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1． SharePoint Server 2010 の Enterprise 機能 

SharePoint Server 2010 には Standard と Enterprise の 2 つの Edition があります。SharePoint 

Server 2010 Enterprise Edition は SharePoint が持つすべての機能を利用できるエデゖションであり、

Standard Edition の機能に加えて、次の機能が利用できます。 

 

 

 Enterprise 機能一覧 

 

カテゴリ 機能 概要 必要な製品など 

Insight PerformancePoint Services SharePoint サト上での、KPI 

やレポートの表示を可能にしま

す。 

PerformancePoint Server 

2007 が提供していた機能が 

SharePoint Server 2010 に統

合されています。 

必要なし 

ダッシュボード PerformancePoint Services 

により提供される機能です。 

ダッシュボード ページの作成

が行えます。 

必要なし 

分解ツリー PerformancePoint Services 

により提供される機能です。 

キューブ データにゕクセスし、

集計データから分析デゖメンシ

ョンをンタラクテゖブな操作

で選択しながらドリル ダウン

可能な機能です。 

必要なし 

ビジネス  ンテリジェンス  

センター 

Enterprise 機能により提供さ

れるサト定義です。 

PerformancePoint Services 

を利用する際に活用できます。 

必要なし 
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カテゴリ 機能 概要 必要な製品など 

Insight 

(続き) 

Excel Services SharePoint サト上で Excel 

データを表示します。 

ブラウザー上で Excel ワーク

シートデータを表示し、対話操

作を可能にします。 

前バージョンの  SharePoint 

Server 2007 にも搭載されて

おり、SharePoint Server 2010 

では機能強化がされています。 

必要なし 

PowerPivot for SharePoint PowerPivot for Excel 2010 で

作成したデータ分析レポートを

ブラウザー上で共有できる機能

です。Silverlight ベースの表示

が行えます。 

SQL Server 2008 R2 

PowerPivot for 

SharePoint の構成が必要 

グラフ Web パーツ Enterprise 機能により提供さ

れる Web パーツです。 

SharePoint リストや外部のデ

ータ ソース、Excel Services に

接続し、取得したデータをもと

にグラフを描画可能な Web パ

ーツです。 

必要なし 

ステータス リスト Enterprise 機能により提供さ

れるリスト定義です。 

SharePoint リストや  Excel 

Services、SQL Server Analysis 

Services から取得したデータ

をもとに KPI を表示します。 

前バージョンの  SharePoint 

Server 2007 にも搭載されて

おり、利用方法は同様です。 

必要なし 

データ接続ラブラリ Enterprise 機能により提供さ

れるリスト定義です。 

データ接続フゔル (odc、 

dqy、udcx) を一元管理するた

めのラブラリです。 

前バージョンの  SharePoint 

Server 2007 にも搭載されて

おり、利用方法は同様です。 

必要なし 
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カテゴリ 機能 概要 必要な製品など 

Insight 

(続き) 

ビジネス データの 

Office クラゕント統合 

Business Connectivity 

Services の機能を 

Word 2010、Outlook 2010、

SharePoint Workspace 2010

から利用可能にします。 

必要なし 

ビジネス データ Web パー

ツ 

Enterprise 機能により提供さ

れる Web パーツです。 

Business Connectivity  

Services 機能を Web パーツ

内に表示します。 

必要なし 

Composite Access Services SharePoint サ  ト 上 で 、

Access 2010 データベースを

共有可能にする機能です。ブラ

ウザー上での、編集や対話操作

を可能にします。 

SharePoint Server 2010 から

の新機能です。 

SQL Server 2008 R2  

Reporting Services を 

SharePoint 統合モードで

の構成が必要 

InfoPath Forms Services  InfoPath 2010 で作成したフ

ォームをブラウザー対応する機

能です。 

前バージョンの  SharePoint 

Server 2007 にも搭載されて

おり、SharePoint Server 2010 

で機能強化されています。 

必要なし 

Visio Services Visio 2010 か ら 直 接 

SharePoint に図を保存する事

でき、保存された図は Visio が

ンストールされていない PC 

からも開くことができるので、

容易に図の共有ができます。 

 

SharePoint Server 2010 から

の新機能です。 

必要なし 
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カテゴリ 機能 概要 必要な製品など 

Fast 

Search 

拡張性のある Search プラッ

トフォーム 

検索機能の柔軟なスケールゕウ

トが可能になっています。 

また、FAST Search Server 

2010 for SharePoint と連携も

可能です。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

管理プロパテゖに基づく結果

の並べ替え 

 

検索結果について、任意の管理

プロパテゖ (作成者、ドキュメ

ント サズなど) に基づいて

結果を並べ替えできます。利用

ユーザーが必要に応じて異なる

関連ランキングを選択できるよ

うに設定も可能です。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

結果の詳細な絞込み条件 FAST Search Server 2010 for 

SharePoint を利用すること

で、SharePoint Server 2010 

よりも強力な絞込みを行えま

す。 

絞込みパネル内に表示されるキ

ーワードをンデックス全体か

ら作成可能です。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

BI Indexing コネクター Excel ブックや や Reporting 

Services レポートなどの、BI

資産に対しての検索機能を向上

させるための機能です。このコ

ネクターを利用するとこれらの

ドキュメント基となるデータソ

ースのクロールができるように

なります。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

 

Microsoft Business 

Intelligence Indexing 

Connector のンストー

ルが必要 

ユーザーコンテキストによる

検索 

ユーザー コンテキストに応じ

ておすすめコンテンツやビジュ

ゕルおすすめコンテンツ、検索

結果のランキングなど検索結果

の表示を変更できます。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 
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カテゴリ 機能 概要 必要な製品など 

Fast 

Search 

(続き) 

膨大な検索スケール FAST Search Server for 

SharePoint の利用により、数

10 億のドキュメント検索や 1

秒につき数千のクエリをサポー

トと、SharePoint Server 2010 

の検索よりも多くの情報を検索

可能になります。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

リッチ Web Indexing Java Script を含む Web ペー

ジなどリッチな Web コンテン

ツを検索することが可能です。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

類似する結果 検索結果に対して、類似する結

果リンクが提供される機能で

す。類似する結果リンクをユー

ザーがクリックすると、キーワ

ードによる検索結果とともに類

似結果も返されます。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

サムネルとプレビュー Word 文書と  PowerPoint プ

レゼンテーションを検索結果の

ビューでドキュメントを開かず

にサムネル、プレビュー表示

を可能にします。 

PowerPivot for SharePoint を

構成した場合、Excel フゔル

のプレビューも可能です。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

 

Office Web Applications 

が必要 

PowerPivot for 

SharePoint が必要 

ランク プロフゔル 検索結果の重み付けを調整する

ランク プロフゔルの設定が

行えます。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

ビジュゕル おすすめコンテン

ツ 

SharePoint Server 2010 の検

索キーワードにはおすすめコン

テンツを関連付けでき、FAST 

Search Server 2010 for 

SharePoint を合わせて利用す

ることで、画像メージ付きの

ビジュゕルなおすすめコンテン

ツを提供可能です。 

FAST Search Server 

2010 for SharePoint  

が必要 

 

この自習書では SharePoint Server 2010 Enterprise Edition で利用できる機能から、代表的な機能を利用

するために必要な設定や、基本的な利用手順、また Enterprise 機能を利用した活用シナリオを解説します。 
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1.1 Access Services 

Access Services は SharePoint Server 2010 に新しく搭載されたサービスです。Access 2010 データベ

ースを Web 上で共有できる機能で、Access で作成されたデータベースを SharePoint サトに展開すること

で、Access と同様の機能を Web ゕプリケーションとして利用できるようになります。 

Access Services を利用して Web 化した Access データベースは、1 つの SharePoint サトとなります。

そのため複数のユーザーによって同時に参照や編集が行えます。またもとの  Access データベースと 

SharePoint サトとして Web 化された内容はリンクされた状態となりますので、行った編集は両方に反映さ

れます。 

Access Services の利用により、Access データベース作成スキルで Web ゕプリケーションを構築し、複数

のユーザーでの利用を可能にします。Access 2010 を利用すると、テーブルやクエリ、フォームやレポートを

持つデータベース ゕプリケーションをコーデゖングによる開発なしに作成できます。Access 2010 を利用して

作成したデータベース ゕプリケーションを SharePoint へ発行することにより Web 化し、ブラウザーで複数

メンバーに共有できること、また SharePoint のゕクセス権管理により適切なユーザーに共有することが可能で

す。Access データベースを SharePoint に発行するとサトが 1 つ出来上がり、テーブルはリストに変換さ

れレポートなどはページとして変換されます。発行後にレポートの追加やフォームの編集など内容を変更したい

際も Access 2010 を利用できます。 
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1.1.1 Access Services を利用するために必要な設定 

Access Services ではレポートを表示する際に SQL Server 2008 R2 Reporting Services の機能を利用し

ます。そのため Access Services を利用するためには、SharePoint フゔームにおいて SQL Server 2008 R2 

Reporting Services 統合のセットゕップが必要です。 

 

 SQL Server 2008 R2 Reporting Services を SharePoint 統合モードで構成する 

SharePoint Web フロント エンド サーバーとレポート サーバー (SQL Server 2008 R2 

Reporting Services を実行するサーバー) を別々のサーバーにンストールする場合は、レ

ポート サーバーには SharePoint Server 2010 をンストールし、SharePoint フゔーム

に参加するように構成します。 

SQL Server 2008 R2 Reporting Services を SharePoint 統合モードでンストールを行

います。 

 

ンストールの詳細方法は下記 URL を参照してください。 

「SharePoint 2010 統合用の Reporting Services の構成」 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb326356.aspx 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb326356.aspx
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また、SharePoint フゔームの Web フロント エンド サーバーやゕプリケーション サーバ

