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1． はじめに 

Microsoft SharePoint Server 2013（以下、SharePoint 2013 ）では、ユーザー インター

フェイスの刷新とともに、多くの新機能が追加されています。アップグレード機能も、サービス アプリケー

ションとサイト コレクションのアップグレード、サイトの正常性チェックなどいくつかの点で強化されています。 

 

1.1 本書の目的 

本書は SharePoint Server 2010（以下、SharePoint 2010 ）から SharePoint 2013 

へのアップグレードについての自習書です。本書では、SharePoint 2013 が提供するアップグレード機

能の解説とともに、アップグレードの手順を記載しています。本書に記載されている手順に従って操作す

ることで、SharePoint 2013 のアップグレード機能と手順についてご理解いただくことができます。 

※ SharePoint 2013 へのアップグレード手順は既存のファーム構成によって複数の方法が考えら

れます。この自習書でご紹介する内容は、汎用的なアップグレードの一例です。 

※ SharePoint  2007 からのアップグレードについては、Appendix で概略を解説しています。 

 

1.2 アップグレード概要 

SharePoint 2013 をベースにした新しい環境にアップグレードするには、データベース接続アップグ

レード方式 (既存 SharePoint 2010 ファームのデータベースをバックアップし、新規 SharePoint 

2013 ファームにリストアする方式 ) を使用します。SharePoint 2013 では、SharePoint 2010

で提供していた一括アップグレード方式 (以前のバージョンがインストールされているハードウェアに新し

いバージョンを上書きインストールする方式 ) はサポートされていません。 

また、より柔軟、かつ安定したアップグレード計画の提供を目的として、アップグレード プロセスが変更

されました。ファーム管理者がソフトウェアやデータベースのアップグレードを行った後に、サイト管理者が

各サイトのアップグレードを行えるようになりました。 

 

1.2.1 データベース接続アップグレード方式 

データベース接続アップグレード方式とは、既存 SharePoint 2010 ファームのデータベースをバック

アップし、新規 SharePoint 2013 ファームにリストアする方法です。 

従来の一括アップグレードは手順が少なく簡単でしたが、コンテンツのアップグレード順序を制御する

方法がなかったため、特定のサイト コレクションでエラーが発生するとプロセス全体が停止することがあり

ました。 

データベース接続アップグレードは、既存環境の OS や SQL Server のバージョンに縛られないという

メリットがあり、より柔軟で適切な制御を行うことができるため、成功率が高い方法です。 
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1.2.2 アップグレード手順 

データベース接続方式でのアップグレード手順は以下のとおりです。 

1. アップグレード先の SharePoint 2013 ファームを作成します。 

2. コンテンツおよびサービス アプリケーション データベースを SharePoint 2010 ファームから新し

い SharePoint 2013 ファームにコピーします。 

3. サービス アプリケーションのデータベースを接続してサービスを構成し、アップグレードします。 

4. コンテンツ データベースを接続して、アップグレードします。これにより、データは新しいバージョン

にアップグレードされます。 

5. サイト管理者は個別にサイト コレクションをアップグレードします。 
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1.2.3 アップグレード対象 

SharePoint 2013 のアップグレード は、データベース接続アップグレード方式で実施します。データ

ベースを新しいファームに移動してコンテンツをアップグレードする場合は、新しいファームでサービス イン

フラストラクチャを作成し、新しいファームと新しいバージョンに合わせてサービス アプリケーションを構成す

る必要があります。 

 

サービス アプリケーションは、サービスのバックアップ／復元などの手段で丸ごとアップグレードすることは

できません。以下６つのサービス アプリケーションには、SharePoint 2010 から SharePoint 2013 

にアップグレード可能なデータベースがあり、これらを接続してサービス アプリケーションを再構成し、アッ

プグレードすることができます。それ以外のサービス アプリケーションについては、SharePoint 2013 

ファームで新たに再構成する必要があります。 

 SharePoint Server 2010 と SharePoint Foundation 2010 

 Business Data Connectivity Service アプリケーション 

 SharePoint Server 2010 のみ 

 Managed Metadata Service アプリケーション 

 PerformancePoint Services サービス アプリケーション 

 Search Service アプリケーション 

 Secure Store Service アプリケーション 

 User Profile Service アプリケーション 

 

1.2.4 サポートされるエディションと製品 

アップグレードを計画するときは、意図しているアップグレード パス（アップグレード元とアップグレード

先の組合せ）がサポートされていることを必ず確認する必要があります。 

本項ではアップグレードでサポートされるエディション、製品について説明します。 

 

 サポートされるエディション 

アップグレードでサポートされるエディションを下表に示します。※赤字：本自習書の対象 

アップグレード元 サポート対象のアップグレード先 サポートされないアップグレード先 

SharePoint Server 2010 

Standard Edition 

SharePoint Server 2013 

Standard Edition 

SharePoint Server 2013 

Enterprise Edition 

※アップグレード後に Enterprise 

Edition に変換できます。 
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アップグレード元 サポート対象のアップグレード先 サポートされないアップグレード先 

SharePoint Server 2010 

Enterprise Edition 

SharePoint Server 2013 

Enterprise Edition 

SharePoint Server 2013 

Standard Edition 

SharePoint Server 2010 

試用版 

SharePoint Server 2013 

試用版 

SharePoint Server 2013 

製品版 

※アップグレード後に製品版に変換

できます。 

 

 サポートされる製品 

SharePoint Foundation 2013 または SharePoint Server 2013 にアップグレードできる 

Microsoft サーバー製品を下表に示します。※赤字：本自習書の対象 

アップグレード元 サポート対象のアップグレード先 サポートされないアップグレード先 

SharePoint Foundation 

2010 

SharePoint Foundation 

2013 

SharePoint Server 2013 

― 

SharePoint Foundation 

2013 

SharePoint Server 2013 ― 

SharePoint Server 2010 SharePoint Server 2013 SharePoint Foundation 

2013 

SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 SharePoint Foundation 

2013 

Search Server 2010 SharePoint Server 2013 SharePoint Foundation 

2013 

Project Server 2010 と 

SharePoint Server 2010 

Enterprise Edition 

Project Server 2013 と 

SharePoint Server 2013 

Enterprise Edition 

― 
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1.3 前提条件 

本書は、以下の環境を前提として記述しています。 

 

1.3.1 ドメイン構成 

本書では、Active Directory によるドメイン構成があることを前提としています。本書が前提とする

Active Directory の構成は以下の通りです。 

 Active Directory 構成 

OS Windows Server 2012 Standard 

サーバーの役割 AD DS、DNS 

サーバー名 SPS2013-AD01 

ドメイン名 contoso.com 

フォレストの機能レベル Windows Server 2012 

ドメインの機能レベル Windows Server 2012 

 

1.3.2 サーバー構成図 

本書では、検証用に 3 台構成の SharePoint 2010 ファーム、4 台構成の SharePoint 

2013 ファーム、 Active Directory サーバーの計 8 台のサーバーを使用しています。サーバーは全

て Hyper-V の仮想サーバーで構成しています。 

 SharePoint 2010 ファーム 

 WFE サーバー (+Office Web Apps サーバー)×１ 

 APP サーバー×１ 

 SQL サーバー×１ 

 SharePoint 2013 ファーム 

 WFE サーバー×１ 

 APP サーバー×１ 

 SQL サーバー×１ 

 Office Web Apps サーバー×１ 
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1.3.3 各サーバーの詳細情報 

本書で前提とする SharePoint 2010 ファーム、SharePoint 2013 ファームの各サーバーの詳

細情報について説明します。 

 

 SharePoint 2010 ファーム 

SharePoint 2010 ファームは、WFE サーバー (＋Office Web Apps ) 1 台、APP サーバー

1 台、SQL サーバー1 台の計 3 台で構成されています。各サーバーの詳細情報を下表に示します。 

 WFE サーバー/Office Web Apps 

SharePoint ファームの Web フロントエンド サーバーと Office Web Apps です。
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SharePoint 2010 および Office Web Apps をインストールし、クライアントからの Web

要求を処理する役割と、SharePoint と連携し、SharePoint サイト上の Office 文書をブ

ラウザで表示させる役割を担います。 

OS Windows Server 2008 R2 Standard SP1 

アプリケーション Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise SP1 

Office Web Apps 2010 SP1 

サーバーの役割 Web フロントエンド、Office Web Apps 

サーバー名 sps2010web 

 APP サーバー 

SharePoint ファームのアプリケーション サーバーです。SharePoint 2010 をインストール

し、SharePoint のサービス アプリケーションを実行する役割を担います。 

OS Windows Server 2008 R2 Standard SP1 

アプリケーション Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise SP1 

サーバーの役割 アプリケーション 

サーバー名 sps2010app 

 SQL サーバー 

SharePoint ファームのデータベース  サーバーです。SQL Server をインストールし、

SharePoint ファームの構成情報やコンテンツを格納します。 

OS Windows Server 2008 R2 Standard SP1 

アプリケーション SQL Server 2008 R2 Standard SP2 

サーバーの役割 データベース 

サーバー名 sps2010db 

 

 SharePoint 2013 ファーム 

SharePoint 2013 ファームは WFE サーバー1 台、APP サーバー1 台、SQL サーバー1 台、

Office Web Apps サーバー1 台の計 4 台で構成されています。各サーバーの詳細情報を下表に

示します。※アップグレード時は最新のサービスパックを適用いただくことを推奨いたします。 

 WFE サーバー 

SharePoint ファームの Web フロントエンド サーバーです。SharePoint 2013 をインス

トールし、クライアントからの Web 要求を処理する役割を担います。 

OS Windows Server 2012 Standard 

アプリケーション Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise 

SharePoint 2013 2013 年 3 月 PU 

サーバーの役割 Web フロント エンド 

サーバー名 sps2013web 
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 APP サーバー 

SharePoint ファームのアプリケーション サーバーです。SharePoint 2013 をインストール

し、SharePoint のサービス アプリケーションを実行する役割を担います。 

OS Windows Server 2012 Standard 

アプリケーション Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise 

SharePoint 2013 2013 年 3 月 PU 

サーバーの役割 アプリケーション 

サーバー名 sps2013app 

 SQL サーバー 

SharePoint ファームのデータベース  サーバーです。SQL Server をインストールし、

SharePoint ファームの構成情報やコンテンツを格納します。 

OS Windows Server 2012 Standard 

アプリケーション SQL Server 2012 Standard SP1 

サーバーの役割 データベース 

サーバー名 sps2013db 

 Office Web Apps サーバー 

Office Web Apps は SharePoint 2013 では独立した機能になり、SharePoint とは

別サーバーで構成します。 

OS Windows Server 2012 Standard 

アプリケーション Office Web Apps Server 2013 

サーバーの役割 Office Web Apps 

サーバー名 sps2013owa 

 

1.3.4 ユーザー アカウント設定 

SharePoint 2010 ファーム、SharePoint 2013 ファームそれぞれにおいて、主に以下のユーザー 

アカウントを設定しています。 

ug_spsadmin SharePoint イ ン ス ト ー ル 、 フ ァ ー ム 管 理 者 、  (SQL 

sysadmin) 

ug_spsfarm SharePoint ファームのデータベース アクセス アカウント、（SQL 

dbcreator, securityadmin） 

ug_spsservice サービスアプリケーション用アカウント 

ug_sqladmin SQL サーバー管理者、(SQL sysadmin) 
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2． アップグレードの考察 

本章では SharePoint 2013 にアップグレードするにあたってのメリットや考慮点、ベスト プラクティ

スについて説明します。 

 

2.1 アップグレードによるメリット 

初代 SharePoint から搭載されているコンテンツ管理や検索、近年追加されたビジネス インテリ

ジェンスや Web コンテンツ管理といった機能群は、それぞれ進化を続けています。さらに SharePoint 

2013 では、エンタープライズ ソーシャル機能群が追加されました。これらの機能群は、単独で利用す

るだけでなく、組み合わせたりカスタマイズしたりすることで、よりニーズにマッチしたアプリケーションを構成

することができます。 

 エンタープライズソーシャル 

SharePoint 2013 のエンタープライズ ソーシャルは、もっとも大幅に強化された概念です。

今回のバージョンでは、コンシューマー向けの SNS で普及しているマイクロブログをはじめとし

たテクノロジーを取り込み、企業や組織の内部にソーシャル ネットワークを築くためのプ ラット

フォームを提供しています。 

 検索の統合 

SharePoint 2013 では新たに、FAST Search Server 2010 for SharePoint として

別途提供されていたエンタープライズ検索機能が完全統合され、以下のような機能拡張がな

されています。 

 過去の検索履歴に基づくクエリーの推奨 

 フィルタリング 

 インライン プレビュー 

 関連コンテンツの表示 

 Web コンテンツ管理 

SharePoint 2013 では、ユーザー インターフェースについても、大幅な改善がなされていま

す。SharePoint 2013 では、従来、サイトのデザイン時に必要だった  SharePoint 

Designer と呼ばれる専用ツールを使用しなくても、Dreamweaver などの標準的な

HTML 編集ツールとデザイン マネージャーを使用して、HTML ベースのマスターページを作成、

発行することが可能です。これにより、技術的専門知識は最小限で、優れたデザインのサイト

作成が可能になります。また、デバイスに応じて最適なコンテンツとインターフェースを表示する

ためのチャネル設定や、機械翻訳機能も搭載しています。 
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2.2 考慮すべきこと 

SharePoint 2010 を SharePoint 2013 へアップグレードするとき、以下の注意点があります。 

 カスタマイズ 

 クラシック認証とクレーム ベース認証 

 環境のクリーンアップ 

 

2.2.1 カスタマイズ 

SharePoint 2010 が基になっているサイトをカスタマイズしている場合は、SharePoint 2013 に

アップグレードするときに、カスタマイズの影響を評価し、対処を決める必要があります。対処方法は以

下の要因によって異なります。 

 カスタマイズの程度 

 カスタマイズの種類 

 サイトの複雑さ 

 アップグレードの目標 

アップグレードを行う前に、環境内のカスタマイズ箇所を識別・評価し、アップグレードするかどうか、ど

のようにアップグレードを行うかを決定する必要があります。 

カスタマイズをアップグレードすることによって起こりうる影響を下表に示します。 

カスタマイズのカテゴリ カスタマイズの種類 アップグレードによって起こりうる影響 

表示上の影響 マスター ページ 

テーマ 

Web ページ 

Web パーツ 

カスタム JavaScript 

カスタム CSS ファイル 

カスタム リストビュー 

データベースのアップグレードに影響はありませ

ん。 

サイトのアップグレードの場合、2010 モードで

は正常に動作しますが、2013 モードでの動

作には変更が必要です。 

両方のモードで慎重にテストしてください。 

・マスターページ 

SharePoint 2013 では新しいデザインのマ

スターページが適用されます。このため、マス

ターページにカスタマイズを実施している場合

は、カスタマイズ内容を新しいマスターページに

反映する必要がある場合があります。 

・Web ページ/Web パーツ 

Web パ ー ツ の 設 定 や 配 置 に よ っ ては、

SharePoint 2013 にアップグレードした際に
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カスタマイズのカテゴリ カスタマイズの種類 アップグレードによって起こりうる影響 

レイアウトが崩れたり、SharePoint 2010 の

表示と同一にならない場合があります。 

・カスタムリストビュー 

SharePoint Designer でリストビューを編集

した場合は、リストビュー自体は表示されます

が、SharePoint 2013 標準のビューの表示

と異なる場合があります。 

影響のあるデータ構造 コンテンツ タイプ 

リスト タイプ 

Web テンプレート 

サイト定義 

コンテンツ タイプまたはリスト タイプの名前が製

品の新しいコンテンツ タイプまたはリスト タイプ

と競合する場合、またはテンプレートや定義が

欠落している場合、データベースのアップグレー

ドに影響を与える可能性があります。 

表示されない影響 Web サービス 

Windows サービス 

HTTP ハンドラー 

HTTP モジュール 

SharePoint 2013 と互換性がない可能性

があります。慎重にテストして影響を特定してく

ださい。削除または置換を随時行ってください。 

詳細は、以下の TechNet 情報をご参照ください。 

 SharePoint 2013 にアップグレードする場合の現在のカスタマイズの計画を作成する 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263203(v=office.15).aspx 

