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DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint に

ついて 

DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint 2010 を使用すると、SharePoint 環境および Share

Point オンライン環境の内部、またはこれらの環境をまたいで、管理者は SharePoint のサイト、コンテンツ、

トポロジーを包括的に移動、コピー、および再構築することができます。管理者は、使い慣れたリボンによるコン

トロールや、手順ごとに説明が表示されるウィザードを備えた非常に直感的な集中管理コンソールから、業務へ

の影響を最小限に抑えて、SharePoint のコンテンツをシームレスに管理および再構築できるため、急速な情

報ガバナンスの要件に迅速に対応することができます。 

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がお互いに連携して実行されます。コンテンツ マネー

ジャーと次の製品を一緒に使用することをお勧めします。 

 DocAve コネクタ: 移行を行わずに、SharePoint を直接経由させて、ネットワーク ファイル共有や

クラウド ストレージ リソースを共同で利用します。接続されたコンテンツは、通常の SharePoint コン

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

ることができます。 

 DocAve レプリケーター for SharePoint: SharePoint ファーム内もしくは異なる SharePoin

t ファームの間で SharePoint コンテンツをコピーします。 

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

nt 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。 
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始める前に 

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

構成 

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

成する必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、コンテンツ マネージャーを使用

できません。 

DocAve マネージャー、DocAve エージェントのインストールの詳細については、DocAve 6 インストール ガイ

ド をご参照ください。 

ライセンスおよび権限 

コンテンツ マネージャー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。権限に関する厳

密な制限がなければ、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設定することができます。 

2. SharePoint 権限:DocAve 6 コンテンツ マネージャーを使用する前に、この権限を手動で構成する

必要があります。インストール中には自動的に構成されません。 

 エージェント アカウントをファーム管理者グループのメンバーに追加します。管理者は、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。 

 全てのWebアプリケーションの全てのゾーンに対するフルコントール（Webアプリケーションのユ

ーザー ポリシーから設定） 

 User Profile Service アプリケーションの権限:フル コントロール 

 Managed Metadata Service:用語ストア管理者 

 Search Service:フル コントロール 

 Business Data Connectivity Service:フル コントロール 

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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3. SQL 権限:DocAve 6 コンテンツ マネージャーを使用する前に、この権限を手動で構成する必要が

あります。インストール中には自動的に構成されません。 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなどすべての SharePoint 

に関連するデータベースの db_owner のデータベース ロール 

ローカル システム権限 

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

ーカル グループのメンバーとして設定されます: 

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

 パフォーマンス モニター ユーザー 

 DocAve ユーザー (この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): 

o HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 のレジストリに対する

フル コントロール 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eventlog 

のレジストリに対する フル コントロール 

o 通信証明書のフル コントロール 

o バッチ ジョブとしてのログオンの権限 (([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] > [ユーザー権限の割り

当て] の順に進んでください。） 

o 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 

SharePoint Online エージェントのライセンスおよび権限 

コンテンツ マネージャー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。インストール中に DocAve によってローカル システム権限は自動的に構

成されます。インストール中に自動的に構成される権限のリストについては、 

ローカル システム権限 を参照してください。権限について厳密な制限がなければ、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。エージェ
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ント アカウント ユーザーが SharePoint オンラインのサイト コレクションの Administrator (管理者) グルー

プに含まれるようにしてください。 

はじめに 

コンテンツ マネージャー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。 

コンテンツ マネージャーの起動 

コンテンツ マネージャーを起動し、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] タブをクリックします。DocAve 6 のすべての製品スイートが表示されます。 

2. [管理] をクリックして、管理モジュールにアクセスします。 

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

 

図 1: DocAve モジュールの起動ウィンドウ 
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コンテンツ マネージャー インターフェイス 

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

1. タブ – コンテンツ マネージャーの様々なタブに移動します。 

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

することができるツールバーです。 

3. 移動元ペイン – コンテンツの移動元となる SharePoint ファームの各レベルの SharePoint オブジェ

クトを表示します。 

4. 移動先ペイン – コンテンツの移動先となる SharePoint ファームの各レベルの SharePoint オブジェ

クトを表示します。 

 

図 2: コンテンツ マネージャー インターフェイス 
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コンテンツ マネージャーの基本機能 

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

動ジョブを繰り返し実行することができます。また、プラン全体を作成しなくても、このような単純なタスクを実行

することもできます。 

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

設定に基づき、移動元ノードのコンテンツおよび権限を移動先ノードにコピーします。 

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

定に基づき、移動元ノードのコンテンツおよび権限を移動先ノードにコピーしてから、移動元ノードのコン

テンツおよび権限を削除します。移動元ノードのコンテンツおよび権限の削除は、移動ジョブのコピー部

分が完了したら自動的に削除するか、または移動ジョブが完了した後に手動で削除するかを選択でき

ます。 

 コンテナの作成 – コンテンツ マネージャーでは、DocAve インターフェイスを使用して、SharePoint 

内のコンテナを作成することができます。コンテナの作成機能は、移動元のコンテンツを移動先の新しい

ノードにコピー / 移動する場合に便利です。SharePoint の中で移動先ノードを事前に作成しておく

必要はありません。 

*注意: 移動元ノードの [新規を含む] チェックボックスをオンにすると、プラン保存後に作成されたコンテンツは、

そのプランが実行されるときに対象コンテンツに含まれます。 

コンテンツのコピー 

以下の 2 つのセクションでは、[既定のコピー設定] を構成する方法やコンテンツの単純なコピーを実行する方

法について説明します。 

既定のコピー設定の構成 

既定のコピー設定機能を使用して、コピー設定用のテンプレートをカスタマイズすることができます。これらの設定

は、新しく作成されるすべてのコピー ジョブに適用されます。コピー ジョブを実行する前に、設定を編集すること

ができます。 

既定のコピー設定を構成するには、リボンの [コピー] をクリックし、ドロップダウン リストから [既定のコピー設

定] を選択します。以下のそれぞれのフィールドで設定を選択します。 
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1. アクション – [添付] を選択して移動元ノードを移動先ノードの子ノードとして転送するか、[マージ] 

を選択して移動元ノードのコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。 

2. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストから既存のフィルター 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、新規のフィルターポリシーを作成します。フィルター ポリシー

では、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。フィルター ポリシーの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

3. 構成 – 構成を移動先に移動するかどうかを選択します:  

 [構成をコピーする] チェックボックスをオンにすると、移動元のプロパティ、説明、タイトル、設

定、および機能を移動先にコピーします。サイド リンク バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、

サイトのテーマ、マスター ページなどの移動元サイトの外観を保持するには、[外観を保持す

る] チェックボックスをオンにします。 

 構成を移動先に移動しない場合は、[構成をコピーする] チェックボックスをオフにします。次の

オプションから選択します: 

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

を移動します。] を選択し、ドロップダウン リストから依存アイテムの列およびコンテンツ

の競合解決方法を選択します。 

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

コンテンツ タイプ、および対応するアイテムを無視して、移動元および移動先はそ

のまま保持します。 

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

を上書きします。 

 [列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する] – 競合する場合は、移動先

の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、数字の接尾辞を追加して (例: 

ColumnName_1、ColumnName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ 

タイプを移動先ノードに追加します。 

o [アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピーしません] を選択すると、対

応するアイテムを移動先にコピーしません。対応する列またはコンテンツ タイプが移動

先に見つからない場合はジョブレポートにて対象アイテムが報告されます。 

4. セキュリティ – [セキュリティをコピーする] チェックボックスをオンにすると、SharePoint アクセス許可

レベル、SharePoint オブジェクトの権限継承など、移動元ノードからのユーザー / グループ権限を移

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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動先ノードにコピーします。[権限を持たないユーザー / グループを排除する] チェックボックスをオンに

すると、移動元でアクセス権限を持っていないユーザー / グループをコピー / 移動しません。 

5. コンテンツ – 移動元ノードのライブラリ、フォルダー、アイテムのコンテンツを移動先ノードにコピーするに

は、[コンテンツをコピーする] チェックボックスをオンにします。また、移動元ノードのリストの添付コンテン

ツを移動先ノードにコピーするには、[リストの添付ファイルを含む] チェックボックスをオンにします。 

6. ユーザー プロファイル – 移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノートにコピーするには、[ユー

ザー プロファイルをコピーする] チェックボックソをオンにします。 

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

ベルまたはそれ以上のレベルの場合にのみ、このセクションが表示されます。 

7. ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] チェックボックスをオンにして、移動元ノードの選択したコン

テンツの既存ワークフロー定義を移動先ノードにコピーするか、または、[ワークフロー インスタンスを含

む] をオンにして、移動元ノードの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

移動先にコピーします。 

8. 列の NULL 値の保持 – [はい] を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の NULL 値を保

持するか、または、[いいえ] を選択して NULL 値を移動先の既定値に置き換えます。 

9. データの圧縮 – データをコピーする際に圧縮するには、[圧縮] チェックボックスをオンにします。データ

の圧縮を選択した場合は、スライダで圧縮レベルを選択します。高速な圧縮の場合、データ セットが

大きくなります。高品質の圧縮の場合、データ セットは小さく高品質になりますが、圧縮にかかる時間

は長くなります。 

*注意: 小さいデータ セットの場合、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

10. データの暗号化 – データを暗号化するには、[暗号化] チェックボックスをオンにします。ドロップダウン 

リストから既定のセキュリティ プロファイルまたは構成済みセキュリティ プロファイルを選択して、指定した

暗号化方法により生成されたセキュリティ キーを使用してバックアップ データを保護するか、または、[セ

キュリティ プロファイルの新規作成] をクリックして新しいセキュリティ プロファイルを作成します。セキュ

リティ プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照し

てください。 

*注意: データを暗号化するため、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

11. 列マッピング – 移動元列を移動先の列に置き換えることができます。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。列は管理されたメタデータまたは参照列に変更することもでき

ます。ドロップダウン リストから既存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] 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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をクリックします。列マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイ

ド を参照してください。 

*注意: 列マッピングを設定しているときに、列タイプに [参照に変更する] を選択する場合は、参照 

列が移動先の既存リストまたはリスト列のみに関連していることを確認してください。 

12. 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。ドロップダウン リストから既存のコンテンツ 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] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピン

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

13. テンプレート マッピング – サイトやリストのテンプレートを置き換えることができます。ドロップダウン リスト

から既存のテンプレート 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

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

ガイド を参照してください。 

14. ユーザー マッピング – 既存移動元ノード ユーザー名を、既存移動先ノードのユーザー名または既定

移動先ユーザー名に置き換えるか、削除済みアカウントのメタデータを保持するため所持アカウントを

追加することができます。ドロップダウン リストから既存のユーザー 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] をクリックします。ユーザー マッピングの作成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

15. 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へマッピングすることができます。ドロッ

プダウン リストから既存のドメイン 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] 

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

ーガイド を参照してください。 

16. 言語マッピング – プランの実行後に移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に変更すること

ができます。ドロップダウン リストから既存の言語マッピングを選択するか、または、[言語マッピングの新

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

ユーザーガイド を参照してください。 

17. プラン実行の前に環境のバックアップ – コピーの実行前に移動先のコピーを作成するには、[移動先

環境をバックアップする] チェックボックスをオンにします。(コピーを元に戻すことができます)コピーの実

行前に移動先環境をバックアップする場合は、ストレージ ポリシーを指定する必要があります。[移動

先環境をバックアップする] チェックボックスをオンにすると、[ストレージ ポリシー] ドロップダウン リスト

が表示されます。ドロップダウン リストから既存のストレージ 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 ポリシーの詳

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

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


14  

 
DocAve 6: コンテンツ マネージャー 

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

は [置き換える] を選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、[下位オブジェクトを

確認する] チェックボックスをオンにして、[コンテンツ レベルの競合解決] ドロップダウン リストから [ス

キップする]、[上書きする]、[最終更新日時に従って上書きする]、または [追加する] を選択しま

す。コンテンツ マネージャーで、これらの構成に基づいて競合を解決する方法の詳細については、付録 

A: 競合解決 を参照してください。 

19. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve 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既存の通知プロファイルを選択するか、[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。ドロップダウンリストの隣にある [表示] 

