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1. ワークフロー概要 

SharePoint では、ワークフローを利用できるようになっています。利用シナリオの例としては、次のものがありま

す。 

 契約承認 - 契約書の承認を行います 

 経費報告 – 経費報告書と領収書の提出管理、確認、承認、払い戻しなどを行います 

 技術サポート – 技術サポートのインシデントの進捗管理を行います 

 Web コンテンツの発行 – インターネット上に公開するWeb コンテンツの承認を行います 

 

SharePoint のワークフローは、 .NET Framework 3.5 に含まれている  Windows Workflow 

Foundation 上で動作します。ワークフロー機能は、SharePoint Foundation 2010 レベルでホストされ

ているため、SharePoint Foundation Server 2010 , SharePoint Server 2010 Standard Edition, 

SharePoint Server 2010 Enterprise Edition のいずれのエディションでも利用できます。ただし、エディシ

ョンにより、利用できるワークフローには次のような差異があります。 

 

 SharePoint 

Foundation 2010 

SharePoint Server 

2010 Standard 

Edition 

SharePoint Server 

2010 Enterprise 

Edition 

ビルトインのワークフロー 

テンプレート 

 3 段階の状態管

理 

 3段階の状態管理 

 Web Analytics レ

ポートのスケジュール 

 Web Analytics 

通知のスケジュール 

 廃棄承認 

 翻訳管理 

 承 認  – 

SharePoint 2010 

 フィードバックの収集 

– SharePoint 

2010 

 署 名 の 収 集  – 

SharePoint 2010 

 フィードバックの収集 

 署名の収集 

 承認 

 申請書ワークフロー 

 3 段階の状態管

理 

 Web Analytics 

レポートのスケジュ

ール 

 Web Analytics 

通知のスケジュー

ル 

 廃棄承認 

 翻訳管理 

 承 認  – 

SharePoint 

2010 

 フィードバックの収

集  – 

SharePoint 

2010 

 署名の収集  – 

SharePoint 

2010 

 フィードバックの収

集 
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 署名の収集 

 承認 

 申請書ワークフロ

ー 

対話フォーム (関連付

けフォーム、初期化フォ

ーム、タスク フォーム、

変 更 フ ォ ー ム ) に 

InfoPath フォームを

利用できる 

× ○ 

※  SharePoint 

Designer 2010 が自

動生成する場合 

○ 

Visio サービスによるワ

ークフロー ビジュアライ

ゼーションが可能 

× × ○ 

Office アプリケーション

内からワークフローの開

始やタスク編集ができる 

× ○ ○ 

 

利用できるワークフローの種類 

SharePoint 2010 で利用できるワークフローには「サイト ワークフロー」、「再利用可能なワークフロー」、「リス

ト ワークフロー」の 3 つの種類があります。また、ワークフローにはビルトインのワークフロー テンプレートとカスタム

開発するワークフローの 2 つがあります。 

 

最初に各ワークフローについて説明します。 

 サイト ワークフロー 

サイト ワークフローは、SharePoint 2010 で新たに利用できるようになったワークフローです。SharePoint 

Server 2007 までは、ワークフローを実行する際には、必ず特定のリストやライブラリーにワークフローを追加し、

リストやライブラリーのアイテムからワークフローを開始していました。しかし、SharePoint 2010 では、特定のリ

ストやライブラリーに関連付けることなく、サイトに直接関連付けて実行できるワークフローが利用できるようにな

っています。 

 

SharePoint Server 2010 の場合は、ビルトインのサイト ワークフロー テンプレートとして次の 2 つのワーク

フローが用意されています (残念ながら、SharePoint Foundation 2010 にはビルトインのサイト ワークフロ

ー テンプレートはありません) 。 

 Web Analytics レポートのスケジュール 

 Web Analytics 通知のスケジュール 
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いずれも Web Analytics の機能の一環であり、サイトの利用状況などを定期的にレポート送信したり、通

知したりします。既定ではサイトに対して関連付けられていないため、これらワークフローを利用する場合は必要

に応じて特定のサイトに追加設定する必要があります。 

 

サイト ワークフローは SharePoint Designer 2010 または Visual Studio 2010 を使用して、カスタム 

ワークフローとして新規に作成することも可能です。 

 

サイト ワークフローにはワークフローの開始のきっかけとなるリスト  アイテムやドキュメントがないため、

SharePoint のユーザー インタフェースまたは SharePoint API を使用して手動でワークフローを開始する

必要があります。 

 再利用可能なワークフロー 

SharePoint 2010 では “再利用可能なワークフロー” を SharePoint Designer 2010 または Visual 

Studio 2010 で作成できます (※注意 1)。再利用可能なワークフローは、すべてのコンテンツ タイプまたは

特定のコンテンツ タイプに関連付けられるようになっています。また、再利用可能なワークフローは、他のワークフ

ローを作成する際のテンプレートとして利用することも可能です。 

 

SharePoint Server 2007 では、再利用可能なワークフローは Visual Studio でのみ作成可能であり、

SharePoint Designer 2007 で作成したワークフローはリスト (ライブラリーを含む) に依存していたため再

利用は困難でした。 

 

SharePoint Designer 2010 を使用して再利用可能なワークフローをテンプレート化するには次の2つの方

法があります。 

 SharePoint Designer 2010 内で、既存の再利用可能なワークフローを右クリックし、コンテキスト メ

ニューから [コピーと変更] をクリックします。 

 ワークフローを WSP ソリューション ファイルとして保存し、Visual Studio にインポートします。 

 

WSP ソリューション ファイルとして保存するには、対象となるワークフローの概要ページを表示した状態でリボン 

メニューから [テンプレートとして保存] をクリックします (上書き保存しないとグレーアウトすることがあります)。 

 

[図.ワークフローをテンプレート (*.WSP) として保存] 
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再利用可能なワークフローは、既定では作成したサイト内でしか利用できませんが、サイト コレクションのトップ

レベル サイトで再利用可能なワークフローを作成すると、リボン メニューにある [グローバルに発行] を実行で

きるようになります。このボタンをクリックすると、[グローバルに再利用可能なワークフロー] としてグローバル ワー

クフロー カタログ ( “http://<サイト コレクションの URL>/_catalogs/wfpub/” ) にコピーを発行します。

なお、通常ワークフローは、作成したサイト内に自動的に作成される “Workflows” ライブラリに格納されま

す。 

 

グローバルに再利用可能なワークフローは、同一のサイトコレクション内であれば、どのサイトからでも利用できる

ようになります (※注意 2)。 

 

[図.トップレベル サイトで再利用可能なワークフローを作成し、グローバルに発行する] 

 

 

再利用可能なワークフローは、ワークフローを追加した当該コンテンツ タイプを、ワークフローを使用する対象と

なるリストやライブラリーに関連付けることで利用できるようになります。このとき、複数のリストに関連付けることが

可能です。 

 注意 1 

SharePoint Designer 2010ではサイト用の再利用可能なワークフロー作成はサポートされません。再利
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用可能なサイト ワークフローテンプレートを作成するには、Visual Studio 2010 を使用する必要がありま

す。 

 

 注意 2 

グローバル ワークフローは、テンプレート(WSP)として保存できません。 

 

 リスト ワークフロー 

リスト  や  ライブラリーに対して直接ワークフローを追加して、ワークフローを利用できるようにします。

SharePoint Designer 2010 でリスト ワークフローを作成すると、そのリストでのみ利用できるワークフローと

なります。したがって、別のリスト (ライブラリーも含む) での再利用はできません。 

 

もちろん、再利用ができないのは SharePoint Designer 2010 でリスト ワークフローを選択した場合のみ

であり、Visual Studio 2010 で開発したワークフロー テンプレートを直接関連付けたり、 SharePoint 

Designer 2010 で作成した再利用可能なワークフローを追加したコンテンツ タイプを関連付けて利用するこ

とはできます。 

シーケンシャル ワークフローとステートマシン ワークフロー 

Windows Workflow Foundation で構築できるワークフローにはシーケンシャル ワークフローとステートマシ

ン ワークフローの 2種類があります。 

 

シーケンシャル ワークフローは一方向に進んでいく比較的シンプルなワークフローです。一方のステートマシン ワ

ークフローでは複数の状態を持つことができるため、処理が進む方向は一方向だけではありません。ステートマシ

ン ワークフローは、複雑な多段階承認などの処理に適しています。 

 

SharePoint Designer 2010 で作成できるワークフローはシーケンシャル ワークフローのみです。そのため、

Visio 2010 によるワークフロー開発でも作成できるのはシーケンシャル ワークフローのみです。ただし、Visual 

Studio 2010 では、シーケンシャル ワークフローとステートマシン ワークフローの両方を作成できます。 
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[図.シーケンシャル ワークフローとステートマシン ワークフローのイメージ例] 
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ビルトインのワークフロー 

SharePoint に搭載されているビルトインのワークフローは次の通りです。 

 

タイトル 説明 

3段階の状態管理 リスト アイテムの状態を 3 段階 (フェーズ) にわたって追跡するように設計さ

れています。組織で大量の案件やアイテム (顧客サポート案件、潜在顧客、

プロジェクト タスクなど) を追跡することが必要とされるビジネス プロセスを管理

する場合に使用できます。  

 

3 段階の状態管理ワークフローという名前の由来は、案件やアイテムの状態を 

3 つの段階および各段階の間の 2 つの移行期で追跡することにあります。た

とえば、案件リストの案件についてワークフローが開始されると、SharePoint 

Server 2010 では担当ユーザーにタスクが作成されます。そのユーザーがタス

クを完了すると、ワークフローの状態が初期状態 (未解決) から中間状態 

(解決済み) に変わり、担当ユーザーにタスクが作成されます。そのユーザーが

タスクを完了すると、ワークフローの状態が中間状態 (解決済み) から最終状

態 (終了) に変わり、その時点でワークフローを割り当てられるユーザーに別の

タスクが作成されます。このワークフローがサポートされるのはリストのみであり、ラ

イブラリーではサポートされません。 

Web Analytics レポー

トのスケジュール 

選択したレポートをレビュー担当者に電子メールで送信するスケジュールを設定

します。レビュー担当者、レポートの作成頻度、その他の情報を指定できます。

このワークフローを開始するには、Web Analytics データの表示権限を持って

いる必要があります。 

 

※サイト ワークフローです。 

※サイト コレクションの機能「詳細 Web Analytics」がアクティブ化されている

必要があります。 

Web Analytics 通知の

スケジュール 

特定の Web Analytics データの変更について通知する電子メール メッセー

ジを送信します。このワークフローを開始するには、Web Analytics データの

表示権限を持っている必要があります。 

 

※サイト ワークフローです。 

※サイト コレクションの機能「詳細 Web Analytics」がアクティブ化されている

必要があります。 

廃棄承認 期限切れのドキュメントを保持するか削除するかを参加者が決定できるように

することで、ドキュメントの有効期限と保持期間を管理します。廃棄承認ワーク

フローはレコード管理プロセスをサポートし、主にレコード センター サイト内での

使用が想定されています。 

 

※サイト コレクションの機能「廃棄承認のワークフロー」がアクティブ化されてい

る必要があります。 

発行承認 Web ページを承認します。承認担当者はページの承認と却下、承認タスクの

再割り当て、ページに対する変更の要求ができます。 
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※サイト コレクションの機能「発行承認のワークフロー」がアクティブ化されてい

