編集します。 

コンテンツ タイプ マッピングを編集するには、以下の説明に従ってください。 

1. コンテンツ タイプ マッピングを選択して、[コンテンツ タイプ マッピングの編集] をクリックします。コンテ

ンツ タイプ マッピング設定 ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

2. ポップアップ ウィンドウに、Exchange 列名 (Exchange メッセージ クラスに含まれる) から ShareP

oint 列の表示名 (SharePoint コンテンツ タイプに含まれる) への列マッピングが表示されます。 

3. 特定の列マッピングのチェックボックスを選択して、[選択した Exchange 列名の編集] をクリックし

ます。 

4. [Exchange 列名] セクションで、Exchange プロパティを選択するか、または、マクロを定義するこ

とができます。 

 Exchange プロパティの選択 – ドロップダウン リストから列名を選択します。 
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 マクロの定義 – プロパティの組み合わせを指定します。プロパティ名および説明は SharePoi

nt 列にマッピングされます。 

a. [マクロの追加と定義] をクリックします。 

b. ドロップダウン リストからプロパティを選択します (例: [Cc] )。 

c. [条件]列に説明を入力します (例: Jack )。 

d. マクロ結果が更新されます (例; [Cc]Jack )。 

e. 希望のプロパティを追加するには、手順 a から手順 c までを繰り返します (例: [C

c]Jack[Author]Tom )。 

f. [OK] をクリックして設定を完了します。 

g. マクロが SharePoint 列にマッピングされます。SharePoint 列の値が、例えば、[C

c]Jack[Author]Tom のように表示されます。 

5. [OK] をクリックして列マッピング設定を保存し、コンテンツ タイプ マッピング設定 ページに戻ります。

設定に従って新しい列マッピングが更新されます。 

6. [コンテンツ タイプ マッピング設定] ページの [OK] をクリックして、コンテンツ タイプ マッピング タブ

に戻ります。 

フォルダー マッピング 

移行先としてサイト レベルを選択する場合は、Exchange フォルダー各タイプのフォルダーマッピングを設定する

ことができます。既定では、フォルダー マッピングの表が既に構成されています。この表で、例えば、移行元フォル

ダー タイプが urn:content-classes:folder で、移行先 SharePoint リストが Document Librar

y テンプレートを使用する場合、Document Library テンプレートを使用するリストは、移行元データを保

存するために作成されます。リスト テンプレート名をダブルクリックして、リスト テンプレートを変更します。 

セキュリティ マッピング 

ユーザー マッピング、ドメイン マッピング、グループ マッピング、および権限マッピングを指定します。 

 ユーザー マッピング – ドロップダウン リストから、構成済みのユーザー マッピングを選択するか、または、

[ユーザー マッピング] をクリックして新しいユーザー マッピングを作成します。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 パネルのリファレンス 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、構成済みのグループ マッピングを選択するか、または、

[新規グループ マッピング] をクリックしてグループ マッピングを作成します。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 パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 ドメイン マッピング – ドロップダウン リストから、作成済みのドメイン マッピングを選択するか、または、

[ドメイン マッピングの新規作成] を選択して新しいドメイン マッピングを作成します。ドメイン マッピン

グの作成の詳細については DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

1. 権限マッピング – ドロップダウン リストから、構成済みの権限マッピングを選択するか、または、[新し

い権限マッピング] をクリックして新しい権限マッピングを作成します。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 を参照してください。なお、権限マッピングを構成 / 選択しない場合は、

移行中に既定の権限マッピングが適用されます。 

マッピング設定を使用して移行元ユーザーおよび関連する権限を移行するには、上記のマッピング設定の他に、

PublicFolderMigrationConfiguration.xml ファイルを構成する必要もあります。詳細については、パブ

リック フォルダー移行の構成ファイル を参照してください。 

詳細オプション 

詳細オプションの設定を構成して文字数制限設定および禁則文字の置き換え設定を設定します。現在のメイ

ン プロファイルに構成の設定を保存します。 

文字数制限設定  

SharePoint URL、ファイル名、フォルダー名の文字数制限を構成します。SharePoint では、SharePoint 

URL の最大文字数は 260 で、ファイル名やフォルダー名の最大文字数は 8 です。 

 フォルダー名の最大文字数 – 既定値は 60 です。1～128 の間で設定することができます。フォルダ

ー名が設定した制限を超える場合は、フォルダー名の末尾から余分な文字がプルーニングされます。例

えば、フォルダー名の最大文字数に 10 を設定した場合、AaaaaBbbbbCccccDdddd という名

前のフォルダーは、移行後 にAaaaaBbbbb にプルーニングされます。 

 ファイル名の最大文字数 – 既定値は 80 です。1～128 の間で設定することができます。ファイル名

と拡張子名の文字の合計文字数が、設定した文字数制限を超えた場合、ファイル名の末尾の文字

がプルーニングされます。例えば、最大文字数に 6 を設定した場合、123456.doc という名前のフ

ァイルは、移行後に 12.doc にプルーニングされます。 

 SharePoint URL の最大文字数 - 既定値は 255 です。1～260 の間で設定することができま

す。SharePoint URL の文字数は、管理パスの最初の文字の "/" から数えられます。フォルダー / 

ファイルの URL が制限を超える場合、移行結果は次のようになります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o フォルダーの URL が制限を超える場合は、フォルダーおよびそのコンテンツは移行先リストのル

ート フォルダーの下に移行します。例えば、移行元にフォルダー A を選択します。フォルダー A 

には、フォルダー B およびフォルダー C が含まれます。フォルダー B には、フォルダー D 、フォル

ダー E およびファイル E が含まれます。移行時に、フォルダー D の URL が、設定した Shar

ePoint URL の最大文字数を超えている場合、フォルダー D およびそのコンテンツは、ライブ

ラリの最上位にあるフォルダー A と同じレベルに移行されます。 

o ファイルの URL が制限を超える場合は、このファイルは移行先リストのルート フォルダーの下に

移行します。例えば、移行元にフォルダー A を選択します。フォルダー A には、フォルダー B 

およびフォルダー C が含まれます。フォルダー B には、フォルダー D 、フォルダー E およびファイ

ル E が含まれます。移行時に、ファイル E のURL 、が設定した SharePoint URL の最大

文字数を超えている場合、ファイル E はライブラリのルート 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 (パブリック フォルダー内のファイル名およびフォルダー名に存在する) を SharePoi

nt の有効な文字に置き換えます。既定では、すべての禁則文字は "_" に置き換えられます。[フォルダー レ

ベル] または [ファイル レベル] をクリックして、フォルダー名またはファイル名の設定を構成します。 

 禁則文字マッピングを変更するには、[次の項目と置き換える] 列の "_" をダブルクリックして、新しい

有効な文字を入力します。 

 禁則文字マッピングを追加するには、[禁則文字の追加] をクリックします。[SharePoint 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] 列に新しい有効な文字を入力しま

す。 

 構成済みの禁則文字マッピングを 1 つ以上削除するには、[SharePoint の禁則文字一覧] チェ

ックボックスをオンにしてすべてのカスタム マッピングを選択し、削除しないマッピングをオフにして、[選択

した禁則文字の削除] をクリックします。なお、既定の構成済みマッピングは選択 / 削除できません。 
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パブリック フォルダー移行の実行  

パブリック フォルダー移行は、Exchange サーバーのコンテンツ、構成、およびセキュリティを SharePoint 環境

に移行します。 

パブリック フォルダー ジョブを開始するには、[ホーム] タブで、リボンの [オンライン移行] をクリックします。パブリ

ック フォルダー移行ジョブを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. [移行元] ウィンドウで、[移行元の選択] をクリックします。移行元の選択 ポップアップ ウィンドウが

表示されます。 

2. [移行元の選択] ポップアップ ウィンドウで、[エージェント] ドロップダウン リストから希望のエージェン

トを選択します。このエージェントに依存している接続が読み込まれます。[接続] ダウンロード リストか

ら希望の接続を選択します。 

3. [OK] をクリックして、移行元 ウィンドウに戻ります。移行元 ウィンドウに接続名が表示されます。現

在の接続を変更するには、[移行元の変更] をクリックして別の接続を選択します。 

4. 接続名をクリックして移行元データを読み込み、データ ツリーを展開して移行するデータを探します。 

a. 移行するデータのノードを探します。大規模環境で作業する場合は、[キーワードの入力] 

テキスト ボックスにフォルダー ノードの名前を入力して希望のノードを検索します。現在展開

されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。展開されているツリ

ーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、検索結果が表示さ

れるまで少し時間がかかります。 

b. 該当するチェックボックスをオンにして、移行元ノードを選択します。各フォルダー レベルには、

アイテム という名前のノードが存在し、このアイテム ノード内のオブジェクト (ファイルおよびア

イレムを含む) の数が表示されます。[アイテム] ノードをクリックすると、アイテム ブラウザ ペ

ージが表示されます。該当するチェックボックスをオンにして移行するファイル / アイテムを選択

し、[OK] をクリックします。 

*注意: 移行で、異なる Exchange フォルダーについてサポートされているリストおよびライブラリの詳

細については、Exchange フォルダーの各タイプでサポートされるリスト / ライブラリ を

参照してください。 

5. [移行先] ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開し、移行先サイト / リストを選択し

ます。 
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 移行元データの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は、[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希望のサイト コレクションを検

