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クイックスタート ガイド 

新規 AvePoint® Web サイト移行 for SharePoint の 

機能を使用した Web サイトの簡単移行 

 

このドキュメントはユーザー インターフェイスと AvePoint 

Web サイト移行 for SharePoint の基本的な機能の習

得を目的に作成されています。  
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始める前に 

 

基本概要 

AvePoint Web サイト移行 for SharePoint では、外観、コンテンツ、ページ構造、そして組み込みテーブルを含む 

Web ベースのコラボレーション スペース及び企業ポータルを SharePoint サイトへ移行出来ます。  

要件 

要件及びサポートされるプラットフォームは以下です。  

サポートされるプラットフォーム 

AvePoint Web サイト移行 for SharePoint では以下のプラットフォームをサポートします。  

 Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 20072007 - Service Pack 1 

 Windows SharePoint Services (WSS) v3  - Service Pack 1 (発行ページはサポートされませ

ん) 

 Microsoft Office SharePoint Server 2010 

 Windows Server 2003、2008 及び XP 

 SQL Server 2005 及び 2008 (SQL Express はサポートされません) 

 .NET Framework v2 以上 

*注意： 該当ソフトウェアのインストール対象であるマシンに対してローカル管理権限がある事を確認してください。 また、

移行先 SharePoint 環境ではサイト コレクション管理権限が必要です。 

システム要件 

本ツールでのシステム要件は以下です。 
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 コンピューター/プロセッサー 1000MHz プロセッサー (最小) - Intel Pentium III 互換の 最小

1000 MHz 以上のプロセッ サを搭載する PC (Intel Pentium 4 互換のプロセッサを推奨 ) 

 メモリ - 最小 256MB 以上の RAM （512MB の RAM を推奨） 

 ハード ディスク - 15MB を推奨   

*注意： 接続先のマシンからパブリック ネットワークへの接続が確立されている事を確認してください。 

クイック インストール 

 

インストール ウィザードでは、本インストール手順の概要を説明します。 以下の手順に従うと、お使いの環境で AvePoint 

Web サイト移行 for SharePoint を使用して Web コンテンツを簡単に移行することが出来ます。   

インストール手順 

本ソフトウェアをインストールするシステムで以下を実行してください。  

1. ダウンロード：AvePoint Website Migrator ZIP ファイルをダウンロードするには、 

http://avepoint.co.jp/resources/free-trial-downloads/ にアクセスするか、このパッケージ

へのリンクについて AvePoint 担当へお問い合わせください。  

2. 解凍：上記パッケージをインストール先のマシン上で解凍します。 

3. 実行：解凍したディレクトリに ”Setup.exe” ファイルがある事を確認します。 

4. インストール：画面に表示される手順に従い本ツールを構成します。 本ソフトウェアをインストールする際、

言語およびロケーションを聞かれます。 ツールをインストールする間にライセンスを適用するか、インストール後

ツール画面から直接ライセンスを適用出来ます。  

5. 完了すると、すべてのサービス インストール完了のメッセージが表示されます。 

http://avepoint.co.jp/resources/free-trial-downloads/
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インストールが完了しました！ AvePoint Web サイト移行 for SharePoint はお使いの SharePoint 環境へイン

ストールされました。   

インターフェイス概要 

 

このセクションでは、本ツールの基本的なユーザー インターフェイス及び、Web サイト コンテンツを参照する様々な方法を

紹介します。 

サイト リスト ビュー 

サイト リスト ページでは、該当 Web サイトのすべてのコンテンツを集合したテーブルを参照出来ます。 以下に各スクリーン

の説明を示します。 

 HTML ビュー： ダウンロード済みの Web ページが表示されます。カスタマイズ及び移行が出来ます。 

 ファイル ビュー：ダウンロード済みの Web ページ内のファイルを一覧します。 表示されるファイルは Web ペー

ジと共に移行されます。ページのインターナル部分を見つけるには、標準のページを選択してコンテンツを選択しま

す。 

 画像プレビュー： このエリアでは画像とファイルの詳細が表示されます。 

 統計 :[表示] ドロップダウンから選択したプロパティの Web ページ上の統計を表示します。また、[フィ

ルタ] ドロップダウンからは、選択済みアイテムと未選択アイテムを選択して表示させることができます。 

 プロパティ :選択した Web ページまたはファイルのプロパティおよび基本情報を表示できます。 
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サイト コンテンツ ビュー 