る必要があります。 

翻訳管理 手動ドキュメント翻訳を管理します。翻訳するドキュメントのコピーを作成し、翻

訳者に翻訳タスクを割り当てます。このワークフローは、翻訳管理ライブラリーで

のみ使用できます。 

承認  –  SharePoint 

2010 

ドキュメントやアイテムをユーザーのグループに回覧して承認を得ます。既定で

は、承認ワークフローはドキュメント コンテンツ タイプに関連付けられており、自

動的にドキュメント ライブラリーで使用できるようになります。また、承認ワークフ

ローの 1 バージョンは既定で発行サイトのページ ライブラリーにも関連付けら

れており、Web ページ発行用の承認プロセスを管理するために使用できま

す。 

 

承認ワークフローは、段階的な承認モデル (第 1 の承認者グループがレビュ

ーと承認のプロセスを実施してから次の承認者グループへと順に進むモデル) で

す。それぞれの段階ごとまたは承認者グループごとに独自のプロセスを設定する

こともできます。たとえば、第 1 の承認者グループのメンバーは順次承認方式

で (1 人ずつ順番に) レビューを実施し、第 2 のグループのメンバーは並行

して (任意の順番でフィードバックを提供して) レビューを実施することもできま

す。 

 

※サイト コレクションの機能「ワークフロー」がアクティブ化されている必要があり

ます。 

フィードバックの収集  – 

SharePoint 2010 

ドキュメントやアイテムをユーザーのグループに回覧してフィードバックを収集しま

す。校閲者はフィードバックを提供でき、フィードバックはまとめられて、ワークフロ

ーを開始したユーザーに送られます。既定では、フィードバックの収集ワークフロ

ーはドキュメント コンテンツ タイプに関連付けられており、自動的にドキュメント 

ライブラリーで使用できるようになります。 

 

※サイト コレクションの機能「ワークフロー」がアクティブ化されている必要があり

ます。 

署 名 の 収 集  – 

SharePoint 2010 

Microsoft アプリケーションで作成されたドキュメントをユーザー グループに回

覧してデジタル署名を収集します。このワークフローは、Microsoft Word な

ど、2007 Microsoft Office system スイートおよび Microsoft Office 

2010 スイートのアプリケーションで起動する必要があります。参加者は、対応

するクライアント プログラムを使用してドキュメントに各自のデジタル署名を追加

することにより、署名タスクを完了する必要があります。既定では、署名収集ワ

ークフローはドキュメント コンテンツ タイプに関連付けられており、自動的にドキ

ュメント ライブラリーで使用できるようになります。ただし、ドキュメント ライブラリ

ーで署名収集ワークフローが表示されるドキュメントは、Microsoft Office 署

名欄を 1 つ以上含むドキュメントのみです。 

 

Microsoft Office 署名欄の詳細については、「Office ドキュメントにデジタ

ル署名を追加する」

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=157408&clcid=0x41

1) を参照してください。 
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※サイト コレクションの機能「ワークフロー」がアクティブ化されている必要があり

ます。 

承認 SharePoint Serve 2007 からアップグレードした際の下位互換のためのワー

クフローです。SharePoint Server 2010 では 「承認 - SharePoint 

2010」を使用します (SharePoint Server 2010 を新規にインストールし

た場合は、既定で非アクティブになっています)。 

フィードバックの収集 SharePoint Serve 2007 からアップグレードした際の下位互換のためのワー

クフローです。SharePoint Server 2010 では 「フィードバックの収集 - 

SharePoint 2010」を使用します(SharePoint Server 2010 を新規にイ

ンストールした場合は、既定で非アクティブになっています)。 

署名の収集 SharePoint Serve 2007 からアップグレードした際の下位互換のためのワー

クフローです。 SharePoint Server 2010 では  「署名の収集  - 

SharePoint 2010」を使用します(SharePoint Server 2010 を新規にイ

ンストールした場合は、既定で非アクティブになっています)。 

申請書ワークフロー SharePoint Serve 2007 からアップグレードした際の下位互換のためのワー

クフローです(SharePoint Server 2010 を新規にインストールした場合は、

既定で非アクティブになっています)。 
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カスタム ワークフローの開発 

SharePoint ではカスタムのワークフローを作成できます。SharePoint Server 2010 のワークフロー

は .NET Framework 3.5 に含まれる Windows Workflow Foundation の技術を用いています 。

Windows Workflow Foundation はカスタム アプリケーション開発においてワークフローを組み込むための

フレーム ワークです。 このコンポーネントは、.NET Framework 3.0 から同梱されるようになりました。 

 

Windows Workflow Foundation では、プログラム コードと XOML (Extensible Object Markup 

Language) ファイルによる宣言型のいずれかの方法でワークフローを記述できるようになっています。こうした

基盤の上に成り立っている SharePoint のワークフローは、2 つの開発手法があります。一つは、Visual 

Studio 2010 を使用した高度なスキルが要求される方法であり、もう一つが SharePoint Designer 

2010 を用いたノンコーディング方法です。Visual Studio 2010 による開発は、C#や Visual Basic を用

いてコーディングを行い、ワークフロー テンプレートは DLL として展開する、プログラム コードによる記述方法で

す。一方の SharePoint Designer 2010 は、XOML ファイル (*.xoml )による宣言型での記述方式で

す。 

 SharePoint Designer 2010 

SharePoint Designer 2010 は無償で提供される SharePoint Server 2010専用のカスタマイズ ツー

ルです。外観のデザインを大幅に変更したり、ワークフロー開発を行ったりする際に使用します。Visual Studio 

2010 は開発者向けのツールであるのに対し、SharePoint Designer 2010 はインフォメーション ワーカー

向けのツールとなっています。また、Visual Studio 2010 と比較すると、単純なシナリオでの利用を想定して

いるため、ルールベースのアプローチでの開発手法となっています。 

 

SharePoint Server 2010 では SharePoint Designer 2010 と新たに Visio 2010 を用いたワーク

フロー開発が可能になっています。Visio 2010 でワークフロー プロセスをビジュアル作成できます。ただし、詳

細な処理はあくまでも SharePoint Designer 2010 で記述する必要があるため、Visio 2010 で作成した

フロー図を SharePoint Designer 2010 に取り込んで、詳細な処理を構築し、SharePoint Designer 

2010 から SharePoint サイトへワークフローを展開(発行)します。発行したワークフローの進捗は、Visio 

2010 のビジュアル イメージ上で確認できるようになります。このビジュアル表示を「ワークフロー ビジュアライゼ

ーション」と呼びます。 
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[図.Visio 2010 による SharePoint ワークフローの設計] 

 

[図.Web ブラウザー上でのワークフローの進捗確認] 

 

 

 注意 

Visio を用いて SharePoint ワークフローを作成するには Visio Premium 2010 が必要となります (この

エディション以外の Visio 2010 は SharePoint ワークフローをサポートしていません)。また、ワークフロー ビ

ジュアライゼーションを表示するには、クライアント環境に Silverlight 3.0 以降がインストールされていることが

推奨されます。 

 Visual Studio 2010  

SharePoint のワークフロー開発は、Visual Studio 2010 Professional Edition 以上に含まれる 

Workflow Foundation ワークフロー デザイナーを使用して開発します。Visual Studio 2010 には、

SharePoint 統合機能が備わっており、SharePoint サイトへのソリューション展開も容易にできるようになっ

ています。 
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SharePoint Designer 2010 で作成した再利用可能なワークフロー テンプレート (*.wsp) をインポート

して開発を始めることが可能です (一度インポートすると、再び SharePoint Designer 2010 にエクスポー

トすることできなくなります)。インポートを行うには、Visual Studio 2010 のプロジェクト テンプレートの一つで

ある 「SharePoint ソリューション パッケージのインポート」を使用します。インポートにより、XOML ファイルや 

InfoPath フォームなども読み込まれます。 

 

[図.SharePoint ソリューション パッケージのインポート] 

 

 

Visual Studio 2010 でワークフローを開発すると次のような利点を享受できます。 

 再利用可能なサイト ワークフロー テンプレート 

 ASP.NET 関連付けフォームと開始フォームのテンプレート 

 External Data Exchange Services 

 ワークフロー イベント 

 

「再利用可能なサイト ワークフロー テンプレート」 

サイト ワークフローテンプレートは、SharePoint Designer 2010 でも作成できますが、このワークフロー テ

ンプレートは再利用できません。どのサイトでも利用できるようにするには、Visual Studio 2010 で開発する

必要があります。 

 

「ASP.NET 関連付けフォームと開始フォームのテンプレート」 

Visual Studio 2010 では、新たに SharePoint プロジェクト アイテム が同梱されており、開始フォームや

関連付けフォームを ASP.NET アプリケーション ページとして素早く作成できるようになっています。これらのフォ

ーム テンプレートを追加すると自動的に、ワークフローのマニフェスト ファイル (Elements.xml) にフォームの
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参照が追加されるようになっています。従来は、こうした処理を手動で行っていました。 

[図.SharePoint プロジェクト アイテム] 

 

また、追加したフォームには、基本的な HTML とコート ビハインドなどもあらかじめ用意されています。 

 

[コード例 : HTML ] 

<%@ Assembly Name="$SharePoint.Project.AssemblyFullName$" %> 

<%@ Assembly Name="Microsoft.Web.CommandUI, Version=14.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> 

<%@ Import Namespace="Microsoft.SharePoint" %> 

<%@ Import Namespace="Microsoft.SharePoint.ApplicationPages" %> 

<%@ Register Tagprefix="SharePoint" 

Namespace="Microsoft.SharePoint.WebControls" Assembly="Microsoft.SharePoint, 

Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> 

<%@ Register Tagprefix="Utilities" Namespace="Microsoft.SharePoint.Utilities" 

Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> 

<%@ Register Tagprefix="asp" Namespace="System.Web.UI" 

Assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" %> 

 

<%@ Page Language="C#"  

    DynamicMasterPageFile="~masterurl/default.master"  
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    AutoEventWireup="true"  

    Inherits="WorkflowProject1.Workflow1.WorkflowInitiationForm1"  

    CodeBehind="WorkflowInitiationForm1.aspx.cs" %> 

 

<asp:Content ID="Main" ContentPlaceHolderID="PlaceHolderMain" runat="server"> 

    <asp:Button ID="StartWorkflow" runat="server" OnClick="StartWorkflow_Click" 

Text="ワークフローの開始" /> 

    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

    <asp:Button ID="Cancel" runat="server" OnClick="Cancel_Click" Text="キャンセル" 

/> 

</asp:Content> 

 

<asp:Content ID="PageTitle" ContentPlaceHolderID="PlaceHolderPageTitle" 

runat="server"> 

    ワークフロー開始フォーム 

</asp:Content> 

 

<asp:Content ID="PageTitleInTitleArea" runat="server" 

ContentPlaceHolderID="PlaceHolderPageTitleInTitleArea"> 

    ワークフロー開始フォーム 

</asp:Content> 

 

[コード例 : ワークフロー開始フォームの既定のコード] 

using System; 

using System.Collections; 

using System.Configuration; 

using System.Data; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using Microsoft.SharePoint; 

using Microsoft.SharePoint.WebControls; 

using Microsoft.SharePoint.Workflow; 



SharePoint Server 2010 自習書 Visio 2010 ワークフロー開発ガイド 

 18 / 73 

 

using Microsoft.SharePoint.Utilities; 

 

namespace WorkflowProject1.Workflow1 

{ 

    public partial class WorkflowInitiationForm1 : LayoutsPageBase 

    { 

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            InitializeParams(); 

 

            // 必要に応じて、ここにコードを追加して、フォーム フィールドを事前設定します。 

        } 

 

        // このメソッドは、ワークフローを開始するためにユーザーがボタンをクリックすると呼び出されます。 

        private string GetInitiationData() 

        { 

            // TODO: ワークフローに渡される開始データを含む文字列を返します。通常、これは XML 

形式です。 

            return string.Empty; 

