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CRM Migration Manager について 

AvePoint CRM Migration Manager for Dynamics CRM は、Salesforce のデザインとコンテンツを 

Dynamics CRM へ移行することを主目的としたツールです。ユーザーは、Salesforce のレコードが Dynam

ics CRM でどのように表示されるかを簡単に確認することができます。これにより、手動で完了する必要があり、

かつ冗長で繰り返し不可なプロセスが自動的、反復かつ繰り返し可能なプロセスとなります。 
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システム要件 

CRM Migration Manager のシステム要件については、以下を参照してください。 

オペレーティング システム 

CRM Migration Manager では、.Net Framework 4.0 以上のバージョンがインストールされている以下

のオペレーティング システムがサポートされています。  

 Windows 7 64 ビット 

 Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise 64 ビット 

 Windows Server 2012 RTM 

Dynamics CRM 

CRM Migration Manager では、以下の Dynamics CRM バージョンが使用可能です。  

 Dynamics CRM 2011 Online (英語および日本語) 

 Dynamics CRM 2013 Online (英語) 

 Dynamics CRM 2011 RTM (英語) 

 Dynamics CRM 2011 UR6 (英語) 

SQL Server 

CRM Migration Manager では、以下の SQL Server バージョンが使用可能です。 

 SQL Server 2008 R2 SP1 Enterprise 64 ビット 

 SQL Server 2012 Enterprise 64 ビット  

他の要件 

 .NET Framework 4.0 以上 
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 Windows Identity Foundation 3.5 以上 
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CRM Migration Manager のインストール 

マネージャーをお使いの Windows® オペレーティング システムにインストールする方法については、以下を参照

してください。  

 AvePoint 営業担当から AvePoint_CRM_Migration_Manager_for_Dynamics_CRM_V1.

ersionNumber_SerialNumber.zip を取得します。 

 お使いのローカル コンピューターで AvePoint_CRM_Migration_Manager_for_Dynamics_C2.

RM_VersionNumber_SerialNumber.zip パッケージを解凍し、Setup.exe ファイルを確認しま

す。 

*注意: お使いのローカル コンピューターが Dynamics CRM 環境と Salesforce.com の両方に

接続可能であることを確認してください。 

 Setup.exe ファイルをダブルクリックします。インストール ウィザードが起動し、ようこそ ページが表示さ3.

れます。このページには製品情報が記載されています。 

 [開始] をクリックすると、ライセンス契約 ページが表示されます。  4.

 契約内容の確認後、[ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します] を選択します。  5.

 [次へ] をクリックします。  6.

 インストール先 ページで [参照…] をクリックし、プログラムのインストール先を選択します。既定のイン7.

ストール先は C:\Program Files\AvePoint\CRM Migration Manager です。 

 [次へ] をクリックします。プロセス ページが表示され、インストール ウィザードがプログラムのインストール8.

を開始します。インストール プロセス中に [詳細] をクリックすると、インストールの詳細を表示することが

できます。 

 インストールが完了すると、完了 ページが表示されます。[完了] をクリックすると、インストール ウィザー9.

ドを終了します。 
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はじめに 

デスクトップ上で自動的に作成された AvePoint CRM Migration Manager for Dynamics CRM 

のショートカットをダブルクリックすると、ソフトウェアが起動します。   

 

図 1: CRM Migration Manager の起動ウィンドウ 

エリア 1 の プロジェクト ではプロジェクト プロファイルを管理し、プロジェクト サマリー ではプロジェクト サマリー

を表示します。該当するアイコンをクリックすると、新しいプロジェクト プロファイルの作成、既存のプロファイルの編

集、不要になったプロファイルの削除、移行元および移行先の分析 (移行元 / 移行先ユーザー、オブジェクト、

エンティティ、レコード、他の情報を取得します) を実行することができます。  

エリア 2 には 4 件のタブが存在します。 

 分析 – 移行元 / 移行先環境の分析結果が表示されます。 

 移行プラン – 移行プランを作成・実行・表示します。 
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 結果 – Dynamics CRM 内のデータを抽出されたデータベース内のデータと比較し、移行

元レコードの状態を確認します。  

 プロジェクト ダッシュボード – すべての移行元オブジェクトおよびレコードの移行の進行状況

が表示されます。 

エリア 3 には以下のタブが存在します。 

 ユーザー マッピング – ユーザー マッピング プロファイルを作成・編集・表示します。  

 エンティティ マッピング – エンティティ マッピング プロファイルを作成・編集・表示します。  

 フィルター プロファイル – フィルター ポリシー プロファイルを作成・編集・表示します。  

 ジョブ – 移行ジョブの情報が表示されます。 

 プランの詳細 (移行プラン タブを選択すると表示されます) – 選択した移行プラン設定が表

示されます。  
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移行の手順 

以下のセクションでは、移行ジョブを設定する前に実行する構成について説明します。指定された順序で次の

手順を実行し、CRM Migration Manager を構成します。 

1. プロジェクト プロファイルの作成 

2. Salesforce と Dynamics CRM の分析  

3. ユーザー マッピング プロファイルの作成  

4. エンティティ マッピング プロファイルの作成  
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プロジェクト プロファイルの作成 

移行を実行する前に、移行元情報、移行先情報、他の基本設定の構成のために使用するプロジェクト プロフ

ァイルを作成する必要があります。 

プロジェクト セクションで 新しいプロジェクトの作成 リンクを選択するか、プロジェクト 見出しの隣にある 

( ) ボタンをクリックすると、プロジェクト プロファイルの編集 ウィンドウがポップアップ表示されます。このプロジ

ェクト プロファイルには、以下の設定を構成するタブが含まれています。 

ライセンス設定の構成 

移行の実行には、各プロジェクトにライセンスを適用する必要があります。また、同一のライセンスを複数のプロジ

ェクトに適用することができます (ライセンスが複数プロジェクトに対する適用に対応している場合のみ)。次の手

順を実行します。 

1. プロジェクト プロファイルの編集 の ライセンス タブをクリックします。 

2. [アップロード] をクリックすると、ライセンス ファイルがアップロードされます。 

3. ライセンスが正常に適用されると、ライセンス情報が ライセンス情報 エリアに表示されます。 

 ライセンス タイプ – 2 種類のライセンス タイプが存在します。 

o デモ – 初期設定時点の デモ ライセンスの期間は 30 日間です。 

o Enterprise – 製品に登録される正式なライセンスです。このライセンスの有効期

間は、ライセンスを購入する際に決定されます。エンタープライズ ライセンスを購入す

る場合、組織 ID を営業担当までお知らせください。組織 ID の確認については、S

alesforce 接続の構成 を参照してください。  

 有効期間 – 適用されているライセンスの有効期間です。 

Salesforce 接続の構成 

Salesforce 接続 で移行元 Salesforce に接続する設定の構成については、以下の説明を参照してくだ

さい。 
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1. プロジェクト プロファイルの編集 ポップアップ ウィンドウで、プロジェクト名 テキスト ボックスにプロジェ

クト名を入力し、Salesforce 接続 タブをクリックします。  

2. Salesforce 接続 タブで、以下の設定を構成します。 

 ユーザー名 – 接続に使用するユーザー名を入力します。入力するユーザーは、Administra

tor グループのメンバーである必要があります。 

 パスワード – パスワードを入力します。 

 セキュリティ トークン – セキュリティ トークンを入力します。 

3. [テスト] をクリックして、入力した資格情報が有効であるかをテストします。   

4. テスト成功後、組織 ID が 組織 ID テキスト ボックスに反映されます。ライセンス購入には、この 組

織 ID が必要となります。詳細については、ライセンス設定の構成 を参照してください。 

5. [適用] をクリックして設定を適用するか、[保存] をクリックして設定を適用し、現在のウィンドウを閉じ

ます。 

Dynamics CRM 接続の構成 

Dynamics CRM 接続 では、移行先の Dynamics CRM の接続設定を構成します。 

1. プロジェクト プロファイルの編集 ポップアップ ウィンドウで、Dynamics CRM 接続 タブをクリックし

ます。 

2. Dynamics CRM 接続 タブで、以下の設定を構成します。 

 Dynamics CRM へ接続する – このチェックボックスを選択して、移行先 Dynamics CR

M 情報を入力します。このプロジェクトを保存するためには、接続設定を正常に構成する必

要があります。 

 Dynamics CRM URL – Dynamics CRM をインストールしているサーバーの URL を

入力します。例: http://10.1.41.150:8888/org 

 ユーザー名 – 接続に使用するユーザー名を入力します。入力したユーザーは Administrat

or グループのメンバーである必要があります。 

 パスワード – パスワードを入力します。 

3. [テスト] をクリックして、指定の資格情報をテストします。  



 13 

 