 

2.2.2 クラシック認証とクレーム ベース認証 

SharePoint 2010 では、Web アプリケーションを新しく作成するときに、クラシック認証とクレーム 

ベース認証のどちらかを選択できましたが、SharePoint2013 ではクレーム ベース認証が推奨されて

います。よって、新しく作成した Web アプリケーションでは、既定でクレーム ベース認証が使用されま

す。 

SharePoint 2010 で既存の Web アプリケーションにクラシック認証を使用していた場合は、それ

らをクレーム ベースの Web アプリケーションに変更後、SharePoint 2013 に移行できます。 

詳細は、以下の TechNet 情報をご参照ください。 

 SharePoint 2013 でクラシック モードからクレーム ベース認証に移行する 

http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/gg251985(v=office.15).aspx 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263203(v=office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/gg251985
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2.2.3 環境のクリーンアップ 

SharePoint 2010 から SharePoint 2013 へのアップグレードを開始する前に、環境が正常な

状態で機能していることと、アップグレードする必要のないコンテンツをクリーンアップしたことを確認する必

要があります。また、アップグレードを実行した後、意図する構造になるように、コンテンツを削除または再

編成することもできます。 

主なクリーンアップ項目を下表に示します。 

クリーンアップ項目 説明 

使用頻度の低いサイト コレクショ

ン、サブ サイトを削除する 

長期間使用されず、これから先も必要のないコンテンツは、バッ

クアップしてから削除し、記憶域と管理リソースを開放すること

で、アップグレードのパフォーマンスを上げ、アップグレードのリスク

を減らします。 

大きなリスト (データ量が多いリス

ト) を確認する 

リストが非常に大きい場合、ユーザーがしきい値を超えるビューを

使用したりクエリを実行したりすることは許可されません。 

幅の広いリスト (列の数が多すぎ

るリスト) の余分な列、またはリス

トを削除する 

幅の広いリストとはコンテンツ データベースで列の数が単一の行

のスパンに収まらないリストです。アップグレード中、データベース

の基礎となるストレージはスパースなテーブル構造に変更される

ため、幅が非常に広いリストがあるとアップグレードに失敗する場

合があります。 

そのため、アップグレードを行う前に、Windows PowerShell

で Test-SPContentDatabase コマンドを使用して幅の広

いリストを検索し、余分な列またはリストを削除します。 

異なるデータベースへのサイト コ

レクションの移動を検討する 

SharePoint 2010 では、データベース内のサイト コレクション

数の上限は 15,000 で、9,000 を超えると警告が表示されま

す。 

しかし SharePoint 2013 ではデータベース内のサイト コレク

ション数の上限が 5,000 となり、2,000 を超えると警告が表示

されます。 

そのため、データベース内に 5,000 以上のサイト コレクションが

ある場合、複数のデータベースに分割することを検討してくださ

い。 

また、サイト コレクションにクォーターを設定していない場合や大

容量のサイト コレクションは、ひとつのコンテンツ データベースに

ひとつのサイト コレクションのみを配置することを推奨いたしま

す。 

関係のないバージョンのドキュメン

トを削除する 

ドキュメントのバージョンが多いと、アップグレードのパフォーマ ンス

が大幅に低下します。複数のバージョンを残しておく必要がない

場合は、ユーザーに手動で削除させるか、オブジェクト モデルを

使用して検索し、削除してください。 

使用していないテンプレート、機 はじめにテンプレート、機能、Web パーツを使用しているサイト
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クリーンアップ項目 説明 

能、Web パーツを削除する がないことを確認します。 Stsadm -o EnumAllWebs 操

作 を  –includefeatures パ ラ メ ー タ ー お よ び  -

includewebparts パラメーターと共に使用して、環境内に

あるカスタマイズを識別します。 

PowerPoint ブ ロードキャスト 

サイトを削除する 

SharePoint 2013 では Office Web Apps サーバーが独

立したサーバーになり、PowerPoint サイトやサイト テンプレー

トが使用できなくなるため、アップグレードを行う前に削除する必

要があります。 

そのため Windows PowerShell で以下のコマンドを使用して

これらのサイトを検出し、削除してください。 

Get-SPSite | Where-

Object{$_.RootWeb.Template -eq 

"PowerPointBroadcast#0"} 

SharePoint 2010 製品のビ

ジュアル アップグレードを完了す

る 

Office 2007 リリースのサーバー製品から  SharePoint 

2010 にアップグレードする際、サイト所有者にビジュアル アップ

グレードの使用を許可して、アップグレード後の環境で以前のサ

イトのエクスペリエンスを残したままにすることができます。 

SharePoint 2013 にア ップ グレ ードすると、SharePoint 

2010 以前のエクスペリエンスが残されているすべてのサイトは、

自動的に 2010 のエクスペリエンスにアップグレードされます。 

そのため SharePoint 2013 にアップグレードする前にビジュア

ル アップグレードを完了しておくことを推奨します。アップグレード

前にビジュアル アップグレードを完了すると次のようなメリットがあ

ります。 

・ Office 2007 リリースのサーバー製品のコンポーネントを使用

できるうちに問題に対処できる。 

・ サイトの確認と問題解決にユーザーを関与させることができ

る。 

・ 必要に応じて以前のエクスペリエンスに戻すことができる。 

・ アップグレード プロセスでのエラー発生を回避できる。 

 

Office 2007 のエクスペリエンスを使用しているサイトを検出す

るには、Windows PowerShell で以下のコマンドを入力しま

す。 

Get-SPSite | ForEach-

Object{$_.GetVisualReport()} 

 

サイトを 2010 エクスペリエンスにアップグレードするには、以下の

コマンドを入力します。 
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クリーンアップ項目 説明 

Get-SPSite | ForEach-

Object{$_.VisualUpgradeWebs()} 

データの問題を修復する アップグレードする前に、データベースおよびサイト コンテンツのす

べての問題を修復してください。 

・ データベースをクリーンアップし、孤立したサイトまたは壊れたリ

ストなどの破損データを削除します。 

・ サイトやサブサイトを削除した場合は、最適化の実行を検討

します。 

・ データベースに重複または孤立したサイト コレクションがあるか

どうか調査します。 

・ 修正する必要のあるバリエーションを調査します。 

詳細は、以下の TechNet 情報をご参照ください。 

 SharePoint 2013 へのアップグレードの前に環境をクリーンアップする

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff382641(v=office.15).aspx 

 

2.2.4 既存環境 (アップグレード元) の情報把握と確認 

アップグレードを開始する前に、アップグレード元の情報を収集しておきます。 

 

1. 既存環境 (アップグレード元） の情報把握 

 代替アクセス マッピング 

 使用中の認証プロバイダーと認証モード 

 クォータ テンプレート 

 管理パス 

 セルフサービス サイトの管理設定 

 受信メールと送信メールの設定 

 カスタマイズ 

 

2. データベースの確認 

 データベースアカウントの権限確認 (db_owner）  

 データベース整合性エラーの確認、修復 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff382641(v=office.15).aspx
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2.2.5 アップグレードエラーの潜在原因の排除 

アップグレードプロセスでエラーの原因となる可能性のあるサービスまたはコンポーネ ント は、

SharePoint 2010 環境で無効にするか、削除する必要があります。 

データベースをバックアップする前に、以下のサービスまたはコンポーネントを削除または停止します。 

 

 Web Analytics の処置 

SharePoint 2013 では、分析処理のアーキテクチャが従来と異なります。Web Analytics 

Service アプリケーションは廃止され、Search Service のコンポーネントになりました。 

SharePoint 2010 の Web Analytics 情報が、コンテンツ データベースに残っていると、アップグ

レードでエラーが発生する可能性があります。 

そのため、コンテンツ データベースをバックアップする前に、Web Analytics Service アプリケーショ

ンを停止します。 

SharePoint 2010 の Web Analytics 機能や Web パーツは、SharePoint Server 2013

上の 2010 モードのサイト コレクションであっても、利用できません。アップグレードの前に、Web 

Analytics の Web パーツ、または機能をサイト コレクションからすべて削除してください。 

 

 PowerPoint ブロードキャスト サイトの処置 

Office Web Apps は、個別製品である Office Web Apps Server 2013 に変更されたた

め、PowerPoint ブロードキャスト サイトは SharePoint 2013 にアップグレードできません。 

Office Web Apps Server 2013 のインストール、構成方法については、以下をご参照ください。 

 Office Web Apps を使用するための SharePoint 2013 の構成 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff431687(v=office.15).aspx 

 

2.2.6 SharePoint 2013 の新ファーム環境の構成 

アップグレード先の新しい SharePoint 2013 ファーム環境は、データベースアップグレードに伴うアッ

プグレード手順により構成します。 

次のサービス アプリケーションは、データベースのアップグレードを実行できます。 

※ データベースのアップグレードが実行できる サービス アプリケーションは、[ファーム構成ウィザード ] 

を使用せず、個別にデータベースのアップグレードを行い構成します。 

 Business Data Connectivity Service アプリケーション 

 Managed Metadata Service アプリケーション 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff431687(v=office.15).aspx
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 User Profile Service アプリケーション 

 Search Service アプリケーション 

 Secure Store Service アプリケーション 

 Performance Point Services アプリケーション 

 

また、以下のサービスを有効化および構成するには、アップグレード時に追加の手順が必要です。 

 Excel Service 

このサービスはファーム構成ウィザードを使用して有効にできますが、すべての信頼できるデータ

接続を再作成する必要があります。 

 InfoPath Forms Service 

このサービスはファーム構成ウィザードに含まれません。 

サーバーの全体管理の [アプリケーションの全般設定] ページの [InfoPath Forms 

Service の構成] を使用して、サービスを再構成する必要があります。 

前の環境からフォームテンプレートの使用を続行するには、管理者が展開したすべてのフォーム

テンプレート (.xsn ファイル） とデータ接続ファイル (.udcx ファイル） を  SharePoint 

Server 2010 環境からエクスポートし、新しい SharePoint Server 2013 環境にイン

ポートします。 

 Office Web Apps 

Office Web Apps Server は、スタンドアロンの新しいサーバー製品になりました。このインス

トールと管理は、SharePoint Server 2013 とは別に行います。 

 

次のファーム全般設定については、手動で新しい環境に再設定する必要があります。 

 受信メールと送信メールの設定 

 Farm Administrators グループへのユーザー アカウントまたはグループアカウントの追加などの

セキュリティ設定 

 ブロックするファイルの種類 

 利用状況および正常性データの収集 (Usage and Health data collection）  

 診断ログ 

 タイマー ジョブの設定とスケジュール 
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※ SharePoint 2010 でワークフローの自動クリーンアップ タイマー ジョブを無効にしていた

場合は、新しい環境でもタイマー ジョブを無効にしてください。有効のままでは、アップグレー

ド時にワークフローの関連付けが失われる可能性があります。 

 

2.2.7 新しいファームにコピーするデータベース 

SharePoint 2010 から SharePoint 2013 へのコンテンツ データベースとサービス アプリケー

ション データベースのアップグレードは、データベース接続アップグレードで実施します。 

データベースのコピーは、SQL のバックアップと復元プロセスを使用します。また、SharePoint 2010 

環境で、バックアップするコンテンツ データベースを読み取り専用に設定することもできます。 

SharePoint 構成データベースはアップグレード対象外のため、新しい SharePoint 2013 環境で

新規に構成します。 

 

 前のバージョンのデータベースを読み取り専用に設定 

SharePoint 2010 環境から SharePoint 2013 環境へデータベースをコピーする前処理とし

て、コンテンツ データベースを読み取り専用に設定する場合、以下を確認します。 

 使用するアカウントが、SharePoint 2010、SharePoint 2013 の両環境で、SQL 

Server Management Studio にアクセスできる。 

 データベースのコピーを保存する場所にアクセスできる。 

 データベースを読み取り専用、読み取り／書き込み可能に設定するため、アップグレードする

コンテンツ データベースで、db_owner 固定データベース ロールのメンバーになっている。 

 データベースをバックアップする前に、整合性エラーの有無を確認し、あれば修正する。 

 SharePoint Server 2010 のデータベース メンテナンスについては、以下を参照してくだ

さい。 

http://technet.microsoft.com/JA-JP/library/cc262731(v=office.15).aspx 

後述のアップグレード手順の章で、SQL 管理者アカウントを使用した例をご参照ください。 

 

 SharePoint 2010 のデータベースをバックアップする 

SQL Server Management Studio 内の、以下の SharePoint 2010 サーバー ファームの

データベースをバックアップします。 

 すべてのコンテンツ データベース (WSS_Content_ID） 

 次のサービス アプリケーションデータベース 

 

http://technet.microsoft.com/JA-JP/library/cc262731(v=office.15).aspx
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サービス アプリケーション 既定のデータベース名 

Business Data Connectivity Business Data Connectivity 

Managed Metadata Managed Metadata 

PerformancePoint PerformancePoint Service Application_ID 

Search Administration Search_Service_Application_DB_ID 

Secure Store Secure_Store_Service_DB_ID 

User Profile: プロファイル、 

ソーシャル、同期データベース 

User Profile Service Application_ProfileDB_ID 

User Profile Service Application_SocialDB_ID 

User Profile Service Application_SyncDB_ID 

 

構成データベースやサーバーの全体管理コンテンツ データベースは、SharePoint 2013 サーバー 

ファームのセットアップで再作成するため、バックアップは不要です。 

構成データベース、サーバーの全体管理コンテンツ データベース、全体管理サイト コレクションの

アップグレードは、サポートされていません。 

 

2.2.8 サービス アプリケーションのアップグレード 

データベースのアップグレードが可能なサービス アプリケーションは、データベースをバックアップから復元

した後、それぞれアップグレードします。 

 

サービス アプリケーション 必要事項、注意点 

Business Data Connectivity 

Service 

なし。 

Managed Metadata Service ・ 個人用サイトをアップグレードする前に実行する。 

・ User Profile Service アプリケーションより先に、アップ

グレードする。 

User Profile Service ・ 個人用サイトをアップグレードする前に実行する。 

・ Managed Metadata Service アプリケーションを先

にアップグレードしておく必要がある。 

・ SharePoint Server 2010 ファームでエクスポートし

たSynchronization Service の暗号化キーをインポー

トする。 (Sync DB をアップグレードする場合） 

Search Service ・ クロール、プロパティなどの検索 DB は、「データベース接

続」ではアップグレードできない。 

Secure Store Service ・前の環境の Secure Store Service アプリケーション

の「パスフレーズ」を入れる。 

PerformancePoint Service なし。 



 

20 

 

 

 User Profile サービスのアップグレードと MIIS 暗号化キー 

User Profile Service アプリケーションのアップグレードでは、復元した Profile DB を指定し、

Social DB、Sync DB は新規作成することができます。 

Sync DB をアップグレードした場合は、サービス アプリケーションを作成した後、Microsoft 

Identity Integration Server (MIIS) 暗号化キーをインポートする必要があります。その後に、

User Profile Synchronization Service を開始します。 

 

2.2.9 Web アプリケーションとコンテンツ データベースのアップグレー

ド 

Web アプリケーションのアップグレードは、SharePoint 2013 側で新規に Web アプリケーションを

作成し、アップグレード元と同じ設定を加えます。 

コンテンツ データベースのアップグレードは、新規作成した SharePoint 2013 の Web アプリケー

ションにマウントして接続することにより、データベースがアップグレードされます。 (その後、サイト コレク

ションは個々にアップグレードします。） 

 

 Web アプリケーションのアップグレードと、認証モード変換 

SharePoint 2010 の Web アプリケーションの認証モードが [クラシック認証モード] を利用して

いて、アップグレード後の SharePoint 2013 で、推奨されている [クレーム認証モード] に切り替

える場合は、このアップグレード手順の中で認証モードを変換する必要があります。 

SharePoint 2013 では、[クラシック認証モード] の Web アプリケーションは、PowerShell コマ

ンドレットで作成することはできますが、Office Web Apps Server 2013 と連携できないなどの理

由から[クレーム認証モード] が推奨されます。 

なお、[クレーム認証モード] に変換後は、元に戻すことはできません。 

Web アプリケーションのアップグレードシナリオは、３つあります。 

 SharePoint 2013 でクラシックモードからクレームベース認証に移行する 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg251985(v=office.15).aspx 