        } 

 

        protected void StartWorkflow_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // 必要に応じて、ここにコードを追加して、ワークフローを開始する前に追加の手順を実行しま

す 

            try 

            { 

                HandleStartWorkflow(); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                SPUtility.TransferToErrorPage(SPHttpUtility.UrlKeyValueEncode("ワークフ

ローを開始できませんでした")); 

            } 

        } 
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        protected void Cancel_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            SPUtility.Redirect("Workflow.aspx", SPRedirectFlags.RelativeToLayoutsPage, 

HttpContext.Current, Page.ClientQueryString); 

        } 

 

        #region ワークフロー開始コード - 通常、次のコードは変更できません 

 

        private string associationGuid; 

        private SPList workflowList; 

        private SPListItem workflowListItem; 

 

        private void InitializeParams() 

        { 

            try 

            { 

                this.associationGuid = Request.Params["TemplateID"]; 

 

                // サイト ワークフローの場合、パラメーター 'List' および 'ID' は null になります。 

                if (!String.IsNullOrEmpty(Request.Params["List"]) 

&& !String.IsNullOrEmpty(Request.Params["ID"])) 

                { 

                    this.workflowList = this.Web.Lists[new 

Guid(Request.Params["List"])]; 

                    this.workflowListItem = 

this.workflowList.GetItemById(Convert.ToInt32(Request.Params["ID"])); 

                } 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                SPUtility.TransferToErrorPage(SPHttpUtility.UrlKeyValueEncode("要求パ

ラメーターを読み取れませんでした")); 

            } 

        } 

 

        private void HandleStartWorkflow() 
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        { 

            if (this.workflowList != null && this.workflowListItem != null) 

            { 

                StartListWorkflow(); 

            } 

            else 

            { 

                StartSiteWorkflow(); 

            } 

        } 

 

        private void StartSiteWorkflow() 

        { 

            SPWorkflowAssociation association = this.Web.WorkflowAssociations[new 

Guid(this.associationGuid)]; 

            this.Web.Site.WorkflowManager.StartWorkflow((object)null, association, 

GetInitiationData(), SPWorkflowRunOptions.Synchronous); 

            SPUtility.Redirect(this.Web.Url, SPRedirectFlags.UseSource, 

HttpContext.Current); 

        } 

 

        private void StartListWorkflow() 

        { 

            SPWorkflowAssociation association = 

this.workflowList.WorkflowAssociations[new Guid(this.associationGuid)]; 

            this.Web.Site.WorkflowManager.StartWorkflow(workflowListItem, 

association, GetInitiationData()); 

            SPUtility.Redirect(this.workflowList.DefaultViewUrl, 

SPRedirectFlags.UseSource, HttpContext.Current); 

        } 

        #endregion 

    } 

} 

 

「External Data Exchange Services」 

これまで外部システムとのメッセージの送受信は困難であったため、タスク リストを使用して、外部システムからタ
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スクを更新して結果を返すようにしていました。SharePoint 2010 では、プラグ可能なワークフロー サービス

のサポートが追加されています。開発方法の詳細については、次の URL の記事を参考にしてください。 

 「SharePoint 2010 の機能強化」 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/ee335710.aspx 

 

「ワークフロー イベント」 

SharePoint 2010 では、リスト ワークフロー用に新しい 4つのワークフロー イベント レシーバーが追加されて

います。利用できるワークフロー イベントレシーバーの種類は、開始中、開始済み、延期、完了の 4 つです。 

 

 ワークフロー作成ツールの比較 

SharePoint Designer 2010 と Visual Studio 2010 との主な相違点は次の通りです。 

互換性/必要条件 SharePoint Designer Visual Studio 2010 

サイト管理者が許可した操作のみでワークフ

ローを構築できるか 

○ × 

ブラウザーおよびクライアント アプリケーション

からワークフローにアクセスできるか 

○ ○ 

Visio Premium 2010 を使用してワークフ

ロー ロジックを作成できるか 

○ × 

コードを書く必要があるか × ○ 

カスタム アクティビティを作成できるか × ○ 

ワークフロー内で InfoPath を使用できるか ○ ○ 

ワークフローは実行中にへんこうできるか × ○ 

ワークフローをワンクリックで発行できるか ○ ○ 

ワークフローをリモートから展開できるは ○ × 

ファーム間で利用できるか × ○ 

サイト コレクションの範囲で利用できるか ○ ○ 
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2. ワークフローの設定と開始 

SharePoint のワークフローを利用するには、いくつかの手順を踏まえる必要があります。基本的な利用手順

は次の通りです。 

1. サイト、リスト、ライブラリーに対して使用したいワークフローを関連付ける 

2. ワークフローを開始する 

3. ワークフロー状況を確認する 

4. ワークフローを完了する 

ワークフローの関連付け 

SharePoint ワークフローでは、サイト、リスト、ライブラリーおよびコンテンツ タイプに関連付けて利用します。そ

れぞれ関連づけに必要な最小権限は次の通りです。 

ワークフローの関連付け先 最小限の権限 

リスト (ライブラリーを含む) 当該リストおよびライブラリーに対するフル コントロール アクセス許可 

リスト コンテンツ タイプ (ライブラリ

ーを含む) 

SharePoint サイトのフル コントロール アクセス許可 

サイト コンテンツ タイプ SharePoint サイトのフル コントロール アクセス許可 

サイト SharePoint サイトのフル コントロール アクセス許可 

 

ワークフローの関連付けではほとんどの場合、次の 2 つのフェーズがあります。 

1. ワークフローの初期設定 

2. ワークフロー開始時の各種パラメーターの既定値の設定 

 

ワークフローの初期設定では、次の指定を行います。 

 関連付けるワークフロー テンプレートの選択 

 ワークフローの名前の設定 

 タスク リストおよび履歴リストの指定 

 ワークフローの開始方法の指定 (手動開始や自動開始など) 

この初期設定の画面は、SharePoint が標準で備えているページであり、どのワークフロー テンプレートを関連

付けるときにも必ず設定する必要があります。 
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[図.ワークフローの初期設定] 

 

 

ワークフロー開始時のパラメーターの既定値の設定を行います。既定値の設定は、ワークフローを手動開始に

設定している場合は、ユーザーが変更できます。また、自動開始に設定している場合は、この既定値がワークフ

ロー内で初期値として利用されることになります。このワークフローに関連付けるときに使用する、パラメーターの

既定値を設定する画面を関連付けフォーム (Association Form) と呼びます。 

 

[図.関連付けフォーム (承認 – SharePoint 2010) の例] 
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また、ユーザーがワークフローを手動開始した際に最初に表示される画面を初期化フォーム(Initiation 

Form) と呼びます。初期化フォームにはワークフローの開始ボタンが配置されており、このボタンをクリックするこ

とでワークフローが開始されます。関連付けフォームと初期化フォームはワークフロー開発者が、InfoPath また

は ASP.NET フォームを使用して個々に作成します。なお、SharePoint Designer 2010 では、関連付け

フォームと初期化フォームは 1 つのフォームとして生成されます。Visual Studio 2010 で開発する場合も、1

つのフォームを関連付けフォームと初期化フォームの両方で利用できるよう設定することも可能ですし、個別のフ

ォームを分けることも可能です(一般には、共通して使うことのほうが多いようです)。 

 

[図. SharePoint Designer 2010 で生成された関連付けフォームと初期化フォーム] 

 

 

 リストへの関連付け 

Web ブラウザーからリストまたはライブラリーへのワークフロー テンプレートの関連付けは次のように行います。な

お、SharePoint Designer 2010 を使用している場合は、SharePoint Designer 2010内から直接リ

ストへ関連付けることも可能です。 

1. 任意のリストまたはライブラリーへアクセスします。 

2. [リスト ツール]または[ライブラリー ツール]タブの[リスト]または[ライブラリー]をクリックし、[リストの設定] または [ライ

ブラリーの設定]をクリックします。 

3. 「権限と管理」セクションにある [ワークフロー設定]をクリックします。 

4. [ワークフローの追加]をクリックします。 

 サイト コンテンツ タイプへの関連付け 

Web ブラウザーからサイト コンテンツ タイプへのワークフロー テンプレートの関連付けは次のように行います。な

お、SharePoint Designer 2010 を使用している場合は、SharePoint Designer 2010内から直接サ

イト コンテンツ タイプへ関連付けることも可能です。 

1. [サイトの操作] メニューから [サイトの設定]をクリックします。 

2. 「ギャラリー」セクションにある [サイト コンテンツ タイプ] をクリックします。 

5. 目的のサイト コンテンツ タイプをクリックします。 

3. 「設定」セクションにある [ワークフロー設定]をクリックします。 

4. [ワークフローの追加]をクリックします。 
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 サイトへの関連付け 

Web ブラウザーからサイトへのサイト ワークフローの関連付けは次のように行います。なお、SharePoint 

Designer 2010 を使用している場合は、SharePoint Designer 2010内からサイト ワークフローを作成

することで関連付けることが可能です(ただし、すでに説明したとおり、SharePoint Designer 2010 では再

利用可能なサイト ワークフローは作成できません)。 

1. [サイトの操作] メニューから [サイトの設定]をクリックします。 

2. 「サイトの管理」セクションにある [ワークフロー設定]をクリックします。 

3. [ワークフローの追加]をクリックします。 

ワークフローの開始 

ワークフローの開始方法は、リストやライブラリーの場合は、ワークフローを最初に関連付けた時のオプション設定

によって異なります。ワークフローを手動開始としている場合は、ユーザーはリストやライブラリー内のアイテムから

ワークフローを起動する必要があります。 

 

[図.ワークフローの開始画面 (承認-SharePoint 2010)] 

 

 

自動開始している場合は、アイテムの新規作成(ファイルのアップロード)時、またはアイテムの更新時に自動的

にワークフローが開始されます。 

 

SharePoint Server 2010 を使っていて、Word 2010 , Excel 2010, PowerPoint 2010 といった
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Office 2010 クライアントがインストールされている場合は、Office アプリケーションからワークフローを起動す

ることも可能です。SharePoint Foundation 2010 を使用している場合は、Office アプリケーションからワー

クフローを起動することはできません。 

 

 Webブラウザー上から手動開始する (リスト/ライブラリーの場合) 

Web ブラウザー上から手動で開始するには、次の手順でワークフローを開始します。 

1. 目的のリスト アイテムまたはドキュメントを選択します。 

2. [リスト ツール] または [ライブラリー ツール] の [アイテム] または [ドキュメント] にある [ワークフロー] をクリックし

ます。 

3. 目的のワークフローをクリックします。 

 Office アプリケーションから手動開始する (ライブラリーの場合) 

1. ライブラリーに格納されている Office ファイルをクライアント  アプリケーション(Word 2010, Excel 2010, 

PowerPoint 2010) で開きます。 

2. [ファイル]メニューをクリックします。 

3. [保存と送信]メニューをクリックします。右画面の下部に利用可能なワークフローが表示されるので、目的のワークフロ

ーをクリックします。 
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 Web ブラウザー上から手動開始する (サイト ワークフローの場合) 

サイト ワークフローを手動開始するように設定している場合は、次の手順でワークフローを開始します。 

1. [サイトの操作]メニューから [すべてのサイト コンテンツの表示] をクリックします。 

2. 画面上部にある [サイト ワークフロー] をクリックします。 

 

3. 目的のワークフローをクリックします。 

ワークフロー状況の確認 

ワーフフローが開始されるとワークフローのステータス確認のためのページにアクセスできるようになります。リストや

ライブラリーの場合は、既定でワークフローの列が追加され、ステータスページへのリンクが表示されます。このリン

クをクリックすると、ワークフローの現在の状況やタスク一覧、ワークフロー履歴などを確認できるようになります。

Visio 2010 によるワークフロー ビジュアライゼーションを有効にしている場合は、ビジュアルなステータス確認も

できます。 

 