AvePoint CRM Migration Manager for Microsoft Dynamics CRM 

 

4. オンプレミス Dynamics CRM 環境を使用する場合は、テストが成功した後に LDAP パス フィール

ドが表示されます。LDAP パス の隣にある [構成] をクリックすると、Active Directory 設定の

構成 ウィンドウに移動します。  

5. CRM Migration Manager の移行中に、移行先 Active Directory ドメインでユーザーを確実に

作成するため、Active Directory 設定の構成 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

a. ドメイン コントローラの IP / ドメイン名 テキスト ボックスに、移行先 Active Directory 

ドメイン ドメイン コントローラのインストール先 IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

b. ユーザー名 テキスト ボックスに、移行先 Active Directory ドメインの管理者を入力します。

入力したアカウントは、移行中、移行先 Active Directory ドメインに新しいユーザーを作

成する際に使用されます。  

c. パスワード テキスト ボックスにパスワードを入力します。  

d. [読み込み] をクリックすると、ドメイン情報が読み込まれます。Active Directory ドメイン オ

ブジェクトが画面右側に表示されます。[クリア] をクリックすると、構成が削除されます。 

e. 移行中に、ユーザーが作成される場所となるオブジェクトを、ツリーから選択します。 

f. [OK] をクリックして、構成を保存し、現在のウィンドウを閉じます。 

6. 構成後、[適用] をクリックして設定を適用するか、[保存] をクリックして設定を適用し、現在のウィン

ドウを閉じます。 

移行データベースの構成 

移行データベース では、設定を構成し、抽出データベースおよびマッピング データベースを作成します。抽出デ

ータベースは移行対象となる移行元データを保存し、マッピング データベースは構成済みエンティティ / ユーザー 

マッピング設定を保存します。移行データベースの構成については、以下の説明を参照してください。 

 プロジェクト プロファイルの編集 ポップアップ ウィンドウで、移行データベース タブをクリックします。 1.

 移行データベース タブで、以下の設定を構成します。 2.

a. データベース サーバー – キャッシュ データベースを作成する場所として使用する SQL Serv

er のホスト名または IP アドレスを入力します。既定値は localhost です。これは、現在使

用しているマシンの SQL Server が使用されることを意味します。 
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b. 認証 – 認証方法のドロップダウン リストから Windows 認証 または SQL サーバー認証 

を選択します。Windows 認証 では、ローカル ユーザーの自動読み込みまたは他のユーザ

ーを手動で構成することが可能です。SQL サーバー認証 を選択する場合、[ユーザー名] 

にユーザー名を、[パスワード] に該当のパスワードを入力して、SQL 認証への資格情報を

入力する必要があります。 

 [テスト] をクリックすると、接続を確認することができます。  3.

 テストの成功後、抽出データベースおよびマッピング データベースの設定を構成します。 4.

a. 抽出データベース – 移行元コンテンツを保存する抽出データベースです。[変更] をクリックし

て新しいデータベース名を直接入力するか、使用可能なデータベース のドロップダウン リスト

から既存のデータベース名を選択することができます。 

b. マッピング データベース – マッピング設定を保存するマッピング データベースです。[変更] を

クリックして新しいデータベース名を直接入力するか、使用可能なデータベース のドロップダウ

ン リストから既存のデータベース名を選択することができます。 

 構成の完了後、[適用] をクリックして設定を適用するか、[保存] をクリックして設定を適用し、ウィン5.

ドウを閉じます。 

詳細設定の構成 

詳細 タブでの設定の構成については、以下の説明を参照してください。  

 プロジェクト プロファイルの編集 ポップアップ ウィンドウで、詳細 タブをクリックします。 1.

 詳細 タブで、以下の設定を構成します。 2.

a. ユーザー設定 – Microsoft Dynamics CRM のユーザー定義プレフィックスを入力します。

既定値は sf です。  

b. 選択リスト フィールドのすべての値を移行先内の新しいストリング フィールドへ移行する – 

選択リスト フィールドのすべての値を、移行先内の新しいストリング フィールドへ移行します。 

c. 日付のみフィールドのタイム ゾーン – ドロップダウン リストから 日付のみ フィールドのタイム 

ゾーンを選択します。これにより、Dynamics CRM 内のすべての日付が同じタイム ゾーンで

あることを保証します。  
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d. 添付ファイルを SharePoint サイト / サイト コレクション内に保存する – このオプションを

選択すると、 Salesforce の添付ファイルを SharePoint ライブラリへ移行します。移行の完

了後、Microsoft Dynamics CRM の添付ファイルを表示する場合、サイト コレクションで 

crmlistcomponent.wsp ソリューションをインストールしてアクティブにし、Microsoft Dy

namics CRM で ドキュメント管理設定 を構成する必要があります。 詳細については、サイ

ト コレクションに crmlistcomponent.wsp ソリューションをインストールする と Dynamics 

CRM でドキュメント管理設定を構成する を参照してください。 

i. 認証方法 – ドロップダウン リストから Office 365、オンプレミス、Office 365 

上の ADFS のいずれかを選択して、移行先 SharePoint サイトにアクセスするため

に使用されるアカウントの認証方法を指定します。 

ii. URL – 添付ファイルの移行先となるサイト URL を入力します。例: http://samp

le.com/sites/CRM 

iii. ユーザー名 – 特定のサイトにアクセスするユーザー名を入力します。入力したユーザ

ーは、このサイトで以下の権限を持っている必要があります。リストの管理、アイテム

の追加、アイテムの表示、アイテムの編集、リモート インターフェイスの使用 

iv. パスワード – パスワードを入力します。 

v. テスト – SharePoint への接続をテストします。 

 構成後、[適用] をクリックして設定を適用するか、[保存] をクリックして設定を適用し、現在のウィン3.

ドウを閉じます。 

サイト コレクションに crmlistcomponent.wsp ソリューションをインストー

ルする 

Microsoft Dynamics CRM 2011 を使用する場合、SharePoint 用の Microsoft Dynamics C

RM 2011 リスト コンポーネント をインストールします。Microsoft Dynamics CRM 2011 リスト コンポー

ネント パッケージの詳細情報とインストール方法については、http://www.microsoft.com/ja-jp/downl

oad/details.aspx?id=5283 を参照してください。 

Microsoft Dynamics CRM 2013 を使用する場合、SharePoint 用の Microsoft Dynamics C

RM 2013 リスト コンポーネント をインストールします。Microsoft Dynamics CRM 2013 リスト コンポー

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=5283
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=5283
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ネント パッケージの詳細情報とインストール方法については、http://www.microsoft.com/ja-jp/downl

oad/details.aspx?id=40345 を参照してください。 

*注意: Web アプリケーションの全般設定 ブラウザーでのファイル処理 を 制限しない に設定し、Microsof

t SharePoint Foundation Sandboxed Code Service が開始している必要があります。上記の条件が

満たされていない場合、crmlistcomponent.wsp ソリューションをアクティブにすることはできません。 

Dynamics CRM でドキュメント管理設定を構成する 

SharePoint 用の Microsoft Dynamics CRM 2011 リスト コンポーネント / SharePoint 用の Micro

soft Dynamics CRM 2013 リスト コンポーネント のインストール後、以下の手順を実行してください。 

 管理者のアカウントを使用して Microsoft Dynamics CRM 2011/2013 にログインします。 1.

 Microsoft Dynamics CRM 2011 を使用している場合、[設定] > [システム] の [ドキュメント2.

管理] > [ドキュメント管理設定] の順に移動します。ドキュメント管理設定 インターフェイスが表示

されます。 

Microsoft Dynamics CRM 2013 を使用している場合、[設定] > [ドキュメント管理] > [ド

キュメント管理設定] の順に移動します。 

 ドキュメントを保存するエンティティを選択し、URL テキスト ボックスに SharePoint サイト コレクション3.

