
複数のソース（Box、Dropbox、Googleドラ
イブ）から大量のコンテンツをO�ce 365
に移動することは、どんな組織にとっても
非常に大がかりな作業になる可能性があ
ります。移行を成功させるために必要な計
画と準備に費やす莫大な時間は、管理者
の日常業務の時間を大幅に削るだけでな
く、ビジネスの継続性、IT関係者、およびエ
ンドユーザにも悪影響を及ぼす可能性が
あります。組織が業務にクラウドサービス
を統合するにつれて、分析の実行と効率的
なコラボレーション環境を維持するために
必要な管理はさらに複雑化し、リソースの
疲弊につながる可能性があります。

Metalogix® Essentials for O�ce 365は、
O�ce 365の移行前分析、移行、および管
理に対応する完全なソリューションを提供
します。アーキテクチャの可視化、再構成
機能、および状況に応じた修復オプション
を利用することで、移行前および移行の要
件や、移行後のクリーンアップを大幅に軽
減できます。Essentialsの単一のコンソー
ルによってコンテンツの移動と再構成が容
易になり、管理者は許可とライセンスの管
理、O�ce 365スタック全体の複数サービ
スについてのレポート作成、ユーザへの導
入について重要なインテリジェンスの収集
を、効率的に素早く実行できるようになり
ます。        

特長 

SharePoint Onlineの刷新

SharePoint Onlineのモダンページを活用
しましょう。Essentials for O�ce 365で
は、お使いのSharePointオンプレミスおよ
びSharePoint Onlineのクラッシックペー
ジの変換、または既存モダンページのテ
ナント間移行が可能です。Microsoftでは、
SharePoint Onlineの環境を刷新すること
を推奨しています。そこで、ページを移行で
き、ライブラリの自動作成が可能な単一ソ
リューションで、この変換を簡単に行いま
しょう。        

クラウドサービスへの単一ホップ移行

SharePoint Online、OneDrive、Googleド
ライブ、Box、Dropbox、個人用ドライブ
およびファイル共有から、コンテンツを
O�ce 365およびOneDrive for Businessに
移動します。Essentials for O�ce 365移行
ツールを使用すると、テナント、サイトコレ
クション、サイト、リスト、ライブラリ、コン
テンツ、Nintexのフォームとワークフロー、
OneNote、Webパーツ、許可、メタデータ、
用語ストアなどを個別に、または一括で移
行できます。        

Metalogix® Essentials 
for O�ce 365
O�ce 365の分析、移行、管理の完全なソリューション

メリット

• 複数のソースからコンテンツをO�ce 
365に移行します。

• 移行の準備や戦略化に費やす時間を
最小限に抑えます。

• 読みやすい活動レポートと使用状況レ
ポートにより、O�ce 365の導入を推進
します。

• 外部の共有、壊れた継承、および適切
な許可が設定されていないコンテンツ
について詳細な情報を取得できます。

• O�ce 365に関する管理作業を簡略化
し、複数のO�ce 365サービスの管理
を自動化します。

• SharePoint OnlineおよびOneDrive for 
Businessのコンテンツのバックアップ
を自分で管理でき、数週間ではなく、
数秒という迅速なリカバリを可能にし
ます。

• Nintexのフォームとワークフローを
O�ce 365に移行します。

• SharePointクラッシックからモダン
ページへの変換、およびテナント間の
モダンページ移行を合理化します。

Metalogix Essentials for O�ce 
365は、O�ce 365の移行前分
析、移行、および管理に対応す
る完全なソリューションを提供
します。
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包括的移行とコンテンツ管理

ソース環境に関係なく、ルックアップ
フィールド、管理対象メタデータフィール
ド、および承認ステータスを保持し、文字
列、選択ルックアップ、管理対象メタデー
タ、および個人/グループフィールドを必要
なターゲット・フィールド・タイプに変換し
ます。状況に応じた修復機能と変換機能
を使用して、移行前計画、テナント間の移
行から、ユーザおよびコンテンツの管理と
レポート作成まであらゆることを処理し
ます。SharePoint OnlineおよびOne Drive 
for Businessのビジネスクリティカルなコ
ンテンツを迅速にバックアップおよびリカ
バリします。         

移行前の分析

読みやすいレポートにより、オンボーディン
グプロセスの潜在的な課題を特定し、移
行の障害になる前に問題を解決します。非
互換性、許可されていないファイルタイプ、
移行の潜在的障害は、迅速かつ簡単に修
復できるように、重要度の順に色分けされ
ます。        

移行後の検証

移行中に行われた操作をログに記録し、
成功または失敗として詳細を記述すること
で、移行後の検証を手動で行う必要性が
排除されます。失敗した項目はエラーの説
明と共に表示され、ボタンをクリックする
だけで再実行することができます。

O�ce 365のライフサイクル管理

O�ce 365環境のライフサイクル管理を1つ
の統合プラットフォームから行えます。ユー
ザの追加と削除、ライセンスの一括割り当
て、ライセンスのプロビジョニングのカスタマ
イズなどが容易です。オンボーディング、日常
的なユーザおよび環境の分析、ライセンスお
よびストレージの割り当ての最適化から、セ
キュリティやバックアップおよび復元操作ま
で、Essentialsは管理ワークロードを軽減し、
移行完了後も長期間にわたってO�ce 365の
分類に対する制御の維持を助けます。

また、ビジネスクリティカルなコンテンツ
をO�ce 365テナントから削除する必要
がある場合に、オンプレミス、Microsoft 
AzureまたはAmazon S3ストレージにアー
カイブするためにも役立ちます。

実用的なレポート

O�ce 365の移行時に、何が移動に成功し、
どのような問題が発生したかについて、容易
に報告できます。引き続き移行完了後には、

事前設定のレポートを使用して、ユーザへの
導入および使用傾向のほか、O�ce 365環
境の状態を把握できます。

単一の拡張可能なプラットフォーム

多様な管理ポータルやカスタムの
PowerShellスクリプトを使用せずに
O�ce 365環境を管理し、強力な分析、修
復、移行、バックアップ、セキュリティ機能を
有効にします。マルチスレッドとエージェント
レスの単一のインストールソリューションを
活用して、O�ce 365を通じて提供されるリ
ソースから最大限のパフォーマンスと互換
性を引き出します。        

直感的に使えるユーザインターフェイス
（UI）         

直感的なUIと先進のロギング機能により、
（ソース、Azureのコンテナ領域内、または
最後の宛先において）移行の追跡、監視、
報告を容易にします。Essentials for O�ce 
365では、必要に応じて移行を一時停止し、
その後再開して、進行中の業務の需要を組
み入れることができ、移動をスムーズに、か
つ予定どおりに完了することができます。

使用例 

Metalogix Essentials for O�ce 365を使用
すると次のことが迅速かつ容易に行うこと
ができます。        

• コンテンツのO�ce 365への統合。

• 管理タスクの自動化。

• 管理業務の過負荷の防止。

• 未使用のライセンスの再割り当て。

• 利用可能なO�ce 365サービスの最大限の
活用。

QUESTについて

Questは、急速に変化するエンタープライ
ズITの世界にソフトウェアソリューションを
提供しています。データの爆発、クラウド
サービスへの拡張、ハイブリッドデータセ
ンター、セキュリティ脅威、規制上の要件に
よって生じる課題のシンプル化を支援しま
す。Questのポートフォリオは、データベー
ス管理、データ保護、統合エンドポイント管
理、IDおよびアクセス管理、Microsoftプラッ
トフォーム管理などのソリューションで構成
されます。        

システム要件
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パブリックフォルダ
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