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はじめに 

2010 年 5 月に SharePoint Server 2010 が発売され、すでにご導入いただいた方、またまさに現在評価中と

いう方も多いかと思います。ご評価いただいている皆様は、すでに体験されているかと思いますが、SharePoint 

Server 2010 は前バージョンと比較しても非常に多くの機能が機能強化さました。サイト全体が AJAX ライクな動的

な動きをするようになり、リボンインターフェースが搭載されるなどの大きな UI の変更があったため、見た目に目が行きが

ちですが、それ以外にもより便利で使いやすい機能群が搭載されており、巨大プラットフォームアプリケーションになりまし

た。そのため、用途も様々で、ポータルや文書管理の基盤から、ワークフローやBIといったアプリケーション基盤まで様々

な用途で活用できるようになっています。 

 

しかし、実際の導入では、すべてのお客様が、標準機能のみで社内システムとして利用されているかというとそうではあ

りません。標準機能のみで組み合わせるという方法のほかに 

   

・ 標準機能と市販の SharePoint用のパッケージソフトウェアを組み合わせる場合 

・ いくつかのコンポーネントを Visual Studio 2010 を使用してカスタマイズする場合 

 

など、要望の機能を実現するためにいくつかの選択肢があり、導入企業のポリシーにより SI ベンダーと相談をしながら、

カスタマイズのスタイルを決定されている事と思います。 

 

しかし、上記以外にもコードを書かないカスタマイズの手段があるのです。それが、マイクロソフトから無償で提供されてい

る SharePoint Designer 2010 を使ってノンコーディングでカスタマイズを行うという手段です。この手段を使うと、

比較的安全に SharePoint Server 2010 をカスタマイズすることができます。 SharePoint 用の専用クライアン

トですので、標準機能でのカスタマイズもブラウザで行うよりも簡単に操作ができますし、標準ではできない機能も難し

いコーディングをすることなくカスタマイズが可能になります。また、カスタマイズしたサイトをテンプレート化することもできる

ようになっていますので、カスタマイズしたサイトの再利用が可能です。例えば、「特定のサイトを SharePoint 

Designer を使ってカスタマイズし、それを社内標準テンプレートとして利用してもらうようにする」 といったことができるよ

うになります。 

 

しかしながら、無償製品ということもあり、あまり有用な体系立てた技術情報がこれまでありませんでした。そのため、

SharePoint Designer 2010 を習得するためには、ヘルプファイルを読んだり、英語の情報を見ながら、トライ＆エラ

ーで試していく方法しかなかったため、取り組みにくい印象をもたれている方も多いかと思います。また、SharePoint 

Designer 2010自体が、SharePoint Server 2010 のサイトの構造をある程度理解していないと用語や概念が

難しく、ある程度の SharePoint Server の知識を標準で要求する点も敷居を高くしている一因になっています。 

 

本書はその SharePoint Designer 2010現状の問題を解決するための入門用の自習書として計画されました。 

 

体系立てた日本語の資料が少ないSharePoint Designer 2010ですが、少しのコツをつかむことで、非常に有用な

ツールとして活用することができるようになります。また、一見難しそうなユーザーインターフェースも、構造がある程度理
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解できるようになると、シンプルで比較的わかりやすいインターフェースであることもわかってきます。 

 

本自習書はその名の通り、スクリーンショットを多用したステップバイステップでの操作ができる自習書になっていますので、

本自習書に沿って１つのチームサイトをカスタマイズしていくことで、基本的な使い方をマスターしていただければ幸いで

す。 

 

尚、巻末には本自習書を起点として SharePoint Designer 2010 のさらなる学習に役立つ参考文献やトレーニ

ングなども紹介しておりますので、そちらもあわせてご確認下さい。 

 

皆様がより SharePoint Server 2010 を使って、様々なアプリケーションを構築されるようになる事を願っております。 
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1.1 SharePoint Designer ２０１０とは？ 

SharePoint Designer 2010 は SharePoint Server 2010 もしくは SharePoint Foundation 2010 用

のカスタマイズツールで、以下のサイトから無償でダウンロードすることができます。 

 

Microsoft SharePoint Designer 2010(32 ビット版) 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D88A1505-849B-4587-B854-A

7054EE28D66&displaylang=ja 

Microsoft SharePoint Designer 2010 (64 ビット版) 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=566d3f55-77

a5-4298-bb9c-f55f096b125d 

 

今回のバージョンでは、過去のバージョンである SharePoint Server 2007 やWindows SharePoint Services 

3.0 以前の環境はサポートしていないため注意が必要です。しかし、対応バージョンを限定したことで、より安定したわ

かりやすいツールに仕上がっており、クライアントアプリケーションでのカスタマイズツールとして、非常に有用なものになって

います。 

 

主な機能としては以下のような機能をもっています。前半の機能は主に見た目を中心にカスタマイズをしていく機能群、

後半はデータの連携や業務のプロセスのカスタマイズを中心とした機能群になっています。 

 

■SharePoint Designer の主な機能 

ビューとフォーム 

・SharePoint サイト情報の編集 

・リスト、データ等のビューの編集 

・フォームの作成・編集 

ブランドの統一 

・マスターページの作成・編集 

・サイトページのデザインカスタマイズ 

データソース 

・リスト/ライブラリの作成・編集 

・外部データ接続の作成・編集 

・外部コンテンツタイプによる外部データ連携 

ワークフロー 

・ワークフローの作成・編集 

 

上記の機能は非常に簡単で理解しやすい機能から、理解に技術的なバックグラウンドを必要とするものまで様々です。

本自習書では上記の機能のうち、利用頻度が高い基本的な機能に焦点をあてて、解説を行います。 

   

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D88A1505-849B-4587-B854-A7054EE28D66&displaylang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D88A1505-849B-4587-B854-A7054EE28D66&displaylang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=566d3f55-77a5-4298-bb9c-f55f096b125d
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=566d3f55-77a5-4298-bb9c-f55f096b125d
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■SharePoint Designer 2007 からの変更点 

SharePoint Designer 2010 は SharePoint Designer 2007 と比べて機能が大幅に強化された機能や逆に

簡略化された機能など様々な変更点が加えられています。特に過去バージョンの FrontPage から引き継がれてき

た機能の多くが、今回のバージョンで SharePoint Server 2010 , SharePoint Foundation 2010専用のアプ

リケーションとなったために削除されています。TechNet サイトに変更点の詳細が記載されておりますので、もし、変更

点を知りたいという方はそちらの内容をご参照ください。 

 

SharePoint Designer 2010 での変更点 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179083.aspx 

 

1.2 自習書を実施する際の注意事項 

本自習書では、新しいテスト用サイトを作成し、SharePoint Designer 2010 を使い、ステップバイステップでカスタ

マイズを行っていきますが、SharePoint Designer 2010で編集できるレベルは、２か所のサーバー側の設定により、

編集できる内容が制限されます。本自習書は、原則すべてのカスタマイズができる設定で記載をおこなっておりますが、

環境により同様の演習ができない可能性がありますので、その際は SharePoint Server 管理者にご相談下さい。

以下に SharePoint Designer に関連する設定項目をご紹介いたします。 

 

[サーバーの全体管理]-[アプリケーションの全般設定]-[SharePoint Designer 設定の構成] 

※このメニューは SharePoint Server のファーム管理者のみが設定可能です。 

 

これらの内容の設定項目の詳細は以下の資料をご確認下さい。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262107.aspx 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179083.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262107.aspx
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[サイトコレクションの管理]-[SharePoint Designer 設定]  

※このメニューはサイトコレクションのトップレベルサイトの設定メニューでサイトコレクションの管理者のみが設定可能です。

詳細情報はこちらのページの “SITE COLLECTION ADMINISTRATION” を参照してください。（英語） 

http://office.microsoft.com/en-us/sharepoint-designer-help/managing-sharepoint-designer-

2010-HA101838275.aspx#_Toc257189520 

 

本自習書は、すべてのオプションをオンの状態の環境で演習を行っております。 

  

http://office.microsoft.com/en-us/sharepoint-designer-help/managing-sharepoint-designer-2010-HA101838275.aspx#_Toc257189520
http://office.microsoft.com/en-us/sharepoint-designer-help/managing-sharepoint-designer-2010-HA101838275.aspx#_Toc257189520
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1.3 動作確認テスト用のサイトを作り、SharePoint Designer 2010 と接続する 