をクリックすると選択した通知プロファイルの詳細を表示することができます。通知プロファイルの作成の

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

[OK] をクリックして、構成を保存してコンテンツ マネージャーの [ホーム] タブに戻るか、または、[キャンセル] 

をクリックして、変更を保存せずにコンテンツ マネージャーの [ホーム] タブに戻ります。 

単純なコピーの実行 

コンテンツ マネージャーの単純なコピーを実行するには、[移動元] ペインからコピー元ノードを選択し、[移動

先] ペインからコピー先ノードを選択します。リボンの [コピー] をクリックして、ドロップダウン リストから [コピー] 

を選択します。[コピー] タブに移動します。コピー インターフェイスには、次のツールがあります。 

 表示 – 既定のコピー設定をレビューするには、リボンの [表示] をクリックします。 

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

ます。設定を構成するには、本ガイドの コピー設定の構成 セクションを参照してください。 

 プレビュー – リボンの [プレビュー] をクリックすると、コピー ジョブ実行後の移動先ノードのデータ ツリ

ーがどのように表示されるのかを確認することができます。 

*注意: この機能では、Web アプリケーション、サイト コレクション、およびサイト レベル オブジェクトが

サポートされます。 

 ただちに実行 – リボンの [ただちに実行] をクリックしてコピー ジョブを実行します。コピー ジョブをただ

ちに実行し、コンテンツ マネージャーの [ホーム] タブに移動します。 

 キャンセル – リボンの [キャンセル] をクリックして、コピー ジョブを実行せずに [コピー] タブを閉じます。 

コピー設定の構成 

[コピー設定の編集] ページでは、以下の設定を構成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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1. アクション – [添付] を選択して移動元ノードを移動先ノードの子ノードとして転送するか、または、

[マージ] を選択して移動元ノードのコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。[プレ

ビューを表示する] をクリックすると、ジョブ実行後の移動先ノードのデータ ツリーがどのように表示され

るのかを確認することができます。データツリーを非表示にするには、[プレビューを隠す] をクリックします。 

2. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストから既存のフィルター 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、新規のフィルターポリシーを作成します。フィルター ポリシー

では、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。フィルター ポリシーの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

3. 構成 – 構成を移動先に移動するかどうかを選択します。 

 [構成をコピーする] チェックボックスをオンにすると、移動元のプロパティ、説明、タイトル、設

定、および機能を移動先にコピーします。サイド リンク バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、

サイトのテーマ、マスター ページなどの移動元サイトの外観を保持するには、[外観を保持す

る] チェックボックスをオンにします。 

*注意: 移動元ノードがサイトであり、移動先ノードがトップレベルまたはサイト コレクションの

場合、さらに、手順 1 でアクションを マージ として選択している場合にのみ、この機能は有効

です。 

 構成を移動先に移動しない場合は、[構成をコピーする] チェックボックスをオフにします。次の

オプションから選択します: 

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

を移動します。] を選択し、ドロップダウン リストから依存アイテムの列およびコンテンツ

の競合解決方法を選択します。 

 [列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムをコピーしない] – 競合する

列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムを無視して、移動元および移動先

はそのまま保持します。 

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

を上書きします。 

 [列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する] – 競合する場合は、移動先

の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、数字の接尾辞を追加して (例: 

ColumnName_1、ColumnName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ 

タイプを移動先ノードに追加します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o [アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピーしません。] を選択すると、

対応するアイテムを移動先にコピーしません。対応する列またはコンテンツ タイプが移

動先に見つからない場合、ジョブレポートにて対象アイテムが報告されます。 

4. セキュリティ – [セキュリティをコピーする] チェックボックスをオンにすると、SharePoint アクセス許可

レベル、SharePoint オブジェクトの権限継承など、移動元ノードからのユーザー / グループ権限を移

動先ノードにコピーします。[権限を持たないユーザー / グループを排除する] チェックボックスをオンに

すると、移動元でアクセス権限を持っていないユーザー / グループをコピー / 移動しません。 

5. コンテンツ – 移動元ノードのライブラリ、フォルダー、アイテムのコンテンツを移動先ノードにコピーするに

は、[コンテンツをコピーする] チェックボックスをオンにします。また、移動元ノードのリストの添付コンテン

ツを移動先ノードにコピーするには、[リストの添付ファイルを含む] チェックボックスをオンにします。 

6. ユーザー プロファイル – 移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノートにコピーするには、[ユー

ザー プロファイルをコピーする] チェックボックソをオンにします。 

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

ベルまたはそれ以上のレベルの場合にのみ、このセクションが表示されます。 

7. ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] チェックボックスをオンにして、移動元ノードの選択したコン

テンツの既存ワークフロー定義を移動先ノードにコピーするか、または、[ワークフロー インスタンスを含

む] をオンにして、移動元ノードの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

移動先にコピーします。 

8. 列の NULL 値の保持 – [はい] を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の NULL 値を保

持するか、または、[いいえ] を選択して NULL 値を移動先の既定値に置き換えます。 

9. データの圧縮 – データをコピーする際に圧縮するには、[圧縮] チェックボックスをオンにします。データ

の圧縮を選択した場合は、スライダで圧縮レベルを選択します。高速な圧縮の場合、データ セットが

大きくなります。高品質の圧縮の場合、データ セットは小さく高品質になりますが、圧縮にかかる時間

は長くなります。 

*注意: 小さいデータ セットの場合、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

10. データの暗号化 – データを暗号化するには、[暗号化] チェックボックスをオンにします。ドロップダウン 

リストから既定のセキュリティ プロファイルまたは構成済みセキュリティ プロファイルを選択して、指定した

暗号化方法により生成されたセキュリティ キーを使用してバックアップ データを保護するか、または、[セ

キュリティ プロファイルの新規作成] をクリックして新しいセキュリティ プロファイルを作成します。セキュ

リティ プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照し

てください。 
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*注意: データを暗号化するため、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

11. 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。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。列は管理されたメタデータまたは参照列に変更することも

できます。ドロップダウン リストから既存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] をクリックします。列マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー

ガイド を参照してください。 

*注意: 列マッピングを設定しているときに、列タイプに [参照に変更する] を選択する場合は、参照 

列が移動先の既存リストまたはリスト列のみに関連していることを確認してください。 

12. 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。ドロップダウン リストから既存のコンテンツ 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] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピン

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

13. テンプレート マッピング – サイトやリストのテンプレートを置き換えることができます。ドロップダウン リスト

から既存のテンプレート 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

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

ガイド を参照してください。 

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

既定の移動先ユーザー名に置き換えるか、または、所持アカウントを追加することで、移行先にユーザ

ーが存在していない場合も、そのユーザーのメタデータを保持することができます。ドロップダウン リストか

ら既存のユーザー 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] をクリックします。

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

してください。 

15. 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へマッピングすることができます。ドロッ

プダウン リストから既存のドメイン 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] 

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

ーガイド を参照してください。 

16. 言語マッピング – プランの実行後に移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に変更すること

ができます。ドロップダウン リストから既存の言語マッピングを選択するか、または、[言語マッピングの新

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

ユーザーガイド を参照してください。 

17. プラン実行の前に環境のバックアップ – コピーの実行前に移動先のコピーを作成するには、[移動先

環境をバックアップする] チェックボックスをオンにします (コピーを元に戻すことができます)。コピーの実
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行前に移動先環境をバックアップする場合は、ストレージ ポリシーを指定する必要があります。既存の

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 ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール パネル 

ユーザーガイド を参照してください。 

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

は [置き換える] を選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、[下位オブジェクトを

確認する] チェックボックスをオンにして、[コンテンツ レベルの競合解決] ドロップダウン リストから [ス

キップする]、[上書きする]、[最終更新日時に従って上書きする]、または [追加する] を選択しま

す。コンテンツ マネージャーで、これらの構成に基づいて競合を解決する方法の詳細については、付録 

A: 競合解決 を参照してください。 

19. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve 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既存の通知プロファイルを選択するか、[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。ドロップダウンリストの隣にある [表示] 

をクリックすると選択した通知プロファイルの詳細を表示することができます。通知プロファイルの作成の

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

コンテンツの移動 

以下の 2 つのセクションでは、[既定の移動設定] を構成する方法や単純なコンテンツの移動を実行する方

法について説明します。 

既定の移動設定の構成 

既定の移動設定機能を使用して、移動設定のテンプレートをカスタマイズすることができます。これらの設定は、

新しく作成されるすべての移動 ジョブに適用されます。移動ジョブを実行する前に、設定を編集することができ

ます。 

既定の移動設定を構成するには、リボンの [移動] をクリックして、ドロップダウン リストから [既定の移動設

定] を選択します。以下のそれぞれのフィールドで設定を選択します。 

1. アクション – [添付] を選択して移動元ノードを移動先ノードの子ノードとして転送するか、または、

[マージ] を選択して移動元ノードのコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。 

2. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストから既存のフィルター 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、新規のフィルターポリシーを作成します。。フィルター ポリシー

では、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

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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トおよびデータを選択することができます。フィルター ポリシーの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

3. 構成 – 構成を移動先に移動するかどうかを選択します。 

 [構成を移動する] チェックボックスをオンにすると、移動元のプロパティ、説明、タイトル、設定、

および機能を移動先に移動します。サイド リンク バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、サイト

のテーマ、マスター ページなどの移動元サイトの外観を保持するには、[外観を保持する] チェ

ックボックスをオンにします。 

*注意: 移動元ノードがサイトであり、移動先ノードがトップレベルまたはサイト コレクションの

場合、さらに、手順 1 でアクションを マージ として選択している場合にのみ、この機能は有効

です。 

 構成を移動先に移動しない場合は、[構成を移動する] チェックボックスをオフにします。次の

オプションから選択します: 

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

を移動します。] を選択し、ドロップダウン リストから依存アイテムの列およびコンテンツ

の競合解決方法を選択します。 

 [列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムを移動しない] – 競合する列、

コンテンツ タイプ、および対応するアイテムを無視して、移動元および移動先はそ

のまま保持します。 

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

プを上書きします。 

 [列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する] – 競合する場合は、移動先

の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、数字の接尾辞を追加して (例: 

ColumnName_1、ColumnName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ 

タイプを移動先ノードに追加します。 

o [アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプを移動しません。] を選択すると、

対応するアイテムを移動先にコピー / 移動しません。対応する列またはコンテンツ タ

イプが移動先に見つからない場合はジョブレポートにて対象アイテムが報告されます。 

4. セキュリティ – [セキュリティを移動する] チェックボックスをオンにして、SharePoint アクセス許可レベ

ル、SharePoint オブジェクトの権限継承など、移動元ノードからのユーザー / グループ権限を移動先

ノードに移動します。[権限を持たないユーザー / グループを排除する] チェックボックスをオンにして、

移動元でアクセス権限を持っていないユーザー / グループを移動しません。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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5. コンテンツ – [コンテンツを移動する] チェックボックスをオンにして、移動元ノードのライブラリ、フォルダ

ー、アイテムのコンテンツを移動先ノードに移動します。また、[リストの添付ファイルを含む] チェックボッ

クスをオンにして、移動元ノードのリストの添付コンテンツを移動先ノードに移動します。 

6. ユーザー プロファイル – [ユーザー プロファイルを移動する] チェックボックソをオンにして、移動元ノー

ドのユーザー プロファイルを移動先ノートに移動します。 

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

ベルまたはそれ以上のレベルの場合にのみ、このセクションが表示されます。 

7. ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] チェックボックスをオンにして、移動元ノードの選択したコン