このビューには、Web サイトのフル コンテンツと構造の例が表示されます。 

 画面左： 画面左部分では、標準の Web ブラウザで表示される形式でページが表示されます。 

 画面右： 画面右部分では、 HTML ツリーが表示されます。構造部分を選択すると、Web ページ部分が同

様に選択されハイライトされます。 対象の Web ページ部分を両方の手順で確認します。 
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コンテンツのインポート（URL クローリング） 

 

AvePoint Web サイト移行 for SharePoint では、移行されたページの階層を同じレベルに保ち、同時に、そのページ

に関連する画像及びドキュメントを移行することが出来ます。Web サイト内の画像及びドキュメントについては、ダウンロー

ドするかどうかを選択する事が出来ます。予めダウンロードしない場合には、移行中にダウンロードされます。移行に必要と

される時間を削減するには、クロールの際に画像及びドキュメントをダウンロードする事をお勧めします。 

移行プランの作成 

URL をクロールする前に、移行ジョブのプランを作成する必要があります。 新規プランを作成するか、事前に作成したプラ

ンを使用する事が出来ます。これにより、プロファイルに設定が保存されます。移行プロファイル（この移行プラン用に構成

したすべての設定）を保存するディレクトリを指定出来ます。 
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コンテンツのインポート 

このセクションでは、URL クローリングに必要ないくつかの手順を説明します。 以下の情報を構成することで、移行ジョブを

実行出来ます。   

クロール オプション 

移行対象のコンテンツにより、該当の URL を指定する必要があります。  

1. [移行元 URL の読み込み] -> [URL のクローリングとダウンロード] の順に移動すると、構成ウィンドウがポ

ップアップ表示されます。 

2. 移行対象の Web サイト URL を移行元 URL テキスト ボックスに入力すると、この Web サイト内でコンテ

ンツを読み込みます。 

*注意： 該当の Web サイト上のすべての情報を参照する権限がある事を確認してください。 

3. [クロールの深さ] ドロップダウン ボックスから、数値を選択してクロールするレベルを指定します。 ドロップダウ

ン リストから 0 を選択すると、指定した移行元 URL のみがクロールされます。 2 を選択すると、指定した

移行元 URL 、移行元でリンクされているページ、及びその下のレベルでリンクされているページがクロールさ

れます。 Web サイト全体を移行する場合は、ドロップダウン ボックスから [制限なし] を選択します。（注

意：このオプションでは、[ドメイン内]を選択することをお勧めします。） 

4. チェックボックスを使用してクローリング オプションを構成します。 これらの説明は以下の追加オプションに一覧

されています。 

5. このプランに既に存在するコンテンツは、”上書き”オプションを選択すると上書きされます。 

追加オプション 

Web サイトは、使用環境の SharePoint サーバーへ移行する前に予めローカルでダウンロードし、オフライン環境でテスト

出来ます。 Web サービス構成へ適切な修正を加えた後、移行最終段階として使用環境の SharePoint 環境を接続

出来ます。 その他、いくつかのオプションを選択してコンテンツをダウンロード出来ます。 

 ドメイン内：メイン URL ドメイン内でのみダウンロードを実行し、クロール結果をフィルタします。このオプション

を使用すると、対象の Web サイトが頻繁に外部のリンクを参照しているかどうかを確認することが出来ます。 

 タイムアウト：クロール中に、サイトからのレスポンスを待つ最大時間を設定します。 

 自動保存の間隔：この設定に従って、指定した間隔で作業中のプランを保存します。 
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 文字コードを定義する：カスタムの文字コードを使用してサイトをコーディングしている場合、サイトのクロール

を円滑に進める為に文字コードを指定します。 

 画像を含める： 指定した Web サイト内に含まれる画像をクロール中にダウンロードします。 

 CSS/スクリプトを含める： 指定した Web サイト内に含まれるスクリプト及び CSS をクロール中にダウンロ

ードします。 

 ドキュメントを含める : 指定した Web サイトに添付されているドキュメントをすべてクロール中にダ

ウンロードします。 

 上書き： このプランにコンテンツが既に存在する場合、上書きされます。 

 保存先パス： ダウンロード済みのコンテンツの保存先パスを参照出来ます。新規プラン作成時に設定出来

ます。 

*注意： 移行時間を削減するには、該当画像を予めダウンロードする事をお勧めします。  

 