それでは最初に SharePoint Designer 2010 でカスタマイズを行うサイトを作り、SharePoint Designer2010 で

接続してみましょう。 

 

１．サブサイトを作成したいサイトの画面から [すべてサイトコンテンツ] をクリックします。 

 

2.画面上部にある [作成] をクリックします。 
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３.[作成] ダイアログが表示されますので、サイトをクリックします。 

 

4.チームサイトをクリックし、タイトルに“SPD Test Site”、 URL名も“SPDTest” と入力し、[作成] ボタンを押しま

す。 

 

5.[SPD Test Site] ができますので、 [サイトの操作]-[SharePoint Designer で編集] をクリックします。 
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６．SharePoint Designer 2010 が起動し、SPD Test Site と接続されました。 
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1.4 SharePoint Designer 2010の画面構成を確認し、カスタマイズをしてみる 

先程の演習で、SharePoint Designerではじめて、SharePointのサイトと接続ができました。早速カスタマイズして

いきたいところですが、まずは SharePoint Designer の画面構成を確認する必要があります。以下に画面構成を解

説します。 

 

 

 

SharePoint Designer の基本構造は、上記の３エリアに分かれています。まずはこの画面構成から確認をすること

で、構造がつかみやすくなります。 

 

ナビゲーションウィンドウ 

接続したサイトの内容が分類わけされています。エクスプローラーなどと同じような形と考えるとわかりやすいかと思いま

す。それぞれの要素をクリックすると、その内容に応じたものが右側のギャラリーページのところに表示されます。 

 

ギャラリーページ 

ナビゲーションウィンドウで選択した要素の詳細が表示されます。タブ構造になっており、複数の内容を切り替えて捜

査することが可能です。ギャラリーページからそれぞれの内容にアクセスしてカスタマイズを行えるようになっています。 

 

リボン 

Office 2007 から搭載されたユーザーインターフェースです。表示されているギャラリーの内容に対して、とる事ができ

る操作コマンドが分類されています。原則的にリボンインターフェースは、画面の左側のボタンの方がより使用頻度が

高いものが並んでいます。 

 

画面の構成を把握したところで、まずは最初のカスタマイズであるタイトルと説明のカスタマイズを行います。 

リボン 

ギャラリーページ 

ナビゲーション 

ウィンドウ 
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１． タイトル [SPD Test Site] をクリックします。 

 

２．  [SPD Test Site] を “SharePoint Designer 2010 サイト” さらに説明のところの [<テキストを入力す

るにはここをクリック>] をクリックし、 ”SharePoint Designer 2010 でのカスタマイズを学習するためのサイト

です。” と入力します。（編集を完了するためには、欄外をクリックすると編集が完了します。） 

 

３． ここで、一度ブラウザでサイトを表示させてみましょう。リボンの [ホーム]-[ブラウザでプレビュー] ボタンを押しま

す。 
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４． 現状はまだ SharePoint サイトには内容が反映されていない状態です。一度ブラウザを閉じます。 

 

５． SharePoint Designer に戻り、画面左上の [ファイル] タブをクリックします。 

 

 

 

６． [上書き保存]のボタンを押します。 

 

７． サイトの画面に戻り、もう一度ブラウザでプレビューのボタンを押します。画面左上のところに以下のような表示が

できていれば、カスタマイズ完了です。 

 

 

いかがでしたでしょうか？この流れがカスタマイズ、変更の反映、ブラウザでの表示確認の流れになります。基本的な流れ

を押さえたところで、さらにカスタマイズをすすめていきましょう。 
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1.5 サイトの画面をカスタマイズする 

次にサイトのトップページの画面をカスタマイズしてみます。 

画面カスタマイズには [標準モード] と [詳細モード] がありますが、 [詳細モード] はサイトコレクションの管理者しか

編集ができないため、今回は [標準モード] での編集を行います。 

 

1. SharePoint Designer の画面から [カスタマイズ]-[サイトのホームページの編集] をクリックします。 

 

 

2. サイトのホームページのエディターが表示されますので、 [サイトへようこそ！] をクリックします。 
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3. この画面が、サイトのデザインを編集するエディター画面になります。画面上部には該当する箇所の HTML が表

示され、画面下部には実際の画面が表示されています。それでは [サイトへようこそ！] の部分を 

“SharePoint Designer 2010 サイトへようこそ！” に変更してみます。また、画面上部のリボンのフォントの

項目で、フォントサイズを [large] に、さらに [ボールド] を指定して、文字色を [濃い青] に変更してみます。

変更すると以下のようになります。 

 

4. さらに、このタイトルの文字の下の [上の編集ボタンをクリックして・・・] の文字を消し、 “このサイトは

SharePoint Designer 2010 でのサイトカスタマイズ手法を学習するためのサイトです。” と入力、空白が余

計にあいているので、文字上部と下部の <p> タグを削除し、間隔をつめていきます。そうすると以下のようにな

ります。 

 

5. 次はその下にクリップアートの画像を貼り込んでみます。一度改行して空白行をつくり、そこからリボンの [挿

入]-[クリップアート] を選択します。 
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6. [クリップアート] の作業ウィンドウがでてきますので、そこで検索に ”Button” と入力し、[検索] ボタンをクリック

します。すると様々なボタンが検索結果として表示されますので、下画面真ん中のボタンを探し、そのボタンをクリッ

クします。 

 

7. [アクセシビリティのプロパティ] ダイアログが表示されますので、代替えテキストに ”ボタン“ と入力して、ＯＫを押

します。 

 

8. ボタンイメージが挿入されますので、適当な大きさにサイズを変更します。 
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9. このままでは、画像があれているので、縮小画像をきれいに表示するように、リサンプルをかけます。下の画像のよう

にポップアップメニューから [変更したサイズに画像をリサンプルする] を選択します。 

 

 

10. ボタンイメージを選択し、リボンの [ホーム]-[ハイパーリンクの挿入] のボタンをクリックします。 

 

 

11. [ハイパーリンクの挿入] ダイアログが表示されますので、リンクしたい適当なURLをアドレスに記載します。ブラウザ

を起動させ、とび先のホームページを表示させたあとこのダイアログをクリックすると、アドレスが自動的に入力される

ため、そちらで入力するのが便利です。ここでは、 SharePoint Server 2010 の製品情報ページを入力しまし

た。アドレスを入力したら OK ボタンをクリックします。 
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12. [Home.aspx] のタブを右クリックし、 [上書き保存] をクリックします。 

 

タブ上の文字の最後に*（アスタリスク）が表示されている場合は保存が可能な状態です。 

 

13.  [埋め込みファイルの保存] ダイアログが表示されます。これはそのまま OK をクリックします。 

 

14. 次に以下のメッセージが表示されますので、一度“いいえ”を選択します。 
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※以下のステップ 1 5～ステップ 17 は 2010 年 ９ 月段階の SharePoint Server 2010 と SharePoint 

Designer 2010 で検証を行った際に発生している問題を回避するためのステップです。（現段階では以下のステッ

プを実施しないと保存時に SRC タグが削除され画像が表示されなくなります。）将来のバージョンでは、この３ステッ

プは必要がなくなる可能性もあります。その場合には３ステップを飛ばしてステップ 18 から続けてください。 

 

15. ナビゲーションウィンドウの [サイトのリソースファイル] をクリックすると先ほど取り込まれた画像が表示されています。

その画像のを右クリックし、右クリックメニューから [プロパティ] をクリックします。 

16. 以下の [プロパティ] ダイアログが表示されます。そこから、画像への場所のパスをコピーします。コピーする内容は

トップのドメインの直下から右側の文字列です。コピーがおわったら [キャンセル] をクリックします。 

 

 

17. 先ほどのエディター画面に戻り、画像をクリックします。クリックすると画面上部の HTML ソースが表示されますので、

Src=”../SiteAssets/MC900432678[1]10.png” （※ファイル名は環境によって違います。）の“”の中の

部分を先ほどコピーした内容と入れ替えます。 

 

 

 

18. イメージを選択し、きちんと画像が表示されていることを確認したら、再度上書き保存をします。先ほどと同じメッセ

ージボックスがでますので、今度は [はい] を選択します。 
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19. これで、保存が完了しました。念のため [ブラウザでプレビュー] で反映を確認してみましょう。下記のようなサイト