シナリオ： 

① SharePoint 2010 で、Web アプリケーションをクラシック認証→クレーム認証に変換。

SharePoint 2013 では、クレーム認証の Web アプリケーションを新規作成し、コンテンツ 

データベースを接続する。 

② SharePoint 2013 に一旦、クラシック認証の Web アプリケーションを新規作成し、コンテ

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg251985(v=office.15).aspx


 

21 

 

ンツ データベースをすべて接続してから、Web アプリケーションをクレーム認証に変換する。 

③ SharePoint 2013 に、クラシック認証の Web アプリケーションを作成し、コンテンツ データ

ベースを接続する。 

そのままクラシック認証モードで使い続ける。 

本書の後述の章では、②のシナリオに基づく実施手順を記載しています。 

 

 Web アプリケーションの作成 

ア ップ グレード元の  SharePoint 2010 環境に存在していた Web ア プ リケーションは、

SharePoint 2013 環境に Web アプリケーションを新規作成し、必要に応じて以下の設定を追

加します。 

 同じ URL を使用して、代替アクセス マッピングを構成 

 同じ認証方法を使用 

(変換する場合は、前述の項を参照） 

 管理対象パスを再作成 

個人用サイトをホストする Web アプリケーションの場合は、個人用サイトの管理パス 

(/personal） を作成 

 クォータ テンプレートを再作成 

 Web アプリケーションの電子メール設定を構成 

 セルフサービス サイト作成の設定 

 その他、Web アプリケーションのポリシー、設定 

 

 カスタマイズの再適用 

コンテンツ データベースをアップグレードする前に、SharePoint 2010 環境からのカスタマイズされ

た機能、ソリューション、その他のカスタム要素が、SharePoint 2013 環境の Web Frontend

サーバーにインストールされているか確認します。これらの要素が新しい環境に存在しない場合、アッ

プグレードが失敗する１つの要因となります。 

 カスタム サイト定義 

 カスケード スタイルシートなどのカスタム スタイルシートおよび画像 

 カスタム Web パーツ 

 カスタム Web サービス 

 カスタム機能、およびソリューション 
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 カスタム アセンブリ 

 Web.Config の変更 

 InfoPath の管理者承認済みフォーム テンプレート (.xsn ファイル) およびデータ接続

ファイル (.udcx ファイル) 

 サイトが依存しているその他すべてのコンポーネントまたはファイル 

 

SharePoint 2013 は、SharePoint 2010 と SharePoint 2013 の両方のモードでホスト

できるため、システムのディレクトリは、「14」、および「15」の両方のパスがあります。 

カスタマイズは正しい場所にインストールする必要があります。 

 Web Server Extensions/14/TEMPLATE/Features 

 Web Server Extensions/15/TEMPLATE/Features 

 _layouts 

 _layouts/15 

 _controlTemplates 

 _controlTemplates/15 

 

 コンテンツ データベースを SharePoint 2013 にアップグレードする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263299(v=office.15).aspx 

 「カスタマイズを再適用する」 

 

 カスタムコンポーネントの確認 

カスタムの Feature や Web パーツを使用している場合、SharePoint 2010 製品の環境で 

Stsadm -o enumallwebs 操作の includefeatures および includewebparts パ

ラメーターを使用し、レポート結果から各サイトで使用されるカスタム要素を確認します。 

stsadm -o enumallwebs -databasename [コンテンツ DB 名] -includefeatures 

stsadm -o enumallwebs -databasename [コンテンツ DB 名] -includewebparts 

[コンテンツ DB 名]には、確認したいサイトを含むコンテンツ DB 名を指定します。 

このコマンド結果で、Feature および Web パーツの一覧を取得できます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263299(v=office.15).aspx
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 SharePoint 2013 へのアップグレードの前に環境をクリーンアップする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff382641(v=office.15).aspx 

 「使用されていないテンプレート、機能、Web パーツを削除する」 

 

SharePoint 2010 製品環境の Get-SPWeb Windows PowerShell コマンドレットを使用

して、各サイトに関連付けられたテンプレートを確認できます。 

 Get-SPWeb 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607807(v=office.15).aspx 

 

コ ン テ ン ツ  デ ー タ ベ ー ス を Web ア プ リ ケ ー シ ョ ン に 接 続 す る 前 に 、 Test-

SPContentDatabase Windows PowerShell コマンドレットを使用して、そのデータベースに

必要なすべてのカスタム コンポーネントがあることを確認します。 

Test-SPContentDatabase -Name DatabaseName -WebApplication URL 

 

 コンテンツ データベースを SharePoint 2013 にアップグレードする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263299(v=office.15).aspx 

 「Windows PowerShell を使用してカスタム コンポーネントが使用できることを確

認するには」 

カスタマイズされた機能、ソリューション、その他の要素がアップグレード先の環境に存在しない場合、

アップグレードに失敗する可能性があります。 

 

 コンテンツ データベースの接続 

新規作成した SharePoint 2013 の Web アプリケーションに、バックアップから復元した

SharePoint 2010 のコンテンツ データベースを個々にマウントして接続します（この段階では、ま

だサイト コレクションはアップグレードされていません）。 

なお、本作業を実行する際、以下に注意する必要があります。 

 接続する最初のコンテンツ データベースに、Web アプリケーションのルート サイトが含まれ

ていなければなりません。 

 ルート サイトを含むコンテンツ データベースを接続したら、その後、他のコンテンツ データ

ベースは任意の順序で Web アプリケーションに接続します。 

 コンテンツ データベースがすべて復元されるまで、新しいサイト コレクションを追加してはいけ

ません。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff382641(v=office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607807(v=office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263299(v=office.15).aspx
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 サイト コレクションは GUID を持ち、ファームの構成データベースに登録されます。よって

別々の Web アプリケーションであっても、同じサイト コレクションを 2 度追加することはでき

ません。(サイト コレクションのコピーが必要） 

 個人用サイトの場合、個人用サイトより先に、個人用サイトホストを含むコンテンツ データ

ベースを接続します。 

 既定では、SharePoint 2013 で Web アプリケーションを新規作成した時に、コンテンツ 

データベースが１つ新規作成されますが、アップグレードするコンテンツ データベースが接続さ

れるまでは無視しておき、あとで削除します。 

 別ドメインなど、サービス アカウントが異なる環境へ移動する場合は、コンテンツ データベー

スを接続する前に、サービス アカウントの権限を確認します。 

 コンテンツ データベースを Web アプリケーションに接続するには、全体管理は使わず、

Mount-SPContentDatabase コマンドレットを使用する必要があります。 

全体管理のページは、アップグレードではサポートされません。 

 アップグレードプロセスを開始する前に、カスタマイズ機能やソリューション等の要素が、

SharePoint 2013 のフロントエンド Web サーバーにインストールされていることを確認しま

す。 

 Web アプリケーション接続前のコンテンツ データベースに Test-SPContentDatabase 

コマンドレットを実行し、必要なカスタム コンポーネントがあるか、確認します。 
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2.2.10 サイト コレクションのアップグレード 

個人用のサイト コレクションと、その他のサイト コレクションは、アップグレード手順に若干違いがあり

ます。 

 

 個人用サイト コレクションのアップグレード 

個人用サイトのホストと個人用サイト  コレ クションを ア ップ グレ ードする前に、Managed 

Metadata Service Application、 User Profile Service Application の順にアップグレード

する必要があります。 

個人用サイトのホスト用のサイト コレクションは、ファーム管理者がアップグレードします。各ユーザー

ごとの個人用サイトのアップグレードは、ファーム管理者が強制的に行うか、または各ユーザーごとに行

ないます。 

SharePoint 2010 ユーザー インターフェイス モード と 2013 ユーザー インターフェイスモードを

混在させるか、所有者にアップグレードを許可するかなど設定することができます。詳細な設定につい

ては以下をご参照ください。 

 個人用サイトを SharePoint Server 2013 にアップグレードする 

http://technet.microsoft.com/ja-

JP/library/dn479424(v=office.15).aspx#procUMS 

 

 その他のサイト コレクションのアップグレード 

個人用サイト以外のサイト コレクションのアップグレードは、ファーム管理者、またはサイト コレクショ

ン管理者が実施します。 

 サイト コレクションを SharePoint 2013 にアップグレードする 

http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/jj219650(v=office.15).aspx 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/dn479424(v=office.15).aspx#procUMS
http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/dn479424(v=office.15).aspx#procUMS
http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/jj219650(v=office.15).aspx
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2.3 ベスト プラクティス 

SharePoint 2010 から SharePoint 2013 へのアップグレードを円滑に行うには、以下のベスト 

プラクティスに従います。 

 

2.3.1 試験的アップグレードのベスト プラクティス 

試験的アップグレードとは、既存環境と同じ SharePoint 2010 ファームと、本番環境を想定した 

SharePoint 2013 ファームを作成してアップグレードの検証を行うことです。 

アップグレード前に環境を把握し、アップグレードに必要な時間を予測するために、試験的アップグ

レードを 1 回以上実行することをお奨めします。SharePoint 2010 から SharePoint 2013 への

正確なアップグレード プロセスを作成するには、次のベスト プラクティスに従ってください。 

1. 環境をよく理解し、詳細な調査を行います。 

環境に存在するハードウェアとソフトウェア、サーバー側のカスタマイズがインストールされて使用さ

れている場所、必要な設定に関するドキュメントを作成します。これを行うことで、試験環境の

計画を立てることができ、アップグレードが失敗した場合の復元にも役立ちます。 

2. 試験環境を実際の環境とできる限り同じにします。 

可能な限り、同じ種類のハードウェアを使用し、同じ設定や同じ URL などを使用して構成し、

試験環境と実際の環境の違いを最小にします。違いが大きいほど、関係のない問題の解決や、

実際のアップグレードでは発生しないことを確認するために、より多くの時間が必要になります。 

3. 実際のデータを使用します。 

実際のデータベースのコピーを使用して、テストを実行します。実際のデータを使用すると、問題

が発生する領域を識別でき、アップグレードのパフォーマンスも判定できます。また、異なる種類

のデータに対して異なるアップグレード シーケンスおよび処理を実行したときに要する時間を測

定する機会もあります。 

すべてのデータをテストできない場合は、データを代表するサブセットを使用して、環境内に存在

する異なる種類とサイズのサイト、リスト、ライブラリ、およびカスタマイズについて、問題を発見で

きるようにします。 

4. テストを複数回実行します。 

1 回のテストでも大きな問題が発生するかどうかはわかります。さらにテストを何回も行うことで、

発生する可能性のあるすべての問題を発見でき、プロセスのタイムラインをいっそう正確に把握

することもできます。テストを複数行うことで、以下のことを判別できます。 

 環境に最適なアップグレード方法 

 使用する必要のあるダウンタイム短縮技法 

 最初のテストで発見された問題に対処した後でのプロセスまたはパフォーマンスの変化 



 

27 

 

最後のテスト パスは、エラーに対処したかどうか、運用環境をアップグレードする準備ができたか

どうかを検証するのに役立ちます。 

5. エラーと警告を無視しないようにします。 

警告はエラーではありませんが、アップグレード プロセスで問題になる可能性があります。エラー

は対処しますが、警告についても調査し、その警告の影響を把握しておく必要があります。 

6. アップグレード プロセスだけではなく、アップグレード後の環境もテストします。 

サービス アプリケーションを確認して検索クロールを実行し、ログ ファイルを確認します。 

 

2.3.2 SharePoint 2013 へのアップグレードのベスト プラクティス 

SharePoint 2010 から SharePoint 2013 へのアップグレードを円滑に行うには、以下のベスト 

プラクティスに従います。 

1. 既存環境が完全に機能していることを確認します。 

既存環境内に存在する問題は、アップグレードでは解決されません。アップグレードを実行する

前に、環境が完全に機能していることを確認してください。事前に問題を特定して解決しておく

と、予定していたスケジュールどおりにアップグレードを進めることが容易になります。 

2. テストファームで試用版のアップグレードを実行します。 

データベースをテスト環境にコピーして、試験的アップグレードを実行し、全文検索インデックスの

クロールを実行します。結果を検証し、次のことを判断します。 

 サービス アプリケーション データが予想どおりにアップグレードされたかどうか 

 アップグレード サイトの外観 

 アップグレード後のトラブルシューティングに利用できる時間 

 アップグレード プロセスに利用できる時間 

3. 容量を計画します。 

アップグレードの要件を満たすのに十分なディスク、プロセッサ、およびメモリの容量があることを確

認します。 

4. アップグレード前のクリーンアップを実施します。 

以下のようなクリーンアップを実施します。 

 アップグレードに不要なカスタマイズ、サイト、ファイルの削除 

環境内の問題や、不要なデータや大量のデータがデータベースとサイト コレクション両方の

アップグレード パフォーマンスに影響する可能性があります。環境内に不要なものがある場

合は、アップグレード前に削除することを検討してください。 

 既存環境の棚卸し 

SharePoint 2010 と SharePoint 2013 は各コンテンツ DB のサイズは同一です
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が、コンテンツ DB 内のサイト コレクションの制限数に大きな違いがあります。アップグレード

中のエラーまたはアップグレード後のサイトのエラーを回避するために、各コンテンツ DB のサ

イト コレクションを適切な数に調整します。 

 データベースを圧縮し、コンテンツ DB のバックアップ サイズの最小化 

大規模な環境では、バックアップの取得に相当な時間がかかることがあります。円滑にバック

アップの取得を行うために、データベースをクリーンアップして、破損・重複したデータがないか

調査し、削除します。 

 コンテンツの削除または再編成を行います。 

アップグレード後、意図する構造になるように、コンテンツの削除または再構成を行います。 

5. アップグレード前に環境を最適化します。 

ビジネスやガバナンスの必要性、またはアップグレード前の SharePoint 2013 の境界と制限

に基づき、必ず、制限に合うように SharePoint 2010 環境を最適化してください。これによ

り、アップグレード プロセス中のエラーを軽減し、アップグレード後にリストやサイトが壊れるのを防

ぎます。 

6. データベースをバックアップします。 

アップグレードの前にデータベースの完全バックアップを実行します。完全バックアップを実行してお

くと、アップグレードに失敗したときにアップグレードを再試行できます。 

7. (オプション) アップグレード中に元の環境を維持するには、元のデータベースを読み取り専用に

設定します。 

アップグレード実行中のサービス停止期間が長くなると予想される場合は、元の環境のデータ

ベースを読み取り専用に設定できます。その間ユーザーはデータへのアクセスは可能ですが、

データの変更を行うことができません。そのため、元の環境を維持することができます。 

8. アップグレード後に、[アップグレードの状態] ページとアップグレード ログを確認し、対処が必要

な問題がないかどうかを調べます。次に、アップグレードされたサイトを確認します。 

[アップグレードの状態] ページにはアップグレードの進行状況に関する情報が表示され、アップ

グレード ログにはアップグレード プロセス中に発生したエラーや警告が記録されます。すべてのサ

イトの検証とテストが終わった時点で、アップグレードが完了したと見なします。 

9. カスタマイズを更新して 2013 モードをサポートできるようになるまでは、サイト コレクションのアッ

プグレードを保留にします。 

カスタマイズが利用できるようになるまで待つと、2010 モードでの既存サイトの使用に大きな影

響を与えることなく、データベースとサービスの最初のアップグレードを完了できます。 
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2.4 サイト コレクションアップグレード後の考慮事項 

サイト コレクションのアップグレードが終了したら、以下のチェックリストを使用してアップグレードの問題

を発見し、解決します。 

また、運用環境をアップグレードする前にテスト環境でアップグレードを実施し、これらの問題を発見し、

解決しておくことが重要となります。 

 