テンツの既存ワークフロー定義を移動先ノードに移動するか、または、[ワークフロー インスタンスを含

む] をオンにして、移動元ノードの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

移動先に移動します。 

8. 列の NULL 値の保持 – [はい] を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の NULL 値を保

持するか、または、[いいえ] を選択して NULL 値を移動先の既定値に置き換えます。 

9. データの圧縮 – データを移動する際に圧縮するには、[圧縮] チェックボックスをオンにします。データの

圧縮を選択した場合は、スライダで圧縮レベルを選択します。高速な圧縮の場合、データ セットが大

きくなります。高品質の圧縮の場合、データ セットは小さく高品質になりますが、圧縮にかかる時間は

長くなります。 

*注意: 小さいデータ セットの場合、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

10. データの暗号化 – [暗号化] チェックボックスをオンにして、データを暗号化します。ドロップダウン リスト

から既定のセキュリティ プロファイルまたは構成済みセキュリティ プロファイルを選択して、指定した暗号

化方法により生成されたセキュリティ キーを使用してバックアップ データを保護するか、または、[セキュ

リティ プロファイルの新規作成] をクリックして新しいセキュリティ プロファイルを作成します。セキュリティ 

プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してくだ

さい。 

*注意: データを暗号化するため、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

11. 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。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列に変更することも

できます。ドロップダウン リストから既存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] をクリックします。列マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー

ガイド を参照してください。 
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*注意: 列マッピングを設定しているときに、列タイプに [参照に変更する] を選択する場合は、参照 

列が移動先の既存リストまたはリスト列のみに関連していることを確認してください。 

12. 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。ドロップダウン リストから既存のコンテンツ 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] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピン

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

13. テンプレート マッピング – サイトやリストのテンプレートを置き換えることができます。ドロップダウン リスト

から既存のテンプレート 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

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

ガイド を参照してください。 

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

既定の移動先ユーザー名に置き換えるか、または、所持アカウントを追加することで、移行先にユーザ

ーが存在していない場合も、そのユーザーのメタデータを保持することができます。ドロップダウン リストか

ら既存のユーザー 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] をクリックします。

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

してください。 

15. 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へマッピングすることができます。ドロッ

プダウン リストから既存のドメイン 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] 

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

ーガイド を参照してください。 

16. 言語マッピング – プランの実行後に移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に変更すること

ができます。ドロップダウン リストから既存の言語マッピングを選択するか、または、[言語マッピングの新

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

ユーザーガイド を参照してください。 

17. 移動元ドキュメント / アイテムの削除方法 – [手動] を選択した場合、移動ジョブの終了後、移動

元コンテンツを手動で削除します。削除するには、ジョブ モニターで移動ジョブを選択し、リボンの [削

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

移動ジョブの終了後、DocAve が移動元コンテンツを自動的に削除します。 

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

DocAve が移動元ノードのチェックアウト済みファイルを削除します。既定では、[いいえ] が選択され

ています。 
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19. プラン実行の前に環境のバックアップ – 移動の実行前に移動元のコピーを作成するには、[移動元

環境をバックアップする] チェックボックスをオンにします (移動を元に戻すことができます)。コピーの実

行前に移動元 / 移動先環境をバックアップする場合は、ストレージ ポリシーを指定する必要がありま

す。既存のストレージ 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 ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロー

ル パネル ユーザーガイド を参照してください。 

*注意: 移動ジョブの第 2 の手順として、移動元ノードは削除されます。[移動元環境をバックアップ

する] を選択しない場合、移動元ノードは移動ジョブ実行前の状態にリストアすることができません。 

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

は [置き換える] を選択します。[下位オブジェクトを確認する] チェックボックスをオンにして、コンテン

ツ レベルの競合解決を構成します。[コンテンツ レベルの競合解決] ドロップダウン リストから [スキッ

プする]、[上書きする]、[最終更新日時に従って上書きする]、または [追加する] を選択します。コ

ンテンツ マネージャーで、これらの構成に基づいて競合を解決する方法の詳細については、付録 A を

参照してください。 

21. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve 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既存の通知プロファイルを選択するか、[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。ドロップダウンリストの隣にある [表示] 

をクリックすると選択した通知プロファイルの詳細を表示することができます。通知プロファイルの作成の

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

[OK] をクリックして、構成を保存してコンテンツ マネージャーの [ホーム] タブに戻るか、または、[キャンセル] 

をクリックして、変更を保存せずにコンテンツ マネージャーの [ホーム] タプに戻ります。 

単純な移動の実行 

コンテンツ マネージャーの単純な移動を実行するには、[移動元] ペインから移動元ノードを選択し、[移動先] 

ペインから移動先ノードを選択します。リボンの [移動] をクリックして、ドロップダウン リストから [移動] を選択

します。[移動] タブに移動します。コピー インターフェイスには、次のツールがあります。 

 表示 – リボンの [表示] をクリックして移動設定をレビューします。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックしてコピー設定を変更します。[移動設定の編集] ページに移動し

ます。設定を構成するには、本ガイドの 移動設定の構成 セクションを参照してください。 

 プレビュー – リボンの [プレビュー] をクリックすると、コピー ジョブ実行後の移動先ノードのデータ ツリ

ーがどのように表示されるのかを確認することができます。 
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*注意: この機能では、Web アプリケーション、サイト コレクション、およびサイト レベル オブジェクトが

サポートされます。 

 ただちに実行 – リボンの [ただちに実行] をクリックして移動ジョブを実行します。移動ジョブをただちに

実行し、コンテンツ マネージャーの [ホーム] タブに移動します。 

リボンの [キャンセル] をクリックして、移動ジョブを実行せずに [移動] タブを閉じます。 

移動設定の構成 

[移動設定の編集] ページでは、以下の設定を構成することができます。 

1. アクション – [添付] を選択して移動元ノードを移動先ノードの子ノードとして転送するか、または、

[マージ] を選択して移動元ノードのコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。[プレ

ビューを表示する] をクリックすると、ジョブ実行後の移動先ノードのデータ ツリーがどのように表示され

るのかを確認することができます。データツリーを非表示にするには、[プレビューを隠す] をクリックします。 

2. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストから既存のフィルター 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、新規のフィルターポリシーを作成します。フィルター ポリシー

では、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。フィルター ポリシーの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

3. 構成 – 構成を移動先に移動するかどうかを選択します。 

 [構成を移動する] チェックボックスをオンにすると、移動元のプロパティ、説明、タイトル、設定、

および機能を移動先に移動します。サイド リンク バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、サイト

のテーマ、マスター ページなどの移動元サイトの外観を保持するには、[外観を保持する] チェ

ックボックスをオンにします。 

*注意: 移動元ノードがサイトであり、移動先ノードがトップレベルまたはサイト コレクションの

場合、さらに、手順 1 でアクションを マージ として選択している場合にのみ、この機能は有効

です。 

 構成を移動先に移動しない場合は、[構成を移動する] チェックボックスをオフにします。次の

オプションから選択します: 

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

を移動します。] を選択し、ドロップダウン リストから依存アイテムの列およびコンテンツ

の競合解決方法を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 [列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムを移動しない] – 競合する列、

コンテンツ タイプ、および対応するアイテムを無視して、移動元および移動先はそ

のまま保持します。 

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

プを上書きします。 

 [列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する] – 競合する場合は、移動先

の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、数字の接尾辞を追加して (例: 

ColumnName_1、ColumnName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ 

タイプを移動先ノードに追加します。 

o [アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプを移動しません。] を選択すると、

対応するアイテムを移動先にコピーしません。対応する列またはコンテンツ タイプが移

動先に見つからない場合、ジョブレポートにて対象アイテムが報告されます。。 

4. セキュリティ – [セキュリティを移動する] チェックボックスをオンにして、SharePoint アクセス許可レベ

ル、SharePoint オブジェクトの権限継承など、移動元ノードからのユーザー / グループ権限を移動先

ノードに移動します。[権限を持たないユーザー / グループを排除する] チェックボックスをオンにすると、

移動元でアクセス権限を持っていないユーザー / グループをコピー / 移動しません。 

5. コンテンツ – 移動元ノードのライブラリ、フォルダー、アイテムのコンテンツを移動先ノードに移動するには、

[コンテンツを移動する] チェックボックスをオンにします。また、移動元ノードのリストの添付コンテンツを

移動先ノードに移動するには、[リストの添付ファイルを含む] チェックボックスをオンにします。 

6. ユーザー プロファイル – 移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノートに移動するには、[ユー

ザー プロファイルを移動する] チェックボックソをオンにします。 

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

ベルまたはそれ以上のレベルの場合にのみ、このセクションが表示されます。 

7. ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] チェックボックスをオンにして、移動元ノードの選択したコン

テンツの既存ワークフロー定義を移動先ノードに移動するか、または、[ワークフロー インスタンスを含

む] をオンにして、移動元ノードの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

移動先に移動します。 

8. 列の NULL 値の保持 – [はい] を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の NULL 値を保

持するか、または、[いいえ] を選択して NULL 値を移動先の既定値に置き換えます。 

9. データの圧縮 – データを移動する際に圧縮するには、[圧縮] チェックボックスをオンにします。データの

圧縮を選択した場合は、スライダで圧縮レベルを選択します。高速な圧縮の場合、データ セットが大
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きくなります。高品質の圧縮の場合、データ セットは小さく高品質になりますが、圧縮にかかる時間は

長くなります。 

*注意: 小さいデータ セットの場合、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

10. データの暗号化 – データを暗号化するには、[暗号化] チェックボックスをオンにします。ドロップダウン 

リストから既定のセキュリティ プロファイルまたは構成済みセキュリティ プロファイルを選択して、指定した

暗号化方法により生成されたセキュリティ キーを使用してバックアップ データを保護するか、または、[セ

キュリティ プロファイルの新規作成] をクリックして新しいセキュリティ プロファイルを作成します。セキュ

リティ プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照し

てください。 

*注意: データを暗号化するため、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

11. 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。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列に変更することも

できます。ドロップダウン リストから既存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] をクリックします。列マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー

ガイド を参照してください。 

*注意: 列マッピングを設定しているときに、列タイプに [参照に変更する] を選択する場合は、参照 

列が移動先の既存リストまたはリスト列のみに関連していることを確認してください。 

12. 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。ドロップダウン リストから既存のコンテンツ 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] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピン

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

13. テンプレート マッピング – サイトやリストのテンプレートを置き換えることができます。ドロップダウン リスト

から既存のテンプレート 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

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

ガイド を参照してください。 

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

既定の移動先ユーザー名に置き換えるか、または、所持アカウントを追加することで、移行先にユーザ

ーが存在していない場合も、そのユーザーのメタデータを保持することができます。ドロップダウン リストか

ら既存のユーザー 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] をクリックします。

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

してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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15. 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へマッピングすることができます。ドロッ

プダウン リストから既存のドメイン 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] 

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

ーガイド を参照してください。 

16. 言語マッピング – プランの実行後に移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に変更すること

ができます。ドロップダウン リストから既存の言語マッピングを選択するか、または、[言語マッピングの新

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

ユーザーガイド を参照してください。 

17. 移動元ドキュメント / アイテムの削除方法 – [手動] を選択すると、移動ジョブの終了後、移動元

コンテンツを手動で削除します。削除するには、ジョブ モニターで移動ジョブを選択し、リボンの [削除] 

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

ジョブの終了後、DocAve が移動元コンテンツを自動的に削除します。 

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

DocAve が移動元ノードのチェックアウト済みファイルを削除します。既定では、[いいえ] が選択され

ています。 

19. プラン実行の前に環境のバックアップ – 移動の実行前に移動先のコピーを作成するには、[移動先

環境をバックアップする] チェックボックスをオンにします (移動を元に戻すことができます)。コピーの実

行前に移動先環境をバックアップする場合は、ストレージ ポリシーを指定する必要があります。既存の

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 ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール パネル 