[図.ワークフローのステータス ページ (承認-SharePoint 2010)] 

 

↓ 
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なお、このステータス ページから、ワークフローを強制的に中断することも可能です。 

 タスク リストと履歴リスト 

ワークフローのステータスページに深いかかわりがあるのが、「タスク リスト」と「履歴リスト」です。SharePoint の

ワークフローには、この 2 つのリストが必要です。 

 

「タスク リスト」 

タスク リストは、承認などのタスクをユーザーに割り当てる際に使用します。タスク リストはそのまま利用すること

も可能ですが、多くの場合、独自の承認画面などを持たせるために既存のタスク リストにワークフロー用のコン

テンツ タイプを割り当てて利用します。特に SharePoint Designer 2010 の “ TO DO タスクを割り当て

る” アクションや “承認処理を開始する” アクションを利用すると、指定したタスク リストにコンテンツ タイプを新

規に作成し、独自の承認画面を表示するようになります。ワークフローがタスク リストにアイテムを作成すると、タ

スクには ワークフローとの関連付けが内部的に行われます。 

 

「履歴リスト」 

履歴リストには、ワークフローが処理された日時、状態、説明などが記録されます。この履歴リストは、既定では 

Web ブラウザー上から直接アクセスできないよう非表示になっています。そのため通常、履歴リストはワークフロ

ーを実行した際に表示できるようになるワークフロー ステータスページ上からのみ参照できます。 

 

「ワークフロー履歴とワークフローの自動クリーンアップ ジョブ」 

しばしば誤解されますが、ワークフロー履歴は、監査目的で利用するログではありません。あくまでもワークフロー

のイベント ログにすぎません。 そのため既定では、ワークフローが完了するかもしくはキャンセルされてから 60 

日経過するとワークフロー インスタンスと関連するタスクは永久に削除されます。実際には、ワークフローの履歴

アイテムが削除されるわけではないのですが、特定のワークフローのステータスを表示することはできなくなります。

この処理は、タイマージョブの一つである 「ワークフローの自動クリーンアップ」ジョブが毎日処理します。このジョブ



SharePoint Server 2010 自習書 Visio 2010 ワークフロー開発ガイド 

 29 / 73 

 

は、無効化することが可能です。ただし、SharePoint のリストを使っている以上、ワークフロー履歴とタスク リ

ストは増加する一方です。あまりにサイズが大きくなりすぎると、サーバー全体のパフォーマンスに影響を与える可

能性もあります。リストのサイズを考慮する場合は、このジョブは無効化しないほうがよいでしょう。また、サイズを

考慮する場合は、ワークフローをリストやライブラリーなどに追加するごとに、タスク リストと履歴リストを新規に用

意して利用してもよいでしょう。 

 「ワークフローの自動クリーンアップ」ジョブを無効化するには 

ワークフローのクリーンナップ ジョブの無効化は次の手順で実行します。なお、この処理を実行できるのはファー

ムの管理者だけです。 

5. サーバーの全体管理サイトにアクセスし、サイド リンクバーの [監査] をクリックします。 

6. 「タイマー ジョブ」セクションで [ジョブ定義の確認] をクリックします。 

7. 目的のWeb アプリケーションの「ワークフローの自動クリーンアップ」をクリックします。 

8. [無効] ボタンをクリックします。 

※再び有効化する場合は、同様の手順で [有効] にします。 

ワークフロータスクを編集する 

ワークフローでタスクを割り当てることで、承認や却下などを行う場合、ユーザーはタスク リストにアクセスする必

要があります。 

 

[図.タスク リストの承認タスク (承認-SharePoint 2010)] 

 

 

ユーザーがタスク リストを編集して承認などの処理を行う方法には次の 4 つがあります。 

 電子メールを送信し、タスク リストへのリンクからアクセスし、変更する 
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 SharePoint サイトのタスク リストに直接アクセスする。または、トップページなどにタスク リストWebパー

ツを配置し、ログイン ユーザーに割り当てられたタスクで、かつ未承認のタスクのみ表示するようビューを変

更し、そこからタスクを変更する 

 ドキュメント ワークフローの場合は、Office アプリケーション内からタスクを変更する 

 Outlook 2010 にタスク リストを同期設定することで、承認依頼タスクを Outlook から直接変更する 

 

既定では、タスク リストにユーザーが割り当てられると電子メールが自動的に送信されるようになっています。

Outlook 2010 を使用している場合は、メール本文から直接タスクの編集リンクにアクセスできます。 

 

[図.Outlook 2010 に送信される電子メール] 

 

↓ 

 

 

また、SharePoint Server 2010 を使用していてドキュメント ワークフローの場合は、Office アプリケーショ

ンから承認を行うことも可能です (SharePoint Foundation 2010 を使用している場合は、Office アプリケ
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ーションからのタスク編集はサポートされません)。たとえば、先ほど説明したワークフローから送信される承認依頼

のメールには、ワークフローの開始元となっているドキュメントのリンクも含まれています。このリンクをクリックして、ド

キュメントの内容を確認しながら、直接 Office アプリケーション内から承認や却下を行えます。 

 

[図.Office アプリケーションからタスクを編集する (Word 2010)] 

 

↓ 

 

ワークフローを削除する 

開発中にテスト的に関連付けたワークフローやメンテナンスなどの目的で、関連付けたワークフローの利用を一

時的に停止したり、削除したりする場合があります。 

 

サイト、リスト、ライブラリー、コンテンツ タイプに関連付けたワークフローは、[許可] [新しいインスタンスの開始を

許可しない] [削除] の設定が可能です。バージョン管理が行えるため、複数のバージョンを同時に実行するこ

とも可能ですが、既定では最新のワークフローのみが許可されます。 
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[図.ワークフローの実行停止または削除] 

 

↓ 

 

 

 リスト ワークフローの利用停止または削除 

Web ブラウザーからリストまたはライブラリーへのワークフロー テンプレートの関連付けは次のように行います。な

お、SharePoint Designer 2010 を使用している場合は、SharePoint Designer 2010内から直接リ

ストへ関連付けることも可能です。 

1. 任意のリストまたはライブラリーへアクセスします。 

2. [リスト ツール]または[ライブラリー ツール]タブの[リスト]または[ライブラリー]をクリックし、[リストの設定] または [ライ

ブラリーの設定]をクリックします。 

3. 「権限と管理」セクションにある [ワークフロー設定]をクリックします。 

4. [ワークフローの削除]をクリックします。 

5. 目的のワークフローの利用を停止する場合は、[新しいインスタンスの開始を許可しない]を選択します。また、削除す

る場合は、[削除] を選択します。 

6. [OK]をクリックします。 

 サイト コンテンツ タイプ ワークフローの利用停止または削除 

Web ブラウザーからサイト コンテンツ タイプへのワークフロー テンプレートの関連付けは次のように行います。な

お、SharePoint Designer 2010 を使用している場合は、SharePoint Designer 2010内から直接サ

イト コンテンツ タイプへ関連付けることも可能です。 
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1. [サイトの操作] メニューから [サイトの設定]をクリックします。 

2. 「ギャラリー」セクションにある [サイト コンテンツ タイプ] をクリックします。 

7. 目的のサイト コンテンツ タイプをクリックします。 

3. 「設定」セクションにある [ワークフロー設定]をクリックします。 

4. [ワークフローの削除]をクリックします。 

5. 目的のワークフローの利用を停止する場合は、[新しいインスタンスの開始を許可しない]を選択します。また、削除す

る場合は、[削除] を選択します。 

6. [OK]をクリックします。 

 サイトへのワークフローの利用停止または削除 

Web ブラウザーからサイトへのサイト ワークフローの関連付けは次のように行います。なお、SharePoint 

Designer 2010 を使用している場合は、SharePoint Designer 2010内からサイト ワークフローを作成

することで関連付けることが可能です(ただし、すでに説明したとおり、SharePoint Designer 2010 では再

利用可能なサイト ワークフローは作成できません)。 

1. [サイトの操作] メニューから [サイトの設定]をクリックします。 

2. 「サイトの管理」セクションにある [ワークフロー設定]をクリックします。 

3. [ワークフローの削除]をクリックします。 

4. 目的のワークフローの利用を停止する場合は、[新しいインスタンスの開始を許可しない]を選択します。また、削除す

る場合は、[削除] を選択します。 

5. [OK]をクリックします。 

ワークフローで利用する各種フォーム 

ワークフローの処理で利用するフォームには次の 4 つがあります。 

 関連付けフォーム (Association) 

 開始フォーム (Initiation) 

 タスク フォーム (Task) 

 変更フォーム (Modification) 

 

各フォームは、ASP.NET Web アプリケーション ページもしくは InfoPath フォームを使用して作成します。 

 

SharePoint Server 2010 を使用していて、SharePoint Designer 2010 を使ってワークフローを構築し

ている場合は、関連付けフォーム、開始フォーム、タスクフォームを自動的に InfoPathフォームとして生成します。

そのため、これらのフォームは、InfoPath Designer 2010 があれば、カスタマイズ可能です。SharePoint 

Foundation 2010 を使用していて、SharePoint Designer 2010 を使ってワークフローを構築している場
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合は、関連付けフォーム、初期化フォーム、タスクフォームを自動的に ASP.NET フォームとして生成します。な

お、SharePoint Designer 2010 を使用している場合は、変更フォームは SharePoint が自動生成するも

のを利用するのみで、カスタマイズ可能なフォームは生成されません。 

 

 変更フォーム 

変更フォームは、タスクの割り当てをワークフロー開始後に変更したい場合などに使用するフォームです。カスタム

の変更フォームを利用する場合は、Visual Studio 2010 でワークフロー開発を行う必要があります。 
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3. SharePoint Designer 2010 によるワークフロー開発 

SharePoint Designer 2010 でのワークフロー開発手法について説明します。 

SharePoint Designer 2010 によるワークフロー開発概要 

以前のバージョンである SharePoint Server 2007 と SharePoint Designer 2007 との組み合わせで

のワークフロー構築は従来から可能でしたが、標準機能だけでは開発にはいくつかの制約がありました。たとえば、

次のような制約です。 

 特定のリストやライブラリーに対して直接ワークフローを作成するため、別のリストやライブラリーでの再利用

ができない 

 コンテンツ タイプに対してワークフローを追加できない 

 同一サイトでのみ処理が可能である 

 アクセス権限の制御ができない 

 システム連携ができない (たとえば、Active Directory に格納されている上司の情報を取得するなど) 

 ワークフロー定義を SharePoint の機能 (フィーチャー)として展開できない 

 

SharePoint Designer 2010 では新たに次のようなワークフロー開発が可能になっています。 

 特定のリスト、ライブラリーに対するワークフロー作成以外に、コンテンツ タイプに対するワークフロー作成が

可能であり、再利用可能なワークフロー開発ができる 

 サイト ワークフローが作成できる 

 コンテンツ オーガナイザーを利用することで、異なるサイトにドキュメントを転送することが可能 

 Active Directory のユーザー情報を参照し、上長の情報を取得できる 

 アイテム単位でのアクセス権限の制御ができる 

 SharePoint Server 2010 にビルトインされているワークフローをカスタマイズできる 

 Visio 2010 を併用したワークフローのプロセスの可視化 (ワークフロー ビジュアライゼーション) が可能 

 承認アクティビティがビルトインで用意されており、タスクの生成やメール送信などが実装されている 

 ユーザー プロファイル情報を参照できる 

 

