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要旨 
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できます。

SharePoint では、導入と管理が容易なクラウドでの共同作業を実現します。チーム サイトやチーム ポータル

を簡単に作成でき、社内外のあらゆるデバイスからのコンテンツ共有や共同作業が可能です。 

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。柔軟な管理オプションにより、組織のコ

ンプライアンス要件にかかわる部分は引き続き制御いただけます。 

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 

にスムーズに移行できるようにお手伝いをします。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 への移行方法をご紹介します。移行前の評価から、

移行作業、移行後に必要な手順まで、重要事項とベスト プラクティスを交えながら解説していきます。 

Office 365 への移行をお勧めする理由 
2017 年 10 月をもって SharePoint 2007 のサポートは終了します。サポート終了後もソフトウェアは継続し

て使用できますが、さまざまな面でビジネスの生産性に影響が出る可能性があります。この機会に Microsoft 

SharePoint 2007 から Office 365 へのアップグレードをお勧めします。 

SharePoint 2007 を継続して使用した場合のデメリットは？ 

• SharePoint 2007 は機能拡張されません。そのため数年以内にアップグレードの必要性が出てきま

す。 

• 基本的に新しいエンタープライズ アプリケーションには後方互換性がなく、古いテクノロジや古い

バージョンのサービスを統合することができません。 

• 新しいハードウェアがサポートされません。そのため SharePoint 2007 環境を拡張してビジネス ニー

ズの変化に対応することは困難になります。 

• SharePoint 2007 の End of Support 後は、セキュリティ修正プログラムやその他の修正プログラムの

更新が行われません。 

• 無料および有料のサポート オプションは提供されません。 

• ナレッジ ベース記事も含め、オンラインの製品コンテンツは更新されません。オンライン セルフヘ

ルプ サポートが終了するまでは、オンライン コンテンツを利用できます。 
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Office 365 のメリット  

• Office 365 はクラウドベースのソリューションのため、基盤のインフラストラクチャを考慮する必要

がないため、新しいデバイスやアプリとの互換性が保証されます。 

• Office 365 は業界標準の規制に準拠していますので、規制要件を満たすコンプライアンス機能が標準

設計されています。 

• Office 365 の稼働率は 99.9%のため、障害発生率が低く、復旧も容易となっています。 

• シンプルな IT 管理で、オンプレミスの共同作業ソリューションにかかる導入、構成、監視、更新、

アップグレードなどの作業が不要となります。 

• 現在、オンプレミスの SharePoint 2016 へアップグレード予定であっても、柔軟性、信頼性、コンプ

ライアンスの面でクラウドが優れている点、将来のアップグレードが不要で運用コストを抑えられる

点から、将来的な展望として、 多くのお客様が Office 365 の導入検討が進んでいます。 

SharePoint Server 2007 から Office 365 へ

の移行方法 
Office 365 の導入の際には、Microsoft FastTrack のサポートをご活用ください。FastTrack は、Microsoft クラ

ウドを使用して、短期間でビジネス価値を実現できるようにサポートする顧客支援サービスです。マイクロ

ソフトは、IT に関する課題を抱えるさまざまなお客様に対して Office 365 の移行サポートを実施し、実装コ

ストの削減、価値の創出、優れたカスタマー エクスペリエンスの提供などを実現しています。 

FastTrack は、新しい Web サイト (FastTrack.microsoft.com) および FastTrack Center から、ベスト プラクテ

ィス、ツール、リソースのほか、ニーズに合わせたリモート アシスタンスを提供しています。FastTrack 

Center は、世界中の IT プロフェッショナルとパートナーの皆様にオンボーディングと移行に関するリモート 

アシスタンスを提供するエンジニア チームです。Web および FastTrack Center で以下のようなサービスを提

供しています。 

• ビジョンの策定 – FastTrack.microsoft.com では、Office 365、EMS、Azure に関するユーザー導入率向

上の戦略や技術的な実装計画など、お客様がオンボーディングと移行を実現するためのリソースとツ

ールを提供します。 

• オンボーディング – 準備が完了したら、次はオンボーディングとなります。お客様のニーズに合わせ

たリモート アシスタンスを通じて、FastTrack エンジニアがお客様の技術環境を評価し、お客様の IT 

スタッフまたはパートナーと協力してオンボーディングおよび移行をスムーズに実施できるようにサ

ポートします。 

• ビジネス価値の創出 – マイクロソフトの目標は、お客様が IT 投資を最大限に活用して既存プラクテ

ィスを変革し、効果的に管理できるようにお手伝いすることです。そのために、Office 365 の導入時

にベストプラクティス、ガイダンス、リソースを提供しています。また、必要に応じて、お客様を支

援する認定パートナーも紹介しています。 

Office 365 導入を支援する FastTrack プログラム 

SharePoint 2007 から Office 365 に移行する場合、事前に綿密な計画を立てる必要があります。まず、社内の

技術的な要件と仕様の把握からとなります。導入を進めるためには、Office 365 で解決したいビジネス上の

http://fasttrack.microsoft.com/
http://fasttrack.microsoft.com/
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課題を把握したうえで、社内全体にこれから提供するソリューションのメリットを理解いただく必要があり