ができあがっていればカスタマイズ完了です。画像をクリックすると、SharePoint Server 2010 の製品サイトにジ

ャンプします。 
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1.6 ライブラリを作成する 

ここまでは、画面のカスタマイズを中心に演習を行ってきました。次はサイトで皆様がよく使うファイルの保管、活用場所

であるドキュメントライブラリを作成してみます。あわせて、ライブラリのビューなどの設定も変更していきます。 

 

１． ナビゲーションウィンドウの [リストとライブラリ] をクリックします。 

 

２． このサイトのリストとライブラリの一覧が表示されます。ここでリボン上の [リストとライブラリ]-[ドキュメントライブラ

リ] のボタンを押します。 
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３． [リストまたはドキュメント ライブラリの作成] ダイアログボックスが表示されます。名前に ”SPD 技術情報”、説

明に ”SharePoint Designer の技術情報をまとめています。“ と入力し、OK ボタンを押します。 

 

４． SPD技術情報のドキュメントライブラリができました。SPD技術情報のリンクをクリックします。 

 

５． ドキュメントライブラリの詳細が表示されます。ここで、[ブラウザでプレビュー] ボタンを押します。 

６． ブラウザでは、すでにこの新しいドキュメントライブラリが SharePoint 上で作成されています。最初のカスタマイ

ズでは [上書き保存] を押すまで、変更が SharePoint Server に反映されていませんでしたが、これらのラ

イブラリやリストの作成は、作成した段階で SharePoint Server 側にもライブラリやリストが作成されますので、

注意が必要です。 

  



SharePoint Designer 2010 ステップバイステップ ガイド 基礎編 

26 

 

７． 次にこのライブラリのリスト列を追加していきます。 [リスト列の編集] リンクを押します。 

 

８． 現状設定してあるリスト列が表示されます。現状は名前とタイトルが列として設定されていますので、このライブラ

リにさらに列を追加します。リボンメニューの [列]-[新しい列の追加]-[1行テキスト] をクリックします。 

 

９． エディター上に１行テキストの列が追加されます。列名に “備考” と記載し、欄外をクリックして編集を完了さ

せます。 
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１０． さらに同様の手順で [新しい列の追加]-[選択肢] をクリックします。そうすると [列エディター] ダイアログボ

ックスが表示されます。画面のように、説明： “資料の対象を選択してください。”、選択肢：”社内向け“”

パートナー向け“”お客様向け“ 規定値：”社内向け“ を入力し、OK をクリックします。 

 

１１． 作成された列をマウスで右クリックするとメニューが現れます。そこで [名前の変更] をクリックし、 “対象” に

名前を変更します。変更結果は以下のようになります。 

 

１２． [SPD技術情報] のタブを右クリックし、右クリックメニューから [上書き保存] を選択し、変更を保存します。 
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１３． これで変更が保存されました。ナビゲーションウィンドウの [リストとライブラリ] をクリックし、[SPD技術情報] 

をクリック、さらにリスト情報にあるWeb アドレスのリンクをクリックします。 

 

１４． 設定した通りドキュメントライブラリが作られ、追加のリストが設定されました。 

 

１５． 現状の列の並びだと、少し使いにくいので、列を入れ替えます。SharePoint Designer に戻り、 [ビュ

ー]-[すべてのドキュメント] をクリックします。 
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１６． ドキュメントライブラリのビューの編集画面が表示されます。ここでリボンの [オプション]-[列の追加/削除] を

クリックします。 

 

１７． [表示フィールド] ダイアログボックスが表示されます。このダイアログで [備考] [対象] の並びを変更します。 

[上へ移動] ボタンを使い、[対象] を上から３番目、[備考] を４番目に移動させ、OK ボタンをクリックしま

す。 
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１８． 実際のリストのビューの列が変更されるのを確認して、 [ファイル]-[上書き保存] で変更を反映させます。 

 

１９． リストとライブラリをクリックし、リボン上の [ブラウザでプレビュー] ボタンをクリックして、変更内容を確認します。

以下のような列でライブラリが表示されれば OK です。 

 

２０． Wordファイルを１つ登録してみましょう。Wordで適当なファイルを作成し、“SharePoint Designer 自習

書.docx” というファイル名をつけ、お使いのクライアント PC のデスクトップに保存します。 

２１． [ドキュメントの追加] リンクをクリックし、ドキュメントを追加します。[ドキュメントのアップロード] ダイアログが表

示されますので、先ほど作成したドキュメントを指定し、OK ボタンをクリックします。 
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２２． [ドキュメントプロパティの更新] ダイアログが表示されますので、備考欄に “まず最初にこれで学習すると効

果的な入門自習書です。” 、対象のドロップダウンを “社内向け” に設定し、[保存] ボタンをクリックしま

す。 

 

２３． 対象、備考に情報が記載され、ファイル単位でよりリッチな情報を残しておけるライブラリが出来上がりました。 
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1.7 リストとフォームを作成する 

次に SharePoint で重要な要素であるリストを作成します。また、リストの入力に使用するフォームのカスタマイズ方法

も同時に学習します。リストは、SharePoint のカスタマイズの際には非常に多く利用する機能ですので、基本をマスタ

ーした後もいろいろと検証してみると、アイデア次第で様々なミニアプリケーションを作成することができます。 

 

1. SharePoint Designer 2010 のナビゲーションウィンドウでリストとライブラリをクリックし、リボン上の [リストとライ

ブラリ]-[カスタムリスト] をクリックします。 

 

 

2. まずは社員名簿のカスタムリストを作成します。[リストまたはドキュメントライブラリの作成] ダイアログで、名前に  

”社員名簿“ 説明に ”社員の情報を登録します。“ と入力し、OK ボタンをクリックしてください。 
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3. これでリストができました。このリストに列を追加していきます。 [社員名簿] をクリックします。 

 

4. 先ほど作成した [社員名簿] カスタムリストの詳細が表示されます。 [リスト列の編集] をクリックします。 

 

5. 現状作成したリストには [タイトル] 列だけしかありません。このタイトル列は原則削除できない列になるため、こ

の列をうまく利用して、社員名簿を作ります。タイトル列を右クリックして、 [名前の変更] をクリックします。 
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6. 名前を ”社員番号“ に変更します。欄外をクリックすると編集が完了します。 

 

 

7. 次に氏名、部署名の列を追加します。リボンの [列]-[新しい例の追加] をクリックし、１行テキストを選択しま

す。 

 

 

8. 列が追加されますので、名前を変更し、“氏名” とします。 

 

 

9. 同じ要領で、１行テキストを追加し、列名を “部署名” にしてください、合計で３列になります。 
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10. これで、列が追加できましたので、今度は入力データの妥当性を検証するロジックや、必須項目などを追加してい

きます。氏名は社員名簿ですので必須とし、名前の記載方式のばらつきがないように注意事項をいれます。まず、

氏名を選択し、列の設定ボタンをクリックします。 

 

11. [列エディター] ダイアログボックスが表示されます。説明に“姓と名の間は半角スペースを空けてください。”と記入

し、[空白の値を設定できるようにする]チェックをオフにして、OK ボタンをクリックします。 

 

12. これで、必須項目と注意書きの設定が完了しました。ここで一度変更を保存します。[社員名簿] のタブを右クリ

ックし、[上書き保存] をクリックします。 
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13. 次に社員番号に８桁の番号を入力するように制限を加えます。この制限には列の検証を使います。 

[社員番号] をクリックし、リボンの [列の検証] ボタンをクリックします。 

 

 

14. [検証の設定] ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスには列のデータの妥当性を評価する式を

入力します。Excel の関数の設定の要領で入力することが可能です。今回は文字数で８桁の制限ですので、 

“=LEN(社員番号)=8“ と数式に入力します。また、メッセージは評価式が TRUE ではなく FALSE になったと

きのメッセージですので、”社員番号は８桁の数字を入力してください。“ と記入し、OK ボタンをクリックします。
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15. これで、もう一度上書き保存して、動作テストをしてみましょう。 [戻る] ボタンをクリックし、社員名簿リストの全

体情報のページに戻ります。 

 