またはサブサイトの URL を入力します。 

*注意:入力されたサイト コレクション内または入力されたサブサイトのサイト コレクション内で、crmlis

tcomponent.wsp ソリューションがアクティブになっている必要があります。 

 [次へ] をクリックして続行します。 4.

 入力した URL が有効である場合、使用するフォルダー構造を選択することができます。エンティティに5.

基づく チェックボックスを選択して、ドロップダウン リストから [取引先企業] または [取引先担当者] 

を選択します。 

 [次へ] をクリックして続行します。 6.

 ドキュメント ライブラリがすべて作成され、選択された各エンティティの状態列に 成功 が表示されたら、7.

[完了] をクリックします。 

 ドキュメントの場所 レコードを確認します。  8.

a. アカウントを開きます。 
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b. 共通 セクション配下の ドキュメント をクリックすると、警告メッセージが表示されます。 

c. [OK] をクリックします。SharePoint はこの取引先企業のフォルダーを SharePoint アカウ

ント内に作成します。また、Microsoft Dynamics CRM は取引先企業フォームでフォルダ

ーを iFrame として表示します。これにより、Microsoft Dynamics CRM から SharePoi

nt にアクセスすることが可能になります。また、特定の取引先企業にドキュメントを関連付ける

ことができます。 

移行プロファイルの保存とサマリーの表示 

Salesforce 接続、Dynamics CRM 接続、移行データベース、詳細 の設定構成後、[保存] をクリック

してすべての構成設定を適用・保存します。作成済みプロジェクト プロファイルが プロジェクト セクションに表示

されます。このプロジェクト プロファイル内のプラン数、およびこのプロジェクト プロファイル内の移行元ユーザー数

がプロジェクト プロファイル名の下に表示されます。 

プロジェクト プロファイルを選択して、プロジェクト名、移行元 Salesforce API バージョンとユーザー名、移行

先 Dynamics CRM の URL とユーザー名の情報を含むサマリーが プロジェクト サマリー セクションに表示さ

れます。プロジェクト プロファイルを編集するには、プロジェクト プロファイル名または ( ) ボタンをクリックします。

選択したプロジェクト プロファイルを削除するには ( ) ボタンをクリックします。  
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Salesforce と Dynamics CRM の分析 

この段階では、分析を実行することにより、移行元 Salesforce と移行先 Dynamics CRM 内のユーザー

情報およびオブジェクト / エンティティ情報を取得します。分析では、エンティティ マッピングとユーザー マッピング

に必要なデータを取得します。エンティティ マッピングでは、移行元オブジェクトを移行先エンティティにマッピングし

ます。ユーザー マッピングでは、移行元ユーザーを移行先ユーザーにマッピングします。 

 ユーザー / エンティティ マッピングの作成またはプロジェクトの抽出 / 読み込みジョブの実行の

いずれかを初めて実行する場合、移行元と移行先の両方の分析が必須となります。 

 既にプロジェクトの移行元と移行先に対する分析を実行している場合は、ユーザー / エンティ

ティ マッピングの作成または抽出 / 読み込みジョブの実行の前に、新しい分析を実行すること

を強く推奨します。これにより、ユーザー マッピングおよびエンティティ マッピングに関するデータの

正確性が確保されます。 

1. プロジェクト セクションで、プロジェクト プロファイルを選択します。 

2. プロジェクト 見出しの隣にある 分析 ( ) ボタンをクリックすると、プロジェクト プロファイルで指定され

た移行元および移行先を分析することができます。分析 ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

3. ポップアップ ウィンドウでは、移行元および移行先の両方の分析を実行するか、移行元および移行先

のいずれかのみを分析するかを選択することができます。 

 初めてプロジェクトの移行元と移行先を分析する場合、移行元と移行先の両方のチェックボッ

クスをオンにして、両方を分析対象とする必要があります。  

 最後に実行した分析以降に移行元 / 移行先環境が更新されている場合、該当のチェックボ

ックスを選択して、更新された環境を再分析するプランを実行する必要があります。分析の完

了後、取得したデータを使用して、新しいユーザー マッピングおよびエンティティ マッピングを構

成することができます。 

4. ポップアップ ウィンドウで [分析] を選択すると、分析が開始されます。 

5. 分析の完了後、[閉じる] をクリックしてポップアップ ウィンドウを閉じます。 

6. 分析が完了すると、画面右側の 分析 タブの下に分析結果が表示されます。移行元 / 移行先情報

を保存するには、画面右側を右クリックし、ドロップダウン メニューから [分析結果をエクスポート] を選

択して、すべてのオブジェクトの結果を .xls ファイルへエクスポートします。またはドロップダウン メニュー
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から [非アクティブなレコードのプレスキャン結果をエクスポート] を選択して、非アクティブ な状態

のレコードを .xls ファイルへエクスポートします。 

 

 図 2: 移行元 / 移行先ユーザーおよびオブジェクト / エンティティの情報 

*注意: Microsoft Excel を使用してエクスポートした .xls ファイルを開く場合、ファイル形式とファイ

ルの拡張子が一致しないという内容の警告ポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックする

と、ファイルが開きます。 
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ユーザー マッピング プロファイルの作成 

移行元および移行先の分析完了後、ユーザー マッピング プロファイルの作成に進むことができます。ユーザー マ

ッピング プロファイルでは、移行元ユーザーを移行先ユーザーにマッピングします。移行の際、移行元ユーザー名

が指定の移行先ユーザー名に置き換えられます。  

ユーザー マッピング プロファイルを作成する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. プロジェクト セクションで、プロジェクト プロファイルを選択します。作成するユーザー マッピング プロファ

イルは、選択したプロジェクト プロファイルにリンクされます。  

2. プロファイルとジョブ セクションの ユーザー マッピング タブの下で、空白エリアを右クリックし、ドロップダ

ウン メニューから [新規] を選択すると、ユーザー マッピング プロファイルを作成することができます。[ユ

ーザー マッピングの編集] ページが表示されます。プロファイルを右クリックして [編集] または [削除] 

を選択すると、既存のユーザー マッピング プロファイルを編集または削除することができます。 

3. [プロファイル名] にプロファイル名を入力します。必要に応じて  [説明] に説明を入力します (説明

は必須ではありません)。 

プロファイル名 の下に、選択したユーザー マッピング数が表示されます。既定では、[対象となるマッピ

ングが選択されていません。] と表示されます。ユーザー マッピングの隣のチェックボックスを選択すると、

選択に応じてユーザー マッピング数が更新されます。 

4. 必要に応じて、[マッピングされていないユーザー用に既定ユーザーを設定します。] のドロップダウン 

リストから移行先ユーザーを 1 名選択して、すべてのマッピングされていない移行元ユーザーを既定の

移行先ユーザーにマッピングすることができます。この作業を実行しない場合、選択したユーザーがすべ

て指定の移行先ユーザーにマッピングされていることを確認してください。   

5. ユーザー マッピングの構成 エリアには、7 列が存在します。列名をクリックすると、列内の情報によって

コンテンツを並べ替えることができます。各列の詳細については、以下を参照してください。 

 SF ユーザー名 – 移行元ユーザーの表示名です。   

 SF ログイン名 – 移行元ユーザーのログイン名です。 

 SF ユーザー状態 – 移行元ユーザーの状態です。アクティブ または 非アクティブ です。 

 新規作成 – 移行先マッピング済みユーザーが CRM Migration Manager によって新しく

作成されたユーザーであるかどうかを表示します。 
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 Dynamics ユーザー名 – 移行先マッピング済みユーザーの表示名です。 