ユーザーガイド を参照してください。 

*注意: 移動ジョブの第 2 の手順として、移動元ノードは削除されます。[移動元環境をバックアップ

する] を選択しない場合、移動元ノードは移動ジョブ実行前の状態にリストアすることができません。 

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

は [置き換える] を選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、[下位オブジェクトを

確認する] チェックボックスをオンにして、[コンテンツ レベルの競合解決] ドロップダウン リストから [ス

キップする]、[上書きする]、[最終更新日時に従って上書きする]、または [追加する] を選択しま

す。コンテンツ マネージャーで、これらの構成に基づいて競合を解決する方法の詳細については、付録 

A: 競合解決 を参照してください。 

21. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve 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既存の通知プロファイルを選択するか、[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。ドロップダウンリストの隣にある [表示] 

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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をクリックすると選択した通知プロファイルの詳細を表示することができます。通知プロファイルの作成の

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

コンテナの作成 

DocAve では、DocAve インターフェイスを使用して、SharePoint 内にコンテナを作成することができます。こ

の機能を使用すると、コンテンツ マネージャーを使用する前にすべての必要なコンテナを作成することなく、コンテ

ンツ管理タスクの実行を続けることができます。 

*注意: SharePoint Online 環境ではサイト コレクションの作成はできません。 

コンテナを作成するには、[移動先] ペイン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表示されます。以下のセクションに従って各コンテ

ナ タイプの設定を構成します。 

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

をクリックすると、フォルダー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以下の設定を構成します。 

1. タイトルと説明 – 新しいサイト コレクションの [タイトル]、および後で参照するための [説明] を入力

します。 

2. 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、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るテンプレートを選択

するか、または、[カスタム] タブをクリックし、<テンプレートを後で選択…> を選択すると、作成時に

テンプレートを選択しません。 

3. サイト コレクション管理者 – このサイト コレクションの管理者の [ユーザー名] を入力します。 

4. 代理サイト コレクション管理者 – 代理サイト コレクション管理者の [ユーザー名] を入力します。 

5. 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。 

6. コンテンツ データベース – 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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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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。 

1. タイトルと説明 – 新しいサイトの [タイトル]、および後で参照するための [説明] を入力します。 

2. 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、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から選択します。 

3. 権限 – [固有の権限を使用する] を選択して、固有の権限を持っているユーザーが新しいサイトにア

クセスすることを許可するか、または、[親サイトと同じ権限を使用する] を選択して、親サイトにアクセ

スできるユーザーが新しいサイトにアクセスすることを許可します。 

[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。 

1. オブジェクト タイプ – [リスト] または [ライブラリ] を作成するかを選択します。 

2. カテゴリー – ドロップダウン リストからリスト / ライブラリのカテゴリーを選択します。 

3. ドキュメント テンプレート (ライブラリの場合のみ) – ライブラリで新規にドキュメントを作成する場合の

既定ドキュメント 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 / ライブラリを作成するか、[キャンセル] をクリックしてコンテナの作成インターフ

ェイスを閉じます。 
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プランの作成 

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

ことなく、プロセスを繰り返し実行することができます。プランは、スケジュールを設定してコピーまたは移動を柔軟

に実行することが可能です。次の 2 つのいずれかの方法でプランを作成することができます。 

 ウィザード モード – コンテンツ マネージャーのプランに慣れてない場合には、ウィザード モードを選択し、

ステップ毎のガイダンスを参照しながら新しいプランを作成します。 

 フォーム モード – 操作に慣れているユーザーであれば、フォーム モードを選択し、プランで設定する構

成を柔軟に選択することができます。 

ウィザード モードを使用してプランを作成する 

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

ー] をクリックして、オンライン モードに入ります。[移動元] ペインで移動元ノードを選択し、[移動先] ペインで

移動先ノードを選択します。リボンの [プラン ビルダー] をクリックして、ドロップダウン リストから [ウィザード モ

ード] を選択します。[ウィザード モード] タブに移動します。プランを作成するには、以下の手順に従ってくださ

い。 

1. プラン名 – 新しい [プラン名] を入力し、後で参照するための [説明] を入力します。[次へ] 

をクリックします。 

2. 方法 – プランの方法およびアクションを構成します: 

a. 方法 – プランを実行する際に、実行するジョブのタイプを [コピー] または [移動] から

選択します。[移動] を選択する場合は、以下の設定を構成します。 

i. 移動元ドキュメント / アイテムの削除方法 – [手動] を選択して、コピー / 移

動ジョブの終了後、移動元コンテンツを手動で削除するか (ジョブ モニターでコピ

ー / 移動ジョブを選択して、リボンの [削除] をクリックしてドリップダウン リストか

ら [コンテンツの削除] を選択します)、[自動] を選択して、コピー / 移動ジョブ

の終了後、DocAve が移動元コンテンツを自動的に削除します。 

ii. 移動元チェックアウト済みファイルの削除 – 既定では、[いいえ] が選択されて

います。[はい] を選択すると、移動元コンテンツを削除する際に、DocAve が

移動元ノードのチェックアウト済みファイルを削除します。 
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b. アクション – [添付] を選択して移動元ノードを移動先ノードの子ノードとして転送する

か、または、[マージ] を選択して移動元ノードのコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノ

ードに追加します。データ ツリーがどのように表示されるのかを確認するには、[プレビュー

を表示する] をクリックします。 

プランの方法を構成した後、[次へ] をクリックします。 

3. データの選択 – 以下の設定を構成します。 

a. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストから既存のフィルター 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、新規フィルター ポリシーを作成し

ます。フィルター ポリシーでは、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。フィルター 

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

照してください。 

b. 構成 – 構成を移動先に移動するかどうかを選択します。 

o [構成をコピー / 移動する]チェックボックスをオンにすると、移動元のプロパティ、

説明、タイトル、設定、および機能を移動先にコピー / 移動します。サイド リンク 

バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、サイトのテーマ、マスター ページなどの移動

元サイトの外観を保持するには、[外観を保持する] チェックボックスをオンにしま

す。 

*注意: 移動元ノードがサイトであり、移動先ノードがトップレベルまたはサイト コ

レクションの場合、さらに、手順 1 でアクションを マージ として選択している場合

にのみ、この機能は有効です。 

o 構成を移動先に移動しない場合は、[構成をコピー / 移動する] チェックボック

スをオフにします。次のオプションから選択します: 

 [アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコン

テンツ タイプをコピー / 移動します。] を選択して、ドロップダウン リス

トから依存アイテムの列およびコンテンツの競合解決方法を選択します。 

o [列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムをコピー / 移

動しない] – 競合する列、コンテンツ タイプ、および対応するア

イテムを無視して、移動元および移動先はそのまま保持します。 

o [列およびコンテンツ タイプを上書きする] – 移動先の列およ

びコンテンツ タイプを上書きします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o [列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する] – 競合する

場合は、移動先の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、

数字の接尾辞を追加して (例: ColumnName_1、Colum

nName_2 など)、移動元の列およびコンテンツ タイプを移動

先ノードに追加します。 

 [アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピー / 移動しませ

ん。] を選択すると、対応するアイテムを移動先にコピー / 移動しません。

対応する列またはコンテンツ タイプが移動先に見つからない場合、ジョブ 

レポートにて対象アイテムが報告されます。 

c. セキュリティ – [セキュリティをコピー / 移動する] チェックボックスをオンにして、ShareP

oint アクセス許可レベル、SharePoint オブジェクトの権限継承など、移動元ノードから

のユーザー / グループ権限を移動先ノードにコピー / 移動します。[権限を持たないユー

ザー / グループを排除する] チェックボックスをオンにすると、移動元でアクセス権限を持

っていないユーザー / グループをコピー / 移動しません。 

d. コンテンツ – [コンテンツをコピー / 移動する] チェックボックスをオンにして、移動元ノー

ドのライブラリ、フォルダー、アイテムのコンテンツを移動先ノードにコピー / 移動します。また、

[リストの添付ファイルを含む] をオンにして、移動元ノードのリストの添付コンテンツを移

動先ノードにコピー / 移動します。 

e. ユーザー プロファイル – 移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノードにコピー / 

移動するには、[ユーザー プロファイルをコピー / 移動する] チェックボックソをオンにしま

す。 

*注意: ユーザーはトップレベル サイトに保存されるため、移動元ノード レベルはサイト コ

レクション レベルまたはそれ以上のレベルの場合にのみ、このセクションが表示されます。 

f. ワークフロー – [ワークフロー定義を含む]チェックボックスをオンにして、移動元ノードの

選択したコンテンツの既存ワークフロー定義を移動先ノードにコピー / 移動するか、または、

[ワークフロー インスタンスを含む] をオンにして、移動元ノードの選択したコンテンツの既

存ワークフローの状態、履歴、およびタスクを移動先にコピー / 移動します。 

データの選択を構成した後、[次へ] をクリックします。 

4. スケジュール – 次のオプションから選択します。 

 プランを手動で実行するには、[スケジュールなし] を選択します。 
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 指定の時刻にプランを実行するには、[開始時刻] を選択します。プランを実行する日付

と時刻を選択します。必要に応じて、ハイパーリンクをクリックして異なるタイム ゾーンを選

択すると、タイム ゾーンを変更することができます。 

スケジュールを構成した後、[次へ] をクリックします。 

5. 詳細設定 – 以下の設定を構成します。 

a. 列の NULL 値の保持 – [はい] を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の N

ULL 値を保持するか、または、[いいえ] を選択して NULL 値を移動先の既定値に置

き換えます。 

b. データの圧縮 – データをコピーする際に圧縮するには、[圧縮] チェックボックスをオンにし

ます。データの圧縮を選択した場合は、スライダで圧縮レベルを選択します。高速な圧縮

の場合、データ セットが大きくなります。高品質の圧縮の場合、データ セットは小さく高品

質になりますが、圧縮にかかる時間は長くなります。 

*注意: 小さいデータ セットの場合、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなりま

す。 

c. データの暗号化 – データを暗号化するには、[暗号化] チェックボックスをオンにします。ド

ロップダウン リストから既定のセキュリティ プロファイルまたは構成済みセキュリティ プロファイ

ルを選択して、指定した暗号化方法により生成されたセキュリティ キーを使用してバックア

ップ データを保護するか、または、[セキュリティ プロファイルの新規作成] をクリックして

新しいセキュリティ プロファイルを作成します。セキュリティ プロファイルの作成の詳細につい

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

*注意: データを暗号化するため、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

d. 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。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

参照列に変更することもできます。ドロップダウン リストから既存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] をクリックします。列マッピングの作成の詳細につ

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

*注意: 列マッピングを設定しているときに、列タイプに [参照に変更する] を選択する場

合は、参照 列が移動先の既存リストまたはリスト列のみに関連していることを確認してく

ださい。 

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

先のコンテンツ タイプに置き換えることができます。ドロップダウン リストから既存のコンテン

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
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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

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

ール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

f. テンプレート マッピング – サイトやリストのテンプレートを置き換えることができます。ドロッ

プダウン リストから既存のテンプレート 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] をクリックします。テンプレート マッピングの作成の詳細については、D

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

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

ー名または既定の移動先ユーザー名に置き換えるか、または、所持アカウントを追加する

ことで、移行先にユーザーが存在していない場合も、そのユーザーのメタデータを保持する

ことができます。ドロップダウン リストから既存のユーザー 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] をクリックします。ユーザー マッピングの作成の詳細に

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

h. ドメイン マッピング – 移動元のドメイン名を移動先のドメイン名へマッピングすることがで

きます。ドロップダウン リストから既存のドメイン 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] をクリックします。ドメイン マッピングの作成の詳細については、D

