
DOCAVE 移行
FOR MICROSOFT® SHAREPOINT® 移行

技術概要

既存システムから Microsoft SharePoint Server/SharePoint Online へ、組織の情報
資産をスピーディーに移行します。
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DocAve 移行を利用してできること

セキュリティ トリミング
 
 

移行元コンテンツのプレスキャン
 

高速移行
             

             

カスタマイズ可能・再利用可能な移行プラン
 

 

 

 
 

完全または増分移行
 

 

DocAve が提供する移行モジュールは、14 種類の既存システムから SharePoint 2016/2013/2010 へ
のスピーディーでシンプルな移行を実現し、マッピングなどの機能を利用して、所要時間と労力を最小限に抑える
ことを可能にするツールです。

管理者ロールに合わせて移行プランの管理を割り当てます。

エンド ユーザーに対し、許可された範囲内の移行を実行する権限を付与することにより、コンテンツを
一番よく理解している担当者が移行を実行する環境を醸成するとともに、セキュリティを守ります。

作業前に移行元環境内のコンテンツをスキャンして移行範囲を指定し、マッピングの必要な禁則文字・
ユーザー権限・ユーザー名・ユーザー ドメインなどの要素を検出することで、SharePoint Server や 
SharePoint Online への移行作業中に起こるミスの数を最小限に抑制します。

Microsoft SharePoint Online 移行 API と DocAve 移行との統合によって、Office 365 への
移行を迅速・簡単に実行することができます。
Azure Express Route、または DocAve 高速移行 for Office 365 の転送用ストレージ デバイ
ス経由で、Azure へのマルチスレッド コンテンツ アップロードを実行します。

粒度の高いコンテンツ選択機能、およびコンテンツ プロパティまたはリスト内のアイテム数を元にカスタマイ
ズ可能なフィルター処理オプションを使用してビジネス ニーズに則ったコンテンツ移行を実現し、移行プラ
ン構成の検証も実行可能です。  

既存サイトへの移行はもちろん、移行作業に合わせて新規サイトを作成することも可能です。

既定のインターフェイスを元にダイナミック ルールを作成することができます。これにより、組織はビジネス 
ニーズを満たすマッピングやフィルター ポリシーをカスタマイズすることができ、移行先に存在しない管理さ
れたメタデータを作成することもできます。

頻繁に使用される移行設定を、再利用可能なプロファイルとして保存します。

既存の移行プランを優先し、組織内の計画に合わせたプロジェクトの実行を保証します。

まず完全移行を行い、さらに増分移行を引き続き実行するという形をとることでネットワーク帯域リソース
を最適化し、最終移行ジョブ以降に更新されたコンテンツのみを移行することができます。  

失敗したジョブを修復する場合、増分移行を利用すると、全プロジェクトの再実行より時間とリソースを
節約することができます。



マッピング一覧

 

完全忠実な移行
 
 

3

カスタム マッピング機能を使用してセキュリティ設定・属性・プロパティなどのメタデータをすべて完全に保持
することにより、既存エレメントへの適切な参照や SharePoint フィーチャーの利用が可能になります。 

SharePoint 既定機能・SharePoint Designer を利用して作成されたワークフローおよび Nintex ワ
ークフローを、SharePoint 2016/SharePoint 2013/Office 365 - SharePoint Online へ移行
します。

ユーザー通知・カスタム化フォーム・カスタム化ビュー・InfoPath フォームなどのアクションを、SharePoint 
2016/SharePoint 2013/Office 365 - SharePoint Online に移行します。

移行中の移行元・移行先環境共存*
移行フェーズでも、移行元と移行先環境をコラボレーション プラットフォームとして利用する選択肢を提
供します。

 

オンライン・オフライン移行*
既存ネットワーク経由のオンライン移行、またはファイアウォール間でのデータの安全なオフライン移行が
実行可能です。

 

