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本バージョンの新機能 

• SharePoint Online 環境をスキャンし、SharePoint データをデータベースに保存せず CS

V 形式でレポートを生成することが可能になりました。 

• SharePoint Online の 参照 列情報をスキャンおよびレポートすることが可能になりました。 

• 固有権限を持っているサイト・リスト内のユーザーおよびグループ情報をスキャンおよびレポート

することが可能になりました。 

• データベースにコンテンツ検出ジョブの全般情報を保存する SummaryInformation 表

を追加しました。  

• Excel 形式で生成されるレポートの サイト情報 シートおよび CSV 形式の SiteInforma

tion レポートに サイト タイトル 列を追加しました。  

• 付録 B: レポート詳細 を更新しました。 

• 付録 C: ディスカバリー ツール データベース スキーマ を更新しました。 
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AvePoint ディスカバリー ツールの概要 

AvePoint ディスカバリー ツールは、SharePoint Online サイト コレクションおよび SharePoint 2007/20

10/2013/2016 環境をスキャンします。スキャンの完了後、すべてのスキャン済み SharePoint データを構

成されたデータベースに保存します。保存されるデータは、データベースから取得し、レポートに収集することがで

きます。また、SharePoint 2007/2010/2013/2016/Online 環境をスキャンし、SharePoint データを

データベースに保存せず、スキャンに基づく CSV 形式のレポートを生成することもできます。ディスカバリー ツー

ルで提供されるレポートは以下のとおりです。  

• SharePoint データ レポート - SharePoint 環境の状態を正確に把握することができま

す。  

• ストレージ最適化レポート - 構成されたルールに基づくデータ ストレージおよびストレージのコ

ストを把握することができます。 

*注意: ストレージ最適化レポートを使用できる環境は、SharePoint 2010/2013/2016 

です。 
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AvePoint へのドキュメント フィードバックについて 

AvePoint では、弊社の製品ドキュメントに対するお客様からのフィードバックをお待ちしています。弊社 Web 

サイト上から フィードバックを送信 してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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使用開始前の準備 

ディスカバリー ツールを使用する前に、システムおよびファーム要件セクションを確認してください。 

システム要件 

SharePoint 2007 または SharePoint 2010 のディスカバリー ツールを使用するには、Microsoft .NET 

Framework 3.5 SP1 以降のバージョンをお使いのマシンにインストールし、正しく構成を完了しておく必要が

あります。  

SharePoint 2013 または SharePoint Online のディスカバリー ツールを使用するには、Microsoft .NE

T Framework 4.5 以降のバージョンをお使いのマシンにインストールし、正しく構成を完了しておく必要があ

ります。  

SharePoint 2016 のディスカバリー ツールを使用するには、Microsoft .NET Framework 4.5.2 以降

のバージョンをお使いのマシンにインストールし、正しく構成を完了しておく必要があります。 

権限要件 

ディスカバリー ツールは、SharePoint 2007/2010/2013/2016 ファームのいずれかの Web フロントエンド 

サーバーで実行する必要があります。ディスカバリー ツールを実行するユーザーは、以下の権限を持っている必

要があります。 

• ローカル システム権限: 

o バッチ ジョブとしてログオン 権限 (コントロール パネル > 管理ツール > ローカル 

セキュリティ ポリシー > セキュリティの設定 > ローカル ポリシー > ユーザー権利

の割り当て で確認可能) 

o ディスカバリー ツール インストール ディレクトリへのフル コントロール権限 

適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、ディスカバリー ツールを実行するユーザ

ーをローカルの Administrators グループに追加するだけで、必要な権限をすべて付与す

ることできます。 

• SharePoint 権限: 

o ユーザーが Farm Administrators グループのメンバーである 

o Web アプリケーションのポリシー: フル コントロール 
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• SQL 権限: 

o コンテンツ データベース、構成データベースおよび全体管理データベースを含む Shar

ePoint に関連するすべてのデータベースへの db_owner データベース ロール 

o SQL Server への dbcreator サーバー ロール 

SharePoint Online のディスカバリー ツールを使用するには、ディスカバリー ツールを実行するユーザーが SQ

L Server の dbcreator サーバー ロール、SharePoint Online ノードに接続するユーザーが 全体管理

者 ロールを持っている必要があります。  
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はじめに 

ディスカバリー ツールの開始に関する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。 

*注意: ディスカバリー ツールは、システム暗号化: 暗号化、ハッシュ、署名のための FIPS 準拠アルゴリズム

を使う ローカル グループ ポリシーが有効になっているサーバーで使用することが可能です。 

ディスカバリー ツールへのアクセス 

ディスカバリー ツールにアクセスして機能を使用する方法が 2 件あります。 

• スタンドアロン ディスカバリー ツールの使用方法については、以下の説明を参照してください。 

i. AvePoint_Discovery_Tool_3.6.0_Serial_Number.zip ファイルをダ

ウンロードします。ダウンロード リンクの取得については、AvePoint 営業担当へお問

い合わせください。  

ii. SharePoint 2007/2010/2013/2016 環境の場合、ファイルを SharePoint 

2007/2010/2013/2016 ファームのいずれかの Web フロントエンド サーバーにコ

ピーします。 

SharePoint Online の場合、ファイルをネットワークが接続しているサーバーにコピー

します。 

iii. このファイルを解凍します。 

iv. 解凍したフォルダーの bin フォルダー内の DiscoveryTool.exe (SharePoint 

2007 と SharePoint 2010 用)、SP2013DiscoveryTool.exe、SP201

6DiscoveryTool.exe、SPOnlineDiscoveryTool.exe をダブルクリックし

ます。ディスカバリー ツールは新しいウィンドウで起動します。  

• DiscoveryTool フォルダーは、DocAve エージェント インストール パス …\AvePoint\D

ocAve6\Agent\bin に存在します。DiscoveryTool フォルダーの bin フォルダー内の 

DiscoveryTool.exe (SharePoint 2007 と SharePoint 2010 用)、SP2013Di

scoveryTool.exe、SP2016DiscoveryTool.exe、SPOnlineDiscoveryToo

l.exe をダブルクリックしてツールを開始します。 
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ユーザー インターフェイスの概要 

ディスカバリー ツールを起動すると、以下の画面が表示されます。  

 

図 1: ディスカバリー ツールの起動ウィンドウ 

• コンテンツの検出 ‒ このセクションを使用して、SharePoint 2007/2010/2013/2016/

Online 環境をスキャンし、すべてのスキャン済み SharePoint データを構成されたデータベ

ースに保存するか、データをデータベースに保存せず、スキャンに基づく CSV 形式のレポートを

生成するアクションを実行します。また、このセクションを使用して、SharePoint 2010/201

3/2016 環境のスキャン、およびスキャンされた SharePoint データに関する DocAve スト

レージ最適化の必要な情報を、構成されたデータベースに保存するアクションを実行することも

可能です。 

• レポートの生成 ‒ このセクションを使用して、指定のデータベースからのデータ収集、選択され

たレポート タイプまたは構成されたルールに準拠したレポートの生成、構成された場所への生

成されたレポートの保存などのアクションを実行します。 
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ディスカバリー ツールの機能 

ディスカバリー ツールの機能の詳細については、以下のセクションを参照してください。  

コンテンツの検出   

SharePoint データをスキャンし、すべてのスキャン済み SharePoint データをデータベースに保存するか、デー

タをデータベースに保存せず CSV 形式でレポートを生成する方法については、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. ディスカバリー ツールのウェルカム ページで、ナビゲーション ウィンドウの [コンテンツの検出] タイル ( ) 

をクリックするか、画面右側の [コンテンツの検出] リンクをクリックします。  

2. 範囲の構成 手順で、以下の設定を構成します。 

*注意: この手順は、SPOnlineDiscoveryTool.exe を実行する場合にのみ使用可能です。 

• URL - スキャンする SharePoint Online サイト コレクションまたは OneDrive for Busin

ess の URL を入力します。SharePoint 管理センター URL を入力してすべてのサイト コレ

クション・OneDrive for Business をスキャンすることもできます。 

• ユーザー名 - 上で入力した SharePoint Online サイト コレクション・OneDrive for Bus

iness の サイト コレクション管理者 ロール、または入力した SharePoint 管理センターの 

全体管理者 ロールを持っているアカウントのユーザー名を入力します。 

*注意: 入力した 全体管理者 は、SharePoint 管理センターのサイト コレクション・OneDr

ive for Business の サイト コレクション管理者 として自動的に追加されます。 

• パスワード - アカウントのパスワードを入力します。 

アカウント資格情報を記憶する チェックボックスを選択して、入力した URL、ユーザー名、パスワード

を記憶します。 

[検証テスト] をクリックして上で入力した情報を確認します。[次へ] をクリックして次の手順へ移動し

ます。 

3. 範囲の選択 手順には、以下 2 種類のタブが存在します。 
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• ツリー モード - ファーム、SharePoint Online、OneDrive for Business ノードをク

リックしてその配下のノードを読み込みます。該当のチェックボックスを選択して、スキャンするノ

ードを選択します。 

• インポート モード - XML ファイルに構成されているサイト コレクションまたは OneDrive for 

Business はディスカバリー ツールによってスキャンされます。 

*注意: SPOnlineDiscoveryTool.exe を実行する場合は、SharePoint Online 

サイト コレクション または OneDrive for Business を選択します。 

o [ファイルの選択] をクリックし、サイト コレクションの情報が構成されているファイルを

選択します。サンプル ファイルを表示するには、[サンプル ファイル] をクリックします。 

o [クリア] をクリックして参照されている XML ファイルを削除します。  

4. [次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

5. 手順 検出モード で、ディスカバリー モードを SharePoint データの基本レポート、SharePoint 

データの詳細レポート 、ストレージ最適化レポート からを選択します。 

• SharePoint データの基本レポート モードを選択し、選択したノードに関する以下の情報

を収集します。  

o ファーム概要とトポロジー情報 (SharePoint Online に使用不可) 

o サイト コレクションとサイトの全体統計  

o リストの全体統計 

o ソリューションと機能情報  

o カスタム Web パーツとページ レイアウト情報  

o カスタム テンプレート情報  

o ワークフロー情報 

o SharePoint ユーザーとグループ 

• SharePoint データの詳細レポート モードを選択し、収集する詳細タイプの情報を選択し

ます。選択したノードに関する選択したタイプの情報、および SharePoint データの基本レ

ポート モードの情報がすべて収集されます。詳細タイプは次のとおりです。 

o アラート情報 

o コンテンツ タイプ情報 
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o 列情報 

o 参照列情報 

o イベント レシーバー情報 

o InfoPath 情報 

o Managed Metadata Service 情報 

o アイテム情報 

o Nintex フォーム情報 

o Nintex ワークフロー情報  

[すべて選択] をクリックすると、すべてのチェックボックスを選択します。[すべてクリア] をクリック

すると、すべてのチェックボックスの選択を解除します。 

• ストレージ最適化レポート モードを選択すると、選択したノードに関する DocAve ストレージ

最適化によって要求される情報が収集されます。 

*注意: 追加の情報をスキャン・収集するかどうかを定義するには、付録 A: 詳細なコンテンツ検出設

定の構成 を参照してください。 

6. [次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

7. レポートの保存先 手順で、レポートの生成方法を選択します。 
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 図 2: レポートの保存先手順 