ーには SQL 2008 R2 Reporting Services SharePoint 2010 アドインのンストール

が必要となりますが、SharePoint Server 2010 のンストーラーから起動できる 

[SharePoint 2010 製品準備ツール] 実行時に他の必須コンポーネントとともに自動的に

ンストールされます。 

 

 

環境構築後、SharePoint 2010 サーバーの全体管理にて Reporting Services 統合の設定を

行います。 

 

1. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] にゕクセスします。 

2. サド リンク バーから [ゕプリケーションの全般設定] を開き、[Reporting Services] の下にある   

[Reporting Services 統合] をクリックします。 
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3. [Reporting Services 統合] 画面で、次の必要な設定を行い [OK] をクリックします。 

 レポート サーバー Web サービスの URL 

[Reporting Services 構成マネージャー] で設定したレポート サーバーの URL を入力 

 

 認証モード 

利用する認証モードを指定 

 資格情報 

SQL Server 2008 R2 Reporting Services のサービス ゕカウントを指定 

Administrators グループのメンバー (ドメン ゕカウント) であること 

 Reporting Services 機能のゕクテゖブ化 

Reporting Services 機能をゕクテゖブ化するサト コレクションを指定 
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4. 構成結果が表示されます。 

[閉じる] をクリックします。 
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 レポート サーバーの構成ファイルの変更 (ADS データ拡張機能の追加) 

SQL Server 2008 R2 Reporting Services の構成フゔルを編集し、ADS データ拡張機能 

を追加します。この手順を行わずに、SharePoint Server 2010 の Access Services を利用

するとレポート処理を行う際に次図のようなエラーが表示されます。 

 

 

5. レポート サーバー (Reporting Services を実行しているサーバー) の C:\Program Files\Microsoft 

SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\ 

rsreportserver.config フゔルを開き、次のように編集します。 

 <Data>/<Extension> ノードの下に、ADS データ拡張を追加するための記述を追加します。 

 

<Extension Name="ADS" 

Type="Microsoft.Office.Access.Reports.DataProcessing.AdsConnection,Microsoft.Office.Access.Server.Data

Server,Version=14.0.0.0,Culture=Neutral,PublicKeyToken=71e9bce111e9429c"/> 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 Enterprise 機能活用ガド 

12 

 

6. レポート サーバーの C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER 

\Reporting Services\ReportServer\rssrvpolicy.config フゔルを開き、次のように編集します。 

 <NamedPermissionSets> ノードの下に、次の記述を追加します。 

 

<PermissionSet 

    class="NamedPermissionSet" 

    version="1" 

    Name="ReportExpressionsDefaultPermissionSet"> 

    <IPermission 

      class="SecurityPermission" 

      version="1" 

      Flags="Execution"/> 

    <IPermission                        

class="Microsoft.Office.Access.Server.Security.AccessServicesPermission,Microsoft.Office.Access.Server.Sec

urity,Version=14.0.0.0,Culture=Neutral,PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" 

      version="1.0" 

      Flags="CalculationCallBack"/> 

</PermissionSet> 

 

 

7. 次の <CodeGroup> ノードを見つけます。 

 

<CodeGroup 

   class="UnionCodeGroup" 

   version="1" 

   PermissionSetName="Execution" 

   Name="Report_Expressions_Default_Permissions" 

   Description="This code group grants default permissions for code in report expressions and Code 

element. "> 
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8. 3 の手順で見つけた <CodeGroup> ノード内の PermissionSetName の値を “Execution” から  

“ReportExpressionsDefaultPermissionSet” に変更します。 

変更後は次のようになります。 

 

<CodeGroup 

   class="UnionCodeGroup" 

   version="1" 

   PermissionSetName="ReportExpressionsDefaultPermissionSet" 

   Name="Report_Expressions_Default_Permissions" 

   Description="This code group grants default permissions for code in report expressions and Code 

element. "> 

 

 

 [Access Services] サービス アプリケーションの設定 

SharePoint 2010 サーバーの全体管理で、[Access Services] サービス ゕプリケーション

の設定を行います。 

 

1. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] にゕクセスします。 

2. [ゕプリケーション構成の管理] にある [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 
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3. サービス ゕプリケーションの一覧から [Access Services] をクリックします。 

 

4. [Access Services の管理] 画面が開きます。 

次のような設定が行えます。 

 リストとクエリ 

クエリの最大列数や最大行数の設定など 

 ゕプリケーション オブジェクト 

Access Services ゕプリケーションに含められるオブジェクトの種類の制限 

 セッションの管理 

Access Services のセッションの動作 (ユーザー 1 人 あたりの最大セッション数やキャッシュのタ

ムゕウト設定など) 

 メモリ使用 

Access Services のメモリ割り当て 

 テンプレート 

Access テンプレート (ACCDT) の最大許容サズの設定 
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1.1.2 Access Services の利用手順 

Access Services を利用する際には、SharePoint に搭載されているサト テンプレートから Access 

Services データベースを作成する方法と Access 2010 で作成したデータベースを発行して Web 公開する方

法の 2 種類の利用方法があります。ここではそれぞれの利用手順を確認します。 

 

 サイト テンプレートから Access Services データベースを作成 

SharePoint Server 2010 には Access Services を利用するためのサト テンプレートが

5 種類用意されています。用意されているサト テンプレートからサトを作成し、Access 

Services を利用できます。 

 

1. ブラウザーで、SharePoint サトを開きます。 

2. [サトの操作] – [新しいサト] をクリックします。 

 

3. [作成] ダゕログが開きます。 

[Web データベース] をクリックし、[プロジェクト Web データベース] を選択し、サト名や URL を

指定して [作成] をクリックします。 

 

※ [Web データベース] カテゴリを選択して表示される、5 つのテンプレートはすべて  Access 

Services を利用するサト テンプレートです。  
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4. Access Services 機能を利用できるサトが作成されます。 

 

5. [実施プロジェクト] タブをクリックすると、テーブルが確認できます。 

データの入力など任意の操作を行ってください。 

 

6. [レポート センター] タブをクリックすると、レポート表示が確認できます。 
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 Access 2010 で作成したデータベースを発行 

Access 2010 で作成した既存のデータベースを  SharePoint サトへ発行し、Access 

Services を利用することが可能です。Access データベースは 1 つの SharePoint サト

として発行され、テーブルやビュー、フォームなどの機能は SharePoint リストやページに

変換され利用可能となります。 

 

1. Access 2010 を起動します。 

(既存の Access データベースを利用する場合はデータベースを開き、手順 5 へ進んでください) 

2. サンプル データベースの [案件管理 Web データベース] を選択し、[作成] をクリックします。 

 

3. [ログン] ダゕログ ボックスが表示されますが、閉じます。 
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4. テーブルやクエリ、フォーム、レポートなど内容を確認します。 

 

5. [フゔル] メニューから [保存して発行] をクリックします。 

[Access Services に発行] をクリックし、[互換性のチェックの実行] をクリックします。 

「データベースは Web に対応しています。」と表示されたことを確認します。 
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6. [サーバーの URL] に発行先の親サトの URL、[サト名] にサトの名前を入力し、[Access Services 

に発行] をクリックします。 

 

7. 「発行成功」とダゕログ ボックス メッセージが表示されたら発行完了です。 

[OK] をクリックします。 
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8. ブラウザーで発行時に指定した URL にゕクセスし、発行した内容を確認します。 

Access データベースは 1 つの SharePoint サトとして発行されていることが確認できます。 

 

9. サト上部にある、[オプション] – [設定] をクリックします。 

 

10. [サトの設定] 画面が開きます。 

テーブルやフォームがそれぞれ Web 化されていることが確認できます。 

また、Access で開きデザン変更も可能です。 

  



SharePoint Server 2010 自習書 Enterprise 機能活用ガド 

21 

 

1.2 Excel Services 

Excel Services は前バージョンである SharePoint Server 2007 から搭載された機能で、Excel で作成した

ワークブックやその中の一部データ (テーブルやグラフ、セル範囲) をブラウザー上で表示し共有できる機能で

す。Excel を利用して行った分析結果や作成したレポートを、SharePoint サトに発行することでブラウザー

上での共有が行えます。フゖルタリングや並べ替え、パラメーターとなる値の変更など動的なデータ操作も可能

です。 

また SharePoint Server 2007 での Excel Services は Excel データの読み取り共有機能のみを持ち Web 

ブラウザー上でのデータ編集作業は行えませんが、SharePoint Server 2010 では Office Web Applications 

(Excel、Word、PowerPoint、OneNote のブラウザー版ゕプリケーション) を合わせて利用することで読み取

りだけではなく、Web ブラウザー上でのデータ編集作業も可能です。 

 

Excel Services の利用により次のことが行えます。 

 Excel データを SharePoint のアクセス権管理を利用してブラウザー上で共有 

Excel による分析結果や作成したレポートを、ブラウザー上で SharePoint のゕクセス権管

理を利用しながら共有できます。またフゖルタリングやセル内の値を変更できることで、ブ

ラウザー上でデータを動的に変化させながらシミュレーション作業を行うことも可能です。 

 

 使い慣れた Excel により、SharePoint サイト コンテンツの編集が行える 

Excel Services を利用すると SharePoint サトにワークシートをページとして表示した

り、特定のグラフやテーブルのみを Web パーツ内に表示することが可能です。(他の Web 

パーツとの接続も行えます) Excel は多くの人が使い慣れたゕプリケーションであり、グラフ

やテーブル、条件付き書式やデータバーなどの機能を活用することでグラフゖカルなデータ

作成が行えます。Excel Services の活用により SharePoint サト内にダッシュボード コ

ンテンツを Excel を使って編集することができます。サト内に表示した後、内容編集する

際も 発行した Excel フゔルを再度 Excel で開いて編集し、再発行するだけです。 
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1.2.1 Excel Services を利用するために必要な設定 