 Dynamics ログイン名 – 移行先マッピング済みユーザーのログイン名です。 

 Dynamics ユーザー状態 – 移行先マッピング済みユーザーの状態です。 無効 または 有

効 です。 

6. ユーザー マッピングを構成する方法としては、各移行元ユーザーのユーザー マッピングを手動で構成、

およびすべての移行元ユーザーのユーザー マッピングを自動的に構成の、2 種類の方法が存在します。

詳細については、以下の説明を参照してください。 

すべての移行元のユーザー マッピングを自動構成 

すべての移行元ユーザーのユーザー マッピングを自動的に構成する方法については、以下の説明を参照してく

ださい。 

1. ユーザー マッピングの構成 エリアを右クリックすると、ポップアップ メニューが表示されます。  

2. [既定の生成] を選択すると、移行元ユーザーが移行先ユーザーにマッピングされます。マッピングは、

以下の 2 種類のシチュエーションに従って実行されます。 

 オンライン Dynamics CRM – Dynamics CRM Online のログイン名の形式はメール 

アドレスです。移行元ユーザーは、同じログイン名を持つ移行先ユーザーにマッピングされます。

異なるログイン名を持っている他の移行元ユーザーに対しては、CRM Migration Manager 

が自動的に移行先ユーザーを作成します。作成された移行先ユーザーは、これらの移行元ユ

ーザーと同じログイン名および表示名を持っています。  

*注意: Dynamics CRM Online 内で有効にできるユーザー数には制限があるため、CR

M Migration Manager 内の有効な移行先ユーザー数が Dynamics CRM Online に

追加できる有効なユーザー数の範囲内となるよう注意してください。 

 オンプレミス Dynamics CRM – Dynamics CRM オンプレミス内のログイン名の形式は 

[ドメイン\ユーザー名] です。移行元ログイン名内の @ の前にある文字列が、移行先ログ

イン名内の \ の後にある文字列と同一である場合、移行元ユーザーは移行先ユーザーにマ

ッピングされます。例) ログイン名が [abcd@company1.com] である移行元ユーザーと、

ログイン名が [company2\abcd] である移行先ユーザーが存在し、移行元ログイン名内

の @ の前にある文字列が移行先ログイン名内の  \ の後ろにある文字列と同一である場合、

[既定の生成] をクリックすると、移行元ユーザー [abcd@exampleA.com] は移行先

ユーザー [exampleB\abcd] にマッピングされます。 
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もう 1 名の移行元ユーザーに対しては、CRM Migration Manager が移行先ユーザーを

自動的に作成します。新しく作成された移行先ユーザーは、[ドメイン\ユーザー名] 形式の

ログイン名および移行元ユーザーと同じ表示名を持ちます。例) 移行元ユーザー ログイン名 

[asdf@company1.com] には、ユーザー マッピングで一致する移行先ユーザーが存在

しません。[既定の生成] をクリックすると、CRM Migration Manager は移行先ユーザー

を自動的に作成します。新しく作成されたユーザーのログイン名は [company2\asdf] で

あり、新しいユーザーの表示名はこの移行元ユーザーの表示名と同じです。 

新しく作成された移行先ユーザーは、[新規作成] 値が Yes (この移行先ユーザーが CRM 

Migration Manager によって新しく作成されたことを意味します) となり、[CRM ユーザー

状態] は [有効] または [無効] のうち、[SF ユーザー状態] の値と同一のものとなります。 

3. ユーザー マッピング設定をエクスポートする場合は、ユーザー マッピングの構成 エリアを右クリックし、ド

ロップダウン リストから [エクスポート] を選択します。ユーザー マッピング設定の形式に従って、エクス

ポートした .xml ファイルのユーザー マッピング設定を編集し、[インポート] をクリックします。この作業

により、ユーザー マッピング設定を CRM Migration Manager へインポートすることができます。 

4. [保存] をクリックしてマッピング設定を保存します。 

各移行元のユーザー マッピングを手動構成  

各移行元ユーザーのユーザー マッピングを手動で構成する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. 移行元ユーザーをクリックすると、エントリーがハイライトされます。  

2. このエントリーを右クリックして、ドロップダウン メニューから [マッピング ユーザーの設定] 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. ポップアップ ウィンドウで、ドロップダウン リストから移行先ユーザーを選択して [OK] をクリックすると、

移行元ユーザーが指定の移行先ユーザーにマッピングされます。新規作成、Dynamics ユーザー名、

Dynamics ログイン名、Dynamics ユーザー状態 列が更新されます。  

4. ユーザー マッピング設定をエクスポートする場合は、エントリーを右クリックし、ドロップダウン リストから 

[エクスポート] を選択します。ユーザー マッピング設定の形式に従って、エクスポートした .xml ファイ

ルのユーザー マッピング設定を編集し、[インポート] をクリックします。この作業により、ユーザー マッピ

ング設定を CRM Migration Manager へインポートすることができます。 
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Dynamics CRM ユーザーの管理 

Dynamics CRM ユーザーを表示・追加・編集する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. ユーザー マッピングの編集 ページで、[Dynamics CRM ユーザーを表示] をクリックすると、ユーザ

ー ビューアー ページが表示されます。 

2. ユーザー ビューアー ページに、以下の Dynamics CRM ユーザー情報が表示されます。 

 姓名 – Dynamics CRM ユーザーのフルネームです。 

 ログイン名 – Dynamics CRM ユーザーのフルネームです。 

 既存 – ユーザーが Dynamics CRM に存在するかどうかを表示します。この値が True の

場合、このユーザーは Dynamics CRM 環境に存在しています。False の場合、ユーザー

は CRM Migration Manager によって作成されたものであり、Dynamics CRM 環境に

は存在していません。 

 有効 – ユーザーが Dynamics CRM で有効にされているかどうかを表示します。  

3. この表を右クリックすると、ユーザーを追加または編集することができます。 

 ドロップダウン メニューから [追加] を選択すると、新しいユーザーを追加します。表示される 

ユーザー情報の編集 ページで、ログイン名・名・姓を入力します。入力の完了後、この新しい

ユーザーを有効にするかどうかを選択します。 

 ドロップダウン メニューから [編集] を選択すると、既存のユーザーを編集します。表示される 

ユーザー情報の編集 ページでは、ユーザーの名および姓を編集することができます。ログイン

名を編集することはできません。編集作業の完了後、この既存のユーザーを有効にするかどう

かを選択します。    
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エンティティ マッピング プロファイルの作成 

移行元および移行先の分析後、エンティティ マッピング プロファイルの作成に進むことができます。エンティティ マ

ッピング プロファイルでは、移行元オブジェクトを移行先エンティティにマッピングします。移行の際、移行元オブジ

ェクトが指定の移行先エンティティに置き換えられます。   

エンティティ マッピング プロファイルを作成する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. プロジェクト セクションで、プロジェクト プロファイルを選択します。作成するエンティティ マッピング プロフ

ァイルは、選択したプロジェクト プロファイルにリンクされます。  

2. プロファイルとジョブ セクションで、[エンティティ マッピング] をクリックします。空白エリアで右クリックし

て、ドロップダウン メニューから [新規] を選択すると、エンティティ マッピング プロファイルを作成すること

ができます。エンティティ マッピングの編集 ページが表示されます。プロファイルを右クリックして [編集] 

または [削除] を選択すると、既存のエンティティ マッピング プロファイルを編集または削除することがで

きます。 

3. [プロファイル名] にプロファイル名を入力します。必要に応じて  [説明] に説明を入力します (説明

は必須ではありません)。  

プロファイル名 の下に、選択したエンティティ マッピング数が表示されます。既定では、[このプロファイ

ルではエンティティ マッピングが選択されていません。] と表示されます。エンティティ マッピングの隣の

チェックボックスを選択すると、選択に応じて数が更新されます。 

4. エンティティ マッピングの構成 エリアには、5 列が存在します。列名をクリックすると、列内の情報によっ

てコンテンツを並べ替えることができます。各列の詳細は以下のとおりです。 

 移行元オブジェクト – 移行元オブジェクト名です。 

 カスタム – 移行元オブジェクトがカスタム オブジェクトであるかどうかを表示します。 

 移行先エンティティ – 移行先マッピング済みのエンティティ名です。 

 カスタム – 移行先エンティティがカスタム エンティティであるかどうかを表示します。 

 新規作成 – 移行先マッピング エンティティが CRM Migration Manager によって新しく作

成されたものであるかどうかを表示します。 
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5. エンティティ マッピングを構成する方法としては、各移行元エンティティのエンティティ マッピングを手動で

