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はじめに  - SharePoint Server 2010 とフォーム - 

本自習書では SharePoint Server 2010 と InfoPath を利用することで利用できるフォームとその

活用方法について解説します。 

 

 SharePoint サイトで利用できるフォーム  

SharePoint 標準機能で利用できる入力フォームはリスト フォームです。リスト内に列を定義することで

自動的に入力フォームが用意され、ユーザーはリスト フォームを使ってリスト内にアイテムを入力し保存できま

す。しかし標準で用意されるリストの入力フォームは、汎用的なものであるため、入力項目が多い場合などリ

ストの用途によってはカスタマイズが必要となる場合があります。リスト フォームは無償で提供されている 

SharePoint のカスタマイズ ツールである SharePoint Designer 2010 により、カスタマイズが可能です

が、SharePoint Designer 2010 でのカスタマイズではデザインを整えることはできても、入力内容の妥当

性検証機能や条件に応じて表示される内容が動的に変更される機能などをフォームに追加することは難し

いといえます。SharePoint サイトの各種入力フォームをカスタマイズしたい、またワークフロー等の各機能と

組み合わせた活用を行いたいといった場合に活用できるのが、InfoPath です。特に  SharePoint 

Server 2010 ではリストの入力フォーム  カスタマイズが  InfoPath で行えるようになったことから 

SharePoint サイトでフォームを活用した機能を実装したい場合には InfoPath の利用は必須といえま

す。 

InfoPath はフォームの作成・入力が行えるアプリケーションです。入力時の妥当性検証機能 (入力チェ

ック) や外部データ ソースとの送受信機能などの機能をプログラミングなしにフォームに追加でき、また内容に

応じた表示内容の動的な切り替え、ページング機能など、フォームの画面デザインも柔軟に行えます。

InfoPath 単体での利用も可能ですが、SharePoint と連携することで SharePoint サイト内に作成し

たフォームを展開できます。また  SharePoint Server 2010 Enterprise 機能である InfoPath 

Forms Services を利用することで、InfoPath で作成したフォームをブラウザー フォームとしての展開が

可能となり、各クライアントに InfoPath を展開しなくてもよいといったメリットや、ユーザーが SharePoint 

サイト内の各ページを操作する際と同様にブラウザー上での操作でフォーム入力を行えるといったメリットが得

られます。 
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 SharePoint における InfoPath の活用どころ 

SharePoint において、InfoPath フォームの活用は次のようにさまざまなパターンで行えます。 

 

① フォーム ライブラリによる InfoPath フォームの展開 

InfoPath を利用して作成したフォームは、ライブラリのテンプレートとして展開でき、フォーム ラ

イブラリの [新しいドキュメント] クリックすることで、InfoPath フォームを起動して利用できるよ

うに設定が行えます。この場合、フォームを開く際には InfoPath を利用して開くため、クライア

ント環境には InfoPath (InfoPath Filler 2010) のインストールが必要です。 

フォーム ライブラリでは、フォーム内に入力した内容の一部をライブラリの列として表示が行えま

す。入力内容をライブラリ列に表示することで、保存されたデータを並び替えたり、グループ化を

行ったりと保存内容を必要に応じて、見やすい表示で確認できます。また列に表示することで、

フォームに入力された内容を SharePoint Designer 2010 でカスタマイズしたワークフローか

ら参照したり、Excel にエクスポートすることで集計作業も可能です。 

 

この機能は SharePoint の Edition を問わずに利用可能です。 
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② フォーム ライブラリに発行された InfoPath フォームをブラウザーで表示 

Enterprise 機能の InfoPath Forms Services を利用することで、① で解説したフォー

ム ライブラリに展開した InfoPath フォームを InfoPath クライアントではなくブラウザー フォ

ームとして利用できます。 

InfoPath Forms Services は前バージョンの SharePoint Server 2007 から搭載され

た機能ですが、SharePoint Server 2010 では InfoPath Forms Services は機能強

化されているため、データ フィルターが利用できるなど SharePoint Server 2007 InfoPath 

Forms Services ではサポートされていなかった機能が一部サポートされるようになっていま

す。 

一部機能はブラウザー フォームでは利用できない制限があります。詳細は下記を参照ください。

MSDN 「InfoPath Forms Services で動作する InfoPath フォーム テンプレートを作成

する」 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa945450.aspx 

また SharePoint Server 2010 には InfoPath フォーム Web パーツが搭載されていま

す。この Web パーツを利用することで InfoPath Forms Services を利用してブラウザー

対応されている InfoPath フォームを Web パーツ内に表示が行えます。 

 

③ リストの入力フォームのカスタマイズ 

SharePoint Server 2010 では、リストの入力フォームを InfoPath Designer 2010 を

使ってカスタマイズできるようになっています。 

 

④ ワークフロー フォームのカスタマイズ 

SharePoint Designer 2010 を利用してカスタム ワークフローを作成する際に、ワークフロー

の開始フォームやタスク編集フォームを InfoPath Designer 2010 を利用してカスタマイズが

可能です。 

 

 SharePoint Server 2010 Edition による機能差 

上記の各フォーム活用方法は Enterprise 機能である InfoPath Forms Services の有無により

行えることに差があります。 

 

機能 InfoPath Forms 

Services  

① フォーム ライブラリによる InfoPath フォームの展開 必要なし 

② フォーム ライブラリに発行された InfoPath フォームをブラウザーで表示 必要あり 

③ リストの入力フォームのカスタマイズ 必要あり 

④ ワークフロー フォームのカスタマイズ 必要なし 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa945450.aspx
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この自習書で解説する内容 

本自習書では、SharePoint サイトで InfoPath フォームを活用するテクニックについてを 2 章にわけ

て解説します。フォーム作成時や SharePoint との連携時に活用できる Tips や技術ポイントを解説させ

ていただく内容となっております。 

この自習書により SharePoint Server 2010 と InfoPath を組み合わせることで行えるフォーム活用

について、どのようなことが行えるのかご理解いただき、SharePoint の技術検証やサイト構築の一助になれ

ば幸いです。 

 

 1 章 ： フォーム ライブラリを利用したフォーム活用 

・ アンケート フォームと集計 

・ 休日出勤・残業届承認フォームとワークフロー 

 

 2 章 ： リストの活用と InfoPath によるフォーム カスタマイズ 

・ 回覧リストの作成 

・ 連絡先管理リストの入力フォーム カスタマイズ 

 

本習書は前述のとおり、SharePoint における InfoPath フォームの活用ポイントの解説がメインとなる

ため、解説する内容やご紹介する手順は SharePoint Server 2010 の基本機能や操作方法 (サイト

の作成やリスト、ライブラリの作成など)、そして SharePoint Designer 2010 や InfoPath 2010 の基

本操作については理解されていることが前提となっています。 

SharePoint Server 2010、SharePoint Designer 2010、InfoPath の基本機能や操作を確認

されたい場合は下記自習書や技術読本がおすすめです。 

 SharePoint Server 2010 自習書 

「SharePoint Server 2010 機能評価ガイド」 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP01 

 SharePoint Server 2010 自習書 

「SharePoint Designer 2010 ステップ バイ ステップ ガイド ～基礎編～」 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/gg232588.aspx 

 SharePoint Server 2010 自習書 

「Microsoft SharePoint Server 2010/Visio 2010 ワークフロー開発ガイド」 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP10 

 マイクロソフト ダウンロードセンターでダウンロード可能な技術読本 

「わかる!試せる!応用できる! 業務で使える Microsoft Office InfoPath 2007 フォーム構

築手法」 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f657bf4b-fe3

d-4713-b386-98b842d5518e&displaylang=ja  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP01
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/gg232588.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP10
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f657bf4b-fe3d-4713-b386-98b842d5518e&displaylang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f657bf4b-fe3d-4713-b386-98b842d5518e&displaylang=ja
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対象製品と略称について 

本自習書では下記製品を対象とします。 

 

 Microsoft SharePoint Server 2010 

Enterprise Edition を必要とする内容 (InfoPath Forms Services を利用) を含みます。 

 

 

また Microsoft 製品名は下記のように略して表記します。 

 

Microsoft 製品 統一略称 

Microsoft® SharePoint® Server 2010 SharePoint Server 2010 

Microsoft® SharePoint® Designer 2010 SharePoint Designer 2010 

Microsoft® InfoPath 2010 InfoPath 2010 
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変更履歴 

 

バージョン リリース時期 変更内容 

Version 1.0 2011 年 5 月 初版リリース 
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1． フォーム ライブラリを利用したフォーム活用 

InfoPath で作成したフォームをフォーム ライブラリを利用して共有することで行える活用方法について、

下記シナリオをベースにご紹介します。 

 アンケート フォームと集計 

 休日出勤・残業届承認フォームとワークフロー 

 

 

 

1.1 アンケート フォームと集計 

InfoPath で作成したアンケート フォームを、各ユーザーがブラウザー上のフォームとして利用できるように

展開するシナリオを解説します。 

SharePoint Server 2010 にはアンケート リストが標準で備わっており、サイト内にアンケート リストを

作成することで、アンケート機能を簡単に用意することができます。質問項目の作成や回答内容による分岐

機能も設定できます。また同じユーザーの複数回答の制限機能や、集計機能も備わっており、サイト内にア

ンケート機能を作成する際に活用できる便利なリストといえます。しかし、アンケート リストでは入力フォーム

のカスタマイズは行えません。そのため自由に作成したフォームを利用したアンケート機能を用意したい場合に

は InfoPath フォームとフォーム ライブラリが活用できます。1.1 では 下記内容を持つアンケート フォーム

機能を InfoPath と SharePoint Server 2010 を利用しどのように行えるかをご紹介します。 

 入力しやすいアンケート フォームの利用 

標準のアンケート リストよりも、入力しやすいようデザインされたフォームを InfoPath で作成し

ます。動的な表示内容の切り替え、ページング機能を InfoPath フォームにより作成する方法

を解説します。 

またフォームはブラウザー上で入力できるように、ブラウザー フォームとして展開する方法も合わ

せて解説します。 

 各ユーザーは一度ずつアンケートに回答できるようにしたい 

標準機能のアンケート リストでは、同じユーザーが複数回答できないように制御する機能を備

えています。同様の機能を必要とする場合に、InfoPath と SharePoint を活用して同じユ

ーザーが複数回答を保存できないよう設定するポイントを解説します。 

 アンケート結果を集計したい 

アンケート結果の集計を行いたい場合の方法について解説します。 
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 InfoPath によるフォーム作成 

次のようなフォームをサンプルとし、アンケート フォームを作成する際のポイントを解説します。 
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① データソースの定義 

InfoPath Designer 2010 を起動し、データソースを定義します。データソースとは InfoPath フォー

ム内で利用するフィールドの定義で、SharePoint リストの列と同等のものです。 

InfoPath ではフォーム内にテキスト ボックスなどの入力用コントロールを配置することにより、自動的にデ

ータソース内にフィールドが作成されるため、その方法でデータソースを作成することも可能ですが、この自習

書ではあらかじめデータソースを手作業で作成する方法を利用し、手順をご紹介します。 

 

1. InfoPath Designer 2010 を起動し、ブラウザー対応フォームを作成するため [空白のフォーム] を選

択してデザイン画面を開きます。 

2. まずはデータソースを定義します。 

右側の [フィールド] 作業ウィンドウで、[マイフィールド] をダブル クリックします。 

プロパティ画面で、[名前] を 「福利厚生調査」 と変更します。 

 

3. [福利厚生調査] グループを選択し、[フィールドの追加] をクリックします。 

次のグループを追加します。 

・ [名前] ： 医療補助 

・ [種類] ： グループ 
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4. 追加した [医療補助] グループを選択し、[フィールドの追加] をクリックします。 

