
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft SharePoint Server 2010 自習書 

サイト デザイン 開発手法 

 

 

 

 

  



 

 

  

著作権 

このドキュメントに記載されている情報 （URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む） は、

将来予告なしに変更することがあります。別途記載されていない場合、このソフトウェアおよび関連するドキュメン

トで使用している会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、出来事などの名称

は架空のものです。実在する名称とは一切関係ありません。お客様ご自身の責任において、適用されるすべて

の著作権関連法規に従ったご使用を願います。マイクロソフトは、このドキュメントに記載されている内容に関

し、特許、特許申請、商標、著作権、またはその他の無体財産権を有する場合があります。別途マイクロソフ

トのライセンス契約上に明示の規定のない限り、このドキュメントはこれらの特許、商標、著作権、またはその他

の無体財産権に関する権利をお客様に許諾するものではありません。 

 

2012 Microsoft Corporation.  All rights reserved.  

SharePoint、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における

登録商標または商標です。記載されている会社名、製品名には、各社の商標のものもあります。 



 

 

目次  

はじめに ...................................................................................................... 1 

変更履歴 .................................................................................................... 2 

1． SharePoint サイト デザイン構成要素.......................................................... 3 

1.1 SharePoint サイトの各ページとマスターページ ................................................. 4 

 マスターページの変更 .............................................................................. 6 

 マスターページの設定メニューと発行機能 ......................................................... 8 

1.2 テーマ ............................................................................................. 10 

1.3 代替 CSS ....................................................................................... 11 

 代替 CSS の設定 .............................................................................. 11 

1.4 各デザイン要素の違い ........................................................................... 12 

 各デザイン要素の使い分け ...................................................................... 13 

2． マスターページの理解と開発ツール .............................................................. 15 

 デザイン開発に利用するツール .................................................................. 15 

2.1 マスターページの基本 ............................................................................ 17 

 マスターページ ギャラリー ......................................................................... 17 

2.2 v4.master 内容の解説 ...................................................................... 19 

 SharePoint Designer 2010 でマスターページを開く ...................................... 19 

 マスターページ内のディレクティブ構文 ............................................................ 21 

 マスターページ内の主な内容 .................................................................... 22 

2.3 既定スタイルの変更 ............................................................................. 25 

 IE 開発者ツールでのスタイル内容確認 ........................................................ 25 

 IE 開発者ツールでのスタイル プレビュー ....................................................... 27 

2.4 スタイル変更内容の展開パターン ............................................................... 29 

3． デザイン開発手法 ~ CSS 編集によるデザイン変更 ~ ...................................... 30 

3.1 SharePoint Designer 2010 でリソースファイル作成、準備 .............................. 31 

3.2 デザイン確認作業用のサイト用意 .............................................................. 36 

3.3 マスターページ内に CSS ファイルへの参照追加 .............................................. 37 

3.4 CSS ファイルの編集と Tips .................................................................... 40 

 全体のフォント種類を指定 ....................................................................... 40 

 リボンの背景デザインを変更 ..................................................................... 41 

 リボン内 [参照] タブを非表示に ............................................................... 42 

 トップ リンク バーの背景デザインを変更 ........................................................ 43 



 

 

 トップ リンク バーのリンクスタイルを変更 ........................................................ 44 

 サイド リンク バー全体の背景デザインを変更 .................................................. 45 

 サイド リンク バーのカテゴリー表示スタイルを変更 ............................................. 46 

 サイド リンク バーのリンク アイコンを表示 ....................................................... 47 

 サイド リンク バーのリンクスタイルを変更 ........................................................ 48 

 Web パーツ タイトル バー デザインを変更 .................................................... 49 

3.5 各ファイルの発行作業 ........................................................................... 50 

 マスターページの発行 ............................................................................ 50 

 スタイル ライブラリ内の CSS ファイル、画像リソース ファイルの発行 ......................... 52 

3.6 [参考] 代替 CSS を利用した展開 .......................................................... 53 

4． デザイン開発手法 ~ マスターページ変更によるデザイン変更 ~ ............................ 53 

4.1 SharePoint Designer 2010 でマスターページ、CSS ファイルの作成 ................... 56 

4.2 デザイン確認作業用のサイト用意 .............................................................. 61 