16. リボン上の [ブラウザでプレビュー] をクリックし、該当のリストを表示させます。 

17. ここで、新しいアイテムとしてデータを追加してみましょう。 [新しいアイテムの追加] をクリックします。 

 

 

18. [社員名簿 - 新しいアイテム] のダイアログボックスが表示されます。設定したとおり、氏名の文字の横に赤文字

の*（アスタリスク）が付与されており、入力必須項目であること、また氏名のところには [姓と名の間は半角スペ

ースを空けてください] という注意書きがかれています。では試しに社員番号に ”123”、氏名に ”西岡 真樹

“ といれ、部署名に ”営業本部営業部“ と入力し、保存ボタンを押してください。 
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19. すると保存ができず、社員番号のところに設定したエラーメッセージ [社員番号は８桁の数字を入力してくださ

い。] が赤文字で表示されたかと思います。これは先ほど入力した社員番号が 123 と３文字しかなかったために

表示されています。では今度は “00000001“ と８桁の数字を入力して、再度 [保存] ボタンをクリックしま

す。 

 

20. 今度はきちんと登録されました。社員番号にリンクがついた形で、リストにデータが入力できました。 

 

21. それでは同じ要領で、アイテムを追加していきます。ここでは 

 

社員番号：00000002  

氏名：小松 真也 

部署名：開発本部第一開発部 

社員番号：00000003 

氏名：延原 黄司 

部署名：マーケティング本部 
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と３名のデータを入力していきます。（名前はダミーの名前ですので、どなたの名前を入力しても構いません。） 

入力が完了すると、このような表示になります。 

 

これでデータ入力が完了です。 

 

22. 次にもう１つのリスト [資産管理] リストを作成します。SharePoint Designer に戻り、社員名簿を作ったのと

同じ要領で、資産管理リストを作成してください。[リストまたはドキュメント ライブラリの作成] ダイアログには、名

前： “資産管理” 説明： “社員の使用しているパソコン等の資産を管理します。” と入力し、OKボタンをクリ

ックしてください。 

 

 

23. 同様に資産管理リストをクリックし、詳細を表示後、[リスト列の編集] をクリックし、列を追加していきます。まず

は以下のリスト列を追加してください。 

 

列名 種類 備考 

資産管理番号 １行テキスト タイトルから名前を変更 

品名 １行テキスト  

型番 １行テキスト  

購入日 日付と時刻  

上記を入力し終わった段階では、リストは以下のようになっています。 
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24. さらにもう１つ非常に重要な列を追加します。同じように新しい列の追加から、[参照（このサイトにある既存の

情報）] をクリックします。 

 

25. [列エディター] ダイアログが表示されます。リストまたはドキュメントライブラリのドロップダウンを “社員名簿” に、フ

ィールドを “氏名” に設定し、[空白の値を設定できるようにする] をオフにし、OK ボタンをクリックします。 
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26. 列名を “使用者” に設定し、このリストを上書き保存します。保存後のイメージは以下のようになります。 

 

 

27. それでは、社員名簿と同様にデータを入力してみましょう。[戻る] ボタンをクリックし、[ブラウザでプレビュー] をクリ

ックして、資産管理リストを表示させます。先ほどと同じよう に[新しいアイテムの追加] をクリックします。 

 

 

28. データ入力のダイアログが表示されています。以下のようにデータを入力してください。 

 

資産管理番号 ABC00001 

品名 ノートパソコン 

型番 XYZ-10000 

購入日 2010/07/01 （時間は入力しないでください。） 

使用者 延原 黄司 

 

上記の入力の際に、使用者の項目がドロップダウンで選択できるようになっており、ドロップダウンの内容には先ほど入

力した社員名簿の名前が並んでいるかと思います。このように別のリストの列データと連動させて、列を定義すること

が可能になっており、組み合わせることで、より複雑な情報の登録、閲覧ができるようになります。 

 

29. [保存] ボタンをクリックし、情報を保存します。なお、現在の入力フォームでは資産管理では必要がない時間の

入力 UIなどがありますので、多少使いにくい面が残っています。これらの入力フォームを次頁より改良していきま

す。 
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1.8 入力フォームの View を改良する 

前項では、２つのリストを作成し、列連携を行いました。ただ、まだフォームには日付入力ＵＩに時間入力のUIも残っ

ており、短いドロップダウンでの選択を行う UI が縦に２つ並んでいるなど、多少使いにくい面が残っていますので、本項

目では入力フォームの View の改善を行っていきます。 

 

１． 日付コントロールが時間まで入力するように現状なっていますので、そちらを日付だけの入力に変更します。

SharePoint Designer に戻り、 [リストとライブラリ]-[資産管理] をクリックし、詳細を表示させたあとで、リス

ト列の編集をクリックします。 

 

 

２． 列一覧の表示で購入日をクリックし、右クリックメニューから、[列の設定] をクリックします。 

 

３． 列の設定ダイアログで、表示形式：日付のみを設定してＯＫボタンを押します。 
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４． ここで資産管理のタブを右クリックし、上書き保存します。その上で、[戻る] ボタンをクリックして資産管理リストの

詳細画面に戻ります。 

 

５． 一度 [ブラウザでプレビュー] で確認してみましょう。ブラウザを開き、 [新しいアイテムの追加] をクリックし、フォ

ームを確認します。このような形で購入日の入力ＵＩが、日付の設定だけになりました。 

確認したら、キャンセルボタンをクリックし、ブラウザを閉じます。 

 

 

６． 次にこの入力フォームの見た目をカスタマイズしてみます。ここでは複雑な変更はせず、購入日と使用者の入力

UI を横に並べてみます。SharePoint Designer に戻ります。 [フォーム]-[新規作成...] をクリックします。 
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７． [新しいリスト フォームの作成] ダイアログが表示されます。ファイル名に ”NewForm2” と入力し、OKボタンを

クリックします。この動作は、標準の新規作成フォームとは別に、カスタマイズ用の別の入力フォームを作成してい

ます。こうすることで、標準のフォームに悪影響を与えずにフォームのカスタマイズが可能です。 

 

８． これで新しい新規作成のフォームができました。それでは早速、この新しいフォームを編集してみましょう。

[NewForm2.aspx] をクリックします。 

 

  



SharePoint Designer 2010 ステップバイステップ ガイド 基礎編 

45 

 

９． フォームのエディター画面が表示されます。ここでは、画面下の実際の View をスクロールさせ、購入日を表示さ

せます。 

 

 

１０． 購入日のカラムをクリックします。画面のように選択できない場合には、右クリックメニューで [選択]-[セル] 

をクリックしてください。こうすることでセルを選択できます。 
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１１． リボンメニューで [テーブル]-[セルの分割] を選択してください。 

 

１２． セルの分割ダイアログが表示されますので、 [列に分割] を選択し、列数を ”３” に設定、ＯＫボタンをク

リックします。 

 

 

１３． これで、使用者のコントロールを入れるセルができました。次に使用者のコントロールを移動させます。リボンで

[表示]-[視覚補助]-[ASP.NET 非ビジュアルコントロール] をチェックします。これで、[FieldDescription]

の部分がエディターに表示されるようになります。 
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１４． 次に使用者の項目行を全部選択し、上のセルに移動させます。画面上のドラッグ＆ドロップで移動させられな

い場合には、HTML のコード側をつかむとやりやすくなります。この画面下部の分を選択して、画面上部の行  

 

</td><td width=”400px” valign=”top” class=”ms formbody” style=”width: 0”> 

      

 

この</td>と<td width の間に移動させます。 

に 

 

１５． 挿入後に余った列を削除します。余ったセルを選択し、右クリックメニューで [列の削除] をクリックします。 

 

１６． これで移動が完了しました。画面のようになっていれば完成です。 
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１７． [NewForm2.aspx] タブを右クリックし、[上書き保存] を選択して、変更内容を保存します。 

 

 

１８． さらに [戻る] ボタンを押し、リストの詳細画面に戻ってから、 [NewForm2.aspx] を選択し、リボン上の

[ブラウザでプレビュー] ボタンをクリックし、表示をブラウザ上で確認します。 
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１９． このように購入日と使用者の入力UIを一つの行にまとめることができました。今回は幅などの調整をおこなって

いませんが、幅などを微調整すればさらに見栄えが良い入力 UI になります。 

 