構成する方法と、選択した / 推奨の移行元エンティティのエンティティ マッピングを自動的に構成する

方法の、2 種類が存在します。詳細については、以下のセクションを参照してください。 

各移行元のエンティティ マッピングを手動構成 

各移行元エンティティのエンティティ マッピングを手動で構成する方法については、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. 移行元ユーザーをクリックして、画面左側の構成エリアのエントリーをハイライトします。 

2. 右側の エンティティ マッピング タブで、[マッピング先] のドロップダウン リストから移行先エンティティを

選択します。移行元オブジェクトが移行先エンティティにマッピングされます。移行先エンティティ、カスタ

ム、新規作成 列が更新されます。 

フィールド マッピングおよび状態マッピングの基本設定のみが構成されます。フィールド マッピングおよび

状態マッピングの構成を実行することを強く推奨します。詳細については フィールド マッピングと状態マッ

ピングの構成 を参照してください。 

3. エンティティ マッピング設定をエクスポートする場合は、エンティティ マッピングの構成 エリアを右クリック

し、ドロップダウン リストから [エクスポート] を選択します。設定は .emp ファイルに保存されます。

[インポート] をクリックすると、エンティティ マッピング設定を CRM Migration Manager へインポー

トすることができます。 

エンティティ マッピングの自動構成  

エンティティ マッピングを自動的に構成する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. 画面左側の エンティティ マッピングの構成 エリアを右クリックすると、ポップアップ メニューが表示されま

す。エンティティ マッピングを自動的に構成する方法は 3 種類存在します。 

 すべて生成 – すべての移行元オブジェクトが、以下のルールに従って移行先にマッピングされ

ます。 

o 移行元オブジェクトは、CRM Migration Manager の推奨ルールで指定されたエ

ンティティにマッピングされます。 
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o 推奨が存在しないオブジェクトは、移行元オブジェクトと同じ名前の移行先エンティテ

ィにマッピングされます。 

o その他のオブジェクトは、CRM Migration Manage がマッピング用移行先エンティ

ティを新規作成します。 

 選択されたもののみ生成 – 移行元オブジェクトを選択して、エントリーをハイライトします。右

クリックして、ポップアップ メニューから [選択されたもののみ生成] をクリックします。選択したオ

ブジェクトは上記のルールに従って、移行先エンティティにマッピングされます。  

 推奨マッピングを生成 – エンティティ マッピングの構成 エリアを右クリックし、ドロップダウン リス

トから [推奨マッピングを生成] を選択して、推奨のエンティティ マッピングを作成します。 

[推奨マッピングを生成] オプションを使用してエンティティ マッピングを生成し、さらに推奨エン

ティティ マッピングに基づく設定を構成することを強く推奨します。例) 価格表 エンティティは 

製品 エンティティに基づきます。価格表のエンティティ マッピングのみを設定し、製品 エンティテ

ィを移行先にマッピング・移行しない場合、価格表 エンティティを正しく移行先に移行すること

はできません。 

2. エンティティ マッピングを自動的に構成する場合、フィールド マッピングおよび状態マッピングも自動的に

構成されます。[フィールド マッピング] または [状態マッピング] を選択すると、フィールド マッピング

設定およびエンティティ マッピング設定の詳細を表示することができます。必要に応じて設定を編集しま

す。詳細については、フィールド マッピングと状態マッピングの構成  を参照してください。 

3. エンティティ マッピング設定をエクスポートする場合は、画面左側の エンティティ マッピングの構成 エリ

アを右クリックし、ドロップダウン リストから [エクスポート] を選択します。設定は .emp ファイルに保存

されます。[インポート] をクリックすると、エンティティ マッピング設定を CRM Migration Manager 

へインポートすることができます。 

フィールド マッピングと状態マッピングの構成 

エンティティ マッピングの構成後、各エンティティ マッピングのフィールド マッピングおよび状態マッピングを構成しま

す。フィールド マッピングは、移行元オブジェクト フィールドを移行先エンティティ フィールドにマッピングします。状

態マッピングは、移行元オブジェクトのフィールドを移行先エンティティの状態フィールドにマッピングします。 

フィールド マッピングの構成 

フィールド マッピングの構成については、以下の説明を参照してください。 
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1. エンティティ マッピングをクリックして、画面左側の構成エリアのエントリーをハイライトします。ハイライトさ

れたエンティティ マッピングの構成の詳細が画面右側に表示されます。既定では、エンティティ マッピン

グ タブが選択されています。  

2. フィールド マッピング をクリックします。フィールド マッピング タブには 7 列が存在しています。列名を

クリックすると、列内の情報によってコンテンツを並べ替えることができます。各列の詳細については、以

下を参照してください。 

 移行元フィールド – 移行元フィールド名です。 

 タイプ – 移行元フィールド タイプです。  

 カスタム – 移行元フィールドがカスタム フィールドであるかどうかを表示します。 

 移行先フィールド – 移行先マッピング済みのフィールド名です。  

 タイプ – 移行先フィールド タイプです。 

 カスタム – 移行先フィールドがカスタム フィールドであるかどうかを表示します。 

 新規作成 – 移行先マッピング フィールドが CRM Migration Manager によって新しく作

成されたものであるかどうかを表示します。 

既定では、一部の移行元フィールドは移行先データベースにマッピングされます。例えば、移行元 取引

先企業名 フィールド (列タイプは String) は、移行先 取引先企業名 フィールドにマッピングされて

います。フィールド マッピング設定を移行中に反映させない場合、移行元フィールド名の隣にあるチェッ

クボックスをオフします。オレンジ色でハイライトされたフィールド マッピングは必須であるため、チェックボッ

クスをオフにすることおよびマッピング設定を編集することはできません。例えば、移行元 所有者 ID フ

ィールドは、移行先 所有者 フィールドにマッピングされ、変更することはできません。 

3. 移行元フィールドを既存の移行先フィールドにマッピングするか、移行先フィールドを新規作成して移行

元フィールドをこの新しいフィールドにマッピングするかを選択することができます。 

 移行元フィールドを、既存の移行先フィールドにマッピングします。 

i. 移行元フィールドの隣のチェックボックスを選択すると、エントリーがハイライトされます。

例: 取引先 ID  

ii. [マッピング先] のドロップダウン リストから移行先フィールド (例: 取引先番号) を選

択します。このタイプ フィールドの該当のプロパティが読み込まれます。 

iii. 必要に応じて、編集可能なプロパティを編集します。   
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 移行元フィールドを新規作成した移行先フィールドにマッピングします。 

i. マッピングされていないフィールドを右クリックして、ドロップダウン メニューから [編集] を

選択すると、マッピング済みフィールドの編集 ページが表示されます。 

ii. このページでは、選択した移行元フィールドと同じ表示名を持つ移行先フィールドが作

成されます。Dynamics CRM 内の既存のフィールドと区別するため、フィールド名に

はプレフィックス sf_ が付与されます。表示名と名前はどちらも編集可能です。 

iii. フィールド タイプを選択するか、既存のフィールド タイプを保持します。  

iv. 選択したフィールド タイプに応じて、フィールド タイプに関連するプロパティを構成しま

す。 

例えば、フィールド タイプが String である移行元フィールド 説明 のフィールド マッピ

ングを構成する場合、以下のように表示されます。[編集] を選択すると、マッピング

済みフィールドの編集 ページの設定は以下のように表示されます。 

 表示名 – 新規作成したフィールド (編集可能) の表示名です。この例では、

表示名は 説明 となります。 

 名前 – 新規作成したフィールド (編集可能) の名前です。この例では、名

前は sf_説明 となります。 

 フィールド タイプ – 新規作成したフィールドのフィールド タイプです。この例

では、フィールド タイプは 1 行テキスト となります。タイプは、ドロップダウン リ

ストから変更することができます。 

 形式 / 最大文字数 / IME モード – 選択したフィールド タイプに応じて

設定を構成します。 

v. [保存] をクリックして設定を保存します。ページが閉じられ、選択した移行元フィール

ドが新規作成したフィールドにマッピングされます。 

4. 構成済みのフィールド マッピング設定を編集する場合は、以下の説明を参照してください。 

 フィールドをクリックすると、[マッピング先] ドロップダウン リストの移行先マッピング済みフィール

ド名、[フィールド タイプ] ドロップダウン リストのフィールド タイプなどを含む移行先フィールド

のプロパティが表示されます。必要に応じてプロパティを編集します。編集可能なプロパティと不

可能なプロパティがあることに留意してください。 
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 構成した列マッピングを右クリックし、ドロップダウン メニューから [編集] をクリックすると、マッピ