索します。現在展開されているツリーに表示されているノード名のみを検索することができます。

展開されているツリーに表示されていないノードは検索されません。キーワードを入力すると、

検索結果が表示されるまで少し時間がかかります。 

 該当するチェックボックスをオンにして移行先ノードを選択します。現在のページから移動せず

に、新しいコンテナを移行先ノードとして作成することができます。 

SharePoint 内コンテナの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。 

 それぞれの移行元フォルダー ノードについて、移行先にサイト ノードを選択する場合、新規

作成されたリスト / ライブラリは、フォルダー マッピングで構成したテンプレートを使用します。

移行先にリスト / ライブラリ ノードを選択する場合、リスト / ライブラリのみが特定のテンプレ

ートを使用することができます。サポートされるテンプレートの詳細については、Exchange フ

ォルダーの各タイプでサポートされるリスト / ライブラリ を参照してください。 

*注意: DocAve コネクタによって作成 / 使用されたライブラリ、または DocAve ストレージ マネージ

ャー ルールに適用されたライブラリは、パブリック フォルダーの移行先ノードとして選択することはできませ

ん。これらのライブラリを選択すると、移行ジョブは失敗します。 

6. 移行ジョブをただちに実行するには、[ただちに実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイス

が表示されます。 

 競合解決 – 移行元ノードのパブリック フォルダーのオブジェクト名 / ID が移行先ノードの既

定オブジェクトと同じ場合は、競合として処理されます。 

o コンテナ レベルの競合解決 – リストおよびフォルダー レベルの競合解決を設定しま

す。2 つの解決方法があります。 

 [スキップする] を選択すると、移行先コンテナと同じ名前の移行元コンテナ

を無視します。移行元コンテナ内のコンテンツについては、[下位オブジェクト

を確認する] チェックボックスを選択しない場合、コンテンツも無視されます。

[下位オブジェクトを確認する] チェックボックスを選択している場合は、コン

テンツ レベルの競合解決の構成を続行します。 

 [マージ] を選択すると、リストア元とリストア先のコンテナ構成を結合します。

移行元コンテナ内のコンテンツについては、コンテンツ レベルの競合解決の構

成を続行します。 
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o コンテンツ レベルの競合解決 – アイテム / ドキュメント レベルの競合解決方法を設

定します。2 つの解決方法があります。 

 [スキップする] を選択すると、移行先アイテム / ドキュメントと同じ Excha

nge ID の移行元アイテム / ライブラリを無視します。 

 [上書きする] を選択すると、同じ Exchange ID の移行先アイテム / ド

キュメントを上書きして、移行元アイテム / ドキュメントを移行先にコピーしま

す。 

競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 プロファイルの選択 – プロファイル マネージャーで構成したメイン プロファイルを指定します。 

 移行データベース – ジョブのデータを保存するための移行データベースを指定するかどうかを

選択します。移行データベースを設定しない場合は、[移行データベース] リンクをクリックし

て、新しい移行データベースを作成します。 

7. [新しいプランとして保存] をクリックします。新しいプランとして保存 インターフェイスが表示されます。

以下の設定を構成して、移行プランを作成します。 

 プラン名 – プラン名および今後の参照用の説明 (オプション) を入力します。 

 プロファイルの選択 – ドロップダウン メニューから、作成済みのメイン プロファイルを選択しま

す。 

 スケジュールの選択 – 移行ジョブを開始するスケジュールを指定します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択するとプランを手動で実行します。 

o 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。[スケジュールの追加] をクリック

すると、スケジュールの追加 インターフェイスが表示されます。以下の設定を構成し、

[OK] をクリックしてスケジュールの構成を保存します。 

 オプション – 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、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。[増分実行] を選択すると、前回の移行ジョブから移行元ノードで変更

されたコンテンツのみを移行します。 

 競合解決 – 移行元ノードのパブリック フォルダーのオブジェクト名 / ID が移

行先ノードの既定オブジェクトと同じ場合、競合として処理されます。 
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o コンテナ レベルの競合解決 – リストおよびフォルダー レベルの競合

解決を設定します。2 つの解決方法があります。 

[スキップする] を選択すると、移行先コンテナと同じ名前の移行元

コンテナを無視します。移行元コンテナ内のコンテンツについては、

[下位オブジェクトを確認する] チェックボックスを選択しない場合、

コンテンツも無視されます。[下位オブジェクトを確認する] チェック

ボックスを選択している場合は、コンテンツ レベルの競合解決の構

成を続行します。 

[マージ] を選択すると、リストア元とリストア先のコンテナ構成を結

合します。ます。移行元コンテナ内のコンテンツについては、コンテンツ 

レベルno競合解決の構成を続行します。 

o コンテンツ レベルの競合解決 – アイテム / ドキュメント レベルの競

合解決を設定します。2 つの解決方法があります。 

[スキップする] を選択すると、移行先アイテム / ドキュメントと同じ 

Exchange ID の移行元アイテム / ライブラリを無視します。 

[上書きする] を選択すると、同じ Exchange ID の移行先アイテ

ム / ドキュメントを上書きして、移行元アイテム / ドキュメントを移

行先にコピーします。 

競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

 スケジュール設定 – 定期的なスケジュールの実行頻度を指定します。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。 

 再実行時間 – 実行中の定期的なスケジュールの開始時刻と終了時刻を

指定します。 

o 開始時刻 – プランの開始時刻を設定し、開始時刻の下にタイム 

ゾーンを変更できます。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。 

o スケジュールの終了時刻 – スケジュール ジョブの終了時刻を指定

します。 

終了時刻なし – このオプションを選択して、手動で停止するまでプ

ランの実行を繰り返します。 
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指定の回後に終了 – このオプションを選択すると、テキスト ボックス

に構成した回数を実行した後にプランを停止します。 

終了時刻 - プランの再実行を終了する時刻を設定します。 

リボンの [OK] をクリックすると、スケジュール設定の構成を保存します。リボンの [キャンセ

ル] をクリックすると、変更を保存せずに プランの設定 インターフェイスに戻ります。 

複数のスケジュールを作成するには、上記の構成を繰り返します。[カレンダー ビュー] をクリ

ックしてカレンダーで構成済みスケジュールをプレビューします。スケジュールの隣にある  を

クリックして構成済みスケジュールを削除することができます。 

 通知 – ドロップダウン リストから、構成済みの通知を選択するか、または、[通知プロファイ

ルの新規作成] をクリックして新しい通知を作成します。通知プロファイルの作成の詳細につ

いては、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

 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、または、新しいプラン グループを作成して、選択したプラン グループ設定に従ってプラン

を実行します。プラン グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。 

 移行データベース – それぞれのファームについて、SQL サーバーにジョブの詳細情報を保存

するために、構成済みの移行データベースを使用することができます。移行データベースの作

成の詳細については、移行データベースの構成 を参照してください。 

 [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 インターフェイスが表

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。[保存して実行] をクリッ

クして構成したプランを保存します。ただちに実行 インターフェイスが表示されます。詳細につ

いては、以下のセクションを参照してください。 

o オプション – 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、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。[増分実

行] を選択すると、前回の移行ジョブから移行元ノードで変更されたコンテンツのみ

を移行します。 

o 競合解決 – 移行元ノードのパブリック フォルダーのオブジェクト名 / ID が移行先ノ

ードの既定オブジェクトと同じ場合は、競合として処理されます。 

 コンテナ レベルの競合解決 – リストおよびフォルダー レベルの競合解決を

設定します。2 つの解決方法があります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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[スキップする] を選択すると、移行先コンテナと同じ名前の移行元コンテ

ナを無視します。移行元コンテナ内のコンテンツについては、[下位オブジェ

クトを確認する] チェックボックスを選択しない場合、コンテンツも無視され

ます。[下位オブジェクトを確認する] チェックボックスを選択している場合

は、コンテンツ レベルの競合解決の構成を続行します。 

[マージ] を選択すると、リストア元とリストア先のコンテナ構成を結合します。

ます。移行元コンテナ内のコンテンツについては、コンテンツ レベルの競合解

決の構成を続行します。 

 コンテンツ レベルの競合解決 – アイテム / ドキュメント レベルの競合解決

を設定します。2 つの解決方法があります。 

[スキップする] を選択すると、移行先アイテム / ドキュメントと同じ Excha

nge ID の移行元アイテム / ライブラリを無視します。 

[上書きする] を選択すると、同じ Exchange ID の移行先アイテム / ド

キュメントを上書きして、移行元アイテム / ドキュメントを移行先にコピーし

ます。 

競合解決の詳細については、付録 D: 競合解決 を参照してください。 

8. [OK] をクリックしてジョブをただちに実行するか、または、[キャンセル] をクリックすると、プラン マネー

ジャー インターフェイスが表示され、最近保存したプランが一覧表示されます。 
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Exchange フォルダーの各タイプでサポートされるリスト 

/ ライブラリ  

移行元フォルダー ノードを選択する場合に、移行先にサイト ノードを選択すると、新規作成されたリスト / ライ

ブラリは、フォルダー マッピングで構成したテンプレートを使用します。 

移行元フォルダー ノードを選択する場合に、移行先にリスト / ライブラリ ノードを選択すると、リスト / ライブラリ

のみが特定のテンプレートを使用することができます。選択した移行先リスト / ライブラリ ノードに互換性がない

場合は、画面下部にメッセージが表示されます。選択した Exchange プロパティ タイプに従って、それぞれのフ

ォルダー タイプは特定のリスト / ライブラリ テンプレートでサポートされます。詳細については、次の表を参照して

ください。 

Exchange プロパティ 

タイプ 

Exchange フォルダー タイプ  サポートされるリスト / ライブ

ラリ 

WebDAV 

 

urn:content-classes:folder 

 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

一般リスト 

お知らせ 

urn:content-classes:mailfolder 

 

ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

一般リスト 

お知らせ 

urn:content-classes:calendarfolder イベント 

urn:content-classes:contactfolder 連絡先 

urn:content-classes:taskfolder タスク 

urn:content-classes:journalfolder 

 

一般リスト 

ドキュメント ライブラリ 

urn:content-classes:notefolder 一般リスト 

Web サービス 

 

IPF ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

一般リスト 

お知らせ 

IPF.Note ドキュメント ライブラリ 
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Exchange プロパティ 

タイプ 

Exchange フォルダー タイプ  サポートされるリスト / ライブ

ラリ 

ディスカッション掲示板 

一般リスト 

お知らせ 

IPF.Appointment イベント 

IPF.Contact 連絡先 

IPF.Task タスク 

IPF.Journal 一般リスト 

ドキュメント ライブラリ 

IPF.StickyNote 一般リスト 

IPF.Note.InfoPathForm ドキュメント ライブラリ 

ディスカッション掲示板 

一般リスト 

お知らせ 

 

移行元フォルダー ノードに異なるフォルダー タイプが含まれる場合、移行元フォルダーと異なるタイプのフォルダー

は、新規作成されたリスト / ライブラリに移行されます。新規作成されたリスト / ライブラリには、フォルダーの完

全パスの名前が付けられます。その新規作成されたリスト / ライブラリで、アイテム / ドキュメントが作成され、そ

のアイテム / ドキュメントに、移行先で移行した移行元フォルダーにアクセスするためのリンク情報が含まれます。 
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サブプロファイルの管理 

既存サブプロファイルを管理するには、以下の説明を参照してください。 

既存サブプロファイルの編集 

1. [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。 

2. [サブプロファイル管理] グループの [サブプロファイルの編集] をクリックして、サブプロファイル設定を

編集します。 

3. [プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [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、プロファイル名を入力して別の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] をクリックすると、元の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、元のプロファイルを削除せずに、プロファイルが保存さ

れます。 

既存サブプロファイルの削除 

1. [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。 

2. [プロファイル / サブプロファイル管理] グループの [削除] をクリックするか、または、ドロップダウン リ

スト内サブプロファイル名の隣にある [削除] を直接クリックして、サブプロファイルを削除します。なお、

既定のサブプロファイルおよびメイン プロファイルに使用されるサブプロファイルは削除できません。 

構成済みサブプロファイルのアップロード 

1. [プロファイルの作成] インターフェイスで、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。 

2. [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にします。 

3. [サブプロファイル管理] グループの [アップロード] をクリックします。 

4. 作成済みのサブプロファイルを選択し、[開く] をクリックしてそれをアップロードします。このサブプロファイ

ルと同じ名前のサブプロファイルが DocAve に存在する場合は、2 つのオプションがあります。 

 新しい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、接尾辞を追加

してアップロードしたサブプロファイル名を指定します (例: subprofile_1 )。 
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 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。既定のマッピング 

サブプロファイルおよび既定の移行オプション サブプロファイルを上書きすることはできません。 

既存サブプロファイルのダウンロード 

1. [プロファイルの作成] インターフェイスで、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。 

2. 既存のサブプロファイルを選択し、[サブプロファイル管理] グループの [サブプロファイルの編集] をク

リックします。 

3. [サブプロファイル管理] グループの [ダウンロード] をクリックして、サブプロファイルをローカル ディスク

へ保存します。 
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プランの管理 

各モジュールで作成された移行プランについては、プラン マネージャーを使用してそれらを管理することができます。

移行モジュールを起動し、[ホーム] タブの隣にある [プラン マネージャー] をクリックします。プラン マネージャ

ー インターフェイスには、以前に作成したプランがメイン表示ウィンドウに表示されます。 

このインターフェイスでは、1 ページに表示されるプランの表示件数を変更することができます。1 ページに表示さ

れるプランの表示件数を変更するには、画面右下の [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の表示件数

を選択します。プランを並べ替えるには、[プラン名]、[説明] などの列見出しをクリックします。 

以下の方法で、プランを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – [キーワードの入力] テキスト ボックス (キーワードの大文字と小文字は区別されません) に

入力したキーワードによって、表示されるプランをフィルターすることができます。キーワードは、列の値に

含まれるものでなければなりません。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択

して検索範囲を定義します。[すべてのページを検索] を選択すると、すべてのページで列にキーワード

を含むプランが表示されます。[現在のページを検索] を選択すると、現在のページのみで列にキーワ

ードを含むプランが表示されます。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示することができます。  をクリックし

て列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

 – リストに表示させない列を管理することができます。非表示する列の上にマウス カーソルを移動し、

表示される  アイコンをクリックすると、この列は非表示になります。 

プラン管理 インターフェイスでは、以下の操作を実行します。 

 詳細の表示 – プランを選択し、[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 ツリーに表示されます。リボンの [設定] をクリックしてこのプランの移行設定を表示します。選択

したノードを変更するか、または移行設定を変更する場合は、リボンの [編集] をクリックします。 

 編集 – プランを選択し、リボンの [編集] をクリックして、選択したプランの構成を変更します。選択し

たノードを変更し、移行設定を変更することができます。また、[プロファイルの作成] または [コンテナ

の作成] をクリックして該当するアクションを実行することができます。 

 削除 – 削除するプランを選択して、リボンの [削除] をクリックします。確認ウィンドウに、削除を続行

するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[OK] をクリックして選択したプランを削除するか、ま
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たは、[キャンセル] をクリックして選択したプランを削除せずに プラン マネージャー インターフェイスに戻

ります。 

 テストを実行 – [テストを実行] をクリックすると、実際の移行ジョブをシミュレーションするテスト実行ジ

ョブを実行します。テスト実行のジョブ レポートを表示すると、移行元コンテンツを移行先に移行できる

かどうかがわかり、プランを調整したり、設定を最適化することができます。 

 ただちに実行 – [ただちに実行] をクリックして移行ジョブを実行します。 

 Excel の生成 – ファイル システム移行プランを選択する場合に、[Excel の生成] クリックして Exc

el ファイルを生成し、メタデータ ファイルをカスタマイズすることができます。生成した Excel ファイルの使

用については、メタデータ Excel ファイル を参照してください。 
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移行ツール 

いくつかのツールは、移行モジュールと一緒に提供されます。これらのツールの使用方法については、DocAve 6 

補足ツール ユーザー ガイド を参照してください。 

 ファイル システム移行ツール – このツールを使用して、ネットシェア パスへの接続をテストし、権限やプ

ロパティのファイル情報を検索し、テスト移行ジョブを実行して移行元データをスキャンし、ファイル システ

ムの移行中に使用できるドメイン マッピング、グループ マッピングおよびユーザー マッピングを構成します。 

 パブリック フォルダー移行ツール – このツールを使用して、移行のために選択した移行元コンテンツを

スキャンし、必要な情報を表示するためのカスタム レポートを生成します。 

 Notes/Domino 移行ツール – このツールを使用して、ネットシェア パスをテストし、Notes/Domi

no 接続、コンテンツ タイプ マッピング、ユーザー マッピング、InfoPath マッピングを構成し、データベー

スを分析し、レポートを生成します。 

 eRoom 移行ツール – このツールを使用して、移行のために選択した移行元コンテンツをスキャンし、

スキャンしたコンテンツを表示するためのレポートを生成します。また、ドメイン マッピング、ユーザー マッピ

ング、およびグループ マッピングを構成することができ、これらは eRoom の移行で使用することができ

ます。 

 Livelink ツール – このツールを使用して、移行のために選択した移行元コンテンツをスキャンし、スキ

ャンしたコンテンツの情報を表示します。また、ドメイン マッピングおよびユーザー マッピングを構成するこ

とができ、これらは Livelink の移行で使用することができます。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf


 245 

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

移行ホット キー モードへのアクセス 

効率的な作業および生産性の向上を目的として、キーボードのみを使用して迅速なアクションを実行できるよう

に DocAve ではホット キー モードがサポートされています。 

ホット キー モードにアクセスするには、DocAve インターフェイスで、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを同時

に押し、次に 1 を押すと、製品ウィンドウに直接入ります。移行製品にアクセスするには、M を押します。 

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。以下のホット キーを使用すると、対応する製品のインターフェ

イスにアクセスすることができます。 

例えば、F を押し続けると、ファイル システム移行 インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

SharePoitn 移行  SM  

ファイル システム移行 F 

Notes/Domino 移行 N 

eRoom 移行 E 

Livelink 移行 L 

パブリック フォルダー移行 P 

 

ファイル システム移行 

ファイル システム移行インターフェイスでホット キー モードにアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを同時に

押します。 

下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻るには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを

押します。 

例えば、続けて H を押し続けると、ホーム タブに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

ホーム H 

プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 
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DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細 0 

 

ホームページ 

ファイル システム移行インターフェイスで、ホット キーを使用してホーム ページにアクセスするには、Ctrl + Alt 

+ Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの H を押してホーム ページに入ります。 

次の表は、ホーム ページのリボンの機能のホット キーのリストです。 

例えば、O を押し続けると、オンライン移行 ページに移動します。 

機能名とホット キー 

ファイル システム移行  F 

オンライン移行 O 

プロファイルの作成 CP 

接続の構成 CF 

移行データベース MD 

ジョブ モニター J 

 