次のフィールドを追加します。 

・ [名前] ： Q1 

・ [種類] ： フィールド (要素) 

・ [データ型] ： テキスト (string) 

 

5. 同様の操作で次のようにデータソースを作成します。 

 

 

福利厚生調査 (グループ) 

 医療補助 (グループ) 

 Q1 ： フィールド、テキスト型 

Q2 ： フィールド、テキスト型 

Q3 ： フィールド、テキスト型 

給与待遇面 (グループ) 

 Q4 ： フィールド、テキスト型 

Q5 ： フィールド、テキスト型 

Q6 ： フィールド、テキスト型 

Q7 ： フィールド、テキスト型 

待遇面コメント： フィールド、テキスト型 

有給休暇 (グループ) 

 Q9 ： フィールド、テキスト型 

総合 (グループ) 

 Q10 ： フィールド、テキスト型 

Q11 ： フィールド、テキスト型 

コメント： フィールド、テキスト型 

ファイル名： フィールド、テキスト型 
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データソースの定義について 

SharePoint においてリストを利用する際には列を作成することにより、収集するデータ構造を

定義しますが、それと同様に InfoPath ではフォーム内で利用したい内容をデータソース内にフィ

ールドとして定義します。データソース内にフィールドを作成する際の一番手軽な方法は、前述の

とおりフォーム内にコントロールを配置することです。 

[ホーム] タブ内にあるコントロール一覧から、フォーム内に各コントロールをドラッグ アンド ドロッ

プして配置することにより、対応するフィールドはデータソース内に自動生成されます。 

 

またフォームの画面デザインを行う前にデータ構造を定義しておきたい場合には、データソースを

先に定義し、それをもとにフォーム内にコントロールを配置する方法も利用できます。この自習書で

はこちらの方法で手順を解説しています。あらかじめデータソースを定義することで、フィールドをわ

かりやすくグループ化することも可能です。 
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② ビューの作成とデザイン 

サンプル フォームは 4 つのビューを持ちます。下記 4 つのビューを作成し、各ビューに必要なデザインを

行います。 

 アンケート 1 (既定) ビュー 

 アンケート 2 ビュー 

 入力完了 ビュー 

 入力済 ビュー 

 

1. [ページ デザイン] タブで、[ビュー 1 (既定)] のプロパティを開き、ビュー名を 「アンケート 1」 と変更し

ます。 

 

2. 既定のビューである [アンケート 1] ビューに次図のようなデザインを行います (コントロールはまだ配置し

ていません)。 

[挿入] タブから [ユーザー設定の表] の挿入を行い、罫線や網掛けの設定や、質問項目等の文字列

入力を任意に行います。 
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フォームのレイアウトやデザインについて 

フォームのレイアウトについては、レイアウトの表を利用します。 

[挿入] タブから [テーブル] を配置することでレイアウトをフォーム内に配置できます。また [ユ

ーザー設定の表] を利用することで、行数と列数を指定したテーブルを配置可能です。 

 

[テーブル] や [ユーザー設定の表] を利用すると、上図のように点線表示の表がフォーム内

に配置できますが、点線の状態では入力時には表示されません。そのため罫線と網掛けの設定

で、実線を引いたり、セルに背景色を付けたりしてデザインを行います。 
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3. 2 つ目のビューを作成します。 

[ページ デザイン] タブから [新しいビュー] をクリックし、ビュー名を 「アンケート 2」 とします。 

 

4. 2 つ目のビューである [アンケート 2] ビューに次図のようなデザインを行います (コントロールはまだ配置

していません)。 

[挿入] タブから [ユーザー設定の表] の挿入を行い、罫線や網掛けの設定や、質問項目等の文字列

入力を任意に行います。 
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5. 同様の操作で、[入力完了] ビューと [入力済] ビューを追加します。それぞれ次図のようにデザインしま

す。 

 ＜入力完了 ビュー＞ 

 

 ＜入力済 ビュー＞ 
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③ コントロールの活用 

[アンケート 1] ビューと [アンケート 2] ビューに、入力コントロールを配置します。 

 

 

 オプション ボタンの利用 

 

1. [アンケート 1] ビューを開き、[フィールド] 作業ウィンドウから Q1 フィールドを、5 か所にドラッグ アンド 

ドロップしてテキスト ボックスを配置します。 

(Q1 の 強く同意する、同意する、どちらとも言えない、同意しない、強く同意しない の 5 か所) 

 

2. 配置した 5 つのテキスト ボックスをすべてオプション ボタンに変更します。 

テキスト ボックスを選択し、[プロパティ] タブから [コントロールの変更] – [オプション ボタン] をクリックし

ます。 
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3. Q1 の 5 つのオプション ボタンについて、選択された際に保存される値を設定します。 

各オプション ボタンを右クリックし、[オプション ボタンのプロパティ] をクリックします。 

プロパティ画面で、[クリック時の値] をそれぞれ適切な値 ( 「強く同意する」 / 「同意する」 / 「どちらと

も言えない」 / 「同意しない」 / 「強く同意しない」 ) に変更します。 

 

4. Q2 フィールド、Q3 フィールド、Q4 フィールド、Q5 フィールド、Q6 フィールド、Q7 フィールド も同様に

オプション ボタンの配置と設定を行います。  
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 リスト ボックスの利用 

 

1. [アンケート 2] ビューを開き、[フィールド] 作業ウィンドウから Q9 フィールドを、ドラッグ アンド ドロップし

てテキスト ボックスを配置します。 

また、配置したテキスト ボックスをリスト ボックスに変更します。 

テキスト ボックスを選択し、[プロパティ] タブから [コントロールの変更] – [リスト ボックス] をクリックしま

す。 

 

2. リスト ボックスを右クリックし、[リスト ボックスのプロパティ] をクリックします。 

[リスト ボックスの選択肢] にて、[選択肢を手動で入力する] を選択します。 

次図のように任意の選択肢を追加してください。 

 

3. リスト ボックスには選択肢が表示されます。 
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 その他コントロールの配置 

 

1. Q10 フィールド、Q11 フィールド、コメント フィールドを次図のように配置します。 

 Q10 フィールド ： 配置したテキスト ボックスをチェック ボックスに変更します。 

               「はい」 とラベルを入力します。 

 Q11 フィールド ： 2 つテキスト ボックスを配置し、オプション ボタンに変更します。 

               それぞれクリック時の値は 「はい」 「いいえ」 とします。 

               またそれぞれ、ラベルの入力を行います。 

 コメント フィールド： テキスト ボックスをドラッグ アンド ドロップして配置します。 

               サイズ等を調整します。 
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④ 入力内容による、動的に表示内容の切り替え 

次図のように、Q7 において選択した内容によって、コメント入力欄の表示/非表示を動的に行うように設

定を行います。 

設定を行うため、InfoPath のセクション コントロールと書式設定ルールを利用します。 

 

 

 

1. [フィールド] 作業ウィンドウから [給与待遇面] グループをドラッグ アンド ドロップして、フォーム内に、セ

クション コントロールとして配置します。 
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2. セクション コントロール内に自動的に配置されたコントロールはすべて削除します。 

次図のようなラベル情報を入力します。 

さらに待遇面コメント フィールドをドラッグ アンド ドロップしてテキスト ボックスを配置します 

(サイズは任意に調整します)。 

 

3. セクション コントロールを選択し、[ホーム] タブの [ルールの管理] を開きます。 
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4. 次の書式設定 ルールを追加します。 

 

 [詳細] ： 表示 

 [条件] ： 

Q7 フィールド が 「同意しない」 に等しくない AND 

Q7 フィールド が 「強く同意しない」 に等しくない 

 

 [書式設定]： 

このコントロールを表示しない 
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⑤ ボタン クリック時の画面切り替え、閉じる操作の追加 

各ビュー内にボタン コントロールを配置し、ビューの切り替えやフォームを閉じる動作規則ルールを設定しま

す。 

 

1. [アンケート 1] ビュー内に次図のように、ボタンを 2 つ配置し、それぞれボタンのプロパティで [次へ]、

[閉じる] と変更します。 

 

2. 配置した [次へ] ボタンを選択し、次のように動作規則ルールを設定します。 

 

 [詳細] ： 次へ 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

次のビューに切り替える：アンケート 2 
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3. 配置した [閉じる] ボタンを選択し、次のように動作規則ルールを設定します。 

 

 [詳細] ： 閉じる 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

このフォームを閉じる：確認メッセージを表示しない 

 

4. [アンケート 2] ビュー内に次図のように、ボタンを 2 つ配置し、それぞれボタンのプロパティで [戻る]、

[閉じる] と変更します。 

 

5. [戻る] ボタンには、アンケート 1 ビューに切り替える動作規則ルールを設定します。 

[閉じる] ボタンにはフォームを閉じるための動作規則ルールを設定します。 
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6. [入力完了] ビューに、次図のようにボタンを配置し、それぞれボタンのプロパティで [閉じる] と変更しま

す。 

また、[閉じる] ボタンにはフォームを閉じるための動作規則ルールを設定します。 

 

7. [入力済] ビューに、次図のようにボタンを配置し、それぞれボタンのプロパティで [閉じる] と変更します。 

また、[閉じる] ボタンにはフォームを閉じるための動作規則ルールを設定します。 

 

 

ここまでの手順で、InfoPath フォームの作成が完了です。[ファイル] メニューから [名前を付けて保存]

をクリックし、ローカルの任意の場所にフォーム テンプレートを保存しておきます。 
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 SharePoint との連携設定 

SharePoint サイトにブラウザー フォームとして発行します。また保存ボタンや、同じユーザーによる回答

は 1 度のみ受け付けるようにする機能を追加します。 

 

 

① SharePoint への発行 

ブラウザー フォームとして SharePoint に発行します。ここで行う発行作業により、SharePoint サイト

内にフォーム ライブラリが作成されます。 

 

1. [ファイル] メニューから [発行] – [SharePoint サーバー] をクリックし、発行ウィザードを開きます。 

2. 発行ウィザードで次のように設定し、フォームを発行します。 

 

 設定項目 設定内容 

1 SharePoint サイトの URL 発行先の SharePoint サイト URL を入力します。 

2 [このフォームをブラウザーで入力

できるようにする] 

チェックを入れます。 

 

(チェックしなかった場合、ブラウザー フォームではなく、

InfoPath クライアントで利用するフォームとして発行さ

れます) 

作成または変更する項目 [フォーム ライブラリ] を選択します。 

3 オプション選択 [新しいフォーム ライブラリを作成する] を選択します。 

4 フォーム ライブラリの名前と説明 SharePoint サイト内に作成するフォーム ライブラリに

名前を付けます。 

5 SharePoint サイトで利用可能

な列 

次のフィールドを追加します。 

 Q1 

 Q2 

 Q3 

 Q4 

 Q5 

 Q6 

 Q7 

 Q8 

 Q9 

 Q10 

 Q11 

 待遇面コメント 

 コメント 

 ファイル名 
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発行が終了すると、指定した SharePoint サイト内にフォーム ライブラリが作成されます。 

また [ドキュメントの追加] をクリックすると次図のようにブラウザー フォームとして開くことが確認できます。 

 