• データベース – 収集した情報をデータベースに保存します。 

*注意: データベースに保存される SharePoint データ レポート用とストレージ最適化レポー

ト用のデータは異なります。レポート生成機能を正しく作動させるため、SharePoint データ 

レポート用とストレージ最適化レポート用のデータの保存先となるデータベースを構成する際に

は、異なるものを使用する必要があります。 

o データベース サーバー – データの保存先となるデータベースが存在するサーバーの I

P アドレスまたは名前を入力します。 

o データベース名 – データの保存先となるデータベースの名前を入力します。 

o 認証モードの指定 - データベースへの接続に使用する認証モードを Windows 認

証 または SQL 認証 から選択します。 

▪ アカウント – 指定したデータベースに対する db_owner 権限を持ってい

るアカウントを入力します。 
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▪ パスワード – 上記のアカウントのパスワードを入力します。 

[検証テスト] をクリックして SQL データベース アカウントを検証します。 

• CSV – 収集した情報のレポートを CSV 形式で生成します。レポートを保存する場所を指

定します。既定の場所は、現在のツールのディレクトリの bin フォルダーです。別の場所に変

更するには、[場所の変更] をクリックして、希望の場所を選択し、[OK] をクリックして新しい

場所を保存します。[新しいフォルダーの作成] をクリックすると、レポート保存用のフォルダー

を新規作成します。 

8. [生成] をクリックし、選択したノード内のデータをスキャンして指定のデータを構成されたデータベースに

保存するか、SharePoint データ レポートを CSV 形式でを生成します。検出モード 手順に戻るに

は、[戻る] をクリックします。 

9. [生成] をクリックすると、ジョブ進行状況およびジョブ詳細を表示できるジョブ状態ページにリダイレクト

されます。  

10. ジョブの完了後、メッセージ ジョブが完了しました。 が表示されます。以下のオプションが使用可能に

なります。  

• ディスカバリー ツールのホーム ページに戻るには、[ホーム ページ] リンクをクリックします。  

• このジョブで CSV 形式のレポートが生成された場合、ページ上に [ここをクリックしてくださ

い。] リンクが存在します。レポートの保存先ディレクトリに移動するには、[ここをクリックしてく

ださい。] リンクをクリックします。生成されたレポートの詳細については、SharePoint データ 

レポート (CSV 形式) を参照してください。 

レポートの生成 

データベースからのデータに関するレポートを生成する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. ディスカバリー ツールのウェルカム ページで、ナビゲーション ウィンドウの [レポートの生成] タイル ( ) 

をクリックするか、画面右側の [レポートの生成] リンクをクリックします。 

2. データ ソース 手順で、データ収集とレポート生成用のデータベースを構成します。データベースの構成

方法については、コンテンツの検出 の手順 7 を参照してください。 

3. [次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

4. レポート タイプ 手順で、生成するレポートのタイプを選択します。以下の手順は選択したレポート タ

イプによって異なります。 



AvePoint ディスカバリー ツール 15 

5. SharePoint データ レポート の生成を選択する場合の操作については、以下の説明を参照してく

ださい。 

a. レポートに含める情報タイプを選択します。選択できる設定は 3 種類あります。 

o 全体統計 – このタブの設定を構成すると、全体統計を収集します。 

▪ ファーム概要 – データベースからファームの各 Web アプリケーションに関する

情報を収集します。(SharePoint Online に使用不可) 

▪ ファーム トポロジー – ファーム トポロジー情報を収集します。(SharePoint 

Online に使用不可) 

▪ サイト コレクション情報 – データベースからすべてのサイト コレクションの情

報を収集します。 

▪ サイト情報 – データベースからすべてのサイトの情報を収集します。 

▪ データ概要 – 特定のオブジェクトを持つ上位 20 件のサイト コレクションを

収集します。 

▪ リスト情報 – データベースからすべてのリストの情報を収集します。  

▪ チェックアウト済みファイルの情報 - データベースからすべてのチェックアウト

済みファイルの情報を収集します。  

▪ URL 文字数の警告 – URL が最大値を超過しているオブジェクトに関する

情報を収集します。値を入力して URL の最大文字数を定義します。既定

の値は 255 です。 

[すべて選択] をクリックすると、すべてのチェックボックスを選択します。[すべてクリア] 

をクリックすると、すべてのチェックボックスの選択を解除します。既定では、すべてのチェ

ックボックスが選択されています。 

o 構成 – このタブの設定を構成すると、構成情報を収集します。 

▪ 参照列情報 – データベースからすべての参照列情報を収集します。 

▪ コンテンツ タイプ情報 – データベースからすべてのコンテンツ タイプの情報を

収集します。  

▪ ワークフロー情報 – データベースからすべてのワークフローの情報を収集しま

す。 
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▪ Nintex フォーム情報 – データベースから Nintex フォーム情報を収集し

ます。 

▪ ユーザー情報 – データベースからユーザー情報を収集します。 

▪ グループ情報 – データベースからグループ情報を収集します。 

▪ ページ情報 – データベースからすべてのページの情報を収集します。 

▪ ページ レイアウト情報 – データベースからページ レイアウトの情報を収集し

ます。 

▪ Web パーツ情報 – データベースから Web パーツ情報を収集します。 

▪ InfoPath 情報 – データベースから InfoPath 情報を収集します。 

▪ Managed Metadata Service 情報 – データベースから Managed 

Metadata Service 情報を収集します。 

▪ サポート外 – SharePoint 移行で移行することができないコンテナー、およ

び設定に関する情報をデータベースから収集します。 

[すべて選択] をクリックすると、すべてのチェックボックスを選択します。[すべてクリア] 

をクリックすると、すべてのチェックボックスの選択を解除します。既定では、すべてのチェ

ックボックスが選択されています。 

o カスタマイズ – このタブの設定を構成すると、カスタマイズ情報を収集します。 

▪ 機能情報 – カスタマイズ・アクティブ化された機能に関する情報を収集しま

す。  

▪ ソリューション情報 – SharePoint に追加されたソリューションに関する情

報を収集します。 

[すべて選択] をクリックすると、すべてのチェックボックスを選択します。[すべてクリア] 

をクリックすると、すべてのチェックボックスの選択を解除します。既定では、すべてのチェ

ックボックスが選択されています。 

b. [次へ] をクリックして次の手順へ移動するか、[戻る] をクリックして データ ソース 手順に戻

ります。  

c. レポートの生成 手順で、レポートの名前を入力してレポートの保存先場所を指定します。既

定の場所は、現在のツールのディレクトリの bin フォルダーです。別の場所に変更するには、
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[場所の変更] をクリックして、希望の場所を選択し、[OK] をクリックして新しい場所を保存

します。[新しいフォルダーの作成] をクリックすると、レポート保存用のフォルダーを新規作成

します。 

d. [エクスポート] をクリックして、選択したタイプの情報を含む SharePoint データ レポートを

生成します。[戻る] をクリックすると レポート タイプ 手順に戻ります。 

e. [エクスポート] をクリックすると、ジョブ進行状況およびジョブ詳細を表示できるジョブ状態ペー

ジにリダイレクトされます。 

f. レポートが正常に生成されると、メッセージ ジョブが完了しました。 が表示されます。ページ上

の [ここをクリックしてください。] と [ホーム ページ] リンク経由で、以下のアクションを実行

することができます。 

o [ここをクリックしてください。] リンクをクリックすると、レポートの保存先ディレクトリに

移動します。生成されたレポートの詳細については、SharePoint データ レポート (E

xcel 形式) を参照してください。 

o [ホーム ページ] リンクをクリックすると、ディスカバリー ツールのホーム ページに移動し

ます。 

6. ストレージ最適化レポート の生成を選択する場合、以下の説明を参照してください。 

a. ストレージ最適化レポート ルールを構成し、レポートに含めるドキュメントをフィルターします。

ルールには、以下の 2 種類が含まれています。 

o 条件 – 外部デバイスに外部化するドキュメントのフィルター条件を構成します。 

▪ サイズ - ドキュメントのデータ サイズ値を入力します。この値の単位として、ド

ロップダウン リストから KB、MB、GB を選択することができます。 条件 ≧ 

を使用すると、サイズが入力したサイズに等しい、または超過するドキュメント

がすべて外部化されます。条件 ≦ を使用すると、サイズが入力したサイズに

等しい、または下回るドキュメントがすべて外部化されます。 

▪ 更新日 – ドキュメントの更新日時の期間を設定します。条件 期間 を使用

すると、選択した日付の間に更新されたドキュメントがすべて外部化されま

す。条件 次の日付以前 を使用すると、選択した日付以前に更新されたド

キュメントがすべて外部化されます。条件 次の期間以前 を使用する場合、

値を入力してドロップダウン リストから 日間、週間、ヶ月間、年間 を選択す

ると、指定した期間以前に更新されたドキュメントがすべて外部化されます。 
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[条件の追加] をクリックすると、別の条件を追加します。条件の隣の ( ) アイコン

をクリックすると、ルールから条件を削除します。 

ドロップダウン リストから AND または OR を選択して、条件間の論理関係を変更

することができます (既定の論理関係は AND です)。 

▪ AND – すべての条件を満たすドキュメントがフィルターされます。 

▪ OR – 条件のいずれかを満たすドキュメントがフィルターされます。 

o ストレージ – フィルターされるドキュメントの外部化先外部デバイスを選択します。BL

OB ストレージ1 から BLOB ストレージ10 までの仮想ストレージ デバイスが 10 

件提供されています。 

[ルールの追加] をクリックすると、別のルールを追加します。ルールの隣の ( ) アイコンをク

リックすると、ルールを削除します。 

b. [次へ] をクリックし、レポートの生成 手順に移動して、レポート生成を直接開始します。デー

タ ストレージは 2 種類の形式で表示されています。 

o ストレージ最適化 エリアの右側ですべてのデータ ストレージと各ストレージ内のデータ 

サイズを表示することができます。 

o 左側でストレージが円グラフで表示されています。 

コスト削減 エリアで、各ストレージの年単位のコストを入力し、[計算] をクリックします。[月に

変更] リンクをクリックすると、各ストレージの月単位のコストを入力することもできます。外部

化前と外部化後の各ストレージの年 / 月単位のコストと合計コストは、以下の表に一覧表

示されます。 

c. [エクスポート] をクリックすると、現在のレポートを .xlsx ファイルにエクスポートします。  

d. [戻る] をクリックして レポート タイプ 手順に戻るか、[完了] をクリックしてディスカバリー ツー

ルのホーム ページに戻ります。 
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ラインセンス マネージャー 

