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反映したものです。マイクロソフトは市場の変化に対応する必要があるため、このドキュメントの内容に関

する責任を問われないものとします。また、マイクロソフトは発行日以降に発表される情報の正確性を保証

できません。 

このホワイト ペーパーは情報提供のみを目的としています。明示、黙示または法律の規定にかかわらず、こ

れらの情報についてマイクロソフトはいかなる責任も負わないものとします。 

お客様ご自身の責任において、適用されるすべての著作権関連法規に従ったご使用を願います。このドキュ

メントのいかなる部分も、米国 Microsoft Corporation の書面による許諾を受けることなく、その目的を問わ

ず、どのような形態であっても、複製または譲渡することは禁じられています。ここでいう形態とは、複写

や記録など、電子的、または物理的なすべての手段を含みます。ただしこれは、著作権法上のお客様の権利

を制限するものではありません。 

マイクロソフトは、このドキュメントに記載されている内容に関し、特許、特許申請、商標、著作権、また

はその他の無体財産権を有する場合があります。別途マイクロソフトのライセンス契約上に明示の規定のな

い限り、このドキュメントはこれらの特許、商標、著作権、またはその他の無体財産権に関する権利をお客

様に許諾するものではありません。 

© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
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はじめに 
Microsoft SharePoint は、あらゆる規模の組織におけるビジネス プロセスを効率化するための、エンタープ

ライズ クラスのコラボレーションソリューションです。SharePoint の導入には、オンプレミス ソリューショ

ン、クラウドベースのソリューション、ハイブリッド ソリューションのいずれかを選択することができま

す。SharePoint では、導入と管理が容易なクラウド上での共同作業を実現します。 

このたびマイクロソフトは、2017 年 10 月に SharePoint 2007 のサポートを終了することを発表しました。

SharePoint をご利用中のユーザーの皆様には、Office 365 (SharePoint Online) または SharePoint Server の後

継バージョンに移行していただく必要があります。SharePoint Online では SharePoint の優れた機能を引き継

ぐことに加え、インフラストラクチャ管理の必要性がなくなります。 

対象となる Office 365 のお客様は、FastTrack オンボーディング サービスをご利用いただけます。このサービ

スでは、マイクロソフトのエキスパートがお客様のニーズに合わせて SharePoint 2007 環境から Office 365 

にスムーズに移行するお手伝いをします。Microsoft FastTrack では、Microsoft クラウドの体験を成功に導く

ための一連のベスト プラクティス、ツール、リソース、エキスパートの知見を提供します。簡潔な移行手

順、ツール、詳細なガイダンスにより、SharePoint の移行が以前よりも大幅に容易となりました。 

このドキュメントでは、SharePoint 2007 から Office 365 へ移行する際のアーキテクチャのガイダンスを提供

します。SharePoint 2007 から Office 365 への移行の流れと、移行推進のための推奨事項もご紹介します。 

移行に関する考慮事項 
Office 365 の導入の前に、Office 365 環境にどの SharePoint 機能を実装するか評価し、SharePoint Online の

制約および制限事項を把握する必要があります。 

• SharePoint Online への移行は、オンプレミス環境からの移行の際に検討する必要がない制限事項が

あります。 

• ID および認証の設定に関する問題/課題は、SharePoint Online の実装および移行前に修正する必要が

あります。 

• SharePoint Online のパフォーマンスを見積もり、考慮してから移行計画を策定する必要がありま

す。 

  

http://fasttrack.microsoft.com/
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アーキテクチャ 
以下の図は、SharePoint 2007 から Office 365 (SharePoint Online) への移行の主な手順を示しています。 

 

移行手順 
以下に SharePoint 2007 から Office 365 への移行手順を示します。 

移行前の作業 

Microsoft FastTrack は、お客様の状況に合わせてビジョンを策定し、展開計画を立て、新規ユーザーと機能

のオンボーディングを行えるよう支援します。FastTrack プログラムは、クラウド導入のビジョンの策定フェ

ーズで活用することができます。 

  

https://fasttrack.microsoft.com/ja-JP/
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SharePoint 2007 の移行前の作業には、次の事項があります。 