ブラウザー フォームとして InfoPath フォームを発行した場合、既定では上図のようにリボンメニュー内に 

[保存]、[閉じる]、[ビューの切り替え] といったブラウザー フォームを操作するためのコマンド メニューが表示

されます。 

InfoPath フォームを SharePoint フォーム ライブラリに発行して展開する際には、自動的にファイル名

を付けて保存する機能を持ったボタンをフォーム内に用意することで、さらに便利に利用できるフォームとなりま

す。理由はユーザーの操作性を向上することも挙げられますが、入力ファイルを必ず適切な場所に保存させ

るために有効な方法であるためです。[ファイル］メニューから［名前を付けて保存］コマンドを利用してファイ

ル保存する場合、ユーザーの誤操作により間違ったライブラリ上に保存されてしまうことも起こりえてしまいます。

フォーム ライブラリを利用することで、入力後フォームをワークフローにまわせる点、入力データをライブラリ列に

表示することで蓄積されたデータの集計を行える点は、InfoPath と SharePoint を連携した基本活用

方法といえます。ただ、これはユーザーが間違いなく適切なライブラリにファイル保存してくれることが前提となり

ます。 

保存機能を持つボタンやフォームを閉じる機能を持つボタンを用意した場合、リボン内にフォームを操作す

るためのメニューは必要ないといえます。このあとの手順では自動保存ボタンの作成方法と、リボンメニューを

非表示にする設定方法について解説します。 
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② 保存機能の設定 

ここではフォーム ライブラリに発行したフォームに自動保存ボタンを追加し、再発行を行う手順を解説しま

す。発行先のフォーム ライブラリが存在しないときに自動保存ボタンをフォーム内に追加する設定は行えない

ため、あらかじめ前の手順でいったんフォーム ライブラリへの発行作業を行っています。 

フォーム ライブラリに自動保存機能を設定する際に、ポイントとなるのは 「ファイル名をいかに自動的に生

成するか」 ということです。フォーム内に入力された値 (フィールド) や関数の結果値を文字列連結し、ファイ

ル名とする方法が主ですが、考慮しなければいけないことは、予期せず上書き保存となってしまわないよう、

重複しない値をファイル名にすることです。もしフォーム内に入力された値を文字列連結しても、一意なファイ

ル名とはできない場合は、userName 関数と now 関数の文字列連結がおすすめです。ファイル名にフォ

ーム内容に関する情報は含められなくなりますが、フォーム ライブラリではライブラリ列に入力内容を表示でき

るので、ファイル名を見て内容がわかるようにする必要はありません。どのフィールドを文字列連結するとわかり

やすいファイル名になるかということよりも、いかに重複しないファイル名になるかということを重視します。 

ここでは同じユーザーからの複数のアンケート入力は受け付けないよう設定したいため、ファイル名には ユ

ーザー名を取得できる userName 関数の値を利用します。userName 関数を使い、ユーザー名をファ

イル名とすることで、同じファイル名では上書き保存ができないように設定します。 

また、[送信] ボタンをクリックした際に、アンケートに初めて回答する場合はライブラリに保存を行い、入力

完了ビューに切り替えます。もし回答をすでに行っているユーザーの場合には、保存はキャンセルし、入力済ビ

ューに切り替わるよう設定します。 
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 ファイル名 フィールドの既定値設定 

 

1. [フィールド] 作業ウィンドウから ファイル名 フィールドをダブル クリックしてプロパティを開きます。 

2. ファイル名 フィールドの既定値として userName() 関数を設定します。 

 

 

 

 SharePoint ライブラリへの送信接続の作成 

フォーム ライブラリにファイル名を付けて自動送信するための送信接続を作成します。 

 

1. [データ] タブの [フォームの送信] にある [SharePoint ライブラリ] をクリックします。 
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2. データ接続ウィザードが開くので、次のように設定します。 

 ドキュメント ライブラリ： 保存先のフォーム ライブラリの URL を入力 

 ファイル名： ファイル名 フィールドを設定 

 [既存のファイルに上書きする] ： チェックはいれない (上書きは許可しません) 

 

3. データ接続の名前は既定のまま、[完了] をクリックします。 
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 アンケート ライブラリからの受信接続の作成 

ライブラリ内に自分のユーザー名がファイル名となる入力ファイルが存在する場合に送信処理をキャンセル

するように設定を行います。同じファイル名のファイルがライブラリ内に存在するかどうかを確認するため、ライブ

ラリからの受信接続を作成します。 

 

1. [データ] タブの [外部データの取り込み] にある [SharePoint リスト] をクリックします。 

 

2. データ接続ウィザードが開くので、次のように設定します。 

 

 設定項目 設定内容 

1 SharePoint サイトの URL アンケート フォームを発行した SharePoint サイトの 

URL を入力します。 

2 リストまたはライブラリの選択 アンケート フォームを発行したライブラリを選択します。 

3 フィールドの選択 受信するデータとして [ファイル名] 列を選択します。 

4 [フォーム テンプレートのデータの

コピーを保存する] 

チェックを入れません。 

 

ブラウザー フォームのため、オフラインで利用することがな

いためです。 

5 データ接続の名前 「福利厚生アンケート ライブラリ」 と名前を付けます。 

フォームを開くとき自動的にデータ

を取得する 

チェックを入れません。 
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 送信ボタンの追加とルール設定 

アンケート 2 ビューに送信ボタンを追加し、動作規則ルールを設定します。 

 

1. [アンケート 2] ビュー内に次図のように、ボタンを配置し、ボタンのプロパティでラベルを [送信] と変更し

ます。 

 

2. 配置した [送信] ボタンを選択し、次のように動作規則ルールを設定します。 

 

 [詳細] ： ファイル名クエリ 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

・ 次のフィールドの値を設定する  

[フィールド名] ： 福利厚生アンケート ライブラリ (セカン

ダリ) の queryFields グループ下にある [ファイル名] フィ

ールドを選択 

 

[値] ： メイン データソースの [ファイル名] フィールドを選

択 
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・ データのクエリを送信する： [データ接続] 福利厚生ア

ンケート 

 

3. さらに次の動作規則を追加します。 

 

 [詳細] ： 送信 

 [条件] ： 福利厚生アンケート (セカンダリ) の  

          dataFields 下にある [ファイル名]  

          フィールド が存在しない 

 

 [動作]： 

・ データを送信する：SharePoint ライブラリ送信 

 

・ ビューを切り替える：入力完了 ビュー 
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4. さらに次の動作規則を追加します。 

 

 [詳細] ： ビューの切り替え 

 [条件] ： 福利厚生アンケート (セカンダリ) の  

          dataFields 下にある [ファイル名]  

          フィールド が存在する 

 

 [動作]： 

・ ビューを切り替える：入力済 ビュー 
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③ SharePoint リボンメニューの非表示 

ブラウザーでフォームを開いた際に表示されるリボンメニューを非表示にする設定を行います。 

 

1. [ファイル] メニューから [フォームのオプション] をクリックします。 

2. [フォームのオプション] ダイアログ ボックスが開きます。 

[Web ブラウザー] カテゴリーの [リボンまたはツール バーに InfoPath コマンドを表示する] をオフに

設定します。 
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④ フォームの再発行 

フォームをライブラリに再発行します。ライブラリの列に表示する内容やデータソースの内容が変わらない場

合には、発行ウィザードを実行しなくてもよいクイック発行が便利です。 

 

1. [ファイル] メニューから [クリック発行] をクリックし、再発行します。 

 

 

 

発行終了後、ブラウザー フォームを開くとリボンメニューは表示されなくなります。また、動作確認すると同

じユーザーで 2 度目の入力は送信されず、入力済 ビューに切り替わることが確認できます。 
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 Excel エクスポートによる集計作業について 

SharePoint リスト・ライブラリには列の内容を Excel へエクスポートする機能があります。InfoPath で

入力した内容はフォーム ライブラリに保存することで、フォーム テンプレート発行時に指定されたフィールド内

容がライブラリ列に反映されます。フォームに入力した内容を集計する際に Excel エクスポート機能が活用

できます。 

Excel にエクスポートすると、列内容がテーブル形式でエクスポートされますので、集計作業は Excel が

持つ機能を活用して行えます。また集計レポートを作成して保存しておくことで、次回同じ内容を集計したい

際にレポートの作成を再度行う必要はありません。Excel で [データ更新] を行うことで、SharePoint リ

スト、ライブラリの最新情報の取得ができます。 
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 Excel へのエクスポート 手順 

 

1. ブラウザーでエクスポートしたい内容を含むライブラリを開きます。 

2. [ライブラリ] タブの [Excel にエクスポート] をクリックします。 

 

3. [ファイルのダウンロード] ダイアログ ボックスで、[開く] もしくは [保存] をクリックします。 

 

 

ライブラリの内容が Excel にテーブル形式でエクスポートされるため、Excel の集計関数等を利用し、集

計作業やレポート作成作業を行えます。 

また [Excel にエクスポート] 機能を利用して、InfoPath フォームに入力された内容を集計する際には、

下記作業が必要となります。 

 集計したいフィールドを、ライブラリ列として発行すること 

[Excel にエクスポート] 機能はライブラリ列の値に接続し、Excel へエクスポートする機能のため、

ライブラリ列として発行していないフィールドは利用できません。 

 Excel にエクスポートしたい列はビューに表示すること 

[Excel にエクスポート] ボタンをクリックした際に開いているビューに表示されている列がエクスポー

トされます。 

  



SharePoint Server 2010 自習書 InfoPath によるフォーム活用ガイド 

 

39 

 

1.2 休日出勤・残業届承認フォームとワークフロー 

 InfoPath フォームに入力された内容は、ライブラリ列として表示されるよう設定可能であることは [1.1 

アンケート フォームと集計] においてすでに解説しました。アンケート フォームのシナリオでは、ライブラリ列に

表示された入力内容を Excel エクスポート機能により集計が行える点についてふれましたが、ここではライブ

ラリ列に表示された内容をワークフローで活用する方法を解説します。 

次図のような簡単な申請承認サンプル シナリオをベースとし、InfoPath による申請フォームの作成につ

いて、また InfoPath フォームと連動する SharePoint Designer 2010 カスタム ワークフローの作成に

ついてをご紹介します。 
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 InfoPath によるフォーム作成 

次のようなフォームをサンプルとし、申請フォームを作成する際のポイントを解説します。 

 

 

 

① データソースの定義 

InfoPath Designer 2010 を起動し、データソースを定義します。 

 

1. InfoPath Designer 2010 を起動し、ブラウザー対応フォームを作成するため [空白のフォーム] を選

択してデザイン画面を開きます。 

2. まずはデータソースを定義します。 

右側の [フィールド] 作業ウィンドウで、[マイフィールド] をダブル クリックします。 

プロパティ画面で、[名前] を 「残業休出届」 と変更します。 
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3. [残業休出届] グループを選択し、[フィールドの追加] をクリックします。 

次のグループを追加します。 

・ [名前] ： ヘッダー情報 

・ [種類] ： グループ 

 

4. 追加した [ヘッダー情報] グループを選択し、[フィールドの追加] をクリックします。 

次のフィールドを追加します。 

・ [名前] ： 申請日 

・ [種類] ： フィールド (要素) 

・ [データ型] ： 日付 (date) 
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5. 同様の操作で次のようにデータソースを作成します。 

 

 

残業休出届 (グループ) 

 ヘッダー情報 (グループ) 

 申請日 ： フィールド、日付型 

社員 ID ： フィールド、テキスト型 

所属 ： フィールド、テキスト型 

氏名 ： フィールド、テキスト型 

メールアドレス ： フィールド、テキスト型 

種類 ： フィールド、テキスト型 

月 ： フィールド、テキスト型 

ファイル名 ： フィールド、テキスト型 

内容 (グループ) 

 開始時間 ： フィールド、日付と時刻型 

終了時間 ： フィールド、日付と時刻型 

勤務内容 ： フィールド、テキスト型 

時間計 ： フィールド、10 進型 

備考： フィールド、テキスト型 

承認 (グループ) 

 承認結果 ： フィールド、テキスト型 

承認者 ： フィールド、テキスト型 

承認日 ： フィールド、テキスト型 
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② ビューの作成とデザイン 

サンプル フォームは 2 つのビューを持ちます。下記 2 つのビューを作成し、各ビューに必要なデザインを

行います。 

 入力 (既定) ビュー 

 確認 ビュー (読み取り専用とする) 