ホーム ページの ライセンス マネージャー ボタン ( ) をクリックすると、ライセンス マネージャー 画面が表示さ

れ、ライセンスの詳細 エリアに現在のライセンス情報が表示されます。現在のライセンスの 状態、サーバー ホ

スト / IP、有効期限 が表示されます。  

現在のライセンスの有効期限が切れているか、動作しない場合は、新しいライセンスを適用することができます。

また、ツールを初回起動する場合にライセンスが必要です。ライセンスを適用する方法については、以下の説明

を参照してください。 

1. ライセンス マネージャー 画面で、[参照] をクリックします。 

2. 新しいライセンス ファイルを選択して、[開く] をクリックします。 

3. 新しいライセンスの詳細が表示されます。 

4. [適用] をクリックしてライセンスを適用するか、[キャンセル] をクリックして変更をキャンセルします。 

プロキシ設定 

プロキシ設定では、SharePoint Online 環境のスキャン時にディスカバリー ツールを現在のサーバーのネットワ

ーク以外のサイトに接続するように構成できます。プロキシ設定にアクセスするには、SharePoint Online ディ

スカバリー ツールでホーム ページ上の [プロキシ設定] をクリックします。プロキシ設定 ページが表示されます。

既定では、プロキシなし オプションが選択されています。プロキシ設定を変更する方法については、以下の説明

を参照してください。 

1. HTTP プロキシ オプションを選択します。 

2. 次の情報を入力します。 

• プロキシ ホスト – プロキシ サーバーのホスト名または IP アドレスです。 

• プロキシ ポート – プロキシ サーバーへアクセスする際に使用するポートです。 

• ユーザー名 – プロキシ サーバーにログインする際に使用するユーザー名です。 

• パスワード – プロキシ サーバーへアクセスする際に使用するパスワードです。 

3. [保存] をクリックしてプロキシ設定を保存します。 
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ユーザー ガイド 

ホーム ページの [ユーザー ガイド] をクリックすると、AvePoint ディスカバリー ツール ユーザー ガイド を開

き、ディスカバリー ツールの詳細を表示することができます。 

ディスカバリー ツールについて 

ホーム ページの [ディスカバリー ツールについて] をクリックすると、ディスカバリー ツール バージョンの詳細がポ

ップアップ ウィンドウに表示されます。  
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コマンド プロンプトを使用したツールの実行 

Discovery Tool フォルダーの bin フォルダー内には、 DiscoveryToolCMD.exe (SharePoint 200

7 と SharePoint 2010 用)、SP2013DiscoveryToolCMD.exe、SP2016DiscoveryToolCM

D.exe、SPOnlineDiscoveryToolCMD.exe ファイルが存在します。コマンド プロンプトでこれらのファイ

ルを使用すると、ディスカバリー ツール画面を開かずに実行することができます。 

SharePoint 2007/2010/2013/2016 のコマンド プロンプトを使用してディスカバリー ツールを実行する方

法については、以下の説明を参照してください。 

1. SharePoint 2007/2010/2013/2016 ファームのいずれかの Web フロントエンド サーバーで、コ

マンド プロンプトを開きます。 

*注意: 実行前に、コマンド プロンプトを開くユーザーがサーバーのローカル Administrators グルー

プのメンバーであることを確認してください。 

2. DiscoveryToolCMD.exe、SP2013DiscoveryToolCMD.exe、SP2016Discovery

ToolCMD.exe ファイルの完全 URL を入力し、キーボードの Enter キーを押します。  

3. 利用状況情報は、以下のスクリーンショットのように表示されます。 

 

図 3: SP2013DiscoveryToolCMD.exe の利用状況情報 

4. 1 番目のセクションにはコンテンツの検出を実行するコマンドが表示されます。 

• -cd – コンテンツの検出を実行する場合に使用します。 

• -if “Customized XML File Path” – サイト コレクションを一括でスキャンする場合に使用しま

す。Customized XML File Path を、スキャンするサイト コレクションが構成されている 

XML ファイルの完全 URL に置き換えます。  
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既定では、Discovery Tool フォルダーの …\data\DiscoveryTool ディレクトリに Tree

Sample.xml ファイルが存在します。ファイルで Web アプリケーション / サイト コレクション

を構成することができます。 

 

図 4: TreeSample.xml ファイル 

i. Web アプリケーション URL を構成する際に使用するノードです。 

ii. サイト コレクション URL を構成する際に使用するノードです。 

*注意: XML ファイルで Web アプリケーションの URL を構成すると、Web アプリケーション

配下のサイト コレクションがすべてスキャンされます。 

• -url webapp “Web Application URL” – 単一 Web アプリケーションをスキャンする場合に使

用します。Web Application URL を、スキャンする Web アプリケーションの完全 URL 

に置き換えます。 

• -url “Site Collection URL” – 単一サイト コレクションをスキャンする場合に使用します。Site 

Collection URL を、スキャンするサイト コレクションの完全 URL に置き換えます。 

• -m – 検出モードを選択する場合に使用します。 

o br は SharePoint データの基本レポート を意味します。 

o ar は SharePoint データの詳細レポート を意味します。 

例: 

• サイト コレクションを一括でスキャンするには、XML ファイルで Web アプリケーション / サイト 

コレクションの URL を構成した後、以下のコマンドを入力します。 

SP2013DiscoveryToolCMD -cd -if “Customized XML File Path” –m br 

もしくは SP2013DiscoveryToolCMD -cd -if “Customized XML File Path” –m ar 
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• 単一 Web アプリケーションをスキャンするには、以下のコマンドを入力します。 

SP2013DiscoveryToolCMD -cd -url webapp “Web Application URL” –m br 

もしくは SP2013DiscoveryToolCMD -cd -url webapp “Web Application URL” –m ar 

• 単一サイト コレクションをスキャンするには、以下のコマンドを入力します。 

SP2013DiscoveryToolCMD -cd -url “Site Collection URL” –m br 

もしくは SP2013DiscoveryToolCMD -cd -url “Site Collection URL” –m ar 

*注意: CommandDiscoverSetting.xml ファイルで SQL 認証の使用が構成されている場

合、キーボードの Enter キーを押して上記のコマンドを実行する際に、構成されているアカウントのパ

スワードを入力する必要があります。 

5. コンテンツ検出ジョブが正常に完了すると、メッセージ The job is completed. が表示されます。 

6. 2 番目のセクションには SharePoint データ レポートを生成するコマンドが表示されます。 

• -rg – SharePoint データ レポートを生成する場合に使用します。 

• -rf “Report Location Path” – 生成される SharePoint データ レポートのストレージ場所を

構成する場合に使用します。 

例: 

SharePoint データ レポートを生成するには、コンテンツ検出の実行後に次のコマンドを入力します。 

SP2013DiscoveryToolCMD -rg -rf “Report Location Path” 

7. レポート生成ジョブが正常に完了すると、メッセージ The job is completed. が表示されます。 

SharePoint Online のコマンド プロンプトを使用してディスカバリー ツールを実行する方法については、以下

の説明を参照してください。 

1. ネットワークが接続しているサーバーで、コマンド プロンプトを開きます。 

*注意: 実行前に、コマンド プロンプトを開くユーザーがサーバーのローカル Administrators グルー

プのメンバーであることを確認してください。 

2. SPOnlineDiscoveryToolCMD.exe ファイルの完全 URL を入力し、キーボードの Enter キ

ーを押します。  
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3. 利用状況情報は、以下のスクリーンショットのように表示されます。 

 

図 5: SPOnlineDiscoveryToolCMD.exe の利用状況情報 

4. 1 番目のセクションにはコンテンツの検出を実行するコマンドが表示されます。 

• -cd – コンテンツの検出を実行する場合に使用します。 

o ol – SharePoint Online サイト コレクションのスキャンを意味します。 

o od – OneDrive for Business のスキャンを意味します。 

• -if “Customized XML File Path” – SharePoint Online サイト コレクション・OneDrive for 

Business を一括でスキャンする場合に使用します。Customized XML File Path を、

スキャンするサイト コレクション・OneDrive for Business が構成されている XML ファイル

の完全 URL に置き換えます。  

既定では、Discovery Tool フォルダーの …\data\SPOnlineDiscoveryTool ディレク

トリに SPOnlineTreeSample.xml ファイルが存在します。ファイルで SharePoint Onl

ine サイト コレクション・OneDrive for Business を構成することができます。 

 

図 6: SPOnlineTreeSample.xml ファイル 
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<SiteCollection url="  "/> ノードは、スキャンする SharePoint Online サイト コレ

クション・OneDrive for Business を構成する場合に使用します。各 SharePoint Onlin

e サイト コレクションまたは OneDrive for Business の URL を url=" " パラメーター値

として入力します。 

• -url tenant “SharePoint Admin Center URL” – テナント内のすべての SharePoint Online 

サイト コレクション・OneDrive for Business をスキャンする場合に使用します。SharePo

int Admin Center URL を、スキャンするテナントの SharePoint 管理センター URL 

に置き換えます。 

• -url “URL” – 単一の SharePoint Online サイト コレクション・OneDrive for Business 

をスキャンする場合に使用します。URL を、スキャンするサイト コレクション・OneDrive for 

Business の URL に置き換えます。 

• -m – 検出モードを選択する場合に使用します。 

o br は SharePoint データの基本レポート を意味します。 

o ar は SharePoint データの詳細レポート を意味します。 

例: 

• SharePoint Online サイト コレクションを一括でスキャンするには、XML ファイルでサイト コ

レクションの URL を構成した後、以下のコマンドを入力します。 

SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd ol -if “Customized XML File Path” –m br 

もしくは SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd ol -if “Customized XML File Path” –m ar 

OneDrive for Business を一括でスキャンするには、XML ファイルで OneDrive for Bu

siness の URL を構成した後、以下のコマンドを入力します。 

SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd od -if “Customized XML File Path” –m br 

もしくは SP2013DiscoveryToolCMD -cd od -if “Customized XML File Path” –m ar 

• テナント内の SharePoint Online サイト コレクションをスキャンするには、以下のコマンドを

入力します。 

SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd ol -url tenant “SharePoint Admin Center URL” –m br 
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もしくは SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd ol -url tenant “SharePoint Admin Center URL” –m 

ar 

テナント内の OneDrive for Business をスキャンするには、以下のコマンドを入力します。 

SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd od -url tenant “SharePoint Admin Center URL” –m br 