ユーザーの指定 

認証が必要な Web サイトを移行するには、認証情報を指定する必要がある可能性があります。この機能では、 Web 

サイト移行でインストールしたユーザー アカウントを Web サイトのクローリング権限を所持するアカウントに変更出来ます。 

既定では、Web サイトのユーザーは Web サイト移行が実行されているシステムにログインしているユーザーです。この特

定の Web サイトをクローリングする為のユーザーは別途指定出来ます。 

1. [移行元 URL を読み込む] -> [URL のクロールとダウンロード] の順に移動します。 

2. ユーザー設定 ボタンをクリックすると、設定ウィンドウが表示されます。 

3. ユーザーの指定 チェックボックスをオンにし、移行対象の Web サイトへアクセスする為のドメイン、ユーザー

名、パスワードを入力します。入力が完了したら、[OK]をクリックします。 
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クロールの実施 

この設定が完了したら、開始 ボタンをクリックして、Web サイトをクロールします。 クローリング [URL クロール プロセス] ウ

ィンドウで、スキップ ボタンをクリックすると要領の大きなファイルをスキップ出来ます。また、一時停止/続行 ボタンでクローリ

ングを一時停止または再開でき、キャンセル ボタンでクロールをキャンセル出来ます。 

移行の実施 

 

このセクションでは、基本的な移行プランの設定方法と AvePoint Web サイト移行 for SharePoint を使用した 

SharePoint 環境への Web サイト移行実施についていくつかの手順を説明します。 

コンテンツの選択  

AvePoint Web サイト移行 for SharePoint を使用して、SharePoint 環境へ移行するコンテンツを選択出来ます。 

このコンテンツを読み込むには、以下の手順に従ってください。  

1. [HTML ビュー] フィールド配下の [サイト リスト] で、移行するファイルをクリックして該当の列をハイライトし

ます。 これにより、 [サイト コンテンツ] エリアの下に、ページと Web ページ構造ツリーが読み込まれます。 

2. [サイト コンテンツ] タブに移動すると、選択した Web ページと関連するドキュメント及び画像が画面左側

に表示されます。 

3. ページ構造でエラーが発生する場合には、ページ構造の修正 ボタンをクリックして Web ページを再読み込

み出来ます。 ページ構造を更新したい場合には、[HTML ビュー] エリアで Web ページを選択し、[オプショ

ン] メニューから [HTML ソース コードの更新] オプションを選択してページ構造を更新出来ます。 

トップリンク バーおよびサイドリンク バーの構成 

AvePoint Web サイト移行 for SharePoint をお使い頂くと、SharePoint 上のトップリンク バーとサイドリンク バーと

して移行元のナビゲーション バーを移行することが出来ます。 トップリンク バーを構成するには、以下の手順に従ってくださ

い。 
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1. [サイト コンテンツ] タブ内の、画面右側にある構造ビュー部分から該当のチェックボックスをオンにしてナビゲ

ーション バー フィールドを選択します。 

2. ナビゲーション バー ノードを右クリックして表示されるオプションから、 [トップリンク バーとして保存] を選択し

て選択したフィールドを SharePoint 上でトップリンクとして表示するか、[サイドリンク バーとして保存] を選

択して サイドリンク バーとして表示するかを決定します。 

移行ルールのカスタマイズ 

サイトや SharePoint でカスタマイズされたマッピング ルールは大抵の場合サイトで再利用出来ます。これにより、企業内

の類似するページの移行時間を大幅に削減出来ます。ご使用の SharePoint 環境へ移行ルールを使用して Web ペー

ジを移行するには、以下の手順に従って該当 Web ページの移行ルールを設定する必要があります。 

1. [設定] → [移行ルール] → [移行ルール設定] の順に移動すると [サイト コンテンツ] エリアが表示されま

す。 

2. 移行するエリアを選択するには、構造ツリー上で該当のチェックボックスをオンにします。 画面左側のプレビュ

ー エリアで選択した構造がハイライトされます。 

3. ルールとして保存 ボタンをクリックすると、設定ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

4. 該当ボックスのチェックをオンにしてルールの種類を選択します。 

 構造をルールとして保存： Web ページの構造に依存して、選択したエリアが移行されます。 

 属性をルールとして保存： Web ページの属性に依存して、選択したエリアが移行されます。  

例えば、下記スクリーン ショットの様にノードを選択します。この構造を移行ルールとして保存した場合、

コンテンツ移行の際構造は body(1)/table(3)/tr(1)/td(2) が選択されますが、属性をルールとし

て保存した場合には、”td”という名前の属性が  ”class = main_center”であるコンテンツが選択さ

れます。 
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5. 保存 ボタンをクリックして設定したルールを保存します。 また、保存して適用 ボタンをクリックすると、ルールを