ング済みフィールドの編集 ページに詳細設定が表示されます。必要に応じてプロパティを編

集し、[保存] をクリックして構成を保存します。編集可能なプロパティと不可能なプロパティが

あることに留意してください。 

5. エンティティ マッピングの編集 ページで、[保存] をクリックして編集を保存し、エンティティ マッピングの

編集 ページを閉じます。[保存] をクリックしないで状態マッピングの構成に進むことも可能です。 

状態マッピングの構成 

状態マッピングを構成する方法については、以下の説明を参照してください。状態マッピング タブでは、状態マッ

ピングのほかに、さらに Status Reason マッピングを構成することができます。既定では、状態マッピングおよび 

Status Reason マッピングは CRM Migration Manager によって構成されます。既定の設定を変更する

ことも可能です。移行先エンティティに 状態 および Status Reason フィールドが含まれていない場合、状

態マッピングおよび Status Reason マッピングは使用できません。 

 エンティティ マッピングをクリックすると、エントリーがハイライトされます。ハイライトされたエンティティ マッピ1.

ングの詳細な構成が画面右側に表示されます。規定では、エンティティ マッピング タブが選択されて

います。  

 状態マッピング をクリックして、状態 および Status Reason フィールドが含まれている移行先エン2.

ティティの状態マッピングおよび Status Reason マッピングの設定を構成します。状態マッピング タブ

をアクティブにすると、以下の設定を表示することができます。 

 状態マッピングのソース フィールド – フィールド タイプが ブール値 または 選択リスト のソー

ス フィールドは 状態マッピングのソース フィールド のドロップダウン リストに一覧表示されます。

リストからソース フィールドを選択します。選択したフィールドは移行先 状態 フィールドにマッピ

ングされます。このソース フィールドに含まれる値は、状態マッピングの構成用マッピング表に一

覧表示されます。  

ここでは例として、完了フラグ (isclosed) フィールド (フィールド タイプは 選択リスト) を選

択する場合について説明します。完了フラグ (isclosed) フィールドは移行先 Status フィ

ールドにマッピングされます。このソース フィールドに含まれる値は、マッピング表に一覧表示され

ます。マッピング表には、Status Reason マッピング設定の構成用列が 2 列存在します。 

o Salesforce 値 – 選択したソース フィールドで使用可能な値です。 
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o Dynamics CRM オプション – 移行元値をマッピングする移行先オプションです。

表示された値は、移行先 Status Reason フィールドに含まれています。異なる移

行元値を同一の移行先オプションにマッピングすることが可能です。 

Status Reason マッピングの構成に関する詳細については、以下を参照してください。 

 マッピングされていない値の既定オプション – マッピング表で構成・選択されていない移行元

値の、既定の移行先オプションを設定します。ここでは例として、ソース フィールド タイプが ブ

ール値 で、2 件の値を持っている例を参考にします。[Yes] は [オープン] にマッピングされ

るように構成され、[マッピングされていない値] は [保留] ([保留] は下部の Status Re

ason リストから選択可能な値です) です。チェックしていない移行元値 [No] は [保留] に

マッピングされます。 

 状態 – 移行先 状態 フィールドで使用可能な値です。  

ドロップダウン リストから状態を選択して、Status Reason を Status Reason リストに追

加します。新しい Status Reason を追加する手順は、Dynamics CRM での追加手順と

同じです。画面右側のボタンをクリックして、アクションを実行することもできます。これらのボタン

の機能は、Dynamics CRM 内のボタンの機能と同じです。 

 マッピング表で、Status Reason マッピングを構成し、移行元値を移行先オプションにマッピングする3.

方法については、以下の説明を参照してください。 

a. 移行元値の隣にあるチェックボックスを選択すると、このエントリーは移行中に有効化されます。 

b. Dynamics CRM オプション 列の空白エリアをダブルクリックしてドロップダウン リスト (ここに

表示される値は、下部の Status Reason リストからの使用可能な値です) から値を選択し

ます。  

 [保存] をクリックして編集を保存し、エンティティ マッピングの編集 ページを閉じます。 4.
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フィルター プロファイルの作成 

抽出フィルターを使用することにより、移行用のオブジェクトをフィルターして、コンテンツ フィルターを使用して移

行用のレコードをフィルターすることができます。 

抽出フィルター 

抽出ジョブの実行中に抽出フィルターを使用すると、希望のオブジェクトをフィルターすることができます。これは、

選択したオブジェクトのレコードのみが抽出データベースに移行されるということを意味します。このプロジェクト プ

ロファイルに基づいて実行された分析が最新のものであることを確認してください。  

抽出フィルター の使用については、以下の説明を参照してください。 

 プロジェクト セクションで、プロジェクト プロファイルを選択します。作成する抽出フィルター プロファイル1.

は、選択したプロジェクト プロファイルにリンクされます。  

 プロファイルとジョブ セクションで フィルター プロファイル をクリックします。空白エリアで右クリックして、2.

ドロップダウン メニューから 抽出フィルターの作成 を選択すると、抽出フィルターの編集 ページが表示

されます。  

 抽出フィルターの編集 ページで、プロファイル名 テキストボックスにプロファイル名を入力します。必要3.

に応じて 説明 テキストボックスに説明を入力します。  

 含まれるオブジェクト 列の下、移行元オブジェクト名 (例: 取引先) の隣にあるチェックボックスをオン4.

にします。 この場合、オブジェクトが 取引先 である移行元レコードのみが移行先に移行されます。  

 オブジェクト名 に含まれるキーワードを入力して、[検索] をクリックすると、探しているオブジェ

クトをより迅速に発見することができます。  

 [選択しているオブジェクトのみを表示する] を選択すると、チェックされたオブジェクトのみが

表示されます。 

 [保存] をクリックして構成を保存します。移行元レコードを抽出データベースに移行する抽出ジョブを5.

実行する場合、抽出フィルターで構成したオブジェクトのレコードのみが移行されます。 
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コンテンツ フィルター 

コンテンツ フィルターを使用すると、指定のフィールドが期間内に更新された移行元レコードをフィルターすること

ができます。レコードを Dynamics CRM に移行する読み込みジョブを実行すると、フィルター ルールに一致す

るレコードのみが移行されます。  

コンテンツ フィルターの使用については、以下の説明を参照してください。 

 プロジェクト セクションで、プロジェクト プロファイルを選択します。作成するコンテンツ フィルター プロファ1.

イルは、選択したプロジェクト プロファイルにリンクされます。  

 プロファイルとジョブ セクションで フィルター プロファイル をクリックします。空白エリアで右クリックして、2.

ドロップダウン メニューから コンテンツ フィルターの作成 を選択すると、コンテンツ フィルターの編集 

ページが表示されます。  

 コンテンツ フィルターの編集 ページで、プロファイル名 テキスト ボックスにプロファイル名を入力します。3.

必要に応じて 説明 に説明を入力します。  

 コンテンツ フィルターの構成 エリアの下の オブジェクト レベル フィルターの追加 をクリックすると、す4.

べてのオブジェクトが オブジェクト-フィールド 列の下のドロップダウン リストに一覧表示されます。  

 ドロップダウン リストからオブジェクト (例: 取引先) を選択します。 5.

 [フィールド レベル条件の追加] をクリックします。フィールド タイプが 日付と時間 であるソース フィー6.

ルドが、ドロップダウン リストに一覧表示されます。 

 ドロップダウン リストからフィールド (例: 作成日) を選択します。 7.

 条件 ドロップダウン リストから条件を選択します。3 種類の条件から選択可能です。 8.

 On – 選択したフィールドの更新日時が指定した日付と時間であるレコードを含めます。 

 OnOrBefore – 選択したフィールドの変更日時が指定した日付と時間と同じか、それ以前

であるレコードを含めます。 

 OnOrAfter – 選択したフィールドの変更日時が指定した日付と時間と同じか、それ以降で

あるレコードを含めます。 

 値 列で、日時の値を指定します。日付の値は、希望の日付を入力する、もしくは三角ボタンをクリック9.