Excel で作成したワークブックをブラウザーで表示するためには、Excel フゔルを SharePoint ラブラリ

に発行します。そのためにはあらかじめ SharePoint 2010 サーバーの全体管理にて、発行先として利用できる

場所 (サト URL) を設定する必要があります。SharePoint Server 2010 では既定で全 SharePoint サト

が Excel Services の発行先として設定されています。 

 

 [信頼できるファイルの保存場所] の確認 

 

1. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] にゕクセスします。 

2. [ゕプリケーション構成の管理] 内にある [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

3. サービス ゕプリケーションの一覧から [Excel Services ゕプリケーション] をクリックします。 
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4. [信頼できるフゔル保存場所] をクリックします。 

 

5. 「http://」が既定で設定されていることを確認します。 

 

 

既定の設定では、フゔーム内の全 SharePoint サト内のラブラリに Excel フゔルを発行できるように

されています。Excel Services を利用できるサトを限定したい場合や、下記設定を Excel Services を利用す

るサトごとに変更したい場合は別途 [信頼できるフゔル保存場所] の設定が必要です。 

 セッションのタムゕウト (秒単位) 

 ブックの最大サズ (MB 単位) 

 外部データの許可 

 ユーザー定義関数の許可 
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1.2.2 Excel Services の利用手順 

Excel Services を利用し、ブラウザー上で Excel データを共有する際の利用手順を確認します。ワークブッ

ク全体をブラウザー上で共有する方法と、テーブルやグラフなどワークブック内の特定のオブジェクトを Web 

パーツ内に表示する方法を下記に示します。 

 

 Excel ワークブックの発行 

Excel ワークブックを SharePoint ラブラリに発行し、ブラウザーでの表示を行います。 

 

1. 発行したい Excel フゔルを開きます。 

 

2. [フゔル] メニューから [保存と送信] を選択します。 

[SharePoint に保存] をクリックし、[場所の参照] をクリックします。 
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3. [名前を付けて保存] ダゕログ ボックスが開きます。 

[フゔル名] に発行先の SharePoint サト URL を入力して [Enter] を押します。 

 

4. 指定した SharePoint サトが参照されます。発行先のラブラリをダブル クリックして選択します。 

 

5. フゔル名を付けて、[保存] をクリックします。 
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6. 発行が終了すると、発行した Excel フゔルがブラウザーで開きます。 

 

7. Excel を終了します。 

 

ブラウザーで開いている Excel フゔルでは、ワークシートの切り替えやフゖルタリングなどの操作が行え

ます。 
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また、[ブラウザーで編集] をクリックするとブラウザー上での編集作業も行えます。 
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 ワークブック内特定のオブジェクトを Web パーツに表示 

テーブルやグラフ、ピボット テーブル、セル範囲などワークブック内にある特定のオブジェ

クトは Excel Web Access Web パーツに表示ができます。トップページやサト内の各ペ

ージなどさまざまな場所に表示し、Excel で編集したデータを使ったダッシュボード ページ

の作成が行えます。 

ここでは、Excel Web Access Web パーツに特定のオブジェクトを表示させる手順を確認し

ます。 

 

1. 発行したい Excel フゔルを開きます。 

2. テーブルやグラフなど、オブジェクトに名前を付けます。(既存の名前を確認します。) 

 

名前の確認・変更 

Excel Web Access Web パーツを使って Excel ワークブック内の特定のオブジェクトを Web パ

ーツ内に表示する際には、どのオブジェクトを表示するか名前を指定します。そのため、SharePoint  

サトに Excel フゔルを発行する前にはオブジェクトの名前の確認 (名前の編集) 作業を行う必要

があります。 

 テーブルの名前確認・編集 

テーブルを選択し、リボンに表示される [テーブル ツール] の [デザン] タブにある 

[テーブル名] で確認・名前編集が行えます。 

 

 グラフの名前確認・編集 

グラフを選択し、リボンに表示される [グラフ ツール] の [レゕウト] タブにある [プロ

パテゖ] をクリックすると、グラフ名の確認・名前編集が行えます。 
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 ピボット テーブルの名前確認・編集 

ピボット テーブルを選択し、リボンに表示される [ピボット テーブル ツール] の [オプシ

ョン] タブにある [ピボット テーブル] をクリックすると、ピボット テーブル名の確認・名

前編集が行えます。 

 

 セル範囲への名前付け 

名前を付けたいセル範囲を範囲選択し、[名前ボックス] に入力して名前を付けます。 
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3. [フゔル] メニューから [保存と送信] を選択します。 

[SharePoint に保存] をクリックし、[場所の参照] をクリックします。 

 

4. [名前を付けて保存] ダゕログ ボックスが開きます。 

[フゔル名] に発行先の SharePoint サト URL を入力して [Enter] を押します。 

 

5. 指定した SharePoint サトが参照されます。発行先のラブラリをダブル クリックして選択します。 
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6. フゔル名を付けて、[保存] をクリックします。 

 

7. 発行が終了すると、発行した Excel フゔルがブラウザーで開きます。 

8. Excel を終了します。 

9. Web パーツを使って Excel データを表示したいページ (トップページなど) を開きます。 

10. [ページ] タブの [編集] をクリックします。 

 

11. [編集ツール] の [挿入] タブから [Web パーツ] をクリックします。 

[ビジネス データ] カテゴリの [Excel Web Access] Web パーツを選択して、[追加] をクリックします。 
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12. [Excel Web Access] Web パーツが配置されます。 

[ツール ウゖンドウを開くには、ここをクリックしてください。] をクリックします。 

 

13. 画面右側に Web パーツの設定画面が開きます。 

表示する [ブック] を指定するため、[…] をクリックします。 

 

14. [メデゖゕの選択] ダゕログが開きます。 

発行した Excel フゔルを選択し、[OK] をクリックします。 
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15. Web パーツに表示するオブジェクトを選択します。 

[名前付きゕテム] を指定するため、[…] をクリックします。 

 

16. テキスト エデゖターが開きます。 

テーブル名やセル範囲名など表示したいオブジェクト名を入力し、[OK] をクリックします。 

 

17. ツールバーの種類や Web パーツのタトル名、高さや幅指定などその他の設定を行い、[OK] をクリック

します。 

18. [ページ] タブの [保存して閉じる] をクリックし、ページを保存します。 
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19. Web パーツ内に指定した Excel オブジェクトが表示されます。 

 

 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 Enterprise 機能活用ガド 

35 

 

1.3 PerformancePoint Service 

PerformancePoint Service は SharePoint Server 2010 で新しく搭載されたサービスです。 

PerformancePoint Server 2007 が持つモニタリング機能が SharePoint Server 2010 に統合され、KPI を定

義してスコゕカードの作成やレポートやチャートの作成が行えます。また作成したスコゕカードなどの 

PerformancePoint コンテンツは Web パーツ内に表示することができるため、必要な内容を集約したダッシュ

ボード ページの作成も行えます。 

PerformancePoint Service を利用する際にはダッシュボード デザナーというツールを利用します。この

ツールは SharePoint サトから ClickOnce で自動的にクラゕント コンピューターにンストールするこ

とができます。ダッシュボード デザナーを利用すると、下記をデータ ソースとしたスコゕカードやレポート

などの作成が行えます。 

 SQL Server テーブル 

 Analysis Services キューブ 

 Excel Service フゔル 

 SharePoint リスト 

 

 

 KPI によるスコアカード 

 

 

 分析グリッド レポート 
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 分析グラフ 

 

 

 分解ツリー 
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1.3.1 PerformancePoint Services を利用するために必要な設定 

PerformancePoint Services を利用するためには SharePoint 2010 サーバーの全体管理にて無人サービス

ゕカウントの設定など PerformancePoint Service サービス ゕプリケーションで行うべき設定があります。

ここでは、PerformancePoint Services を利用する際にあらかじめ必要な設定内容を解説します。 

 

 PerformancePoint Service サービス アプリケーションの設定 

 

1. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] にゕクセスします。 

2. [ゕプリケーション構成の管理] にある [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

3. サービス ゕプリケーションの一覧から [PerformancePoint Service Application] をクリックします。 
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4. [PerformancePoint Service ゕプリケーションの設定] をクリックします。 

 

5. [PerformancePoint Service ゕプリケーションの設定] が開きます。 

この画面では、次の設定が行えます。必要な設定を行います。 

 無人サービス ゕカウント 

ダッシュボード デザナーで SQL Server や Analysis Service などのデータ ソースへの接続を作

成する際には、接続時に利用するユーザー ゕカウントを指定する必要があります。 

その際に [無人サービス ゕカウント] オプションが選択できますが、[無人サービス ゕカウント] と

設定したときに外部ソースへの接続時に利用するユーザー ゕカウントはここで設定します。 

 コメントの有効・無効 

PerformancePoint Service で表示されるレポートやスコゕカードにコメントを付ける機能の有効

化・無効化の設定が行えます。 

 キャッシュ時間 

KPI のキャッシュ時間を秒単位で設定できます。 

 データ ソース クエリのタムゕウト 

データ ソース クエリが無応答の際のタムゕウト時間を秒単位で設定できます。 

 最大メジャー数、詳細行数 

メジャー選択コントロールに表示できるメジャー数や、詳細を表示する際の最大行数設定が行えます。 

 

PerformancePoint Service アプリケーションの必須設定項目 

[PerformancePoint Service ゕプリケーションの設定] 画面では、PerformancePoint Service を

利用する際の基本設定を行えます。ここで必須で設定しておかなければいけない項目は [無人サービス 

ゕカウント] です。他の設定項目は既定値があらかじめ設定されているため、仮に設定変更を行わなく

ても PerformancePoint Service が利用できないわけではありません。[無人サービス ゕカウント] 

はユーザー ゕカウントを指定するため既定値が設定されていません。 
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そのほか、[信頼できるデータ ソースの場所]、[信頼できるコンテンツの場所] に対して、PerformancePoint 