• 移行計画の作成 – 移行の計画を立てるときは、まず移行とクラウド導入の見通しを定義し、次に 

SharePoint 2007 から Office 365 へ移行するためのいくつかのシナリオを想定します。シナリオを想

定することで、移行をスムーズに進めることができます。Microsoft FastTrack は、Office 365 導入ガ

イド、導入計画ガイド、成功基準とプランを定義するためのリソース、プロジェクト テンプレート

などを提供することにより、最適な移行プランの作成を支援します。 

• 既存の SharePoint 環境の評価 – 既存のコンテンツと移行したいインベントリを作成して、

SharePoint 2007 環境を評価します。インベントリは、手動で収集する方法、PowerShell スクリプト

を使用して収集する方法、マイクロソフトのパートナー ツールを使用して収集する方法がありま

す。 

• 移行準備 – 既存の SharePoint 環境の評価が完了したら、次の手順で SharePoint 2007 から Office 365 

への移行準備を行います。 

o 移行前チェックの実行ツールを確認 

o SharePoint Online の機能と考慮事項の確認 

o 情報アーキテクチャの準備 

o SharePoint 2007 のバックアップ計画の作成 

移行フロー 

Microsoft FastTrack プログラムによる移行前の作業が完了したら、次に要件に合った最適な移行オプション

を選択していきます。Microsoft FastTrack では、SharePoint 2007 から SharePoint Online への移行の際、評

価や実作業を支援するマイクロソフトのコンサルタントやパートナーを紹介していますので、適宜ご検討く

ださい。 

既存の SharePoint 2007 環境のコンテンツと複雑さに応じて、セルフサービス移行プロセスに従って、独自

の移行プロセスや移行ツールを作成するか、マイクロソフト パートナーのソリューションを利用して移行し

るかを検討します。 

移行は以下の手順に従って行います。 

• Office 365 アカウントの構成 – SharePoint のサブスクリプションをお持ちでない場合は、Office 365 

試用版 サブスクリプション (英語) から登録してください。SharePoint Online 開発/テストおよび本番

環境を構築し、移行プロセスおよびツールを作成することができます。 

• 情報アーキテクチャの作成 – SharePoint Online では、情報アーキテクチャの作成はサイト コレクシ

ョンから開始します。コンテンツを SharePoint Online に移行する前に、別のサイト コレクションを

開発/テストおよび本番環境として使用し、情報アーキテクチャを作成します。情報アーキテクチャ

には、サイトで管理するコンテンツをサポートする定義および構造が含まれます。主に、分類 (また

はメタデータ)、サイト列、コンテンツ タイプ、サイトおよびサブサイト、リストおよびライブラ

リ、ワークフローなどの項目です。このようなサイトを計画するときは、サイト コレクションの使

用中にユーザーおよびサイト管理者をどのようにして管理するかを検討する必要があります。 

• コンテンツの移行 – マイクロソフトでは、SharePoint 2007 のデータを Office 365 に移行するための

さまざまな方法とツールをサポートしており、SharePoint Online と移行元の SharePoint 2007 の両方

の環境を準備する手順を提供しています。移行元の環境により手順は異なりますが、ここでは、

Office 365 へのデータの移行方法をいくつか紹介します。 

o ネットワーク アップロードを使用して SharePoint データを Office 365 にインポート 

o SharePoint Online Migration API 
o PowerShell Tools 

o InfoPath/SharePoint Designer ワークフロー プロセスを PowerApps に変換 

https://fasttrack.microsoft.com/ja-JP/office/envision/createplan
https://signup.microsoft.com/Signup?OfferId=B07A1127-DE83-4a6d-9F85-2C104BDAE8B4&dl=ENTERPRISEPACK&culture=en-IN&country=US&ali=1
https://signup.microsoft.com/Signup?OfferId=B07A1127-DE83-4a6d-9F85-2C104BDAE8B4&dl=ENTERPRISEPACK&culture=en-IN&country=US&ali=1
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• コンテンツの検証 – コンテンツの移行が完了したら、すべてのコンテンツが移行されたこと、移行中