ます。 

FastTrack は、お客様の状況に応じてビジョンを策定し、展開計画を立て、新規ユーザーおよび機能をオンボ

ーディングできるように支援します。クラウド導入の「ビジョンの策定」フェーズで使用する FastTrack プロ

グラムには、次のステージがあります。 

• ビジョンの定義 – FastTrack プログラム ツールと、ビジョン定義テンプレート、お客様事例、ビデオ

などの資料を使用して達成すべき成果を明確化します。 

• シナリオの特定 – Office 365 の機能とビジネス成果のマッピングを行います。ビジョンに基づいて、

関係者と共に優先的な業務における改善点を決定します。 

• プランの作成 – ビジョンとシナリオの設定が完了したら、Office 365 導入ガイド、導入計画ガイド、

成功の基準と計画を定義するリソース、プロジェクト テンプレート、その他のベスト プラクティス

に関する資料に従って、最適なプランを作成します。 

既存の SharePoint 2007 環境の評価 
SharePoint には、コアとなる業務コンテンツやプロセスが含まれているため、移行にあたっては適切なイン

ベントリと計画を作成する必要があります。SharePoint 2007 環境の評価では、既存のコンテンツのインベン

トリを作成し、移行内容を決定します。 

インベントリの作成 

インベントリの収集には、手動で行う方法、PowerShell スクリプトを使用する方法、マイクロソフトのパー

トナー ツールを使用する方法があります。 

手動インベントリ 

手動でインベントリを収集する場合は、SharePoint のコンテンツとビジネス プロセス コンポーネントの格納

場所を考慮する必要があります。以下に主な格納先を示します。 

• トポロジ 

• Web テンプレート 

• Web アプリケーション 

• サイト 

• ページ 

• サイト コレクション 

o サイト コレクションの機能 

o アクセス許可 

• サイト コンテンツ タイプ 

• リストとライブラリ 

o リスト ワークフロー関連付け 

o リスト フィールド 

o リスト ビュー 

o リスト コンテンツ タイプ 

o カスタム フォームおよびビュー 

• Web パーツ 

• タイマー ジョブ 

• アクセス許可 

• カスタマイズ (カスタム コードを 

含む) 

• 他のシステムとの統合 

• カスタム ブランディング 
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PowerShell スクリプト 

SharePoint Stsadm コマンドと PowerShell スクリプトを使用して、SharePoint ファームからインベントリ コ

ンテンツを抽出し、Web アプリケーション、サイト コレクション、Web、リスト、タイマー ジョブ定義、

コンテンツ タイプに分類して CSV ファイルにエクスポートすることができます。このプロセスでは、次のソ

リューションを使用します。 

• Stsadm 操作: Web アプリケーションでホストされているサイトの一覧を表示します。 

• Inventory SharePoint Farm Content PowerShell スクリプト (英語): SharePoint 2007 ファーム内コンテ

ンツのインベントリを作成し、CSV ファイルを生成するスクリプトです。 

 

マイクロソフト パートナー ソリューション 

SharePoint の移行に役立つ多くのマイクロソフト パートナー ソリューションもございます。たとえば、

SharePoint コンテンツのインベントリを作成するツールなどがあります。 

• Sharegate Office 365 & SharePoint Migration Tool (英語): 移行を行う前に SharePoint インベントリの

詳細情報を取得し、潜在的な問題を検出、分析、解決します。 

• AvePoint Inventory Toolset (英語): 移行前にデータのインベントリを作成します。構成済みデータベ

ースのソース データをスキャンし、そのデータに基づいてレポートを生成します。 

移行計画 
Office 365 への移行プロセスでは、まず移行計画を作成します。導入には、簡潔で包括的なビジョンとビジ

ネス シナリオが必要です。このセクションでは、SharePoint 2007 から SharePoint Online への移行計画プロ

セスを 5 つの管理ステップに分けて解説します。ステップごとに、ユーザーの意思決定を支援し、

SharePoint Online の理解を深めるのに役立つリソースが用意されています。 

FastTrack.microsoft.com プランニング ツールは、ビジネス ケース、オンボーディング、導入計画を 1 か所に

まとめて利用できる共同作業環境です。関係者、ビジョン、シナリオの特定ができたら、FastTrack を利用し

て段階的にロールアウトを実施します。 

コンテンツの移行計画 

SharePoint 2007 環境内で必要なデータの場所を特定するためにインベントリを作成することは非常に重要で

す。インベントリがあると、現在どのようなコンテンツがあるかが明確になるため、移行対象の決定が容易

となります。コンテンツの所有者と共にコンテンツを特定、分類し、詳細な計画を作成します。さらに、次

の基準に従って移行対象のコンテンツを分けていきます。 

削除またはアーカイブ 

SharePoint をエンタープライズ コンテンツ管理のプラットフォームとして使用している場合、業界の規制に

より、使用しないコンテンツを記録管理および記録保持の目的で保持していることもあります。オンプレミ

スの記録管理および記録保持プログラムなどは、SharePoint Server 2007 Records Center サイトを実装し、コ

ンテンツをアーカイブできますので、例えば、業界のガバナンスが適用されないコンテンツなどは削除対

象、適応されるものはアーカイブするなど分類することができます。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262492(v=office.12).aspx
https://gallery.technet.microsoft.com/office/Inventory-SharePoint-Farm-dc11fc28
https://en.share-gate.com/sharepoint-migration
http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/AvePoint_Inventory_Toolset_User_Guide.pdf
https://support.office.com/ja-jp/article/%e4%b8%80%e8%88%ac%e6%b3%95%e4%ba%ba%e5%90%91%e3%81%91-Office-365-%e7%94%a8-SharePoint-Online-%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89-d5089cdf-3fd2-4230-acbd-20ecda2f9bb8?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://fasttrack.microsoft.com/ja-JP/office/envision/createplan
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移行 