また、各ワークフロー開発ツールでのデータのやり取りが可能になっています。Visio 2010 SharePoint 

Designer 2010 で作成した再利用可能なワークフローは *.wsp (ソリューション パッケージ) 形式で、 

Visual Studio 2010 に取り込んで、SharePoint の機能 (フィーチャー) として展開することも可能です。 
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このように従来と比べると、ノンコーディングでも非常に柔軟にワークフローを開発することが可能になっています。

ただし、SharePoint Designer 2010 で開発できるワークフローはシーケンシャル ワークフローに限られます。

ステートマシン ワークフローを必要とするような非常に複雑なワークフローが必要な場合は、Visual Studio 

2010 による高度なワークフロー開発が必要となります。たとえば、非常に複雑な多段階承認、差し戻し、代

理承認などが必要になる処理が必要となると、 SharePoint Designer 2010 のシーケンシャル ワークフロ

ーだけでは対応しきれない可能性が高くなります。 

ワークフロー開発の準備 

ワークフロー開発を行うには、クライアント環境に  SharePoint Designer 2010 を用意します。 

SharePoint Designer 2010 は次の URL から無償でダウンロードできます。 

 

 SharePoint Designer 2010 (64 ビット) 日本語版 

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=566D3F55-77A5-42

98-BB9C-F55F096B125D&displaylang=ja 

 SharePoint Designer 2010 (32 ビット) 日本語版 

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=D88A1505-849B-45

87-B854-A7054EE28D66&displaylang=ja 

 

SharePoint Designer 2010 には 32 ビット版と 64 ビット版の 2 つがあります。すでに Office 2010 が

インストールされている場合は、インストールした Office 2010 と同じアーキテクチャーのエディションをインスト

ールする必要があります。また、SharePoint Designer 2010 を使用してワークフロー開発を行う場合は、

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=566D3F55-77A5-4298-BB9C-F55F096B125D&displaylang=ja
http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=566D3F55-77A5-4298-BB9C-F55F096B125D&displaylang=ja
http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=D88A1505-849B-4587-B854-A7054EE28D66&displaylang=ja
http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=D88A1505-849B-4587-B854-A7054EE28D66&displaylang=ja
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クライアント環境にも.NET Framework 3.5 のインストールも忘れずに行うようにしてください。 

 

その他、SharePoint Server 2010 を使っていて、かつワークフロー フォームとして InfoPath を使用する

場合は、クライアント環境に InfoPath Designer 2010 をインストールしておく必要があります。 

 

 注意 

宣言型ワークフロー開発は、SharePoint の Web アプリケーション単位で有効または無効化できるようにな

っています。そのため、SharePoint Designer 2010 でワークフローを開発する場合は、この設定が有効に

なっている必要があります (既定では有効になっています) 。設定方法の詳細については次の URLを参照し

てください。 

 「宣言型ワークフローを有効または無効にする (SharePoint Server 2010)」 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee662544.aspx 

新規にワークフローを作成する 

SharePoint Designer 2010 でのワークフロー開発手順の概要は次の通りです。 

1. リスト ワークフロー、再利用可能なワークフロー、サイト ワークフローのいずれかを選択します。 

2. ワークフローの名前と説明を指定します。 

3. ステップを複数作成します。ステップは条件とアクションの組み合わせです。 

4. ワークフローを保存し、発行します。 

 SharePoint Designer 2010 を起動 

[サイトの操作]メニューから[SharePoint Designer 2010 で編集]をクリックし、SharePoint Designer 

2010 を起動します。左側ナビゲーションにある [ワークフロー]をクリックします。 

 

 ワークフローの種類を選択 

リスト ワークフロー、再利用可能なワークフロー、サイト ワークフローのいずれかを選択します。特に再利用可

能なワークフローを選択する場合は、適用先のサイト コンテンツ タイプを既存のものから指定することになるた

め、カスタムのサイト コンテテンツ タイプを使用する場合は、事前にコンテンツ タイプを用意しておく必要があり

ます。また、サイト コレクション全体で再利用する場合は、トップレベル サイトで作成します。 

 

[図.ワークフローの種類の選択] 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee662544.aspx
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 ワークフローの名前と説明 

ワークフローを新規に作成する場合は、ワークフローの名前と説明を指定します。説明はユーザーにとってわかり

やすいように記載するようにしてください。なお、再利用可能なワークフローの場合は、ワークフローの名前や説

明以外に、適用先のコンテンツ タイプを指定する必要があります。特定のコンテンツ タイプを指定しない場合

は、[すべて]を選択します。 

 

[図.再利用可能なワークフロー] 

 

 ステップの作成 

ステップを作成します。ステップは条件とアクションで構成されます。なお、ワークフロー開始時のパラメーターや関

連付け列、ローカル変数などの定義もこのタイミングで行います。ワークフロー開始時のパラメーターを設定すると、

この情報をもとに関連付けフォームおよび初期化フォームが自動生成されます。 

 

[図.ステップの作成] 

 

↓ 
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SharePoint で利用可能な条件は次の通りです。各条件は、SharePoint Foundation 2010, 

SharePoint Server 2010 共通で使用できます。 

条件 説明 

ある値と値が等しいかどうか 同一サイト内の任意の列の値を比較します 

現在のアイテム フィールドと値が等しいかど

うか  

ワークフローを開始したアイテムの値と比較します 

タイトル フィールドにキーワードを含む タイトル フィールドに指定したキーワードが含まれているかどうか

を判定します 

ファイルサイズが指定した範囲内(キロバイ

ト) (※1) 

ファイル サイズが指定した範囲内にあるかどうかを判定します 

指定したファイルの種類 (※1) 指定したファイルの種類と一致するかどうかを判定します 

指定したユーザーによって作成された 現在のアイテムが指定したユーザーによって作成されたかどうか

判定します 

指定したユーザーによって変更された 現在のアイテムが指定したユーザーによって変更されたかどうか

を判定します 

指定した期間内に作成された 指定した期間内に現在のアイテムが作成されたかどうかを判定

します 

指定した期間内に変更された 指定した期間内に現在のアイテムが変更されたかどうかを判定

します 

有効な SharePoint ユーザーかどうか 現在のワークフローを実行しているユーザーが有効な

SharePoint ユーザーかどうかを判定します 

リスト アイテムのアクセス許可の確認 (※

2) 

指定したユーザーが特定のリスト アイテムに対して、指定した

アクセス許可以上の権限を持っているかどうかを判定します 

リスト アイテムのアクセス許可レベルを確認 

(※2) 

特定のリスト アイテムに設定されているアクセス許可レベルが、

指定したアクセス許可レベル以上であり、指定したユーザーが

アクセス権限を持っているかどうかを判定します 

※1. ドキュメント ライブラリーに対してワークフローを構築した場合です 
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※2. 代理ステップの場合です 

 

SharePoint で利用可能なアクションは次の通りです。 

アクション 説明 

コア アクション 

コメントを追加する ワークフロー上のコメントを記述します 

リポジトリにドキュメントを送信 (※1) コンテンツ オーガナイザー Web サービスを使用してドキュメ

ントを転送します 

ワークフローの状態を設定する ワークフローの状態を指定します 

ワークフローの変数を設定する ワークフロー変数を設定します 

計算を行う 計算を行い結果をローカル変数に出力します 

指定した期間だけ停止する 指定した期間ワークフローを停止します 

指定した日まで停止する 指定した日までワークフローを停止します 

電子メールを送信する 指定したユーザーに電子メールを送信します 

日付/時刻フィールドの時刻部分を設定す

る 

日付と時刻フィールドの時刻を設定し、ローカル変数に出力

します 

日付に時刻を設定する 日付に分数を追加し、ローカル変数に出力します 

履歴リストに記録する 履歴リストにコメントを記録します 

タスク アクション 

To Do アイテムを割り当てる タスク リストに独自の TO DO アイテムを割り当てます 

フィードバック処理を開始する フィードバック処理を開始します 

フォームをグループに割り当てる 複数のユーザーにアンケートフォームを割り当てます 

ユーザーからデータを収集する ユーザーからデータを収集してローカル変数に出力します 

ユーザー設定タスク処理を開始する ユーザー設定のタスクを開始します 

承認処理を開始する 承認処理を開始します 

ドキュメント セットのアクション 

ドキュメント セットのコンテンツの承認状態

を設定する 

ドキュメント セットのコンテンツでバージョン管理の承認状態を

設定します 

ドキュメント セットのバージョンを取得する ドキュメント セットのバージョンを取得します 

ドキュメント セットをリポジトリに送信する ドキュメント セットをコンテンツ オーガナイザーの Web サービ

スを使用して特定の場所に転送します 

ドキュメント セット承認処理を開始する ドキュメント セットの承認処理を開始します 

ユーティリティのアクション 

日付間の間隔を求める 日付の間隔を求め、ローカル変数に出力します 

文字数を基にインデックスから文字列のサ

ブ文字列を抽出する 

インデックスを指定し、指定した文字数分の特定の文字列を

抽出して、ローカル変数に格納します 

文字列のインデックスからサブ文字列を抽

出する 

文字列のインデックスからサブ文字列を抽出し、ローカル変数

に格納します 

文字列の先頭からサブ文字列を抽出する 文字列の先頭から文字列を抽出し、ローカル変数に格納し

ます 

文字列の末尾からサブ文字列を抽出する 文字列の末尾から文字列を抽出し、ローカル変数に格納し

ます 

リスト アクション 

アイテムのチェックアウトを破棄する アイテムのチェックアウトを破棄します 
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アイテムをチェックアウトする アイテムをチェックアウトします 

アイテムをチェックインする アイテムをチェックインします 

アイテムを削除する アイテムを削除します 

リストアイテムをコピーする リスト アイテムをコピーします 

リストアイテムを更新する リスト アイテムを更新します 

リストアイテムを作成する リスト アイテムを新規に作成します 

リストアクション ※代理ステップ内 

リスト アイテムのアクセス許可の削除 リスト アイテムから特定のユーザーに対して指定したアクセス

許可を削除します 

リスト アイテムのアクセス許可の置き換え リスト アイテムから特定のユーザーに対して指定したアクセス

許可を置き換えます 

リストアイテムのアクセス許可の追加 リスト アイテムから特定のユーザーに対して指定したアクセス

許可を追加します 

リストアイテムの親のアクセス許可の継承 リスト アイテムに対してリストのアクセス許可レベルを継承する

よう設定します 

相互関係アクション 

ユーザーの上司の検索 ユーザーの上司を検索します 

※上記のアクションは SharePoint Foundation 2010 では利用できないものも含まれています。詳細は、

「SharePoint Foundation 比較ガイド」を参照してください。 

 

「代理ステップ」 

アクセス権限の変更などのアクションは、ワークフローの実行ユーザー権限では変更できないケースがほとんどです。

そのため、SharePoint Designer 2010 では新規に「代理ステップ」というステップが導入されました。このステ

ップ内のアクションは、ワークフロー作成者の権限で実行されるようになります。したがって、アクセス権限に関わる

処理が必要な場合は、代理ステップを追加し、その中で条件やアクティビティを追加するようにします (アクセス

権限に関わる条件やアクションは通常のステップ内には表示されないようになっています )。 

 

 

「ステップ内の並列および直列処理」 

SharePoint Designer 2010 では、ステップ内での並列および直列(連続して行われる操作)の両方の操

作を実装できます。 なお、SharePoint Designer 2007 では直列しかサポートされませんでした。 
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タスク プロセス デザイナー 

次のワークフローのアクションには新たに 「タスク プロセス デザイナー」 が導入されています。 

 フィードバック処理を開始する 

 ユーザー設定タスク処理を開始する 

 承認処理を開始する 

 ドキュメント セット承認処理を開始する 

 