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

i. 言語マッピング – プランの実行後に移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に

変更することができます。ドロップダウン リストから既存の言語マッピングを選択するか、また

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

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

j. プラン実行の前に環境のバックアップ – 以下の構成から選択します。 

 移動の実行前に移動元のコピーを作成するには、[移動元環境をバックアップ

する] チェックボックス (移動ジョブの場合のみ) をオンにします。 

 [移動先環境をバックアップする] チェックボックスをオンにして、コピーの実行前に

移動先のコピーを作成します (コピーを元に戻すことができます)。コピーの実行前

に移動先環境をバックアップする場合は、ストレージ ポリシーを指定する必要が

あります。既存のストレージ 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 

ポリシーの詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参

照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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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k. 競合解決 – [コンテナ レベルの競合解決] ドロップダウン リストから [スキップする]、[マ

ージ]、または [置き換える] を選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、

[下位オブジェクトを確認する] チェックボックスをオンにして、[コンテンツ レベルの競合解

決] ドロップダウン リストから [スキップする]、[上書きする]、[最終更新日時に従って

上書きする]、または [追加する] を選択します。コンテンツ マネージャーで、これらの構成

に基づいて競合を解決する方法の詳細については、付録 A: 競合解決 を参照してくだ

さい。 

l. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve 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既存の通知プロファイルを選択するか、

[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。ドロッ

プダウンリストの隣にある [表示] をクリックすると選択した通知プロファイルの詳細を表示

することができます。通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール 

パネル ユーザーガイド を参照してください。 

m. 関連するプラン グループ – 共通設定で複数のプランを管理するために、このプランを 1 

つ以上のプラン グループに追加することができます。ドロップダウン リストから既存のプラン 

グループを選択するか、または、[プラン グループの新規作成] をクリックして新しいプラン 

グループを作成します。プラン グループの作成の詳細については、DocAve 6 コントロー

ル パネル ユーザーガイド を参照してください。 

詳細設定を構成した後、[次へ] をクリックします。 

6. 概要 – プランの構成を完了すると、プランの様々な設定をレビューまたは編集することができます。

[概要] ペインの [設定] タブでは、任意セクションの [編集] をクリックしてそのセクション内の設定

を変更できます。[プレビュー] タブの [プレビューを表示する] をクリックすると、ジョブ実行後の移

動先ノードのデータ ツリーがどのように表示されるのかを確認することができます。 

7. [概要] ペインですべての設定および範囲をレビューした後、リボンの [完了] をクリックし、ドロップ

ダウン リストから [完了] を選択してプランを保存します。プランを保存し、ただちに実行するには、

リボンの [完了] をクリックし、ドロップダウン リストから [完了して実行] を選択します。 

いつでも、リボンの [キャンセル] をクリックして、新しいプランの構成を破棄し、コンテンツ マネージャーの [ホー

ム] タブに戻ることができます。 

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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フォーム モードを使用してプランを作成する 

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

ー] をクリックして、オンライン モードに入ります。[移動元] ペインで移動元ノードを選択し、[移動先] ペインで

移動先ノードを選択します。リボンの [プラン ビルダー] をクリックして、ドロップダウン リストから [フォーム モー

ド] を選択します。[フォーム モード] タブに移動します。プランを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. プラン名 – 新しい [プラン名] を入力し、後で参照するための [説明] を入力します。[次へ] 

をクリックします。 

2. 方法 – プランを実行する際に、実行するジョブのタイプを [コピー] または [移動] から選択しま

す。[移動] を選択する場合は、以下の設定を構成します。 

 移動元ドキュメント / アイテムの削除方法 – [手動] を選択して、コピー / 移動ジョブ

の終了後、移動元コンテンツを手動で削除するか (ジョブ モニターでコピー / 移動ジョブ

を選択して、リボンの [削除] をクリックしてドリップダウン リストから [コンテンツの削除] を

選択します)、[自動] を選択して、コピー / 移動ジョブの終了後、DocAve が移動元コ

ンテンツを自動的に削除します。 

 移動元チェックアウト済みファイルの削除 – 既定では、[いいえ] が選択されています。

[はい] を選択すると、移動元コンテンツを削除する際に、DocAve が移動元ノードのチ

ェックアウト済みファイルを削除します。 

3. アクション – [添付] を選択して移動元ノートを移動先ノードの子ノードとして転送するか、または、

[マージ] を選択して移動元ノードのコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。

データ ツリーがどのように表示されるのかを確認するには、[プレビューを表示する] をクリックします。 

4. プラン実行の前に環境のバックアップ – 以下の構成から選択します。 

 移動の実行前に移動元のコピーを作成するには、[移動元環境をバックアップする] チェ

ックボックス (移動ジョブの場合のみ) をオンにします。 

 [移動先環境をバックアップする] チェックボックスをオンにして、コピーの実行前に移動先

のコピーを作成します (コピーを元に戻すことができます)。コピーの実行前に移動先環境

をバックアップする場合は、ストレージ ポリシーを指定する必要があります。既存のストレー

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 ポリシーの詳細については、DocAve 6 コン

トロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

5. スケジュール – プランのスケジュールを構成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 プランを手動で実行するには、[スケジュールなし] を選択します。 

 指定の時刻にプランを実行するには、[開始時刻] を選択します。プランを実行する日付

と時刻を選択します。必要に応じて、ハイパーリンクをクリックして異なるタイム ゾーンを選

択すると、タイム ゾーンを変更することができます。 

6. [詳細設定] をクリックして追加オプションを構成します。 

7. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストから作成済みフィルター 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、新規のフィルターポリシ

ーを作成します。フィルター ポリシーでは、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。フィルター ポリシ

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

8. 構成 – 構成を移動先に移動するかどうかを選択します。 

 [構成をコピー / 移動する] チェックボックスをオンにすると、移動元のプロパティ、説明、

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

ンク バー、ツリー ビュー、サイトのテーマ、マスター ページなどの移動元サイトの外観を保

持するには、[外観を保持する] チェックボックスをオンにします。 

*注意: 移動元ノードがサイトであり、移動先ノードがトップレベルまたはサイト コレクション

の場合、さらに、手順 1 でアクションを マージ として選択している場合にのみ、この機能

は有効です。 

 構成を移動先に移動しない場合は、[構成をコピー / 移動する] チェックボックスをオフ

にします。次のオプションから選択します: 

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

イプをコピー / 移動します。] を選択し、ドロップダウン リストから依存アイテムの

列およびコンテンツの競合解決方法を選択します。 

 [列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムをコピー / 移動しな

い] – 競合する列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムを無視し

て、移動元および移動先はそのまま保持します。 

 [列およびコンテンツ タイプを上書きする] –移動先の列およびコンテン

ツ タイプを上書きします。 

 [列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する] – 競合する場合は、

移動先の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、数字の接尾辞

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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を追加して (例: ColumnName_1、ColumnName_2 など)、移

動元の列およびコンテンツ タイプを移動先ノードに追加します。 

o [アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピー / 移動しません。] を

選択すると、対応するアイテムを移動先にコピー / 移動しません。対応する列ま

たはコンテンツ タイプが移動先に見つからない場合、ジョブ レポートにて対象アイ

テムが報告されます。 

9. セキュリティ – [セキュリティをコピー / 移動する] チェックボックスをオンにして、SharePoint アク

セス許可レベル、SharePoint オブジェクトの権限継承など、移動元ノードからのユーザー / グル

ープ権限を移動先ノードにコピー / 移動します。[権限を持たないユーザー / グループを排除す

る] チェックボックスをオンにすると、移動元でアクセス権限を持っていないユーザー / グループをコピ

ー / 移動しません。 

10. コンテンツ – [コンテンツをコピー / 移動する] チェックボックスをオンにして、移動元ノードのライブ

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

ァイルを含む] をオンにして、移動元ノードのリストの添付コンテンツを移動先ノードにコピー / 移

動します。 

11. ユーザー プロファイル – 移動元ノードのユーザー プロファイルを移動先ノードにコピー / 移動する

には、[ユーザー プロファイルをコピー / 移動する] チェックボックソをオンにします。 

*注意: ユーザーはトップレベル サイトに保存されるため、移動元ノード レベルはサイト コレクション 

レベルまたはそれ以上のレベルの場合にのみ、このセクションが表示されます。 

12. ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] チェックボックスをオンにして、移動元ノードの選択した

コンテンツの既存ワークフロー定義を移動先ノードにコピー / 移動するか、または、[ワークフロー 

インスタンスを含む] をオンにして、移動元ノードの選択したコンテンツの既存ワークフローの状態、

履歴、およびタスクを移動先にコピー / 移動します。 

13. 列の NULL 値の保持 – [はい] を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の NULL 値を

保持するか、または、[いいえ] を選択して NULL 値を移動先の既定値に置き換えます。 

14. データの圧縮 – データをコピーする際に圧縮するには、[圧縮] チェックボックスをオンにします。デ

ータの圧縮を選択した場合は、スライダで圧縮レベルを選択します。高速な圧縮の場合、データ 

セットが大きくなります。高品質の圧縮の場合、データ セットは小さく高品質になりますが、圧縮に

かかる時間は長くなります。 

*注意: 小さいデータ セットの場合、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 
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15. データの暗号化 – データを暗号化するには、[暗号化] チェックボックスをオンにします。ドロップダ

ウン リストから既定のセキュリティ プロファイルまたは構成済みセキュリティ プロファイルを選択して、

指定した暗号化方法により生成されたセキュリティ キーを使用してバックアップ データを保護するか、

または、[セキュリティ プロファイルの新規作成] をクリックして新しいセキュリティ プロファイルを作

成します。セキュリティ プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユー

ザーガイド を参照してください。 

*注意: データを暗号化するため、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

16. 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。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列に変更

することもできます。ドロップダウン リストから既存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] をクリックします。列マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール 

パネル ユーザーガイド を参照してください。 

*注意: 列マッピングを設定しているときに、列タイプに [参照列に変更する] を選択する場合は、

参照 列が移動先の既存リストまたはリスト列のみに関連していることを確認してください。 

17. 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。ドロップダウン リストから既存のコンテンツ 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] をクリックします。コンテンツ タ

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

してください。 

18. テンプレート マッピング – サイトやリストのテンプレートを置き換えることができます。ドロップダウン 

リストから既存のテンプレート 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] をクリックします。テンプレート マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パ

ネル ユーザーガイド を参照してください。 

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

は既定の移動先ユーザー名に置き換えるか、または、所持アカウントを追加することで、移行先に

ユーザーが存在していない場合も、そのユーザーのメタデータを保持することができます。ドロップダウ

ン リストから既存のユーザー 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] 

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

ーザーガイド を参照してください。 

20. 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へマッピングすることができます。ド

ロップダウン リストから既存のドメイン 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

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


 39 

 
DocAve 6: コンテンツ マネージャー 

 

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

ネル ユーザーガイド を参照してください。 

21. 言語マッピング – プランの実行後に移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に変更する

ことができます。ドロップダウン リストから既存の言語マッピングを選択するか、または、[言語マッピ

ングの新規作成] をクリックします。言語マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロ

ール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

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

または [置き換える] を選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、[下位オブジ

ェクトを確認する] チェックボックスをオンにして、[コンテンツ レベルの競合解決] ドロップダウン リ

ストから [スキップする]、[上書きする]、[最終更新日時に従って上書きする]、または [追加す

る] を選択します。コンテンツ マネージャーで、これらの構成に基づいて競合を解決する方法の詳

細については、付録 A: 競合解決 を参照してください。 

23. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve 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既存の通知プロファイルを選択するか、[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。ドロップダウンリストの隣にあ