保存し、選択した Web ページにルールを適用します。 

6. 類似する Web ページにもこのルールを適用することが出来ます。 

Web ページに移行ルールを追加する 

Web ページに移行ルールを指定するには、設定メニューから [移行ルールの追加] を選択し、ポップアップ ウィンドウ内の

該当ドロップダウン リストから適用するルールを選択します。 すべてのページにルールが適用されるまで、類似する Web ペ

ージにルールを適用します。 

Web ページの移行ルールを削除する 

Web ページに設定した移行ルールを削除するには、 [移行ルール割り当ての解除] を選択します。実行後、指定したペ

ージの移行ルールが削除されます。  

カスタム列の定義 

Web ページの親ノードに含まれるメタデータは、[サイトリスト]タブ配下の[HTML ビュー]内で列として保存することができ

ます。Web ページの属性を移行する場合には、この設定を予め構成しておく必要があります。 

1. [設定] → [カスタム列] → [カスタム列の定義] の順に移動して選択すると、[サイト コンテンツ] エリアに

移動します。 

2. [構造ビュー]内のツリーを展開してノードを右クリックして [コンテンツを列として保存] を選択すると、ポップア

ップ画面が表示されます。 

3. 新規列名を入力するか、既存の列に追加します。 
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4. [OK]をクリックすると、[サイトリスト] タブ配下の HTML ビューに新規列が追加されます。 

Web ページのカスタム列適用 

Web ページにカスタム列を追加するには、[設定]メニュー配下の[カスタム列] → [カスタム列の割り当て]を選択し、ポッ

プアップ ウィンドウ内のドロップダウン リストから適用する列を選択すると、該当の列にメタデータのコンテンツが一覧表示さ

れます。表示するコンテンツを指定するには、[カスタム値]オプションのチェックボックスをオンにして空白のフィールドに表示し

たいコンテンツを入力します。 

Web ページのカスタム列削除 

Web ページのカスタム列を削除するには、[カスタム列割り当ての解除]を選択します。該当の Web ページからカスタム列

が削除されます。 

移行先ファイル名ルールとして保存 

Web ページまたはそのコンテンツの移行先ファイル名を移行プロセスの途中で変更するには、移行先ファイル名ルールを適

用する必要があります。 

 

1. 対象となる Web ページを選択し、[サイト コンテンツ]タブへ移動します。 

2. 移行先名として使用するエリアの上で右クリックし、[移行先ファイル名ルールとして保存]オプションを選択す

ると、設定画面がポップアップ表示されます。 

3. 該当のチェックボックスをオンにして、ルールの設定方法を選択します。 

 構造をルールとして保存：Web ページの構造に依存して、移行先のフォルダ名を変更します。 

 属性をルールとして保存：Web ページの属性に依存して、移行先のフォルダ名を変更します。 

4. 保存ボタンをクリックして設定したルールを保存します。 
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Web ページの名前ルール追加 

Web ページに名前のルールを指定するには、[設定]メニュー配下の[移行先ファイル名ルールの割り当て]を選択し、ポッ

プアップ表示された画面内の該当のドロップダウン リストから適用するルールを選択、選択した Web ページにルールを適

用します。 

移行プロファイルの設定 

お使いの SharePoint 環境へ Web サイトを移行するには、予め移行プロファイルを設定する必要があります。 この設

定では、ページの移行先、レイアウト、画像、CSS 等の移行オプションを定義します。以下の手順に従って移行プロファイ

ルを設定します。 

 

1. [設定] → [移行プロファイル] → [移行プロファイルの定義] の順に移動します。 

2. [読み込み]ボタンをクリックして SharePoint サイトを読み込んでから [SharePoint サイト リスト] エリアか

ら該当 URL をクリックし、移行先サイトを選択します。 リモート SharePoint サイトへ Web サイト を移行

する場合は、[サイトの追加] オプションを使用して接続を設定する必要があります。 リモート サイトの追加

についての詳細は、”リモート サイトの追加”セクションを参照してください。 

*注意： リモート サイトを選択すると、ナビゲーション バーを移行先 SharePoint のトップリンク バーまたは

サイドリンク バーとして移行することが出来ません。 

3. 表示される 3 種類から、Web サイトのコンテンツ保存先を選択します。 

 Pages ： このオプションは、移行先に発行サイトを選択した場合にフォルダ フィールドに表示され

ます。 ページを直接選択するか、プラス アイコンをクリックしてツリーを展開し、ページ配下のフォルダ

を選択して Web サイトのコンテンツの保存先フォルダを選択します。また、Web ページのメタデー

タ用にカスタム列マッピングを作成することもできます。詳細については、カスタム列のマッピング設定

セクションを参照してください。 

 ルート フォルダ： このオプションを選択すると、Web サイトのコンテンツはルート フォルダに保存され

ますが、コンテンツを表示するには SharePoint Designer が必要になります。 
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 Wiki Page ： Wiki ページにコンテンツが保存されます。 