Service を利用して作成したデータ ソースやコンテンツ (KPI、スコゕカード、レポートなど) の保存場所とし

て信頼する場所  (サトやリストの  URL) を設定する必要があります。しかし既定値でフゔーム内全 

SharePoint サトが信頼できる場所として設定されているため、既定では特に何も設定を行わなくても 

PerformancePoint Service 機能はフゔーム内全サトで利用可能となっています。特定の SharePoint サト

にのみ厳密に利用を制限したい際には、そのように設定変更が行えます。 
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1.3.2 PerformancePoint Services の利用手順 

PerformancePoint Services を利用する際の手順を解説します。 

※ 接続先のデータ ソースとして利用可能な SQL Server データベースや Analysis Service キューブの作成

方法や、ダッシュボード デザナーの基本操作はこの自習書には含みません。ここでは SharePoint サ

トで行う利用手順を解説します。 

 

 

 ビジネス インテリジェンス センター サイトの作成 

PerformancePoint Services を利用するためには、サト機能である [PerformancePoint 

Services サト機能] をゕクテゖブ化する必要があります。[ビジネス ンテリジェンス 

センター] サト テンプレートは PerformancePoint Services を利用する際に便利なサ

ト  テンプレートで、このサト  テンプレートを利用して作成したサトでは 

[PerformancePoint Services サト機能] フゖーチャーが既定でゕクテゖブ化されており、

ダッシュボード デザナーの ClickOnce ンストール ポントもサト内に用意されま

す。 

[ビジネス ンテリジェンス センター] は次のサト コレクション機能をゕクテゖブ化す

ることで利用できるサト テンプレートです。 

● [SharePoint Server 発行ンフラストラクチャ] 

● [PerformancePoint Services サト コレクション機能] 

 

1. 対象のサト コレクションのトップ レベル サトを開きます。 

2. [サトの操作] – [サトの設定] をクリックします。 

3. [サトの設定] 画面が開きます。 

[サト コレクションの管理] にある [サト コレクションの機能] をクリックします。 
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4. [SharePoint Server 発行ンフラストラクチャ] と [PerformancePoint Services サト コレクション

機能] の 2 つをゕクテゖブ化します。 

 

※ サト コレクション内で [ビジネス ンテリジェンス センター] サト テンプレートが利用可能とな

ります。 

5. [サトの操作] – [新しいサト] をクリックします。 
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6. [作成] ダゕログ が開きます。 

[ビジネス ンテリジェンス センター] を選択し、サト名や URL を入力して [作成] をクリックしま

す。 

 

7. サトが作成されます。 

 

 

ビジネス インテリジェンス センターに用意されるリスト・ライブラリ 

ビジネス ンテリジェンス センター サトには、既定でいくつかのリスト・ラブラリが作成さ

れています。これらは PerformancePoint Services を利用する際にサト内に必要なもので、次の内

容が用意されています。 

 ダッシュボード 

[ダッシュボード ラブラリ] ：ダッシュボード デザナーで作成したダッシュボードペー

ジの展開先として利用します。 

 データ接続 

[PerformancePoint Services のデータ接続ラブラリ] ：ダッシュボード デザナーで作

成したデータ接続フゔルの保存先として利用します。 

 PerformancePoint コンテンツ 

[PerformancePoint Services コンテンツ リスト] ：ダッシュボード デザナーで作成した 

PerformancePoint Services コンテンツ (ンジケーター、KPI、レポートなど) の保存先

として利用します。 
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 ダッシュボード デザイナーのクライアント環境へのインストール 

KPI やレポートなど PerformancePoint Services コンテンツの編集ツールである「ダッシ

ュボード デザナー」はクラゕント PC にンストールして利用するゕプリケーションで

す。このゕプリケーションは ClickOnce でクラゕント環境に展開できるようになっていま

す。ンストール ポントは「_layouts/ppswebparts/designerredirect.aspx」の場所に

用意されていますが、ビジネス ンテリジェンス センター サトにはンストール ポ

ントへのリンクが既定で用意されています。 

 

1. ビジネス ンテリジェンス センター サトで、[主要なパフォーマンスのモニタリング] をマウスで選択

して表示される、[PerformancePoint Services の使用開始] をクリックします。 

 

2. [ダッシュボード デザナーの実行] をクリックします。 
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3. [セキュリテゖの警告] ダゕログ ボックスが表示された場合は、[実行] をクリックします。 

 

4. ダッシュボード デザナーがンストールされます。 

 

5. ンストールが環境すると、ダッシュボード デザナーが起動します。 

 

※ ンストールされたダッシュボード デザナーは、次回からは [スタート] メニューから起動可能です。 
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 [参考] 他のサイトでの PerformancePoint Services の利用 

PerformancePoint Services はビジネス ンテリジェンス センター サトのみで利用可

能ではなく、どのサト テンプレートから作成されたサトでも利用可能です。 

利用するためには、サト コレクションやサトでゕクテゖブ化が必要な機能があります。 

 

サト コレクション PerformancePoint Services サト コレクション機能 

サト PerformancePoint Services サト機能 

これらの機能をゕクテゖブ化すると、ダッシュボード デザナーで作成した内容を保存する

ために必要なリストやラブラリが作成可能となります。(作成するためのテンプレートが利

用できるようになります) 

 

 

[PerformancePoint のデータ接続ラブラリ] 

PerformancePoint Services データ接続の保存先となる

ラブラリが作成できます。 

 

[PerformancePoint コンテンツ リスト] 

KPI や レポートなどの PerformancePoint Services コ

ンテンツの保存先であるリストが作成できます。 

 

[ダッシュボード ラブラリ] 

ダッシュボード デザナーで作成したダッシュボードペ

ージの展開先として必要なラブラリが作成できます。 
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1.4 Visio Services 

Visio Services は SharePoint Server 2010 で新しく搭載されたサービスです。Visio 2010 で作成した図

面をブラウザー上で表示し、共有できる機能です。 

 

 Visio 2010 で作成した図面のブラウザー表示 

Visio 2010 で作成した図面を Web 図面としてブラウザー表示できます。共有できる内容は、

単に図面の UI だけではなく、各シェプが持っているプロパテゖやリンクされているバッ

クエンドのデータ ソースとの接続情報も含みます。 

 

 SharePoint ワークフローでのステータス表示 

ワークフローのステータス表示を行う際に、Visio Services が利用された「ワークフロービ

ジュゕラゼーション」が表示されます。ワークフローが今どこまで進んでいるかグラフゖ

カルに確認できます。 
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1.4.1 Visio Services を利用するために必要な設定 

Visio Services を利用するためには、SharePoint 2010 サーバーの全体管理にて Visio Graphics Service サ

ービス ゕプリケーションで行うべき設定があります。ここでは、Visio Services を利用する際にあらかじめ必

要な設定内容を解説します。 

Visio Graphics Service サービス ゕプリケーションでは、ブラウザーで表示する図面の最大サズやキャッ

シュ時間、外部データにゕクセスする際に利用する Secure Store Service のゕプリケーション ID を設定し

ます。(次図は Visio Graphics Service サービス ゕプリケーションの設定画面) 

 

 

Visio Graphics Service サービス ゕプリケーションの設定において、外部データにゕクセスする際に利用す

る Secure Store Service ゕプリケーション ID を設定するには、あらかじめ Secure Store Service でゕプ

リケーション ID を作成する必要があります。 
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[外部データ] でアプリケーション ID を設定しなかった場合 

Visio Graphics Service サービス ゕプリケーション設定で、[外部データ] のゕプリケーション ID 

設定を行わなかった場合、さまざまな場所でエラーが表示されます。 

 SharePoint 2010 サーバーの全体管理 

Health Analyzer 機能により、次のエラーが表示されます。 

 

 外部データ接続を含む Visio 図面をブラウザー表示した際 

ブラウザー表示されている Visio 図面が持つ外部データを更新した際に、次のエラ

ーが表示されます。 
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 [参考] Secure Store Service について (アプリケーション ID の作成手順) 

SharePoint Server 2010 に搭載する Secure Store Service は SharePoint 経由で外部シ

ステムにゕクセスする際に、ゕカウント名やパスワードなどの資格情報のマッピングを行う

機能です。(SharePoint Server 2007 の シングル サンオン機能と同様です) 

 

 

 [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] での Secure Store Service の設定手順 

Secure Store Service で管理する外部システムにゕクセスする際のゕカウントのマッピン

グ情報は「ターゲット ゕプリケーション」と呼ばれます。Secure Store Service を利用す

る際には、ゕカウントのマッピング情報であるターゲット ゕプリケーションをあらかじめ作

成する必要があります。 

 

1. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] にゕクセスします。 

2. [ゕプリケーション構成の管理] にある [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 
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3. [Secure Store Service] をクリックします。 

 

4. [新しいキーの生成] をクリックします。 

 

5. [新しいキーの生成] ダゕログが開きます。 

SharePoint 2010 製品構成ウゖザードを実行した際に指定したパスフレーズを入力し、[OK] をクリック

します。 

 

※ 4. 5. の手順は一度行えば、毎回行う必要はありません。すでに設定が行われている場合は 6. の手順に進

んでください。 
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6. ゕカウントのマッピング情報である「ターゲット ゕプリケーション」を作成します。 

[新規作成] をクリックします。 

 

7. [ターゲット ゕプリケーションの設定] で次のように設定し、[次へ] をクリックします。 

 ターゲット ゕプリケーション ID： 任意の ID を入力  

(複数のマッピング情報を登録できるため、識別するための ID が必要です) 

 表示名 ： 任意の表示名を入力 

 連絡先の電子メール ： 任意のメールゕドレスを入力 

 ターゲット ゕプリケーションの種類 ：  グループ 

 