もしくは SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd od -url tenant “SharePoint Admin Center URL” –

m ar 

• 単一の SharePoint Online サイト コレクションをスキャンするには、以下のコマンドを入力し

ます。 

SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd ol -url “URL” –m br 

もしくは SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd ol -url “URL” –m ar 

OneDrive for Business オブジェクトをスキャンするには、以下のコマンドを入力します。 

SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd od -url “URL” –m br 

もしくは SPOnlineDiscoveryToolCMD -cd od -url “URL” –m ar 

*注意: SPOnlineCommandDiscoverSetting.xml ファイルで SQL 認証の使用が構成さ

れている場合、キーボードの Enter キーを押して上記のコマンドを実行する際に、構成されているアカ

ウントのパスワードを入力する必要があります。 

5. コンテンツ検出ジョブが正常に完了すると、メッセージ The job is completed. が表示されます。 

6. 2 番目のセクションには SharePoint データ レポートを生成するコマンドが表示されます。 

• -rg – SharePoint データ レポートを生成する場合に使用します。 

• -rf “Report Location Path” – 生成される SharePoint データ レポートのストレージ場所を

構成する場合に使用します。 

例: 

SharePoint データ レポートを生成するには、コンテンツ検出の実行後に次のコマンドを入力します。 

SPOnlineDiscoveryToolCMD -rg -rf “Report Location Path” 

7. レポート生成ジョブが正常に完了すると、メッセージ The job is completed. が表示されます。 
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コンテンツの検出設定の構成 

コンテンツ検出ジョブの実行前、SharePoint データの詳細レポート に収集する追加情報のタイプを定義

し、収集されるデータを保存するデータベースを構成することができます。 

1. DiscoveryTool フォルダーで、…\data\DiscoveryTool ディレクトリ (SharePoint 2007/201

0/2013/2016 の場合) 内の CommandDiscoverSetting.xml ファイル、または …\data

\SPOnlineDiscoveryTool ディレクトリ内の SPOnlineCommandDiscoverSetting.xml 

ファイルを検索します。 

2. メモ帳でファイルを開きます。 

3. ファイルでノードを構成します。 

 

図 7: CommandDiscoverSetting.xml ファイル 

以下のパラメーターを構成し、SharePoint データの詳細レポート に収集する追加情報のタイプを

定義します。既定では、これらのタイプの情報はすべて収集されます。SharePoint データの基本レ

ポート 用のデータを収集する場合、もしくは SharePoint データの詳細レポート にすべてのタイプ

の情報を収集する場合、このセクションをスキップしてください。 

• IsAlertChecked="true" – アラート情報を収集するかどうかを定義する場合に使用し

ます。  

• IsContentTypeChecked="true" – コンテンツ タイプ情報を収集するかどうかを定義

する場合に使用します。  
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• IsLookupColumnChecked="true" – 参照列情報を収集するかどうかを定義する

場合に使用します。 

• IsColumnChecked="true" – 列情報を収集するかどうかを定義する場合に使用しま

す。  

• IsEventReceiverChecked="true" – イベント レシーバー情報を収集するかどうかを

定義する場合に使用します。  

• IsInfoPathChecked="true" – InfoPath 情報を収集するかどうかを定義する場合

に使用します。  

• IsManagedMetadataChecked="true" – Managed Metadata Service 情

報を収集するかどうかを定義する場合に使用します。  

• IsItemChecked="true" – アイテム情報を収集するかどうかを定義する場合に使用し

ます。 

• IsNintexFormChecked="true" – Nintex フォーム情報を収集するかどうを定義す

る場合に使用します。 

• IsNintexWorkflowChecked="false" – Nintex ワークフロー情報を収集するかど

うかを定義する場合に使用します。 

*注意: 追加の情報をスキャン・収集するかどうかを定義するには、付録 A: 詳細なコンテンツ検出設

定の構成 を参照してください。 

Database または CSV を Type=" " パラメーター値として構成します。  

• Database - Database をパラメーター値として構成し、収集されるデータをデータベース

に保存します。次のパラメーターを構成し、収集されるデータを保存するデータベースを構成し

ます。 

o DatabaseServer="localhost" – データの保存先データベースが存在するデ

ータベース サーバーを構成する場合に使用します。localhost を、データベース サ

ーバーの IP アドレスもしくは名前に置き換えます。 

o DatabaseName="DiscoveryTool" – データの保存先データベースを構成

する場合に使用します。DiscoveryTool を、希望のデータベース名に置き換えま

す。既定のデータベース名は DiscoveryTool (SharePoint 2007/2010/20

13/2016 の場合) または DiscoveryToolOnline です。データベースがデータ

ベース サーバーに存在しない場合、自動的に作成されます。 



AvePoint ディスカバリー ツール 29 

o AuthenticationType="0" – データベースへの接続に使用される認証モード

を構成する場合に使用します。0 は Windows 認証、1 は SQL 認証を意味しま

す。 

o Account="" – SQL 認証の使用が選択されている場合、アカウント名を構成す

る際に使用します。 

• CSV – CSV をパラメーター値として構成し、収集されるデータをデータベースに保存せず CS

V 形式でレポートを生成します。生成される SharePoint データ レポートのストレージ場所

を ReportLocation=" " パラメーター値として構成します。 

4. ファイルへの変更を保存して閉じます。 

レポートの生成設定の構成 

レポート生成ジョブの実行前、レポート生成用データの取得元データベースを構成し、レポートに含める情報の

タイプを選択することができます。 

1. Discovery Tool フォルダーで、…\data\DiscoveryTool ディレクトリ (SharePoint 2017/20

10/2013/2016 の場合) 内の CommandGenerateReportSetting.xml ファイル、また

は …\data\SPOnlineDiscoveryTool ディレクトリ内の SPOnlineCommandGenerateR

eportSetting.xml ファイルを検索します。 

2. メモ帳でファイルを開きます。 

3. ファイルでノードを構成します。 
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図 8: CommandGenerateReportSetting.xml ファイル 

以下のパラメーターを構成し、レポート生成用データのデータベースを構成します。 

• DatabaseServer="localhost"  

• DatabaseName="DiscoveryTool"  

• AuthenticationType="0"  

• Account=" " 

詳細については、コンテンツの検出設定の構成 セクションの手順 3 を参照してください。 

以下のパラメーターを構成し、全体統計設定を構成します。既定では、すべてのタイプの全体統計は

レポートに収集されます。 

• FarmOverviewChecked="true" (SharePoint Online に使用不可) – データベ

ースからファームの各 Web アプリケーションに関する情報を収集するかどうかを定義する場合

に使用します。  

• FarmTopologyChecked ="true" (SharePoint Online に使用不可) – データベ

ースからファーム トポロジー情報を収集するかどうかを定義する場合に使用します。  



AvePoint ディスカバリー ツール 31 

• SiteCollectionInformationChecked ="true" – データベースからサイト コレクシ

ョンの情報を収集するかどうかを定義する場合に使用します。 

• SiteInformationChecked ="true" – データベースからすべてのサイトの情報を収集

するかどうかを定義する場合に使用します。 

• DataOverviewChecked="true" – 特定のオブジェクトを持つ上位 20 件のサイト コ

レクションを収集するかどうかを定義する場合に使用します。 

• ListInformationChecked="true" – データベースからリスト情報を収集するかどうか

を定義する場合に使用します。 

• CheckOutFilesChecked="true" – データベースからチェックアウト済みファイルの情報

を収集するかどうかを定義する場合に使用します。 

• LongPathChecked="true" – URL が構成された制限を超過しているオブジェクトに

関する情報を収集するかどうかを定義する場合に使用します。 

• UrlLength="255" – オブジェクト URL の文字数制限を定義する場合に使用します。

既定の値は 255 です。 

以下のパラメーターを構成し、収集する構成情報のタイプを構成します。既定では、以下のすべてのタ

イプの情報はレポートに収集されます。 

• LookupColumnChecked="true" – データベースからすべての参照列情報を収集す

るかどうかを定義する場合に使用します。 

• WorkflowChecked="true" – データベースからすべてのワークフロー情報を収集する

かどうかを定義する場合に使用します。 

• NintexFormChecked="true" – データベースから Nintex フォーム情報を収集する

かどうかを定義する場合に使用します。 

• UsersChecked="true" – データベースからユーザー情報を収集するかどうかを定義する

場合に使用します。 

• GroupChecked="true" – データベースからグループ情報を収集するかどうかを定義す

る場合に使用します。 

• PageInfoChecked="true" – データベースからすべてのページ情報を収集するかどうか

を定義する場合に使用します。 
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• PageLayoutChecked="true" – データベースからページ レイアウト情報を収集するか

どうかを定義する場合に使用します。 

• WebPartChecked="true" – データベースから Web パーツ情報を収集するかどうかを

定義する場合に使用します。 

• UnSupportChecked="true" – データベースから SharePoint 移行で移行すること

ができないコンテナーおよび設定に関する情報を収集するかどうかを定義する場合に使用しま

す。 

• InfoPathChecked="true" – データベースから InfoPath 情報を収集するかどうかを

定義する場合に使用します。 

• ManagedMetadataChecked="true"– データベースから Managed Metadata 

Serivice 情報を収集するかどうかを定義する場合に使用します。 

• ContentTypeChecked="true" – データベースからコンテンツ タイプ情報を収集する

かどうかを定義する場合に使用します。 

以下のパラメーターを構成し、レポートに収集するカスタマイズ情報のタイプを構成します。既定では、

以下のカスタマイズ情報が収集されます。 

• FeatureChecked="true" – カスタマイズ・アクティブ化された機能に関する情報を収集

するかどうかを定義する場合に使用します。 

• SolutionArchitectureChecked="true" – SharePoint に追加されたソリューショ

ンに関する情報を収集するかどうかを定義する場合に使用します。 

4. ファイルへの変更を保存して閉じます。 
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レポート表示用 Power BI テンプレートの構成 