2.4.1 Web パーツ 

アップグレードの後に発生する Web パーツの問題と、その解決方法を下表に示します。 

チェックポイント 問題の解決方法 

アップグレードしたサイトには、元

のサイトで表示されていたすべて

の Web パーツが表示されていま

すか。 

カスタマイズ (実体化) されたページにある Web パーツ領域が

サイト定義に含まれていない場合、その Web パーツ領域の

Web パーツはアップグレード時にページの下部領域に移動する

可能性があります。 

ブラウザーまたは SharePoint Designer 2013 のページの

編集モードで、下部領域またはその他の領域で欠落している

Web パーツを探すか、Web パーツが閉じているかどうかを確

認してください。 

壊れている Web パーツ ページ

がありま すか、Web パーツ が 

(正しい領域、場所、サイズで) 

正常に表示されていますか。 

ブラウザーまたは SharePoint Designer 2013 のページの

編集モードで、Web パーツを適切な領域までドラッグするか、

Web パーツのプロパティを変更してサイズや位置の問題を修正

します。 

余分な Web パーツや欠落して

いるWeb パーツはありませんか。 

ブラウザーまたは SharePoint Designer 2013 のページの

編集モードでページを開きます。 

ページに余分な Web パーツが表示されている場合は、ページ

の元のバージョンに閉じている Web パーツや非アクティブな

Web パーツが含まれていないかどうかを確認します。アップグ

レード プロセスによって、閉じている Web パーツや非アクティブ

な Web パーツが開いてることがあります。その場合は、Web 

パーツのプロパティを変更して、それらの Web パーツを閉じるこ

とができます。 

Web パーツが欠落している場合は、SharePoint Designer 

2013 で 「コントロールの表示のエラー」、「アセンブリ不足エ

ラー」 などのエラーが発生していないかどうか確認します。これら

のエラーは、Web パーツがインストールされていないか新しい環

境に合わせて適切に構成されておらず、再インストールか再構

成が必要であることを示しています。 

Web パーツは正しく動作してい

ますか。 

ブラウザーまたは SharePoint Designer 2013 のページの

編集モードでページを開き、コンポーネントやサービスが見つから



 

30 

 

チェックポイント 問題の解決方法 

ないというエラーが発生していないかどうかを確認します。アップグ

レードされたサイトに、Web パーツが依存するコンポーネントや

サービスが存在することを確認します。特にデータベース接続アッ

プグレード方式の場合は、Web パーツで必要なすべてのコン

ポーネントやサービスがインストールされ、それらが適切に構成さ

れていること (たとえば、Web.config の安全なコントロール リ

ストが構成されていること) を確認する必要があります。 

存在するが正しく機能しなくなったWeb パーツがあれば、それを

更新して再展開します。 

チェックアウトされたままの Web 

パーツ ページはありませんか。 

変更するためにページをチェックアウトした場合は、必ずそのペー

ジをチェックインしてください。 

Excel Web Access Web パー

ツは正しく動作していますか。接

続の再作成は正しいですか。外

部データ ソースは動作しています

か。 

すべての接続と外部データ ソースを確認します。 

 

2.4.2 大きなサイズのリスト 

リストが非常に大きい場合、ユーザーが制限・調整しているしきい値を越えるビューを使用することや

クエリを実行することは許可されていません。その場合はサイト管理者またはリスト管理者に問題に対

処してもらう必要があります。 

管理者は以下のような方法を使用して問題に対処します。 

 フィルターを設定したビューを使用し、インデックス付きの列を作成する。 

 アイテムをフォルダーに整理する。 

 ビューにアイテムの制限値を設定する。 

 外部リストを使用する。 

 

2.4.3 スタイルと外観 

アップグレード後の Web サイトのスタイルと外観に関する一般的な問題と、その解決方法を下表に

示します。 

チェックポイント 問題の解決方法 

ページ上のイメージはすべて正しく

表示されていますか。 

イメージへのリンクを確認または修正します。 

適切なカスケード スタイル シー カスケード スタイル シート ファイルへのリンクを確認または修正
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チェックポイント 問題の解決方法 

トの色およびスタイルが適切な場

所で使用されていますか。 

します。マスター ページのリンクを確認します。 

テーマの選択肢は SharePoint 

2013 では異なります。どちらの

テーマを使用しますか。 

サイトのホーム ページまたはサイト内の他のページの外観が、サ

イトのアップグレード後に変化する場合があります。テーマを再作

成するか更新し、再適用する必要がある場合があります。 

機能していない JavaScript コ

ントロールはありませんか。 

コントロールへのリンクを確認または修正します。 

ページはブラウザーで正しく表示さ

れますか。 

ページの HTML が strict XHTML モードであることを確認しま

す。 

スクリプ ト  エ ラーが表示される

ページはありませんか。 

スクリプトとリンクを確認し、HTML が strict XHTML モードで

あることを確認します。 

 

2.4.4 カスタマイズ (実体化） されたページ 

既存のテンプレート ページではなく、編集されてサイト固有のバージョンとなったページについての問題

と、その解決方法を下表に示します。 

チェックポイント 問題の解決方法 

カスタマイズはまだ有効ですか。 問題点は 1 つだけなのか、ページ全体に関する大きな問題なの

かを判断します。 

元のサイトに新しいページを追加した場合 (たとえば、既存の

Default.aspx ファイルを変更するのではなく、Default.aspx

を別のファイルと置き換えた場合)、その新しいページはサイト定

義と関連付けられていません。このため、アップグレードされたサイ

トで、他のページと外観が統一されない可能性があります。 

また、このページをリセットしても、他のページと同じ外観に戻すこ

とができません。カスタマイズされたページをサイト内の他のページ

と同じ外観にする場合は、サイト定義に基づいた新しいページを

作成し、その新しいページにカスタマイズ内容を移すことを検討し

てください。 

ページの編集コントロールにアクセ

スできますか。 

編集コントロール (SharePoint 2010 製品 の [サイトの操

作] リンク、[ページの編集] リンクなど) をカスタマイズした場合

は、それらのコントロールを表示できるかどうか確認します。表示

されない場合は、ページを既定のバージョンにリセットして、編集

コントロールを新しいバージョンのコントロールと置き換えます。 

SharePoint Designer で [テンプレートにリセット] コマンド

を使用して、ページを既定のバージョンにリセットします。既定の

ページを 復元したら、別のマ スター  ページを 適用するか、

SharePoint Designer でカスタマイズを再適用して、ブラウ

ザーでカスタマイズを再適用できます。 
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チェックポイント 問題の解決方法 

元のページのカスタマイズは新しい

環境でも適切ですか。新しい機

能と外観に更新する必要があり

ますか。 

新しい機能を使用するには、カスタマイズしたページをリセットして

テンプレートを使用するようにする必要があります。ページをリセッ

トすると、基本的にカスタマイズは破棄され、ページは該当のマス

ター ページに関連付けられます。目的のカスタマイズは、個々の

ページに保存するのではなく、マスター ページに転送できます。 

SharePoint Designer で [テンプレートにリセット] コマンド

を使用して、ページを既定のバージョンにリセット  (非実体化) 

します。既定のページを復元したら、別のマスター ページを適用

するか、SharePoint Designer でカスタマイズを再適用して、

ブラウザーでカスタマイズを再適用できます。 

チェックアウトされたままのページは

ありませんか。 

変更するためにページをチェックアウトした場合は、必ずそのペー

ジをチェックインしてください。 
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3． アップグレードに利用できる機能 

SharePoint 2013 には、サイトの正常性チェッカー、サイト コレクションのアップグレードなどの新し

いアップグレード機能があります。本章では SharePoint 2013 で新たに追加された以下のアップグ

レード機能について説明します。 

 SharePoint 2010 モードと SharePoint 2013 モード 

 遅延アップグレード 

 正常性チェック 

 アップグレード評価サイト コレクション 

 アップグレードのスロットル 

 

3.1 SharePoint 2010 モードと SharePoint 2013 モード 

SharePoint 2010 のビジュアル アップグレード機能では、サイトが新しいユーザー インターフェイス

でどのように表示されるかをサイトの所有者および管理者が確認できました。しかしサイト自体が既に新

しい機能にアップグレードされているため、一部の Web パーツなどの要素は正しく表示されません。 

SharePoint 2013 では、コンテンツ データベースとは別にサイト コレクションをアップグレードできる

ように、サイト コレクションの"モード" (互換性レベル) という概念が導入されています。SharePoint 

2013 では、SharePoint 2010 モードと SharePoint 2013 モードの両方のサイトをホストできる

ように、以下の要素の SharePoint 2010 バージョンと SharePoint 2013 バージョンの両方がイ

ンストールに含まれています。これらのディレクトリを使用して、すべてのサイト コレクションがアップグレード

できるようになるまで、アップグレードされていないサイトをアップグレードされた環境で引き続き使用するこ

とができます。 

 機能、サイトテンプレート、サイト定義、Web パーツ 

ファイル システムのディレクトリは、次のように 14 と 15 のパスの両方に作られます。 

 Web Server Extensions/14/TEMPLATE/Features 

 Web Server Extensions/15/TEMPLATE/Features 

 IIS では、以下のディレクトリがサポートされます。 

 _Layouts、_Layouts/15 

 _ControlTemplates、_ControlTemplates/15 

 ソリューションの展開 (従来のソリューションを 2010 モードで使用するため) 
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既存の SharePoint 2010 製品ソリューションを SharePoint 2013 に展開して、2010 

のサイトで引き続き使用できます。通常は変更は一切不要です。 

 

アップグレードを行ったサイト コレクションは、明確に 2013 モードにアップグレードされるまで、

2010 モードで動作します。新しく作成するサイト コレクションは、どちらのモードにすることもで

きます。既定の設定では 2010 モードのサイトが作成されますが、ファーム管理者であれば設

定を変更することが可能です。 

2010 モードのサイト コレクションは、SharePoint 2010 と同様のユーザー インターフェイス

になり、SharePoint 2010 で使用可能な機能だけが有効になります。2013 モードでは、

SharePoint 2013 のユーザー インターフェイスと機能に更新されます。 

 

3.2 遅延アップグレード 

SharePoint 2010 では、ファーム管理者が一括アップグレード プロセスを使用してサイトを直ちに

アップグレードするか、コマンドを使用してすべてのサイトを同時または個別にアップグレードします。 

SharePoint 2013 では、ファーム管理者は、サイト コレクションの管理者がそれぞれのタイムライン

でサイトを新しいユーザー インターフェイスにアップグレードすることを許可できるようになりました。 

サイト コレクション管理者が、個別にサイト コレクションのアップグレードを行うことを許可した場合、

アップグレード後に初めてそれらのサイトにアクセスする際、サイト上部の通知バーにサイトをアップグレー

ドできることが示されます。サイト コレクション管理者は、これらのサイト コレクションのアップデートを行う

ことができます。 
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3.3 正常性チェック 

サイト コレクションの所有者または管理者は、サイト コレクションの正常性チェッカーを使用することで、

サイトを新しいバージョンにアップグレードする前にサイト コレクションの潜在的な問題を検出し、それらに

対処できます。このチェッカーは、アップグレード後も正常性に関する問題を検出するために使用できま

す。正常性チェックは、[サイトの設定] ページで実行するか、Windows PowerShell を使用して実

行することができます。 

サイト コレクションの正常性チェックでは、以下のルールに基づいてチェックが行われます。 

ルール名 説明 ルール ID 

コンテンツ タイプの

競合 

このルールは、既存のコンテンツ タイプと、サイトを  

SharePoint 2013 にアップグレードしたときに作成さ

れるコンテンツ タイプの競合をチェックします。競合は、

両方のコンテンツ タイプが同じ名前を持つ場合に発生

します。 

befe203b-

a8c0-48c2-

b5f0-

27c10f9e1622 

カスタマ イズされた

ファイル 

このルールは、サイト コレクションまたはサブサイトでカス

タマイズ (実体化) されたファイルがあるかどうかをチェッ

クします。リペア モードで実行すると、ページが既定にリ

セット (非実体化) されることがあります。 

cd839b0d-

9707-4950-

8fac-

f306cb920f6c 

不足しているギャラ

リー 

このルールは、サイト コレクションまたはサブサイトですべ

ての既定のギャラリーをチェックし、そのいずれかが不足し

ているかどうかをチェックします。 

ee967197-

ccbe-4c00-

88e4-

e6fab81145e1 

親コンテンツ タイプ

の欠落 

このルールは、親コンテンツ タイプの欠落をチェックしま

す。親コンテンツ タイプの欠落が見つかった場合は、孤

立しているコンテンツ タイプを削除するか、それを 別の

親コンテンツ タイプに関連付けることができます。 

a9a6769f-

7289-4b9f-

ae7f-

5db4b997d284 

不足しているサイト 

テンプレート 

このルールは、サイトが基盤としているテンプレートが利

用可能で、不足している要素がないかどうかをチェックし

ます。 

5258ccf5-

e7d6-4df7-

b8ae-

12fcc0513ebd 

サポートされていない

言語パックの参照 

このルールは、サイト コレクションによって使用されてい

る言語パックが存在し、サイト コレクションがその言語

パックを正しく参照しているかどうかをチェックします。 

99c946f7-

5751-417c-

89d3-

b9c8bb2d1f66 

サポートされていない 

MUI の参照 

このルールは、サイト コレクションによって使用されてい

るマルチ ユーザー インターフェイス要素が存在し、サイ

ト コレクションがその要素を正しく参照しているかどうか

をチェックします。 

6da06aab-

c539-4e0d-

b111-

b1da4408859a 
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3.3.1 [サイトの設定] ページでサイト コレクションの正常性チェック 

[サイトの設定] ページを使用して、サイト コレクションの正常性チェックを実行します。 

1. この手順を実行するユーザーのアカウントがサイト コレクションの管理者であることを確認してくだ

さい。 

2. 対象のサイト コレクションの [サイトの設定] ページを開き、[サイト コレクションの管理] セク

ションで [サイト コレクションの正常性チェック] をクリックします。 

3. [サイト コレクションの正常性チェックを実行] ページで、[チェックを開始する] をクリックします。 

レポートにはチェックした問題と解決が必要な問題がすべて表示されます。 

4. すべての問題を解決したら、[もう一度実行する] をクリックして、問題が修正されていることを

確認します。 

 

3.3.2 サイト コレクション正常性チェックをテスト モードで実行 

Windows PowerShell を使用して、サイト コレクションの正常性チェックをテストモードで実行しま

す。テスト モードは、実行されたルールと結果の概要レポートを表示します。検出した問題の自動修復

はしません。 

1. 次のメンバーシップがあることを確認してください。 

 SQL Server インスタンスに対する securityadmin 固定サーバー ロール 

 更新するすべてのデータベースに対する db_owner 固定データベース ロール 

 Windows PowerShell コマンドレットを実行するサーバー上での Administrators グ

ループ 

 サイト コレクションの管理者、またはポリシーによって Web アプリケーションに対するすべての

読み取り権限 (テスト モード) が与えられているユーザー 

2. [スタート] 画面から [SharePoint 2013 管理シェル] を右クリックし、[管理者として実行] 

をクリックして起動します。 

3. 次のコマンドを入力します。 

Test-SPSite -Identity <SiteURL> [-Rule <RuleID>] 

※ <SiteURL> にはチェックするサイト コレクションの URL を、<RuleID> には実行する

特定のルール ID を入力してください。 
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3.3.3 サイト コレクションの正常性チェックをリペア モードで実行 

Windows PowerShell を使用して、サイト コレクションの正常性チェックをリペア モードで実行し

ます。リペア モードは、検出された問題を自動的に修復します。 

1. 次のメンバーシップがあることを確認してください。 

 SQL Server インスタンスに対する securityadmin 固定サーバー ロール 

 更新するすべてのデータベースに対する db_owner 固定データベース ロール 

 Windows PowerShell コマンドレットを実行するサーバー上での Administrators グ

ループ 

 サイト コレクションの管理者、またはポリシーによって Web アプリケーションに対するフル コ

ントロールの権限 (リペア モード) が与えられているユーザー 

2. [スタート] 画面から [SharePoint 2013 管理シェル] を右クリックし、[管理者として実行] 

をクリックして起動します。 

3. 次のコマンドを入力します。 

Repair-SPSite -Identity <SiteURL> [-Rule <RuleID>] 

※ ＜SiteURL> には修復するサイト コレクションの URL を、<RuleID> には実行する

特定のルール ID を入力してください。 

 