削除とアーカイブ対象のコンテンツを特定できたら、それ以外は組織内のユーザーが現在使用しているサイ

トとコンテンツということになります。SharePoint Online にアップグレードする際、直接移行可能なコンテ

ンツとリビルドの必要なコンテンツがあることにご注意ください。Web パーツなど共通カスタマイズの設定

が簡単な単純機能は、特別な対応をせずにそのまま移行できます。しかし、カスタム ワークフローや 

InfoPath フォーム などはそのまま移行できず、リビルドが必要になります。SharePoint Online へのコンテン

ツ移行方法を説明する前に、コンテンツのリビルドについて確認していきます。 

リビルド 

SharePoint 2007 環境でカスタマイズされたコンテンツは、すべての機能およびコードに SharePoint Online 

との互換性があるとは限らないので注意してください。また、SharePoint 2007 のみに完全に限定されている

ファーム ソリューションは SharePoint Online に直接移行することができません。SharePoint Online は新し

いアプリケーション開発モデルのみをサポートします。SharePoint Online でアプリをリビルドする方法や、

要件を満たす機能を検索してカスタム コードの再作成を回避する方法は、「SharePoint Online のカスタマイ

ズ、ソリューション、アプリを計画する」をご参照ください。 

移行前チェックのツール 

SharePoint Online への移行作業は、マイクロソフト パートナーも支援することができます。エンドツーエン

ドの移行では、計画、分析、移行を支援するさまざまなツールを使用できます。以下は、移行計画を最適化

し、移行前チェックの内容を定義するのに役立つツールとなります。 

• Sharegate–Pre-Migration Check (英語) 

• AvePoint Discovery Tool (英語) 

• Metalogix–Migration Planning Tool (英語) 

 

https://support.office.com/ja-jp/article/SharePoint-Online-%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%80%81%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%81%99%e3%82%8b-b7898ebf-69b7-4196-81e3-b04e1a4e7d67?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://support.office.com/ja-jp/article/SharePoint-Online-%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%80%81%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%81%99%e3%82%8b-b7898ebf-69b7-4196-81e3-b04e1a4e7d67?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://en.share-gate.com/blog/sharepoint-management-migration-tool-release-with-diagnostic
http://www.avepoint.com/assets/pdf/doc6/DocAve_6_Discovery_Tool.pdf
http://www.metalogix.com/content/free-migration-planning-tool
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情報アーキテクチャの準備 

SharePoint Online には、共同作業、プロジェクトとチームの管理、ユーザーや情報の検索などに役立つ多く

の新機能や強化された機能が備わっています。移行のプロセスは、情報アーキテクチャの見直しと再構築を

行い、拡張機能を利用してソリューションに実装する方法を学ぶ絶好の機会です。SharePoint 2007 環境の各

コンポーネントを考慮し、移行計画内で明確に定義することが重要です。情報アーキテクチャには、次のよ

うなコンポーネントがあります。 

• サイト階層 

• 機能 

• 分類 

• アクセス許可とセキュリティ 

• Web ページ 

• ドキュメント、リスト、データ 

• カスタマイズ 

• 他のシステムとの統合 

情報アーキテクチャを作成するには、まずサイト内の情報を分析する必要があります。以下に、情報アーキ

テクチャの作成時に確認する事項をいくつか紹介します。 

• サイトにはどのようなコンテンツを置くか。そのコンテンツをどのようにしてサブサイト、リスト、

ライブラリなどに変換させるか。 

• サイトでは情報をどのようにして提示するか。 

• ユーザーはどのようにサイト内を移動するか。 

• どのように特定の顧客をターゲットにして情報を発信するか。 

• どのように検索を設定および最適化するか。 

情報アーキテクチャの一部に情報の分類が含まれていることがあります。詳細については、SharePoint 

Online 情報アーキテクチャの考慮事項 (英語) と SharePoint Online 計画ガイドを参照してください。 

特別なセキュリティが必要な場合や、規制コンプライアンスの対象となる場合など、組織内の重要な情報に

関しては、慎重に管理すべきコンテンツ タイプを特定する分類スキームを設定することをお勧めします。 

SharePoint 2007 環境のバックアップの計画 

SharePoint 2007 環境のバックアップを作成し、移行中に問題が発生した場合に既存の環境を完全に復元でき

るようにしておきます。アップグレード前に、ファームの完全バックアップを行うことをお勧めします。

Office SharePoint Server 2007 環境のバックアップ手順については、「組み込みツールを使用してファームを

バックアップする (Office SharePoint Server 2007)」を参照してください。カスタマイズが展開されている場

合は、カスタマイズの内容もバックアップする必要があります。詳細については、「カスタマイズのバック

アップと復元 (Office SharePoint Server 2007)」を参照してください。 

バックアップが有効で、アップグレード中にハードウェアが故障したりデータが破損したりした場合に、復

元が可能であることを確認してください。バックアップをテストするには、まずテスト用の Office 

SharePoint Server 2007 ファームを設定し、バックアップを復元して、カスタマイズ (サイト定義、Web パー

ツなど) をインストールします。次に、復元したバックアップが正しく機能するかどうかを確認します。「組

み込みツールを使用したファームの復元 (Office SharePoint Server 2007)」で手順を確認してください。 

 