ファイル システム オンライン移行 

機能名とホット キー 

オンライン移行 O 

コンテナの作成 CC OK O 

キャンセル C 

プロファイルの作成 CP 

接続の構成 CF 

移行データベース MD 

ジョブ モニター J 
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新しいプランとし

て保存  

A 保存 S 保存 SA 

保存して実行 SR 

キャンセル C 

ただちに実行 R 

 

プロファイルの作成 

機能名とホット キー 

フィルター ポリシー F 作成 N OK O 

キャンセル B 

編集 E OK O 

キャンセル B 

削除 D 

閉じる X 

マッピング M ドメイン マッピング DO 

ユーザー マッピング U 

グループ マッピング G 

権限マッピング P 

ダイナミック マッピング DY 

既定に設定 DF 

サブプロファイルの編集 ES 

アップロード U 

ダウンロード  DL 

新規 N 

削除 DE 

保存 S 保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

閉じる X 

 

接続の構成 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 
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キャンセル C 

詳細の表示 V 編集 E OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる X 

 

移行データベース 

機能名とホット キー 

構成 C OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

 

プラン マネージャー 

ホット キーを使用してプラン マネージャー ページにアクセスするには、Notes/Domino 移行 インターフェイス

で Ctrl + Alt + Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの P を押してプラン マネー

ジャー ページに入ります。 

例えば、V を押し続けると、詳細の表示 インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

詳細の表示 V 移動元と移動先 SD 

設定 SE 編集 E 

閉じる X 

編集 E 移動元と移

動先 

SD 

設定 SE 

保存 SA 保存 SA 
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名前を

付けて

保存 

A 

保存し

て実行 

SR 

キャンセル C 

閉じる X 

編集 E 移動元と移動

先 

SD コンテナの作

成 

CC OK O 

キャンセ

ル 

C 

保存 SA 保存 SA 

名前を

付けて

保存 

A 

保存し

て実行 

SR 

キャンセル C 

設定 SE 保存 SA 保存 SA 

名前を

付けて

保存 

A 

保存し

て実行 

SR 

キャンセル C 

削除 D 

テスト実行 TR OK O 

キャンセル C 

ただちに実行 R OK O 

キャンセル C 

Excel の生

成 

G 
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SharePoint 2007 to 2010 移行 

効率的な作業および生産性の向上を目的として、キーボードのみを使用して迅速なアクションを実行できるよう

に DocAve ではホット キー モードがサポートされています。 

SharePoint 2007 to 2010 移行インターフェイスでホット キー モードにアクセスするには、Ctrl +Alt + Z 

キーを同時に押します。 

下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻るには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを

押します。 

例えば、続けて H を押し続けると、ホーム タブに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

ホーム H 

プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

 

ホーム ページ 

機能名とホット キー 

SharePoint 2007 to 2010 移行 SM 

オンライン移行 O 

エクスポート  E 

インポート I 

新規プラン N 

コンテナの作成 CC 

プレビュー P 

プロファイルの作成 CP 

移行データベース MD 

ストレージ ポリシー SP 
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ジョブ モニター J 

 

 

SharePoint 2007 to 2010 オンライン移行 

機能名とホット キー 

オンライン移行 O 

新規プラン N 

プレビュー P 

プロファイルの作成 CP 

移行データベース MD 

ストレージ ポリシー SP 

ジョブ モニター J 

新しいプランとして保存  A 保存 S 保存 S 

保存して実行 R 

キャンセル C 

ただちに実行 R 

 

プロファイルの作成 

機能名とホット キー 

オンライン プロファイル OP 

エクスポート プロファイル EP 

インポート プロファイル IP 

アップロード プロファイル UP 

ダウンロード プロファイル LP 

既定に設定 F 

新規 N 

削除 D 

保存 S 保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

閉じる X 
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移行データベース 

機能名とホット キー 

構成 C OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

 

プラン マネージャー ページ 

ホット キーを使用してプラン マネージャー ページにアクセスするには、SharePoint 2007 to 2010 移行 

インターフェイスで Ctrl+Alt+Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの P を押して

プラン マネージャー ページに入ります。 

次の表は、プラン マネージャー ページのリボンの機能のホット キー リストです。 

例えば、続けて V を押し続けると、詳細表示 インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

詳細の表示   V 移動元と移動先 SD 

設定 SE 

編集 E 

閉じる X 

編集   E コンテナの作成 CC 

保存   S 保存  S 

名前を付けて保存  A 

保存して実行 R 

キャンセル X 

削除 D 

テスト実行 TR 

ただちに実行 R 
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パブリック フォルダー移行 

パブリック フォルダー移行インターフェイスでホット キー モードにアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを同時

に押します。 

下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻るには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを

押します。 

例えば、続けて H を押し続けると、ホーム タブに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

ホーム H 

プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

ユーザー 9 

ヘルプと詳細 0 

 

ホームページ 

ホット キーを使用してホーム タブにアクセスするには、パブリック フォルダー移行 インターフェイスで Ctrl+Alt

+Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの H を押してホーム タブに入ります。 

次の表は、ホーム タブのリボンの機能のホット キーのリストです。 

例えば、O を押し続けると、オンライン移行 ページに移動します。 

機能名とホット キー 

パブリック フォルダー移行  F 

オンライン移行 O 

プロファイルの作成 CP 

接続の構成 CF 
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機能名とホット キー 

移行データベース MD 

ジョブ モニター J 

 

オンライン移行 

機能名とホット キー 

オンライン移行 O 

新規プラン N 

移行元の選択 SS 

プロファイルの作成 CP 

接続の構成 CF 

移行データベース MD 

ジョブ モニター J 

新しいプランとして保存  A 

ただちに実行 R 

 

プロファイルの作成 

機能名とホット キー 

フィルター ポリシー F 作成 N OK O 

キャンセル B 

編集 E OK O 

キャンセル B 

削除 D 

閉じる X 

マッピング M ドメイン マッピング D 

ユーザー マッピング U 

グループ マッピング G 

権限マッピング P 

既定に設定 SD 

サブプロファイルの編集 ES 

アップロード UP 

ダウンロード  DL 
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機能名とホット キー 

新規 N 

削除 D 

保存 S 保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

閉じる X 

 

接続の構成 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

キャンセル C 

詳細の表示 V 編集 E OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる X 

移行データベース 

機能名とホット キー 

構成 C OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

 

プラン マネージャー ページ 

ホット キーを使用して プラン マネージャー ページにアクセスするには、パブリック フォルダー移行 インターフェイ

スで Ctrl+Alt+Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの P を押して プラン マネ

ージャー ページに入ります。 

次の表は、プラン マネージャー ページのリボンの機能のホット キーのリストです。 
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例えば、V を押し続けると、詳細の表示 インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

詳細の表示 

 

V SD 移行元と移行先 

SE 設定 

編集 E 

 

保存 

 

S 

 

保存して実行 R 

保存 S 

名前を

付けて

保存 

A 

キャンセ

ル 

C 

閉じる X 

編集 E SD 移行元と移行先 

SE 設定 

P プロファイルの作成 

保存 

 

SA 

 

保存して実行 SR 

保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

削除 D 

テスト実行 

 

TR 

 

OK O 

キャンセル C 

ただちに実行 

 

R OK O 

キャンセル C 

Excel の生成 G 
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Notes/Domino 移行 

Notes/Domino 移行 インターフェイスでホット キー モードにアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを同

時に押します。 

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。下位のレベルのインターフェイスにアクセスした後にトップ レベ

ルには、Ctrl +Alt + Z を押します。 

例えば、H を押し続けると、Notes/Domino 移行の ホーム タブに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

Notes/Domino 移行ホーム ページ H 

プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細 0 

 

ホームページ 

Notes/Domino 移行 インターフェイスで、ホット キーを使用してホーム ページにアクセスするには、Ctrl + 

Alt + Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの H を押してホーム ページに入ります。 

次の表は、ホーム ページのリボンの機能のホット キーのリストです。 

例えば、O を押し続けると、オンライン移行 ページに移動します。 

機能名とホット キー 

オンライン移行 O 

エクスポート E 

インポート I 

プロファイルの作成 CP 
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機能名とホット キー 

接続の構成 CF 

移行データベース MD 

ジョブ モニター J 

 

移行データベース 

機能名とホット キー 

構成  C OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

 

接続の構成 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

キャンセル C 

詳細の表示 V 編集 E 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる X 

 

プロファイルの作成 

機能名とホット キー 

オンライン移行 O 

エクスポート モード EX 

インポート モード I 

フィルター ポリシー F 作成 N OK O 

キャンセル B 

編集 E OK O 

キャンセル B 
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機能名とホット キー 

削除 D 

閉じる X 

マッピング M ユーザー マッピン

グ 

U 

グループ マッピン

グ 

G 

権限マッピング P 作成 N 

詳細の表示 V 

編集 E 

削除 D 

SharePoint 

アクセス許可

レベルの管理 

M 

閉じる X 

既定に設定 DF 

サブプロファイルの編

集 

ES     

新規 N 

削除 D 

保存 S 保存 S 

名前を付けて保

存 

A 

キャンセル C 

閉じる X 

 

オンライン移行 

機能名とホット キー 

新規プラン N 

移行元の選択 SS OK O 

キャンセル C 

コンテナの作成 CC OK O 

キャンセル C 
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機能名とホット キー 

新しいプランとして

保存 

A 保存 S 保存 SA 

保存して実行 SR 

キャンセル C 

ただちに実行 R OK O 

キャンセル C 

移行元の変更 SS OK O 

キャンセル C 

 