スケジュール設定によるデータ同期
カスタム可能なスケジュール機能で移行元環境と移行先環境の同期を維持し、移行プロジェクトに伴う
ビジネスへの悪影響を最小限に抑えます。



対応する移行元システム

DOCUMENTUM EROOM
移行対応エレメントとマッピング

DocAve 6.7 プラットフォームで対応する移行タイプ

フォルダ
ドキュメント セット / ライブラリ内のフォルダー
サブフォルダー

移行元 移行先

ドキュメント

メモ

リンク

カレンダー

ディスカッション

フォルダー / ドキュメント セット

お知らせ

リンク

予定表

ディスカッション掲示板

Poll Survey

データベース

受信ボックス

投票一覧

投票

カスタム リスト 

アンケート

ドキュメント ライブラリ
カスタム リスト

アンケート

プロジェクト プラン プロジェクト タスク
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Microsoft SharePoint Server および SharePoint Online への移行に役立つ DocAve モジュール一覧:
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コメント一覧

添付ファイル

eRoom/ERM データ

添付フォルダ

サイト テンプレート

セキュリティとプロパティ

ディスカッションのトピック

ディスカッション
ディスカッション リスト
リストの列

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
空の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
複数ページの会議ワークスペース

ディスカッションの返信

リスト アイテム

DocAve ストレージ マネージャー
DocAve コネクタ

eRoom 添付フォルダにネストしているサブフォルダー

バージョン設定
列の設定
権限

対応するシステム**

EMC Documentum eRoom 7.2 以上

キャビネット

フォルダ

ドキュメント

バーチャル ドキュメント

サイト コレクション 
サイト
サブサイト

ドキュメント セット / ライブラリ内のフォルダー
サブフォルダー

フォルダー / ドキュメント セット

ドキュメントへのリンク

ドキュメントへのリンク

ユーザー

グループ

移行元

移行元

移行先

移行先

EMC DOCUMENTUM
移行対応エレメントとマッピング

リンクされたフォルダ/ドキュメント

ユーザ

グループ

Microsoft SharePoint Online
Microsoft Office SharePoint Server 2016
Microsoft Office SharePoint Server 2013
Microsoft Office SharePoint Server 2010
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ドメイン

EMC Documentum のタイプ

EMC Documentum のプロパティ

レンディション

スナップショット

ドメイン

アクセス権 アクセス許可レベル

コンテンツ タイプ

列

ドキュメント セット

ドキュメント セット  
フォルダー

対応するシステム**

対応するシステム**

EMC Documentum 6.5 以上

移行元

移行元

移行先

移行先

Exchange パブリック フォルダー
移行対応エレメントとマッピング

予定表アイテム 予定表アイテム

移行元 移行先 

連絡先アイテム 

メール アイテム 

メモ アイテム 

タスク アイテム

ジャーナル アイテム 

連絡先アイテム

リスト / ライブラリ アイテム

リスト アイテム

タスク アイテム

リスト / ライブラリ アイテム

Exchange パブリック フォルダー データ DocAve ストレージ マネージャー
DocAve コネクタ

SharePoint Online
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2013
SharePoint Server 2010

Microsoft Exchange 2013
Microsoft Exchange 2010
Microsoft Exchange 2007
Microsoft Exchange 2003
Microsoft Exchange 2000

Microsoft SharePoint Online
Microsoft SharePoint Server 2016
Microsoft SharePoint Server 2013
Microsoft SharePoint Server 2010
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Microsoft SharePoint Online
Microsoft Office SharePoint Server 2016
Microsoft Office SharePoint Server 2013
Microsoft Office SharePoint Server 2010

Windows Server 2012 RTM 
Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise Edition
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition
Windows Server 2008 SP2 Enterprise
Windows Server 2003 R2 SP2
Windows Server 2003 Standard Edition
Windows Server 2003 Enterprise Edition
Windows Server 2003 Datacenter Edition
Windows Server 2003 Web Edition 
Windows Server 2000
Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3