https://blogs.msdn.microsoft.com/richard_dizeregas_blog/2014/09/01/sharepoint-online-information-architecture-considerations/
https://blogs.msdn.microsoft.com/richard_dizeregas_blog/2014/09/01/sharepoint-online-information-architecture-considerations/
https://support.office.com/ja-jp/article/%e4%b8%80%e8%88%ac%e6%b3%95%e4%ba%ba%e5%90%91%e3%81%91-Office-365-%e7%94%a8-SharePoint-Online-%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89-d5089cdf-3fd2-4230-acbd-20ecda2f9bb8?CorrelationId=05383f18-bb1e-41b5-8c8f-79f9a6aea400&ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP&ocmsassetID=HA101988931
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Cc263298.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Cc263298.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee216348.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee216348.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Cc262426.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Cc262426.aspx
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移行に関する考慮事項 
Office 365 の導入計画を立てるときは、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 の境界と制限の把握 

SharePoint Online への移行は、オンプレミス環境の移行と比べて、重要な制限事項があります。この制限事

項のため、オンプレミスの SharePoint を SharePoint Online へ移行した後にできることや移行パフォーマン

スが大きく変わってきます。なお、マイクロソフトでは、関連する API を引き続き拡張し、制限を減らして

いく予定です。 

プラットフォームの制限を把握し、これらの制限事項を SharePoint インベントリにマッピングします。各サ

イト、各チームへの影響に優先順位を付け、影響の軽減策を立てます。SharePoint Online の境界と制限につ

いて把握するには、次の記事を参照してください。 

• SharePoint Online ソフトウェアの境界と制限 

• SharePoint Online 情報アーキテクチャの考慮事項 (英語) 

• サイト コレクションの記憶域の制限を管理する 

• SharePoint で大規模なリストとライブラリを管理する 

• SharePoint Online でのブックのファイル サイズ制限 

• SharePoint Online の検索制限 

ID に関する考慮事項 

SharePoint Online の実装および移行を開始する前に、必ず ID と認証について検討する必要があります。ID 

と認証が適切に設定されていることを確認してください。SharePoint Online では 3 つの ID モデルのいずれ

かを選択でき、モデルによって Office 365 のユーザー アカウントを管理する場所と、ユーザーのパスワード

の検証方法が異なります。以下の説明を参考に、どのモデルが適切かを確認してください。 

クラウド ID。ユーザー ID の作成と管理は Office 365 で行い、アカウントは Azure Active Directory に格納さ

れます。パスワードは Office 365 で使用するクラウド ディレクトリである Azure Active Directory で認証され

ます。ユーザー アカウントの作成や設定は、オンプレミスではなく Office 365 管理センターで行います。 

同期 ID。ユーザー ID の管理はオンプレミスのサーバーで行い、アカウントとパスワード ハッシュはクラウ

ドに同期されます。ユーザーは、オンプレミスとクラウドで同じパスワードを使用します。サインイン時の

パスワードの認証は、Azure Active Directory が実行します。このモデルでは、Microsoft Azure Active 

Directory 同期ツール (DirSync) を使用します。 

フェデレーション ID。このモデルでは、同期 ID のパスワード認証をオンプレミスの ID プロバイダーで行い

ます。パスワード ハッシュを Azure Active Directory に同期する必要はありません。Active Directory フェデ

レーション サービス (AD FS) またはサードパーティの ID プロバイダーを使用します。 

https://support.office.com/ja-jp/article/SharePoint-Online-%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%a2%83%e7%95%8c%e3%81%a8%e5%88%b6%e9%99%90-8f34ff47-b749-408b-abc0-b605e1f6d498?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP&fromAR=1
https://blogs.msdn.microsoft.com/richard_dizeregas_blog/2014/09/01/sharepoint-online-information-architecture-considerations/
https://support.office.com/ja-jp/article/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88-%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e8%a8%98%e6%86%b6%e5%9f%9f%e3%81%ae%e5%88%b6%e9%99%90%e3%82%92%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%99%e3%82%8b-77389c2c-8e7e-4b16-ab97-1c7103784b08?CTT=5&origin=HA103534234&CorrelationId=5e35bfe1-0bc6-486c-9607-d3cdd4760374&ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP&ocmsassetID=HA102772729
https://support.office.com/ja-jp/article/SharePoint-%e3%81%a7%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%aa%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a8%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%92%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%99%e3%82%8b-b8588dae-9387-48c2-9248-c24122f07c59?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://support.office.com/ja-jp/article/SharePoint-Online-%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab-%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e5%88%b6%e9%99%90-9e5bc6f8-018f-415a-b890-5452687b325e?CorrelationId=af4f46d1-d736-49b8-8a97-81060a0394a1&ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP&ocmsassetID=HA104099212
https://support.office.com/ja-jp/article/SharePoint-Online-%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e5%88%b6%e9%99%90-7c06e9ed-98b6-4304-a900-14773a8fa32f?CorrelationId=7a35c863-e182-4d6f-8fcf-a24ee06af785&ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP&ocmsassetID=HA104141011
https://support.office.com/ja-jp/article/Office-365-ID-%e3%81%a8-Azure-Active-Directory-%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-06a189e7-5ec6-4af2-94bf-a22ea225a7a9?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP#bk_cloud
https://support.office.com/ja-jp/article/Office-365-ID-%e3%81%a8-Azure-Active-Directory-%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-06a189e7-5ec6-4af2-94bf-a22ea225a7a9?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP#bk_sync
https://support.office.com/ja-jp/article/Office-365-ID-%e3%81%a8-Azure-Active-Directory-%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-06a189e7-5ec6-4af2-94bf-a22ea225a7a9?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP#bk_federated
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SharePoint Online のパフォーマンス 