3.4 アップグレード評価サイト コレクション 

サイト コレクション管理者は、アップグレード評価サイト コレクションと呼ばれるサイト コレクションのプ

レビューを要求できます。アップグレード評価サイト コレクションを使用すると、2010 モードで実行して

いるサイト コレクションのコピーを作成し、コピーしたサイト コレクションを 2013 モードで表示します。

SharePoint 2010 のビジュアル アップグレードとは異なり、元のサイト コレクションとは独立した、完

全なコピーとなるので、アップグレード評価サイトでアクションを実行しても、元のサイトには影響がありま

せん。 

評価サイト コレクションを要求すると、1 日に 1 回実行されるタイマー ジョブ (Create Upgrade 

Evaluation Site Collections) に要求が追加されます。アップグレード評価サイトが使用可能にな

ると、評価サイトへのリンクが含まれた電子メール メッセージが送られます (最大 24 時間かかります) 。

また、アップグレード評価サイト コレクションには自動的に有効期限が設定されます (既定では 30 

日後)。 
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3.4.1 アップグレード評価サイト コレクションを要求するには 

1. この手順を実行するユーザー アカウントがサイト コレクション管理者であることを確認します。 

2. サイト コレクションの [サイトの設定] ページで、[サイト コレクションの管理] セクションの [サ

イト コレクションのアップグレード] をクリックします。 

3. [SharePoint 2013 へのステップアップ] ページで、[デモ アップグレードを試す] をクリックしま

す。 

このオプションは、アップグレード評価サイト コレクションの生成プロセスを開始します。 

4. [アップグレード評価サイト コレクションの作成] ボックスで、[アップグレード評価サイト コレクショ

ンの作成] をクリックします。 

ボックスが開き、デモ サイト要求が受け取られたことが示されます。 

5. [閉じる] をクリックしてボックスを閉じます。 

 

3.5 アップグレードのスロットル 

SharePoint 2013 では、サイト コレクションのアップグレードによってファームが停止することを避け

るために、Web アプリケーション、データベース、およびコンテンツ レベルでスロットルが組み込まれていま

す。そのため、100 人のサイト コレクションの所有者が各自のサイト コレクションを同時にアップグレード

しようとしても、同時に実行されるのは一部だけで、残りはキューに入れられて後から実行されます。 

サイト コレクションのアップグレードは次のように調整されます。 

レベル 一度にアップグレードできる 

サイト コレクションの最大数 

スロットルの設定を制御する 

プロパティ 

Web アプリケーション 既定値は、Web アプリケーション インスタ

ンスあたり 5 です。 

それ以上の要求はキューに入れられます。 

SPWebApplication.SiteU

pgradeThrottleSettings 

AppPoolConcurrentUpgr

adeSessionLimit 

コンテンツ データベー

ス 

既定値は、コンテンツ データベースあたり

10 です。 

それ以上の要求はキューに入れられます。 

SPContentDatabase.Con

currentSiteUpgradeSessi

onLimit 
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レベル 一度にアップグレードできる 

サイト コレクションの最大数 

スロットルの設定を制御する 

プロパティ 

サイト コレクションのコ

ンテンツ (サイズとサブ  

サイトの数) 

10MB を超えるサイズ、または 10 個以上

のサブサイトを持つサイトは、サイト コレク

ションの管理者が自分でアップグレ ードする

ことはできず、ファーム管理者によるアップグ

レードが必要です。 

SPWebApplication.SiteU

pgradeThrottleSettings 

UsageStorageLimit および 

SubwebCountLimit 

同時にアップグレードできるサイト コレクションの数は、既定のスロットル設定を使用するか、独自の

値を指定できます。ファーム管理者は、Windows PowerShell を使用してサイトをアップグレードする

際にスロットル設定を上書きすることもできます。これらの値の変更は慎重に行い、使用する設定を運

用環境で実装する前にテスト環境で検証してください。スロットルの値を増やしすぎると、パフォーマンス

に問題が生じることがあります。 

詳細は、以下の TechNet 情報をご参照ください。 

 サイト コレクションのアップグレードの調整とキューを計画する 

http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff191199(v=office.15).aspx#Throttling  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff191199.aspx#Throttling
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff191199.aspx#Throttling
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4． アップグレード手順 

SharePoint 2010 から SharePoint 2013 へ、データベース接続アップグレードを行う手順につ

いて、記載します。 

 

4.1 アップグレード元の環境 

SharePoint 2010 ファームには、アップグレード対象となる以下のサンプル サイト コレクションや

データベースがあります。 

 

 ポータル、チームサイトのコンテンツ DB 

全社ポータルやプロジェクトサイトなど、複数のサイト コレクションが存在するコンテンツ DB 

 個人用サイトのコンテンツ DB 

個人用サイトのサイト コレクションが存在するコンテンツ DB 

 サービス アプリケーションの DB 

 Managed Metadata Service アプリケーション 

 Search Service アプリケーション 

 User Profile Service アプリケーション 

 Bussiness Data Connectivity Service アプリケーション 
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 Secure Store Service アプリケーション 

 PerformancePoint Services アプリケーション 

 

4.2 アップグレード手順の確認 

アップグレードを開始する前に、全体の流れと手順を確認しておきます。 

 

SharePoint 2010 側で、必要に応じて以下の事前準備を行います。 

1. クリーンアップ 

2. 既存環境（アップグレード元）の情報把握と確認 

3. アップグレードエラーの可能性の排除 

 

SharePoint 2013 へのアップグレードは、以下の手順で行います。 

1. SharePoint 2013 ファームの新規作成 

2. データベースをバックアップし、新しいファームにコピー 

3. サービス アプリケーションのアップグレード 

4. Web アプリケーション作成、データベースのアップグレード 

5. ファーム全般の設定 

6. サイト コレクションのアップグレード 

7. サイト コレクションのアップグレード後の考慮 

 

4.3 サービス アプリケーションの情報取得 

サービス アプリケーションの以下の情報を取得しておきます。 

 Secure Store Service アプリケーションのパスフレーズを記録 

 

4.3.1 Secure Store Service アプリケーションのパスフレーズを記録 

Secure Store Service アプリケーションは、パスフレーズを使用して情報を暗号化します。よって、

新しい環境で使用できるように、キー生成時に入力したパスフレーズを記録しておきます。 

パスフレーズがわからない場合は新しい環境に設定できないため、Secure Store Service の情報

にアクセスできなくなります。 
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既存環境で新たなパスフレーズでキーを更新する場合は、以下をご参照ください。 

 Secure Store Service を構成する (SharePoint Server 2010) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee806866(v=office.14) 

 

 

 

4.4 SharePoint 2013 の新環境を作成 

アップグレード先の新しい SharePoint 2013 ファーム環境をインストールします。 

SharePoint 2013 の新規ファームをインストール後、SharePoint 2013 製品構成ウィザードが

完了し、全体管理サイトが起動できることを確認します。 

次のサービス アプリケーション は、データベースのアップグレード後に構成するため、まだ新規作成し

ません。 

 Business Data Connectivity Service アプリケーション 

 Managed Metadata Service アプリケーション 

 User Profile Service アプリケーション 

 Search Service アプリケーション 

 Secure Store Service アプリケーション 

 Performance Point Services アプリケーション 

また、Web アプリケーションも、以後の手順の中で作成します。 

 

 参考：SharePoint 2013 ファームのインストールについては、以下をご参照下さい。 

 SharePoint 「評価のためのインストール構成ガイド」 第 3 章 

http://www.microsoft.com/ja-

jp/sharepoint/resources/default.aspx#unit1 

 3 層ファームの複数のサーバーに SharePoint 2013 をインストールする 

http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/ee805948(v=office.15).aspx 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee806866(v=office.14)
http://www.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/resources/default(v=office.15).aspx#unit
http://www.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/resources/default(v=office.15).aspx#unit
http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/ee805948(v=office.15).aspx
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4.5 データベースを新しいファームにコピー 

SharePoint 2010 環境から SharePoint 2013 環境へデータベースをコピーします。 

 

4.5.1 実行アカウントの権限確認 

コピーを開始する前に、実行アカウントの権限を確認します。ここでは、SQL 管理ア カウ ント 

ug_sqladmin を使用します。 

 使用するアカウントが、SharePoint 2010、SharePoint 2013 の両環境で、SQL Server 

Management Studio にアクセスできる。 

 データベースのコピーを保存する場所に、アクセスできる。 

 データベースを読み取り専用、読み取り／書き込み可能に設定するため、アップグレードするコン

テンツ データベースで、db_owner 固定データベースロールのメンバーになっている。 

1. [エクスプローラー] を開き、以下のバックアップフォルダにアクセスできることを確認します。 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER 

\MSSQL\Backup 

2. SharePoint 2010 ファームの SQL サーバーにログインし、[SQL Server Management 

Studio] を起動します。 
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3. [SQL Server Management Studio] で SQL インスタンスを展開し、[セキュリティ] - [ロ

グイン] を開き、実行するユーザー アカウントを右クリックしてプロパティを開きます。 

 

4. [サーバーロール] を開き、権限を確認します。 

 

ここでは SQL 管理者アカウント（ug_sqladmin）を使うので、これは sysadmin サーバー

ロールが付いています。 

sysadmin 固定サーバーロールのメンバーは自動的に dbo にマップされるため、各データベー

スの db_owner ロールのメンバーになっています。 

5. 同様に、アップグレード先の SharePoint 2013 ファームの SQL サーバーにもログインし、バッ

クアップフォルダのアクセス権と、sysadmin 固定サーバーロールが付加されていることを確認し

ます。  
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4.5.2 データベース整合性エラーの確認 

データベースをバックアップする前に、整合性エラーの有無を確認し、あれば修正します。 

 対象のデータベースに対し、DBCC CHECKDB を実行します。 

 SharePoint Server 2010 のデータベース メンテナンス 

http://technet.microsoft.com/JA-JP/library/cc262731(v=office.15).aspx 

 

4.5.3 前のバージョンのデータベースを読み取り専用に設定 

元の環境へのユーザーアクセスを参照できる状態で維持し、バックアップにすべてのデータを確実に取

り込むためには、コンテンツ データベースを読み取り専用にします。 

コンテンツ データベースを読み取り専用に設定した場合、コンテンツは引き続き表示できますが、追

加と変更はできなくなります。 

1. SQL Server Management Studio でデータベースエンジンに接続し、[データベース] を展

開します。 

2. 読み取り専用にするデータベースを右クリックして [プロパティ] を開き、[データベースのプロパ

ティ] ダイアログボックスで、[ページの選択] セクションの [オプション] をクリックします。 

 

  

http://technet.microsoft.com/JA-JP/library/cc262731(v=office.15).aspx
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3. 詳細ウィンドウの [その他のオプション] の [状態] セクションで、[読み取り専用データベース] 

の値に [True] を選択します。 

 

4. 警告ダイアログが表示されるので、[はい] をクリックします。 

 

5. データベースが (読み取り専用) となったことを確認します。 

 

6. 必要なデータベースに対して、同じ手順で実行します。 
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4.5.4 SQL Server ツールで SharePoint 2010 のデータベースをバック

アップ 

SQL Server Management Studio 内のコンテンツ データベース、およびアップグレードでサポー

トされているサービス アプリケーションのデータベースをバックアップします。 

 

 データベースのバックアップ手順 

データベースを選択し、バックアップを実行します。まず、コンテンツ データベースを順次、バックアップ

します。 

1. SQL Server Management Studio の [オブジェクト エクスプローラー] で、[データベース] 

を展開します。 

2. バックアップするデータベースを右クリックし、[タスク] の [バックアップ] をクリックします。 

 

3. [データベースのバックアップ] ダイアログで、[ソース] の [バックアップの種類] で [完全] を選

択します。 
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4. [バックアップセット] の [名前] を確認し、[バックアップ先] を指定するか追加します。 

 

5. [OK] をクリックして、バックアップ処理を開始します。 

バックアップが正常に完了すると、以下のダイアログボックスが表示されますので、 [OK] をクリッ

クします。 

 

同様の手順で、すべてのコンテンツ データベースをバックアップします。 

 

 サービス アプリケーションのデータベースバックアップ 

コンテンツ データベースと同様に、アップグレード対象のサービス アプリケーションデータベースもすべ

てバックアップします。（以下は既定のデータベース名） 

 Business Data Connectivity 

 Managed Metadata 

 PerformancePoint Service Application_ID 

 Secure_Store_Service_DB_ID 



 

49 

 

 User Profile Service Application_ProfileDB_ID 

 User Profile Service Application_SocialDB_ID 

 Search_Service_Application_DB_ID 

 

ただし、Search Service アプリケーションの管理データベースをバックアップするには、SharePoint 

2010 の Search Service を停止する必要があります。 

 

1. SharePoint 2010 WFE サーバーに SharePoint ファーム管理者でログインし、[スタート] 

メニューの [管理ツール]－[サービス] を開きます。 

2. [SharePoint Server Search 14] を右クリックし、[プロパティ] を開きます。 

 

3. [スタートアップの種類] で [無効] を選択してから、[停止] をクリックし、サービスが停止した

ら [OK] をクリックして閉じます。 

Tips：[スタートアップの種類] を無効にせずサービスを停止すると、1分以内に自動的に [開

始] されます。ただし、停止中は１分毎にアプリケーションログにエラーが記録されます。 

4. 同様に、SharePoint 2010 APP サーバーでも、[SharePoint Server Search 14] を

[無効] にして [停止] します。 

5. 前述のバックアップ手順と同様に、Search_Service_Application_DB_ID データベースを、

[完全] でバックアップします。 
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6. バックアップ完了後、WFE サーバーで [管理ツール]－[サービス] を開き、[SharePoint 

Server Search 14] を右クリックして [プロパティ] を開きます。 

 

7. [スタートアップの種類] で [自動] を選択し、[適用] ボタンをクリックします。 

8. 続いて、[開始] をクリックし、サービスを開始します。 

※ タイミングにより、[自動] を適用した後にサービスが自動的に開始されている場合、[開

始] はクリックできません。 

9. [OK] をクリックして閉じます。 

10. 同様に、APP サーバーでも、[SharePoint Server Search 14] を再開します。 

 

4.5.5 バックアップ ファイルを SharePoint 2013 環境にコピー 

前述までの手順で作成した SQL のバックアップ ファイルを SharePoint 2013 環境の SQL サー

バーにコピーします (既定の出力先は以下)。 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER 

\MSSQL\Backup\*.bak 

アップグレードが失敗したときに備え、元のバックアップ ファイルのコピーを保管しておくことをお奨めしま

す。 
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4.5.6 SQL Server ツールでデータベースのバックアップを復元 

新しい SharePoint 2013 ファームの SQL サーバーで、データベースをバックアップ ファイルから復

元します。元の SharePoint 2010 ファームの SQL Server 2008 R2 で取得したバックアップは、

SQL Server 2012 へ復元することで自動的にアップグレードされます。 

 データベースのバックアップの復元 (SQL Server Management Studio) 

http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms177429(v=office.15).aspx 

1. SharePoint 2013 ファームの SQL サーバーに、SQL 管理者アカウントでログインします。 

2. [スタート] から [SQL Server Management Studio] を起動し、 [オブジェクト エクスプ

ローラー] で [データベース] を展開します。 

3. [データベース] を右クリックし、[データベースの復元] をクリックします。 

 

4. 他の SQL Server のバックアップ ファイルから復元するため、[全般] ページの [ソース] で 

[デバイス] を選択し、[・・・] をクリックします。 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms177429(v=office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms177429(v=office.15).aspx
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5. [バックアップ デバイスの選択] ダイアログで、[バックアップ メディアの種類] で [ファイル] を選

択し、[追加] でコピーしたバックアップ ファイルを選択し、[OK] をクリックします。 

 

6. [転送先] の [データベース] に、自動的にデータベース名が表示されます。 

※ 復元するデータベース名を変更したい場合は、この入力欄の名前を修正します。 

ただし、データベースのファイル名は、バックアップした元の名前で復元されます。 

7. [復元先] ボックスの [最後に作成されたバックアップ] の表示を確認し、[復元するバックアップ

セット] で復元するバックアップを指定します。 
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8. [ページの選択] セクションで [ファイル] をクリックし、データベースファイル (.mdf) およびトラ