２０． しかし、これで完成ではありません。まだこの入力 UIは、リストの標準の新規作成のフォームにはなっていませ

ん。そのため、標準のフォームに代わり、カスタマイズしたフォームを標準フォームとして登録します。

SharePoint Designer に戻り、[フォーム]-[NewForm2.aspx] の行を選択し、リボンの [フォーム]-[規

定に設定] ボタンをクリックします。 
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２１． 作成した、NewForm2.aspx が “規定=はい“ になっていることを確認します。 

 

 

２２． [ビュー]-[すべてのアイテム] を選択し、もう一度 [ブラウザでプレビュー] をクリックして、新しいアイテムを追

加してみます。 

 

 

２３． [新しいアイテムを追加] をクリックすると、先ほど作成したカスタマイズフォームが表示されます。 
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以上で、基礎的なカスタムリストの作成と、フォームのカスタマイズの実習が完了しました。本自習書では基礎的な部分

の学習を中心としているため、データ連携などを扱っていませんが、ワークフローとの連携やデータベース、Web サービスと

の連携など、リストには非常に多くの機能と連携する要素をもっていますので、是非評価環境を構築して、SharePoint 

Designer を使ってのカスタマイズをいろいろ確認してみてください。 

 

1.9 Webパーツを使った基本的なページカスタマイズを行う 

これまで、皆様が SharePoint Server をお使いの際に非常によく使うであろう、トップページのカスタマイズやライブラリ、

リスト、フォームのカスタマイズの基本的なところを SharePoint Designer 2010 をつかって学習してきました。次はもう

１つの重要な要素である、ページとWebパーツを学習します。 

 

SharePoint Server 2010 ではページの保管場所が非常にわかりやすくなりました。新しいページを作ると、そのページ

は [サイトのページ] 内に格納されます。 

 

標準では、 [Home] と [このライブラリの使用方法] があります。試しにこの [このライブラリの使用方法] をクリック

してみましょう。 
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そうすると、このページがWiki になっており、文字を[[]]で囲むことにより入力したページが別途作成されていくことがわ

かります。SharePoint Server 2010では標準では全面のページがWikiになっており、このような自由な編集ができ

るようになっています。そしてWeb のある特定の機能の集合体であるWebパーツも、このWiki上に原則的には貼ら

れていきます。（※別途、従来からあるWebパーツページも作成が可能ですが、SharePoint Server 2010 では

多くのケースではこのWiki上にパーツが貼られていく事と思いますので、まずはこのWikiページをつかって、Webパーツ

をはりつけてページを作成していきたいと思います。） 

 

尚、SharePoint Designer 2010上で作成される ASPX ページは、マスターページをベースとしたページを作成した

場合に一部 [詳細モード] での編集を行う必要性があり、権限のない方がそこで進めなくなってしまうため、今回は、

既存のページのコピーをつかって新しいページを作成していきます。 

 

1. SharePoint Designer の [サイトのページ] をクリックし、[このライブラリの使用方法.aspx] の行を選択しま

す。 

 

 

2. 右クリックメニュー [コピー] し、[貼り付け] をおこなって、このページのコピーを作ります。 

 

 

3. リボンの [ページ]-[名前の変更] をクリックし、ファイル名を “SPDTestPage.aspx” に変更します。 

 

 

4. SPDTestPage.aspx をクリックし、詳細情報を表示させたあと、[カスタマイズ]-[ファイルの編集] をクリックしま

す。 
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5. エディターが起動します。サイトの画面の “このWiki ライブラリの使用方法” あたりをマウスでクリックし、右クリック

メニューから [選択]-[セル] を選択します。 

 

 

6. テーブル全体が選択されますので、ここで DEL キーを押して、内容を削除してしまいます。 

 

 

7. ここで、SPDTestPage.aspx のタブを右クリックし、上書き保存します。 

8. これで、カスタマイズのベースとなるページが作成されました。 

 

今回は、既存のページからコピーして新しいページを作成する方法をご案内しましたが、SharePoint Server 側で

新しいページを作成しても大丈夫です。ただし、SharePoint Server 側でページを作成した場合、SharePoint 

Designer側が新しいページを認識できない場合がありますので、その際はサイトのページ一覧で F5 キーを押して再

描画をするか、それでもだめな場合は一度 SharePoint Designer を閉じて、再起動後接続しなおすことにより、問

題なく認識させることができます。 
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9. 次に、簡単なWeb ページを作成していきます。いくつかリターンキーを押し、編集領域を確保します。この例では

５ 行程のスペースを作りました。 

 

10. カーソルを一番上の行に移動させ、リボンの [挿入]-[表]-[1行ｘ１列] を選択し、表を挿入します。 

 

11. 表が挿入されましたので、そこに文字を入力していきます。以下のような表示になるように文字を入力してみてくだ

さい。 

“SharePoint Designer 2010 Tips メモ掲示板” 

“SharePoint Designer の効果的な使用方法があったらどんどん呟こう！ 
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12. 入力した文字に装飾をつけていきます。まずは文字のサイズを変更しましょう。 

全体：中寄せ 

１行目：文字サイズ：large 色：濃い青 

２行目：文字サイズ：small 色：黒 

 

 

13. 次に表に枠線をつけます。表中を選択し、右クリックメニューで [選択]-[テーブル] をクリックして、挿入した表全

体を選択します。 

 

14. その状態でリボンの [レイアウト]-[プロパティ]-[テーブル] をクリックします。 
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15. [テーブルのプロパテ ィ ] ダ イア ログで枠線のサイズ１、色： rgb(57,102,191) 、背景の色を

rgb(222,240,250) を選択して適用ボタンをクリックします。（※該当の色がみつからない場合は適当な色を

選択していただいてかまいません。） 

 

 

16. 下記のような感じの装飾が完了しました。次に枠線の外にカーソルを移動させます。今回作成した表とは１行あ

けたところに移動してください。 

 

 

 

 

17. リボンから [挿入]-[Webパーツ]-[メモ掲示板] をクリックします。 

 

このあたりにカーソル 

を移動させます。 
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18. メモ掲示板 Webパーツが挿入されました。次にこのメモ掲示板のスタイルを編集していきます。メモ掲示板の上

をダブルクリックしてください。 

 

 

19. メモ掲示板の設定ダイアログが表示されます。[枠の種類]を“なし“に変更した、OK ボタンをクリックします。 
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20. [SPDTestPage.aspx] のタブを右クリックし、[上書き保存] をクリックします。Alert メッセージが表示された場

合には、[はい] をクリックしてください。 

21. リボンメニューの [ホーム]-[ブラウザでプレビュー] をクリックして、動作をテストしてみましょう。下のようなページが

できあがっていたら完成です。試しにメッセージを入力してみましょう。 “SharePoint Designer 2010 は

SharePoint Server ではできない細かい修正ができるのが特徴です。” と入力して [投稿] ボタンをクリックし

てください。 

 

 

22. 画面の下の方に先ほど入力したメモが表示されます。このように、ページに文字やWebパーツを配置することで簡

単なアプリケーションを構築することが可能です。 
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1.10 Webパーツページをつかったミニアプリケーションを作成する 

まずは最初に、通常のページを使い、Web パーツを貼り付けて、１つのミニアプリケーションを作成しました。次は Web

パーツページを使い、別のミニアプリケーションを作成していきたいと思います。Web パーツページは複数のWeb パーツ

を連携させて組み合わせて使う用途で非常に便利なページです。 

 

1. SharePoint Designer のナビゲーションウィンドウから [サイトのページ] をクリックし、サイトページ一覧を表示

させます。そこからリボンの [ページ]-[Webパーツページ]-[ヘッダー、左列、本文] をクリックします。 

 

 

2. ページが作成され、ファイル名が変更できるようになりますので、’’SPDTestPage2.aspx“ と変更します。ファイル

名の編集は欄外をクリックすると編集モードから抜けることができます。 

 

3. [SPDTestPage2.aspx] のリンクをクリックし、詳細情報を表示させます。さらに  [カスタマイズ]-[ファイルの編

集]  をクリックし、ページ編集のエディターを起動させてください。 
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4. エディター画面では、Web パーツを貼りつけることができる領域か３か所分割されて設定されているのがわかるか

と思います。ここにWeb パーツを貼りつけていきます。 

 

 