このツールでは、処理の詳細の実装とカスタマイズが可能です。タスク プロセス デザイナーを利用するには、各

アクションのリンクをクリックします。たとえば、「承認処理を開始する」アクションの場合は “承認” をクリックします 

(操作方法は下図 「タスク プロセス デザイナーの表示」 を参照してください)。 

 

[図.タスク プロセス デザイナーの表示] 

 

↓ 
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タスク プロセス デザイナーでは、次の指定が可能です。 

 タスク処理の完了条件の変更 

 1 つのタスクの動作変更 

 タスク処理全体の動作変更 

 タスク完了フォームに表示されるボタンやフィールドの定義 

[図.このタスク処理の完了条件を変更する] 

 



SharePoint Server 2010 自習書 Visio 2010 ワークフロー開発ガイド 

 44 / 73 

 

ワークフローの発行 

ワークフローが完成したら、上書き保存をし、ワークフローの情報ページで各種設定の確認および構成を行いま

す。このページにアクセスするには、ナビゲーション部分からワークフロー名をクリックします。 

 

[図.ナビゲーション (ビルトイン ワークフローの “承認-SharePoint 2010” の例)] 

 

 

ワークフローの情報ページでは、ワークフローの名前、説明を変更できます。また、タスク リストや履歴リストを変

更することも可能です。そのほか、開始オプションの設定変更なども行います。 

 

[図.ワークフローの情報ページ] 

 

 

Visio 2010 によるワークフロー ビジュアライゼーションを行いたい場合は、「設定」セクションから[ステータス ペ

ージにワークフローの視覚エフェクトを表示する]をオンにします。 

 

[図. ワークフロー ビジュアライゼーションを有効にする] 
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以上の設定が終わったら、リボンメニューから[発行]をクリックします。なお、初回発行時に、各種フォーム

(*.aspx または*.xsn)が生成されます。なお、通常は発行されたワークフローは、作成したサイト内に自動的

に作成される “Workflows” ライブラリに格納されます。このライブラリは既定では非表示設定されおり、かつメ

ジャーバージョン管理が有効になっています。  

ワークフローをテンプレートとして保存 

SharePoint Designer 2010 で開発したワークフローを Visual Studio 2010 にインポートして開発する

には、既存の再利用可能なワークフローを選択し、リボンメニューにある [テンプレートとして保存] をクリックしま

す。ただし、再利用可能なワークフローであってもグローバルに発行されている場合は、テンプレートとして保存は

できませんので注意してください。 

 

[図. “テンプレートとして保存” メニュー] 

 

Visual Studio 2010 を使用したカスタム アクティビティ開発 

SharePoint Designer 2010 標準のアクティビティ以外に Visual Studio 2010 を使用してカスタムのア

クションを開発してインストールすることが可能です。 

 

ここでは、サイトを新規に作成するカスタム アクションの作成方法を例にとり、カスタム アクティビティの開発手法

を説明します。 

 

カスタム アクティビティ開発にはカスタム アクション のロジックを持つアセンブリと SharePoint Designer 

2010 がこのアセンブリを読み込むための構成ファイル (*.actions) が必要です。 
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 Visual Studio プロジェクトを作成し、コーディングする 

最初に Visual Studio プロジェクトを作成します。ここからの開発作業は SharePoint サーバー上で行い

ます。 

1. Visual Studio 2010 を起動し、[ファイル] – [新

規作成] – [プロジェクト]の順にクリックします。 

2. [インストールされたテンプレート]の中から [Visual 

C#] – [SharePoint] – [ 2010 ] をクリックし、”

空の SharePoint プロジェクト”を選択します。 

3. プロジェクト名を “CreateSiteCustomAction” と

して [OK]をクリックします。 

 

4. “SharePoint カスタマイズ ウィザード” が起動した

ら、「デバッグに使用する  ローカル  サイト」に 

SharePoint サイトの URL を指定します。また、

SharePoint ソリューションの信頼レベルを [ファー

ム ソリューションとして配置する] を選択し、[完了] 

ボタンをクリックします。 

 

5. ソリューション エクスプローラーで、プロジェクトを選択

した状態で、[プロジェクト]メニュー – [クラスの追加] 

をクリックし、C# のクラスファイルを追加します。ファイ

ル名は “CreateTeamSite.cs” とします。 

 

6. ソリューション エクスプローラーで [参照設定]を右ク

リックし、[参照の追加] をクリックします。 
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7. [.NET] タ ブ か ら

“System.Workflow.ComponentModel” を選

択し、[OK] をクリックします。 

8. [参照設定] に次の 3 つの dll が追加されていること

を確認します。 

・ System 

・ System.Workflow.ComponentModel; 

・ Microsoft.SharePoint;  

9. CreateTeamSite.cs 内で、using ステートメント

を使って、右の 3 つの名前空間を追加します。 

using Sytem.ComponentModel; 

using 

System.Workflow.ComponentModel; 

using Microsoft.SharePoint; 

 

10. クラス宣言とコンストラクタを右のように変更します。 namespace CreateSiteCustomAction 

{ 

public class CreateTeamSite : Activity 

{ 

    public CreateTeamSite(){} 

} 

} 

11. CreateTeamSite クラス内に、サイト作成に必要となる “サイト名” と “作成先 URL” を SharePoint 

Designer 2010のアクションから指定できるように、次の2つの依存プロパティを定義します。なお、依存プロパティ

の定義は、既存のスニペットを使用すると便利です。これには直接 ”wdp” と記述し、タブキーを押下します。 

… 

     public static DependencyProperty UrlProperty = 

DependencyProperty.Register("Url", typeof(string), typeof(CreateTeamSite)); 

     

        [Description("サイトの Url")] 

        [Category("カスタム アクティビティ")] 

        [Browsable(true)] 

        [DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 

        public string Url 

        { 

            get 

            { 

                return ((string)(base.GetValue(CreateTeamSite.UrlProperty))); 
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            } 

            set 

            { 

                base.SetValue(CreateTeamSite.UrlProperty, value); 

            } 

        } 

 

        public static DependencyProperty SiteNameProperty = 

DependencyProperty.Register("SiteName", typeof(string), typeof(CreateTeamSite)); 

 

        [Description("サイト名")] 

        [Category("カスタム アクティビティ")] 

        [Browsable(true)] 

        [DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 

        public string SiteName 

        { 

            get 

            { 

                return 

((string)(base.GetValue(CreateTeamSite.SiteNameProperty))); 

            } 

            set 

            { 

                base.SetValue(CreateTeamSite.SiteNameProperty, value); 

            } 

        } 

… 

12. 次に Execute メソッドをオーバーライドし、新たにサイトを作成するロジックを記述します。 

… 

protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext 

executionContext) 

        { 

            using (SPSite siteCollection = new SPSite(Url)) 

            { 

                using (SPWeb web = siteCollection.OpenWeb()) 

                { 
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                    using (SPWeb newWeb = web.Webs.Add(SiteName)) 

                    { 

                        newWeb.Title = SiteName; 

                        newWeb.Description = "このサイトは CreateTeamSite アクティビテ

ィを使用して作成しました"; 

                        newWeb.Update(); 

                    } 

                 

                } 

             

            } 

 

            return ActivityExecutionStatus.Closed; 

        } 

… 

13. [ビルド] メニューから [CreateTeamSite のプロジェクトのビルド] を選択し、 CreateTeamSite プロジェクトを

コンパイルします(なお、既定では、プロジェクトに厳密な名前のキーファイルが設定されていますが、必ず厳密名を

生成すよう気を付けてください)。 

14. カスタム アクティビティを展開する準備をします。ソリュ

ーション エクスプローラ内でプロジェクトを右クリックし

て、[追加]-[SharePoint のマップつされたフォルダ

ー…] をクリックします。 

 

15. [SharePoint のマップされたフォルダーの追加]  

ウィンドウで 

“{SharePoint}\TEMPLATE\1041\Workflo

w” を選択し、[OK] をクリックします。 

 

16. ソリューション エクスプローラーで、SharePointのマップされたフォルダーである “Workflow” フォルダーを右クリック

して、[追加]-[新しい項目]をクリックします。 
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17. XML ファイルを選択し、 

”CustomActivities.actions” と名前を変更して 

[追加] をクリックします。このファイルが SharePoint 

Designer 2010 がワークフローを生成する際に読

み込むファイルとなります。 

 

18. CustomActivities.actions 内に次の通りカスタム アクションの定義を記述します。なお、サンプルコード内にあ

る公開キートークンは、自身の開発環境の CreateTeamSite アセンブリの公開キートークンに置き変えてくださ

い。 

 

[ 参 考 ]SharePoint が 標 準 で 持 っ て い る 定 義 フ ァ イ ル は 、 SharePoint 14 ハ イ ブ 内 

(%PROGRAMFILES%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14) の

TEMPLATEAT\1041\Workflow内に “moss.actions” と “WSS.ACTIONS” がありますので、今後カス

タム アクションを定義する際に参考になります。 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

 

<WorkflowInfo Language="ja-jp"> 

  <Actions Sequential="次に:" Parallel="および:"> 

    <Action Name="サイトの作成" 

            ClassName="CreateSiteCustomAction.CreateTeamSite" 

            Assembly="CreateSiteCustomAction, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=c6e15083afa0463e" 

            AppliesTo="all" 

            Category="カスタム アクション"> 

      <RuleDesigner  Sentence="新規サイトとしてサイト名 :  %1 を %2 に作成します"> 

        <FieldBind Field="SiteName" Text="サイトの名前" DesignerType="TextArea" 

Id="1"></FieldBind> 

        <FieldBind Field="Url" Text=" 作 成 先 の URL" DesignerType="TextArea" 

Id="2"></FieldBind> 

      </RuleDesigner> 

      <Parameters> 

        <Parameter Name="SiteName" Type="System.String, mscorlib" 

Direction="In"/> 

        <Parameter Name="Url" Type="System.String, mscorlib" Direction="In"/> 
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      </Parameters> 

    </Action> 

  </Actions> 

</WorkflowInfo> 

19. カスタム アクティビティを展開します。ソリューション エクスプローラーで、[Features] フォルダーを右クリックし、[フィ

ーチャーの追加] をクリックします。これにより、フィーチャーファイルが生成されます。 

20. Features フォルダー内の Feature1 フォルダー名を “CreateTeamSiteActionFeature” に変更します。 

21. タ イトルも  “CreateTeamSiteActionFeature” 

に変更します。 

 

22. スコープを “Farm” に変更します。 

 

23. フィーチャーレシーバーを追加し、フィーチャがアクティブ

になると Web.Config 内に authorizeType とし

てカスタム アクティビティを追加されるようにします。こ

のために、CreateTeamSiteActionFeature を右

クリックし、[イベント レシーバーの追加] をクリックしま

す。 

 

24. CreateSiteCustomActionFeatureEventRece

iver クラス内に、右の 2 つの名前空間を追加してお

きます。 

using 

Microsoft.SharePoint.Administration; 

using System.Globalization; 

25. コメント アウトされている “FeatureActivated” のコメントを解除します。 

26. FeatureActivated メソッド内に次のコードを記述します。 

… 

public override void FeatureActivated(SPFeatureReceiverProperties properties) 

        { 

            SPWebService contentService = SPWebService.ContentService; 

 

 

            string assemblyValue = typeof(CreateTeamSite).Assembly.FullName; 

            string namespaceValue = typeof(CreateTeamSite).Namespace; 

            SPWebConfigModification modification = new 

SPWebConfigModification(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, 

                

"authorizedType[@Assembly='{0}'][@Namespace='{1}'][@TypeName='*'][@Auth
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orized='True']", 

                assemblyValue, namespaceValue), 

                

"configuration/System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler/authorizedTyp

es"); 