して表示されるカレンダーで日付を選択することで編集可能です。 
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ここで使用している例では、読み込みジョブを実行する場合、作成日時が指定した日時の値に一致

する 取引先 レコードが移行されます。フィルター ルールに一致していない 取引先 レコードは移行され

ません。取引先 オブジェクトでないほかのレコードに対しては、コンテンツ フィルターは反映されません。 

 必要に応じて、複数のフィルター ルールを追加することも可能です。削除 ( ) ボタンをクリックすると、10.

フィルター ルールを削除できます。 

 構成の完了後、[保存] をクリックして構成を保存します。 11.
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移行ジョブの実行 

Salesforce から Dynamics CRM への移行には、2 段階が存在します。 最初に移行元からコンテンツを抽

出データベースへ抽出し、次に抽出データベースからコンテンツを移行先に読み込みます。  

抽出プランの作成 

抽出プランの作成については、以下の説明を参照してください。 

1. プロジェクト セクションで、プロジェクト プロファイルを選択します。作成する抽出プランは、選択したプロ

ジェクト プロファイルにリンクされます。各プロジェクト プロファイルに対して、複数の抽出ジョブを作成する

こともできます。 

2. 移行プラン をクリックします。  

3. 移行プラン タブの下の空白エリアで右クリックし、表示されるドロップダウン メニューから [抽出プランの

新規作成] を選択します。抽出プランの編集 ページが表示されます。 

4. プラン名 タブで、プラン名および説明 (説明は必須ではありません) を入力します。入力の完了後、

[次へ] をクリックします。 

5. フィルターの設定 タブで、[抽出フィルター] のドロップダウン リストから抽出フィルター プロファイルを選

択します。抽出フィルター プロファイルを選択すると、プロファイルに含まれるオブジェクトおよびオブジェク

トのレコード数が表示されます。既定では、[すべて抽出] が選択されています。これは、すべての移行

元オブジェクトのレコードが抽出されることを意味します。 

6. 入力の完了後、[次へ] をクリックします。  

7. 詳細設定 タブで、コンテンツ競合が発生する場合、抽出データベース内の既存のコンテンツを上書き

するかどうかを選択します。 

 抽出データベース内のコンテンツを上書きする – コンテンツ競合が発生する場合、抽出デー

タベース内の既存のコンテンツが上書きされます。  

 抽出データベース内で削除済みコンテンツをチェックする – 抽出データベースで、削除済み

移行元オブジェクトを削除済みとしてマークします。  

8. 入力の完了後、[次へ] をクリックします。 
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9. スケジュールを設定しない場合、スケジュールの設定 タブでそのまま [保存] をクリックし、次の手順に

進みます。スケジュールを設定する場合は、以下の説明を参照してください。  

 完全移行 – すべての移行元コンテンツ (抽出フィルターによってフィルターされます) を移行し

ます。  

o 開始時刻 – テキスト ボックスに開始時刻を入力します。 

o 1 回のみ – 完全移行ジョブを 1 回のみ実行します。 

o 間隔 – 構成した間隔に基づいて移行ジョブを実行します。 

 増分移行 – 最後に実行された移行ジョブ以降に更新された移行元コンテンツのみを移行し

ます。 

o 開始時刻 – テキスト ボックスに開始時刻を入力します。 

o 1 回のみ – 完全移行ジョブを 1 回のみ実行します。 

o 間隔 – 構成した間隔に基づいて移行ジョブを実行します。 

完全移行スケジュールと増分移行スケジュール両方を作成して、スケジュールを構成することを推奨し

ます。推奨実行プランは、完全移行を最初の 1 回のみ実行し、増分移行ジョブは構成した間隔に基

づいて実行します。増分移行ジョブでは、変更された移行元コンテンツのみがデータベースに抽出されま

す。  

10. スケジュールの構成完了後、[保存] をクリックして設定を保存します。  

11. 設定の保存後、プランの情報が 移行プラン タブの下に表示されます。表示される情報はプラン名、

説明、タイプ、プランの作成日時、プランの最終更新日時です。プロファイルとジョブ エリアで [プラン

の詳細] をクリックすると、プラン名、抽出フィルター、スケジュール設定 (構成した場合) などの情報が

表示されます。  

抽出ジョブの実行 

抽出ジョブにスケジュールが設定されている場合、ジョブはそのスケジュール設定に従って実行されます。抽出プ

ランは、手動で実行することもできます。抽出プランに対してスケジュールが設定されていない場合、手動で実

行する必要があります。抽出プランを手動で実行する方法については、以下の説明を参照してください。  

*注意: 手動で実行する抽出プランは完全移行ジョブとなります。 
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1. プロジェクト セクションでプロジェクト プロファイルを選択し、[移行プラン] をクリックします。  

2. リストに表示されているプランを右クリックし、ドロップダウン リストから [実行] を選択します。  

3. 抽出ジョブの情報は プロファイルとジョブ の ジョブ タブの下に表示されます。 

4. 抽出ジョブが完了すると、ジョブの状態が [完了] と表示されます。 

読み込みプランの作成 

読み込みプランの作成については、以下の説明を参照してください。 

1. プロジェクト セクションで、プロジェクト プロファイルを選択します。作成する読み込みプランは、選択し

たプロジェクト プロファイルにリンクされます。各プロジェクト プロファイルに対して、複数の読み込みジョブ

を作成することもできます。 

2. 移行プラン をクリックします。  

3. 移行プラン タブの下の空白エリアで右クリックし、表示されるドロップダウン メニューから 読み込みプラン

の新規作成 を選択します。読み込みプランの編集 ページが表示されます。 

4. プラン名 タブで、プラン名および説明 (説明は必須ではありません) を入力します。[取得] をクリック

すると、移行先 CRM 環境内の使用可能な言語パッケージを取得することができます。そこから現在

使用している言語を選択します。 

5. 入力の完了後、[次へ] をクリックします。 

6. マッピングの設定 タブで、ユーザー マッピング ドロップダウン リストからユーザー マッピング プロファイル

を選択します。エンティティ マッピング ドロップダウン リストからエンティティ マッピング プロファイルを選択

すると、プロファイルに含まれるマッピング済みオブジェクトと抽出データベース内のオブジェクトのレコード

数が表示されます。ドロップダウン リストから、コンテンツ フィルター プロファイルを選択します。既定では、

[なし] が選択されています。 

7. 入力の完了後、[次へ] をクリックします。 

8. 詳細設定 タブで、移行元レコードおよび移行元オブジェクト権限を移行するかどうかを構成します。 

 レコードを含む – [レコードを含む] チェックボックスを選択しない場合、選択したエンティティ 

マッピング プロファイルに含まれるオブジェクトのみが移行先に移行されます。[レコードを含む] 

チェックボックスを選択すると、オブジェクトとオブジェクトのレコードが移行先に移行されます。  

[レコードを含む] チェックボックスを選択する場合、引き続きコンテンツ フィルター プロファイル、

競合解決、移行元添付ファイルの処理方法を指定する必要があります。 
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 競合解決 – 競合したコンテンツの処理方法を指定します。 