SharePoint Online に移行する前に、SharePoint Online のパフォーマンスを図り、見積もる必要があります。

以下のページでは、ネットワーク帯域幅要件と調整要件の計画に役立つ情報を確認できます。SharePoint 

Online サービスでの最適なパフォーマンスと信頼性の確保に必要です。 

Office 365 のネットワークと移行計画。必要な帯域幅を見積もり、Office 365 の展開および移行に十分である

かどうかをテストします。 

SharePoint Online のパフォーマンスの調整。SharePoint Online のページのダウンロード時間のパフォーマン

スを向上させます。 

SharePoint Online での調整。SharePoint Online での調整の概要、調整やブロックを回避する方法を確認しま

す。このページには、作業の簡便化に役立つサンプルの CSOM コードと REST コードが含まれています。 

その他の考慮事項 

以下に、移行前に考慮するその他の要因を示します。アプリケーション モデル、ユーザー エクスペリエン

ス、統合に関する考慮事項を含みます。 

API プラットフォームの制限。SharePoint Online のマルチテナントという性質上、マイクロソフトは 

SharePoint Online で SharePoint オブジェクト モデルを完全に公開することができません。現在、移行に役

立つ 3 つの相対制限付き API を公開しています。 

• クライアントサイド オブジェクト モデル (CSOM) 

• ネイティブ Web サービス (NWS) API 

• CSOM の REST ベースのインターフェイス 

ファーム/テナント レベルの接続の制限 (CSOM)。完全な SharePoint オブジェクト モデルでは、Web アプリ

ケーションまたはファーム レベルでの接続が可能です。しかし CSOM の場合は、ほぼ同等であるテナント 

レベルでの接続はできません。この問題には次の回避策があります。 

• SharePoint Online 管理ページでサイト コレクションのセットを作成する。 

• サードパーティの移行ツールを使用して、SharePoint Online のサイト コレクションごとに個別の接

続を作成する。ルートレベルのサイト コレクションの閲覧/検索はできません。サイトからサイト コ

レクションにレベルを上げるには、さらに多くの手続きが必要になります。 

リスト内にアイテム ID を保持できない。他のリストとの依存関係を持つリスト (参照列など) はアイテム ID 

に依存します (参照リストと同様)。CSOM ではリスト アイテムのアイテム ID の保持をサポートしていませ

ん。サードパーティ ツールを使用してこの問題を回避することができますが、パフォーマンスが低下する可

能性があります。 

個人用サイトは 1 つずつしかコピーできない。SharePoint Online では、管理者は最初に個人用サイトを作成

します。次に、各個人用サイト コレクションに個別に接続し、ソースからコンテンツをコピーして、対象サ

イトに貼り付けます。個人用サイトのプロファイル情報をコピーすることはできません。 

CSOM API におけるバージョンの制限。マイナー バージョンのドキュメントの移行はサポートされません。

ドキュメント ライブラリに格納されている非サポート バージョンの著作者情報は、承認情報と共に移行時に

失われます。 

カスタム マスター ページおよびレイアウトは移行できない。カスタム マスター ページおよびレイアウト

は、SharePoint アドイン開発モデルを使用して、SharePoint Online 内に再作成する必要があります。 

https://support.office.com/ja-jp/article/Office-365-%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%a8%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%94%bb-f5ee6c33-bcd7-4b0b-b0f8-dc1d9fb8d132?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://support.office.com/ja-jp/article/SharePoint-Online-%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%aa%bf%e6%95%b4-f0522d4a-fbf4-41f9-854e-c9b59555091d?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/dn889829.aspx
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/office/office365/howto/platform-development-overview


 

 

SharePoint 2007 から Office 365 への移行: サクセス ガイド | 13 

カスタム コードの Web パーツは移行できない。カスタム コードの Web パーツは移行できません。

SharePoint アドイン開発モデルを使用して、SharePoint Online 内に再作成する必要があります。 

コンテンツ GUID の変更。コンテンツ タイプはツールで移行可能ですが、コンテンツ タイプ GUID が変更さ

れるため、古い GUID を参照するレイアウトは機能しなくなります。GUID を保持するには、WSP ファイル

を使用してコンテンツ タイプを展開します。 

アプリケーション ページがサポートされていない。アプリケーション ページは、SharePoint アドイン開発モ

デルを使用して再作成する必要があります。 

Business Connectivity Services の提供はプラン 2 と Office 365 Enterprise E3 のみ。現在 BCS コネクタを使