エクスポート 

機能名とホット キー 

移行元の選択 SS 

エクスポート先 SL エクスポート 

モード 

P 作成 N OK O 

キャンセ

ル 

C 

詳細の表

示 

V 編集 E 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセ

ル 

C 

削除  D 

閉じる X 

新しいプランと

して保存 

A 保存  S 保存 SA 

保存して実

行 

SR 

新規プラン N 

 

インポート 

機能名とホット キー 

エクスポート先 SL インポート モ

ード 

I 作成 N OK O 

キャンセ

ル 

C 
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機能名とホット キー 

詳細の表示 V 編集 E 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセ

ル 

C 

削除 D 

閉じる X 

新しいプランと

して保存 

A 保存 S 保存 SA 

保存して実

行 

SR 

新規プラン N 

 

プラン マネージャー ページ 

ホット キーを使用してプラン マネージャー ページにアクセスするには、Notes/Domino 移行 インターフェイス

で Ctrl + Alt + Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの P を押してプラン マネー

ジャー ページに入ります。 

例えば、V を押し続けると、詳細の表示 インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

詳細の表示 V 移動元と移動

先 

SD 

設定 SE 編集 E 

閉じる X 

編集 E 移動元と移

動先 

SD 

設定 SE 

保存 SA 保存 SA 

名前を

付けて

保存 

A 

保存し SR 
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機能名とホット キー 

て実行 

キャンセル C 

編集 E 移動元と移動

先 

SD コンテナの作

成 

CC OK O 

キャンセ

ル 

C 

保存 SA 保存 SA 

名前を

付けて

保存 

A 

保存し

て実行 

SR 

キャンセル C 

設定 SE 保存 SA 保存 SA 

名前を

付けて

保存 

A 

保存し

て実行 

SR 

キャンセル C 

削除 D 

テスト実行 TR OK O 

キャンセル C 

ただちに実行 R OK O 

キャンセル C 

 

 

eROOM 移行  

eRoom 移行 インターフェイスでホット キー モードにアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを同時に押しま

す。 
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下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻るには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを

押します。 

例えば、続けて H を押し続けると、ホーム タブに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

eRoom 移行ホーム ページ H 

eRoom プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細 0 

ホームページ 

ホット キーを使用して ホーム ページにアクセスするには、eRoom 移行 インターフェイスで Ctrl + Alt + Z 

キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの H を押してホーム ページに入ります。 

次の表は、ホーム タブのリボンの機能のホット キーのリストです。 

例えば、O を押し続けると、オンライン移行 ページに移動します。 

機能名とホット キー 

eRoom 移行  F 

オンライン移行 O 

エクスポート E 

インポート  I 

新規プラン  N 

プロファイルの作成 CP 

移行データベース MD 構成 C OK O 

キャン

セル 

C 
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閉じる X 

 

ジョブ モニター J 

プロファイルの作成ページ 

ホーム タブで、CP を押し続けると、プロファイルの作成 ページに移動します。 

次の表は、プロファイルの作成 タブのリボンの機能のホット キーのリストです。 

機能名とホット キー 

オンライン移行  O 

エクスポート モード EX 

インポート モード I 

フィルター ポリシー F 作成 N 

編集 E 

削除 D 

閉じる X 

マッピング  M ドメイン マッピング DO 

ユーザー マッピング U 

グループ マッピング G 

既定に設定 DF 

サブプロファイルの編集 ES 

アップロード U 

ダウンロード DL 

新規 N 

削除 DE 

保存 S 保存  S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

閉じる X 

 

プラン マネージャー ページ 
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ホット キーを使用して プラン マネージャー ページにアクセスするには、eRoom 移行 インターフェイスで Ctrl 

+ Alt + Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの P を押して プラン マネージャー 

ページに入ります。 

次の表は、プラン マネージャー タブのリボンの機能のホット キーのリストです。 

例えば、O を押し続けると、オンライン移行 ページに移動します。 

機能名とホット キー 

詳細の表示 V 移動元と移動先 SD 

設定 SE 編集 E 

閉じる X 

編集 E 移動元と移

動先 

SD 

設定 SE 

保存 SA 保存 SA 

名前を

付けて

保存 

A 

保存し

て実行 

SR 

キャンセル X 

閉じる X 

編集 E 移動元と移動

先 

SD コンテナの作

成 

CC OK O 

キャンセ

ル 

C 

保存 SA 保存 SA 

名前を

付けて

保存 

A 

保存し

て実行 

SR 

設定 SE 保存 SA 保存 SA 
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名前を

付けて

保存 

A 

保存し

て実行 

SR 

削除 D 

テスト実行 TR OK O 

キャンセル C 

ただちに実行 R OK O 

キャンセル C 

Livelink 移行 

効率的な作業および生産性の向上を目的として、キーボードのみを使用して迅速なアクションを実行できるよう

に DocAve ではホット キー モードがサポートされています。 

Livelink 移行 インターフェイスでホット キー モードにアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを同時に押しま

す。 

下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻るには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを

押します。 

例えば、続けて H を押し続けると、ホーム タブに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

ホーム H 

プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

 

ホーム ページ 
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機能  ホット キー 

Livelink 移行 F 

オンライン移行 O 

エクスポート  E 

インポート I 

新規プラン N 

コンテナの作成 CC 

プロファイルの作成 CP 

接続の構成 CF 

移行データベース MD 

ストレージ ポリシー SP 

エクスポート先 SL 

ジョブ モニター J 

 

移行データベース 

機能名とホット キー 

構成  C OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

 

接続の構成 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

キャンセル C 

詳細の表示 V 編集 E 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる X 
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Livelink 移行 

機能名とホット キー 

オンライン移行 O 

新規プラン N 

コンテナの作成 CC 

プロファイルの作成 CP 

接続の構成 CF 

移行データベース MD 

ストレージ構成 SC 

エクスポート先 SL 

ジョブ モニター J 

新しいプランとして保存  A 保存 S 保存 S 

保存して実行 R 

キャンセル C 

ただちに実行 R 

 

プロファイルの作成 

機能名とホット キー 

オンライン移行 O 

エクスポート モード EX 

インポート モード I 

アップロード U 

ダウンロード DL 

既定に設定 DF 

新規 N 

削除 DE 

保存 S 保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

閉じる X 
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プラン マネージャー ページ 

ホット キーを使用して プラン マネージャー ページにアクセスするには、Livelink 移行 インターフェイスで Ctrl

+Alt+Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードの P を押して プラン マネージャー ペ

ージに入ります。 

次の表は、プラン マネージャー ページのリボンの機能のホット キー リストです。 

例えば、続けて V を押し続けると、詳細表示 インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

詳細の表示 V 移動元と移動先 SD 

設定 SE 

編集 E 

閉じる X 

編集 E コンテナの作成 SD 

保存   S 保存  S 

名前を付けて保存  A 

保存して実行 R 

キャンセル C 

削除 D 

テスト実行 TR 

ただちに実行 R 
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付録 A: ファイル システム移行 ･ SharePoint 移行 ･ 

Livelink 移行 ･ パブリック フォルダー移行の移行データ

ベース 

移行データベースに保存されるジョブ詳細について、次の表を参照してください。ジョブ詳細 では、移行元 / 

移行先オブジェクト ID、移行元 / 移行先オブジェクトの 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、移行の開始時刻、終了時刻など、移行された移行元オブジェクトのそれぞれのジョブ

詳細を表示することができます。ジョブ通知 では、移行ジョブの状態および移行ジョブに関連するコメントを表

示することができます。ジョブ統計 では、ジョブ ID、プラン ID、移行元 / 移行先の開始時刻、移行元 / 

移行先の終了時刻、移行元 / 移行先のエージェント名、移行した / 失敗した / スキップしたアイテム / フォ

ルダー / リストなど、移行ジョブの統計情報を表示することができます。 

ジョブ詳細 

ジョブ詳細については、次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 の接頭辞で様々な移行を

区別することができます。 

 FM ‐ ファイル システム移行

のジョブ ID を意味します。 

 MD ‐ SharePoint 移行の

ジョブ ID を意味します。 

 LL ‐ Livelink 移行のジョブ 

ID を意味します。 

 EPF ‐ パブリック フォルダー

移行のジョブ ID を意味しま

す。 

例: FM201207021843247292

8 は、ファイル システム移行のジョブ I
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列名 説明  値 

D を示します。 

SequenceId 移行済みの移行元オブジェク

トの順序 ID です。 

この値は、それぞれの移行済みの移

行元オブジェクトの順序を表します。

例: 1 は、この移行元オブジェクトが

最初の移行済みオブジェクトであるこ

とを示します。 

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。ファイル システム移行の場合、

この列の値は空白です。 

SourceObjectParentID DocAve 6.2 用です。 この値は空白です。 

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 レベルまで各移行先オブジ

ェクトレベルの GUID です。例: 08e

90aee-c8d8-474b-8979-c125

0a32b94d は、移行先リストの GU

ID です。Web アプリケーション レベ

ルの場合、表示される値は 000000

00-0000-0000-0000-00000000

0000 です。 

TargetObjectParentID DocAve 6.2 用です。 この値は空白です。 

SourceFullUrl 移行元オブジェクトの完全な 

URL です。 

この値は、移行元オブジェクトの完全

な URL です。この値を使用して移

行元オブジェクトを検索します。 

TargetFullURL 移行先オブジェクトの完全な 

URL です。 

この値は、移行先オブジェクトの完全

な URL です。この値を使用して移

行先オブジェクトを検索します。移行

元オブジェクトが移行先へ移行されて

いない場合、この列の値は空白で

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 この値は、選択した移行元に従って
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列名 説明  値 