ンザクション ログ ファイル（.ldf）それぞれの復元先のパスを確認、または変更します。 

 

9. [OK] をクリックして、復元を開始します。 

10. 復元成功のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。 

 

[データベース] の下に、バックアップ取得時と同じく [読み取り専用] 状態でデータベースが復

元されます。 
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同様の手順で、すべてのバックアップ データベースを SQL Server 上に復元します。 

※ 上記手順でバックアップから復元した状態では、データベースの [バックアップ先] に復元ファイ

ル名が残っています。SharePoint のアップグレード完了後、必要に応じてデータベースのバック

アップ先を修正します。 

 

 

4.5.7 データベースを読み取り／書き込み可能に設定 

バックアップ取得前に [読み取り専用] に設定していたデータベースは、復元後も読み取り専用に

なっているため、[読み取り／書き込み可能] に変更します。 

1. [SQL Server Management Studio] で [データベース] を展開し、変更する読み取り専

用状態のデータベースを右クリックして [プロパティ] を開きます。 

2. [ページの選択] セクションの [オプション] を開きます。 
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3. 詳細ウィンドウの [その他のオプション] の [状態] セクションで、[読み取り専用データベース] 

の値を [False] に変更します。 

 

4. [OK] をクリックします。 

5. 接続を閉じて良いか確認が表示された場合は、[はい] をクリックします。 

 

6. データベースの (読み取り専用) 表示が消えます。 

 

7. 他のコンテンツ データベースも同様に、読み取り専用を [False] に変更します。 
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4.6 サービス アプリケーションのアップグレード 

コンテンツ データベース をアップグレードする前に、新しいファームのサービス アプリケーションを作成

する必要があります。 

以下のサービス アプリケーションは、データベースのアップグレードを実行することで、アップグレードでき

るため、SharePoint 2013 で新しいサービス アプリケーションを作成し、使用するデータベース名に

バックアップから復元したデータベースを指定します。 

 Business Data Connectivity Service アプリケーション 

 Managed Metadata Service アプリケーション 

 User Profile Service アプリケーション 

 Search Service アプリケーション 

 Secure Store Service アプリケーション 

 Performance Point Services アプリケーション 

 

サービス アプリケーションのアップグレードプロセスは、以下の順番で実行します。 

① サービス アプリケーション プールを決定、または作成する。 

② サービス インスタンスを開始する 

③ サービス アプリケーションを作成し、データベースをアップグレードする 

④ サービス アプリケーションのプロキシを作成する 

⑤ プロキシが既定のグループにあることを確認する 

ただし、②のサービス インスタンスの開始で、Search Service については全体管理の [サーバー

のサービスの管理] ページから操作できないため、PowerShell コマンドで実行します。詳細は後述の

各項を参照してください。 

 

アップグレードを実行するアカウントは、以下の権限が必要です。 

 全体管理の Farm Administrators グループのメンバー 

 SQL Server インスタンスに対する securityadmin 固定サーバーロール 

 更新するデータベースに対する db_owner 固定データベースロール 

 PowerShell を実行するサーバーの Administrators グループ 
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本自習書では、サービス  ア プ リケーションのア ップ グレ ードは、ファーム管理者ア カウン ト 

ug_spsadmin (SQL では sysadmin) で実行します。 

 

4.6.1 サービス アプリケーション プールを作成する 

アップグレードされたサービス アプリケーションに使用するためのサービス アプリケーション プールを決め

ます。ここでは、新規に [SharePoint Web Services Default] を作成します。 

1. SharePoint 2013 の Web サーバーに SharePoint ファーム管理者でログインします。 

2. [スタート] 画面から [SharePoint 2013 管理シェル] を右クリックし、[管理者として実行] 

をクリックして起動します。 

 

3. サービス アプリケーション用に新しいアプリケーション プールを作成します。 

New-SPServiceApplicationPool  -Name  ‘SharePoint Web Services 

Default’  -Account  CONTOSO\ug_spsservice 
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4.6.2 サービス インスタンスを開始する (Search 以外) 

Search Service 以外の５つのサービスについては、SharePoint 2013 の全体管理から サービ

ス アプリケーション インスタンスを開始します。 

1. SharePoint 2013 の Web サーバーに SharePoint ファーム管理者でログインし、[スター

ト] 画面から [SharePoint 2013 サーバーの全体管理] を起動します。 
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2. 全体管理の [アプリケーション構成の管理] ページを開き、[サービス アプリケーション] セクショ

ンの [サーバーのサービスの管理] をクリックします。 

 

3. 右上の [サーバー：] のサーバー名をクリックし、[サーバーの変更] メニューをクリックします。 
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4. [サーバーの選択] ダイアログで、アプリケーション サーバーをクリックします。 

※ ここでは、各サービスをアプリケーション サーバーに配置する構成としています。設計により、

サービスの配置先を選択してください。 

 

5. [サーバーのサービスの管理] ページに戻り、アプリケーション サーバーが選択されていることを確

認します。 

 

6. [Bussiness Data Connectivity Service] の右横の [開始] をクリックします。 

7. [開始処理中] になるので、しばらくしてからブラウザを更新し、[開始済み] になるまで待ちま

す。 

 

8. 同様に、[Managed Metadata Service] の右横の [開始] をクリックし、[開始済み] に

します。 

9. 同様に、[Performance Point Services] の右横の [開始] をクリックし、[開始済み] に

します。 

10. 同様に、[Secure Store Service] の右横の [開始] をクリックし、[開始済み] にします。 
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11. 同様に、[User Profile Service] の右横の [開始] をクリックし、[開始済み] にします。 
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4.6.3 サービス インスタンスを開始する（Search） 

Search Service のインスタンスは、PowerShell コマンドで開始します。 

本構成では、WFE サーバー、および APP サーバーで、Search Service インスタンスを開始しま

す。 

1. SharePoint 2013 ファームの WFE サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 

2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 

2. PowerShell の画面で次のコマンドを入力し、WFE サーバーで Search Service インスタ

ンスを開始します。 

$hostWeb = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  

"sps2013web" 

Start-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  $hostWeb 

3. 次のコマンドを、[Status] が [Online] になるまで繰り返して待ちます。 

Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  $hostWeb 

 

4. 同様に、APP サーバーでも、Search Service インスタンスを開始します。 

$hostApp = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  

"sps2013app" 

Start-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  $hostApp 

5. 次のコマンドを、[Status] が [Online] になるまで繰り返して待ちます。 

Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  $hostApp 
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4.6.4 Secure Store Service アプリケーションをアップグレード 

バックアップから復元したデータベースを指定して Secure Store Service アプリケーションを新規

作成し、アップグレードします。プロキシを作成した後、暗号化キーを更新し、前の環境からのパスフレー

ズを復元します。 

1. SharePoint Web サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 2013 管理シェル] 

を [管理者として実行] で起動します。 

2. 使用するアプリケーション プールを取得します。 

$appPool = Get-SPServiceApplicationPool  -Identity  'SharePoint Web 

Services Default' 

3. アプリケーション名と、復元したデータベース名を指定してサービスを作成し、アップグレードします。 

$sss = New-SPSecureStoreServiceApplication  -Name  'Secure Store 

Service'  -ApplicationPool  $appPool  -DatabaseName  

'Secure_Store_Service_DB'  -AuditingEnabled 
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4. アプリケーション プロキシを作成します。 

$sssp = New-SPSecureStoreServiceApplicationProxy  -Name  'Secure 

Store Service'  -ServiceApplication  $sss  -DefaultProxyGroup 

 

5. SharePoint サーバー上のキーを Secure Store のマスターキーと同期するため、パスフレー

ズを指定して以下を実行します。 

Update-SPSecureStoreApplicationServerKey  -Passphrase  

<Passphrase>  -ServiceApplicationProxy  $sss 

<Passphrase> には、パスフレーズの文字列を設定します ( ’  ‘ で文字列を囲む) 。 

6. サーバーの全体管理サイトを開き、[アプリケーション構成の管理] セクションの [サービス アプリ

ケーションの管理] をクリックします。 

7.  [Secure Store Service] をクリックし、アプリケーション画面が開くことを確認します。 

 

 

4.6.5 Bussiness Data Connectivity Service アプリケーションをアッ

プグレード 

バックアップから復元したデータベースを指定して Bussiness Data Connectivity Service アプ

リケーションを新規作成し、アップグレードします。アプリケーション プロキシは自動的に作成され既定の

プロキシ グループに割り当てられるため、アプリケーション プロキシを作成する必要はありません。 

1. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 

2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 
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2. 使用するアプリケーション プールを取得します。 

$appPool = Get-SPServiceApplicationPool  -Identity  'SharePoint Web 

Services Default' 

3. アプリケーション名と、復元したデータベース名を指定してサービスを作成し、アップグレードします。 

New-SPBusinessDataCatalogServiceApplication  -Name  'Business Data 

Connectivity Service'  -ApplicationPool  $appPool  -DatabaseName  

'Bdc_Service_DB' 

 

4. サーバーの全体管理サイトを開き、[アプリケーション構成の管理] セクションの [サービス アプリ

ケーションの管理] を開くと、Bussiness Data Connectivity Service のアプリケーション 

プロキシも自動的に作成されています。 
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4.6.6 Managed Metadata Service アプリケーションをアップグレード 

Managed Metadata Service アプリケーションを新規作成 (データベースも新規作成) し、アプ

リケーション作成後、アプリケーション プロキシを作成し既定のプロキシ グループに追加します。 

バックアップから復元したデータベースは、アプリケーション作成後にプロパティから変更し、アップグレー

ドします。そのため、新規作成時のデータベース名は復元したデータベース名と重ならないよう、一時的

な名称で指定します。 

また、User Profile Service アプリケーションをアップグレードする前に、Managed Metadata 

Service アプリケーションをアップグレードしておく必要があります。 

※ TechNet の記載では、バックア ップ から復元したデータベースを 指定して、Managed 

Metadata Service アプリケーションを新規作成していますが、その方法ですと用語ストア管理

ツールが開けません。本自習書では、新規作成後にデータベースを変更する方法で行います。 

1. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 

2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 

2. 使用するアプリケーション プールを取得します。 

$appPool = Get-SPServiceApplicationPool  -Identity  'SharePoint 

Web Services Default' 

3. アプリケーション名と、データベース名を指定してサービスを作成し、アップグレードします。 

データベース名は、必ず復元したデータベース名と重ならない一時的な名前を指定します。 

$mms = New-SPMetadataServiceApplication  -Name  'Managed 

Metadata Service'  -ApplicationPool  $appPool  -DatabaseName  

'Managed Metadata Service temp' 

 

SQL サーバー上には、指定した名称のデータベースが新規作成されます。  
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4. 既定のプロキシ グループを指定し、アプリケーション プロキシを作成します。 

New-SPMetadataServiceApplicationProxy  -Name  'Managed Metadata 

Service'  -ServiceApplication  $mms  -DefaultProxyGroup 

 

 

5. サーバーの全体管理サイトを開き、[アプリケーション構成の管理] セクションの [サービス アプリ

ケーションの管理] を開きます。 

6. [Managed Metadata Service] の横をクリックし、選択状態にします。 

(文字のリンクはクリックしないでください。) 
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7. リボンメニューの [プロパティ] をクリックして [新しい Managed Metadata Service の作

成] を開き、[データベース名] を復元したアップグレード対象の Managed Metadata 

Service データベースに変更します。 

 

8. [OK] をクリックします。 

これにより、Managed Metadata Service のデータベースが、復元したデータベースに変更

され、アップグレードされます。 

9. 続いて、[サービス アプリケーションの管理] 画面で、[Managed Metadata Service] の名

称のリンクをクリックし、[用語ストアの管理ツール] を開きます。 

 

10.  [用語ストアの管理者] のアカウント名を確認し、右下の [名前の確認] アイコンをクリックし

ます。 
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11. アカウントが表示名に変わります。 

 

12. [保存] ボタンをクリックします。画面は再表示されるので、ブラウザで閉じます。 

これにより、用語ストア管理者アカウントが、内部的にクレーム認証 ID 形式で保存されます。 

13. SQL サーバーに、SQL 管理者アカウントでログインします。 

14. [スタート] から [SQL Server Management Studio] を起動し、 [オブジェクト エクスプ

ローラー] で [データベース] を展開します。 

15. 一時的に作成したテンポラリのデータベース名を右クリックし、[削除] を選択します。 

16. [オブジェクトの削除] 画面が開くので、[既存の接続を閉じる] にチェックを入れ、[OK] をク

リックして削除します。 
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4.6.7 User Profile Service アプリケーションをアップグレード 

バックアップから復元したデータベースを指定して User Profile Service アプリケーションを新規作

成しアップグレードします。アプリケーション作成後、アプリケーション プロキシを作成し既定のプロキシ グ

ループに追加します。 

User Profile Service ア プ リケーションをアップグレードするには、  Managed Metadata 

Service アプリケーションをアップグレードしておきます。 

※ 本自習書では、Profile DB、Social DB をアップグレードし、Sync DB は新規作成します。その

ため、Microsoft Identity Integration Server (MIIS) 暗号化キーのインポートは必要あり

ません。 

1. SharePoint 2013 ファームの SQL サーバーに SQL 管理者でログインします。 

2. [SQL Server Management Studio] を起動し、 [データベース] で以下を確認します。 

 Profile DB、Social DB が復元されている。 

 Sync DB は無い。(新規作成するため) 

3. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーに、ファーム管理者 (ug_spsadmin) ではな

く、SharePoint ファームのデータベース アクセス アカウント (ug_spsfarm) でログインします。 

※ アカウント権限が違うと、以降の手順で Synchronization Service を開始できません。 

4. [SharePoint 2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 

5. 使用するアプリケーション プールを取得します。 

$appPool = Get-SPServiceApplicationPool  -Identity  'SharePoint Web 

Services Default' 

6. アプリケーション名と、Profile DB、Social DB は復元したデータベース名を指定し、Sync DB

は新規作成するデータベース名を指定してサービスを作成し、アップグレードします。 

※ Sync DB は新規作成するので、同名称のデータベースがある場合は削除しておきます。 

$upa = New-SPProfileServiceApplication  -Name  'User Profile サービス' –

ApplicationPool  $appPool  -ProfileDBName  'User Profile Service 

Application_Profile DB'  -SocialDBName  'User Profile Service 

Application_Social DB'  -ProfileSyncDBName  'User Profile Service 

Application_Sync DB' 
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7. 既定のプロキシ グループを指定し、アプリケーション プロキシを作成します。 

New-SPProfileServiceApplicationProxy  -Name  'User Profile サービス' -

ServiceApplication  $upa  -DefaultProxyGroup 

 

 

8. サーバーの全体管理サイトの [サービス アプリケーションの管理] を開くと、User Profile サー

ビスとアプリケーション プロキシが作成されています。 

 

 

 アプリケーション サーバーに同期サービスを設定する 

続けて、Synchronization Service を実行するサーバーを設定します。 

※ 本自習書では、Synchronization Service は APP サーバーに配置します。 

1. サーバーの全体管理サイトを開き、[システム設定] の [サーバーのサービス管理] ページを開

きます。 
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2. 右上の [サーバー：] のサーバー名をクリックし、[サーバーの変更] メニューをクリックします。 

 

3. [サーバーの選択] ダイアログで、APP サーバーをクリックします。 

 

4. [サーバーのサービス管理] ページに戻り、APP サーバーが選択されていることを確認します。 

 

5. [User Profile Service] が [開始済み] になっていることを確認します。 

 

6. [User Profile Synchronization Service] の [開始] をクリックします。 
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7. サービス実行アカウントのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。 

 

8. サーバーの全体管理サイトの  [サーバーのサービス管理 ]ページで、[User Profile 

Synchronization Service] が [開始処理中] になります。 

 

9. ページを更新しながら、処理の終了を待ちます。 

10. APP サ ー バ ー の  [ サ ー ビ ス ] で 、 [Forefront Identity Manager Service] と 

[Forefront Identity Manager Synchronization Service] が [実行中] になります。 

 