用して外部サービスとデータを共有している場合、プラン 2 か Office 365 Enterprise E3 のいずれかを選択す

る必要があります。 

SharePoint Online ではトラブルシューティングに ULS ログを使用できない。ULS ログにアクセスしたい場

合は、マイクロソフト サポートへのリクエストを記録する必要があります。代替策として、リスト内のエラ

ーを記録し、それを確認する方法もあります。詳細については、SharePoint Online 用の ULS ログへのアクセ

スに関する情報を参照してください。 

例外が ULS に記録されない。例外はカスタム リストに記録されますが、このリストは定期的に消去されま

す。例外対応のコードを作成した場合、リソースの使用量が非常に多くなり、1 日の割り当て量を超過して

翌日までサイトがダウンする可能性があります。 

SharePoint ネイティブ Web サービス (NWS) を使用する場合のインポートおよびエクスポートの制限。

NWS を使用する場合、データのインポートとエクスポートが制限されます。 

• 移行ツールを使用してリストを移行すると GUID が変更されます。コードと OOB Web パーツは破棄

されるため、移行後にこれらを修正する必要があります。 

• リスト アイテム ID も変更されます。 

• サイト ページの移行前にリストとライブラリを移行する必要があります。これにより、ページ移行

時に Web パーツからリストを参照できます。 

• ドキュメントのメタデータ (CreatedBy、ModifiedBy など) を保持するには、すべてのオンプレミス 

ユーザーを、対応する Office 365 ユーザーにマッピングする必要があります。これを行わない場合、

Office 365 ユーザーのフィールドには、SharePoint Online サイト コレクションへの接続を作成した

ログイン ユーザーの資格情報が入ります。 

• ブログ サイトは移行できますが、投稿とコメントのマッピングは失われます。ブログ サイト移行用

のツールを独自に作成してください。 

• 管理ツールを作成して、移行対象ページのページ ライブラリのページ レイアウト URL フィールドを

修正する必要があります。修正前は、ソース レイアウト URL が入力されています。 

• すべてのマスター ページとレイアウトを公開して承認する必要があります。未承認の場合、ツール

で読み込むことができず、移行中も例外がスローされます。 

• リストとライブラリは移行対象ですが、検索列の関連付けは破棄されます。手作業で関連付けを修正

する必要があります。 

  

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3179146/information-about-uls-log-access-for-sharepoint-online
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3179146/information-about-uls-log-access-for-sharepoint-online


 

 

SharePoint 2007 から Office 365 への移行: サクセス ガイド | 14 

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

します。FastTrack では、SharePoint 2007 から SharePoint Online への移行において、評価と実際の移行作業

を支援するマイクロソフト パートナーを紹介しています。 

既存の SharePoint 2007 環境の複雑さ (情報アーキテクチャ、カスタマイズ、コンテンツのサイズなど) に応

じて、独自の移行プロセスおよび移行ツールを開発するか、サードパーティ ツールを使用することも可能で

す。 

独自の移行プロセス 

ネイティブ Web サービスを使用して独自のコンテンツ移行ツールを作成できますが、移行のプロセスがあら

かじめ定義され、自動で実行できるという点で、マイクロソフト パートナーのサードパーティ ツールを使用

することをお勧めします。 

独自のプロセスおよびツールを作成する場合、次の手順で実施します。 

移行準備 

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) で移

行プロセスおよびツールを作成するための SharePoint Online 開発/テストおよび本番環境を作成します。 

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。開発/テスト環

境、本番環境によって異なったサイト コレクションを使用できます。SharePoint Online にコンテンツを移行

する前に、情報アーキテクチャを作成する必要があります。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要素です。

SharePoint Online での情報アーキテクチャ作成手順については、「サイトを計画し、ユーザーを管理する、

サイト コレクションの管理者を管理する」を参照してください。URL はサイト コレクションごとに異なりま

す。SharePoint Online での構築やカスタマイズには下記を使用してください。 

• CSS、JS、および C# の相対パス。 

• URL を格納するカスタム構成リスト (必要に応じて)。別のサイト コレクションに展開する際に変更で

きます。 

情報アーキテクチャの作成には、フィーチャー レシーバーと CSOM を使う方法もあります。イベント (アド

イン Web 内のカスタム リストに含まれる ItemAdded イベントなど) を処理するリモート イベント レシーバ

ー (RER) を追加して、SharePoint アドインを拡張します。RER は宣言型マークアップによりアドイン Web に

登録されます。ホスト Web にはプログラムを使用して登録されます。「SharePoint アドインでリモート イ

ベント レシーバーを作成する」を参照してください。 

  

https://signup.microsoft.com/Signup?OfferId=B07A1127-DE83-4a6d-9F85-2C104BDAE8B4&dl=ENTERPRISEPACK&culture=en-IN&country=US&ali=1
https://support.office.com/ja-jp/article/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%81%97%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%92%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%99%e3%82%8b-95f9eb7a-4ac8-4dd5-a883-17686cbf8fff?CorrelationId=d373abbe-ccda-45fb-8263-75af3f4ecaf8&ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP&ocmsassetID=HA102772755&fromAR=1
https://support.office.com/ja-jp/article/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88-%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%80%85%e3%82%92%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%99%e3%82%8b-9a7e46f9-3fc4-4297-955a-82cb292a5be0?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/jj220043.aspx
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/jj220043.aspx
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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。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。 