 

1. [ページ デザイン] タブで、[ビュー 1 (既定)] のプロパティを開き、ビュー名を 「入力」 と変更します。 

 

2. 既定のビューである [入力] ビューに次図を参考にデザインを行います (コントロールはまだ配置していま

せん)。 

[挿入] タブから [ユーザー設定の表] の挿入を行い、罫線や網掛けの設定や、ラベルとなる文字列入

力を任意に行います。 
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3. 2 つ目のビューを作成します。 

[ページ デザイン] タブから [新しいビュー] をクリックし、ビュー名を 「確認」 とします。 

4. 2 つ目のビューである [確認] ビューに次図を参考にデザインを行います (コントロールはまだ配置してい

ません)。 

[挿入] タブから [ユーザー設定の表] の挿入を行い、罫線や網掛けの設定や、ラベルとなる文字列入

力を任意に行います。 

 

5. [ページ デザイン] タブで [確認] ビューのプロパティを開き、[読み取り専用] に設定します。 
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③ コントロールの配置 

各ビューにコントロールの配置を行います。データソース内のフィールドをフォーム内にドラッグ アンド ドロップ

することによりコントロールを配置します。また必要に応じてコントロールの種類を変更します。 

 

1. [入力] ビューに次のようにコントロールを配置します。 

(フォントの指定やサイズ調整等は任意に行ってください) 

 

ラベル フィールド コントロール 

入力日 申請日 日付の選択 

・ 表示形式を指定 

社員 ID 社員 ID テキスト ボックス 

氏名 氏名 テキスト ボックス 

所属 所属 テキスト ボックス 

メールアドレス メールアドレス テキスト ボックス 

種類 種類 オプション ボタン 2 つ 

・ クリック時の値：休日出勤/時間外勤務 

開始時間 開始時間 日付と時刻の選択 

・ 日付の表示形式を指定 

・ 時刻の表示形式を指定 

終了時間 終了時間 日付と時刻の選択 

・ 日付の表示形式を指定 

・ 時刻の表示形式を指定 

勤務内容 勤務内容 テキスト ボックス 

・ サイズ調整 

・ マルチラインを有効に 

備考 備考 テキスト ボックス 

・ サイト調整 

・ マルチラインを有効に 
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2. [確認ビュー] に次のようにコントロールを配置します。 

(フォントの指定やサイズ調整等は任意に行ってください) 

 

ラベル フィールド コントロール 

 申請日 日付の選択 

・ 表示形式を指定 

所属 所属 テキスト ボックス 

氏名 氏名 テキスト ボックス 

種類 種類 テキスト ボックス 

開始時間 開始時間 日付と時刻の選択 

・ 日付の表示形式を指定 

・ 時刻の表示形式を指定 

終了時間 終了時間 時刻の選択 のみ 

・ 時刻の表示形式を指定 

計＊時間 時間計 テキスト ボックス 

勤務内容 勤務内容 テキスト ボックス 

・ サイズ調整 

・ マルチラインを有効に 
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備考 備考 テキスト ボックス 

・ サイト調整 

・ マルチラインを有効に 

 

 

3. [確認] ビューの下部に、次図のようにデザインを行い、承認結果 フィールド、承認者 フィールド、承認

日 フィールドをテキスト ボックスとして配置します。 
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4. [確認] ビューの下部に、[フィールド] 作業ウィンドウから [承認] グループをセクション コントロールとして

配置します。自動的にセクション内に配置されたコントロールはすべて削除します。 

 

5. [確認] ビューに配置した全コントロールを複数選択し、右クリック – [罫線と網掛けの設定] をクリックし

ます。 

コントロールに対する罫線を [なし] に設定します。 

 

 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 InfoPath によるフォーム活用ガイド 

 

49 

 

④ 既定値の活用 (月、時間計の表示や外部データ参照による値の自動表示) 

既定値を活用し、フォーム内のさまざまなフィールドの値を自動表示できるよう設定を行います。 

 

 

 数式の活用 

数式を活用し、次の 3 つのフィールドに既定値を設定します。 

・ 申請日 

フォームを開いた際の日付が自動表示されるよう設定します。 

・ 月 

開始時間 フィールドに入力された値を利用して、月を yyyy-mm の形式で表示されるよう数

式を設定します。 

・ 時間計 

開始時間 フィールドと終了時間 フィールドに入力された時間を引き算し、勤務時間の合計が表

示されるよう数式を設定します。 

 

1. [フィールド] 作業ウィンドウで、申請日 フィールドをダブル クリックし、プロパティ画面を開きます。 

[既定値] に today() 関数を設定します。 

 

2. [フィールド] 作業ウィンドウで、月 フィールドをダブル クリックし、プロパティ画面を開きます。 

[既定値] の数式として、substring(開始時間,0,8) と設定します。 
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3. [フィールド] 作業ウィンドウで、時間計 フィールドをダブル クリックし、プロパティ画面を開きます。 

[既定値] の数式として、次のように設定します。 

(((number(substring(終了時間, 12, 2)) * 3600) + (number(substring(終了時間, 15, 

2)) * 60)) - ((number(substring(開始時間, 12, 2)) * 3600) + (number(substring(開

始時間, 15, 2)) * 60))) / 3600  

 

 

 

 外部データの活用 

サンプル フォームでは、社員 ID を入力すると、所属・氏名・メールアドレスはデータベースから受信したデ

ータを自動表示するように設定したいと考えています。関連情報を自動表示させるため、データベースからの

受信データ接続を作成します。ここでは次のような社員テーブルが SQL Server 上にあることを前提に手

順を進めます。 

 

 

1. [データ] タブの [その他のソース] – [データベース] をクリックします。 
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2. データ接続ウィザードが開くので、次のように設定します。 

 

 設定項目 設定内容 

1 [データベースの選択] 接続するために必要な情報を設定します。 

・ サーバー名 

・ 認証方法 

・ テーブル名 

データベース構造 受信する列を指定 (select クエリの作成) 

社員 ID、氏名、部署名、メールアドレス 列を受信するよう

に設定します。 

 

2 フォーム テンプレートのデータのコ

ピーを保存する 

チェックを外します。 

 

(ブラウザー フォームとして利用する場合には必要ありませ

ん。InfoPath クライアントでの利用時にオフラインでの入力

が行われる可能性がある場合にはチェックをいれます)。 

3 データ接続の名前 「社員」とします。 

フォームを開くとき自動的にデータ

を受信する 

チェックを入れます。 
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3. [フィールド] 作業ウィンドウで、氏名 フィールドをダブル クリックしてプロパティ画面を開きます。 

[既定値] の数式として、次のように設定します。 

@氏名[@社員コード＝社員 ID] 

 

数式を設定する手順は下記を参考としてください。 

① [数式の挿入] ダイアログ ボックスで、[フィールドまたはグループの挿入] をクリックします。 

② [フィールドまたはグループの選択] ダイアログ ボックスが開きます。 

③ 社員 (セカンダリ) データソースの [氏名] フィールド (データベースから取得した氏名列) を選択し、

[データのフィルター] をクリックします。 

④ [データのフィルター] ダイアログ ボックスが開きます。 

[追加] をクリックし、フィルター条件式として、[社員コード (社員 セカンダリ データソース)] [が次の値に

等しい] [社員 ID (メイン データソース)] と指定します。 

⑤ [OK] をクリックして、すべてのダイアログ ボックスを閉じます。 

 

4. 同様の手順で、所属 フィールドとメールアドレス フィールドに、自動的に値が表示されるよう既定値に数

式を設定します。  

・ 所属 フィールドの数式 ： @部署名[@社員コード＝社員 ID] 

・ メールアドレス フィールドの数式 ： @メールアドレス[@社員コード＝社員 ID] 
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⑤ 入力規則の活用 

入力規則ルールを利用し、終了時間は開始時間よりも前の日付が入力されたときに入力エラーとなるよ

う設定を行います。 

 

1. 終了時間のコントロールを選択し、[ルールの追加] – [指定の日付よりも前] – [入力規則のエラーを表

示] をクリックします。 

 

2. [動作規則の詳細] ダイアログ ボックスが表示されるので、[fx] をクリックし、開始時間 フィールドを指

定します。 

 

3. [ルール] 作業ウィンドウで、詳細を 「入力チェック」 と変更します。 

また、エラーとなった際に表示あれるメッセージとして [ヒント] に任意の内容を入力します。 
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⑥ 閉じる ボタンと動作規則ルール設定 

入力ビューと確認ビューそれぞれに、[閉じる] ボタンを配置し、クリックするとフォームが閉じるように動作規

則ルールを設定します。 

 

1. 入力ビューと確認ビューそれぞれに [閉じる] ボタンを配置します。 

2. 配置した各 [閉じる] ボタンに対して、次のように動作規則ルールを設定します。 

 

 [詳細] ： 閉じる 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

このフォームを閉じる：確認メッセージを表示しない 

 

 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 InfoPath によるフォーム活用ガイド 

 

55 

 

⑦ ワークフロー連携のための設定 

申請フォームは入力されてライブラリに保存後、承認ワークフローが開始されるように、この後設定します。

ここではワークフローが開始されると、フォームが読み取り専用に設定を行った 確認ビューで開くようにルール

の設定を行います。また 確認ビュー内に [承認] ボタンと [却下] ボタンを用意し、ワークフローのステータ

スが 「承認待ち」 の場合にのみ表示されるボタンとなるよう設定を行います。 

 

 ファイルを開く際のビューの制御 

 

1. [データ] タブの [フォームの読み込み] をクリックします。 

 

2. 次のようにビューを切り替える動作規則を設定します。 

 

 [詳細] ： ビューの切り替え表示 

 [条件] ： 承認結果 が空白でない 

 [動作] ： ビューを切り替える：確認ビュー 
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 [承認]、[却下] ボタンの表示/非表示 

 

1. 確認ビューの [承認] グループにバインドされたセクション内に、ボタン コントロールを 2 つ配置し、それ

ぞれラベルを [承認]、[却下] とします。 

 

2. [承認] グループにバインドされたセクション コントロールを選択し、[ホーム] タブの [ルールの管理] を

開きます。 

3. 次の書式設定 ルールを追加します。 

 

 [詳細] ： 表示 

 [条件] ： 

承認結果 が次の値に等しくない “承認待ち” 

 [書式設定]： 

このコントロールを表示しない 
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 SharePoint との連携設定 

SharePoint サイトにブラウザー フォームとして発行します。また保存機能や、[承認] / [却下] ボタンク

リック時の動作を設定します。 

 

 

① SharePoint への発行 

このあとの手順でフォーム内に自動保存機能を追加します。前述のとおり、自動保存機能を設定する際

にはあらかじめフォーム ライブラリへの発行が必要なため、まずはいったん SharePoint に発行します。 

 

1. [ファイル] メニューから [フォームのオプション] をクリックします。 

2. [フォームのオプション] ダイアログ ボックスが開きます。 

[Web ブラウザー] カテゴリーの [リボンまたはツール バーに InfoPath コマンドを表示する] をオフに

設定します。 

 

3. [ファイル] メニューから [発行] – [SharePoint サーバー] をクリックし、発行ウィザードを開きます。 

4. 発行ウィザードで次のように設定し、フォームを発行します。 

 

 設定項目 設定内容 

1 SharePoint サイトの URL 発行先の SharePoint サイト URL を入力します。 

2 [このフォームをブラウザーで入力

できるようにする] 

チェックを入れます。 

 

(チェックしなかった場合、ブラウザー フォームではなく、

InfoPath クライアントで利用するフォームとして発行さ

れます) 