す。 異なる移行元オブジェクトのタイプを

表します。詳細については、オブジ

ェクト タイプ を参照してくださ

い。 

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

を表します。 

 10001 – Web アプリケー

ション 

 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 

 10008 – アイレム 

 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。 

Livelink 移行のアイテムおよびリスト

の場合、この値は 50 です。他の移

行については、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。 

Livelink 移行では、この値は移行

元オブジェクトの所有者を表します。

他の移行では、この値は移行元オブ

ジェクトを作成するユーザーを表しま

す。 

TargetObjectOwner 移行先オブジェクトの所有者

です。 

Livelink 移行では、この値は移行

先オブジェクトの所有者を表します。

他の移行では、この値は移行先オブ
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列名 説明  値 

ジェクトを作成するユーザーを表しま

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

ジョン情報を表します。パブリック フォ

ルダー移行およびファイル システム移

行の場合、この値は空白です。 

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

ジョン情報を表します。パブリック フォ

ルダー移行およびファイル システム移

行の場合、この値は空白です。 

Operation  移行中にそれぞれの移行元

オブジェクトに対して実行され

た操作です。 

この値は、移行元オブジェクトを移行

先へ移行するときに実行された操作

を表します。 

 0 – なし 

 1 – スキップ 

 2 – 新規作成 

 3 – 上書き 

 4 – 追加 

 5 – フィルター 

 6 – 統合 

 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 

StartTime バックアップの開始時刻です。 この値は、バックアップの開始時刻を
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列名 説明  値 

表します。 

EndTime リストアの完了時刻です。 この値は、リストアの完了時刻を表し

ます。 

MetadataTransException DocAve 6.2 用です。  

MetadataTransMessages DocAve 6.2 用です。  

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

状態を表します。 

 0 – 使用なし 

 1 – 使用 

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

名が切り詰められています。 

 Renamed – オブジェクト

名が変更されています。 

 MoveUp – このオブジェクト

が上位レベルに移動していま

す。 

TruncatedOrRenamedAs 移行先のにオブジェクトの新し

い名前です。 

この値は、オブジェクト名が切り詰めら

れた / 変更された後のオブジェクトの

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

状態を表します。 

 0 – 使用なし 

 1 – 使用 

この列は、SharePoint 移行でのみ

使用されます。他の移行の場合、既
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列名 説明  値 

定値は 0 です。 

MetadataMapping JavaScript マッピングの使

用状態です。 

この値は、JavaScript マッピングの

使用状態を表します。 

 0 – 使用なし 

 1 – 使用 

Message  移行元オブジェクトの移行メッ

セージを表示します。 

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 

ジョブ通知については、次の表を参照してください。 

列名 説明  値  

SequenceId 各ジョブの順序の ID です。 この値は、各ジョブの順序を表しま

す。例: 1 は、このジョブが最初の

移行ジョブであることを示します。 

JobId ジョブの ID です。 ジョブ ID の接頭辞で様々な移行

を区別することができます。 

 FM ‐ ファイル システム移

行のジョブ ID を意味しま

す。 

 MD ‐ SharePoint 移

行のジョブ ID を意味しま

す。 

 LL ‐ Livelink 移行のジ

ョブ ID を意味します。 

 EPF ‐ パブリック フォルダ

ー移行のジョブ ID を意

味します。 

例: FM2012070218432472

928 は、ファイル システム移行の
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列名 説明  値  

ジョブ ID を示します。 

Status  ジョブの状態です。 この値は、ジョブの状態を表しま

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) 

Message ジョブ コメントを表示します。 表示される値は、ジョブ詳細の統

計のコメントと同じです。 

 

ジョブ統計  

ジョブ統計については、次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 の接頭辞で様々な移行

を区別することができます。 

 FM ‐ ファイル システム移

行のジョブ ID を意味しま

す。 

 MD ‐ SharePoint 移

行のジョブ ID を意味しま

す。 

 LL ‐ Livelink 移行のジ

ョブ ID を意味します。 

 EPF ‐ パブリック フォルダ

ー移行のジョブ ID を意

味します。 
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列名 説明  値 

例: FM2012070218432472

928 は、ファイル システム移行の

ジョブ ID を示します。 

PlanId プランの ID です。 この値はプラン ID です。例: PLA

N20120702184321934938 

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する場

合、この値は Instance Plan で

す。 

PlanGroupId プラン グループの ID です。 この値は、プランに設定したプラン 

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、プランに設定したプラン 

グループの名前です。 

SourceAgentType 移行元エージェント タイプです。 この値は移行元エージェント タイプ

です。 

 1 – ファイル システム 

 2 – Livelink 

 3 – パブリック フォルダー 

 4 – SharePoint 2007 

 5 – SharePoint 2010 

TargetAgentType 移行先エージェント タイプです。 この値は移行先エージェント タイプ

です。 

 4 – SharePoint 2007 

 5 – SharePoint 2010 

SourceAgentName 移行元エージェント名です。 この値は移行元エージェント名で

す。 

TargetAgentName 移行先エージェント名です。 この値は移行先エージェント名で

す。 

Status  ジョブの状態です。 この値は、ジョブの状態を表しま

す。 

 0 ‐ 実行中 
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列名 説明  値 

 2 ‐ 完了 

 3 ‐ 失敗 

 4 ‐ 停止 

 7 ‐ 完了 (実行中に例

外あり) 

RunType ジョブのタイプです。 この値は、ジョブのタイプを表しま

す。 

 0 ‐ 実行 

 1 ‐ テストを実行 

SourceStartTime バックアップの開始時刻です。 この値は、バックアップの開始時刻

を表します。 

SourceFinishTime バックアップの完了時刻です。 この値は、バックアップの完了時刻

を表します。 

TargetStartTime リストアの開始時刻です。 この値は、リストアの開始時刻を表

します。 

TargetFinishTime リストアの完了時刻です。 この値は、リストアの完了時刻を表

します。 

Description  ジョブの説明です。 この値は、ジョブの説明です。 

UserName ジョブを実行する DocAve ユーザ

ーです。 

この値は、ジョブを実行するユーザ

ー名です。 

JobOption ジョブのオプションです。 SharePoint 移行の場合、この

値はジョブのオプションを表します。 

 0 ‐ マージする 

 1 ‐ 添付する 

他の移行については、この値は 0 

です。 

JobType ジョブのタイプです。 この値はジョブのタイプを表します。 

 0 ‐ 完全移行 

 1 ‐ 増分移行 

ContainerConflictResolution コンテナの競合解決です。 この値は、コンテナの競合解決を



 279 

 
DocAve 6: 移行ソリューション 

 

列名 説明  値 

表します。 

 0 – スキップする 

 1 – 上書きしない 

 2 – 追加する 

 3 – 上書きする 

 4 – 置き換える 

 5 – マージする 

 6 – 最終更新日時に従

って上書きする 

 7 – 接尾辞を追加する 

 8 – 新しいバージョンを追

加する  

ContentConflictResoltuion コンテンツの競合解決です。 この値は、コンテンツの競合解決を

表します。 

 0 – スキップする 

 1 – 上書きしない 

 2 – 追加する 

 3 – 上書きする 

 4 – 置き換える 

 5 – マージする 

 6 – 最終更新日時に従

って上書きする 

 7 – 接尾辞を追加する 

 8 – 新しいバージョンを追

加する 

MigratedBytes 移行済み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 

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。 

 

SkipedBytes スキップしたデータのサイズです。単

位はバイトです。 

 

FilteredBytes 除外したデータのサイズです。単位

はバイトです。 

 

MigratedSiteCollectionCoun

t 

移行済みサイト コレクションの数で

す。 

 

MigratedSiteCount 移行済みサイトの数です。  

MigratedListCount 移行済みリストの数です。  

MigratedFolderCount 移行済みフォルダーの数です。  

MigratedItemCount 移行済みアイテムの数です。  

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。 

 

FailedItemCount 移行に失敗したアイテムの数です。  

SkippedSiteCollectionCount スキップしたサイト コレクションの数

です。 

 

SkippedSiteCount スキップしたサイトの数です。  

SkippedListCount スキップしたリストの数です。  

SkippedFolderCount スキップしたフォルダーの数です。  

SkippedItemCount スキップしたアイテムの数です。  

FilteredOutSiteCollectionCo

unt 

除外したサイト コレクションの数で

す。 

 

FilteredOutSiteCount 除外したサイトの数です。  

FilteredOutListCount 除外したリストの数です。  

FilteredOutFolderCount 除外したフォルダーの数です。  

FilteredOutItemCount 除外したアイテムの数です。  
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オブジェクト タイプ 

Livelink 

Livelink のオブジェクト タイプについて、次の表を参照してください。 

オブジェクト タイプ 値 

FolderSubType 0  

ShortCutSubType 1  

GenerationSubType 2  

TopicSubType 130  

CategorySubType 131  

ReplySubType 134  

CompoundDocumentSubType 136  

CompoundReleaseSubType 138  

CompoundRevisionSubType 139  

URLSubType 140  

WorkspaceSubType  141  

MyWorkspaceSubType  142  

DocumentSubType  144  

DomainWorkspaceSubType  180  

ProjectSubType  202  

TaskListSubType  204  

TaskGroupSubType  205  

TaskSubType  206  

ChannelSubType  207  

NewsSubType  208  

TaskMilestoneSubType  212  

DiscussionSubType  215  

PollSubType  218  

XMLDTDSubType  335  

AppearanceSubType  480  

AppearanceWorkspaceFolderSubType 483  

ProjectTemplateSubType  543  
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CADDocument  736  