4. フォルダ フィールドからページを選択した場合、ドロップダウン ボックスから ページ レイアウトを選択する必要が

あります。  

5. 移行プロファイルのプロファイル名を入力します。 

6. 移行にはいくつかのオプションがあります。 該当のチェックボックスをオンにして移行時にドキュメント、画像、

CSS、およびスクリプトを含めるかどうかを選択出来ます。 

 移行時にドキュメントを含める：ドキュメントが移行され、表示されるフィールドで指定した場所に

保存されます。既定の場所は“Documents”ドキュメント ライブラリです。指定されたリスト/ライブ

ラリが存在しない場合、該当の名前を使用したドキュメント ライブラリが作成され、ドキュメントを保

存します。 

 移行時に画像を含める：画像が移行され、表示されるフィールドで指定した場所に保存されます。

既定の場所は“Picture”画像ライブラリです。指定したリスト/ライブラリが存在しない場合、該当

の名前を使用したドキュメント ライブラリが作成され、画像を保存します。 

 移行時に CSS を含める： CSS ファイルをコードへ読み込み、SharePoint サイト内を Web ペ

ージと同じ構造にします。 

 移行時にスクリプトを含める： スクリプトと共にサイトを移行します。このオプションはルート フォルダ

にのみ使用出来ます。 

 移行時にトップリンク バー/サイドリンク バーを含める：SharePoint 上のトップリンク バーおよびサ

イドリンク バーとして移行元のナビゲーション バーを移行するには、ドロップダウン ボックスからプロファ

イルを選択します。 プロファイルの設定については トップリンク バーおよびサイドリンク バーの構成  

セクションを参照してください。 

*注意： 共有の親サイトのナビゲーション バーは、SharePoint サイトのトップリンク バーおよびサ

イドリンク バーとして移行することは出来ません。 

 サブ フォルダをサブサイトとして移行する： このオプションはルート フォルダにのみ使用されます。 ル

ートフォルダのサブサイトとしてサブフォルダを保存します。 例えば、このオプションを選択すると、移行

元の Web サイト URL が http://a/b/c.html の場合、移行先の URL は http//a(site 

name)/b(it is a subsite)/c.aspx になります。選択しない場合には、移行先の URL は 
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http//a(site name)/b(it is a folder)/c.aspx になります。 

*注意： ルート フォルダへの移行ジョブ完了後は、他の方法を使用してこのルート フォルダへ移行

することはできません。 例えば、”サブフォルダをサブサイトとして移行する” を選択せずにルート フォ

ルダへの移行ジョブを実行して、ジョブ完了後に ”サブフォルダをサブサイトとして移行する” を選択

して移行ジョブを実行しようとすると、このジョブは失敗します。 

 最大アップロード サイズ： ドキュメントおよび画像を含める設定を選択する場合、このオプションを

使用して最大アップロード サイズを設定することが出来ます。  

7. 保存 ボタンをクリックすると構成を保存し、保存して適用 ボタンをクリックすると構成を保存し、指定した

Web ページにプロファイルを適用します。 

これにより、ページへ移行プロファイルが適用されます。後に移行を実行します。 

リモート サイトの追加 

AvePoint Web サイト移行 for SharePoint を使用して、ローカルの XP マシンから、Web サービスを使用してリモー

トの SharePoint サイトへ Web サイトを移行出来ます。リモート サイトとの接続を設定するには、以下の手順に従ってく

ださい。 

1. [設定] → [サイトの追加] の順に移動すると、設定ウィンドウが表示されます。 

2. Windows 認証と Form 認証のいずれかを選択します。 

3. 表示されるフィールドに  Web サイトを移行する対象の  SharePoint サイト  URL と、リモート 

SharePoint サイトへ接続する為に必要なドメイン、ユーザー名、パスワードを入力します。  

4. 追加 ボタンをクリックすると、リモート SharePoint サイトが [移行プロファイル] 設定ウィンドウに一覧されま

す。 

カスタム列のマッピング設定 

SharePoint へカスタム列を移行するには、カスタム列マッピングを構成する必要があります。マッピングが構成されると、該

当のメタデータが移行先にアイテム属性として保存されます。 
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＊注意：移行先サイトは発行サイトである必要があります。 