る [表示] をクリックすると選択した通知プロファイルの詳細を表示することができます。通知プロフ

ァイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してくださ

い。 

24. 関連するプラン グループ –共通設定で複数のプランを管理するために、このプランを 1 つ以上の

プラングループに追加することができます。。ドロップダウン リストから既存のプラン グループを選択す

るか、または、[プラン グループの新規作成] をクリックして新しいプラン グループを作成します。プ

ラン グループの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照し

てください。 

25. リボンの [OK] をクリックし、ドロップダウン リストから [OK] を選択してプランを保存します。プラン

を保存し、ただちに実行するには、リボンの [OK] をクリックし、ドロップダウン リストから [OK して

実行] を選択します。 

いつでも、リボンの [キャンセル] をクリックして、新しいプランの構成を破棄し、コンテンツ マネージャーの [ホー

ム] タブに戻ることができます。 
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プランの管理 

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

く、ジョブを繰り返し実行することができます。プランが作成されると、プラン マネージャーに表示されます。プラン 

マネージャーにアクセスするには、DocAve インターフェイスの上部にある [プラン マネージャー] タブをクリックし

ます。 

プラン マネージャーでは、すべての作成済みのプランが一覧表示されます。これらのプランの表示方法を様々な

方法でカスタマイズすることができます。 

 検索 – 指定したキーワードで表示されているプランをフィルターします。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、表示したいプラン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] を選択することができます。 

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  – リストに表示させる列を設定することで、表示したい情報のみ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。 

  – 列を非表示にします。非表示にしたい列の  をクリックします。 

  – リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワードを基に検索するのではなく、任意のアイテ

ムをフィルターすることができます。フィルターしたい列の  アイコンをクリックし、アイテム名の隣のチェック

ボックスをオンにすると、選択したアイテムがリストに表示されます。 

選択したプランに対して、次のアクションを実行することができます。 

 詳細の表示 – リボンの [詳細の表示] をクリックして、選択したプランの [詳細の表示] ページを表

示します。ここで、リボンの [編集] をクリックして、プランの設定を変更することもできます。[編集] ペー

ジに移動します。[移動元と移動先] タブでプランの移動元および移動先ノードを変更することができ

ます。また、[設定] タブをクリックして、プランの編集インターフェイスでプランの設定を編集できます。フ

ォーム モードを使用してプラン と同じように、[プランの編集] で設定を構成します。リボンの 

[保存] をクリックし、ドロップダウン リストから [保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、

ただちに実行するには、リボンの [保存] をクリックし、ドロップダウン リストから [保存して実行] を選択

します。変更を新しいプランとして保存するには、リボンの [名前を付けて保存] をクリックします。いつ

でも、リボンの [キャンセル] をクリックして、変更を保存せずにプラン マネージャーに戻ることができます。 

 編集 – リボンの [編集] をクリックしてコピー設定を変更します。[編集] ページに移動します。[移動

元と移動先] タブでプランの移動元および移動先ノードを変更することができます。また、[設定] タブ
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をクリックして、プランの編集インターフェイスでプランの設定を編集できます。フォーム モードを使用

してプラン と同じように、[プランの編集] で設定を構成します。リボンの [保存] をクリックし、ドロッ

プダウン リストから [保存] を選択してプランを保存します。プランを保存し、ただちに実行するには、リ

ボンの [保存] をクリックし、ドロップダウン リストから [保存して実行] を選択します。変更を新しいプ

ランとして保存するには、リボンの [名前を付けて保存] をクリックします。いつでも、リボンの [キャンセ

ル] をクリックして、変更を保存せずにプラン マネージャーに戻ることができます。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックして選択したプランを削除します。削除を確認するための警告メッセ

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、または、[キャンセル] をクリック

して、プランを削除せずにプラン マネージャーに戻ります。 

 テストを実行 – リボンの [テストを実行] をクリックして、選択したプランの実行をシミュレートします。ジ

ョブ モニターでテスト実行の結果を表示することができます。詳細については、DocAve 6 ジョブ モニタ

ー ユーザーガイド を参照してください。 

 ただちに実行 – リボンの [ただちに実行] をクリックしてプランをただちに実行します。ジョブ モニターで

プランの実行に関する詳細情報を表示することができます。詳細については、DocAve 6 ジョブ モニタ

ー ユーザーガイド を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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データのエクスポートおよびデータのインポート使用 

目的の移動元ノードおよび移動先ノードの間で通信ができないような場合 (例えば、ファイアウォールがある場

合など)、コンテンツ マネージャーを使用して、移動元ノードのコンテンツをエクスポート先にエクスポートしてから、

移動先ノードにインポートすることができます。 

コンテンツのエクスポート 

エクスポート先にコンテンツをエクスポートするには、[ホーム] タブでリボンの [データのエクスポート] をクリックし

ます。[移動元] ペインで目的の移動元ノードを選択します。[移動先] ペインはエクスポート構成インターフェイ

スに置き換えられます。コンテンツをエクスポートするには、以下の設定を構成します。 

1. プラン名 – 新しい [プラン名] を入力し、後で参照するための [説明] を入力します。 

2. エクスポート先 – コントロール パネルで作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。エクスポート先の作成の

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

3. スケジュール – 次のいずれかのオプションを選択して、スケジュールを構成します。 

 プランを手動で実行するには、[スケジュールなし] を選択します。 

 指定の時刻にプランを実行するには、[開始時刻] を選択します。プランを実行する日付

と時刻を選択します。必要に応じて、ハイパーリンクをクリックして異なるタイム ゾーンを選

択すると、タイム ゾーンを変更することができます。 

4. [詳細設定] をクリックして追加オプションを構成します。 

5. フィルター ポリシー – ドロップダウン リストから既存のフィルター 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、新規フィルター ポリシーを作成します。フィルター ポ

リシーでは、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。フィルター ポリシーの作成の詳細については、

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

6. コンテンツ – [コンテンツをエクスポートする] チェックボックスをオンにして、移動元ノードのライブラ

リ、フォルダー、アイテムのコンテンツをエクスポートします。また、[リストの添付ファイルを含む] をオ

ンにして、移動元ノードのリストの添付コンテンツをエクスポートします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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7. ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] チェックボックスをオンにして、移動元ノートの選択した

コンテンツの既存ワークフロー定義をエクスポートします。また、[ワークフロー インスタンスを含む]

チェックボックスをオンにして、移動元ノードの選択したコンテンツの既存ワークフローの状態、履歴、

およびタスクをエクスポートします。 

8. データの圧縮 – データをエクスポートする際に圧縮するには、[圧縮] チェックボックスをオンにしま

す。データの圧縮を選択した場合は、スライダで圧縮レベルを選択します。高速な圧縮の場合、デ

ータ セットが大きくなります。高品質の圧縮の場合、データ セットは小さく高品質になりますが、圧

縮にかかる時間は長くなります。 

*注意: 小さいデータ セットの場合、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

9. データの暗号化 – [暗号化] チェックボックスをオンにして、データを暗号化します。ドロップダウン 

リストから既定のセキュリティ プロファイルまたは構成済みセキュリティ プロファイルを選択して、指定

した暗号化方法により生成されたセキュリティ キーを使用してバックアップ データを保護するか、ま

たは、[セキュリティ プロファイルの新規作成] をクリックして新しいセキュリティ プロファイルを作成

します。セキュリティ プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザ

ーガイド を参照してください。データを暗号化するため、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が

長くなります。 

10. メタデータ ファイルの生成 ‒ [メタデータ ファイルを生成する] チェックボックスをオンにして、各ラ

イブラリ / リストのメタデータで Microsoft Excel ファイルを生成します。メタデータ ファイルは、構

成済みのエクスポート先に保存されています。メタデータ ファイルを編集して、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。 

11. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve ユーザーを指

定します。ドロップダウン リストから既存の通知プロファイルを選択します。ドロップダウンリストから既

存の通知ファイルを選択するか、[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。ドロップダウンリストの隣にある [表示] をクリックすると選択した通知プロファイルの

詳細を表示することができます。通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロー

ル パネル ユーザーガイド を参照してください。 

12. 関連するプラン グループ –共通設定で複数のプランを管理するために、このプランを 1 つ以上の

プラングループに追加することができます。ドロップダウン リストから既存のプラン グループを選択する

か、または、[プラン グループの新規作成] をクリックして新しいプラン グループを作成します。プラ

ン グループの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照して

ください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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13. [OK] をクリックしてエクスポート プランを保存します。エクスポート プランを保存し、ただちに実行

するには、[OK] をクリックし、[OK して実行] を選択します。 

いつでも、[キャンセル] をクリックして、新しいエクスポート プランの構成を破棄し、コンテンツ マネージャーの [ホ

ーム] タブに戻ることができます。 

コンテンツのインポート 

エクスポート先からコンテンツをインポートするには、[ホーム] タブでリボンの [データのインポート] をクリックしま

す。[移動先] ペインで希望の移動先ノードを選択します。[移動元] ペインはインポート構成インターフェイスに

置き換えられます。コンテンツをインポートするには、以下の設定を構成します。 

1. プラン名 – 新しい [プラン名] を入力し、後で参照するための [説明] を入力します。 

2. 参照 – [参照] タブでは、エクスポート先をクリックしてデータ ツリーを展開します。エクスポート済

みのコンテンツを選択します。[詳細] タブをクリックして、含まれているコンテンツを表示します。 

3. アクション – [添付] を選択して移動元ノードを移動先ノードの子ノードとして転送するか、または、

[マージ] を選択して移動元ノードのコンテンツ、セキュリティ、構成を移動先ノードに追加します。

データ ツリーがどのように表示されるのかを確認するには、[プレビューを表示する] をクリックします。 

4. スケジュール – 次のいずれかのオプションを選択して、スケジュールを構成します。 

 プランを手動で実行するには、[スケジュールなし] を選択します。 

 指定の時刻にプランを実行するには、[開始時刻] を選択します。プランを実行する日付

と時刻を選択します。必要に応じて、ハイパーリンクをクリックして異なるタイム ゾーンを選

択すると、タイム ゾーンを変更することができます。 

5. [詳細設定] をクリックして追加オプションを構成します。 

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

または [置き換える] を選択します。コンテンツ レベルの競合解決を構成するには、[下位オブジ

ェクトを確認する] チェックボックスをオンにして、[コンテンツ レベルの競合解決] ドロップダウン リ

ストから [スキップする]、[上書きする]、[最終更新日時に従って上書きする]、または [追加す

る] を選択します。コンテンツ マネージャーで、これらの構成に基づいて競合を解決する方法の詳

細については、付録 A: 競合解決 を参照してください。 

7. 構成 – 移動元のプロパティ、説明、タイトル、設定、および機能を移動先ノードにインポートする

には、[構成をインポートする] チェックボックスをオンにします。構成をインポートしない場合は、チェ

ックボックスをオフのままにして、以下のオプションを構成します。 
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o [アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをイ

ンポートします。] ラジオ ボタンを選択して、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ

を移動先にインポートし、[依存アイテムの競合解決] ドロップダウン リストから以下のオ

プションを選択します。 

 [列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムをコピー / 移動しない] – 

競合する列、コンテンツ タイプ、および対応するアイテムを無視して、移動元お

よび移動先はそのまま保持します。 

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

プを上書きします。 

 [列およびコンテンツ タイプを移動先に追加する] – 競合する場合は、移動

先の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、数字の接尾辞を追加して 

(例: ColumnName_1、ColumnName_2 など)、移動元の列およびコン

テンツ タイプを移動先ノードに追加します。 

o [アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをインポートしません。] ラジオ ボタンを

選択して、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプを移動先にインポートしません。

対応するアイテムを移動先にインポートしません。対応する列またはコンテンツ タイプが移

動先に見つからない場合はジョブレポートにて対象アイテムが報告されます。 

8. セキュリティ – [セキュリティをインポートする] チェックボックスをオンにすると、SharePoint アクセ

ス許可レベル、SharePoint オブジェクトの権限継承など、移動元ノードからのユーザー / グルー

プ権限を移動先ノードにインポートします。[権限を持たないユーザー / グループを排除する] チ

ェックボックスをオンにして、移動元でアクセス権限を持っていないユーザー / グループをインポートし

ません。 

9. ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] チェックボックスをオンにして、移動元ノードの選択した