 

            modification.Owner = "CreateSiteCustomAction"; 

            modification.Sequence = 0; 

            modification.Type = 

SPWebConfigModification.SPWebConfigModificationType.EnsureChildNode; 

            modification.Value = string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, 

"<authorizedType Assembly=\"{0}\" Namespace=\"{1}\" TypeName=\"*\" 

Authorized=\"True\"/>", assemblyValue, namespaceValue); 

  

 

            contentService.WebConfigModifications.Add(modification); 

            contentService.Update(); 

            contentService.ApplyWebConfigModifications(); 

        } 

… 

27. 上書き保存をし、[ビルド]メニューから [ソリューションのビルド] と [ソリューションの配置] を実行します。 

 

以上でカスタム アクションの作成と展開は完了です。SharePoint Designer 2010 を起動し、アクションを

追加する際に、[カスタム アクション] カテゴリに “サイトの作成” メニューが新たに追加されます。アクションを

挿入すると、 
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[図.カスタム アクションの追加] 

 

↓ 
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4. Visio 2010 によるワークフロー開発  

Visio 2010 を使用してワークフロー ロジックを構成できます。作成できるのは、シーケンシャル ワークフローの

みです。Visio 2010 ではワークフローの詳細な構成はできません。また、SharePoint への展開もできないた

め、必ず作成したワーフクローは VWI ファイル形式でエクスポートする必要があります。VWI ファイルは、実態

は ZIP フ ァ イ ル で あ り 、 拡 張 子 を  VWI と し て リ ネ ー ム し て い る も の で す 。 こ の 中 に

は、”[Content_Types].xml” , “workflow.vdx”, “workflow.xoml”, “workflow.xoml.rules” など

のファイルが含まれています。このファイルは、SharePoint Designer 2010 側からも生成できるため、

SharePoint Designer 2010 と Visio 2010 との間を何度もやり取りできます。 

 

また、Visual Studio 2010 にワークフローをインポートして開発する場合も、Visio 2010 からは直接、

Visual Studio 2010 にエクスポートすることができないため、SharePoint Designer 2010 にエクスポート

したから、SharePoint Designer 2010 からWSP ファイルとしてワークフローをエクスポートする必要がありま

す。なお、Visual Studio 2010 に取り込まれたワークフローを再び SharePoint Designer 2010 にインポ

ートすることはできません。 

使用する環境 

この例では Active Directory ドメイン内に展開された SharePoint Server 2010 Enterprise Edition 

を利用します。このエディションには、Visio によるワークフロー ビジュアライゼーションに必要となる Visio 

Services が利用できます。 

Visio 2010 を用いたワークフロー開発のステップ バイ ステップ 

Visio 2010 および SharePoint Designer 2010 でワークフローを開発します。このワークフローでは、案件

申請を行います。案件申請に必要な書類はドキュメント セットとして定義しておきます。これをワークフロー開

始時に処理します。申請が行われると、自動的に上長へ承認依頼のタスクが作成されます。上長が承認する

とドキュメント セット内のドキュメントの承認ステータス プロパティが一括して “承認” に変更されます。また承

認が終わると、コンテンツ オーガナイザーを用いてレコードセンター サイトにドキュメントが送信され保管されるよ

うになります。 
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本ドキュメントで紹介する手順では、先に  Visio2010 でワークフローを作成してから  SharePoint 

Designer 2010 にインポートしますが、逆に SharePoint Designer 2010 でワークフローをあらかじめ作

成し、Visio へファイルをエクスポートすることも可能です。 

 

 ワークフローのための事前準備 

チーム サイトとレコード センター サイトの 2 つのサイトを同一サイトコレクション内に用意します。 

 

チーム サイトとレコード センターサイトで共通するドキュメント セット コンテンツ タイプの定義をもたせられるよう、

トップレベル サイトでドキュメント セット コンテンツ タイプの定義を行います。 

 ドキュメント セット コンテンツ タイプの定義 

1. チーム  サイトにアクセスし、 [サイトの操

作]-[サイトの設定] にアクセスします。  

 

2. ギャラリー セクションにある [サイト コンテンツ 

タイプ ] をクリックします。 

 

3. [作成]をクリックします。 

 

4. 名前に “案件登録申請” と入力します。親コ

ンテンツ タイプの選択元として “ドキュメント 

セットのコンテンツ タイプ” を選択します (親コ

ンテンツ タイプは自動的に ドキュメント セット

が選ばれます) 。 
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グループでは “新しいグループ” を選択し、”営

業部” と入力します。 

 

[OK] をクリックします。 

5. 列セクションにある 「サイト内の新しい列から

追加」をクリックします。 

 
 

6. 列名に “申請状況”、この列の情報の種類に 

“1 行テキスト”、既定値として “未承認” と入

力し、[OK] をクリックします。 

 

7. 設定セクションにある [ドキュメント セットの設

定]をクリックします。 

 

8. 既定のコンテンツ セクションで、[参照] ボタン

をクリックし、ドキュメント セットとして利用した

いファイルを追加します。 

 

9. ここでは Word, Excel, PowerPoint の 3

つのドキュメントを既定のドキュメントとして設定

しておくため、 [ 新しい既定のコンテンツを追

加する… ] を8と同様の手順を2度繰り返し

てファイルを追加します。 

 

 

10. 共有列セクションでは、”申請状況” をチェック

します。ウェルカム ページの列セクションでも同

様に、”申請状況” を追加します。 

 

[OK]をクリックします。 

 
 

 

チームサイトには次の設定を行います。 

 ドキュメント ライブラリの作成とドキュメント セット コンテンツ タイプの追加 
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 ドキュメント ライブラリーの作成とドキュメント セット コンテンツ タイプの追加 

1. [サイトの操作] メニューから [新しいドキュメン

ト ライブラリー] をクリックします。 

 

2. [名前と説明] セクションで名前を “案件登録

の申請” と入力します。 

 

 

[作成] ボタンをクリックします。 

 

3. [ライブラリー] タブの [ライブラリーの設定] をク

リックします。 

 

4. 全般設定セクションにある [詳細設定] をクリッ

クします。 

 

5. コンテンツ タイプ セクションで [コンテンツ タイ

プの管理を許可する]で “はい” を選択し、

[OK] をクリックします。 

 

6. コンテンツ タイプ セクションで [既存のサイト コ

ンテンツ タイプから追加] をクリックします。 

 

7. サイトコンテンツ タイプの選択元として “営業

部” を選択し、[案件登録申請] を追加するコ

ンテンツ タイプに追加します。 

 

[OK] をクリックします。  

8. コンテンツ タイプ セクションで [新規ボタンの順

序と既定のコンテンツ タイプの変更] をクリックし

ます。 

 

9. ドキュメント コンテンツ タイプのチェック ボックス

をオフにし、案件登録申請のみが選択されてい

ることを確認して、[OK] をクリックします。  
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レコード センター サイトでは、次の設定を行います。 

 保管先となるドキュメント ライブラリーの作成とコンテンツ タイプの追加 

 コンテンツ オーガナイザーの有効化 

 保存先となるドキュメント ライブラリーの作成とコンテンツ タイプの追加 

1. [サイトの操作] メニューから [新しいドキュメ

ント ライブラリー] をクリックします。 

 

2. [名前と説明] セクションで名前を “案件登

録申請の保管” と入力します。 

 

 

[作成] ボタンをクリックします。  

3. [ライブラリー] タブの [ライブラリーの設定] を

クリックします。 

 

4. 全般設定セクションにある [詳細設定] をクリ

ックします。 

 

5. コンテンツ タイプ セクションで [コンテンツ タイ

プの管理を許可する]で “はい” を選択し、

[OK] をクリックします。 

 

6. コンテンツ タイプ セクションで [既存のサイト 

コンテンツ タイプから追加] をクリックします。 

 

7. サイトコンテンツ タイプの選択元として “営業

部” を選択し、[案件登録申請] を追加する

コンテンツ タイプに追加します。 

 

[OK] をクリックします。  

8. コンテンツ タイプ セクションで [新規ボタンの

順序と既定のコンテンツ タイプの変更] をクリ

ックします。 
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9. ドキュメント コンテンツ タイプのチェック ボックス

をオフにし、案件登録申請のみが選択されて

いることを確認して、[OK] をクリックします。  

 コンテンツ オーガナイザーの有効化 

1. [サイトの操作]メニューから [サイトの設定] 

をクリックします。 

 

2. サイトの管理 セクションにある [コンテンツ オ

ーガナイザーのルール] をクリックします。 

 

3. [ 新しいアイテムの追加 ] をクリックします。 

 

4. 名前に “案件登録申請” と入力し、コンテン

ツ タイプのグループとして “営業部” 、種類 

“案件登録申請” を選択します。 

 

5. 条件セクションでは、プロパティとして “申請状

況” を選択し、値に “承認済” と入力しま

す。 

 

送信先セクションでは、送信先となる “案件

登録申請の保管” ライブラリーの URL を指

定し、[OK] をクリックします。 

 

 



SharePoint Server 2010 自習書 Visio 2010 ワークフロー開発ガイド 

 60 / 73 

 

6. コンテンツ オーガナイザーのルールが作成でき

ました。 

 

以上で、事前準備は完了です。 

 Visio 2010 でワークフローを作成する 

1. Visio 2010 を起動します。[ テンプレート カ

テゴリ] から “ フローチャート” を選択し、クリック

します。 

 

2. [ Microsoft SharePoint ワークフロー ] を

選択し [ 作成 ] ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

図画の作成画面が表示されます。画面左側の

図形ウィンドウには SharePoint ワークフローを

作成するためのステンシルが表示されています。 
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3. “開始” と “終了” ステンシルを図画に配置しま

す。 

[Tips] デザイン タブから任意のテーマを選択

するとさまざまな色合いのステンシルを配置できま

す。 

 

4. [ データソースの比較 ] ステンシルを配置しま

す。 

 

5. [ 開始 ] ステンシルから [ データソースの比

較  ] ステンシルにコネクタを接続します。  

 

6. [ データソースの比較 ] ステンシルをダブルクリ

ックし、 “未承認の場合” と入力します。 

 

7. [ 未承認の場合 ] ステンシルから [ 終了 ] 

ステンシルまでコネクタを接続します。 

 

8.  [ 終了 ] ステンシルにつないだコネクタを右クリ

ックし、[いいえ ] をクリックします。 

 

9. [ SharePoint ワークフローのアクション  ] ウィ

ンドウから [ユーザーの上司を検索する ] ステ

ンシルを配置し、[未承認の場合] ステンシルに

コネクタで接続します。  
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コネクタを右クリックして [ はい ] を選択してお

きます。また、[ユーザーの上司を検索する ] ス

テンシルをダブルクリックして “承認する上司を決

定する “ に変更します。 

10. [ SharePoint ワークフローのアクション  ] ウィ

ンドウから[承認処理を開始する] ステンシルを 

“承認する上司を決定する” の次に配置し、コネ

クタで接続します。  

11. [ 承認処理を開始する ] ステンシルの隣に、 

[フィールドの比較] ステンシルを 1 つ、[フィール

ドを設定する ]ステンシルを 2 つ配置し、コネ

クタで接続します。 

 

[フィールドの比較 ] ステンシルは、ダブルクリック

をし “承認されたか?” と入力します。また、[フィ

ールドを設定する ] ステンシルはそれぞれ、”承

認状況を承認済みにする” および “承認状況

を却下にする” と入力します。”承認” 処理への

コネクタを右クリックし “はい” 、”却下” 処理へ

のコネクタを右クリックし “いいえ” と設定します。 

 

12. [承認状況を”承認済”にする] ステンシルの隣

に、[ SharePoint ワークフローのアクション  ] 