11. [User Profile Synchronization Service] が [開始済み] になります。 

 

12. Sync DB を新規作成しているため、User Profile Service のプロファイル インポートの接続

設定、および必要に応じてマッピング定義を、再作成します。 

 

  



 

74 

 

4.6.8 PerformancePoint Service アプリケーションをアップグレード 

バックアップから復元したデータベースを指定して PerformancePoint Service アプリケーションを

新規作成しアップグレードします。アプリケーション作成後、アプリケーション プロキシを作成し既定のプロ

キシ グループに追加します。 

1. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 

2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 

2. 使用するアプリケーション プールを取得します。 

$appPool = Get-SPServiceApplicationPool  -Identity  'SharePoint Web 

Services Default' 

3. アプリケーション名と、復元したデータベース名を指定してサービスを作成し、アップグレードします。 

$pps = New-SPPerformancePointServiceApplication  -Name  

'PerformancePoint Service Application'  -ApplicationPool  $appPool  -

DatabaseName  'PerformancePoint Service Application' 

 

4. 既定のプロキシ グループを指定し、アプリケーション プロキシを作成します。 

New-SPPerformancePointServiceApplicationProxy  -Name  

'PerformancePoint Service Application'  -ServiceApplication  $pps  -

Default 
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5. サ ー バ ー の 全 体 管 理 サ イ ト の  [ サ ー ビ ス  ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 管 理 ] を 開 く と 、

PerformancePoint Service アプリケーションとアプリケーション プロキシが作成されています。 

 

 

4.6.9 Search Service アプリケーションをアップグレード 

バックアップから復元したデータベースを指定して Search Service アプリケーションを新規作成し

アップグレードします。アプリケーション作成後、アプリケーション プロキシを作成し既定のプロキシ グルー

プに追加します。 

1. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 

2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 

2. 使用するアプリケーション プールを取得します。 

$appPool = Get-SPServiceApplicationPool  -Identity  'SharePoint Web 

Services Default' 

3. ローカルサーバー (ここではログインしている Web サーバー) の Search Service インスタン

スを取得します。 

$searchInst = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -local 
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4. アプリケーション名、アプリケーション プール、復元したデータベース名、データベース サーバー、

および検索管理のインスタンスを指定してサービスを作成し、アップグレードします。 

Restore-SPEnterpriseSearchServiceApplication  -Name  'Search Service 

アプリケーション 1'  -applicationpool  $appPool  -databasename  

'Search_Service_アプリケーション_1_DB'  -databaseserver  sps2013db  -

AdminSearchServiceInstance  $searchInst 
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※ Search Service アプリケーションのアップグレードは、ネットワークまたは SQL Server 

の遅延など、アップグレード時の問題で失敗する可能性があります。エラーメッセージが表

示された場合は、検索管理データベースを削除後、復元しなおして再度アップグレードを

実行してください。 

5. Search Service アプリケーションの ID を取得します。 

$ssa = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication 

6. Search Service アプリケーションの Proxy を作成します。 

New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy  -Name  ‘Search 

Service アプリケーション 1’  -SearchApplication  $ssa 

 

7. Serach Service アプリケーション プロキシの ID を取得し、既定のプロキシ グループに追加

します。既定のグループに追加するには、空の identity パラメータ (“ “) を使います。 

$ssap = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy 

 

Add-SPServiceApplicationProxyGroupMember  -member  $ssap  -

identity  " " 

 

8. 既定のプロキシ グループを確認します。 

$pg = Get-SPServiceApplicationProxyGroup  -Identity  " " 

 

$pg.Proxies 
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4.6.10 検索トポロジの変更 

Search Service アプリケーションをアップグレード後、Web サーバーに展開された検索コンポーネ

ントを APP サーバーへ移動するため、検索トポロジを変更します。 

[Search Service アップグレード後の検索トポロジ] 

 

Search Service アプリケーションでは、検索クロール等を実行せずに、続けて以下の手順を行い、

すべての検索コンポーネントとインデックスパーティションを Application サーバーに展開します。 

 

1. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーに SharePoint ファーム管理者でログインし、 

[スタート] から [SharePoint 2013 サーバーの全体管理] を開きます。 

2. [アプリケーション構成の管理] セクションの [サービス アプリケーションの管理] を開きます。 

3. [Search Service Application] の名前をクリックし、[検索管理] ページを開きます。 
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4. [検索管理] ページの [システムの状態] で、[検索可能なアイテム] が ”0“ であることを確

認します。 

 

5. サイドメニューの [クロール] セクションにある [コンテンツ ソース] をクリックし、既存のコンテンツ 

ソースの [状態] が [アイドル] であることを確認します。 

 

6. [SharePoint 2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 
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7. 検索コンポーネントを追加する APP サーバーの検索サービス インスタンスを取得し、“オンライ

ン” 状態（Status が Online）であることを確認します 

$hostAPP = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity 

"sps2013app" 

 

$hostAPP 

 

8. 新しい検索トポロジを作成します。 

$ssa = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication 

$newTopology = New-SPEnterpriseSearchTopology  -SearchApplication  

$ssa 
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9. すべての検索コンポーネントを新しい検索トポロジに追加します。インデックスパーティションも１

つ追加します。 

New-SPEnterpriseSearchAdminComponent  -SearchTopology  

$newTopology  -SearchServiceInstance  $hostAPP 

New-SPEnterpriseSearchCrawlComponent  -SearchTopology  

$newTopology  -SearchServiceInstance  $hostAPP 

New-SPEnterpriseSearchContentProcessingComponent  -

SearchTopology  $newTopology  -SearchServiceInstance  $hostAPP 

New-SPEnterpriseSearchAnalyticsProcessingComponent  -

SearchTopology  $newTopology  -SearchServiceInstance  $hostAPP 

 

New-SPEnterpriseSearchQueryProcessingComponent  -SearchTopology  

$newTopology  -SearchServiceInstance  $hostAPP 

New-SPEnterpriseSearchIndexComponent  -SearchTopology  

$newTopology  -SearchServiceInstance $hostAPP  -IndexPartition 0 
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10. 新しい検索トポロジをアクティブにセットし、状態が [Active] になり、既存のトポロジの状態が 

[InActive] になったことを確認します。 

※ 本コマンドは、環境により完了するまでに数分～数時間かかる場合があります。 

(参考： 本書記載の環境では、約 20 分) 

Set-SPEnterpriseSearchTopology  -Identity  $newTopology 

 

Get-SPEnterpriseSearchTopology  -SearchApplication  $ssa 

 

[InActive] になった古い検索トポロジの GUID は、後で削除するコマンドで利用するため、

控えておきます。 
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11. 新しい検索トポロジのすべてのコンポーネントが実行されていることを確認します。アクティブなコ

ンポーネントの状態は、[Active] と表示されます。 

Get-SPEnterpriseSearchStatus  -SearchApplication  $ssa  -Text 
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12. サーバーの全体管理サイトの [検索管理] で、[検索アプリケーションのトポロジ] を表示し、

検索トポロジが変更され、各コンポーネントのサーバーが変更されていることを確認します。 

 

13. 非アクティブのまま残っている古い検索トポロジを削除します。 

-Identity には、先の手順で確認した古いトポロジの GUID を指定します。 

Remove-SPEnterpriseSearchTopology  -Identity  <Inactive となったトポロジ

の TopologyId>  -SearchApplication  $ssa 

 

14. Web サーバーの Search インスタンスを停止します。 

$hostWEB = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  

"sps2013web" 

 

Stop-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  $hostWEB 
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※ サーバーの全体管理サイトの [サーバーのサービスの管理] 画面では、[SharePoint 

Server Search] は停止できません。以下の警告ダイアログが表示され、[OK] をクリッ

クしても [サービス アプリケーションの管理] 画面へ誘導されます。 

 

15. [Status] が [Disabled] になるまで、状態を繰り返し確認します。 

Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance  -Identity  $hostWEB 
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4.7 新しいファームに Web アプリケーションを構成 

Web アプリケーションは、SharePoint 2013 で新規作成し、その後、SharePoint 2010 の

Web アプリケーション相当の設定を同様に加えます。 

認証モードについては、SharePoint 2013 で推奨される [クレーム認証モード] に変換します。

本書では、SharePoint 2013 に [クラシック認証モード] の Web アプリケーションを作成した後、

[クレーム認証モード] に変換するシナリオの手順で実施します。 

 

サービス アプリケーションのアップグレードと同様に、実行するアカウントには、以下の権限が必要です。 

 全体管理の Farm Administrators グループのメンバー 

 SQL Server インスタンスに対する securityadmin 固定サーバーロール 

 更新するデータベースに対する db_owner 固定データベースロール 

 PowerShell を実行するサーバーの Administrators グループ 

 

Web アプリケーションのアップグレードも、ファーム管理者アカウント ug_spsadmin (SQL では 

sysadmin) で実行します。 

 

4.7.1 Web アプリケーションの作成 

SharePoint 2013 に Web アプリケーションを [クラシック認証モード] で新規作成します。[クラ

シック認証モード] で作成するためには、PowerShell コマンドを使います。 

Web アプリケーションを作成するため、以下の情報を事前に確認しておきます。 

 Web アプリケーションの URL 

 管理者のユーザー アカウント 

1. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 

2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 

2. Web アプリケーション名、ポート番号、アプリケーション プール名、アプリケーション プール アカ

ウントを指定し、クラシック認証モードの Web アプリケーションを作成します。 

New-SPWebApplication  -name  "SharePoint - 80"  -Port  80  -

ApplicationPool  "SharePoint - 80"  -ApplicationPoolAccount  (Get-

SPManagedAccount  "contoso\ug_spsservice" ) 
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クラッシック認証モードは、SharePoint 2013 では非推奨のため、警告メッセージが表示され

ます。 

このコマンド実行により、[WSS_Content] データベースが自動的に新規作成、マウントされ、

URL は既定の Web サーバー名が付きます。 

[Web アプリケーションの管理] 

 

[コンテンツ データベースの管理] 

 

 

4.7.2 カスタマイズの再適用、カスタムコンポーネントの確認 

コンテンツ データベースをアップグレードする前に、SharePoint 2010 環境でカスタマイズされた機

能、ソリューション、その他のカスタム要素がある場合は、SharePoint 2013 環境の Web サーバー

にインストールされているか、確認します。 

コンテンツ データベースを Web アプリケーションに接続する前に、Test-SPContentDatabase 

Windows PowerShell コマンドレットを使用して、そのデータベースに必要なすべてのカスタム コン

ポーネントがあることを確認します。 
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Test-SPContentDatabase  -Name  WSS_Content_Main  -WebApplication  

http://sps2013web 

 

※ SharePoint 2010 で、インターネット経由で準備ツールをインストールした場合、Reporting 

Services Add-in が自動的にインストールされますが、SharePoint 2013 の準備ツールでは、

自動的にインストールされません。 

そのため、コンテンツ DB をテストすると、以下のエラーが検出されます。 

 

WFE サーバーに、SharePoint 2013 に対応する Reporting Services Add-in をイン

ストールすることで Feature が配置されるため、エラー検出を回避できます。 

 SharePoint および Reporting Services コンポーネントのサポートされる組み合わせ 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg492257(v=office.15).aspx 

Reporting Service 接続を構成し、SQL 機能を利用している場合は、コンポーネント

の組合せを含め、別途アップグレードをご検討ください。 

 

4.7.3 コンテンツ データベースを接続 (ルート含む) 

コンテンツ データベースを Web アプリケーションに接続し、アップグレードします。 

最初に、/(ルート) のサイト コレクションを含むコンテンツ データベースを接続します。 

必ず、PowerShell コマンドで実行します。サーバーの全体管理サイトからコンテンツ データベースを

追加する手順でのアップグレードはサポートされません。 

1. SQL サーバーで復元したコンテンツ データベースを、新規作成した SharePoint 2013 のク

ラシック認証モードの Web アプリケーションに接続します。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg492257(v=office.15).aspx
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このコマンドにより、コンテンツ データベースは SharePoint 2013 データベース形式にアップグ

レードされます。 

Mount-SPContentDatabase  "WSS_Content_Main"  -DatabaseServer  

"sps2013db"  -WebApplication  http://sps2013web 

 

パーセンテージの値が進み、100％で完了します。 

 

復元したコンテンツ データベースが、接続された状態になります。 

[コンテンツ データベースの管理] 

 

2. サーバーの全体管理サイトで、 [アップグレードと移行] の [アップグレード状態の確認] ペー

ジを開き、状態を確認します。 
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3. 以下のパスにある、アップグレードのログおよびエラーログを確認します。 

%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\web server 

extensions\15\LOGS\ 

 Upgrade-YYYYMMDD-HHMMSS-SSS.log 

 Upgrade-YYYYMMDD-HHMMSS-SSS-error.log 

 

4.7.4 コンテンツ データベースを接続 (その他) 

最初のコンテンツ データベースのアップグレードの成功を確認した後、同様にその他のコンテンツ デー

タベースも接続します (個人用サイトのコンテンツ データベースについては、後述を参照してください) 。 

また、Web アプリケーションを新規作成した際の、仮のコンテンツ データベースを削除します。 
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1. 他のアップグレードするコンテンツ データベースについて、最初のデータベースと同様に Test-

SPContentDatabase コマンドでテストし、確認します。 

2. 最初のデータベースと同様に Mount-SPContentDatabase コマンドで Web アプリケー

ションに接続し、[アップグレード状態の確認] とログファイルを確認します。 

3. Web アプリケーションの新規作成時に自動的に作成された [WSS_Content] データベース

を、Web アプリケーションから切断します。 

Dismount-SPContentDatabase “WSS_Content” 

 

4. Web アプリケーションから切断した [WSS_Content] データベースは不要なため、SQL サー

バー上で、データベースを削除します。 

 

4.7.5 Web アプリケーションの認証モードの変換 

すべてのコンテンツ データベースのマウントが完了後、Web アプリケーションの認証モードを、[クラシッ

ク認証モード] から [クレーム認証モード] に変換します。 

 

1. Web アプリケーションの認証モードを [クレーム認証モード] に変換します。 

Convert-SPWebApplication  -Identity  "http://sps2013web"  -To  

Claims  -RetainPermissions 

 

コマンドの実行開始と、実行しているユーザーの権限追加を順次確認されるので、[Y] を入力

して実行します。 
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2. サーバーの全体管理サイトを開き、[Web アプリケーションの管理] で認証モードを変換した

Web アプリケーションを選択してリボンメニューの [認証プロバイダ] をクリックし、[既定] の認

証プロバイダーが [クレーム ベースの認証] になっていることを確認します。 

 

3. ブラウザでサイト コレクションにアクセスし、接続しているコンテンツ データベース内のサイトを参

照できることを確認します。 

 

※ Web アプリケーションの認証モードの変換が完了した後に、追加でコンテンツ データベースをアッ

プグレードする場合、すでに Web アプリケーションの認証モードがクレーム認証に変換されている
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ため Test-SPContentDatabase を実行するとエラーや警告が出ます。 

しかし、上記と全く同様の手順で、Mount-SPContentDatabase で Web アプリケーショ

ンに接続し、Convert-SPWebApplication で重ねて Web アプリケーションの認証変換

を再実行します。 

 

4.7.6 個人用サイトの Web アプリケーションの作成 

前述と同様の手順で、個人用サイトの Web アプリケーションを [クラシック認証モード] で新規作

成します。 

1. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 

2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 

2. Web アプリケーション名、ポート番号、アプリケーション プール名、アプリケーション プール アカ

ウントを指定し、クラシック認証モードの Web アプリケーションを作成します。 

New-SPWebApplication  -name  "SharePoint - 22000"  -Port  22000 –

ApplicationPool  "SharePoint - 22000"  -ApplicationPoolAccount  (Get-

SPManagedAccount  "contoso\ug_spsservice" ) 

 

 

※ [WSS_Content] の名前のデータベースがすでに存在する場合は、 _ID 付きのデータ

ベースが作成されます。 
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[コンテンツ データベースの管理] 

 

前述の Web アプリケーション作成と同様に、カスタム要素がある場合は、ここで確認します。 

 