8. 外部システムにゕクセスするために必要な資格情報フゖールドを登録できます。 

既定でユーザー名とパスワードがフゖールドとして追加されているため、そのまま [次へ] をクリックしま

す。 
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9. [ターゲット ゕプリケーションの管理者] に任意の管理者ゕカウントを設定します。(このターゲット ゕプ

リケーションの管理者となります) 

[メンバー] にこのターゲット ゕプリケーションを利用する Active Directory セキュリテゖ グループを

指定します。(指定したセキュリテゖ グループのメンバーはこのターゲット ゕプリケーションを利用でき

るようになります)  設定したら [OK] をクリックします。 

 

10. ターゲット ゕプリケーションが作成されます。 

ゕテムのメニューから [資格情報の設定] をクリックします。 

 

11. [Secure Store のターゲット ゕプリケーション (グループ) の資格情報の設定] ダゕログが開きます。 

外部システムにゕクセスする際に利用する、ユーザー名とパスワードを入力して [OK] をクリックします。 

 

※ この画面の、[資格情報の所有者] に表示されているグループ メンバーが SharePoint 経由で外部システム

にゕクセスする際に利用させたいユーザー情報を指定しています。 

(Visio Web 図面から外部のデータ ソースにゕクセスする際には、ここで指定したユーザー名・パスワード

が利用されます) 
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 Visio Graphics Service サービス アプリケーションの設定 

 

1. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] にゕクセスします。 

2. [ゕプリケーション構成の管理] にある [サービス ゕプリケーションの管理] をクリックします。 

 

3. サービス ゕプリケーションの一覧から [Visio Graphics Service] をクリックします。 

 

4. [グローバル設定] をクリックします。 
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5. 必要な設定を行い、[OK] をクリックします。 

[外部データ] の [ゕプリケーション ID] はあらかじめ作成した Secure Store Service のゕプリケーシ

ョン ID を必ず設定します。 
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1.4.2 Visio Services の利用手順 

Visio Services を利用して、Visio 2010 で作成した図面をブラウザーで共有する手順を確認します。 

 

 Visio 図面の発行 

Visio 図面を SharePoint ラブラリに発行し、ブラウザーでの表示を行います。 

 

1. 発行したい Visio 図面を開きます。 

 

2. [フゔル] メニューから [保存と送信] を選択します。 

[SharePoint に保存] をクリックし、フゔルの種類で [Web 図面] を選択します。 

次に [場所の参照] をクリックします。 

 

※ Visio Services でブラウザー表示するためには、フゔルの種類は [Web 図面 (.vdw)] を選択します。 
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3. [名前を付けて保存] ダゕログ ボックスが表示されます。 

[フゔル名] に発行先の SharePoint サト URL を入力し、[Enter] を押します。 

 

4. 指定した SharePoint サトが参照されます。発行先のラブラリをダブル クリックして選択します。 

5. フゔル名を付け、フゔルの種類は [Web 図面 (*.vdw)] を選択します。 

6. [オプション] をクリックします。 

 

7. [発行の設定] ダゕログ ボックスが表示されます。 

図面に含まれるページやデータ ソースが一覧され、ブラウザーで共有したい内容を選択できます。 

Visio Services を利用してブラウザーで表示したいゕテムを選択し、[OK] をクリックします。 

 

8. [保存] をクリックします。  
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9. 発行が完了すると、ブラウザーで Visio Web 図面が開きます。 

 

10. Visio 2010 を終了します。 
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1.5 InfoPath Forms Services 

InfoPath を利用すると、入力の妥当性検証機能や外部データ ソースとの送受信機能をもつ入力フォームを作

成できます。フォームの UI も動的に入力内容が切り替えたり、ページング機能を付けたりと柔軟な画面デザ

ンが可能です。作成したフォームは SharePoint サトに発行することで、フォーム ラブラリの [新規] ク

リックで起動して利用できるようユーザーに共有が行えます。フォーム ラブラリの [新規] クリックからフ

ォームを起動するよう SharePoint サトへ発行する機能は SharePoint のバージョンを問わずに利用可能で

す。(SharePoint Foundation、SharePoint Server 2010 Standard Edition、SharePoint Server 2010 

Enterprise Edition すべてで利用可能) 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

ゕント環境には InfoPath のンストールが必要です。 

InfoPath Forms Services は前バージョンの SharePoint Server 2007 から搭載された機能で、InfoPath 

Designer 2010 で作成したフォームをブラウザーでの利用を可能にします。InfoPath が展開されていないクラ

ゕント環境でもブラウザーを使って InfoPath フォームの利用が行えます。 

また  SharePoint Server 2010 では  InfoPath Forms Services は機能強化されているとともに、

SharePoint サトでの利用範囲も広がっています。 

 

 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 

フォーム ラブラリに発行した InfoPath フォームを開いて利用するためには、クラゕン

ト環境に InfoPath のンストールが必要です。InfoPath Forms Services を利用すること

で、InfoPath が展開されていないクラゕントでもブラウザーによる InfoPath フォーム利

用が可能です。この機能は SharePoint Server 2007 でも同様に利用できましたが、

SharePoint Server 2010 ではデータ フゖルターが利用できるようになっていたりと 

SharePoint Server 2007 InfoPath Forms Services ではサポートされていなかった機能が

サポートされるようになっています。 

 InfoPath フォーム Web パーツを利用し、Web パーツ内にブラウザーフォームを表示 

SharePoint Server 2010 には新しく InfoPath フォーム Web パーツが追加されています。

この Web パーツを利用すると 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。 

 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

てカスタマズできるようになっています。その際には InfoPath Forms Services が必要

です。 

 ワークフロー フォームのカスタマイズ 

SharePoint Designer 2010 を利用してワークフローをカスタマズする際に、ワークフロ

ーの開始フォームやタスク編集フォームについて InfoPath Designer 2010 を利用してカ

スタマズが可能です。この機能も SharePoint Server 2010 の新機能です。 
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1.5.1 フォーム ラブラリに発行したフォームのブラウザー利用 

InfoPath Forms Services の利用方法をご紹介します。ここでは、InfoPath 2010 で作成したフォームをブ

ラウザー対応できるように InfoPath Forms Services に発行する手順を確認します。 

 

1. ブラウザー対応したいフォームを InfoPath Designer 2010 で作成します。 

※ InfoPath Designer 2010 の操作方法はこの自習書ではふれません。作成済みのフォームをブラウザー対応

で SharePoint に発行する手順を確認します。 

2. [フゔル] メニューから [フォームのオプション] をクリックします。 

 

3. [フォームのオプション] ダゕログ ボックスが開きます。 

カテゴリ [互換性] を選択し、フォームの種類を [Web ブラウザー フォーム] と設定して [OK] をクリ

ックします。 
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4. [フゔル] メニューから [デザン チェック] をクリックします。 

 

5. 右端に [デザン チェック] 作業ウゖンドウが表示されます。 

エラーが表示されていないことを確認します。 

 

※ デザン チェックでは、ブラウザーに非対応の機能がフォーム内に存在しないか確認できます。ブラウザ

ー非対応の機能があった場合、[デザン チェック] 作業ウゖンドウに表示されるので、その内容は発行前

に修正する必要があります。 
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6. [フゔル] メニューから [発行] を選択し、[SharePoint サーバー] をクリックします。 

 

7. [発行ウゖザード] が開きます。 

発行先の SharePoint サトの URL を入力して [次へ] をクリックします。 

 

8. [このフォームをブラウザーで入力できるようにする] をオンにします。 

[フォーム ラブラリ] を選択し、[次へ] をクリックします。 
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9. [新しいフォーム ラブラリを作成する] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

10. 作成するフォーム ラブラリの名前と説明 (任意) を入力し、[次へ] をクリックします。 

 

11. [追加] をクリックして、フォーム ラブラリの列に表示するフゖールドを追加します。 

[次へ] をクリックします。 
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12. [発行] をクリックします。 

 

13. 「フォーム テンプレートは正常に発行されました。」と表示されたら発行終了です。 

[閉じる] をクリックします。 

 

14. InfoPath Designer 2010 を閉じます。 

15. 発行先に指定したサトをブラウザーで開き、作成されたフォーム ラブラリを開きます。 

16. [ドキュメントの追加] をクリックします。 
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17. ブラウザーで発行した InfoPath フォームが利用できることが確認できます。 
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1.5.2 リストの入力フォームのカスタマズ 

SharePoint Server 2010 ではリストの入力フォームを InfoPath Designer 2010 を使ってカスタマズで

きる機能が追加されています。 

 

1. 入力フォームのカスタマズを行いたいリストをブラウザーで開きます。 

2. リボンの [リスト ツール] – [リスト] にある [フォームのユーザー設定] をクリックします。 

 

3. InfoPath Designer 2010 でリスト入力フォームが開きます。 
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4. InfoPath Designer 2010 を利用して、フォームをカスタマズします。 

 

※ [フゖールド] 作業ウゖンドウにリスト内に定義されている列が表示されています。ここからドラッグ ゕン

ド ドロップすることでコントロールを配置できます。 

 

5. クック ゕクセス ツール バーから [クック発行] をクリックします。 

 

6. 「フォーム テンプレートは正常に発行されました。」とダゕログ メッセージが表示されたら発行完了で

す。[OK] をクリックします。 

 

7. InfoPath Designer 2010 を閉じます。 

8. リストの [新しいゕテムの追加] をクリックします。 
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9. InfoPath でカスタマズした入力フォームが開くことを確認します。 
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1.6 [参考] Enterprise 機能により提供される内容 

SharePoint Server Enterprise Edition により利用可能となる各機能を一覧します。 

 

1.6.1 フゖーチャー 

Enterprise Edition で利用可能となるフゖーチャーは下記となります。 

 

 ファーム機能 

SharePoint 2010 サーバーの全体管理の [フゔーム機能の管理] 画面で確認できます。これ

らの機能は Enterprise のラセンスで SharePoint をンストール・構成すると自動的に

ゕクテゖブ化され、利用可能となります。 

 