個別ファイル
複数ファイル 
フォルダー
個別のフォルダーとフォルダー内のコンテンツ
複数レベルのフォルダーとフォルダー内のコンテンツ
個別のディスク
ディスク全体とディスク内のコンテンツ
ディスクと、そのディスク内の一部のフォルダーおよびファイル
共有フォルダー

セキュリティ 
プロパティ

ブロックするファイル

ファイル システム データ

フォルダー セキュリティ
ファイル セキュリティ
ファイル プロパティ

.zip 圧縮パッケージ

DocAve ストレージ マネージャー 
DocAve コネクタ

ドキュメント ライブラリ
フォーム ライブラリ
Wiki ページ ライブラリ
画像ライブラリ
翻訳管理ライブラリ
データ接続ライブラリ
レポート ライブラリ
手動作成フォルダー

移行元 移行先

ファイル システム
移行対応エレメントとマッピング

対応するシステム

移行元 移行先

ディスカッション

ドキュメント

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

移行元 移行先

Notes/Domino
移行対応エレメントとマッピング
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Microsoft SharePoint Online
Microsoft Office SharePoint Server 2016
Microsoft Office SharePoint Server 2013
Microsoft Office SharePoint Server 2010

メモ

ジャーナル エントリ

チームの状態

メール

返答への返答

個人ステータス レポート

ルール

トピック

Lotus SmartSuite

取引先担当者

データベース

フォーム

フィールド

ユーザー

グループ

権限

新製品のお知らせ

ステーショナリ

返答

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

カスタム リスト アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

カスタム リスト アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

カスタム リスト アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル  

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

連絡先

リスト

コンテンツ タイプ

列

ユーザー

SharePoint グループ

アクセス許可レベル

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル  

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

ディスカッション掲示板アイテム
ドキュメント ライブラリ ファイル 

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

Wiki ページ ライブラリ ファイル

Wiki ページ ライブラリ ファイル

Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

カスタム リスト アイテム
Wiki ページ ライブラリ ファイル

AD グループ

対応するシステム**

Lotus Notes 6.5.5 以上

移行元 移行先



タスク グループ

タスク

マイルストン

複合ドキュメント

外観

フォルダー

Appearance Workspace Folder

URL

ショートカット

生成

テキスト ドキュメント

ドキュメント (バージョン）

XML DTD

ブロックするファイル 

エンタープライズ ワークスペース

プロジェクト ワークスペース

My Workspace

プロジェクト

ディスカッション

チャネル

投票

タスク リスト

サイト コレクション

サイト コレクション
個人用サイト

サイト コレクション フォルダーサイト

フォルダー

フォルダー

お知らせ

ディスカッション掲示板

アンケート

プロジェクト タスク

プロジェクト タスク リスト内のフォルダー

タスク

プロジェクト タスク リストのコンテンツ タイプ

ドキュメント ライブラリ
フォルダー
ドキュメント セット

ドキュメント ライブラリ

ドキュメント ライブラリ

フォルダー

ドキュメントへのリンク

ドキュメントへのリンク

ドキュメントへのリンク

ドキュメント ライブラリ内のファイル

ドキュメント ライブラリ内のファイル

ドキュメント ライブラリ内のファイル

.zip 圧縮パッケージ

移行元 Destination

OpenText コンテンツ サーバー (Livelink)
移行対応エレメントとマッピング

グループ

権限

ドメイン

カテゴリ

Livelink リストの列

Livelink データ

Livelink リスト レンプレート

ユーザー

コンテンツ タイプ
列

DocAve ストレージ マネージャー
DocAve コネクタ

列

リスト テンプレート

ユーザー

グループ

アクセス許可レベル

ドメイン
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移行対応マッピング

ライブラリ

通信

通知 
列 
コンテンツ タイプ 
機能
フォルダー 
アイテム 
アイテム バージョン 
リスト

ドキュメント ライブラリ
フォーム ライブラリ

画像ライブラリ

お知らせ 
連絡先 

ディスカッション掲示板

ナビゲーション 
プロパティ 
セキュリティ 
サイト
サイト コレクション 
Web ページ 
Web パーツ
ワークフロー

移行元 移行先

SharePoint 旧バージョン
移行対応エレメント

リスト