Power BI テンプレートで SharePoint 2007/2010/2013/2016 データのスキャン結果を表示するには、

以下の設定を構成してください。 

1. Discovery Tool フォルダーの Documents フォルダーで、Discovery_Tool_PowerBI_Te

mplate_SP_On_Premises.pbit ファイルを検索して開きます。   

2. キーボードの ESC を押して、データベースへの接続に関連する設定をすべてキャンセルします。  

3. クエリーを編集 > データ ソース設定 に移動し、[ソースの変更...] をクリックしてデータ ソースを変

更します。 

4. SQL Server データベース設定を構成します。  

• サーバー - ディスカバリー ツール用に構成されたサーバーを入力します。  

• データベース - ディスカバリー ツール用のデータベースを入力します。 

[OK] をクリックして現在のページを終了します。[閉じる] をクリックして データ ソース設定 ページを

閉じます。 

5. [変更の適用] をクリックして、データベース用に構成されたデータベース資格情報を入力します。  

6. [適用] をクリックするとデータを読み込みます。 

7. データ読み込みの完了後、右ナビゲーション上の フィールド をクリックします。List Template Ref

erence、Site Template Reference、Calendar、CommonFileExtension 表を右ク

リックして、[データの更新] をクリックしてデータを更新します。 

8. Power BI テンプレートでレポートを表示することができます。 
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付録 A: 詳細なコンテンツ検出設定の構成 

追加の情報をスキャン・収集するかどうかを定義する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Discovery Tool フォルダーで、…\data\DiscoveryTool ディレクトリ (SharePoint 2007/20

10/2013/2016 の場合) の ReportSetting.xml ファイル、または …\data\SPOnlineDisc

overyTool ディレクトリの SPOnlineReportSetting.xml ファイルを検索します。 

2. メモ帳でファイルを開きます。 

3. ファイルで <ReportSetting …/> ノードを検索します。 

4. 以下のパラメーターを構成し、スキャン・収集する追加情報のタイプを定義します。 

• EnablePerformanceLog="false" – 既定では、パフォーマンス ログが生成されませ

ん。ジョブのパフォーマンス ログを生成するには、このパラメーターの値を true に変更します。 

• SkipUsersAndGroups="false" (SharePoint Online に使用不可) – 既定で

は、選択したノード内のユーザーとグループがスキャンされます。選択したノード内のユーザーとグ

ループのスキャンをスキップするには、このパラメーターの値を true に変更します。 

• IncludeFullControlInfo="false" (SharePoint Online にのみ使用可能) – 既

定では、フル コントロール権限を持っているユーザーまたはグループの情報が収集されません。

フル コントロール権限を持っているユーザーまたはグループの情報を収集するには、このパラメー

ターの値を true に変更します。 

• IncludeLastModifiedTimeInfo="false" – 既定では、サイトの最終更新日時が

収集されません。サイトの最終更新日時を収集するには、このパラメーターの値を true に変

更します。 

• ScanUniquePermissionUser="false" (SharePoint Online に使用不可) – 

既定では、固有権限を持っているサイト・リスト内のユーザーおよびグループの情報が収集され

ません。固有権限を持っているサイト・リスト内のユーザーまたはグループの情報を収集するに

は、このパラメーターの値を true に変更します。 

• ScanItemsVersionCount="true" – 既定では、アイテムのバージョンが収集されま

す。アイテム バージョンの収集を無効にするには、このパラメーターの値を false に変更しま

す。 

• ScanItemLastAccessTime="true" (SharePoint Online に使用不可) – 既定

では、サイト コレクション・サイト・リスト・アイテムの最終アクセス日時が収集されます。これらの
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オブジェクトの最終アクセス日時の収集を無効にするには、このパラメーターの値を false に

変更します。 

• GenerateReportForFailedItems="true" (SharePoint Online に使用不可) 

– 既定では、スキャン失敗のアイテムの情報が収集され、Logs フォルダーの TXT ファイルに

表示されます。ログ内の失敗したアイテムの情報の収集を無効にするには、このパラメーターの

値を false に変更します。 

• ScanItemModifiedByAndCreatedByAndContentTypeId="true" (Shar

ePoint Online に使用不可) – 既定では、アイテムの更新者・作成者・コンテンツ タイプ I

D が収集されます。情報の収集を無効にするには、このパラメーターの値を false に変更し

ます。 

• ScanningWorkflowInstance="false" (SharePoint Online にのみ使用可能) 

– 既定では、ワークフロー インスタンスが収集されません。ワークフロー インスタンスの収集を有

効にするには、このパラメーターの値を true に変更します。 

• SkipHiddenList="true" – 既定では、隠しリストの情報が収集されません。隠しリスト

の情報を収集するには、このパラメーターの値を false に変更します。 

5. ファイルへの変更を保存して閉じます。  
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付録 B: レポート詳細 

レポート詳細については、以下のセクションを参照してください。 

SharePoint データ レポート (Excel 形式) 

レポートの保存先に、レポートの生成 手順で構成された名前の SharePoint データ レポートが存在します。

レポートの既定名は DiscoveryToolReport_DateTime (例: DiscoveryToolReport_20170

422134832) です。レポートには、レポート タイプ 手順で選択した情報が収集されます。  

• データ概要 – 特定のオブジェクトを持つ上位 20 件のサイト コレクションの URL およびサイ

ト コレクションの該当するオブジェクト数が表示されます。 

• ファーム概要 (SharePoint Online に使用不可) – ファームの各 Web アプリケーションの

情報と、コンテンツ データベース数・サイト コレクション数・合計サイズを表示する 3 件のグラフ

が提供されます。 

• ファーム トポロジー (SharePoint Online に使用不可) – ファームのサーバー情報が表示

されます。 

• サイト コレクション情報 – 各移行難易度レベルのサイト コレクション数および各サイト コレク

ションの情報が表示されます。 

• 個人用サイトの情報 – 個人用サイトの合計数および各個人用サイトの情報が表示されま

す。 

• サイト情報 – 各サイトの情報が表示されます。 

• リスト情報 – リスト数および各リストの情報が表示されます。 

• チェックアウト済みファイルの情報 - 各チェックアウト済みファイルの情報が表示されます。 

• 参照列情報 – 各参照列の情報が表示されます。 

• 機能情報 – カスタマイズされた機能数およびカスタマイズ・アクティブ化された各機能の情報

が表示されます。  

• ワークフロー情報 – 各ワークフローの情報が表示されます。 

• Nintex フォーム情報 – Nintex フォームの情報が表示されます。 

• URL 文字数の警告 – URL が最大値を超過しているオブジェクトの情報が表示されます。 

• ユーザー情報 – ユーザー数と各ユーザーの情報が表示されます。 
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• グループ情報 – グループ数と各グループの情報が表示されます。 

• サポート外 – データベースから SharePoint 移行で移行することができないオブジェクトの情

報が表示されます。 

• Web パーツ情報 – Web パーツ数と各 Web パーツの情報が表示されます。 

• InfoPath 情報 – InfoPath 情報が表示されます。 

• MMS 情報 – Managed Metadata Service 情報が表示されます。 

• ソリューション情報 – 各 Web アプリケーションの該当するソリューションが表示されます。 

• マスター ページとページ レイアウト - カスタム マスター ページ / ページ レイアウトの数、サイ

トコレクション数、各マスター ページ・ページ レイアウトの情報が表示されます。 

• ページ情報 – ページ数とページの情報が表示されます。 

• スクリプトを含む特別ページ (SharePoint Online に使用不可) - JavaScript を含むコ

ンテンツ エディター Web パーツが存在する特別ページの情報が表示されます。 

*注意: このレポートを生成するには、レポートの生成 機能を使用して SharePoint データ 

レポートの設定を構成する際に ページ情報 チェックボックスが選択されていることを確認してく

ださい。 

• コンテンツ タイプ情報 – カスタム コンテンツ タイプ数と各コンテンツ タイプの情報が表示され

ます。 

SharePoint 2007/2010/2013/2016 レポートの詳細については、以下の表を参照してください。 

タブ名 コンテンツ (列名) 

データ概要 URL、カウント 

ファーム概要 SharePoint バージョン 

Web アプリケーション名、コンテンツ データベース数、サイト コレクション数、

合計サイズ (GB) 

ファーム トポロジー サーバー、サービス、状態 

サイト コレクション情報 移行の難易度、サイト コレクション サイズ (GB)、アイテム数 (バージョンを

含む) 

Web アプリケーション名、Web アプリケーション URL、サイト コレクション U

RL、サイト数、合計サイズ (GB; ごみ箱内のコンテンツを含む)、ドキュメン

ト数 (バージョンを含む)、アイテム数 (バージョンを含む)、フォルダー数、添
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タブ名 コンテンツ (列名) 

付ファイル数、移行の難易度、ユーザー数、グループ数、カスタム機能の数、

ワークフロー数、Web パーツ数、カスタム テンプレート サイトの数、操作が

発生しない期間 (日)、最終更新日時 (UTC)、最終アクセス日時 (UT

C)、プライマリ管理者、代理の管理者 

個人用サイトの情報 個人用サイトの合計数 

Web アプリケーション名、Web アプリケーション URL、サイト コレクション U

RL、サイト数、合計サイズ (GB; ごみ箱内のコンテンツを含む)、ドキュメン

ト数 (バージョンを含む)、アイテム数 (バージョンを含む)、フォルダー数、添

付ファイル数、ユーザー数、グループ数、カスタム機能の数、ワークフロー数、

Web パーツ数、カスタム テンプレート サイトの数、操作が発生しない期間 

(日)、最終更新日時 (UTC)、最終アクセス日時 (UTC)、プライマリ管理

者、代理の管理者 

サイト情報 Web アプリケーション URL、サイト コレクション URL、サイト URL、サイト 

タイトル、レベル、テンプレート、カスタム テンプレートである、アイテム数 (バ

ージョンを含む)、ドキュメント数 (バージョンを含む)、フォルダー数、添付ファ

イル数、合計サイズ (GB; すべてのバージョンを含む)、ユーザー数、グルー

プ数、カスタム機能の数、Web パーツ数、最終アクセス日時 (UTC) 

リスト情報 リスト数 

親サイト ID、リスト URL、リスト タイトル、リスト ID、アイテム数 (バージョ

ンを含まない)、サイズ (GB)、テンプレート タイトル、テンプレート ID、カスタ

マイズ、テンプレート機能 ID、テンプレートの説明、テンプレート カテゴリー 

チェックアウト済みファイルの

情報 

サイト コレクション URL、パス、ファイル名、チェックアウト済み、UI バージョ

ン、バージョン数、サイズ (KB) 

参照列情報 参照列数 

サイト URL、範囲、リスト タイトル、列名、内部名、参照サイト URL、参

照リスト名、参照フィールド 

機能情報 カスタム機能の合計数 

機能 ID、表示名、ルート ディレクトリ、ソリューション名 

ワークフロー情報 サイト コレクション URL、URL、ワークフロー名、ワークフロー テンプレート、

インスタンス数、親オブジェクト名、アセンブリ、分類、アクション、アクション タ

イプ、カスタマイズされている 



AvePoint ディスカバリー ツール 39 

タブ名 コンテンツ (列名) 