5. 左下のWeb パーツ領域をクリックし、リボンの [挿入]-[データビュー]-[社員名簿] をクリックします。

SharePoint Server ではサイト内のライブラリやリストも Web パーツとして貼りつける形になっていますが、

SharePoint Designer ではデータビューとして種類分けされており、リボンの Web パーツのリストには出てこな

いので注意して下さい。 

 

 

赤枠で囲んだところ１つ１つが

Web パーツを貼りつけられる 

領域です。 



SharePoint Designer 2010 ステップバイステップ ガイド 基礎編 

61 

 

6. 次に、もう１つデータビューのWebパーツを貼りつけます。右下の Web パーツエリアをクリックして、 [挿入]-[デ

ータビュー]-[資産管理]  をクリックします。 

 

7. これで２つの Web パーツを貼りつけました。次に左側の社員名簿は、ここまで表示する必要がありませんので、

名前と部署名だけの表示にして、あとを非表示にします。社員名簿の Web パーツをクリックして、リボンの  

[オプション]-[列の追加/削除] をクリックします。 
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8. [表示フィールド] ダイアログボックスが表示されますので、表示フィールドに氏名と部署名を残し、他を削除して、 

ＯＫ ボタンをクリックします。 

 

9. これで左側の部分の表示が少しスリムになりました。次に、この２つのWebパーツを連動させ、左側で人を選択

すると、その人が使用している資産が右に表示されるようにしてみましょう。こういったWebパーツ毎の連動も簡単

にコーディングなしで設定することが可能です。リボンの  [オプション]-[接続の追加] をクリックします。 
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10. Web パーツ接続ウィザードが起動します。 [この接続で使用するソース Web パーツのアクションを選択してく

ださい] は “データ行の送信” を選択します。これは選択した行のデータの値を、他の連動する Web パーツ

に送付をする設定です。選択したら [次へ] のボタンをクリックします。 

 

11. 次に接続する Web パーツを含むページを選択します。今回は隣に貼りつけた Web パーツに接続しますので、 

[このページのWebパーツに接続する] を選択して、 [次へ] のボタンをクリックします。 

 

12. 次にソースとターゲットの Web パーツの接続部分を決めて、アクションを定義します。ここは [ターゲットWebパ

ーツ] は隣に貼りつけた “資産管理” を、 [ターゲットアクション] は “フィルターの値の取得” を選択します。

これで、別の Web パーツから受け取ったデータ値に基づいて、選択したデータビューをフィルターすることができる

ようになります。 

 



SharePoint Designer 2010 ステップバイステップ ガイド 基礎編 

64 

 

13. ターゲット Web パーツの入力パラメーターに一致するソース Webパーツの列を選択します。ここは、資産管理

側の使用者と社員名簿側の氏名をリンクさせますので、資産管理への入力の [使用者] を見つけ出し、社員

名簿の列の [氏名] を設定します。下の画面のようになっていればＯＫです。 

 

 

14. これで接続設定は完了です。 [完了] ボタンをクリックします。 

 

15. 接続が完了しました。 [SPDTestPage2.aspx] のタブを右クリックし、[上書き保存] を行ってください。その上

で、動作確認のために、 [ホーム]-[ブラウザーでプレビュー] をクリックして、動きを確認します。 
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16. ブラウザ上では以下のように、資産管理のアイテムがなにも表示されていない状態で表示されています。これは左

の Web パーツで “西岡真樹” がすでに選択されており、 “西岡真樹” が管理している資産のデータが登録さ

れていないためです。いくつか動作を確認するために、資産のデータを登録していきます。資産管理Webパーツ

側の [資産管理] をクリックします。 

 

 

17. 資産管理のリストが表示されました。[新しいアイテムの追加] をクリックし、以下のデータを入力してみましょう。新

しいアイテムの追加で １ アイテムづつ入力していきます。入力が完了したら [サイトのページ] をクリックします。 

資産管理番号 品名 型番 購入日 使用者 

ABC00002 デスクトップ PC ZZZ-2500 2010/6/1 小松 真也 

ABC00003 ノートパソコン SSS-1000 2010/8/1 西岡 真樹 

ABC00004 液晶モニター ZZZ-24HD 2010/6/1 小松 真也 
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18. サイトのページ内で、先ほど作成した [SPDTestPage2] をクリックします。このように作成したページは [サイト

のページ] 内に保存されていきます。 

 

19. 今度は先ほど入力した [西岡 真樹] が使用している資産が１件表示されています。他の人の資産もみるため、

社員名簿のリストの氏名の横にある選択列の矢印マークをクリックしていきます。[小松 真也]の横のマークをクリ

ックしてみましょう。 
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20. 今度は ２ 件の資産、デスクトップ ＰＣ と液晶モニターが表示されました。 

 

 

いかがでしたでしょうか？このミニアプリケーションでは、社員名簿と資産管理台帳が連動しており、個人別の資産を閲

覧できるだけでなく、簡単にユーザーを切り替えたり、資産自体を追加、削除などのメンテナンスも行う事ができます。 

これを拡張していけば、小規模の企業や部門単位での資産の管理を賄うアプリケーションをノンコーディングで拡張する

こともできるようになっていきます。 SharePoint Server と SharePoint Designer を組み合わせることで、様々

なアプリケーションができる一例をご体験いただければ幸いです。 
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1.11 マスターページをカスタマイズする 

次のカスタマイズエリアは、マスターページです。マスターページは、サイトブランディングを司っている部分で、ナビゲーショ

ンやリボンがある画面上部の部分、いわば共通部分にあたるところの見た目や動きを定義しているデータです。本来こ

こはあまり頻繁にカスタマイズする場所ではないのですが、たとえば、会社ロゴを画面左上にグラフィックとして入れるとい

うような事を行いたい場合はマスターデータをカスタマイズすることになりますので、このカスタマイズ方法も基礎編で扱っ

ています。ただし、他のサイトやシステムに影響を与えないようにマスターデータのコピーをつくり、安全を確保した上でカス

タマイズを行っていきます。 

 

1. ナビゲーションウィンドウの [マスター ページ] をクリックします。 

 

 

2. マスターページの管理画面が表示されます。現在基本となる３つのマスターページがあります。 

 

 

これらのマスターページの役割を簡単にご紹介します。 

 default.master  

SharePoint Server 2007 のマスターページと同様のデザインのマスターページです。SharePoint Server 

2010 でもアップグレード時にビジュアルアップグレードをしない選択肢をした場合などに使用されます。 

 minimal.master 

検索画面や Office Web Apps など、マスターページの領域を非常に小さく表示する場合に使用されるマス

ターページです。カスタマイズの際の最小構成のページではありませんので、注意が必要です。 

もし、カスタマイズの際の最小構成のページを入手したい場合には、 
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Starter Master Pages for SharePoint 2010 

http://startermasterpages.codeplex.com/ 

等の別のものがWeb サイトから配布されていますので、そちらをお使い下さい。 

 

 v4.master 

SharePoint Server 2010 の通常のデザインのマスターページです。多くの標準サイトはこちらのマスターペー

ジを基準にしています。 

 

今回は通常のページのマスターページデザインを変更するために、3番目の v4.master をベースにします。 

 

3. [v4.master] を選択して、右クリックメニューから [コピー] をクリックします。 

 

 

4. 同様に右クリックメニューから [貼り付け] をクリックし、貼りつけたあとで、名前を変更します。今回

は ”New.master” とします。 

 

 

  

http://startermasterpages.codeplex.com/
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5. [New.master] をクリックして、[New.master] ページの詳細を表示します。  [カスタマイズ]-[ファイルの編

集] をクリックして、エディターを表示させます。 

 

 

6. エディターの画面が表示されました。早速マスターページをカスタマイズしていきましょう。今回は、SharePoint の

サイトカスタマイズで非常にリスエストの多い “会社ロゴ” の挿入をおこなってみます。SharePoint Designer 

2010 サイトの左側のアイコンをクリックします。選択のハンドルがでている状態で、 [挿入]-[図] をクリックしま

す。 
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7. ファイル選択ダイアログがでてきますので、挿入したいイメージを選択します。今回は以下のイメージをサンプルとし

て使用しました。 

 

8. ロゴファイルを選択すると、 [アクセシビリティのプロパティ] ダイアログが表示されますので、代替テキスト

に ”CORPLOGO” 、詳しい説明に ”会社のロゴです。“ と入力して、OK ボタンをクリックします。 

 