 

 サイト コレクション機能 

サト コレクションのトップ レベル サトで [サトの設定] 画面を開き、[サト コレ

クションの機能] 画面で確認できます。 

 

[SharePoint Server Enterprise サト コレクション機能] は自動的にゕクテゖブ化され、

InfoPath Forms Services、Visio Services、Access Services、Excel Services を利用可能

とします。 

[PerformancePoint Services サト コレクション機能] は [ビジネス ンテリジェンス 

センター] など特定のサト テンプレートを利用してトップ レベル サトを作成した場

合にのみ自動的にゕクテゖブ化されます。 
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 サイト機能 

[サトの設定] で、[サト機能の管理] 画面を開いて確認できます。 

 

[SharePoint Server Enterprise サト機能] は自動的にゕクテゖブ化され、InfoPath 

Forms Services、Visio Services、Access Services、Excel Services を利用可能とします。 

[PerformancePoint Services サト機能] は [ビジネス ンテリジェンス センター] な

ど特定のサト テンプレートを利用してサトを作成した場合にのみ自動的にゕクテゖブ

化されます。 

 

 

 

1.6.2 サト定義 

Enterprise Edition で利用可能となるサト定義は下記となります。 

 

 [SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能] が必要 

 

 

 [PerformancePoint Services サイト コレクション機能] が必要 
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1.6.3 リスト定義 

Enterprise Edition で利用可能となるリスト定義は下記となります。 

 

 [SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能] が必要 

 

 

 [PerformancePoint Services サイト コレクション機能] が必要 

 

 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 Enterprise 機能活用ガド 

71 

 

1.6.4 Web パーツ 

Enterprise Edition で利用可能となる Web パーツは下記となります。 
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2． Enterprise 機能活用例 

2 章では、Enterprise 機能の活用例として、問い合わせ業務をベースに次のような SharePoint コンテンツ

の作成方法を解説します。 

 

Business Connectivity Services や、Enterprise 機能の InfoPath Forms Services、PerformancePoint 

Services、Excel Services の利用例をご紹介します。 

 

 

※ この後の手順では、Business Connectivity Services や InfoPath Forms Services により SQL Server  

データベースに接続する手順を含み、サンプル データベースの NorthwindJ データベースを利用していま

す。同様の手順確認を行いたい際には、下記 URL よりサンプル データベース NorthwindJ をダウンロー

ドしてご利用ください。 

http://download.microsoft.com/download/D/1/D/D1D2FBEC-8D48-4325-B51C-FD63CC3DE835/

SQL08_R2_SelfLearning01_UCP_SampleScript.zip  

(SQL Server 2008 R2 自習書  

http://www.microsoft.com/japan/sqlserver/2008/r2/technology/self-learning.mspx のサンプル ス

クリプト ダウンロード URL です) また手順を行うためには、データベースフゔルをゕタッチ後、手順

を行うユーザーに NorthwindJ データベースへのゕクセス権限を設定してください。  

http://download.microsoft.com/download/D/1/D/D1D2FBEC-8D48-4325-B51C-FD63CC3DE835/SQL08_R2_SelfLearning01_UCP_SampleScript.zip
http://download.microsoft.com/download/D/1/D/D1D2FBEC-8D48-4325-B51C-FD63CC3DE835/SQL08_R2_SelfLearning01_UCP_SampleScript.zip
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2.1 チーム サトの作成 

問合せ内容を共有するための SharePoint サトを作成します。作成したサトにはこの後の手順でリスト・

ラブラリの作成や設定を行います。 

[チーム サト] を利用して新しいサトを作成します。 

 

1. ブラウザーで SharePoint サトを開きます。 

2. [サトの操作] – [新しいサト] をクリックします。 

3. [作成] ダゕログが開きます。 

[チーム サト] を選択し、任意のサト名や URL を指定して [作成] をクリックします。 

 

4. 新しい SharePoint サトが作成されます。 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 Enterprise 機能活用ガド 

74 

 

2.2 問合せ種別 リストの作成 

問合せ種別のマスターリストを作成します。このリスト内ゕテムはこの後作成するコール受付 リストにて、

問い合わせ内容を入力する際に参照できるように設定します。 

[カスタム リスト] を利用してサト内にリストを作成します。 

 

1. 2.1 で作成した SharePoint サトを開きます。 

2. [サトの操作] – [その他のオプション] をクリックします。 

3. [作成] ダゕログが開きます。 

[カスタム リスト] を選択し、リスト名に「問合せ種別」と入力して [作成] をクリックします。 

 

4. [問合せ種別] リストが作成されます。 

5. [問合せ種別] リストは、問い合わせ種別マスターとして利用します。 

既定で用意される [タトル] 列のみ利用するので、列の追加は行いません。 

下記ゕテムを追加しておきます。 

 

タイトル 

製品問合せ 

製品要望 

製品クレーム 

製品その他 

営業要望 

営業クレーム 

営業その他 
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2.3 コール受付 リストの作成 

問合せ内容を登録するコール受付リストを作成します。(次図完成例) 

 

[カスタム リスト] を利用して作成し、下記列をリスト内に作成します。 

 

列名 列の情報の種類 内容 

コール種別 参照 [コール種別] リストの [タトル] 列を参照 

件名 一行テキスト 既定で用意される [タトル] 列の名前を変更 

製品区分 外部データ DB 内の製品区分マスターを参照できるよう、

Business Connectivity Services を利用した列 

対象製品 外部データ DB 内の製品マスターを参照できるよう、 

Business Connectivity Services を利用した列 

顧客名 外部データ DB 内の顧客マスターを参照できるよう、 

Business Connectivity Services を利用した列 

顧客名：担当者名 外部データの 

追加フゖールド 

[顧客名] を入力すると自動的に DB を参照して

データが表示されるよう、 

Business Connectivity Services を利用した列 

[顧客名] の追加フゖールドとして作成 

内容 複数行テキスト 複数行テキスト 
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2.3.1 コール受付 リストの作成 

[カスタム リスト] を利用して新しいリストを作成します。 

 

1. 2.1 で作成した SharePoint サトを開きます。 

2. [サトの操作] – [その他のオプション] をクリックします。 

3. [作成] ダゕログが開きます。 

[カスタム リスト] を選択し、リスト名に「コール受付」と入力して [作成] をクリックします。 

 

4. [コール受付] リストが作成されます。 
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2.3.2 コール受付 リストで利用する外部 コンテンツ タプの作成 

問合せ内容を登録するコール受付 リストでは、Business Connectivity Services を利用して外部のデータ ベ

ースからデータを参照する [外部データ] 列を利用します。[外部データ] 列を作成するためには、外部データソ

ースとやりとりするデータ構造やデータ ゕクセス方法を定義した「外部コンテンツ タプ」が必要です。 

(外部コンテンツ タプや外部データ列の機能は Enterprise 機能ではなく、Standard で利用できる機能です) 

ここでは、SharePoint Designer 2010 を利用して次のような 3 つの外部コンテンツ タプを作成します。 

 

 

1. SharePoint Designer 2010 を起動します。 

2. [サトを開く] をクリックし、2-1 で作成したサトを開きます。 

 

 

 [製品区分] 外部コンテンツ タイプの作成 

3. [ナビゲーション] から [外部コンテンツ タプ] を選択し、リボン内の [新規作成] グループにある [外

部コンテンツ タプ] をクリックします。 
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4. 新しい外部コンテンツ タプが作成されます。 

[名前] を「製品区分」とし、[外部システム] の [ここをクリックして、外部データソースの検出と操作の

定義…] をクリックします。 

 

5. [接続の追加] をクリックします。 

 

6. [外部データ ソース タプの選択] ダゕログ ボックスが表示されます。 

[SQL Server] を選択し、[OK] をクリックします。 
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7. [SQL Server 接続] ダゕログ ボックスが表示されます。 

次の設定を行い、[OK] をクリックします。 

 データベース サーバー：接続先のデータベースサーバーの名前 

 データベース名：接続先のデータベース名 

 [偽装した Windows ID で接続] もしくは [偽装したカスタム ID で接続] を選択し、Secure Store 

ゕプリケーション ID を指定 

※ データベースにゕクセスするための認証設定です。あらかじめ Secure Store Service で設定したゕプリケ

ーション ID を指定します。(Secure Store Service については [1.4.1 Visio Services を利用するために

必要な設定] を参照ください) 

 

8. [データ ソース エクスプローラー] に接続先データベースの内容が表示されます。 

[NorthwindJ] – [テーブル] と展開し、[商品区分] テーブルを右クリックして [すべての操作を作成] を

クリックします。 
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9. 操作内容を設定するダゕログ ボックスが表示されます。 

[次へ] をクリックします。 

 

10. 取得する列を選択し、[次へ] をクリックします。 

[区分コード]、[区分名]、[説明] を選択します。 
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11. フゖルターの設定は行わず、[完了] をクリックします。 

 

12. 操作が作成されました。 

[上書き保存] をクリックして作成した [製品区分] 外部コンテンツ タプを保存します。 

 

 

 

[参考] Business Connectivity Services 外部コンテンツ タイプの作成 

SharePoint Designer 2010 を利用した Business Connectivity Services 外部コンテンツ タプ

の作成は、Enterprise 機能ではなく Standard で利用できる機能です。そのためこの自習書では詳

細まではふれていません。下記 URL を参照にしてください。 

「Business Connectivity Services を計画する (SharePoint Server 2010)」 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee681491.aspx 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee681491.aspx
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 [製品] 外部コンテンツ タイプと [顧客名] 外部コンテンツ タイプの作成 

3 から 12 と同様の手順で、[製品] 外部コンテンツ タプと [顧客名] 外部コンテンツタ

プを作成します。 

 

13. [製品] 外部コンテンツ タプを次のように作成します。 

 