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 

Office 365 インポート サービスとネットワーク アップロードを使用して、Office 365 組織内でファイルやド

キュメントを SharePoint Online にインポートすることができます。ネットワーク アップロードを使用する

ときは、SharePoint Online 移行パッケージ (データ ファイルとマニフェスト ファイルで構成されます) を、

Microsoft クラウド内の Azure 保存場所にコピーします。その後は、Office 365 インポート サービスが保存場

所から Office 365 のターゲット サイトにファイルをコピーします。ネットワーク アップロードは、ドキュメ

ントを SharePoint Online チーム サイトへインポートする最も効率的な方法です。詳細については、「ネッ

トワーク アップロードを使用して Office 365 に SharePoint データをインポートする」を参照してください。 

SharePoint Online Migration API 

SharePoint Online Migration API を使用して SharePoint 2007 のデータを Office 365 に移行する方法もありま

す。新しい SharePoint Online Migration API を使用すると、移行の実施方法が大きく変化します。また、デ

ータの移行で見込まれる時間にも影響があります。SharePoint Online Migration API は、まずソースをスキャ

ンし、次に、コンテンツをクラウドにインポートするのに最適なパッケージを作成します。新しい Migration 

API を使って SharePoint Online にコンテンツを移行するときに、Azure が一時的な保存場所として使用され

ます。最後に、Azure から SharePoint Online にデータを移行します。SharePoint Online Migration API を使

った移行手順の詳細については、「SharePoint Online と OneDrive for Business の移行速度」を参照してくだ

さい。 

PowerShell Tools 

SharePoint Online Migration PowerShell コマンドレットは、ファイル共有、SharePoint Server ライブラリ、

および OneDrive のオンプレミス コンテンツを SharePoint Online および OneDrive for Business に移行できる

ように設計されています。このコマンドレットは、最低限の CSOM 呼び出しを必要とし、データ コンテンツ

の大規模な移行の需要に対応するために Azure の一時的な BLOB ストレージを利用します。詳細について

は、「オンプレミスのコンテンツを SharePoint Online にアップロードする」を参照してください。 

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

Microsoft PowerApps および Microsoft Flow は、Microsoft SharePoint でビジネス アプリケーションを開発す

るための新しいツールです。InfoPath、SharePoint Designer、Access Web Apps のなどのツールを使用してい

る場合、PowerApps に変換できます。PowerApps を使用すると、SharePoint サイトに接続して、リストから

自動的にアプリケーションを生成することができます。ゼロからの構築や、既存のアプリケーションの更新

も可能です。PowerApps を使用して SharePoint アプリケーションを作成する方法については、「Microsoft 

PowerApps から SharePoint に接続する (英語)」を参照してください。 

Office 365 でのソリューションの再構築 

SharePoint 2007 の機能は、カスタム ソリューションのパッケージ展開のために「ファーム ソリューショ

ン」を用いて拡張されていました。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、

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可能です。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

https://support.office.com/ja-jp/article/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6-Office-365-%e3%81%ab-SharePoint-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%99%e3%82%8b-ed4a43b7-c4e3-45c8-94c8-998153407b8a?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP#step1networkupload
https://support.office.com/ja-jp/article/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6-Office-365-%e3%81%ab-SharePoint-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%99%e3%82%8b-ed4a43b7-c4e3-45c8-94c8-998153407b8a?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP#step1networkupload
https://support.office.com/ja-jp/article/SharePoint-Online-%e3%81%a8-OneDrive-for-Business-%e3%81%ae%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e9%80%9f%e5%ba%a6-21cfb6a0-fa4c-44c6-9a39-0f45e85e371f?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://support.office.com/ja-jp/article/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%82%92-SharePoint-Online-%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%99%e3%82%8b-555049c6-15ef-45a6-9a1f-a1ef673b867c?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://powerapps.microsoft.com/en-us/tutorials/connection-sharepoint-online/
https://powerapps.microsoft.com/en-us/tutorials/connection-sharepoint-online/
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/fp179930.aspx
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ドインには、SharePoint ホスト型とプロバイダー ホスト型があります。シナリオに最適な SharePoint アドイ