作成または変更する項目 [フォーム ライブラリ] を選択します。 

3 オプション選択 [新しいフォーム ライブラリを作成する] を選択します。 

4 フォーム ライブラリの名前と説明 SharePoint サイト内に作成するフォーム ライブラリに

名前を付けます。 

5 SharePoint サイトで利用可能

な列 

次のフィールドを追加します。 

 申請日 

 所属 

 氏名 

 メールアドレス 
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 種類 

 月 

 時間計 

 承認結果 

 承認者 

[データシート ページまたはプロパティ ページを使

用してこのフィールド内のデータを編集することをユ

ーザーに許可する] をオンにします。 

 承認日 

 

ワークフローから参照したいフィールドについて 

SharePoint Designer 2010 のカスタム ワークフローから参照できるのはライブラリ列です。

そのためワークフローから参照したいフィールドは、必ず列として発行します。 

またワークフロー実行中に、ワークフローによって値を自動的に変更したいフィールドがある場合、

列として発行するだけではなく、[データシート ページまたはプロパティ ページを使用してこのフィ

ールド内のデータを編集することをユーザーに許可する] をオンに設定する必要があります。 
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② 保存機能の設定 

保存機能を追加します。休日出勤・時間外勤務届フォームでは、新規保存時だけではなく、[承認]、

[却下] ボタンをクリックした際にも上書き保存を行えるように設定します。 

 

 

 SharePoint ライブラリへの送信接続の作成 

ファイル名を付けてフォーム ライブラリに自動保存するための送信接続を作成します。 

 

1. [データ] タブの [フォームの送信] にある [SharePoint ライブラリ] をクリックします。 

 

2. データ接続ウィザードが開くので、次のように設定します。 

 ドキュメント ライブラリ：保存先のフォーム ライブラリの URL を入力 

 ファイル名： ファイル名 フィールドを設定 

 [既存のファイルに上書きする] ： チェックを入れる (上書きを許可します) 

  

3. データ接続の名前は既定のまま、[完了] をクリックします。 
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 新規保存ボタンと動作規則の設定 

 

1. [入力] ビュー内にボタンを配置し、ボタンのプロパティでラベルを [上記内容で申請] と変更します。 

2. [上記内容で申請] ボタンクリック時の動作規則を次のように設定します。 

 

 [詳細] ： ファイル名セット 

 [条件] ： ファイル名 (フィールド) が空白である 

 [動作]： 

・ フィールドの値を設定する 

[フィールド] ：ファイル名 フィールド 

[値] ： 次のような数式を設定 

       concat(社員 ID,”-“,種類,開始時間) 

 

 

3. 続いて、次の動作規則を追加します。 

 

 [詳細] ： ステータスセット 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

・ フィールドの値を設定する 

[フィールド] ： 承認結果 フィールド 

[値] ： 承認待ち 
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4. 続いて、次の動作規則を追加します。 

 

 [詳細] ： 送信 

 [条件] ： ファイル名 (フィールド) が空白でない 

 [動作]： 

・ データ接続を送信する：SharePoint ライブラリ送信 

 

・ フォームを閉じる 

 

 

 

 [承認] ボタンの動作規則の設定 

 

1. [確認] ビュー内の [承認] ボタン クリック時の動作規則を次のように設定します。 

 [詳細] ： ステータスセット 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

・ フィールドの値を設定する 

[フィールド] ：承認結果 フィールド 

[値] ： 承認済み 
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 ・ フィールドの値を設定する 

[フィールド] ：承認日 フィールド 

[値] ： today()  

 

・ データを送信する：SharePoint ライブラリ送信 

 

 

 

 

 [却下] ボタンの動作規則の設定 

 

1. [承認] ボタンの [ステータスセット] 動作規則をコピーします。 

 

2. [確認] ビュー内の [却下] ボタン クリック時の動作規則として貼り付けます。(Ctrl + V) 
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3. 一つ目の動作において、承認結果 フィールドに設定する値を 却下 と変更します。 

 

 

 

③ 再発行 

 

1. [ファイル] メニューから [クリック発行] をクリックし、再発行します。 

 

 

発行が完了すると、フォーム ライブラリからブラウザー フォームとしてフォームが開きます。 
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 SharePoint Designer 2010 によるワークフロー作成 

休日出勤・時間外勤務届フォームがライブラリに保存されたあと、承認ワークフローが実行されるように設

定を行います。 

SharePoint Server 2010 には標準で [承認] ワークフロー テンプレートが備わっているため、標準

機能のみの設定で承認フローは利用できます。 

 

今回は InfoPath で作成したフォームと SharePoint Designer 2010 のカスタム ワークフローを連

携する際のポイントを解説するため、標準搭載の [承認] ワークフローにはない次のような機能を持つカスタ

ム ワークフローを SharePoint Designer 2010 で作成します。 

 申請者の上司を自動取得し、承認担当者とする 

 ワークフロー実行中は、申請フォーム (xml ファイル) に編集権限を持つのは管理者と承

認者のみとなるよう自動的にファイルの権限を変更する 

 InfoPath フォーム内の 承認者 フィールドの値をワークフローにより書き込む 

 

手順で作成するワークフローの内容は次のようになります。 

 

 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 InfoPath によるフォーム活用ガイド 

 

65 

 

① ワークフロー デザイン 

SharePoint Designer 2010 によりカスタム ワークフローを作成します。 

 

1. SharePoint Designer 2010 を起動し、フォームを発行したサイトを開きます。 

2. 左側のナビゲーションから [ワークフロー] を選択し、[リスト ワークフロー] – [ライブラリ名] をクリックしま

す。 

 

3. ワークフローに名前を付けます。 
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4. ワークフロー デザイナーが開きます。 

既定で配置されている 「ステップ１」 を削除して、代理ステップを挿入します。 

代理ステップ内に、次のようなワークフローを作成します。 

 

 

 設定内容 

① [ユーザーの上司の検索] アクション 

：ユーザー をクリックし、[現在のアイテムを作成したユーザー] を指定 
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② [リスト アイテムのアクセス許可の置き換え] アクション 

：このリスト をクリックし、[現在のアイテム] を指定 

 

：これらのアクセス許可 をクリックし、下記を設定 

① で取得した上司とサイトの管理者グループ – フル コントロール 

現在のアイテムを作成し他ユーザー － 閲覧 
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変数：上司 を利用したアクセス権設定 

① の [ユーザーの上司の検索] アクションで取得した上司情報はワークフロ

ー変数：上司 に格納されます。 

アクセス権を設定変更するときにワークフロー変数：上司 を利用する場合、

[返されるフィールドの名前] として [電子メール アドレス] を選択してくださ

い。 

 
 

③ [電子メールを送信する] アクション 

：複数のユーザー をクリックし、下記を設定 

        ・ [宛先]  ワークフロー変数 上司 を設定 

        ・ [件名]  任意の内容を入力 

        ・ [本文]  任意の内容を入力 
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④ [現在のアイテムでのフィールドの変更を待つ] アクション 

 ：フィールド をクリックし、[承認結果] を選択 

 

  ：値 をクリックし、「承認待ち」 と入力 

 

：条件式を 「等しくない」 と選択 

 

承認結果 が 承認待ち に等しくない という式を作成しました。 
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⑤ [現在のアイテムにフィールドを設定する] アクション 

 ：フィールド をクリックし、[承認者] を選択 

 

：値 をクリックし、変数 上司 を選択 

 

 

変数：上司 を利用したフィールドの値設定 

① の [ユーザーの上司の検索] アクションで取得した上司情報はワークフロー

変数：上司 に格納されます。 

1 行テキストの列に値を設定する際には、[返されるフィールドの名前] を [表

示名] を選択するとよいでしょう。 
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フィールドの値設定と InfoPath 

ワークフローアクションである [現在のアイテムにフィールドを設定する] は、ライ

ブラリ列の変更を行います。今回のシナリオでは、あらかじめ発行時に [承認者] 

列は InfoPath フォーム内の [承認者] フィールドとバインドされるよう設定済

みです。InfoPath フォーム発行時に [データシート ページまたはプロパティ ペ

ージを使用してこのフィールド内のデータを編集することをユーザーに許可する] を

オンにして発行した列でのみ、このアクションを利用してワークフローによる値の変

更が行えます。 

 

⑥ [リスト アイテムの親のアクセス許可の継承] アクション 

：このリスト をクリックし、[現在のアイテム] を指定 
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5. ワークフロー エディター上部のメニューから ワークフロー名 をクリックして、ワークフローの設定画面を開き

ます。 

 

6. ワークフローの開始オプションを [アイテムが作成されたときにワークフローを自動的に開始する] のみ選択

します。 

 

7. [発行] をクリックします。 
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フォームとワークフローの動作確認を行うと、章の冒頭で解説した下記サンプル シナリオのよう動作します。 

 

① ライブラリから申請フォームをブラウザー フォームとして開く 

②  内容を入力し、[上記内容で申請] ボタンをクリックして保存 

③  ファイルとしてライブラリに保存され、ワークフローが開始される 

④  申請者の上司を承認担当者とし、依頼メールが送信される 

⑤  ワークフローが開始され、「進行中」 の状態では、 

・ ファイルはサイト管理者と承認担当者のみ編集権限を持つ 

・ 申請者は閲覧権限でアクセス可能 

・ 他のユーザーはファイルに閲覧権限も持たない 

・ 確認 ビュー (読み取り設定) でのみファイルを開ける 

⑥  承認担当者がファイルを開き、[承認] もしくは [却下] をクリックして、承認作業を行う 

⑦  フォーム内に承認ステータス、承認・却下された日にち、承認担当者情報が書き込まれる 

⑧  ワークフローが終了し、ファイルへのアクセス権が元の状態に戻る (親を継承) 

  



SharePoint Server 2010 自習書 InfoPath によるフォーム活用ガイド 

 

74 

 

 InfoPath クライアントでの利用と VSTA カスタマイズによる動的データ受信接続 

使いやすい入力フォームを作成する際には、フォームのデザインももちろん必要ですが、できるだけ手入力

する項目を減らすことも大きなポイントといえます。そのために活用できる InfoPath 機能のひとつは既定値

です。数式を利用し値を自動表示できる機能として、これまでの内容でも解説してきました。既定値では、

他の入力内容と関数の組み合わせによる数式だけではなく、データベースや SharePoint リストなど外部

から受信したデータも利用可能です。 

既存データを活用して、値の自動表示を行う方法として、1.2 のサンプル フォーム 「休日出勤・時間外

勤務届」 では、社員 ID を入力すると、データベースを参照し、所属・氏名・メールアドレスを自動表示で

きるように設定を行う方法を解説しました。 

 

InfoPath ではウィザードによる簡単な設定で、データベースや Web サービス、SharePoint リスト/ラ

イブラリから必要なデータを受信して、フォーム内で利用が行えます。ドロップダウン リスト ボックスやリスト ボ

ックスの選択肢の一覧への利用や、今回のサンプル フォームで行ったように、入力内容から関連情報を自動

表示に利用するなど、手入力を減らすための便利な機能です。 

 

これまでの手順では InfoPath で作成したフォームをブラウザー フォームとして発行する手順をご紹介し

てきましたが、クライアントに InfoPath が展開されている環境ではブラウザー フォームとしての利用ではなく、

InfoPath クライアントによるフォーム利用も可能です (この場合 Enterprise 機能は必要ありません)。

InfoPath クライアントを利用したフォーム展開を行う際には、SharePoint にフォームを発行する際の発行

ウィザードで、次図のように [このフォームをブラウザーで入力できるようにする] をオフにするだけであり、フォー

ムの作成方法は同様です。 
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InfoPath クライアントでのフォーム展開の場合、受信データ接続を活用したリスト項目の選択肢作成や、