ウィンドウから [ドキュメント セットをリポジトリに

送る] ステンシルを配置し、[ 終了 ] ステンシ

ルに接続します。 

 

13. 作成したワークフローに問題がないことを確認す

るために、[プロセス] タブにある [図のチェック] 

ボタンをクリックします。 

 

画面右側のように “図画の検証が完了しまし

た。現在のドキュメントには問題は見つかりません

でした” と表示されることを確認し、[OK] をクリ

ックします。 
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14. [ ファイル ] メニューから [名前を付けて保存] 

をクリックし、任意の場所に任意の名前で保存し

ておきます 

 

15. SharePoint Designer 2010 にインポートで

きるように、[プロセス ] タブにある [エクスポー

ト] をクリックします。  

16. ワークフローのエクスポート先のダイアログ ボックス

が表示されます。任意の場所に任意の名前でデ

ータをエクスポートします。指定できる拡張子は 

*.vwi です。 

 

17. Visio 2010 を終了します。  

  SharePoint Designer 2010 からの発行 

SharePoint Designer 2010 を使って、以前の手順で作成した Visio ワークフローをインポートし、詳細

設定を行った後、SharePoint サイトに展開します。 

 

[ SharePoint Designer 2010利用時の注意 ]  

SharePoint Designer 2010 は、クライアント環境にインストールします。SharePoint ワークフロー開発時

にはリモート接続して、開発できます。ただし、リモートといえどもワークフロー開発には、Windows Workflow 

Foundation が必要となるため、クライアント環境に事前に.NET Framework 3.5 SP1 をインストールして

おく必要があります(※単純にワークフローを利用するだけであれば、SharePoint サーバー側でワークフローが

処理されるため、クライアント環境に.NET Framework 3.5 SP1 をインストールする必要はあません)。 

 

1. ワークフローを展開したいサイトにアクセス

します。ここではあらかじめ用意しているチ

ーム サイト(営業部という名前のサイト)

にアクセスし、[サイトの操作] メニューか

ら [ SharePoint Designer で編集] 

をクリックします。 
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SharePoint Designer 2010 が起動

します。 

 

2. 画面左側ペインに表示される “ワークフロ

ー” をクリックします。 

 

上部に表示される [ Visio からインポー

ト ] をクリックします。 

 

 

3.  [ Visio 図面からのワークフローのインポ

ート] ダイアログが表示されます。 [参照] 

ボタンをクリックし、先ほどエクスポートした 

*.vwi  ファイルを選択し、[次へ] をクリッ

クします。 

 

4. ワークフロー名を “案件登録申請の承認

フロー” と入力します。インポートするワー

クフローの種類として “リストのワークフロ

ー” を選択し、[案件登録の申請] リスト

を選択し [完了] ボタンをクリックします。 

 

5. SharePoint Designer に Visio から

読み込まれたフローが生成されます。 
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6. ワークフロー ステップのタイトルを “ID3” 

から “案件登録申請の承認” に変更しま

す。  

7. 未承認の場合の条件の “ 値 “ をクリッ

クします。 

 

8.  をクリックします。 

 

 

9. ワークフロー参照の定義ウィンドウが表示さ

れます。データソースとして “現在のアイテ

ム” ソース のフィールドとして “申請状況” 

を選択し、[OK] をクリックします。 

 

次の "値” 部分をクリックし、直接 “未承

認” と入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 承認する上司を決定する条件で “ユーザ

ー” をクリックします。 

 

ユーザーの選択画面で、 “現在のアイテム

を作成したユーザー” を選択し、[追加

>>] ボタンをクリックします。 

 

 

 

11. 承認する上司を決定する条件で、”上司” 

をクリックし、”変数: Approvers” を選択

します。 
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12. 次の “複数のユーザー” をクリックします。 

 

13. タスク処理参加者の選択ダイアログで、タ

イトルや説明、タスクごとの期間などを指定

します。 

 

参加者フィールドの横の をクリックしま

す。 

 

 

14. ユーザーの選択画面で、”ユーザーのワーク

フロー参照” をクリックし [追加>>] ボタ

ンをクリックします。 

 

 

15. データソースとして “ワークフローの変数と

パラメーター”、ソースのフィールド として 

“変数: Approvers” を指定します。返

されるフィールドの名前として “表示名” 

を選択し、[OK] をクリックします。 

 

16. 変数: Approvers が追加されます。

[OK] をクリックします。 
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17. タスク処理参加者の選択ウィンドウの参加

者に “変数: Approvers” が追加されま

す。 [OK] をクリックします。 

 

18. “このアイテム” をクリックします。リストアイ

テムの選択画面が表示され、”現在のアイ

テム” が選択されていることを確認したら、

[OK] をクリックします。 

 

 

19. 承認されたか? を判定する条件で、値を

クリックします。 

 

20. をクリックすると、ワークフロー参照の定

義ウィンドウが表示されます。データソース

に “ワークフロー変数とパラメーター” を選

択し、ソースのフィールドとして  “変数: 

IsItemApproved” を選択し、 [OK] 

をクリックします。 

 

 

 

 

21. “値” をクリックして、”はい” を選択しま

す。 “テスト” をクリックして “に等しい” を

選択します。 

 

22. 申請状況を承認済にする処理で、[フィー

ルド]として “申請状況” を選択し、[値] 

に直接 “承認済” と入力します。 

 

 

23. ドキュメント セットを保管する処理で、[この処理] として “移動してリンクを保持”、[説明] に “承認されまし

た” 、 [この移動先のコンテンツ オーガナイザー]に http://<サイトの URL>/_vti_bin/OfficialFile.asmx 

と指定します。 “変数 : 送信結果” の部分は、”新規に変数を作成 “しています。 
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  変数の種類は “文字列” です。 

 

 

24. 承認状況を却下にする処理で、[フィール

ド]として “申請状況” を選択し、[値] に

直接 “却下” と入力します。 

 

25. 右図のようなワークフローが出来上がりま

す。 

 

これで本来出来上がりですが、Visio から

承認ワークフローを利用する場合は、英語

表記が混じったり、ロジックに若干の不具

合があるため修正が必要です。 

 

画面の “Approval” をクリックします。 

 

26. タスク情報セクションで “Approval” とい

う名前を “承認” に変更します。 

 

27. タスクの結果セクションで、名前をそれぞれ 

Approved と Declined から “承認済

み”と “却下” に、タスク フォームのボタン

を “承認” と “却下” とにそれぞれ変更

します。 

 

28. カスタマイズ セクションで “このタスク処理

の完了条件を変更します “ をクリックしま

す。 

 

29. 既定では右図にある “ 条件 : タスク処

理の結果” が空になってしまっているため、

正しい承認結果が得られません。この条

件部分を下記の通り正しく構成します。 

 

「条件:タスク処理の結果:承認済み の
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数 が タスク処理:完了したタスク数に等

しい」 

30. [ワークフロー] タブで “上書き保存” をク

リックします。続いて、[エラーのチェック] を

クリックします。 

 

ワークフローにエラーがない場合は、右図の

ようなメッセージが表示されます。[OK] を

クリックします。 

 

 

31. リボン メニューの下部にある [案件登録

申請の承認フロー] 部分をクリックします。 

 

 

32. 設定セクションにある “ステータス ページに

ワークフローの視覚エフェクトを表示する” 

をチェックします。 

 

また、今回は開始オプションは既定のまま

にし、手動でワークフローを実行するように

します。 

 

 

33. リボン メニューの [ワークフローの設定] タ

ブにある [発行] をクリックします。 

 

34. 発行が完了すると、[ フォーム セクション] 

に “案件登録申請の承認フロー.xsn” と

“Approval_x0028_3_x0029.xsn” 

という名前の InfoPath 2010 フォーム

が自動生成されます。 

 

35. SharePoint Designer 2010 を終了

します。 
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 ワークフローの動作確認 

ここでは、第2章で作成したワークフローを使用して動作確認をします。ここではテスト用のユーザーとして次の2

つのアカウントを使用します。 

 岩崎 希 (example\iwasaki)  

 加藤 昭夫 (example\kato) : 岩崎さんの上司 

上記のアカウントは Active Directory に登録されており、SharePoint サイトに対して投稿権限を持ってい

ます。 

 

1. 岩崎さんのアカウントで、チーム サイトにアクセ

スします。”案件登録の申請” ライブラリにアク

セスし、[ドキュメン] タブから [新しいドキュメ

ント] をクリックし、[案件登録申請] をクリッ

クします。  

2. ドキュメント セットの名前、説明を入力しま

す。ここでは名前に “Y 社さま大規模プロジェ

クト”、説明に “入札案件です” と入力し、

[OK] をクリックします。 

 

※今回はテスト目的であるため、”申請状況” 

フィールドが編集できるようになっていますが、

このフィールドは非表示にすることも可能で

す。 

 

3. ドキュメント セットが生成されます。申請状況

は “未承認” であることが確認できます。 
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ユーザーは既定で生成されたドキュメント、そ

のまま必要書類として編集します。また、新た

に追加したい資料などがある場合は、[ドキュ

メント] タブからドキュメントをアップロードして

追加することも可能です。 

 

 

4. 申請の準備が整ったので、リボン メニューにあ

る [管理] タブから [ワークフロー] をクリック

します。 

 

5. [新しいワークフローの開始] セクションで “案

件登録申請の承認フロー” をクリックします。 

 

次に表示される画面で [開始] をクリックしま

す 。 ※ 開 始 画 面 は 、 SharePoint 

Designer 2010 が生成した InfoPath フ

ォームです。InfoPath Designer 2010 が

あれば、カスタマイズすることも可能です。 

 

 

 

6. 案件登録の申請 ライブラリーの “すべてのド

キュメント” ビューに戻ります。 

 

7. ワークフローが開始されると、ドキュメント セッ

トの “案件登録申請の承認フロー” 列が 

“進行中” となります。 
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“進行中” 部分をクリックすると、ワークフロー

の進捗をビジュアルに確認することが可能で

す 。 こ の部分は  SharePoint Server 

2010 Enterprise Edition が持つ Visio 

Services が提供しています。 

 

また、画面の下部には承認タスクやワークフロ

ー履歴などが表示されます。 

 

8. ワークフローが岩崎さんの上司である加藤さん

に対して承認タスクを生成しています。岩崎さ

んでサインインして、タスクを編集するため、タ

イトル部分をクリックします。 

 

9. [承認] ボタンをクリックします。 

 

 

10. ワークフローが処理され、”ワークフロー ビジュ

アライゼーション “ 部分が更新され、岩崎さ

んが承認したことが確認できます。 

 

11. 再び、案件登録の申請 ライブラリーの “すべ

てのドキュメント” ビューに戻ります。 

種類のアイコンが変化し、リンクになっているこ  
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とがわかります。ワークフローにより、ドキュメント 

セットは、レコードセンター サイトに送付されま

した。 

 

※今回の例では、レコード センターサイトにデ

ータを移動し、元の場所にはリンクのみを残す

設定にしましたが、移動やコピーなども可能で

す。ただし、移動やコピーを不用意に行うとド

キ ュ メ ン ト の追跡が困難になるため 、

Document ID Services を有効にし、ドキ

ュメントに一意な ID を生成しておくことも考

慮しておきましょう。 

12. 移動先のレコードセンターでは、”自動仕分け

ライブラリー” に一時的に格納されます。自動

仕分けライブラリーに格納されたデータは、既

定では毎日一度実行されるタイマージョブによ

り、仕分けられるため、しばらくすると目的のラ

イブラリーにコンテンツが移動します。 

 

13. 移動先のライブラリーで、ドキュメント セットの

内容を見ると、”承認状況” が “承認済” に

なっていることが確認できます。 

 

 