9. これで、元々アイコンがあったところに、会社ロゴが挿入されました。[New.master]のタブを右クリックし、[上書き

保存] をクリックします。 
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10. サイト定義ページの警告 が表示されますので、[はい] をクリックします。 

 

11. [埋め込みファイルの保存] ダイアログが表示されます。こちらも OK をクリックします。 

 

12. これで無事にマスターページのカスタマイズが完了しました。それでは、実際のページでこのマスターページを

v4.master の代わりに使用するように設定しましょう。 [戻る] アイコンをクリックします。 

 

13. New.masterの詳細ページが表示されますので、ここでもさらに [戻る] アイコンをクリックし、マスターページの一

覧を表示させます。 



SharePoint Designer 2010 ステップバイステップ ガイド 基礎編 

73 

 

14. マスターページの一覧の画面で今回作成した [New.master] を選択します。さらに右クリックメニューから、

[規定のマスターページとして設定] をクリックします。これで、マスターページの切り替えが終わりました。 

 

 

15. それではサイトのトップページを表示させてみましょう。ナビゲーションウィンドウで今回のサイトのトップページをクリッ

クします。トップページからWeb アドレスのリンクをクリックします。 
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16. ブラウザでサイトが表示されます。挿入した会社ロゴがきちんと表示されていれば完成です。 

 

 

今回はマスターページの基本的なカスタマイズということで、マスターページへの会社ロゴの挿入を行いました。マスターペ

ージの編集はサイト全体のイメージを変更できるため非常に便利ではありますが、サイト全体のページに影響があるカス

タマイズですので、慎重に行ってください。また、マスターページを変更した場合にはサイト上の表示テストを十分に行っ

てください。 
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1.12 テンプレートを保存する 

これまでカスタマイズしてきたサイトは、再利用のためにテンプレートとして保管することができます。こうすることによって、

カスタマイズしたサイトを別のサイトでの雛形として活用することが可能です。 

 

1. サイトの情報のページに移動し、リボンの [サイト]-[テンプレートとして保存] クリックします。 

 

 

2. SharePoint Serverのテンプレートとして保存の画面が表示されます。ファイル名：“SPDTest” , テンプレート

名：“SPD テスト”、テンプレートの説明に、“SharePoint Designer のカスタマイズテスト用テンプレートです。”

と入力し、[コンテンツを含む] のチェックをＯＮにしてＯＫをクリックします。 
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3. [操作は正常に完了しました。] と表示されます。保存された内容を確認するために、ソリューションギャラリーを確

認します。[ソリューションギャラリー] のリンクをクリックしてください。 

 

 

4. ソリューションギャラリーに、[SPDTest] という名前でテンプレートが保存されました。このテンプレートは拡張子が

WSP というソリューションパッケージファイルになっています。それでは、このテンプレートを使ってどこでサイトが作成で

きるかを、あわせて確認していきます。画面左下の  [すべてのサイトコンテンツ] をクリックし、すべてのサイトコンテ

ンツ画面の上部の [作成] をクリックします。 
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5. 以下のような作成ダイアログが表示されますが、このサイトの一覧に先ほど作成したテンプレートが表示されている

のがわかるかと思います。すべての種類で表示されない場合には [サイト] をクリックすると、[SPDTest] が表示

されているのがわかります。 
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1.13 １章のまとめ 

以上でサイトへの接続から、サイトの View のカスタマイズ、ライブラリ、リストの作成、ページの編集、マスターページのカス

タマイズとカスタマイズした内容のテンプレート化という SharePoint Server のサイトがもつ基本機能を学習しながら、そ

のカスタマイズ方法を一通り学習しました。 

今回学習している部分は基本的な要素の部分ではありますが、実際のカスタマイズでも、多くはこの部分からはじまってい

き、より詳細かつ高度なカスタマイズへつながっていきます。そうした意味では、ほとんどのカスタマイズでここまでで紹介した

部分を利用することになりますので、しっかりリストやライブラリ、ページ、Webパーツ、テンプレートという概念を理解し、カス

タマイズのアプローチ方法を習得しておく必要があります。 
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第2章 SharePoint Designer のサイト管理の基本をマスターする 

 

 

  



SharePoint Designer 2010 ステップバイステップ ガイド 基礎編 

80 

 

2.1 サイトの管理機能の概要 

１章ではサイトのカスタマイズを中心に解説を行ってきましたが、２章では SharePoint Designerの管理面に関して

の学習を行っていきます。管理とカスタマイズの機能を明確に区分するのは難しいのですが、あえて管理面として３点を

挙げています。 

（１） サイトのグループの管理 

サイトに設定されているグループにユーザーを追加、削除したり、新しい SharePoint グループの追加、削除

ができます。 

（２） サブサイトの管理 

サブサイトの一覧から、新規作成、削除、サイトの管理設定などが可能です。 

（３） サイトのファイル管理 

サイト内のファイル構造を確認することができます。 

 

それでは、それぞれの管理機能の内容を学習していきましょう。 

2.2 サイトグループの管理 

サイトグループの管理機能は、このサイトに設定されている SharePoint グループを一覧することができ、グループの作

成、削除からユーザーの追加、削除などの一連のグループ管理ができるビューです。ナビゲーションウィンドウの [サイト 

グループ] をクリックすることで、簡単に一覧表示を行う事ができます。 

 

1. まずは [全体ポータルの閲覧者] にユーザー追加を行ってみます。（“全体ポータル“の部分はサイトの作成場

所によって名称がかわってきますので適時読み替えてください。）[全体ポータルの閲覧者] を選択し、リボンの 

[サイトグループ]-[規定グループの作成] をクリックします。 
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2. [全体ポータルの閲覧者] が [既定のグループ] として選択されました。リボンの  [サイトグループ]-[ユーザーを

グループに追加] をクリックします。 

 

 

3. [グループへのユーザーの追加] ダイアログが表示されます。このダイアログの下のところの [グループの選択]  

のドロップダウンは、既定グループがデフォルト表示されるようになっていますので、先ほど既定グループに設定した、 

[全体ポータルの閲覧者] が選択されています。 [アドレス帳で連絡先を検索] ボタンをクリックしてください。 
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4. 画面上のテキストボックスに検索したいユーザーを入力し、連絡先を検索、追加します。今回は SPDTestUser

を検索しましたが、学習の環境により違いのある部分ですので、適当なユーザーを検索してみてください。検索結

果が表示されたら、追加したいアカウントを選択、[追加] ボタンをクリックし、OK ボタンをクリックします。 

 

 

5. ユーザーが追加されましたので、そのまま OK ボタンをクリックします。 
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6. これで、ユーザーが追加されました。今度は [全体ポータルの閲覧者] のリンクをクリックし、詳細内容を確認しま

す。 

 

7. 全体ポータルの閲覧者の詳細情報が表示されます。右側の [メンバー] の項目をみると、先ほど追加したユーザ

ーがリストされているのがわかります。それでは、SharePoint Server 2010側の関連ページを見てみましょう。リ

ボンの [グループ]-[グループ権限の表示] をクリックします。 
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8. ブラウザが起動し、[全体ポータルの閲覧者] の情報が SharePoint Server 2010側でも確認することができ

ました。 

 

 

9. 次に、新しいグループを追加します。新しくグループを作ってしまうと、SharePoint Designer を使用しているユ

ーザーの権限により削除ができない場合がありますので、作る場所だけ確認してみましょう。SharePoint 

Designer に戻り、戻るボタンをクリックして、グループ一覧画面に戻ります。 

 

10. 一覧画面が表示されたら、リボンの [サイト グループ] –[新しいグループ] をクリックします。 
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11. グループの作成 ダイアログボックスが表示されます。ここで必要事項を記入し、グループの所有者は自分自身を

選択します。ここでOKを押すとグループが作成されますが、今回はグループを作成しないため、キャンセルをクリック

してください。 

 

 

サイトグループの内容変更は、サイトの権限を継承している場合には十分に注意してください。自分のサイトの設定をし

ているつもりで親サイトの権限を変更してしまうというケースも考えられますので、自分がどこのサイトの権限を編集してい

るかは常に把握しておく必要があります。 
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2.3 サブサイトの管理 