Nintex フォーム情報 範囲 URL、コンテンツ タイプ ID、コンテンツ タイプ名、フォーム コントロール 

タイプ 

URL 文字数の警告 Web アプリケーション URL、相対 URL、URL 文字数 

ユーザー情報  ユーザーの合計数、アクティブ ユーザー数、AD 削除済みユーザー数 

表示名、ログイン名、タイプ (AD/ADFS/FBA)、アクティブであるか 

グループ情報 グループの合計数 

グループ名、タイプ (AD/SP) 

サポート外 オブジェクト タイプ、オブジェクト URL、オブジェクト名、オブジェクト ID、分

類、機能 ID 

Web パーツ情報 カスタム Web パーツの合計数、対応していない Web パーツの合計数 

サイト コレクション URL、Web パーツ URL、Web パーツ ID、タイプ、タイ

プ ID、ゾーン、分類、SharePoint オンプレミスへの移行、SharePoint 

Online への移行、アセンブリ、Web パーツ場所、基本クラス、テンプレート

名、機能 ID 

InfoPath 情報 InfoPath の数 

サイト コレクション URL、サイト URL、リスト URL、コンテンツ タイプ名、リ

スト タイトル 

MMS 情報 用語の合計数 

サイト URL、用語ストア、用語グループ、サイト コレクション グループであ

る、用語セット、用語パス、用語、用語 ID 

ソリューション情報  展開先、展開状態、ソリューション名 

マスター ページとページ レイ

アウト  

カスタム マスター ページ / ページ レイアウトの数、サイト コレクション数 

サイト コレクション URL、URL、タイトル、関連コンテンツ タイプ名、セットア

ップ パス、カスタマイズされている、更新者、更新日時 

ページ情報  ページの合計数、カスタム ページの合計数 

サイト URL、ライブラリ タイトル、ページ URL、ページ レイアウト URL、カス

タマイズされている 

スクリプトを含む特別ページ ページの合計数 

サイト コレクション ID、サイト コレクション URL、ページ URL 

コンテンツ タイプ情報 カスタム コンテンツ タイプ数 
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タブ名 コンテンツ (列名) 

サイト コレクション URL、サイト URL、コンテンツ タイプ名、カスタマイズされ

ている 

 

SharePoint Online レポートの詳細情報については、以下の表を参照してください。 

タブ名 コンテンツ (列名) 

データ概要 URL、カウント 

サイト コレクション情報 サイト コレクション URL、サイト数、サイズ (GB)、ドキュメント数 (バージョン

を含む)、アイテム数 (バージョンを含む)、フォルダー数、添付ファイル数、ユ

ーザー数、グループ数、カスタム機能の数、ワークフロー数、Web パーツ数、

カスタム テンプレート サイトの数、プライマリ管理者、サイト管理者、Share

Point バージョン、操作が発生しない期間 (日)、最終更新日時 (UTC) 

個人用サイトの情報 個人用サイトの合計数 

サイト コレクション URL、サイト数、サイズ (GB)、ドキュメント数 (バージョン

を含む)、アイテム数 (バージョンを含む)、フォルダー数、添付ファイル数、ユ

ーザー数、グループ数、カスタム機能の数、ワークフロー数、Web パーツ数、

カスタム テンプレート サイトの数、プライマリ管理者、サイト管理者、Share

Point バージョン、操作が発生しない期間 (日)、最終更新日時 (UTC) 

サイト情報 サイト コレクション URL、サイト URL、サイト タイトル、レベル、テンプレー

ト、カスタム テンプレートである、アイテム数 (バージョンを含む)、ドキュメント

数 (バージョンを含む)、フォルダー数、添付ファイル数、ユーザー数、グループ

数、カスタム機能の数、Web パーツ数 

リスト情報 リスト数 

親サイト ID、リスト URL、リスト タイトル、リスト ID、アイテム数 (バージョ

ンを含まない)、サイズ (GB)、テンプレート タイトル、テンプレート ID、カスタ

マイズ、テンプレート機能 ID、テンプレートの説明、テンプレート カテゴリー 

チェックアウト済みファイルの

情報 

サイト コレクション URL、パス、ファイル名、チェックアウト済み、UI バージョ

ン、バージョン数、サイズ (KB) 

参照列情報 参照列数 

サイト URL、範囲、リスト タイトル、列名、内部名、参照サイト URL、参

照リスト名、参照フィールド 
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タブ名 コンテンツ (列名) 

ユーザー情報  ユーザーの合計数 

表示名、ログイン名、タイプ (AD/ADFS/FBA) 

グループ情報 グループの合計数 

グループ名、タイプ (AD/SP) 

機能情報 カスタム機能の合計数 

機能 ID、表示名、依存関係 ID 

Web パーツ情報 カスタム Web パーツの合計数、対応していない Web パーツの合計数 

サイト コレクション URL、Web パーツ URL、分類、アセンブリ、テンプレート

名 

MMS 情報 用語の合計数 

サイト URL、用語ストア、用語グループ、サイト コレクション グループであ

る、用語セット、用語パス、用語、用語 ID 

コンテンツ タイプ情報 カスタム コンテンツ タイプ数 

サイト コレクション URL、サイト URL、コンテンツ タイプ名、カスタマイズされ

ている 

ワークフロー情報 サイト コレクション URL、URL、ワークフロー名、インスタンス数、親オブジェ

クト名、分類、アクション、アクション タイプ、カスタマイズされている 

Nintex フォーム情報 範囲 URL、コンテンツ タイプ ID、コンテンツ タイプ名、フォーム コントロール 

タイプ 

マスター ページとページ レイ

アウト  

カスタム マスター ページ / ページ レイアウトの数、サイト コレクション数 

サイト コレクション URL、URL、タイトル、関連コンテンツ タイプ名、セットア

ップ パス、カスタマイズされている、更新者、更新日時 

ページ情報  ページの合計数、カスタム ページの合計数 

サイト URL、ライブラリ タイトル、ページ URL、ページ レイアウト URL、カス

タマイズされている 

InfoPath 情報 InfoPath の数 

サイト コレクション URL、サイト URL、リスト URL、コンテンツ タイプ名、リ

スト タイトル 

ソリューション情報  展開先、展開状態、ソリューション名 

URL 文字数の警告 相対 URL、URL 文字数 
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タブ名 コンテンツ (列名) 

サポート外 オブジェクト タイプ、オブジェクト URL、オブジェクト名、オブジェクト ID、分

類、機能 ID 

 

ストレージ最適化レポートの既定名は Cost Saving Report.xlsx です。[エクスポート] をクリックする

と、レポートの生成 手順に表示されるデータがこのレポートに収集されます。このレポートには、以下の情報が

表示されます。 

• BLOB ストレージ – データベース内のデータのストレージです。 

• サイズ (単位) – 各ストレージのデータ サイズです。 

• コスト – 各ストレージの 1 GB データの年単位または月単位の価格です。 

• 外部化前 – 外部化前の各ストレージのコストです。 

• 外部化後 – 外部化後の各ストレージのコストです。 

SharePoint データ レポート (CSV 形式) 

レポートの保存先 手順で構成されたレポートの保存先に、SharePoint データ CSV レポートのフォルダーが

存在します。レポートのフォルダー名は DiscoveryReport_DateTime (例: DiscoveryReport_2

0171211175254) または SPOnlineDiscoveryReport_DateTime (例: SPOnlineDiscov

eryReport_20171211175254) です。 

レポート フォルダーに、Summary という TXT 形式のレポートが存在します。このレポートにジョブの ジョブ I

D・開始日時・終了日時、SharePoint バージョン、ツール バージョン、各レベルのオブジェクト数が収集さ

れます。  

また、レポート フォルダーに General Statistics、Configuration、Customization の 3 件のフォル

ダーが存在します。 

全体統計レポート 

General Statistics フォルダーに、下表の ファイル名 列に一覧表示されているレポートが構成に基づいて

生成されます。  

*注意: CSV ファイルは、データのタイプがスキャンされた範囲に存在する場合にのみ生成可能です。 

SharePoint 2007/2010/2013/2016 レポートの詳細については、以下の表を参照してください。 
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ファイル名 コンテンツ (列名) 

ItemInformation.csv サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト タイトル、ディレク

トリ名、リーフ名、アイテム GUID、アイテム ID、サイズ (KB)、バージョ

ン番号、チェックアウト済み、チェックアウト済みユーザー、作成日時、作

成者、最終更新日時、最終更新者、最終アクセス日時、ファイル拡

張子、アイテム タイプ、コンテンツ タイプ ID、セットアップ パス、バージョ

ン数、すべてのバージョンの合計サイズ (KB)、ストリーム 

ItemInformationSumma

ry.csv 

サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト タイトル、リスト基

本タイプ、ドキュメント / アイテム数、バージョン数、フォルダー数、添付

ファイル数、合計サイズ (MB) 

ListInformation.csv サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、ID、URL、タイトル、ベ

ース タイプ、テンプレート ID、テンプレート タイトル、カスタム、テンプレ

ート機能 ID、アイテム数 (バージョンを含めない)、列数、最後のアイ

テムの更新日時、最後のアイテムの削除日時、最終アクセス日時、バ

ージョンの有効化、マイナー バージョンの有効化、非表示、コンテンツ 

タイプ管理の許可、サイド リンク バーに表示、固有の権限あり、コンテ

ンツ承認の有効化 

SiteCollectionInformatio

n.csv 

Web アプリケーション URL、コンテンツ データベース名、URL、サイズ 

(GB)、ユーザー数、プライマリ管理者、代理の管理者、グループ数、

最終更新日時、最終アクセス日時 

SiteInformation.csv サイト コレクション ID、ID、サイト URL、サイト タイトル、ルート サイ

ト、テーマ、最終更新日時、最終アクセス日時、タイム ゾーン、サイズ 

(GB)、ユーザー数、グループ数、作成日時、言語、親サイト ID、サイ

ト テンプレート、サイト テンプレート ID、構成、サイト テンプレート タイ

トル、マスター ページ URL、カスタム マスター URL、カスタム 

WebApplicationInformat

ion.csv 

ID、名前、URL、合計サイズ (GB)、サイト コレクション数、SharePo

int バージョン 

 

SharePoint Online レポートの詳細情報については、以下の表を参照してください。 

ファイル名 コンテンツ (列名) 

ItemInformation.csv サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト タイトル、ディレク

トリ名、リーフ名、アイテム GUID、アイテム ID、サイズ (KB)、バージョ

ン番号、チェックアウト済み、チェックアウト済みユーザー、作成日時、作

成者、最終更新日時、最終更新者、ファイル拡張子、アイテム タイ
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ファイル名 コンテンツ (列名) 