EMailFolderSubType  751  

EMailContainerSubType  557  

WorkflowMapSubType  128  

CustomViewSubType  146  

WorkfolwStatusSubType  190  

CollectionSubType  298  

LiveReportSubType  299  

ProspectorSubType  384  

Prospector_Snapshot  387 

 

パブリック フォルダー 

パブリック フォルダーのオブジェクト タイプについて、次の表を参照してください。 

オブジェクト タイプ 値 

フォルダー 106 

アイテム 108  

添付ファイル 109  
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付録 B: カスタマイズ サポート表 

Notes/Domino 移行のカスタマイズ サポート表 

対応する移行先ノードへの移行がサポートされている移行元の種類は、次の表のとおりです。 

√  は、移行がサポートされていることを意味します。 

      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  

注記 移行中の選択対象 

データベース √ √ √ √  サイト コレクションへのデータベース 

 
 

サイトへのデータベース 
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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  

注記 移行中の選択対象 

リストへのデータベース 

 
 

フォルダーへのデータベース 

 

詳細の表

示 

√ √ √ √  サイト コレクションへのビュー 
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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  

注記 移行中の選択対象 

サイトへのビュー 

 
 

リストへのビュー 

 
 

フォルダーへのビュー 
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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  

注記 移行中の選択対象 

 
 

メモ ドキュメ

ント 

  √ √  リストへのドキュメント 

 
 

フォルダーへのドキュメント 
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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  

注記 移行中の選択対象 
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Livelink 移行の構成ファイル 

DocAve Livelink 移行には "LivelinkMigrationConfiguration.xml" という構成ファイルがあり、こ

の構成ファイル内の要素を変更して、Livelink の設定をカスタマイズすることができます。既定では、ファイルは 

"…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\Migrator\LivelinkMigrator " にあります。"LivelinkMigr

ationConfiguration.xml" 内の各要素の機能については、次の表を参照してください。 

ノード 機能の説明 

<SleepTime Value="0" /> このノードを使用して、Livelink サーバーの応答時間

を指定します。これにより、ジョブは適切な時間に進行

を停止して、Livelink サーバーのダウンを回避するこ

とができます。既定値は 0 です。 

<EstimateSizeProgress Flag="false" Estim

ateValue="5G" /> 

このノードを使用して、移行ジョブを開始する前に、移

行するアイテムのサイズを計算するかどうかを指定しま

す。 

 False – 移行ジョブを開始する前に、移行

するアイテムのサイズを計算します。既定値は 

False です。 

 True – 移行ジョブを開始する前に、移行す

るアイテムのサイズを計算しません。True に

設定する場合は、EstimateValue の値

を指定する必要があります。 

これは、移行するアイテムのおおよそのサイズ

がわかったいる場合に使用し、推定サイズを

直接指定することができます。アイテムのサイ

ズを計算する時間を短縮できます。 

<MigratePollResultsToList Flag="true" List

Name="Poll Results" /> 

このノードを使用して、アンケート調査の結果に Shar

ePoint のお知らせリストを作成するかどうかを指定し

ます。 

 False – 移行ジョブ完了後、SharePoint 

にアンケート調査の結果のお知らせリストは作

成されません。 

 True – 移行ジョブ完了後、アンケート調査

の結果のお知らせリストが作成されます。Tru
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ノード 機能の説明 

e に設定する場合は、ListName 値を変

更してお知らせリスト名をカスタマイズすること

ができます。既定値は True です。 

<GetCategoryInfoFromDatabase Flag="fal

se" /> 

このノードを使用して、Livelink データベースからカテ

ゴリー情報を取得するかどうかを指定します。 

 False – API を使用して情報を取得しま

す。既定値は False です。 

 True – Livelink データベースから情報を取

得します。True に設定する場合は、DocA

ve で Livelink データベース接続を構成す

る必要があります。 

<MigrateDocumentVersionCategories Flag

="false" /> 

このノードを使用して、Livelink ドキュメント履歴バー

ジョンのカテゴリー情報を移行するかどうかを指定しま

す。 

 False – 現在のドキュメント バージョンのカテ

ゴリー情報を SharePoint に移行しません。

既定値は False です。 

 True – ドキュメントの現在バージョンおよび

履歴バージョンのカテゴリー情報を SharePo

int に移行します。 

<BackupUsersGroupsWithoutPermission F

lag="false" /> 

このノードを使用して、移行ジョブの終了後に、すべて

の Livelink ユーザー / グループを SharePoint に

移行するかどうかを指定します。 

 False – ワークスペースのユーザー / グルー

プを SharePoint に移行します。既定値は 

False です。 

 True – すべての Livelink ユーザー / グル

ープが SharePoint に移行されません。 

<LivelinkIDColumn AddToDefaultView="fa

lse" AddToAllContentTypes="false" /> 

このノードを使用して、既定ビューに Livelink ID 列

を追加するかどうか、すべてのコンテンツ タイプに Livel

ink ID 列を追加するかどうかを指定します。 

AddToDefaultView の値: 既定値は False で

す。 

 False – 既定ビューに Livelink ID 列を追
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ノード 機能の説明 

加しません。 

 True – 既定ビューに Livelink ID 列を追

加します。 

AddToAllContentTypes の値: 既定値は Fal

se です。 

 False – リストに使用されるすべての Share

Point コンテンツ タイプに Livelink ID 列を

追加しません。 

 True – リストに使用されるすべての Share

Point コンテンツ タイプに Livelink ID 列を

追加します。 

<CategoryAttributeFilters Flag="false"> 

<CategoryAttributeFilter Name="Category

Name1"> 

 <Attribute Name="AttributeName" />  

</CategoryAttributeFilter> 

<CategoryAttributeFilter Name="Category

Name2"> 

<Attribute Name="AttributeName" /> 

このノードを使用して、移行ジョブの後に SharePoin

t に移行しないカテゴリー属性をフィルターするかどうか

を指定します。 

 False – 移行ジョブの終了後に、すべての L

ivelink カテゴリー属性を SharePoint に

移行します。既定値は False です。 

 True – SharePoint に移行しない属性を

指定することができます。True に設定する

場合は、CategoryAttributeFilter N

ame 値を変更してカテゴリー名を指定し、A

ttribute Name 値を変更して属性名を

指定します。 

<ColumnFilter Flag="false"> 

<Column Name="Audit" />  

<Column Name="References" /> 

このノードを使用して、移行ジョブの後に SharePoin

t に移行しない列をフィルターするかどうかを指定しま

す。 

 False ‐ 移行ジョブの終了後に、すべての Li

velink 列を SharePoint に移行します。

既定値は False です。 

 True – SharePoint に移行しない列を指

定することができます。True に設定する場

合は、Column Name 値を変更して列

名を指定します。 
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ノード 機能の説明 

共通の列および追加属性のみをフィルターす

ることができます。 

共通の列は次のとおりです。 

o 説明 

o 監査 

o 参照 

o ニックネーム 

o おすすめコンテンツの価値 

o おすすめコンテンツの有効期限 

o 所有者 

<CreateSiteOptions UseParentSiteTopLink

Bar="true" DisplayOnQuickLaunch 

="true" DisplayOnTopLinkBar="true" /> 

このノードを使用して、親サイトのトップ リンク バーを

使用するかどうか、親トップ リンク バーにサイト名を追

加するかどうか、または、親サイド リンク バーにサイト

名を追加するかどうかを指定します。 

UseParentSiteTopLinkBar の値: 既定値は 

True です。 

 False – SharePoint の新規作成されたサ

イトは親サイトのトップ リンク バーを継承しま

せん。 

 True – SharePoint の新規作成されたサ

イトは親サイトのトップリンク バーを継承しま

す。 

DisplayOnQuickLaunch の値: 既定値は Tr

ue です。 

 False – 新規作成されたサイトの名前は親

サイトのサイド リンク バーに追加されません。 

 True – 新規作成されたサイトの名前は親

サイトのサイド リンク バーに追加されます。 

DisplayOnTopLinkBar の値: 既定値は Tru

e です。 

 False – 新規作成されたサイトの名前は親

サイトのトップリンク バーに追加されません。 
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ノード 機能の説明 

 True – 新規作成されたサイトの名前は親

サイトのトップリンク バーに追加されます。 

< CopyParentRoleAssignments  Flag="fal

se" /> 

このノードを使用して、移行ジョブの終了後に、親の

権限をコピーするかどうかを指定します。 

 False – SharePoint サイト、リスト、アイテ

ムが親から継承したすべての権限を削除され

ます。移行ジョブの終了後に、それらは移行

元の権限だけを持ちます。既定値は False 

です。 

 True – SharePoint サイト、リスト、アイテ

ムが親の権限を保持します。移行ジョブの終

了後に、親の権限および移行元の権限を持

ちます。 

 

eRoom 移行のカスタマイズ表 

次の表は、レプリケーターのカスタマイズ表です。√ は、eRoom オブジェクトが対応する SharePoint オブジェ

クト レベルへの移行がサポートされていることを意味します。 

          移行先レベル 

 

 

移行対象 

Web アプリケ

ーション 

サイト コレ

クション 

サイ

ト  

リ

ス

ト 

注記 移行元で選択したノード 

コミュニティ 

 

 

√  

√ 

   

 

ファシリティ 

 

 

√ 
 

√ 
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          移行先レベル 

 

 

移行対象 

Web アプリケ

ーション 

サイト コレ

クション 

サイ

ト  

リ

ス

ト 

注記 移行元で選択したノード 

Room 

 

 

√ 
 

√ 

 