コンテンツの既存ワークフロー定義を移動先ノードにインポートします。また、[ワークフロー インスタ

ンスを含む] チェックボックスをオンにして、移動元ノードの選択したコンテンツの既存ワークフローの

状態、履歴、およびタスクを移動先にインポートします。 

10. 列の NULL 値の保持 – [はい] を選択してアイテム列 (新しく作成した列など) の NULL 値を

保持するか、または、[いいえ] を選択して NULL 値を移動先の既定値に置き換えます。 

11. 列マッピング – カスタム列マッピングまたはエクスポート先で生成された既存のメタデータ ファイルを

使用して、移動元の列を移動先の列に置き換えることができます。[列マッピングを使用する] を

選択し、ドロップダウン リストから既存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] をクリックします。列マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ーザーガイド を参照してください。エクスポート先の既存のメタデータ ファイルをインポート ジョブに適

用するには、[既存のメタデータを使用する] を選択します。 

*注意: 列を 参照 列に変更することを選択する場合、参照 列は移動先の既存リストまたはリス

ト列のみに関連していることを確認してください。 

12. 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。ドロップダウン リストから既存のコンテンツ 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] をクリックします。コンテンツ タ

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

してください。 

13. 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。

ドロップダウン リストから既存のテンプレート 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] をクリックします。テンプレート マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

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

は既定の移動先ユーザー名に置き換えるか、または、所持アカウントを追加することで、移行先に

ユーザーが存在していない場合も、そのユーザーのメタデータを保持することができます。ドロップダウ

ン リストから既存のユーザー 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] 

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

ーザーガイド を参照してください。 

15. 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へマッピングすることができます。ド

ロップダウン リストから既存のドメイン 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] をクリックします。ドメイン マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パ

ネル ユーザーガイド を参照してください。 

16. 言語マッピング – プランの実行後に移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に変更する

ことができます。ドロップダウン リストから既存の言語マッピングを選択するか、または、[言語マッピ

ングの新規作成] をクリックします。言語マッピングの作成の詳細については、DocAve 6 コントロ

ール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

17. プラン実行の前に環境のバックアップ – [移動先環境をバックアップする] チェックボックスをオン

にして、コピーの実行前に移動先のコピーを作成します (コピーを元に戻すことができます)。コピー

の実行前に移動先環境をバックアップする場合は、ストレージ ポリシーを指定する必要があります。

既存のストレージ 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
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新しいストレージ ポリシーを作成します。ストレージ ポリシーの詳細については、DocAve 6 コント

ロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

18. 通知 – 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve 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既存の通知プロだいるを選択するか、[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。ドロップダウンリストの隣にあ

る [表示] をクリックすると選択した通知プロファイルの詳細を表示することができます。通知プロフ

ァイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してくださ

い。 

19. 関連するプラン グループ –共通設定で複数のプランを管理するために、このプランを1つ以上のプ

ラングループに追加することができます。ドロップダウン リストから既存のプラン グループを選択するか、

または、[プラン グループの新規作成] をクリックして新しいプラン グループを作成します。プラン グ

ループの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してくださ

い。 

20. [OK] をクリックしてエクスポート プランを保存します。エクスポート プランを保存し、ただちに実行

するには、[OK] をクリックし、[OK して実行] を選択します。 

いつでも、[キャンセル] をクリックして、新しいプランの構成を破棄し、コンテンツ マネージャーの [ホーム] タブに

戻ることができます。 

*注意: エクスポートされたコンテンツ マネージャーのデータは、データをエクスポートする DocAve と同じバージ

ョンのみを通じて SharePoint にインポートすることができます。 

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。 

1. エクスポート先のフォルダーの ContentManager2010 を開き、ジョブ ID と 接尾辞 _001 の

名前の付いたフォルダーを開きます。 

2. そのフォルダー中で、GUID で名前が付けられたサブフォルダーを開き、Microsoft Excel ファイルのリ

ストを表示します。それぞれのライブラリまたはリストで、Excel ファイルが生成されます。列、アイテム、お

よびライブラリまたはリストの対応する列の値が、Excel ファイルに表示されます。 

3. 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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: コンテンツ タイプ:= Computed 列と対応する値は、既定で生成されるため、編集するこ

とができません。 

 メタデータを追加するには、Excel ファイルで列を追加し、列タイプを指定し、アイテムの値を

設定します。 

例えば、既存の列の隣に新しい列を追加し、最初の行に  本文:=Multiple lines of t

ext を入力し、アイテムの値を [更新する必要があります] に設定します。ここの 本文 は

列名であり、Multiple lines of text は列タイプであり、更新する必要があります はア

イテムの対応する値です。インポート ジョブの終了後、[本文] 列と対応する値は、アイテム

の新しいメタデータとして追加されます。 

 メタデータを編集するには、Excel ファイルでアイテムの列名および列タイプを編集し、対応す

る値を変更します。 

例えば、Excel ファイルでは、アイテムの列名および列タイプは 名前:=File であり、対応す

る値は Document A です。値 Document A 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 ジョブの終了後、移動先でアイテム名は 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 ファイルでアイテムの列名、列タイプ、および対応する値を

削除します。 

例えば、Excel ファイルでは、アイテムの列名および列タイプは タイトル:= Single line o

f text であり、対応する値は Custom List です。インポートの終了後、このアイテムの

列タイトル、列タイプおよび値を移動先アイテムに関連させたくない場合は、セルから列名、

列タイプおよび対応する値を削除します。 
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詳細設定 

操作に慣れているユーザーであれば、コンテンツ マネージャーで追加の設定を構成および保存して、コンテンツ 

マネージャー プランに適用することができます。 

 列マッピング を使用して、移動元の列を移動先の列に置き換えることができます。移動先と移動元の

列タイプは同じタイプ、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列に変

更することができます。 

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

先のコンテンツ タイプに置き換えることができます。 

 テンプレート マッピング を使用して、設定した条件に従って、移動元のサイトテンプレートおよびリスト

テンプレートを移動先のテンプレートに置き換えることができます。テンプレート ID を入力 / 選択すると、

移動元テンプレートは移動先テンプレートに変更されます。 

 ドメイン マッピング を使用して、移動元のドメイン名を移動先のドメイン名へマッピングすることができま

す。移動元グループのユーザーが同じ名前で移動先にマッピングされます。 

 ユーザー マッピング を使用して、各ユーザーのコンテンツおよび権限を別のユーザーに移動することがで

きます。 

 言語マッピング を使用して、移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に変更することができま

す。言語マッピング ルールの作成によって、同じルールを使用するプランは、設定を手動で再入力する

ことなく、プロセスを繰り返し実行することができます。 

 エクスポート先 を使用して、外部システム ストレージでデータをエクスポートする場所を構成することが

できます。外部システム ストレージを構成して、ファイル システムへデザイン要素をエクスポートすること

もできます。この機能は、ファーム間の通信ができない場合に便利です。エクスポート先を使用して、外

部デバイスからオフラインで実行することができます。 

 ストレージ ポリシー を使用して、コンテンツをバックアップする論理デバイスを指定することができます。 

 フィルター ポリシー を使用して、フィルター ルールを設定し、任意の条件でコピー、または移動するコン

テンツを絞り込むことができます。フィルター ポリシーを設定して保存すると、毎回フィルター ポリシーを再

作成することなく異なるプランに適用することができます。 

これらの設定には、コンテンツ マネージャーからもアクセスすることができますが、設定はコントロール パネルで構

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

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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コンテンツ マネージャー for SharePoint Online 

コンテンツ マネージャーを使用して、Microsoft SharePoint 2010 のコンテンツを Office SharePoint On

line にコピー / 移動することができます。この機能を正しく実行するには、[コントロール パネル] で SharePoi

nt サイトを構成する必要があります。構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。 

単純なコピー / 移動を実行する方法、またはプランを作成する方法の詳細については、コンテンツのコピ

ー、コンテンツの移動、および プランの作成 を参照してください。 

*注意: 移動先ノードが SharePoint Online 環境にある場合は、特定の設定に関しては、オンプレミス間で

の機能と異なります。SharePoint Online でサポートされる設定については、付録 C:  を参照してください。 

*注意: コンテンツ マネージャー for SharePoint Online では、SharePoint Online の移動先ノードで、

サイトコレクションレベルのコンテナ作成機能はサポートされていません。 

*注意: Office 365 SharePoint Online サイト コレクションについては、移動元および移動先の両方の発

行機能を有効にする必要があります。発行が有効でない場合、エラー （ページの重複や、ページを開けない

など） が発生する可能性があります。 

  

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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DocAve コンテンツ マネージャーの使用例 

ここでは、実際の状況において、本ガイドで説明している機能を使用する例を紹介します。コンテンツ マネージャ

ーの特定の機能をいつ使用すればよいのか、また、全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させるためにコンテ

ンツ マネージャーを他の DocAve 製品とどのように連携させればよいのか、この使用例を参考にしてください。 

SharePoint 環境の再構築 

ボブは、ある中規模企業のIT部門の責任者です。ボブの会社では、メインのコラボレーション プラットフォームと

して Microsoft SharePoint を使用しています。組織は時間の経過とともに大きくなり、新しい事業活動に

合わせるために、新しい階層や部門が作られてきました。これらの部門は、成長に伴い、SharePoint 上に作

成された新しいサイトやページにそれぞれのスペースを持ち、コンテンツ、プロジェクト、またはワークフローなどを構

築してきました。部門の立ち上げ時には、一時的なサイトやページで十分ですが、時間の経過とともに、それぞ

れの部門の SharePoint 環境はまとまりがつかなくなり、コンテンツを見つけるのが難しくなってきました。この問

題が顕著になってきたときに、ボブは会社の経営陣に対して、SharePoint をより効率的に使用するための S

harePoint 環境の再構築の方法について、計画を示しました。ボブは、SharePoint 環境の新しい構造を

計画した後に、DocAve コンテンツ マネージャーを使用したサイト コレクション、サイト、ページ、リスト、ライブラ

リ、アイテムの移動とコピーのための計画を作成しました。これらのプランを作成する際に、ジョブは業務時間外に

実行するように設定し、日常業務への影響を最小限に抑え、深夜に作業する必要がないように、スケジュール

を構成しました。ボブは、再構築が終わると、DocAve 管理センターを使用してセキュリティ検索を実行し、新

しい環境のすべての権限が正しく設定されていることを確認しました。 
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付録 A: 競合解決 

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、移動元と移動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、移動元と移動先はそのまま

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  移動元ノードの設定で移動先ノードの設定を上書きしま

す。 

新しい SharePoint オブジェク

トが作成されます。 

セキュリティ   移動先ノードに存在しない移動元の権限は、移動先ノ

ードに追加されます。 

 移動元のアクセス許可レベルは、移行先のアクセス

許可レベルを置き換えます。 

新しい SharePoint オブジェク

トが作成されます。 
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解決方法 オブジェクト 競合 競合なし 

置き換える  構成   サイト コレクション レベル、サイト レベル、フォルダー レベ

ル – 移動先ノードのコンテンツ、構成、セキュリティは、

移動元ノードのオブジェクトで上書されます。 

 ルート サイト レベル、リスト / ライブラリ レベル、ルート 

フォルダー レベル – 競合するコンテナの下のすべてのオ

ブジェクトが削除され、移動元のコンテンツ、構成、およ

びセキュリティに置き換えられます。 

*注意: ルート サイト レベルとサブサイト レベルは、同じ

レベルと見なされます。つまり、競合がルート サイト レベ

ルで発生している場合、サブサイトは削除されません。 

新しい SharePoint オブジェク

トが作成されます。 

セキュリティ  移動先ノードの競合するセキュリティは、移動元ノードのセキ

ュリティで上書きされます。 

新しい SharePoint オブジェク

トが作成されます。 

 