プ、コンテンツ タイプ ID、セットアップ パス、バージョン数、すべてのバー

ジョンの合計サイズ (KB)、ストリーム 

ItemInformationSumma

ry.csv 

サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト タイトル、リスト基

本タイプ、ドキュメント / アイテム数、バージョン数、フォルダー数、添付

ファイル数、合計サイズ (MB) 

ListInformation.csv サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、ID、URL、タイトル、基

本タイプ、テンプレート ID、テンプレート タイトル、カスタム、テンプレート

機能 ID、アイテム数 (バージョンを含めない)、列数、最後のアイテム

の更新日時、最後のアイテムの削除日時、バージョンの有効化、マイ

ナー バージョンの有効化、非表示、コンテンツ タイプ管理の許可、サイ

ド リンク バーに表示、コンテンツ承認の有効化 

SiteCollectionInformatio

n.csv 

URL、サイズ (GB)、ユーザー数、グループ数、プライマリ管理者、最終

更新日時 

SiteInformation.csv サイト コレクション ID、ID、URL、サイト タイトル、ルート サイト、テー

マ、最終更新日時、ユーザー数、グループ数、作成日時、言語、親サ

イト ID、サイト テンプレート、サイト テンプレート ID、構成、サイト テ

ンプレート タイトル、マスター ページ URL、カスタム マスター URL、カ

スタム 

 

構成レポート 

Configuration フォルダーに、下表の ファイル名 列に一覧表示されているレポートが構成に基づいて生成

されます。  

*注意: CSV ファイルは、データのタイプがスキャンされた範囲に存在する場合にのみ生成可能です。 

SharePoint 2007/2010/2013/2016 レポートの詳細については、以下の表を参照してください。 

ファイル名 コンテンツ (列名) 

AlertInformation.csv ID、サイト URL、リスト URL、通知タイトル、通知

付きのアイテム タイトル、タイプ、状態、ユーザー ロ

グイン名、テンプレート名 

UniquePermissionInfo.csv サイト コレクション URL、サイト URL、リスト タイト

ル、ユーザー / グループ、権限 
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ファイル名 コンテンツ (列名) 

GroupInformation.csv サイト コレクション ID、ID、サイト コレクション UR

L、タイトル 

LookupColumnInformation.csv サイト URL、範囲、リスト タイトル、内部名、列

名、参照サイト URL、参照リスト名、参照フィール

ド 

ManagedMetadataService.csv サイト コレクション ID、サイト コレクション URL、用

語ストア、用語グループ、サイト コレクション グループ

である、用語セット、用語パス、用語、用語 ID 

PagesInformation.csv サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト 

ID、ID、ライブラリ タイトル、ページ URL、ページ レ

イアウト URL 

UserInformation.csv サイト コレクション ID、サイト コレクション URL、I

D、ユーザー / グループ、アクティブ、タイプ、表示

名、ドメイン グループ 

WorkflowInformation.csv ID、サイト URL、範囲 URL、ワークフロー タイプ、

基本 ID、ワークフロー名、テンプレート、タスク リスト

名、履歴リスト名、アセンブリ、分類、インスタンス

数、リスト ID、親オブジェクト名、サイト コレクション 

ID、機能 ID、カスタム、アクション、アクション タイプ 

 

SharePoint Online レポートの詳細情報については、以下の表を参照してください。 

ファイル名 コンテンツ (列名) 

AlertInformation.csv ID、サイト URL、リスト URL、通知タイトル、タイプ、状態、ユ

ーザー ログイン名、テンプレート名 

FullControlInformation.csv サイト コレクション URL、サイト ID、サイトの相対 URL、表示

名、ログイン名、メンバー ID 

GroupInformation.csv サイト コレクション ID、ID、サイト コレクション URL、タイトル 

LookupColumnInformation.cs

v 

サイト URL、範囲、リスト タイトル、内部名、列名、参照サイ

ト URL、参照リスト名、参照フィールド 

ManagedMetadataService.csv サイト コレクション ID、サイト コレクション URL、用語ストア、

用語グループ、サイト コレクション グループである、用語セット、

用語パス、用語、用語 ID 
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ファイル名 コンテンツ (列名) 

PagesInformation.csv サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト ID、ID、

ライブラリ タイトル、ページ URL、ページ レイアウト URL 

UserInformation.csv サイト コレクション ID、サイト コレクション URL、ID、ログイン

名、タイプ、表示名、ドメイン グループ、サイト管理者である 

WorkflowInformation.csv ID、サイト URL、範囲 URL、ワークフロー タイプ、基本 ID、

ワークフロー名、タスク リスト名、履歴リスト名、分類、リスト I

D、親オブジェクト名、サイト コレクション ID、機能 ID、カスタ

ム、アクション、アクション タイプ 

 

カスタマイズ レポート 

Customization フォルダーに、下表の ファイル名 列に一覧表示されているレポートが構成に基づいて生成

されます。  

*注意: CSV ファイルは、データのタイプがスキャンされた範囲に存在する場合にのみ生成可能です。 

SharePoint 2007/2010/2013/2016 のレポートの詳細については、以下の表を参照してください。 

ファイル名 コンテンツ (列名) 

ColumnInformation.csv サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト ID、ID、範囲 UR

L、内部名、表示名、カスタム、フィールド クラス、タイプ、フィールド プロ

パティ 

ContentTypeInformatio

n.csv 

サイト URL、リスト ID、コンテンツ タイプ ID、サイト コレクション URL、

範囲 URL、名前、カスタム、機能 ID 

EventReceiverInformati

on.csv 

ID、サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、タイプ、名前、範囲 

ID、アイテム ID、アイテム パス、アイテム名、同期、トリガー タイプ、シ

ーケンス番号、ソリューション ID、アセンブリ、クラス、データ、フィルター 

FeatureInformation.csv Web アプリケーション ID、サイト コレクション ID、サイト ID、ID、範囲 

URL、名前、範囲、状態、ソリューション名、ルート ディレクトリ、カスタム 

InfoPathInformation.cs

v 

サイト コレクション ID、サイト ID、リスト ID、リスト URL、リスト タイト

ル、コンテンツ タイプ名、テンプレート パス、表示フォーム URL、編集フォ

ーム URL、新規フォーム URL、コンテンツ タイプ スキーマ XML 

MasterPageandPagelay

out.csv 

サイト コレクション ID、URL、タイトル、関連コンテンツ タイプ名、ページ 

パス、最終更新日時、最終更新者、カスタム 
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ファイル名 コンテンツ (列名) 

NintexFormInformatio

n.csv 

サイト コレクション ID、サイト ID、リスト ID、範囲 URL、コンテンツ タ

イプ ID、コンテンツ タイプ名、フォーム コントロール タイプ 

SolutionInformation.cs

v 

ID、名前、ソリューション タイプ、展開先、サイト コレクション ID、状

態、アセンブリの有無、署名 

TemplateInformation.c

sv 

サイト コレクション ID、名前、タイトル、説明、場所、基本タイプ、カテゴ

リー、機能 ID、ID、サイト ID、リスト ID、テンプレート タイプ 

WebPartInformation.cs

v 

サイト コレクション ID、サイト ID、ID、ページ ID、ページ URL、タイ

プ、タイプ ID、領域 ID、アセンブリ、Web パーツ場所、基本クラス、テ

ンプレート名、SharePoint オンプレミスへの移行、SharePoint Onli

ne への移行、機能 ID 

 

SharePoint Online レポートの詳細情報については、以下の表を参照してください。 

ファイル名 コンテンツ (列名) 

ColumnInformation.csv サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト ID、ID、範囲 UR

L、内部名、表示名、タイプ、フィールド プロパティ 

ContentTypeInformatio

n.csv 

サイトの相対 URL、リスト ID、コンテンツ タイプ ID、サイト コレクション 

URL、範囲 URL、名前、カスタム、機能 ID 

EventReceiverInformati

on.csv 

ID、サイト コレクション URL、サイトの相対 URL、リスト タイトル、タイ

プ、名前、同期、トリガー タイプ、シーケンス番号、アセンブリ、クラス 

FeatureInformation.csv サイト コレクション ID、サイト ID、ID、範囲 URL、名前、範囲、ルー

ト ディレクトリ、カスタム 

InfoPathInformation.cs

v 

サイト コレクション ID、サイト ID、リスト ID、リスト URL、リスト タイト

ル、コンテンツ タイプ名、テンプレート パス、表示フォーム URL、編集フォ

ーム URL、新規フォーム URL、コンテンツ タイプ スキーマ XML 

MasterPageandPagelay

out.csv 

サイト コレクション ID、URL、タイトル、関連コンテンツ タイプ名、ページ 

パス、最終更新日時、最終更新者、カスタム 

NintexFormInformatio

n.csv 

サイト コレクション ID、サイト ID、リスト ID、範囲 URL、コンテンツ タ

イプ ID、コンテンツ タイプ名、フォーム コントロール タイプ 

SolutionInformation.cs

v 

ID、名前、ソリューション タイプ、展開先、サイト コレクション ID、状

態、アセンブリの有無、署名 

TemplateInformation.c

sv 

サイト コレクション ID、名前、タイトル、説明、場所、基本タイプ、カテゴ

リー、機能 ID、ID、サイト ID、リスト ID、テンプレート タイプ 
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ファイル名 コンテンツ (列名) 

WebPartInformation.cs

v 

サイト コレクション ID、サイト ID、名前、ページ URL、アセンブリ、分

類、セットアップ パス、テンプレート名 
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付録 C: ディスカバリー ツール データベース スキーマ 

SharePoint 2007/2010/2013/2016 のデータベースに保存されている情報の詳細については、以下の

表を参照してください。 

表名 列名 

AlertInfo 

 

Id 

Title        

ItemTitle    

Type    

Status        

WebId         

ListURL       

UserLoginName 

TemplateName  

Message 

ColumnInfo 

 

SiteId 

WebId          

Setting        

Name          

Id       

FieldTypeClass 

InternalName   

TypeAsString   
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表名 列名 

ListId 

ScopeURL     

IsCustomized 

Message 

ContentDatabaseInfo 

 

WebApplicationId 

Id               

Name           

Version        

Size(GB)     

SiteCount       

Message 

ContentTypeInfo 

 

SiteUrl 

WebId  

ListId 

Id 

Name 

FeatureId 

ScopeURL  

Message 

Customized 

EventReceiverInfo 

 

Id 

Name  
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表名 列名 

SiteId  

WebId  

HostType  

HostId  

ItemId  

DirName  

LeafName  

Synchronization 

Type  

SequenceNumber  

SolutionId  

Assembly  

Class           

Data            

Filter 

Message 

FeatureInfo 

 