√ 

  

 

リスト / フォルダー 

 

 

 
 

 

 √ 

 

 

 

パブリック フォルダー移行のカスタマイズ サポート表 

√  は、移行がこのレベルで サポートされる ことを意味します。空白は、移行がこのレベルで サポートされない 

ことを意味します。 

 

                    移行先レベル 

 

移行対象 

サイ

ト レ

ベル 

リスト / ラ

イブラリ レ

ベル 

注記 移行中に移行元の選択対象 

パブリック フォルダー √ √  
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フォルダー √ √  

 

アイテム √ √  
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付録 C: 構成ファイルの詳細設定 

eRoom 移行の構成ファイル 

"eRoomMigrationConfiguration.xml" ファイル内の対応するノードの属性を構成して、既定の eR

oom 移行設定をカスタマイズすることができます。DocAve エージェントがインストールされているマシンで "…

\Agent\data\Migrator\eRoomMigrator\" に移動して、"eRoomMigrationConfiguration.

xml" ファイルを探します。 

eRoomMigrationConfiguration.xml 

メモ帳で "eRoomMigrationConfiguration.xml" ファイルを開きます。"eRoomMigrationConf

iguration.xml" ファイル内の各ノードの属性を構成するには、以下の詳細を参照してください。 

 MigrateAnnouncementToList ─ このノードを使用して、eRoom お知らせを SharePoint 

に移行するかどうかを選択します。 

o True ─ True は、eRoom 移行ジョブの実行中に eRoom お知らせを移行することを意

味します。指定の移行先サイトにお知らせリストが存在しない場合は、eRoom お知らせを移

行するために、お知らせ というお知らせリストが自動的に作成されます。既定では、Flag 属

性は True です。 

o False ─ False は、eRoom 移行ジョブの実行中に eRoom お知らせを移行しないこと

を意味します。 

 ListCommentAsDescription ─ eRoom リストのコメントを拡張リッチ テキストに移行すること

はできません。移行オプション で eRoom コメント を 拡張リッチ テキスト に移行するように選択する

場合は、このノードを構成して eRoom リストのコメントの移行方法を指定することができます。 

o True ─ True は、eRoom 移行ジョブの実行中に eRoom リストのコメントをリストの説

明へ移行することを意味します。既定では、Flag 属性の値は True です。 

o False ─ False は、 eRoom コメントを拡張リッチ テキストに移行するように選択する場

合、eRoom 移行ジョブの実行中にリストのコメントを移行しないことを意味します。 

 RestoreVersionToFile  ─ このノードを使用して、ファイルの各バージョンを対応する各ファイルに

移行します。 
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o True ─ True は、eRoom 移行ジョブの実行中に eRoom ファイル バージョンを移行す

ることを意味します。移行終了後に、移行したファイルの名前にかっこ内の対応するファイル バ

ージョンを追加します。 

例えば、2 つのバージョンを持つ TXT ドキュメントがあります。これらの 2 つバージョンの TXT 

ドキュメント名はそれぞれ Test1 および Test2 です。移行終了後に、この Test.txt ファイ

ルが Test1(1).txt および Test2(2).txt  の 2 つファイルに移行されます。 

o False ─ False は、eRoom 移行ジョブの実行中に eRoom ファイル バージョンを移行し

ないことを意味します。既定では、Flag 属性の値は False です。 

 ShowTemplateRoom ─ このノードを使用して、ファシリティを作成するときに自動的に作成され

る Built-in ルームを移行元ツリーに表示するかどうかを指定します。 

o True ─ True は、移行元ツリーを参照する際にファシリティの Built-in ルームが読み込ま

れ、移行するルームを選択できることを意味します。 

o False ─ False は、移行元ツリーを参照する際にファシリティの Built-in ルームが読み込

まれないことを意味します。既定では、Flag 属性は False です。 

 CloseConnection ─ このノードを使用して、eRoom 移行ジョブの終了後に eRoom への接続

を閉じるかどうかを選択します。 

o True ─ True は、eRoom 移行ジョブが終了すると eRoom への接続を閉じることを意

味します。既定では、Flag 属性の値は True です。 

o False ─ False は、eRoom 移行ジョブの終了後に eRoom への接続を閉じないことを

意味します。 

 PerformanceLog ─ このノードを使用して、パフォーマンス ログを収集するかどうかを選択します。

パフォーマンス ログは、eRoom 移行ジョブの実行中に移行したアイテムについてのパフォーマンスを記

録します。 

o True ─ True は、eRoom 移行ジョブの実行中にパフォーマンス ログを収集しないことを

意味します。既定では、Disable 属性の値は True です。 

o False ─ False は、eRoom 移行ジョブの実行中にパフォーマンス ログを収集することを意

味します。 
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パブリック フォルダー移行の構成ファイル 

パブリック フォルダー移行の構成ファイルを使用して、以下の設定を構成することができます。 

 移行元から毎回要求されるアイテムの最大数。 

 移行元メール アイテムの場合、移行後のファイル タイプ。 

 移行元アイテムを移行する順序。 

 移行元ユーザーを移行する際に、ユーザーのログオン名を確認するかどうか。 

ファイルを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. (パブリック フォルダー接続に使用される) 移行元の DocAve エージェントがインストールされているマ

シンに移動します。 

3. "… \AvePoint\DocAve6\Agent\data\Migrator\PublicFolderMigrator" ディレクトリを

開き、"PublicFolderMigrationConfiguration.xml" ファイルを探します。 

4. .xml ファイルを開き、以下の設定を構成します。 

o <PagingSize value="500"/> – 移行ジョブを実行する際に、このノードを使用して、

移行元から毎回要求されるアイテムの最大数を指定します。移行パフォーマンスに従って、va

lue 属性の値を変更します。設定した数値が大きすぎて移行ジョブが停止する場合は、最

大値を構成してみてください。既定値は 500 です。 

o <ConvertToMsg value="true"/> – このノードを使用して、移行元メール アイテム

の移行後のファイル タイプを指定します。必要に応じて value 属性の値を変更します。Tru

e は、移行元メール アイテムを .msg ファイルに移行します。False は、移行元メール アイ

テムを .eml ファイルに移行します。 

o <ReverseItemsByTime value="false"/> – このノードを使用して、移行元アイ

テムを移行する順序を指定します。必要に応じて value 属性の値を変更します。True の

場合、移行元の順序に従って、移行元アイテムを移行しいます。False の場合、移行元の

順序の反対の順序で移行元アイテムを移行します。 

o <CheckUserName value="true" adAddress="" /> – 移行元ユーザーをリ

ストアする際に、このノードを使用して、移行元ドメイン内のユーザーのログオン名を確認するか

どうかを指定します。必要に応じて value 属性の値を変更します。 
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o True の場合、ユーザーのログオン名を確認します。True を選択する場合、移行

元アクティビティ ディレクトリの IP アドレスを指定する必要があります。IP アドレスを指

定するには、2 つオプションがあります。 

 adAddress 属性の値として IP アドレスを入力します。 

 (パブリック フォルダー接続で構成した) DocAve エージェントがインストール

されているマシンに移動します。メモ帳を使用して "C:\Windows\Syste

m32\drivers\etc" ディレクトリにある hosts ファイルを開きます。このファ

イルで、IP アドレスを移行元アクティビティ ディレクトリのホスト名にマッピング

します。 

o False の場合、ユーザーのログオン名を確認しません。adAddress 属性も無効で

す。 

5. 変更を保存して、.xml ファイルを閉じます。 
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付録 D: 競合解決 

この付録では、各解決方法の詳細を説明します。次の表を参照してください。 

コンテナ レベル競合解決 

解決方法 オブジェクト 競合 競合なし 

スキップする  構成  競合する構成を無視し、

移行先はそのまま保持し

ます。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

セキュリティ  競合するセキュリティを無

視し、移行先はそのまま

保持します。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

マージ 構成  移行先ノードの設定を、

移行元ノードの設定とマ

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

が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

アクセス許可レベルが移

行先ノードに追加されま

す。移行先ノードに既に

存在するアクセス許可レ

ベルが置き換えられませ

ん。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

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  まず移動先ノードの競合

コンテンツを削除し、移動

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま
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解決方法  オブジェクト  競合  競合なし 

元コンテンツで上書きま

す。 

す。 

スキップする コンテンツ  競合するコンテンツを無

視し、移行先はそのまま

保持します。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 

追加する  コンテンツ  競合するコンテンツは削

除されません。競合して

いるデータに、数字の接

尾辞 (_1、_2、...、以

降は数が増加) が追加

されて、移動先に転送さ

れます。 

新しい SharePoint オ

ブジェクトが作成されま

す。 
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Microsoft、MS-DOS、Internet Explorer、Microsoft Office SharePoint Servers 2007/2010、SharePoi

nt Portal Server 2003、Windows SharePoint Services、Windows SQL server、および Windows はマイ

クロソフト株式会社の商標または登録商標です。 

Adobe Acrobat、および Acrobat Reader はAdobe Systems, Incの商標です。 

その他本書に掲載されている商標はすべて該当の所有者のプロパティであり、許諾なしに使用することを禁じます。 

 

変更 

本書は情報の提供のみを目的とし、通知なしに変更または更新される場合があります。当社では最新、そして正確な情

報を提供するよう努力しておりますが、あらゆるコンテンツの誤りもしくは脱落に起因する間接的、派生的に生じた損害に

対し、一切の責任を負わないものとします。当社は、ユーザーに対し予告、通知をすることなく記載内容を変更する権利

を所有します。 
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