コンテンツ レベルの競合解決 

解決方法 オブジェクト 競合 競合なし 

スキップする  コンテンツ  競合するコンテンツを無視し、移動元と移動先はそのまま保

持します。 

新しい SharePoint オブジェク

トが作成されます。 

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、移動元コンテ

ンツで上書きます。 

新しい SharePoint オブジェク

トが作成されます。 

最終更新日時に従って

上書きする 

コンテンツ  移動元の競合するコンテンツの最終更新日時が移動先コン

テンツの更新日時より後の場合、移動先コンテンツを移動

元コンテンツで上書きます。それ以外の場合、移動元と移

新しい SharePoint オブジェク

トが作成されます。 
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解決方法 オブジェクト 競合 競合なし 

動先ノードはそのまま保持されます。 

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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付録 B: SharePoint Online 以外の環境でサポート

される設定 

サポートされるオンライン設定 

SharePoint Online 以外の環境間でのコピーおよび移動ジョブに関する設定について、下表を参照してくだ

さい。 

*注意: 移動に限定されるオプションは、(移動のみ) で示されています。 

サポートされるオンライン設定 

アクション 
添付 

マージ  

フィルター ポリシー  

移動元コンポ

ーネントの選択 

構成  

構成をコピー / 移動する 外観を保持する 

[構成をコピー / 移動す

る] をオフにする 

 

アイテムの完全性を維持

するため、アイテムに依存

する列およびコンテンツ タイ

プをコピー / 移動する 

列、コンテンツ タイプ、対応するアイテムをコ

ピー / 移動しない 

列およびコンテンツ タイプを上書きする 

列およびコンテンツ タイプを移動先に追加す

る 

アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコピー / 移動しません。対

応する列またはコンテンツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテムを

報告します。 

セキュリティ 権限を持たないユーザー / グループを排除する 

コンテンツ  リストの添付ファイルを含む  

ユーザー プロファイル 

ワークフロー  
ワークフロー定義を含む 

ワークフロー インスタンスを含む 

列の NULL 値の保持 

データ圧縮 
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サポートされるオンライン設定 

データ暗号化 

列マッピング 

コンテンツ タイプ マッピング 

テンプレート マッピング 

ドメイン マッピング 

ユーザー マッピング 

言語マッピング 

移動元ドキュメント / アイテ

ムの削除方法 (移動のみ) 

手動  

自動  

移動元チェックアウト済みファイルの削除 (移動のみ) 

プラン実行の前に環境のバッ

クアップ 

移動元環境をバックアップする (移動のみ) 

移動先環境をバックアップする 

競合解決 

コンテナ レベル競合

解決 

スキップする 

マージ  

置き換える  

 下位オブジェクトを確認する 

コンテンツ レベルの競

合解決 

スキップする  

上書きする  

最終更新日時に従って上書きする 

追加する  

通知  

関連するプラン グループ 

サポートされるオフライン設定 

サポートされる [データのエクスポート] および [データのインポート] のコピー ジョブの設定について、下表を参

照してください。 
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エクスポート設定 

エクスポート設定 

フィルター ポリシー 

移動元コンポーネントの

選択 

コンテンツ  リストの添付ファイルを含む  

ユーザー プロファイル 

データの圧縮 

データの暗号化 

ワークフロー  
ワークフロー定義を含む 

ワークフロー インスタンスを含む 

メタデータ ファイルの生成 

通知  

関連するプラン グループ 

インポート設定 

インポート設定 

アクション  
添付 

マージ  

競合解決 

コンテナ レベルの競合解

決 

スキップする  

マージ  

置き換える  

 下位オブジェクトを確認する 

コンテンツ レベルの競合

解決 

スキップする  

上書きする  

最終更新日時に従って上書きする 

追加する 

移動元コンポーネントの

選択 

構成  

セキュリティ  

ワークフロー  
ワークフロー定義を含む 

ワークフロー インスタンスを含む 

列の NULL 値の保持 

列マッピング 

コンテンツ タイプ マッピング 

テンプレート マッピング 
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インポート設定 

ドメイン マッピング 

ユーザー マッピング 

言語マッピング 

プラン実行の前に環境の

バックアップ 
移動先環境をバックアップする 

通知  

関連するプラン グループ 
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付録 C: SharePoint Online 環境でサポートされる/

サポートされない設定 

オンプレミス SharePoint および SharePoint Online の設定に対して、サポートされる / サポートされない

コピーおよび移動ジョブに関する設定については、下表を参照してください。移動に限定されるオプションは、(移

動のみ) で示されています。 

機能名 サポート状況 

アクション  
添付  ○ 

マージ  ○ 

移動元ドキュメント 

/ アイテムの削除方

法 (移動のみ) 

手動 ○ 

自動 ○ 

移動元チェックアウト済みファイルの削除 (移動のみ) ○ 

フィルター ポリシー ○ 

移動元コンポーネン

トの選択 

構成  

構成をコピー / 

移動する 
外観を保持する ○ 

[構成をコピー 

/ 移動する] 

をオフにする 

 

アイテムの完全

性を維持する

ため、アイテム

に依存する列

およびコンテン

ツ タイプをコピ

ー / 移動する 

列、コンテンツ タイプ、対応す

るアイテムをコピー / 移動しな

い 

○ 

列およびコンテンツ タイプを上

書きする 
○ 

列およびコンテンツ タイプを移

動先に追加する 
○ 

アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコ

ピー / 移動しません。対応する列またはコンテン

ツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテ

ムを報告します。 

○ 

セキュリティ  セキュリティをコピー / 移動する ○ 
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機能名 サポート状況 

権限を持たないユーザー / グループ

を排除する 
× 

コンテンツ  リストの添付ファイルを含む  ○ 

ユーザー プロファイル  × 

スケジュール 
スケジュールなし ○ 

開始時刻 ○ 

ワークフロー 
ワークフロー定義を含む × 

ワークフロー インスタンスを含む × 

列の NULL 値の保持 ○ 

データ圧縮 ○ 

データ暗号化 ○ 

列マッピング ○ 

コンテンツ タイプ マッピング ○ 

テンプレート マッピング ○ 

ユーザー マッピング ○ 

ドメイン マッピング ○ 

言語 マッピング ○ 

プラン実行の前に

環境のバックアップ 

移動元環境をバックアップする (移動のみ) ○ 

移動先環境をバックアップする ○ 

競合解決 

コンテナ レベル 

スキップする  ○ 

マージ  ○ 

置き換える ○ 

下位オブジェクトを確認する  ○ 

コンテンツ レベル 

スキップする  ○ 

上書きする ○ 

最終更新日時に従って上書きする ○ 

追加する  × 

通知  ○ 

関連するプラン グループ ○ 

コンテナの作成 

○ (サイト / リ

スト / フォルダ

ーの場合) 

× (サイト コレ
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機能名 サポート状況 

クションの場合) 
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付録 D: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。コンテンツ マネージャー インターフェイスからホット キ

ー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを同時に押します。 

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに

戻るには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを押しながら H を押すと、コンテンツ マネージャーのホーム ペー

ジに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

コンテンツ マネージャー ホーム ページ H 

コンテンツ マネージャー プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細 0 

ホーム ページ 

コンテンツ マネージャー インターフェイスからホット 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 を同時に押してホット キー モードに入り、H を押して [ホーム] ページに入ります。 

次の表は、ホーム ページのリボンの機能のホット キーのリストです。例えば、O を押すと、データ エクスポート イ

ンターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

オンライン コンテンツ マネージャー L 

コピー  C 

移動 M 

データのエクスポート O 

データのインポート I 
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機能名とホット キー 

コンテナの作成 N 

プラン ビルダー P 

エクスポート先 E 

ストレージ ポリシー S 

フィルター ポリシー F 

マッピング A 

列マッピング CL 

コンテンツ タイプ マッピング CT 

テンプレート マッピング T 

ユーザー マッピング U 

ドメイン マッピング D 

言語マッピング L 

コピー  

機能名とホット キー 

コピー   C 

詳細の表示 V 

編集 E 

プレビュー P 

ただちに実行 R 

キャンセル C 

既定のコピー 設定   D 
OK O 

キャンセル C 

移動 

機能名とホット キー 

移動   M 

詳細の表示 V 

編集 E 

プレビュー P 

ただちに実行 R 

キャンセル C 

既定の移動設定 D 
OK O 

キャンセル C 
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プラン ビルダー 

機能名とホット キー 

ウィザード モード   W 

戻る B 

次へ N 

完了 F 
完了して実行 R 

完了 F 

キャンセル C 

フォーム モード   F 
OK O 

OK して実行 R 

OK O 

キャンセル C 
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プラン マネージャー ページ 

コンテンツ マネージャー インターフェイスからホット 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、Ctrl +Alt + Z を同時に押してホット キー モードに入り、P を押して [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。例えば、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 D 

設定 T 

編集 E 

閉じる X 

編集   E 

コンテナの作成 N 

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 

削除 D 

テスト実行 T 

ただちに実行 R 
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付録 E:コンテンツ マネージャー カスタマイズのサポート表 

コピー / 移動先 
Web アプリ

ケーション 

サイト コレ

クション 
サイト リスト 

フォルダ

ー 
注記 コピー / 移動する際の選択肢 コピー / 移動す

る内容 

Web アプリケーシ

ョン 

√     マージ 
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コピー / 移動先 
Web アプリ

ケーション 

サイト コレ

クション 
サイト リスト 

フォルダ

ー 
注記 コピー / 移動する際の選択肢 コピー / 移動す

る内容 

サイト コレクション √ √ √   Web アプリケ

ーションへ: 添

付 

 

サイト コレクシ

ョンへ: マージ 

/ 添付 

 

サイトへ: マー

ジ / 添付 

Web アプリケーションへ:  

 
 

サイト コレクションへ:  

 

 

サイトへ: 
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コピー / 移動先 
Web アプリ

ケーション 

サイト コレ

クション 
サイト リスト 

フォルダ

ー 
注記 コピー / 移動する際の選択肢 コピー / 移動す

る内容 

サイト  √ √   サイト コレクシ

ョンへ: マージ 

/ 添付 

 

サイトへ: マー

ジ / 添付 

サイト コレクションへ:  

 
 

サイトへ:  

 

リスト   √ √  サイトへ: 添付 

 

サイトへ: マー

ジ 

サイトへ:  
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コピー / 移動先 
Web アプリ

ケーション 

サイト コレ

クション 
サイト リスト 

フォルダ

ー 
注記 コピー / 移動する際の選択肢 コピー / 移動す

る内容 

 

 

リストへ:  

 

フォルダー    √ √ リストへ: 添付 

 

フォルダーへ: 

マージ / 添付 

リストへ:  
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コピー / 移動先 
Web アプリ

ケーション 

サイト コレ

クション 
サイト リスト 

フォルダ

ー 
注記 コピー / 移動する際の選択肢 コピー / 移動す

る内容 

フォルダーへ:  

 

アイテム     √ 添付 

 

SharePoint Bui

lt-in ワークフロー 

√ √ √ √  ワークフローをコピー / 移動するには、ツリーからワークフローに関連

する SharePoint オブジェクトを選択し、[ワークフロー定義を含

む] / [ワークフロー インスタンスを含む] をオンにする必要があり

ます。 
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コピー / 移動先 
Web アプリ

ケーション 

サイト コレ

クション 
サイト リスト 

フォルダ

ー 
注記 コピー / 移動する際の選択肢 コピー / 移動す

る内容 

移動元ノードのワークフロー状態が 実行中 の場合、移動後に移

動先ノードのワークフロー状態は キャンセル になります。 

 

SharePoint De

signer カスタマイ

ズ 

√ √ √ √  再利用可能なワークフロー テンプレートはサポートされます。 

Nintex ワークフロ

ー 

√ √ √ √  再利用可能なワークフロー テンプレートはサポートされます。 

Nintex ワークフローでのスケジュールはサポートされません。 

 



 

72  

 
DocAve 6: コンテンツ マネージャー 

通知 
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商標または著作権はいずれも削除または変更することができません。 
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