カスタム リスト

Web ページ

リンク 
カレンダー 
タスク 

案件管理 
アンケート

カスタム リスト データ シート ビュー形式
のカスタム リスト 

基本ページ 
Web パーツ ページ 

サイトとワークスペース

通知

メタデータ

セキュリティとプロパティ バージョン設定 
列の設定 

権限

1行テキスト 
複数行テキスト 
選択肢 (選択するメニュー） 
数値 
通貨  

参照
はい/いいえ 
ユーザーまたはグループ 
ハイパーリンクまたは画像 
集計値
管理されたメタデータ

通知

日付と時刻 

対応するシステム**

OpenText コンテンツ サーバー (Livelink) 9.5 以上

移行元 移行先

ポータル リスティング

アーカイブ済みコンテンツ

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 
空の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 
複数ページの会議
ワークスペース・個人用サイト 
エリア 

リンク リスト

すべてのアーカイブ済みスタブ 

バージョン履歴 バージョン履歴 

Microsoft SharePoint Online
Microsoft Office SharePoint Server 2016
Microsoft Office SharePoint Server 2013
Microsoft Office SharePoint Server 2010
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対応する移行シナリオ
移行元 移行先

標準的なプレース

ブログ プレース

ルーム

ライブラリー

フォルダー

ページ

サイト コレクション                  サイト

サイト コレクション                  サイト

サイト コレクション                  サイト

ドキュメント ライブラリ             

フォルダーリスト (カスタム リスト、
ドキュメント ライブラリ、
Wiki ページ) 

アイテム

移行元 移行先

QUICKR
移行対応エレメントとマッピング

ページ バージョン

フォーラム

ディスカッション

アイテム

カスタム リスト

カスタム リスト

フォーム

フィールド

=ユーザー

カレンダー

タスク

予定表内のアイテム

タスク内のアイテム

ユーザー

コンテンツ タイプ

列

SharePoint Server 2013
SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2016
SharePoint Online

SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2013
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Online

SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2013
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2010
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Online

SharePoint Server 2010
SharePoint Foundation 2010

Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 
2007
Windows SharePoint Services v3
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対応するシステム**

Quickr v6.5.1 以上

移行元 移行先

ページ

ドキュメント

画像

CSS

非合併フラッシュ

JavaScript

埋め込みビデオ

ルート フォルダー / ページ ライブラリ / Wiki ページ内のページ

* 対応していない移行タイプがあります。 詳細については、個別のユーザーガイドを参照してください。

** 対応する移行元のバージョンについては、DocAve 6 インストール ガイド 付録 C の対応表をご確認ください。 移行元についての確認は、AvePoint 担当までご
連絡ください。

.

本リリースで新たに追加される機能の一覧については、DocAve 6.7 リリース ノート をご参照ください。

V: 07222016_JP_01

ドキュメント ライブラリ内のファイル

イメージ ライブラリ内の画像

ドキュメント ライブラリ内のファイル

ドキュメント ライブラリ内のファイル

ドキュメント ライブラリ内のファイル

ドキュメント ライブラリ内のファイル

移行元 移行先

Web サイト
移行対応エレメントとマッピング

グループ

権限

インデックス

SharePoint グループ                AD グループ

アクセス許可レベル

リスト

12

SharePoint Online
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2013
SharePoint Server 2010

DocAve 
に関するお問い合わせ

電話: (03) - 6853 - 6300
E-mail: SalesJP@AvePoint.com

AvePoint Japan 株式会社
〒 108-0074
東京都港区高輪4-10-18
京急第一ビル 11F

その他詳細につきましては www.avepoint.co.jp をご覧ください。
アブポイントジャパン ブログ www.avepoint.co.jp/community/ をご覧ください。
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