 [スキップする] を選択すると、移行先レコードと同じ名前の移行元レコード

を無視します。 

 [上書きする] を選択すると、移行元レコードを移行先にコピーし、移行元レ

コードと同じ名前の移行先レコードを上書きします。 

 添付ファイルの移行先 – 移行元添付ファイルの処理方法を指定します。 

 メモ (Dynamics CRM) – 添付ファイルを移行済みレコードの Dynami

cs CRM メモへ移行します。 

 ドキュメント ライブラリ (SharePoint) – 添付ファイルを指定の Share

Point ライブラリへ移行します。レコードに添付ファイルが含まれるオブジェクト

の名前が、ライブラリ名となります。  

 移行元オブジェクト権限を移行先セキュリティ ロールにマッピングする – 移行元ユーザー プ

ロファイルを移行先セキュリティ ロールに移行します。ユーザー プロファイルで構成したオブジェク

ト権限のみが移行先に移行されます。移行の完了後、移行元ユーザーからマッピングされた

移行先ユーザーは、移行元ユーザーのユーザー プロファイルに基づいて作成 / 更新されたセ

キュリティ ロールを使用します。 このオプションを選択する場合、引き続き 競合解決 で競合

したセキュリティ ルールの処理方法を指定します。 

 [スキップする] を選択すると、移行先セキュリティ ロールと同じ名前の移行元ユーザ

ー プロファイルを無視します。 

 [上書きする] を選択すると、移行元ユーザー プロファイルを移行先に移行し、移行

元のユーザー プロファイルと同じ名前の移行先セキュリティ ロールを上書きします。 

9. 入力の完了後、[次へ] をクリックします。  

10. スケジュールを設定しない場合、スケジュールの設定 タブでそのまま [保存] をクリックし、プランを保存

して次の手順に進みます。スケジュールを設定する場合は、以下の説明を参照してください。 

 完全移行 – 抽出データベース内のすべての移行元コンテンツを移行先に読み込みます。  

 開始時刻 – テキスト ボックスに開始時刻を入力します。 

 1 回のみ – 完全読み込みジョブを 1 回のみ実行します。 

 間隔 – 構成した間隔に基づいて読み込みジョブを実行します。 
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 増分移行 – 最後に実行された読み込みジョブ以降に更新されたコンテンツのみを移行先に

読み込みます。 

 開始時刻 – テキスト ボックスに開始時刻を入力します。 

 1 回のみ – 増分読み込みジョブを一回のみ実行します。 

 間隔 – 構成した間隔に基づいて読み込みジョブを実行します。 

完全移行スケジュールと増分移行スケジュール両方を作成して、スケジュールを構成することを推奨し

ます。完全移行は 1 回のみ実行され、増分移行スケジュールは構成した間隔に基づいて実行されま

す。増分移行ジョブは、実行する毎に、更新された移行元コンテンツをデータベースへ読み込みます。

増分移行ジョブの実行は、ストレージ スペースおよび時間の節約につながります。 

11. スケジュールの構成完了後、[保存] をクリックして設定を保存します。  

設定の保存後、プランの情報が 移行プラン タブの下に表示されます。表示される情報はプラン名、プ

ランの説明、プラン タイプ、プランの作成日時、プランの最新日時です。プランを右クリックすると、プラン

の編集 / 削除を実行することができます。プロファイルとジョブ エリアで [プランの詳細] をクリックする

と、プラン名、ユーザー マッピング プロファイル、エンティティ マッピング プロファイル、スケジュール設定 

(構成した場合) などの情報が表示されます。 

読み込みジョブの実行 

読み込みプランにスケジュールが設定されている場合、ジョブはそのスケジュール設定に従って実行されます。読

み込みプランは、手動で実行することもできます。読み込みプランに対してスケジュールが設定されていない場合、

手動で実行する必要があります。読み込みプランを手動で実行する方法については、以下の説明を参照してく

ださい。  

*注意: 手動で実行する読み込みプランは完全移行ジョブとなります。 

1. プロジェクト セクションでプロジェクト プロファイルを選択し、移行プラン をクリックします。  

2. リストに表示されているプランを右クリックし、ドロップダウン リストから [実行] を選択します。  

3. 読み込みジョブの情報が プロファイルとジョブ の ジョブ タブの下に表示されます。 

4. 読み込みジョブが完了すると、ジョブの状態が [完了] と表示されます。 
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ジョブ レポートの確認 

ジョブ レポートの確認方法については、以下の説明を参照してください。 

1. プロジェクトを選択します。 

2. 分析 タブがアクティブになると、ジョブ タブにプロジェクトのすべてのジョブが表示されます。移行プラン 

タブに移動し、プランを選択すると、ジョブ タブに、関連しているジョブが表示されます。  

3. レポート 列の [表示] をクリックすると、指定したジョブのジョブ レポートが表示されます。 
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移行結果の確認 

移行ジョブの実行後、移行元レコードは抽出データベースにバックアップされ、移行先 Dynamics CRM に移

行されます。Dynamics CRM 内のデータを抽出データベース内のデータと比較し、移行結果を確認すること

により、移行結果を簡単かつ迅速に理解することができます。  

移行結果の確認方法については、以下の説明を参照してください。 

1. プロジェクトを選択して [結果] を選択します。 

2. エンティティ マッピング ドロップダウン リストからエンティティ マッピング プロファイルを選択します。以下の

列が表示されます。[確認] をクリックして、選択したエントリーの統計を更新します。または、[すべて確

認] をクリックして、すべてのエントリーの統計を更新します。 

 移行元オブジェクト – エンティティ マッピング プロファイルに含まれる移行元オブジェクトです。 

 対象エンティティ – 移行元オブジェクトをマッピングする移行先エンティティです。 

 レコード数 – Salesforce 内の移行元オブジェクト数です。  

 抽出済みレコード – 抽出データベースにバックアップされた移行元オブジェクトのレコード数で

す。  

 移行済みレコード – Dynamics CRM に移行されたレコード数が一覧表示されます。 

 相違点 – 抽出データベース内のレコード数と異なる移行先のレコード数です。数値をクリック

すると、詳細情報が表示されます。相違点 ポップアップ ウィンドウには、以下の情報が表示さ

れます。 

 フィールド – 移行元値と移行先値が異なるフィールドです。 

 移行元 – 移行元に存在するフィールド値です。 

 移行先 – 移行先に存在するフィールド値です。  

ここでは、以下のアクションを実行することができます。 

 [Salesforce レコード] をクリックすると、移行元レコードが表示されます。  

 [Dynamics レコード] をクリックすると、移行先レコードが表示されます。 
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 [すべて修復] をクリックすると、抽出データベースから移行先にレコードを再移行しま

す。 

 警告 – ルックアップ フィールドの情報が存在しない移行先レコード数が表示されます。移行

先フィールドの値は空であり、これは関連のレコードが移行されていないことに起因します。 

12. 必要に応じて、コンテンツ フィルター ドロップダウン リストからコンテンツ フィルター プロファイルを選択しま

す。フィールド値がコンテンツ フィルター ルールに一致するオブジェクトの レコード数 統計情報が表示さ

れます。 
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プロジェクト ダッシュボードの見方 

プロジェクト ダッシュボードには、プロジェクト全体の進行状況が表示されます。プロジェクトを選択し、プロジェク

ト ダッシュボード をクリックすると、以下の情報が表示されます。 

 プロジェクト名 / 移行の進行状況 – プロジェクトの名前および進行状況が表示されます。 

 プロジェクト サマリー – プロジェクト名 / 移行の進行状況 の下部にある部分です。プロジ

ェクトのサマリーが表示されます。 

 オブジェクト移行の進行状況 – 各移行元オブジェクトの移行進行状況が表示されます。 

 オブジェクト – すべての移行元オブジェクトが一覧表示されます。 

 抽出済みレコード – 抽出データベースにバックアップされた移行元オブジェクトのレコ

ード数が一覧表示されます。 

 移行済みレコード – Dynamics CRM に移行されたレコード数が一覧表示されま

す。 

 進行状況 – 移行元オブジェクトの移行進行状況が表示されます。 
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Microsoft、MS-DOS、Internet Explorer、Microsoft Office SharePoint Servers 2007/2010/2013、SharePoint P

ortal Server 2003、Windows SharePoint Services、Windows SQL server、および Windows はマイクロソフト株式会

社の商標または登録商標です。  

Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は Adobe Systems, Inc の商標です。  

その他本書に掲載されている商標はすべて該当の所有者のプロパティであり、許諾なしに使用することを禁じます。  

変更 

本書は情報の提供のみを目的とし、通知なしに変更または更新される場合があります。当社では最新、そして正確な情報を提供する

よう努力しておりますが、あらゆるコンテンツの誤りもしくは脱落に起因する間接的、派生的に生じた損害に対し、一切の責任を負わな

いものとします。当社は、ユーザーに対し予告、通知をすることなく記載内容を変更する権利を所有します。 

AvePoint Japan 株式会社 

〒 108-0074  

東京都港区高輪 4 丁目 10-18  

京急第一ビル 11 階 
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