ンを選択するには、まず 2 つの SharePoint アドインの共通点を確認するところから始めます。 

SharePoint ホスト型の SharePoint アドイン 

SharePoint ホスト型のアドインには、アドイン Web サイト内のほぼすべての SharePoint コンポーネントが

含まれます。主に、SharePoint リスト、Web パーツ、ワークフロー、カスタム ページ、その他のコンポーネ

ントなどで、いずれもアドインがインストールされている SharePoint Web サイトのサブ Web (アドイン 

Web) にインストールされます。コードはカスタム SharePoint ページ上の JavaScript のみで、サーバー側の

コードは含まれません。SharePoint アドインの構築、展開、インストールの方法については、「SharePoint 

ホスト型の SharePoint アドインの作成を始める」を参照してください。 

プロバイダー ホスト型の SharePoint アドイン 

SharePoint ホスト型アドインに含まれる SharePoint コンポーネントは、プロバイダー ホスト型アドインにも

含まれる可能性があります。しかし、プロバイダー ホスト型アドインは SharePoint ホスト型アドインとは異

なり、リモート コンポーネントを少なくとも 1 つ含んでいます。リモート コンポーネントとは、SharePoint 

ファームや SharePoint Online サブスクリプションから外部的にホストされる Web アプリケーション、サー

ビス、データベースです。これは、同じ企業ネットワーク内に SharePoint ファームまたはクラウド サービス

として配置されているサーバーの場合もあります。外部コンポーネントは、Linux、Apache、MySQL、PHP 

(LAMP) スタックなどの Web ホスティング スタックでホストされます。SharePoint アドインの構築、展開、

インストールの方法については、「プロバイダー ホスト型の SharePoint アドインの作成を始める」を参照し

てください。 

SharePoint の移行を支援するマイクロソフト パートナー ソ

リューション 

マイクロソフト パートナーは、移行ツールを使用して SharePoint 2007 の移行をよりスムーズに行えるよう

に取り組んでいます。Microsoft FastTrack では、お客様の移行ニーズに合わせて適切なパートナーを選択す

るお手伝いをします。パートナーは、組織内のユーザーへの浸透率を高め、変更の準備と管理を支援しま

す。すべての対象アプリケーションのプロビジョニングが完了し、導入計画が実施されるまで、FastTrack チ

ームはお客様とパートナーを支援します。 

マイクロソフト パートナー エコシステムでは、コンテンツを再構築して SharePoint 2007 から Office 365 に

移行するオプションがあります。ツールを使用して、さまざまなタイプのコンテンツを移行できます。たと

えば、サイト コレクション、サイト、ファイル、ライブラリ、Web パーツ、予定表、ブログ、メタデータ、

ユーザー グループ、アクセス許可、コンテンツ履歴、コンテンツのバージョン履歴などです。パートナー

は、SharePoint Online で SharePoint 2007 ソリューションを再構築するためのコンサルティング サービスと 

SharePoint 開発サービスも提供しています。以下では、主なマイクロソフト パートナーと移行サービスを紹

介します。 

• AvePoint – AvePoint Migration as a Service (MaaS) では、高度なアプローチにより複雑な移行を簡便

化します。AvePoint のエキスパートは、業界最先端の移行テクノロジとベストプラクティスを駆使

して、Office 365 または SharePoint へのスムーズな移行を保証します。AvePoint MaaS は、ビジネス 

ニーズの発見から、既存の SharePoint インフラストラクチャの評価、エンドユーザーの移行のテス

ト、完全または段階的な移行の実施、そしてユーザーの完全な移行プロセスまでをサポートします。 

• Cloudiway (英語) – Cloudiway は、オンプレミスの SharePoint を SharePoint Online に移行するシンプ

ルでシームレスなソリューションを提供します。直観的なプラットフォームを使用して、設定、サイ

ト、サブサイト、アクセス許可、ファイル、リスト、ライブラリなど、既存のアーキテクチャとデー

タを完全に複製し、ターゲットの SharePoint Online 環境にコピーします。 

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/fp179930.aspx
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/fp142379.aspx
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/fp142379.aspx
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/office/fp142381.aspx
https://www.avepoint.co.jp/
http://www.cloudiway.com/
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• BitTitan (英語) – MigrationWiz® は、あらゆるソースからあらゆる環境への移行を実現する、クラウ

ドベースのデータ移行ソリューションです。共通のユーザー インターフェイスを通じて Web ブラウ

ザーから直接移行します。プロジェクト ポートフォリオに簡単にワークロードを追加でき、プロジ

ェクトの費用対効果も大きくなります。通常、SharePoint ファイル、リスト、アクセス許可の移行

は、新しいファイル システムのファイル構造とアクセス許可を統一する必要があるため、複雑で時

間がかかります。BitTitan MigrationWiz を使用すれば、この複雑さから解放されます。 

他にも、Aspera、Metalogix (英語)、Cloudsfer (英語)、Cloud Misrator 365 (英語)、Sharegate (英語) など、同

様の SharePoint 移行サービスを提供しているマイクロソフト パートナーは多数存在します。 

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ます。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を実施します。 

移行後のテスト 

移行成功チェックリストとその他のレポートの検証が完了したら、移行後のテストを実施して、移行環境を

本番環境に切り替えてもよいかどうかを確認します。ユーザー受け入れテスト (UAT) は、移行に成功したか

どう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っ

て、移行の成功を判定できます。 

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も実施しま

す。機能テストには、統合テストが含まれ、公開 API (使用している場合) の拡張性やプログラムによる動作

を確認できます。以下に機能テストの基準をいくつか示します。 

• SharePoint ワークフローが SharePoint Online 上で正常に機能する 

• エンド ユーザーのアクセス制御とグループ化が正しく行われる 

• すべてのデータが正しい場所に移行されている 

• 移行コンテンツとその他のコンポーネントの履歴、バージョン履歴 

• 互換性のないアプリケーションの再構築のために SharePoint Online で作成されたカスタム コードの

機能をテストしている 

移行後の環境で機能テストを実施する際、エンドユーザーはユーザー エクスペリエンス テストを実施しま

す。エンドユーザー エクスペリエンス テストでは、ユーザーの生産性を改善するため、SharePoint 移行後環

境のアクセス、簡易性、直観的かどうか、その他の基準を確認します。 

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いました。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ます。

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、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 トレーニングの実施に

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

法を紹介します。詳細については、「Office 365 シナリオベースのトレーニング」を参照してください。 

https://www.bittitan.com/
http://asperasoft.com/ja/site/
http://www.metalogix.com/
http://www.cloudsfer.com/
https://www.cloudmigrator365.com/
https://kenexes-my.sharepoint.com/personal/abbas_kenexes_com/Documents/Projects/Exchange%20and%20SharePoint%202007%20Migration%20to%20Office365/Deliverables/SharePoint/2016-12-07/en.share-gate.com/
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 
移行オプション、移行手順、ベスト プラクティスに関連するすべての情報を確認できたら、さらに次のステ

ップを行ってください。 

• 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