4.7.7 個人用サイトの Web アプリケーションの互換性範囲の設定 

個人用サイトの Web アプリケーションで、サイト コレクション作成を 2013 モードにするよう、互換

性範囲を設定します。 

1. 個人用サイトの URL を指定し、互換性範囲の設定値を確認します。 

$wa = Get-SPWebApplication  http://sps2013web:22000 

$wa.CompatibilityRange 

 

2. 互換性範囲を、2013 モードのみに設定します。 

$range = New-Object Microsoft.SharePoint.SPCompatibilityRange(15,15) 

 

$wa.CompatibilityRange = $range 

$wa.Update() 
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3. MinCompatibilityLevel、MaxCompatibilityLevel が 15 になり、混在から 2013 

モードのみになったことを確認します。 

$wa.CompatibilityRange 

 

 

4.7.8 個人用サイトのコンテンツ データベースを接続 

個人用サイトの Web アプリケーションに、個人用サイトのコンテンツ データベースを接続し、アップグ

レードします。 

前述と同様の手順で、(ルート) のサイト コレクションを含むデータベースから接続、アップグレードしま

す。 

1. SQL サーバーで復元したコンテンツ データベースを、Test コマンドでチェックします。 

Test-SPContentDatabase  -Name  WSS_Content_Mysite  -

WebApplication  http://sps2013web:22000 

2. コンテンツ データベースを、新規作成した SharePoint 2013 のクラシック認証モードの Web 

アプリケーションに接続し、アップグレードします。 

Mount-SPContentDatabase  "WSS_Content_Mysite"  -DatabaseServer  

"sps2013db"  -WebApplication  http://sps2013web:22000 

 

3. サーバーの全体管理サイト、およびログファイルで、アップグレードの状態を確認します。 
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4. Web アプリケーション作成時の仮の [WSS_Content] データベースを、Web アプリケーショ

ンから切断します。 

Dismount-SPContentDatabase  

"WSS_Content_d6710eb19502469aa5e0745917274743" 

[コンテンツ データベースの管理] 

 

5. 切断した仮のコンテンツ データベースを、SQL サーバーで削除します。 

 

4.7.9 個人用サイトの Web アプリケーションの認証モードの変換 

個人用サイトのすべてのコンテンツ データベースをマウントした状態で、Web アプリケーションの認証

モードを、[クラシック認証モード] から [クレーム認証モード] に変換します。 

1. Web アプリケーションの認証モードを [クレーム認証モード] に変換します。 

Convert-SPWebApplication  -Identity  "http://sps2013web:22000"  -To  

Claims  -RetainPermissions 
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2. サーバーの全体管理サイトを開き、[Web アプリケーションの管理] で認証モードを変換した

Web アプリケーションを選択してリボンメニューの [認証プロバイダ] をクリックし、[既定] の認

証プロバイダーが [クレーム ベースの認証] になっていることを確認します。 

 

 

4.7.10 個人用サイトのアプリケーション設定の修正 

個人用サイトの Web アプリケーション、および User Profile Service アプリケーションの設定値

を修正します。 

 

1. サーバーの全体管理サイトを開き、[Web アプリケーションの管理] で個人用サイトの Web 

アプリケーションを選択してリボンメニューの [管理パス] をクリックします。 

2. [管理パスの定義] で、[新しいパスの追加] の [パス] に personal と入力し、[種類] は 

[ワイルドカードを使用した管理対象パス] を選択して [パスの追加] をクリックし、追加します。 
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3. [OK] をクリックして閉じます。 

4. 個人用サイトの Web アプリケーションを選択してリボンメニューの [セルフサービス サイト作

成] をクリックします。 

5. [セルフサービス サイト作成管理] の [サイト コレクション] で、[オン] を選択し、[OK] をク

リックして閉じます。 

 

6. サーバーの全体管理サイトで [サービス アプリケーションの管理] を開き、[User Profile サー

ビス] のリンクをクリックして [プロファイル サービスの管理] を開きます。 

7. [個人用サイトのセットアップ] をクリックし、[個人用サイトの設定] を開きます。 
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8. [個人用サイトのホスト] で、[個人用サイトのホストの場所：] を、アップグレード後の正しい

URL に修正します。 

 

9. [OK] をクリックして閉じます。 

 

4.7.11 Web アプリケーションの設定 

各 Web アプリケーションについて、SharePoint 2010 と同様に必要な設定を追加します。 

1. 代替アクセス マッピング 

2. 管理対象パス 

3. セルフサービス サイト作成の設定 

4. クォータテンプレート 

5. Web アプリケーションの電子メール設定 

6. Web アプリケーションのポリシー、オブジェクトキャッシュのユーザー 

 

4.8 ファーム全般の設定の適用、準備 

ファーム全般について、SharePoint 2010 と同様に必要な設定を追加します。 

1. 受信メール、送信メール設定 

2. ファームレベルのセキュリティ権限設定 

3. ブロックするファイル種類 

4. 利用状況および正常性データの収集 

5. 診断ログ 

6. タイマー ジョブ設定 

SharePoint 2010 で 「ワークフローの自動クリーンアップタイマー ジョブ」 を無効にしていた

場合は、新しい環境でも、無効にする。 
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7. 検索フルクロールの実施 

 

4.9 個人用サイト コレクションをアップグレード 

個人用サイトのアップグレードでは、最初に個人用サイトのホスト サイト コレクションをアップグレード

します。各個人用サイトは、その後に順次アップグレードします。 

 

4.9.1 個人用サイトのホストの正常性チェックとアップグレード 

個人用サイトのホストサイト コレクションのアップグレードは、ファーム管理者が実施します。 

1. SharePoint 2013 ファームの Web サーバーにファーム管理者でログインし、[SharePoint 

2013 管理シェル] を [管理者として実行] で起動します。 

2. 個人用サイトのホストの URL を指定し、コマンドで正常性チェックを実行します。 

Test-SPSite  -Identity  http://sps2013web:22000/ 

 

3. FailedWarningCount、FailedErrorCount に、警告やエラーが無いことを確認します。 

4. 個人用サイトのホストをアップグレードします。 

Upgrade-SPSite  http://sps2013web:22000/  -versionupgrade 
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4.9.2 個人用サイトのアップグレード 

個人用サイトのホストのアップグレードが完了すると、各ユーザーの個人用サイトもアップグレ ードでき

るようになります。 

個人用サイトは、ユーザーが自分の個人用サイトにアクセスした時点で、自動的にアップグレードされ

ます。 

1. 個人用サイトをアップグレードするユーザーでログインし、ブラウザで自分の個人用サイトの URL

にアクセスします。 

http://sps2013web:22000/personal/ユーザー名 

2. しばらくすると、アップグレードされた個人用サイトが開きます。 

 

 

4.10 その他のサイト コレクションをアップグレード 

個人用サイト以外のサイト コレクションをアップグレードします。サイト コレクションの正常性チェック、

アップグレード評価を行い、アップグレードに問題がないか確認した後、アップグレードします。 

ファーム管理者、またはサイト コレクション管理者が、サイト コレクションごとに実施します。 

 

4.10.1 サイト コレクションの正常性チェック 

サイト コレクションの正常性チェックを行います。 

1. サイト コレクションの管理者権限があるユーザーで、ブラウザからサイト コレクションを開きます。 

2. [サイトの操作] プルダウンから [サイトの設定] 画面を開きます。 
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3. [サイト コレクション管理] の [サイト コレクションの正常性チェック] をクリックします。 

 

4. [サイト コレクションの正常性チェックの実行] 画面で、[チェックの開始] をクリックします。 

 

5. [サイト コレクションの正常性チェック結果] 画面で、問題がないか確認します。 
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4.10.2 アップグレード評価サイト コレクションの作成 

サイト コレクションの正常性チェックで問題がないか確認、対処した後、アップグレード評価サイト コ

レクションを作成し、新しいユーザーインターフェースをプレビューして試します。 

1. サイト コレクションの管理者権限があるユーザーで、ブラウザからサイト コレクションを開きます。 

2. [サイトの操作] プルダウンから [サイトの設定] 画面を開きます。 

3. [サイト コレクション管理] の [サイト コレクションのアップグレード] をクリックします。 

 

4. [アップグレードの準備] ページで、[アップグレードのデモを試してみる] をクリックし、評価サイト 

コレクションの生成プロセスを開始します。 
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5. [アップグレード評価サイト コレクションの作成] ダイアログで、[アップグレード評価サイト コレク

ションの作成] をクリックします。 

 

6. 依頼（要求）受付のメッセージが表示されるので、[閉じる] をクリックします。 

 

7. 要求はタイマー ジョブで処理されるため、最大 24 時間待ちます。 

8. 要求が実行完了すると、 サイト名ーeval という名前のサイト コレクションが作成されます。 

 

 

4.10.3 評価サイト コレクション作成の即時実行 

アップグレード評価サイト コレクションの作成要求は、タイマー ジョブで処理されます。すぐに実行した

い場合、ファーム管理者がタイマー ジョブを直接、実行することができます。 

(ただし、任意のサイト コレクションの要求は指定できません。) 
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1. ファーム管理者で、サーバーの全体管理サイトを開きます。 

2. [監視] ページを開き、[ジョブ定義の確認] を開きます。 

3. [ジョブの定義] ページで、[アップグレード評価サイト コレクション ジョブの作成] (対象の Web 

アプリケーション) をクリックします。 

 

4. [タイマー ジョブの編集] 画面で、[今すぐ実行] をクリックします。 

 

4.10.4 サイト コレクションをアップグレードする 

サイト コレクションのプレビュー評価確認後、サイト コレクションのアップグレードを行います。 

1. サイト コレクションの管理者権限があるユーザーで、ブラウザからサイト コレクションを開きます。 

2. [サイトの操作] プルダウンから [サイトの設定] 画面を開きます。 

3. [サイト コレクション管理] の [サイト コレクションのアップグレード] をクリックします。 

4. [アップグレードの準備] ページで、[このサイト コレクションをアップグレードする] をクリックし、

アップグレードの生成プロセスを開始します。 
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5. [チェックしています...] ダイアログが表示されるので、[準備完了] をクリックします。 

 

6.  [アップグレードの状態] ページが開き、正常性チェックからアップグレードが実行され、進行中

のメッセージが表示されます。 

 

7. アップグレードが完了すると、正常に完了したことを表すメッセージが表示されます。 
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8. [新しいサイトを見る] をクリックすると、アップグレードされたサイトが表示されます。 

 

 

4.10.5 アップグレード後の確認 

サイト コレクションのアップグレード完了後、状態を確認します。 

1. サイト コレクションの管理者権限があるユーザーで、ブラウザからサイト コレクションを開きます。 

2. [サイトの設定] 画面を開きます。 

3. [サイト コレクションの管理] から [サイト コレクションのアップグレード] をクリックします。 
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4. [サイト コレクションのアップグレード] ページで、[サイト コレクションのアップグレード状態の確

認] をクリックします。 

 

5. [アップグレードの状態] ページが開くので、状態を再確認します。 

 

6. ログファイル名のリンクをクリックすると、サイト コレクションに保存されたアップグレードのログファイ

ルを参照できます。 
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5． APPENDIX 

 

5.1 SharePoint 2007 から SharePoint 2013 へのアップグレード 

SharePoint 2007 は、以下の理由により、SharePoint 2013 へのアップグレードを直接行うこ

とができません。 

 SharePoint 2007 と SharePoint 2013 ではバージョン間での差異が大きすぎるため 

 ソフトウェア要件としてサポートされていないため 

SharePoint 2007 を SharePoint 2013 へアップグレードするには、一度 SharePoint 2010 

にアップグレードし、さらに SharePoint 2010 を SharePoint 2013 にアップグレードする必要があ

ります。本節ではこれらの連続したアップグレードを実行する方法について説明します。 

 

5.1.1 アップグレード手順 

本 項 で は SharePoint 2007 か ら  SharePoint 2010 、 SharePoint 2010 か ら 

SharePoint 2013 にアップグレードする手順を説明します。 

 

 アップグレードの前準備 

1. SharePoint 2007 ファームに最新の更新プログラムがインストールされていることを確認します。 

2. 一時的な SharePoint 2010 ファームを作成し、最新の更新プログラムを適用します。 

3. SharePoint 2013 ファームを作成し、正常に動作していることを確認します。 

 

 SharePoint 2007 から SharePoint 2010 にアップグレードする 

1. SQL Server を使用して、SharePoint 2007 ファームのコンテンツ データベースのバックアッ

プを作成します。 

2. アップグレードの前準備で作成した、一時的な SharePoint 2010 ファームにコンテンツ デー

タベースのバックアップを復元し、SharePoint 2007 ファームをオフラインにします。 

3. コンテンツ データベースをアップグレードし、 SharePoint 2010 ファームが正常に動作してい

ること、およびコンテンツがアップグレードされたことを確認します。 

4. サイト コレクションのビジュアルアップグレードを行います。 

※ SharePoint 2013 にアップグレードすると、SharePoint 2010 以前のエクスペリエン

スが残されているすべてのサイトは、自動的に 2010 のエクスペリエンスにアップグレードさ

れます。そのため SharePoint 2013 にアップグレードする前にビジュアル アップグレード
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を完了しておくことをお奨めします。 

アップグレード前にビジュアル アップグレードを完了すると次のようなメリットがあります。 

 Office 2007 リリースのサーバー製品のコンポーネントを使用できるうちに問題に対処でき

る。 

 サイトの確認と問題解決にユーザーを関与させることができる。 

 必要に応じて以前のエクスペリエンスに戻すことができる。 

 アップグレード プロセスでのエラー発生を回避できる。 

 

 SharePoint 2010 から SharePoint 2013 にアップグレードする 

1. SQL Server を使用して、SharePoint 2010 ファームのコンテンツ データベースのバックアッ

プを作成します。 

2. アップグレードの前準備で作成した SharePoint 2013 ファームにコンテンツ データベースの

バックアップを復元します。 

3. コンテンツ データベースをアップグレードし、SharePoint 2013 ファームが正常に動作している

こと、およびコンテンツがアップグレードされたことを確認します。 

4. サイト コレクションをアップグレードします。 

 

 Office SharePoint Server 2007 または Windows SharePoint Services 3.0 

から SharePoint Server 2013 または SharePoint Foundation 2013 にアップグ

レードする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee947141(v=office.15).aspx 

 

5.2 FAST Search Server 2010 for SharePoint のアップグレード 

FAST Search Server 2010 for SharePoint から SharePoint 2013 の間で、アーキテク

チャ上の変更が多数加えられたため、機能をすべて移行できるわけではありません。 

完全なアップグレードを準備できていない場合でも、システムを“混合モード”で実行し、FAST 

Search Server 2010 for SharePoint のエンタープライズ検索センターを使用して SharePoint 

2013 検索を使用する検索先移行を行う方法があります。 

 FAST Search Server for SharePoint 2010 から SharePoint Server 2013 へ

の検索先行移行 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn130132(v=office.15).aspx 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee947141(v=office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn130132(v=office.15).aspx
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5.3 参考 URL 

 

SharePoint 2013 へのアップグレード プロセスの概要 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262483(v=office.15).aspx 

SharePoint 2013 へのアップグレードでサポートされているエディションと製品を確認する 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262747(v=office.15).aspx 

SharePoint 2013 へのアップグレードのベスト プラクティス 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc261992(v=office.15).aspx 

 

SharePoint 2013 にアップグレードする場合の現在のカスタマイズの計画を作成する 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263203(v=office.15).aspx 

SharePoint 2013 へのアップグレードの前に環境をクリーンアップする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff382641(v=office.15).aspx 

 

SharePoint 2013 でサイト コレクションのアップグレードを計画する 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff191199(v=office.15).aspx 

SharePoint 2010 から SharePoint 2013 にデータベースをアップグレードする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc303436(v=office.15).aspx 

サイト コレクションを SharePoint 2013 にアップグレードする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj219474(v=office.15).aspx 

コンテンツ データベースを SharePoint 2013 にアップグレードする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263299(v=office.15).aspx 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262483(v=office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262747(v=office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc261992.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263203.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff382641.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff191199.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc303436.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj219474.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc263299.aspx
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