ユーザーの次はサイトの管理です。このサブサイトの管理では、ターゲットとなるサイトの配下に作成されたサイトの管理、

設定が可能です。ナビゲーションウィンドウの [サブサイト] をクリックすることで、サブサイトの一覧が表示されます。 

 

1. リボン上の [サブサイト]-[サブサイト] をクリックし、新しいサブサイトを作ります。 

 

 

2. [新規作成] ダイアログが表示されます。今回は [ブログ] のサイトテンプレートでサイトを作成してみます。  

[ブログ] サイトテンプレートを選び、Web サイトの場所の名前を ”blog” にして OK をクリックします。 
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3. 新しいサイトが作成され、新しいサイトを編集するための、 SharePoint Designer が起動されます。一度この

SharePoint Designer  のウィンドウを閉じて、元の SharePoint Designer に戻ります。 

 

 

4. 作成したサブサイトの一覧が表示されています。リボンの [サブサイト]-[サイトを開く] をクリックします。 
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5. ブログサイトの詳細が表示されます。ここで、親のサイトとの相互リンクを設定していきます。 [サイト]-[管理用

Web ページ] クリックします。 

 

 

6. ブログサイトの管理Web ページが表示されます。 [外観]-[ナビゲーション] をクリックします。 

 

 

7. グローバルナビゲーションと現在のナビゲーションの設定を [親サイトと同じナビゲーションアイテムを表示する] を選

択し OK ボタンをクリックします。 
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8. サイトのナビゲーションが変更され、親サイトのナビゲーションが表示されるようになりました。今度は逆に親サイトか

らこのブログサイトをナビゲーションできるようにします。 [SharePoint Designer 2010 サイト] のタブをクリック

します。 

 

 

9. 親サイトが表示されますので、[サイトの操作]-[サイトの設定] をクリックします。 
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10. 親サイトの管理用Web ページが表示されます。 [外観]-[ナビゲーション] をクリックします。 

 

 

11. 現在のナビゲーションのメニューで [サブサイトを表示する] にチェックを入れ、OK ボタンをクリックします。 
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12. サイトのナビゲーションのアイテムとして [ブログ] が追加されました。 [ブログ] をクリックします。 

 

13. ブログサイトが表示されました。これで、親サイトとサブサイトのナビゲーションでの相互リンクを貼ることができました。 
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2.4 すべてのファイルに関して 

最後の管理メニューがファイルの管理になります。SharePoint Designer 2010 では、SharePoint ソリューションの

重要なすべてのコンポーネントを Designer で表示することに重点を置いており、このビューを表示させるとサイト内のフ

ァイルにアクセスすることが可能になります。 

SharePoint Site の内部構造を理解している場合は、非常に役立つ管理 View ではありますが、サイト維持に必要

なファイルもすべて表示されますので、むやみにこのビューからファイルを削除したり変更したりしないようにしてください。 

 

 

 

2.5 2章のまとめ 

以上で、主要な３つの管理メニューに関しての学習が終わりました。サイトグループやサブサイトは SharePoint 

Server 2010側でも管理が可能な内容ですが、よりわかりやすいユーザーインターフェースになっており、管理がよりし

やすいように考慮されているのがわかるかと思います。 

サイトカスタマイズの際にあわせてこうしたところにアクセスすることもあると思いますので、同じ基本機能として動きを習得

しておけば、SharePoint Sever の構造を理解する早道にもなります。 
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本自習書で扱っていない項目に関して 

いかがでしたでしょうか？本書では全体的に基本部分ではありますが、サイトのカスタマイズや管理の部分の全体像をステ

ップバイステップで学習してきました。ここまでの操作を完了された方、は SharePoint Designer 2010の全体の動きや

得意な点、不得意な点がみえてきているかと思います。しかし、これですべての項目を学習できたわけではなく、

SharePoint Designer のもう一つの顔である、プロセスやデータの連携の部分が残っています。以下に本自習書で扱っ

ていない要素に関しての概要をご紹介します。 

 

ワークフロー： 

ドキュメントの申請、承認などを行うときのフローを定義し、そのフローにしたがって承認プロセスを回すことができる機能

です。SharePoint Designer では SharePoint Server 2010単体ではできない高度なワークフローを構築するこ

とが可能になり、従来できなかった再利用可能なワークフローも定義できるようになりました。 

さらに、Visio 2010 Premium と連携することで、Visio で作成したフローを取り込んで、SharePoint のワークフロー

として利用することも可能です。ただし、差し戻しなどのループに関してはSharePoint Designerのワークフローでも構

築ができないため、注意が必要です。 

 

 

  

  



SharePoint Designer 2010 ステップバイステップ ガイド 基礎編 

94 

 

サイト列： 

複数の SharePoint のサイトにまたがった、複数のリストに割り当てることができる列定義です。これを定義しておくこと

により、組織で複数のライブラリやリストできまった値を入力しないといけないような場合にそれを含んだリストやライブラリ

を作成するような使い方をします。メンテナンスがサイト列側でできるため、入力の選択肢をサイト列で管理しておき、

一括で変更をかけたいというような時にも便利です。 
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コンテンツタイプ： 

サイトコレクション全体で使える特定のドキュメントなどのコンテンツをまとめる概念です。このコンテンツタイプにドキュメン

トのテンプレートやワークフローをはじめ、様々な SharePoint上で扱える情報を紐づけておくことにより、複数のライブラ

リで１つのコンテンツタイプに基づいたテンプレートが扱えるようになり、情報の活用自由度が飛躍的に向上します。 

このコンテンツタイプはツリー構造で管理されており、上位のコンテンツタイプの属性を継承できるような作りになっていま

すので、必要に応じて様々なベースのコンテンツタイプから継承して、カスタマイズで使うユーザー定義のコンテンツタイプ

をつくることができます。多くのアイテムがコンテンツタイプに紐づけて管理ができるようになっていますが、IRM

（Information Rights Management）など一部の要素はライブラリにしか紐づかないなどの制約もありますので、

その点は注意が必要です。 
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外部コンテンツタイプ： 

コンテンツタイプと名前が似ているため紛らわしいのですが、外部の業務システムとの連携で使用するオブジェクトを定義

している XML ファイルを指しています。外部コンテンツタイプは、BCS（Business Connectivity Services）が利

用する必須概念で、この外部コンテンツタイプをきちんと設定してあげることで、BCS を通じてＳＱＬ Server をはじ

めとする外部データベースやWeb サービスなどに対して CRUD(Create,Read,Update,Delete) のアクセスを可

能にしています。実装にはデータベースの知識が必要な事が多いので、実際に使いこなす場合には、事前にある程度

のデータベースへの知識を学習しておく必要があります。 
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データソース： 

サイト内のリストやライブラリとデータベースなどを連携する設定を追加することができます。Microsoft .NET 

Framework Data Provider から SOAPや RESTサービス接続、XML ファイル接続といった、様々な接続方法の

定義が可能です。また、複数のリストのテーブル連結なども簡単に行う事ができます。 

 

 

 

これらの要素は、サイト内の見た目のカスタマイズというよりも、よりバックエンドに近いデータやプロセスといったところに力点

が置かれている機能群になっており、 SharePoint Designer でのカスタマイズのもう１つの側面を表しています。 

 

たとえば、作成したカスタムのフォームの内容を一部のデータを入力するだけで、残りの部分が自動的に情報が埋まるよう

な入力支援の機能を構築したり、様々なデータを一括確認、管理が行えるようなレポートビューを構築したりするために

使用されます。そのため、ECM（エンタープライズコンテンツ管理）やＢＩ（ビジネスインテリジェンス）などのソリューション

を構築する場合には、習得が必要になってくる機能エリアです。 

 

こうした部分の習得には、ある程度のデータベースの知識やより一歩深い SharePoint Server 2010 での知識が必要

になってきます。まずは、これらの機能が SharePoint Server 2010 でどう実装されているか？ どのように利用している

のか？ を調査してから、今回のサイトカスタマイズの続きとして、学習をすすめていくことで、より自由度の高い高度なカス

タマイズを行う事ができるようになります。 
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SharePoint Designer を自由に扱えるようになることは SharePoint Server 2010 を使いこなす上で、

PowerShellなどと同様に重要な要素になっていますので、是非、今後も１日 30分、SharePoint Designer 2010 

をつかって、様々な動きを試してみていただければ幸いです。 
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