関連情報の自動表示を行う際には注意が必要です。1 つのフォーム内に受信データ接続は複数作成でき

ますが、受信するデータ件数が多くなる場合にはフォームのパフォーマンスに影響を及ぼすことになるためです。 

受信データ接続を含むフォームを InfoPath クライアントで利用する場合、受信したデータはクライアント 

PC のメモリ上に格納されます。そのため受信するデータ量が多い場合には、クライアントのメモリ容量を圧迫

する原因となり、フォーム実行時のパフォーマンス低下につながります。 

(ブラウザー フォームで利用する場合には、SharePoint Server がデータを受信するため、クライアント環

境にはデータ受信されません)。 

 

たとえば 1.2 のサンプル フォーム 「休日出勤・時間外勤務届」 でのフォーム利用時の動作は、社員テ

ーブルから全件データを受信し、入力された社員 ID に応じてフィルターして表示しています。この動作を考

えると、全社員情報を受信する必要があるわけではなく、ユーザーが入力した社員 ID のレコードのみを利

用しています。 

受信するデータ量が多くならないようにするためには、データ接続実行時に必要なデータのみに絞り込んで

からデータ受信したいと考えるわけですが、InfoPath の標準機能ではユーザーが入力した値を利用して必

要なデータに絞り込んでから受信を行うデータ接続を設定することはできません。今回のサンプル フォームで

は 「select 社員 ID,部署名,メールアドレス from テーブル名 where 社員 ID = (社員 ID テキスト 

ボックスに入力した値)」 のように SELECT 文の WHERE 句にユーザーが社員 ID に入力した値を動

的に渡して、その時に必要な社員データ 1 件分だけを受信するようなデータ接続は作成できないのです。

(そのため InfoPath には [データのフィルター] 機能が備わっています)。 

受信件数を減らすため、受信データ接続に動的にパラメーターを渡したい場合には VSTA によるコーディ

ングで解決できます。InfoPath では標準機能では補えない機能をフォームに搭載したい場合、コーディング

によるカスタマイズが行えるようにサポートされています。C# や Visual Basic といった .NET コーディング

が行えるように InfoPath には標準で VSTA (Microsoft Visual Studio Tools for Applications) 

が搭載しています。 
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VSTA (Microsoft Visual Studio Tools for Applications) 

VSTA は Visual Studio のサブセットとして提供されている開発環境で、Visual Studio 

を別途購入することなく Visual Studio の開発機能を、InfoPath フォームのカスタマイズに

限って利用できます。また VSTA を使ったフォーム開発を行った場合に作成される .NET ア

センブリはフォーム テンプレート内 （xsn ファイル内） に自動的に格納されるので、展開する

際の手間が増えることもありません。VSTA によるカスタマイズを行っていないときと同様に、フォ

ームを発行するだけです。 

VSTA (Visual Studio Tools for Applications) は InfoPath 2010 に標準で搭載

されていますが、InfoPath のインストール時に [標準] インストールを行った場合にはインスト

ールされません。 

 

 VSTA インストール方法 

InfoPath のインストール時に [標準] ではなく [ユーザー設定] を選択し、[インストール 

オプション] タブ内の [Microsoft InfoPath] – [.NET プログラミング サポート] – [Visual 

Studio Tools for Applications] をインストールするよう選択します。 
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① VSTA によるカスタマイズ 

1.2 のサンプル フォーム 「休日出勤・時間外勤務届」 に対して、社員 ID を WHERE 句のパラメー

ターに動的に渡し、1 件分の社員データのみを受信するよう VSTA でカスタマイズする方法を解説します。 

「休日出勤・時間外勤務届」 にはデータベースの社員テーブルに対する受信データ接続をこれまでの手

順で作成しました。(p.48 で設定) 受信データ接続を実行するタイミングは、データ接続ウィザードにて、[フ

ォームを開くとき自動的にデータを受信する] をオンにしたことから、フォームを開いた際に実行するよう設定を

行っていました。ここではユーザーが社員 ID を入力した後に受信データ接続を実行したいため、まずは受

信データ接続の設定を変更します。 

 

 

 データ接続の設定変更 

 

1. サンプル フォーム 「休日出勤・時間外勤務届」 を InfoPath Designer 2010 で開きます。 

ローカル上に保存された xsn ファイル (フォーム テンプレート ファイル) を右クリック – [デザイン] をクリ

ックして開きます。 

2. [データ] タブの [データ接続] をクリックします。 

 

3. フォーム内のデータ接続が一覧されるので、データベースに対する受信データ接続である [社員] を選択

し、[変更] をクリックします。 
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4. データ接続ウィザードが開くので、次図の画面まで進み、[フォームを開くとき自動的にデータを取得する] 

をオフにし、[完了] をクリックします。 

 

5. [データ接続] ダイアログ ボックスを閉じます。 

 

 

 言語の設定と、VSTA コードエディターの起動 

C# もしくは Visual Basic と利用する言語を設定し、VSTA を起動します。 

 

1. [開発] タブの [言語] をクリックします。 

[フォームのオプション] が開くので、C# もしくは Visual Basic を選択します。 

 

2. [コードエディター] をクリックします。 
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3. 別ウィンドウで VSTA が起動します。 

 

 

 

 コーディング 

社員 ID フィールドにバインドされたテキスト ボックスに値が入力された後に、データ接続の WHERE 句

に動的にパラメーターをセットし、受信データ接続を実行するようコーディングを行います。 

 

1. 社員 ID のテキスト ボックスを選択し、[開発] タブから [Changed イベント] をクリックします。 
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2. VSTA 画面を確認すると、社員 ID_Changed イベント ハンドラが作成されています。 

 C# の場合 

 

 Visual Basic の場合 

 

3. 社員 ID_Changed イベント ハンドラ内に次のコードを記述します。 

 C# の場合 

 

XPathNavigator empID = MainDataSource.CreateNavigator() 

     .SelectSingleNode("/my:残業休出届/my:ヘッダー情報/my:社員 ID", 

     NamespaceManager); 
 
if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(empID.Value, 
@"^[a-zA-Z0-9]+$")) 
{ 

 AdoQueryConnection emp = (AdoQueryConnection)DataConnections["社員"]; 

 emp.Command = "select [社員コード],[氏名],[部署名],[メールアドレス] from" 

     + "[dbo].[社員] where [社員コード] =" 

     + "'" + empID.Value + "'"; 
     emp.Execute(); 
} 
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 Visual Basic の場合 

 

Dim empID As XPathNavigator = MainDataSource.CreateNavigator() _ 

     .SelectSingleNode("/my:残業休出届/my:ヘッダー情報/my:社員 ID", _ 

     NamespaceManager) 
If (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(empID.Value, 
"^[a-zA-Z0-9]+$")) Then 

     Dim emp As AdoQueryConnection = DataConnections("社員") 

 emp.Command = "select [社員コード],[氏名],[部署名],[メールアドレス] 

from" _ 

     & "[dbo].[社員] where [社員コード] =" _ 

     & "'" & empID.Value & "'" 
     emp.Execute() 
End If 

 

 

XPath のコピー 

コードないでは、社員 ID フィールドを参照するため、XPath を利用しています。XPath を

間違いなくコード内に入力するにはコピーがおすすめです。 

InfoPath の [フィールド] 作業ウィンドウで XPath をコピーしたいフィールドを右クリックし、

[XPath のコピー] をクリックします。 
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プレビュー、もしくはデバッグ実行 

フォームをプレビューすると、社員 ID を入力後にその他関連情報 (氏名、部署名、メール

アドレス) が自動表示されることが確認できます。 

また VSTA でデバッグ実行も可能です。 

 

4. フォーム テンプレートを上書き保存します。 
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② フォームの InfoPath クライアント対応での発行 

 これまでの手順ではブラウザー フォーム対応での発行手順をご紹介しましたが、ここでは InfoPath クラ

イアントで利用できるようフォームを発行する手順を解説します。 

 

1. [ファイル] メニューから [フォームのオプション] をクリックします。 

2. [フォームのオプション] ダイアログ ボックスが開きます。 

[互換性] カテゴリーの [フォームの種類] を [InfoPath Filler フォーム] に設定します。 

 

3. [ファイル] メニューから [発行] – [SharePoint サーバー] をクリックし、発行します。 

発行ウィザードでの設定 (SharePoint サイトの URL、ライブラリ列として利用するフィールドの指定) 

はブラウザー フォームとして発行する際と同様です。 

 

 

発行終了後、ライブラリからフォームを開くと InfoPath Filler でフォームが開くことが確認できます。 
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[参考] VSTA コードを含むフォームのブラウザー フォーム展開 

VSTA コードを含むフォームはブラウザー フォームとしての展開も可能です。しかし、Managed コードを

含むフォームをブラウザー展開するためには、コードの実行やデータ アクセスのために信頼の付与が必要とな

るため、これまでご紹介してきた手順と同様の展開方法ではなく、管理者発行が必要となります。 

VSTA コードを含む InfoPath フォームをブラウザー フォームとして展開するための手順は下記を参考と

してください。 

 MSDN 「管理者承認済みフォーム テンプレートを管理する (SharePoint Server 2010)」 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262921.aspx 

 

 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262921.aspx
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 プロパティの編集 画面について 

ワークフローから InfoPath フォームの値を変更するためには、前述のとおり InfoPath のフィールドを 

[データシート ページまたはプロパティ ページを使用してこのフィールド内のデータを編集することをユーザーに

許可する] をオンとし、ライブラリ列として発行する必要があります。 

[データシート ページまたはプロパティ ページを使用してこのフィールド内のデータを編集することをユーザー

に許可する] をオンにしたライブラリ列は、プロパティの編集画面からも内容編集が行えるようになります。 

 

ワークフローからのみ値を書き込み、プロパティ編集画面でユーザーの手入力により編集されたくない場合

は、プロパティ編集画面を SharePoint Designer 2010 でカスタマイズも可能です。 

 

 (例) SharePoint Designer 2010 で編集できないようにカスタマイズしたプロパティ編集画面 
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 ライブラリのビュー、Web パーツ 

ワークフローを合わせて利用する際には、次のようなビューを作成したり、Web パーツを利用してトップペー

ジ等に表示すると便利です。 

 

 カレント ユーザーが申請者のファイルのみを、ステータス別に表示 

 

 

 月ごとにグループ化して、カレント ユーザーの承認済みファイルのみを表示 

時間計の集計も表示 
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1.3 [参考] InfoPath フォーム作成時に活用したい機能 

1 章では InfoPath フォームと SharePoint ライブラリの活用例を 2 つのシナリオを利用して解説し、

InfoPath フォームを作成する際に活用できる下記内容の手順をご紹介しました。 

 テキスト ボックスやドロップダウン リスト ボックス、日付の選択、コンボ ボックス、チェック ボックス等の

入力コントロールの活用 

 セクション コントロールと条件付き書式による、動的な表示内容の切り替え 

 ビューによる画面の切り替え (ページングや、ステータスによるビューの切り替え、関連文書の作成な

ど) 

 ボタンコントロールによる [保存]、[閉じる]、[ビューの切り替え] 機能 

 動作規則による動作の自動化 (ボタンクリック時や、フィールドに対する値変更時、フォーム起動時) 

 既定値による値の自動表示 (関数、数式、受信データの活用) 

 入力規則 (他のフィールドとの値比較、正規表現を利用した入力チェック) 

 

 

InfoPath フォームを作成する際には、InfoPath が持つさまざまな機能の組み合わせや、デザインの工

夫により、これまで解説してきた内容だけではなく、さまざまな動きをフォームに持たせることができます。 

 例 1 ： 繰り返しテーブル コントロールを活用した明細項目の入力画面 

繰り返しテーブル コントロールは入力時に自由に列の追加や削除が行えるテーブル構造のコント

ロールです。明細項目の入力に適しています。 
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 例 2 ： 繰り返しセクション コントロールによる繰り返し項目の入力画面 