1. [設定]メニュー配下の[移行プロファイル]をクリックして[移行プロファイルの定義]を選択すると、設定画面が

ポップアップ表示されます。設定画面から発行サイトを読み込みページレイアウトを選択してカスタム列マッピ

ングをクリックすると、構成ウィンドウが表示されます。 

2. [カスタム列]エリアから設定する列を選択して[移行先の列]エリアからカスタム列のマッピング対象となる移行

先の列を選択します。カスタム列の定義方法の詳細については“カスタム列の定義”セクションを参照してくだ

さい。 

3. 新規列を移行先へ追加するには、[列の追加] ボタンをクリックして新規列を追加します。[列の追

加] ポップアップで、列名とその種類を指定して [OK] をクリックします。新規の列は移行先列フィー

ルドに一覧表示され、移行ジョブの実施中に作成されます。 

4. 移行対象外の列を削除するには、列を選択して [削除] をクリックします。  

5. マッピングをクリックしてマッピングを保存すると、マッピングされた列が画面下部に一覧表示されます。削除す

るには、マッピングの列を選択してマッピングの解除をクリックします。 

6. 既定マッピングとして保存をクリックすると、規定のマッピングとして保存することができます。 

7. 閉じるをクリックして構成を保存すると、各列のメタデータが移行先サイトのアイテム属性として移行されます。 

＊注意：リモートサイトへは列としてタイトル属性を移行することはできません。 

 

テーブルをリストへ移行する 

AvePoint Web サイト移行 for SharePoint を使用して、組み込みテーブルを SharePoint リストへ移行し、エンド 

ユーザーに対するシームレスな表示と SharePoint 管理の向上を実現します。テーブルを移行するには、以下の手順に

従ってください。 

1. [サイト コンテンツ] タブ内で、チェックボックスをオンにして構造ツリー内のテーブルのノードを選択します。 単

一テーブルを選択するか、ボディ ノードを選択して指定した Web ページの全てのテーブルを選択出来ます。 
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2. [移行] → [テーブルをリストへ移行] の順に移動し、 [サイト コンテンツ]  タブ内の テーブルからリストへの

移行 ボタンをクリックすると、ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

3. [SharePoint サイト リスト] エリアから該当 URL をクリックし、移行先サイトを選択します。指定したサイト

の下に、テーブルを移行する為のリストが作成されます。 

4. [移行コンソール] エリアの下にあるリスト名テキスト ボックスに新規リストのリスト名を入力します。 保存 ボタ

ンをクリックすると、構成を保存することが出来ます。次からは保存ボタンの下にある 読み込む ボタンをクリッ

クすると構成を呼び出すことが出来ます。 

5. 移行 ボタンをクリックすると、移行ジョブが開始されます。 高度設定を構成しない場合は、テーブルを直接

移行します。テーブルに変更を加えた場合は、SharePoint リストに予め設定した構成に従ってテーブルが

移行されます。ジョブの状態は [状態] フィールドに一覧されます。 

高度設定 

高度設定では、選択したテーブルに変更を加えられます。実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. 詳細設定 ボタンをクリックし、ポップアップで詳細設定を構成します。 

2. スキップ ボタンをクリックすると移行を希望しないテーブルをスキップ出来ます。 テーブル構成ツリーは右側に

一覧されます。 

3. 該当のテキスト ボックスに新規列名を入力して 追加 ボタンをクリックすると、列名が左側に一覧されます。 

また、左側の構造ツリー上で列名をダブルクリックし、列名を変更することが出来ます。 

4. スキップ ボタンの隣にある OK ボタンをクリックすると、次のテーブルへ移動します。 リセット ボタンをクリックす

ると、変更の内容をキャンセル出来ます。 

5. 構成が完了したら、保存 ボタンをクリックし、編集を保存します。 

6. 閉じる ボタンをクリックすると、ポップアップが閉じます。 

*注意：移行可能な列数は予め決まっています。 html のノードが “th”/”thread” の場合、この行は 

header として移行され、他にこの“th”行と同じ列数を所持する行が移行されます。 “th” 行が存在しない場

合には、列数に依存して行を移行します。例えば、移行対象が 3 行あるとします。1 行には 4 列存在し、他の

2 行には 3 列ずつ存在します。この場合、3 列の行のみが移行されます。 
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Web サイトを SharePoint へ移行する 

適切な移行ルールと移行プロファイルを Web ページへ適用したら、すぐに移行ジョブを実行させる事が出来ます。また、構

成を保存して適切な時間にプランを実行する事も出来ます。 

1. [移行] → [SharePoint への移行] の順に移動すると、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 ウィンドウ内で 開始 ボタンをクリックして Web ページの移行を開始します。 