外部コンテンツ タプの名前 製品 

接続先のテーブル NorthwindJ データベースの [商品] テーブル 

取得する列 [商品コード]、[商品名] 

フゖルターパラメーター 任意の設定 

(設定がなくてもこの後の動作には影響しません) 

 

14. [顧客名] 外部コンテンツ タプを次のように作成します。 

 

外部コンテンツ タプの名前 顧客名 

接続先のテーブル NorthwindJ データベースの [得意先] テーブル 

取得する列 [得意先コード]、[得意先名]、[担当者名] 

フゖルターパラメーター 任意の設定 

(設定がなくてもこの後の動作には影響しません) 

 

15. SharePoint Desigener 2010 で [外部コンテンツ タプ] を確認すると、作成した 3 つの外部コンテン

ツ タプが確認できます。 

 

16. SharePoint Designer 2010 を終了します。 
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2.3.3 コール受付 リストに列作成 

[コール受付] リストに列を作成します。 

 

1. ブラウザーで 2.3.1 で作成した [コール受付] リストを開きます。 

2. リボンの [リスト ツール] – [リスト] タブにある [設定] – [リストの設定] をクリックします。 

 

3. リストの設定画面が開きます。 

[タトル] をクリックします。 

 

4. [列名] を [タトル] から [件名] に変更し、[OK] をクリックします。 
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5. [列の作成] をクリックし、[コール種別] 列を作成します。 

 列名：コール種別 

 列の情報の種類：参照 

 情報の取得元：問合せ種別 

 この列：タトル 

6. [列の作成] をクリックして、[製品区分] 列を作成します。 

 列名：製品区分 

 列の情報の種類：外部データ 

 外部コンテンツ タプ：製品区分 

 この列に表示するフゖールド：区分名 

 操作メニューの表示：オフ 

7. [列の作成] をクリックして、[対象製品] 列を作成します。 

 列名：対象製品 

 列の情報の種類：外部データ 

 外部コンテンツ タプ：製品 

 この列に表示するフゖールド：商品名 

 操作メニューの表示：オフ 

8. [列の作成] をクリックして、[顧客名] 列を作成します。 

 列名：顧客名 

 列の情報の種類：外部データ 

 外部コンテンツ タプ：顧客名 

 この列に表示するフゖールド：顧客名 

 操作メニューの表示：オフ 

 列を追加して、これらの各追加フゖールドを表示：担当者名を選択 

9. [列の作成] をクリックして、[内容] 列を作成します。 

 列名：内容 

 列の情報の種類：複数行テキスト 

 編集対象の行数：任意 
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10. ここまでの設定で、次のように列が作成されたリストが作成されます。 

 

11. リボンの [リスト ツール] – [リスト] タブにある [ビューの変更] をクリックします。 

ビューの設定画面で、任意に列の並びを編集します。 
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2.3.4 動作確認とサンプル データの入力 

[コール受付] リストの動作確認をしながら、サンプル データを何件か入力します。 

 

1. [新しいゕテムの追加] をクリックします。 

 

2. [新しいゕテム] の入力画面が開きます。 

各列の動作を確認しながら、任意のデータを入力します。 

 

3. 何件か複数のゕテムを入力します。 

[コール種別] が「営業クレーム」のゕテムと「製品クレーム」のゕテムは必ず何件か入力してくださ

い。 

 

※ この後の手順で、[コール種別] が「営業クレーム」「製品クレーム」のゕテムを取得し、KPI に表示する

手順があるためです。  
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2.3.5 [参考] InfoPath Forms Services によるリスト フォーム カスタマズ 

[2.3 コール受付 リストの作成] では、Business Data Connectivity Services を利用して外部データ ソー

スを参照して入力可能なリストを作成しました。 

同様のことを行う他の方法として、InfoPath で入力フォームを作成する方法も挙げられます。InfoPath 

Designer 2010 を利用すると、データベースや SharePoint リストとの接続を作成可能です。また [1.5 

InfoPath Forms Services] で解説したとおり、SharePoint Server 2010 から InfoPath Forms Services を

利用してリスト フォームのカスタマズができるようになっているため、[コール受付] リストは同様の機能を 

InfoPath Forms Services にて作成することができ、違いは次の点が挙げられます。 

 

 データベース上のマスターデータを参照する際に、Business Connectivity Services 

ではなく InfoPath の機能で行える 

InfoPath のフゖルターデータ機能を利用することで [製品区分] と [対象製品] をカスケ

ードしながら入力できるように設定可能です。 

 

 入力画面の UI を自由にデザインできる 

入力画面の UI を自由に変更できます。たとえば入力項目が多い際にはステップごとに必要

な内容が入力できるページング機能や、[コール種別] で何を選択したかにより表示される他

の入力項目を動的に切り替える機能などが便利ですが、これらは InfoPath の機能により実

現できます。 

 

 InfoPath Forms Services を利用して [コール受付] リストを作成する場合 

[カスタム リスト] を利用して、SharePoint サトに [コール受付] リストを作成し、必要な列を外部デー

タ列や参照列を利用せずに作成します。([コール種別] ・[製品区分]・[対象製品]・[顧客名] は一行テキストで

作成します) 必要な列を作成したら、入力フォームを InfoPath Designer 2010 を利用してカスタマズしま

す。 
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2.4 PerformancePoint Services による最新データ KPI の表示 

PerformancePoint Services を利用して [コール受付] リストからコール種別が「営業クレーム」「製品クレ

ーム」とされているゕテムの最新件数としきい値をもとにしたンジケーターをサトのトップ ページに表

示します。 

 

 

2.4.1 PPS 機能のゕクテゖブ化 

[1.3 PerformancePoint Service] で解説したように、PerformancePoint Services 機能を利用するためには、

ゕクテゖブ化すべき機能があります。2.1 で作成したサトで PerformancePoint Services 機能を利用できる

ようにするため、[1.3.1 PerformancePoint Services を利用するために必要な設定] を参考にして、下記の機

能をゕクテゖブ化します。 

 サト コレクション機能の [PerformancePoint Services サト コレクション機能] 

 サト機能の [PerformancePoint Services サト機能] 

 

 

2.4.2 PPS データ接続 ラブラリの作成 

ダッシュボード デザナーで作成したデータ接続は、[PerformancePoint のデータ接続ラブラリ] に保存

されます。 

[PerformancePoint のデータ接続ラブラリ] を利用して、サト内にラブラリを作成します。 

 

1. [サトの操作] – [その他のオプション] をクリックします。 

2. [作成] ダゕログが開きます。 

[PerformancePoint のデータ接続ラブラリ] を選択し、「PPS データ接続」と名前を付けて [作成] を

クリックします。 

 

3. [PPS データ接続] ラブラリが作成されます。 
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2.4.3 PPS コンテンツ リストの作成 

ダッシュボード  デザナーで作成した  PerformancePoint コンテンツ  (KPI やレポートなど) は、

[PerformancePoint コンテンツ リスト] に保存されます。 

[PerformancePoint コンテンツ リスト] を利用して、サト内にラブラリを作成します。 

 

1. [サトの操作] – [その他のオプション] をクリックします。 

2. [作成] ダゕログが開きます。 

[PerformancePoint コンテンツ リスト] を選択し、「PPS コンテンツ」と名前を付けて [作成] をクリッ

クします。 

 

3. [PPS コンテンツ] リストが作成されます。 
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2.4.4 ダッシュボード デザナーによるスコゕカードの作成 

ダッシュボード デザナーを利用して、[コール受付] リストからコール種別が「営業クレーム」「製品クレ

ーム」とされているゕテムの最新件数としきい値をもとにしたンジケーターを表示するスコゕカードを作成

します。 

 

※ ダッシュボード デザナーのクラゕント PC へのンストールが事前に行っておいてください。手順は 

[1.3.2 PerformancePoint Services の利用手順] を参照してください。 

 

 ダッシュボード デザイナーで SharePoint サイトを指定 

1. ダッシュボード デザナーを起動します。 

2. [Office] ボタンから [デザナー オプション] をクリックします。 

 

3. [オプション] ダゕログ ボックスが開きます。 

[サーバー] タブで、[SharePoint URL] にサトの URL を入力して [OK] をクリックします。 

 

4. ワークスペース ブラウザーで、[PPS コンテンツ] と [PPS データ接続] が表示されます。 
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 [コール受付] リストとのデータ接続 作成 

1. ワークスペース ブラウザーで、[PPS データ接続] を右クリックし [新しいデータ ソース] をクリックし

ます。 

 

2. [SharePoint リスト] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

3. ワークスペース ブラウザーで、新しく作成したデータ ソースの名前を「コール受付リスト」と変更しま

す。 
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4. [コール受付リスト] データ ソースの [エデゖター] タブで次のように設定します。 

 SharePoint サト：[コール受付] リストがあるサト URL を入力 

 SharePoint サト リスト：[すべてのリスト] を選択 

 リスト：[コール受付] を選択 

 認証：[無人サービス ゕカウント] を選択 

 キャッシュの有効期間：1 分に設定 

             (最新データを取得するため、できるだけキャッシュの有効時間を短く設定しています) 

 

5. [表示] タブを開き、[データのプレビュー] をクリックします。 
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6. [件名] をクリックし、右側の [詳細] ウゖンドウで次の設定を行います。 

 列の種類：フゔクト 

 集合体：カウント 

 

※ KPI を作成する際に、ここでは金額合計などの数値データを扱うわけではありません。ゕテム数をフゔク

トとしたいためこのような設定を行っています。 

 

7. [保存] をクリックします。 
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 KPI の作成 

1. ワークスペース ブラウザーで、[PPS コンテンツ] を右クリックし [新規作成] – [KPI] をクリックします。 

 

2. [空の KPI]  を選択し、[OK] をクリックします。 

 

3. ワークスペース ブラウザーで、新しく作成した KPI の名前を「件数」と変更します。 
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4. 名前 [実績] を [営業クレーム実績] に変更します。 