明細項目は、例 1 でご紹介した繰り返しテーブル コントロールを使ったテーブル構造での入力

だけではなく、複数の入力項目をひとまとめにした繰り返し項目をデザイン可能です。 

 

・ デザイン画面 

繰り返しセクション コントロールを配置し、その中に繰り返したい内容 (ラベル、コントロー

ルなど) をデザインします。 
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 例 3 ： ビューとボタン コントロールによるタブ機能 

1 章で手順を解説したフォームでは複数のビューを切り替えるボタンを配置しました。ボタンのデザ

インを工夫することで、タブ切り替えが行えるフォームを作成できます。 

タブのように見えるよう、ボタンのデザインを整える方法は下記のとおりです。 

・ ボタン コントロールに、罫線と網掛けの設定を行う 

・ タブ画像を用意し、ピクチャ ボタン コントロールを利用する 
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 例 4 ： 繰り返しセクション コントロールを活用した複数ファイルの添付画面 

添付ファイル コントロールを利用するとフォーム内にファイル添付が行えます。複数ファイルを添付

する場合で、いくつのファイルが添付されるか入力時に異なる場合には、繰り返しセクション コント

ロール内に添付ファイル コントロールを配置できます。 

 

・ デザイン画面 

繰り返しセクション コントロールを配置し、その中に添付ファイル コントロールを配置しま

す。 
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2． リストの活用と InfoPath によるフォーム カスタマイズ 

SharePoint Server 2010 では、 InfoPath Forms Services を利用することで、リストの入力フォ

ームは InfoPath によりカスタマイズが行えます (Enterprise 機能となります)。 

フォームをカスタマイズしたリストの活用について、下記シナリオをベースに解説します。 

 回覧リストの作成 

 連絡先管理リストの入力フォーム カスタマイズ 

 

 

2.1 回覧リストの作成 

カスタム リストと標準搭載の [フィードバックの収集] ワークフロー テンプレートを利用して、回覧リストを

作成するシナリオを解説します。カスタム リストには、次図のように [発信日]、[発信者]、[内容] 列を追

加し、アイテムを入力するリスト フォームは InfoPath でカスタマイズを行います。 
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また標準搭載の [フィードバックの取集] ワークフロー テンプレートを手動開始のワークフローとして利用で

きるよう設定します。回覧内容を入力後、内容を確認してほしいユーザーを複数選択して回覧フローを開始

できるよう設定します。[フィードバックの収集] ワークフローにより、回覧者として指定されたユーザー全員の

確認が終了すると、フィードバックがアイテムの作成者にメール送信されます。 

 

さらに上図のようにワークフローを手動開始するためのショートカット メニューをリボン内に作成する方法も

合わせて解説します (SharePoint Designer 2010 を利用します)。 ワークフローを手動開始する時に

は、[ワークフローの開始] をクリックして、開始するワークフローを選択し・・・ と操作ステップが多くなるため、

ユーザーがフィードバックの収集ワークフローを開始する際の分かりやすいメニューとして利用できます。 

 

 

 リストの作成と設定 

カスタム リストを利用し [回覧 リスト] を作成し、フィードバックの収集ワークフローを利用するための設定

を行います。 

 

 リストの作成と設定 

 

1. サイト内に 「回覧」 という名前で、カスタム リストを作成します。 

2. 次の列を追加します。 

 

列名 列の情報の種類  

内容 複数行テキスト  

発信日 日付と時刻 [既定値] ： 今日の日付 

発信者 ユーザーまたはグループ  
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 ワークフロー設定 

 

1. [ワークフローの追加] をクリックします。 

 

2. ワークフロー設定画面で次のように設定し、[次へ] をクリックします。 

 ワークフロー テンプレート：[フィードバックの収集] 

 名前：「回覧」 

 開始オプション：[アイテムの編集権限を持つ認証済みユーザーが、このワークフローを手 

             動で開始する] のみを選択 
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3. ワークフロー開始時の既定値は何も設定せず、[保存] をクリックします。 

 

4. 次のようなビューを作成します。 

 

設定項目 内容 

名前 任意のビュー名 

・ [既定のビュー] として設定 

列 [タイトル] 列、[発信日] 列、[発信者] 列、[回覧] 列 

並べ替え [作成日時] 列を降順で並べ替え 

グループ化 [回覧] 列 

・ 既定のグループの表示形式は [展開] を選択 

 

 

次のようなリストが作成されます (画面はサンプル データが保存されています)。 
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 InfoPath によるフォーム カスタマイズ 

リスト フォームを InfoPath を利用してカスタマイズを行い、入力・表示のため整えられたデザインに変更

します。またリスト フォーム上部に表示されるリボンメニューは非表示となるよう設定します。 

 

 

1. [リスト] タブの [リストのカスタマイズ] – [フォームのユーザー設定] をクリックします。 

 

2. InfoPath Designer 2010 が起動し、リスト フォームが開きます。 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 InfoPath によるフォーム活用ガイド 

 

96 

 

 

フィールド 作業ウィンドウ 

フィールド 作業ウィンドウに表示されているフィールドは、リスト内に存在する列です。リストに作

成された列は、メイン データソースとして扱われます。 

InfoPath Designer 2010 上の操作でフィールドを追加、削除した場合、発行時にリスト

列に反映されます。 

 

3. 次図を参考に、フォームのレイアウト構造やフォント、コントロールのサイズ等を自由に変更します。 

フォーム内には次の列が入力できるように、コントロールが配置されていることとします。 

 発信日 (日付の選択 コントロール) 

 発信者 (ユーザー/グループの選択 コントロール) 

 タイトル (テキスト ボックス コントロール) 

 内容 (リッチ テキスト ボックス コントロール) 

また [発信日] について、日付の表示形式の設定も合わせて行います。 
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4. [保存] ボタンと [閉じる] ボタンをフォーム内に配置します。 

 

5. [閉じる] ボタンに、[フォームを閉じる] 動作規則を設定します。 

 

6. [保存] ボタンに、動作規則を設定します。 

[保存] ボタンを選択し、[ルールの追加] – [このボタンがクリックされたとき] – [データを送信] をクリック

します。 
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7. [動作規則の詳細] ダイアログ ボックスが開きます。 

[データ接続] として、[メイン データ接続] を選択します。 

 

8. ルール 作業ウィンドウで、データ送信後にフォームを自動的に閉じるよう動作を追加します。 

 

 

メイン データ接続 

リスト フォームのカスタマイズを行うとき、フォーム内のボタンからリスト アイテムの更新を行いたい

場合、[メイン データ接続] を実行します。 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 InfoPath によるフォーム活用ガイド 

 

99 

 

9. [ファイル] メニューから [フォームのオプション] をクリックします。 

10. [フォームのオプション] ダイアログ ボックスが開きます。 

[Web ブラウザー] カテゴリーの [リボンまたはツール バーに InfoPath コマンドを表示する] をオフに

設定します。 

 

11. クイック発行を行います。 

12. 発行が終了したら、InfoPath Designer 2010 は終了します。 

 

 

ブラウザーで 回覧 リストを開き、[新しいアイテムの追加] をクリックすると、Web ダイアログにより新規入

力フォームが開きます。InfoPath でカスタマイズしたフォームとなっていることが確認できます。 
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またアイテムの保存後、リストにあらかじめ設定されているフィードバックの収集ワークフローを手動開始でき

ます。 
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 SharePoint Designer 2010 による回覧ボタンの作成 

SharePoint Designer 2010 を利用すると、リスト内の各メニュー内にカスタム アクション (カスタム コ

マンド メニュー) の作成が行えます。他のページへのリンクとなるメニュー等も作成できますが、手動でワークフ

ローを開始する際のショートカットメニューとしての利用がおすすめです。 

SharePoint Designer 2010 により、ワークフロー起動を行うカスタム アクションを、回覧リストのリボン 

メニュー内に作成する手順を解説します。 

  

 

 

1. SharePoint Designer 2010 を起動し、回覧リストを作成した SharePoint サイトを開きます。 

2. 左側のナビゲーションから [リストとライブラリ] をクリックし、リスト・ライブラリの一覧を開きます。 

リスト・ライブラリの一覧から 回覧 リストをクリックして開きます。 
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3. 回覧リストの設定画面が開きます。 

リボン内のメニューから、[ユーザー設定のアクション] – [リボンの表示] をクリックします。 

 

4. [ユーザー設定のアクションの作成] ダイアログ ボックスが表示されます。 

次のように設定します。 

 名前 ： 回覧開始 

 アクションの種類 ： [ワークフローの開始] を選択し、[回覧] ワークフローを選択します。 
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5. また、[ボタン イメージの URL] に任意の画像ファイルを指定します。 

(画像ファイルはあらかじめ SharePoint ライブラリ内に保存しておきます)。 

 

6. [ユーザー設定のアクションの作成] ダイアログ ボックスを [OK] をクリックして閉じます。 

7. SharePoint Designer 2010 を終了します。 

 

 

ブラウザーで 回覧リストを開きます。アイテムを選択すると、リボン内の [アイテム] タブに [回覧開始] ボ

タンが作成されていることが確認できます。また [回覧開始] ボタンをクリックすると、[回覧] ワークフローを

開始できます。 
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2.2 連絡先管理リストの入力フォーム カスタマイズ 

連絡先リストを使用して、[顧客一覧] リストを作成し、入力フォームを InfoPath を利用してカスタマイ

ズします。 

顧客一覧 リストには、次の列を必要とします。 

 

またカスタマイズするフォームには、InfoPath により次の機能を追加します。 

 [姓] 列 と [名] の入力から [氏名] 列の値を自動表示 

 [電子メールアドレス] 列にはメールアドレス形式の内容かどうか入力チェックを行う 

 顧客一覧 リストに保存されたアイテムから、会社名の一部文字列から検索を行い、同じ会社名の

場合には [郵便番号] 列と [住所] 列の値を再利用できるようにする 
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 リストの作成と設定 

連絡先 リストを利用し [顧客一覧 リスト] を作成します。 

 

1. サイト内に 「顧客一覧」 という名前で、連絡先 リストを作成します。 

 

 

 

 InfoPath によるフォーム カスタマイズ 

リスト フォームを InfoPath によりカスタマイズを行います。フォーム内には次の機能を追加します。 

 [姓] 列 と [名] の入力から [氏名] 列の値を自動表示 

 [電子メールアドレス] 列にはメールアドレス形式の内容かどうか入力チェックを行う 

 顧客一覧 リストに保存されたアイテムから、会社名の一部文字列から検索を行い、同じ会社名の

場合には [郵便番号] 列と [住所] 列の値を再利用できるようにする 

 

またリスト フォーム上部に表示されるリボンメニューは非表示となるよう設定します。 

 

 

 フォームを InfoPath Designer 2010 で開く 

 

1. [リスト] タブの [リストのカスタマイズ] – [フォームのユーザー設定] をクリックします。 
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2. InfoPath Designer 2010 が起動し、リスト フォームが開きます。 
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 フォームのデザイン変更 

フォーム全体のデザインを変更します。 

 

1. 既定のデザインを削除し、任意のデザインをフォーム内に行います。 

[挿入] タブから [ユーザー設定の表] の挿入を行い、罫線や網掛けの設定や、ラベル内容の文字列入

力を任意に行います。 

フォーム内に必要な入力項目のラベルは次とします。 

 

姓 電話番号 (会社) 

名 FAX 番号 (会社) 

会社名 電話番号 (携帯) 

部署名 郵便番号 

役職 住所 

メールアドレス 備考 
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2. [フィールド] 作業ウィンドウから、次のフィールドをフォーム内にドラッグ アンド ドロップしてコントロールを配