3. 移行ジョブを開始する前に [上書き] オプションを選択すると、移行先のデータに関係無くコンテンツを上書

きします。 

4. 停止 ボタンをクリックしてジョブを停止するか、一時停止/続行 をクリックして移行ジョブを停止及び継続出

来ます。 

5. Web ページの移行が完了すると、移行元 URL 、移行先 URL 、そして移行ジョブの状態が表示されます。

[エラーログの表示] オプションを選択し、閉じる ボタンをクリックするとログを表示出来ます。 

6. 移行後、すべてのリンク ページは SharePoint サイトへ移行されたページではなく元の Web ページへリンク

されますので、”オプション”メニューの下にある ”移行された URL の更新” を選択し、SharePoint サイトの 

URL へ更新する必要があります。 

*注意：リモートサイトであり、リストの種類が Wiki ページである移行先の URL を更新する場合、更新

後は日付と時刻の情報が失われます。  

7. これらすべての Web ページは移行後もブックマーク機能を保持します。MailTo 機能については、[オプショ

ン] メニューから [メール ドメイン名の変更] オプションを使用してメール ドメインを変更します。 

Web サイト移行の一括モード 

一括モードを使用すると、複数のプランを同時に実行することができます。プラン数が多い場合は、最速で移行プランを実

行できる一括モードで実行することをお勧めします。 

1. [プラン] → [複数プランを開く] の順に移動すると、ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

2. [追加] をクリックして実行するプランを追加します。すべてのプランがポップアップ ウィンドウ内に一覧表示さ

れます。 
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3. [実行] をクリックして移行プランを実行します。移行プランが完了すると、移行レポートがポップアップ ウィン

ドウ内に一覧表示されます。 

4. 実行しないプランを削除するには、[削除] をクリックしてリストから削除します。 

一括モード CLI 

AvePoint Web サイト移行 for SharePoint では管理者が一括モードを CLI（コマンドライン インターフェイス） で操

作できる環境を準備しています。 

1. [スタート] → [実行] の順に移動して、“cmd”を入力して cmd プログラムを実行します。 

2. 以下のコマンドを実行して移行ジョブを実行します。 

<上書き> 

“AvePointWebsiteMigrator.exe” –c –overwrite “…/Plan1” “…/Plan2” …  

<上書きしない> 

“AvePointWebsiteMigrator.exe” –c “…/Plan1” “…/Plan2” … 

 

移行サポート対象コンテンツ 

 

 サポートされている：AvePoint Web サイト移行 for SharePoint では、ドキュメント、画像、CSS  および 

JavaScript を移行することが出来ます。 

 サポートされていない： 通常の Web サーバー上のコンテンツに含まれるデータベース、Web サイト バックグラウ

ンドの論理プロセス、そして Active-X は移行がサポートされません。 

 

よくある質問 
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 質問： サイト コンテンツ タブで Web サイトをプレビューすると、JavaScript の エラーや デバッグ警告メッセージが

表示されます。 

回答： 移行元の Web サイト上に含まれるソースコード エラーに起因されていますが、移行結果には影響はありま

せん。 ”Disable Script Debugging” オプションがブラウザで選択されていない場合に、IE 上でこの様なメッセー

ジが表示される場合があります。 ”インターネット オプション” から設定を変更出来ます。 

 質問： URL をクロールした後に、サイト コンテンツ上で何も表示されません。 ページ構成を修正しても問題は解決

しません。 

回答： 標準ではない HTML コード （クオテーション マークの無いノードや、属性や該当の終了ノードが無いノード

等）で作成された Web ページなどでは、HTML や XML からソースコードを変換する際にエラーが発生する場合が

あります。 SharePoint への移行を実行する前に、HTML プログラミングのベスト プラクティスに合わせてページを修

正することをお勧めします。  

 質問： 移行後にいくつかのコンテンツが無くなっています。  

回答： 通常コンテンツが無くなる理由は 3 つ挙げられます。 

a) 標準の Web ページでは無い場合、HTML や XML クラス ライブラリからソースコードを変換する際にエラーが

発生する場合があります。 この理由から、 このページを使用して移行を実行する前にページの構造を修正する

ことをお勧めします。 

b) 移行元に含まれるコンテンツが本製品でサポートされていない可能性があります。 ユーザー ガイドの [移行サポ

ート対象コンテンツ] を確認してください。例えば、本ツールでは JavaScript コードの移行はサポートしていませ

ん。 

c) 移行対象のコンテンツを SharePoint 側でサポートしていない可能性があります。 SharePoint ファイルのフィ

ルタ リストを確認してください。 

 