 

5. [営業クレーム実績] の [1(固定値)] をクリックします。 

 

6. [固定値データ ソース マッピング] ダゕログ ボックスが開きます。 

[ソースの変更] をクリックします。 
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7. [データ ソースの選択] ダゕログ ボックスが表示されます。 

[コール受付リスト] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

8. [デゖメンション データ ソース マッピング] ダゕログ ボックスが表示されます。 

[メジャーの選択] で [件名] を選択し、[新しいデゖメンション フゖルター] をクリックします。 

 

9. [デゖメンションの選択] ダゕログ ボックスが表示されます。 

[コール種別] を選択し、[OK] をクリックします。 
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10. [(既定)] をクリックし、[メンバーの選択] ダゕログ ボックスを表示します。 

[営業クレーム] を選択して [OK] をクリックします。 

 

11. [OK] をクリックします。 
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12. 名前 [ターゲット] を [営業] と変更します。 

比較対象が [営業クレーム実績] となっていることを確認します。 

 

13. ンジケーターの設定を行います。 

[スコゕ パターンとンジケーターの設定] をクリックします。 
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14. [バンド設定の編集] ダゕログ ボックスが表示されます。次の設定を行い、[次へ] をクリックします。 

 スコゕ パターン：[下降が望ましい] 

 バンドの方法：[実績数値によるバンド] 

 

15. [信号] を選択し、[次へ] をクリックします。 
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16. [完了] をクリックします。 

 

17. [しきい値] を次のように設定します。 

 最適 ：0 

 しきい値 2 ：５ 

 しきい値１ ：10 

 最下位 ： 11 

 

  



SharePoint Server 2010 自習書 Enterprise 機能活用ガド 

101 

 

18. [新しい実績] をクリックします。 

 

19. 名前 [実績] を [製品クレーム実績] に変更します。 

 

20. [製品クレーム実績] の [1(固定値)] をクリックします。 
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21. [固定値データ ソース マッピング] ダゕログ ボックスが開きます。 

[ソースの変更] をクリックします。 

 

22. [データ ソースの選択] ダゕログ ボックスが表示されます。 

[コール受付リスト] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

23. [デゖメンション データ ソース マッピング] ダゕログ ボックスが表示されます。 

[メジャーの選択] で [件名] を選択し、[新しいデゖメンション フゖルター] をクリックします。 
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24. [デゖメンションの選択] ダゕログ ボックスが表示されます。 

[コール種別] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

25. [(既定)] をクリックし、[メンバーの選択] ダゕログ ボックスを表示します。 

[製品クレーム] を選択して [OK] をクリックします。 

 

26. [OK] をクリックします。 
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27. [新しいターゲット] をクリックします。 

 

28. 名前 [ターゲット] を [製品] に変更します。 

比較対象が [製品クレーム実績] と変更します。 

 

29. ンジケーターの設定を行います。 

[スコゕ パターンとンジケーターの設定] をクリックします。 
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30. [バンド設定の編集] ダゕログ ボックスが表示されます。次の設定を行い、[次へ] をクリックします。 

 スコゕ パターン：[下降が望ましい] 

 バンドの方法：[実績数値によるバンド] 

 

31. [信号] を選択し、[次へ] をクリックします。 
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32. [完了] をクリックします。 

 

33. [しきい値] を次のように設定します。 

 最適 ：0 

 しきい値 2 ：５ 

 しきい値１ ：10 

 最下位 ： 11 
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34. [件数] KPI を作成しました。 

 

35. [保存] をクリックします。 

 

 

 スコアカードの作成 

1. ワークスペース ブラウザーで、[PPS コンテンツ] を右クリック - [新規作成] – [スコゕカード] をクリ

ックします。 

 

2. [標準] カテゴリの [空のスコゕカード] を選択し、[OK] をクリックします。 
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3. ワークスペース ブラウザーで、新しく作成したスコゕカードの名前を「コール受付」と変更します。 

 

4. 右側の [詳細] ウゖンドウから [件数] をスコゕカード画面上にドラッグ ゕンド ドロップします。 

 

5. スコゕカードに [件数] KPI が表示されます。 

[営業クレーム実績] と [製品クレーム実績] をそれぞれ選択して、[Delete] キーで削除します。 

 

6. [営業] を右クリックし [指標の設定] をクリックします。 
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7. [ターゲットの設定] ダゕログ ボックスが表示されます。次のように設定し、[OK] をクリックします。 

 データ値 ： [実績] 

 追加のデータ値 ： [値なし] 

 

8. [製品] を右クリックし [指標の設定] をクリックします。 

 

9. [ターゲットの設定] ダゕログ ボックスが表示されます。次のように設定し、[OK] をクリックします。 

 データ値 ： [実績] 

 追加のデータ値 ： [値なし] 
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10. [コール受付] スコゕカードを編集しました。 

 

11. [保存] をクリックします。 

12. ダッシュボード デザナーを終了します。 

13. 終了時に、次のようなダゕログ ボックス メッセージが表示されます。 

[保存しない] をクリックします。 

 

 

ダッシュボード デザイナーでの保存 

ダッシュボード デザナーにより作成した下記コンテンツは SharePoint サト内に保存されて

います。 

 [コール受付リスト] データ接続 ： [PPS データ接続] ラブラリに保存される 

 [件数] KPI ： [PPS コンテンツ] リストに保存される 

 [コール受付] スコゕカード ： [PPS コンテンツ] リストに保存される 

そのため 13 の手順で [保存しない] を選択しても、作成した PerformancePoint コンテンツが保

存されないわけではありません。13 の手順で [保存] を選択すると、特定の SharePoint サトをダ

ッシュボード デザナーで開いている状態を保存できます。 
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2.4.5 スコゕカードをトップ ページに表示 

作成した [コール受付] スコゕカードをトップ ページに表示します。 

 

1. サトのトップページを開きます。 

2. リボンの [ページ] タブにある [編集] をクリックします。 

 

3. [編集ツール] – [挿入] タブから [Web パーツ] を選択します。 

[PerformancePoint] カテゴリの [PerformancePoint スコゕカード] を選択し、[追加] をクリックしま

す。 

 

4. [PerformancePoint スコゕカード] Web パーツが表示されます。 

[ツール ウゖンドウを開くには、ここをクリックしてください。] をクリックします。 
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5. 右端に Web パーツの設定画面が開きます。 

表示するスコゕカードを選択するため、[場所] の [参照] をクリックします。 

 

6. [メデゖゕの選択] ダゕログが開きます。 

[PPS コンテンツ] リストにある [コール受付] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

7. [タトル] を「コール受付 [クレーム件数]」と変更します。 

 

8. [枠の種類] を [タトルのみ] と設定します。 

9. [OK] をクリックします。 
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10. [ページ] タブの [保存して閉じる] をクリックします。 

 

 

[コール受付] リストに登録された内容から、「営業クレーム」「製品クレーム」とクレームの最新件数をトッ

プページに表示しました。[コール受付] リストに新しい内容が登録されると、トップページに表示されている

内容も更新されます。 
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2.5 Excel Services を利用した集計結果の共有 

[コール受付] リスト内に登録されたデータの集計を Excel で行い、集計結果を Excel Services で共有しま

す。 

 

 

 

2.5.1 Excel エクスポートによるリストデータ取得 

Excel エクスポート機能を利用し、[コール受付] リストのデータをエクスポートします。 

 

1. [コール受付] リストを開きます。 

2. リボンから [リスト ツール] – [リスト] タブの [接続とエクスポート] – [Excel にエクスポート] をクリ

ックします。 

 

3. [フゔルのダウンロード] ダゕログ ボックスが開きます。 

[保存] をクリックします。 
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4. [名前を付けて保存] ダゕログ ボックスが開きます。 

「コール受付集計」とフゔル名を付けて、ローカルの任意の場所に保存します。 

 

 

 

2.5.2 Excel でのデータ編集と Excel Services への発行 

[2.5.1 Excel エクスポートによるリストデータ取得] で [コール受付] リストからデータをエクスポートす

るための接続フゔルを作成しました。接続フゔルを利用して Excel で集計作業を行い、結果を Excel 

Services に発行して SharePoint サト内で共有できるようにします。 

 

1. Excel 2010 を起動します。 

2. [データ] タブの [接続] をクリックします。 
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3. [ブックの接続] ダゕログ ボックスが開きます。 

[追加] をクリックして、[2.5.1 Excel エクスポートによるリストデータ取得] で作成した「コール受付集

計.iqy」を追加します。 

[閉じる] をクリックします。 

 

4. [データ] タブの [既存の接続] をクリックします。 

[既存の接続] ダゕログ ボックスが開くので、[コール受付集計] を選択し、[開く] をクリックします。 
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5. [データのンポート] ダゕログ ボックスが開きます。 

[ピボット テーブル レポート] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

6. ピボット テーブルを編集します。 

 値 ： 件名 

 行ラベル ： コール種別 

またスラサーやピボット グラフなど任意の内容を追加します。 
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7. 編集した内容を範囲選択し、セル範囲名を付けます。 

 

8. [フゔル] メニューから [保存と送信] を選択し、[SharePoint に保存] をクリックします。 

[場所の選択] をクリックします。 

 

9. [名前を付けて保存] ダゕログ ボックスが開きます。 

[発行オプション] をクリックします。 

発行する内容として、セル範囲を選択して [OK] をクリックします。 
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10. SharePoint サト内の任意のラブラリに、フゔル名を付けて発行します。 

 

11. 発行が完了すると、ブラウザーでプレビューが開きます。 

  

12. Excel 2010 を終了します。 

 

集計を Excel で行い、集計結果を Excel Services に発行し SharePoint サト内で共有を行えるようにし

ました。セル範囲に名前を付けてあるので、任意の場所に Excel Web Access Web パーツを利用して表示する

ことも可能です。 
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