置します。 

 

ラベル フィールド 

姓 姓 

名 名 

会社名 勤務先名 

部署名 (ここでは配置しません) 

役職 役職 

メールアドレス 電子メールアドレス 

電話番号 (会社) 電話番号 (勤務先) 

FAX 番号 (会社) ファックス番号 

電話番号 (携帯) 携帯電話番号 

郵便番号 郵便番号 

住所 住所 

備考 メモ 

 

配置されるコントロール 

[フィールド] 作業ウィンドウから、フィールド (リスト列) をドラッグ アンド ドロップすると、リスト列

のデータの種類に合わせて、コントロールが配置されます。 

[姓]、[名] などの一行テキスト列はテキスト ボックス、[住所]、[メモ] などの複数行テキスト列

はリッチ テキスト ボックスとして配置されます。 
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 必要な列の追加、列の削除 

顧客一覧 リストは、[連絡先] リストを利用して作成したため、[姓]・[名] など複数の列がすでに作成さ

れています。ブラウザー上の操作でも必要な列の追加や、[連絡先] リストによって既定で作成される列から

必要ない内容の削除が行えますが、リストへの列の追加、削除は InfoPath Designer 2010 上からで

も可能です。 

ここでは、次の列を追加、削除します。 

 追加する列 

部署名 

検索キーワード 

選択した会社名 

 削除する列 

フリガナ (姓) 

フリガナ (名) 

フリガナ (勤務先名) 

電話番号 (自宅) 

都道府県 

市町村名 

国/地域 

Web ページ 

 

1. [フィールド] 作業ウィンドウで、[フィールドの追加] をクリックします。 
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2. [フィールドまたはグループの追加] ダイアログ ボックスが表示されます。 

次のように設定し、[部署名] 列を追加します。 

 表示名 ： 部署名 

 データ型 ： 一行テキスト 

 

3. 同様の作業で、次の列を 2 つ追加します。 

 表示名 ： 検索キーワード 

データ型 ： 一行テキスト 

 表示名 ： 選択した会社名 

データ型 ： 一行テキスト 

4. [フィールド] 作業ウィンドウで、必要ない列を右クリックし、[削除] をクリックして削除します。 

 

削除する列は次のとおりです。 

 フリガナ (姓) 

 フリガナ (名) 

 フリガナ (勤務先名) 

 電話番号 (自宅) 

 都道府県 

 市町村名 

 国/地域 

 Web ページ 
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[フィールド] 作業ウィンドウ内は次のようになります。 

 

 

InfoPath Designer 2010 上で、リスト列の追加・削除はこのように行えますが、ここではまだ変更した

リスト列の内容はリストに反映されていません。InfoPath Designer 2010 での列に対する編集内容は、

発行作業後に反映されます。 
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 既定値の設定 

[氏名] 列はフォーム内にコントロールを配置していません。[姓] 列 と [名] の入力から値を自動セット

できるため、ユーザーに入力を求めないためです。ここでは [氏名] 列に既定値の設定を行います。 

 

1. [フィールド] 作業ウィンドウから、[氏名] 列をダブル クリックし、プロパティを開きます。 

 

2. 既定値の [fx] をクリックし、次のように数式を設定します。 

concat(姓,” “,名) 

 

 

[氏名] 列の既定値 

concat 関数を利用し、[姓] 列と [名] 列の値の間に半角スペースを入れ、文字列連結

しています。 
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 入力規則の設定 

[電子メールアドレス] 列には、メールアドレス形式の入力のみ行えるよう、入力規則の設定を行います。 

 

1. [電子メールアドレス] のテキスト ボックスを選択し、[ホーム] タブの [ルールの追加] – [電子メール ア

ドレスでない] – [入力規則のエラーを表示] をクリックします。 

 

2. [ルール] 作業ウィンドウが表示され、[電子メールアドレス] 列に入力規則が設定されたことが確認でき

ます。必要に応じて ヒント 内容を編集します。 
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 既存内容の検索ビューと設定 

顧客一覧 リストは、人単位で内容を登録するリストとしているため、同じ会社名の人を複数登録すること

も考えられます。会社名はテキスト ボックスへの手入力のため同じ会社名や住所でも、「株式会社シェアポ

イント」 と 「株式会社 SharePoint」 というように、スペースの有無や英表記・日本語表記の違いなど、ユ

ーザーによっての入力形式が異なる場合も出てきます。 

リストに保存された内容は、列単位でのフィルターや、列内容を利用したビューの作成等行えます。同じ内

容でも入力形式が異なれば、フィルター等を行うときには別項目として扱われます。 

 

ここでは、顧客一覧 リストに保存された既存内容を、[顧客名] で検索して、[顧客名]、[郵便番号]、

[住所] 列の値を再利用できる機能をフォームに追加します。 
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1. 新しいビューを作成します。 

[ページ デザイン] タブの [新しいビュー] をクリックし、ビュー名 「会社名検索」 としたビューを作成しま

す。 

 

2. 新しく作成した 会社名検索 ビューに次図のようにデザインを行います。 

[挿入] タブから [ユーザー設定の表] の挿入を行い、罫線や網掛けの設定や、ラベル内容の文字列

入力を任意に行います。 

配置するコントロールは次のとおりです。 

 [会社名をコピー] ボタン (クリック時の動作規則は後の手順で設定) 

 [入力フォームに戻る] ボタン (クリック時の動作規則は後の手順で設定) 

 [検索キーワード] 列をテキスト ボックスとして配置 

 [選択した会社名] 列をドロップダウン リスト ボックスとして配置 

 

3. 顧客一覧 リストの既存内容を検索できるよう、データ接続を追加します。 

[データ] タブの [SharePoint リスト] をクリックします。 
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4. データ接続ウィザードが開くので、次のように設定し受信データ接続を作成します。 

 

 設定項目 設定内容 

1 SharePoint サイトの場所 顧客一覧 リストを作成した SharePoint サイトの URL 

を指定 

 

2 リストまたはライブラリの選択 顧客一覧 リストを選択 

3 フィールドの選択 受信する列として、次の列を選択します。 

 勤務先名 

 郵便番号 

 住所 

 

4 フォーム テンプレートのデー

タのコピーを保存する 

必要なし 

5 データ接続の名前 「顧客一覧」 

フォームを開くとき自動的に

データを取得する 

必要 (チェックされたままとします) 

 

5. [検索キーワード] テキスト ボックスに入力された会社名の一部を含む内容のみをドロップダウン リスト 

ボックスに一覧表示するよう設定を行います。 

[選択した会社名] ドロップダウン リスト ボックスを右クリック – [ドロップダウン リスト ボックスのプロパティ] 

をクリックします。 
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6. リスト ボックスの選択肢を次のように設定します。 

 [外部データ ソースから選択肢を取得する] を選択 

 [データ ソース] ： [顧客一覧] を選択 

 [値]、[表示名] ： ともに [勤務先名] 列を選択 

 [一意の表示名を持つ項目のみ表示する] を選択 

 

7. また、[検索キーワード] テキスト ボックスに入力された内容でフィルターできるよう、[エントリ] にフィルタ

ー設定を行います。 

エントリ の [XPath の選択] をクリックします。 
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8. [フィールドまたはグループの選択] ダイアログ ボックスで、 

[myFileds]/[dataFields]/[d:SharePointListItem_RW] を選択し、[データのフィルター] をクリ

ックします。 

[データのフィルター] ダイアログ ボックスで、[追加] をクリックします。 

[フィルター条件の指定] ダイアログ ボックスで、図のように [勤務先名] [が次の値を含む] と設定しま

す。 

 

9. [フィルター条件の指定] ダイアログ ボックスの条件式の右辺には、メイン データソースの [検索キーワー

ド] フィールドを設定します。 

 

10. すべてのダイアログ ボックスを [OK] をクリックして閉じます。 
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ここまでの設定内容を確認 

ここまでの設定で 顧客一覧リストから [検索キーワード] テキスト ボックスに入力した文字

列を含む [勤務先名] 列の一覧が、ドロップダウン リスト ボックスに表示されるようになりま

す。 

  

 

11. 会社名検索 ビューのボタンにルールを設定します。 

[会社名をコピー] ボタンに対して、ドロップダウン リスト ボックスから選択した会社名、郵便番号、住所を

コピーするよう、次のように動作規則ルールを設定します。 

 

 [詳細] ： 値セット 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

・ フィールドの値を設定する 

[フィールド] ：勤務先名 フィールド 

[値] ： 会社名選択 フィールド 
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・ フィールドの値を設定する 

[フィールド] ：郵便番号 フィールド 

[値] ： 次の数式を設定 

 顧客一覧 (セカンダリ) データソースの [郵便番号]  

フィールドを選択 

 ([顧客名] が [会社名選択] に等しい場合 とフィル

ター設定を行います) 

 

・ フィールドの値を設定する 

[フィールド] ：住所 フィールド 

[値] ： 次の数式を設定 

顧客一覧 (セカンダリ) データソースの [住所] フィールド

を選択 

 ([顧客名] が [会社名選択] に等しい場合 とフィルター

設定を行います) 
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12. 続いて、次の動作規則を追加します。 

 

 [詳細] ： ビューを切り替える 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

・ ビューを切り替える： Edit Item 

  

 

13. 入力フォームに戻るボタンに対して、既定のビューに切り替えるルールを設定します。 

 

 [詳細] ： ビューの切り替え 

 [条件] ： なし 

 [動作]： 

・ ビューを切り替える： Edit Item 
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 既定のビューへのボタンの配置と設定 

既定のビュー (Edit Item) にボタンを配置し、ルールを設定します。 

 

1. [ページ デザイン] タブから [Edit Item (既定)] ビューに切り替えます。 

 

2. 次図のように、3 つボタンを配置し、ラベルをそれぞれ編集します。 

 

3. [保存] ボタンに、入力内容をリストに保存するよう、次のルールを設定します。 

[保存] ボタンを選択し、[ルールの追加] – [このボタンがクリックされたとき] – [データを送信] をクリック

します。 
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4. [動作規則の詳細] ダイアログ ボックスが開きます。 

[データ接続] として、[メイン データ接続] を選択します。 

 

5. ルール 作業ウィンドウで、データ送信後にフォームを自動的に閉じるよう動作を追加します。 
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6. [閉じる] ボタンに、[フォームを閉じる] 動作規則を設定します。 

 

7. [既存の会社名から選択] ボタンに、[会社名検索] ビューへ切り替える動作規則を設定します。 
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 発行 

リボンメニューは表示しないよう設定し、発行します。 

 

1. [ファイル] メニューから [フォームのオプション] をクリックします。 

2. [フォームのオプション] ダイアログ ボックスが開きます。 

[Web ブラウザー] カテゴリーの [リボンまたはツール バーに InfoPath コマンドを表示する] をオフに

設定します。 

 

3. クイック発行を行います。 

4. 発行が終了したら、InfoPath Designer 2010 は終了します。 

 

 

発行終了後、ブラウザーで 顧客一覧 リストを開き、[新しいアイテムの追加] をクリックすると、Web ダ

イアログにより新規入力フォームが開きます。InfoPath でカスタマイズしたフォームとなっていることが確認でき

ます。 
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また入力フォームで、[既存の会社名から選択] ボタンをクリックするとビューが切り替わります。会社名の

一部を入力することで、顧客一覧 リスト内アイテムから、入力された文字列を含む会社名がドロップダウン 

リスト ボックスに一覧されます。ドロップダウン リスト ボックスから会社名を選択し、[会社名をコピー] ボタン

をクリックすることで、既存の入力内容が再利用できるようになっていることも確認できます。 

 

メールアドレスについては、入力規則を設定したためメールアドレス形式の入力がされなかった場合は、エラ

ー表示されます。 
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