にエラーが発生しなかったことを確認します。 

• カスタム コードを変換または再作成して Office 365 でソリューションを再構築 – SharePoint 2007 の

機能は、カスタム ソリューションのパッケージの展開を行うために「完全信頼」または「ファーム 

ソリューション」を用いて拡張していました。しかし、Office 365 では、アプリケーション開発およ

び展開モデルが変更されているため、このソリューションは使用できません。新しい開発モデルは、

Office 365 の SharePoint アドインのような大規模なホスト環境で管理および拡張が可能となっていま

す。SharePoint アドインは、ユーザーが作成する SharePoint Web サイトの自己完結型の拡張であ

り、SharePoint Server 上でカスタム コードなしで動作します。SharePoint アドインの詳細について

詳しく知りたい方は、SharePoint アドインを参照してください。 

移行後の作業 

SharePoint の移行では、実際の移行の後にも考慮する点がいくつかあります。移行プロセスの一環として、

すべての移行フェーズが問題なく完了したか、追加作業が必要ではないかを確認する必要があります。移行

後の作業を行う前に、まず移行状態をテストして問題を特定していきます。また、移行環境を本番環境に切

り替える前に、エンド ユーザーのグループを作成し、ユーザー受け入れテストも実施します。 

移行後の作業には、以下のものがあります。 

• ユーザー受け入れテスト – 移行が問題なく終了したかのチェックリストとその他のレポート検証が完

了したら、移行後のテストとして、移行環境を本番環境に切り替えても問題がないかを確認します。

ユーザー受け入れテスト (UAT) は、移行に問題が発生したか否かを確認するうえで非常に重要です。

エンドユーザーによる新しい SharePoint 環境の導入状況により、移行の成功有無を判断することが

できます。 

o 機能テスト – 移行テスト計画の一環として、SharePoint の機能をエンドユーザーの視点で検証す

る機能テストを行います。機能テストには、統合テストが含まれ、（使用している場合）パブリ

ック API の拡張性やプログラムによる動作を確認できます。 

o エンドユーザー エクスペリエンス テスト – ユーザーの生産性を改善するため、SharePoint 移行

後の環境のアクセスや簡易性など、その他の基準をチェックします。 

• ユーザーのリダイレクトとトレーニング – 移行後のテスト作業が完了したら、Office 365 環境を本番

環境に切り替える準備が整ったことになります。残りのユーザーを SharePoint Online にリダイレク

トし、新しい SharePoint 環境の効果的な使い方をトレーニングしていきましょう。Office 365 シナリ

オベースのトレーニングを実施すると、エンドユーザーの生産性が向上し、さらに SharePoint 

Online を最適化できるようになります。Microsoft FastTrack は、さまざまなユーザー トレーニング

に関するガイダンスとサポート情報に加え、トレーニングを通してエンドユーザーの生産性を向上さ

せる方法を紹介することができます。詳細については、Office 365 シナリオベースのトレーニングを

参照ください。 

  

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/fp179930.aspx
https://support.office.com/ja-jp/article/Office-365-%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa-%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0-af07cb6b-980d-4f33-8599-322582767408?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
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推奨事項 
移行をさらに効率的に進めるために、次の推奨事項も合わせてご検討ください。 

• Microsoft FastTrack を使用して新しいサービスを導入し、新規ユーザーのオンボーディングを実施し

ます。 

• パートナーと協力してメールを移行します。パートナーのリストは、Microsoft パートナー センター

で参照できます。 

• サードパーティの移行ツールを使用してメールの移行を迅速にシンプルに行います。ツールのリスト

は、Microsoft パートナー センターで参照できます。 

http://fasttrack.microsoft.com/ja-JP/
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/search
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/search
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/search