WebApplicationId 

SiteId  

WebId  

Id  

Name  

Scope  
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表名 列名 

ScopeURL  

Status  

Solution Id  

Solution Name  

RootDirectory  

Customized  

Message 

GroupInfo 

 

SiteId    

Id 

LoginName 

Message 

InfoPathInfo 

 

SiteId               

WebId                

ListId              

ListUrl             

ListTitle 

ContentTypeName  

DocumentTemplate  

DisplayFormUrl       

EditFormUrl          

NewFormUrl 

ContentTypeSchemaXml 
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表名 列名 

Message 

ItemInfo 

 

SiteId  

WebId  

ListId  

DirName  

LeafName  

DocId  

DocLibRowId  

Size    

UIVersion        

Level 

CheckoutUserId   

CreatedTime      

CreatedBy 

LastModifiedTime 

LastModifiedBy  

LastAccessedTime 

Extension       

ItemType     

FSObjType        

ContentTypeId 

SetupPath   
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表名 列名 

VersionCount     

AllVersionSize  

DocFlags 

HasStream 

ItemRealTotalSize 

Message 

LastModifiedTimeInfo SiteId 

WebId 

WebURL 

LastModifiedTime 

Message 

ListInfo 

 

SiteId                   

WebId                    

Id                     

URL                     

Title         

BaseType                

TemplateId             

TemplateTitle 

Customized 

TemplateFeatureID 

TemplateDescription 
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表名 列名 

TemplateCategory 

ItemCount            

ColumnCount 

LastItemModifiedDate     

LastItemDeletedDate     

EnableVersioning   

EnableMinorVersions  

Hidden 

AllowContentTypes       

OnQuickLaunch 

EnableModeration       

Message 

LookupColumnInfo SiteUrl 

Scope 

ListTitle 

ColumnName 

InternalName 

LookupSiteURL 

LookupListName 

LookupField 

ManagedMetadataInfo 

 

SiteId               

SiteUrl         
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表名 列名 

TermStore             

TermGroup 

IsSiteCollectionGroup 

TermSet         

TermPath        

Term                

TermId                

Message 

NintexFormInfo SiteId 

WebId 

ListId 

ScopeURL 

ContentTypeId 

Name 

FormControlTypes 

Message 

PageLayoutInfo 

 

SiteId        

Page Layout URL               

Title                  

Content Type Name     

SetupPath       

LastModifiedTime             



AvePoint ディスカバリー ツール 57 

表名 列名 

LastModifiedBy               

IsCustomized                  

Message 

PagesInfo 

 

SiteId 

WebId 

ListId 

Id 

Library Title 

PageUrl 

Page Layout URL 

Message 

PagesInfoWithScript 

 

SiteId 

SiteCollectionUrl 

WebId 

ListId 

ListTemplate 

PageUrl 

Message 

ServerInfo 

 

Service 

Server  

Status 

Message 
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表名 列名 

SiteInfo WebApplicationId    

DatabaseId   

Id                 

URL          

Size(GB) 

RecycleSize(GB) 

UserCount          

PrimaryAdministratorId 

SecondaryAdministratorId 

GroupCount 

LastContentChange  

LastAccessedTime 

Message  

SolutionInfo 

 

Id  

Name  

DeploymentState 

DeployedTo 

SiteId  

Status     

HasAssemblies   

Signature  

Message 
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表名 列名 

SummaryInformation JobId 

ToolVersion 

SPVersion 

StartTime 

FinishedTime 

ItemTotalCount 

siteCount 

webCount 

listCount 

TemplateInfo 

 

SiteId  

Name  

Title  

Description 

Location  

BaseType  

Category  

FeatureId  

Id  

WebId  

ListId  

Scope  

Message 
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表名 列名 

UniquePermissionInfo SiteId 

WebId 

ListId 

MemberId 

Roles 

Message 

UserInfo 

 

SiteId  

Id  

LoginName  

IsActive  

Type  

DisplayName  

IsDomainGroup 

Message 

WebApplicationInfo 

 

Id  

Name        

URL       

TotalSize(GB) 

SharePointVersion 

Message 

WebInfo SiteId           

Id             
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表名 列名 

URL       

Title 

Rootsite         

Theme 

LastModifiedTime 

LastAccessedTime 

TimeZone      

TotalSize(GB)  

UserCount 

GroupCount       

CreatedTime      

LCID 

ParentWebId      

WebTemplate    

WebTemplateId   

Configuration 

WebTemplateTitle 

MasterUrl 

CustomMasterUrl  

Customized       

Message          

WebpartInfo SiteId          
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表名 列名 

 WebId           

Id 

PageUrlId      

PageUrl  

Type          

TypeId          

ZoneId      

Assembly 

WebPartLocation 

BaseClass 

TemplateName  

Classication  

MigrationToOnPremise 

MigrationToSPOnline 

FeatureId   

Message 

WorkflowInfo 

 

Id        

WebId       

ScopeURL         

Type           

BaseId           

Name        
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表名 列名 

Template   

TaskListName  

HistoryListName 

Assembly         

Classification 

InstanceCount  

ListId 

ParentObjectName 

SiteId     

FeatureId      

Customized 

Actions 

ActionTypes 

Message 

 

SharePoint Online のデータベースに保存されている情報の詳細については、以下の表を参照してください。 

表名 列名 

AlertInfo Id 

Title 

Type 

Status 

WebId 
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表名 列名 

WebURL 

UserLoginName 

TemplateName 

Message 

ColumnInfo 

 

SiteId 

WebId          

Setting        

Name          

Id       

InternalName   

TypeAsString   

ListId 

ScopeURL     

Message 

ContentTypeInfo 

 

SiteUrl 

WebId  

ListId 

Id 

Name 

FeatureId 

ScopeURL  

Message 
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表名 列名 

Customized 

EventReceiverInfo 

 

Id 

Name  

SiteId  

WebId  

HostType  

Synchronization 

Type  

SequenceNumber  

Assembly  

Class           

Message 

FeatureInfo 

 

SiteId  

WebId  

Id  

Name  

Scope  

ScopeURL  

DependencyIds  

RootDirectory  

Customized  

Message 
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表名 列名 

FullControlInfo SiteId 

WebId 

MemberId 

Message 

GroupInfo 

 

SiteId    

Id 

LoginName 

Message 

InfoPathInfo 

 

SiteId               

WebId                

ListId              

ListUrl             

ListTitle 

ContentTypeName  

DocumentTemplate  

DisplayFormUrl       

EditFormUrl          

NewFormUrl 

ContentTypeSchemaXml 

Message 

ItemInfo 

 

SiteId  

WebId  
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表名 列名 

ListId  

DirName  

LeafName  

DocId  

DocLibRowId  

Size    

UIVersion        

Level 

CheckoutUserId   

CreatedTime      

CreatedBy 

LastModifiedTime 

LastModifiedBy  

Extension       

ItemType     

FSObjType        

SetupPath   

ContentType Id 

VersionCount     

AllVersionSize  

HasStream 

ItemRealTotalSize 
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表名 列名 

Message 

LastModifiedTimeInfo 

 

 

 

 

SiteId 

WebId 

WebURL 

LastModifiedTime 

Message 

ListInfo 

 

SiteId                   

WebId                    

Id                     

URL                     

Title         

BaseType        

TemplateId           

TemplateTitle 

Customized 

TemplateFeatureID 

TemplateDescription 

TemplateCategory 

ItemCount            

ColumnCount 

LastItemModifiedDate     

LastItemDeletedDate     
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表名 列名 

EnableVersioning   

EnableMinorVersions  

Hidden 

AllowContentTypes       

OnQuickLaunch 

EnableModeration       

Message 

LookupColumnInfo SiteUrl 

Scope 

ListTitle 

ColumnName 

InternalName 

LookupSiteURL 

LookupListName 

LookupField 

ManagedMetadataInfo 

 

SiteId               

SiteUrl         

TermStore             

DefaultLanguage 

WorkingLanguage 

TermGroup 

IsSiteCollectionGroup 
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表名 列名 

TermSet         

TermPath        

Term                

TermId                

Message 

NintexFormInfo 

 

 

 

 

 

SiteId 

WebId 

ListId 

ScopeURL 

ContentTypeId 

Name 

FormControlTypes 

Message 

PageLayoutInfo 

 

SiteId        

Page Layout URL               

Title                  

Associated Content Type Name 

Content Type Name     

Compatible UI Version(s)    

SetupPath       

LastModifiedTime             

LastModifiedBy               
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表名 列名 

IsCustomized                  

Message 

PagesInfo 

 

SiteId 

WebId 

ListId 

Id 

Library Title 

PageUrl 

Page Layout URL 

Message 

SiteInfo Id                 

URL          

Size(GB) 

UserCount          

GroupCount 

PrimaryAdministratorId 

DocumentVersionCount 

ItemVersionCount 

LastContentChange  

SharePointVersion 

Message  

SolutionInfo Id  
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表名 列名 

 Name  

DeploymentState 

DeployedTo 

SiteId  

Status     

HasAssemblies   

Signature  

Message 

SummaryInformation JobId 

ToolVersion 

SPVersion 

StartTime 

FinishedTime 

ItemTotalCount 

siteCount 

webCount 

listCount 

TemplateInfo 

 

SiteId  

Name  

Description 

Location  

BaseType  
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表名 列名 

Category  

FeatureId  

Id  

WebId  

Scope  

Message 

UserInfo 

 

SiteId  

Id  

LoginName  

Type  

DisplayName  

IsDomainGroup 

IsSiteAdmin 

Message 

WebInfo SiteId           

Id             

URL       

Rootsite         

Theme 

LastModifiedTime 

TimeZone 

UserCount 
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表名 列名 

GroupCount       

CreatedTime      

LCID 

ParentWebId      

WebTemplate    

WebTemplateId   

Configuration 

WebTemplateTitle 

MasterUrl 

CustomMasterUrl  

Customized       

Message          

WebpartInfo 

 

SiteId          

WebId           

PageUrl 

Assembly 

TemplateName  

Classication  

SetupPath 

Name 

Message 

WorkflowInfo Id        
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表名 列名 

 WebId       

ScopeURL         

Type           

BaseId           

Name        

TaskListName  

HistoryListName 

ListId 

ParentObjectName 

SiteId     

FeatureId      

Classification 

Customized 

Actions 

ActionTypes 

Message 

WorkflowInstanceInfo 

 

 

 

 

 

SiteId 

WebId 

ListId 

ScopeURL 

DocId 

WorkflowDefinitionId 
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表名 列名 

 

 

 

 

 

Id 

Status 

InstanceCreated 

LastUpdated 

Message 
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