 質問： プログラムを開くと、プランのフォルダが作成されます。このプランと該当フォルダをインストール先のディレクトリか

ら直接削除しても状況は変わりません。 

回答： プログラムは、開始の際にプランを読み込めないとフォルダを作成してエラー ログをフォルダへ出力します。 [現

在のプランの削除] オプションを使用することで問題は解決します。  

 質問： インストール先で作成したプランを他のコンピュータで移行に使用することは出来ますか？ 

回答： はい、出来ます。 インストール先のディレクトリからプラン ファイルと該当フォルダをコピーして使用したいサーバ

ーにペーストします。 移行時のパスに気を付けてください。 

 質問： 移行の詳細ログはどこで表示出来ますか？  

回答： ログは、インストール先のディレクトリ内のプラン フォルダにある ”Logs” フォルダから参照することが出来ます。  

 質問： 移行元ページの URL にはスペースが含まれていますが、移行後にはスペースが削除されていました。 



 ページ |21 

回答： AvePoint Web サイト移行 for SharePoint は、移行時に HTML や XML から Web ページを変換

する際にノード間のスペースを自動的に無視して互換性を保とうとします。 

 質問： 移行中、SharePoint 側の SQLSERVER プロセスのメモリ使用量が異常に増加します。RAM の 1.5 

GB 以上を使用することもあります。  

回答： これは、１つのプランに大量のページが含まれている場合に発生します。 増加したメモリ使用量は 

SharePoint によって起因されています。解決策はありません。  

 質問： クロール時に画像を含めて Web ページを移行する様に設定しましたが、いくつかの画像が移行されません。

開くことも出来ません。  

回答： ファイル、またはフォルダの URL には拡張子が含まれずに、ディレクトリとして判断される場合があります。この

様な場合に、ファイルを見つけることが出来ません。 

 質問： 移行する深さを 0 よりも上に設定しましたが、移行されたコンテンツの量が少なく、リンクされるページがダウン

ロードされません。  

回答： クロールに指定した URL が Web ページの実際の URL かどうかを確認してください。 指定した URL が間

違っていると、スキップしたページが既に移行された ”深さ” として数えられます。 

 質問： [移行時に CSS を含める] オプションを選択しましたが、移行先のレイアウトが移行元のレイアウトと異なり、

SharePoint が CSS を適用したようには見えません。 

回答： 既定の CSS レイアウト定義はページ全体の幅に使用されていますが、規定の SharePoint ページ レイア

ウトにはサイドリンク バーが含まれます。 移行元と同じ様にページを移行するには、サイドリンク バーを使用しないレイ

アウトのページを使用することをお勧めします。 

 質問：ルート フォルダへサイトを移行するオプションを選択すると（サブサイトではありません）、JavaScript のエラー

が多く表示されます。   

回答： JavaScript は SharePoint へ適切に移行されない場合があります。 理由としては以下が挙げられます。  

1.JavaScript のコードにエラーが含まれ、使用できない。 

2.関連するパスが分析されない、または適切に移行されない。 

3.Java Script のコードが原因で、SharePoint 側でセキュリティの問題が発生した可能性がある。  

 質問： 移行ジョブ完了後、画像がいくつか移行されていません。 

回答： 現時点では、Img および Input 要素のみが移行出来ます。これらの画像の書き込み先ノードを確認する

必要があります。 画像が Img および Inpur 要素に無い場合、移行先には移行されません。 

 質問： [移行時にトップリンク バー/サイドリンク バーを含める] オプションを選択しましたが、移行ジョブ完了後、いく

つ か の サ イ ト に ト ッ プ リ ン ク / サ イ ド リ ン ク  バ ー が 含 ま れ て い ま せ ん 。 
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回答： 移行するリンクが SharePoint 上の同じサイト、またはサブサイトのものかどうか確認してください。 異なるサ

イトに存在する場合は移行されません 

 

 質問：いくつかのカスタム列が移行先サイトへマッピングされません。 

回答：カスタム列は属性タイプに従って移行されますので、ページアイテムの属性タイプに従って予めマッピングを設定

してください。 

移行が完了しました！ 

 

これで SharePoint へ Web サイトのコンテンツが移行されました。AvePoint Web サイト移行 for SharePoint の

使い方に関する詳細については、デモムービーをご覧ください。その他インフラ管理のご要望については AvePoint Webサ

イト移行 for SharePoint の製品ページを参照してください。  
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