4.3 マスターページ内に CSS ファイルへの参照追加 .............................................. 62 

4.4 CSS ファイルの編集と Tips .................................................................... 63 

 3 章で記述した内容と同様の CSS ........................................................... 63 

 必要ないメニューを非表示に .................................................................... 65 

 ページの内容全体を中央よせ表示に ........................................................... 66 

4.5 マスターページ内容の編集 ...................................................................... 67 

 権限によるリボンの表示/非表示 ................................................................ 67 

 [参考] 権限による [すべてのサイト コンテンツ] の表示/非表示 ........................... 71 

 リボン内のログインユーザー表示 コントロールの移動 ........................................... 72 

 [お気に入り]、[タグとメモ] コントロールのサイズ変更 .......................................... 75 

4.6 各ファイルの発行作業 ........................................................................... 76 

 マスターページの発行 ............................................................................ 76 

 スタイル ライブラリ内の CSS ファイルの発行 ................................................... 76 

4.7 [参考] Starter Master Pages for SharePoint 2010 ................................ 77 

5． デザイン開発手法 ~ javascript を利用したデザイン変更 ~ ............................. 78 

5.1 v4.master を編集 ............................................................................ 79 

 [参考] サイド リンク バーを非表示にする ..................................................... 82 

6． [参考] マスターページの展開場所について .................................................... 83 

 各ファイルの展開場所について................................................................... 84 

7． 発行ページについて ................................................................................ 85 

7.1 ページ レイアウトの作成 ......................................................................... 87 

 SharePoint Designer 2010 でページ レイアウト ファイル作成 .......................... 87 



 

 

 コンテンツ エリア内の画面デザイン .............................................................. 88 

 ページ レイアウトの展開 ......................................................................... 91 

7.2 ページ作成 (動作確認) ........................................................................ 92 

 

  



 

 

はじめに 

 目的 

この自習書では SharePoint サイトのデザイン開発を行う方を対象に下記内容を解説しています。 

 SharePoint デザインのしくみ 

 デザイン開発を行う際に必要なツール 

 デザイン開発手法 

 デザイン開発 Tips 

 

 対象製品 

この自習書で解説しているデザイン開発内容は、次の製品を対象としています。 

 SharePoint Server 2010 (Standard、Enterprise) 

 SharePoint Online (Office 365) 

 

 前提条件 

この自習書に記載されている手順をお試しいただく際には下記が必要です。 

 管理者権限を持つサイト コレクション 

 SharePoint Designer 2010 

 Internet Explorer 開発者ツール 

 

下記内容は前提知識としています。 

 サイト作成、リスト・ライブラリ作成・ページ作成・Web パーツ配置などの SharePoint サイト管理者が

行う基本操作が行えること 

 HTML、CSS の基本的な仕組み・構文を理解していること 

 

またこの自習書でご紹介するデザイン内容 (CSS、javascript 等) は Internet Explorer 9 を前提に記載

しております。他のバージョンや他のブラウザーでのすべての動作を保証するものではありません。環境に応じて必要な

場合には内容を改変してご活用ください。  



 

 

変更履歴 

 

バージョン リリース時期 変更内容 

Version 1.0 2012 年 4 月 初版リリース 

Version 1.1 2012 年 10月 権限によるリボンの表示/非表示の 

設定方法を修正 P.67-69 

 

 



 

 

1． SharePoint サイト デザイン構成要素 

SharePoint サイトの既定のデザインは、次図のような画面です。 

 

SharePoint デザインのしくみは、サイトのデザイン変更を行う際に必須知識となります。1 章では SharePoint 

サイトの画面デザインを構成する要素とそのしくみについて解説します。 

 マスターページについて 

 テーマについて 

 代替 CSS について 

 

  



 

 

1.1 SharePoint サイトの各ページとマスターページ 

SharePoint サイト内には トップページをはじめとする複数の Web ページ (aspx ファイル) が含まれていま

す。 

 

SharePoint サイト内にあるページ例 

  ・ トップページ 

  ・ Web パーツページや発行ページ、Wiki ページなどのテンプレートを利用した 

サイト内に作成したページ 

  ・ リスト、ライブラリ内のビュー 

  ・ リスト、ライブラリ内のフォーム 

  ・ サイトの設定画面、リストの設定画面などの、各種設定画面 

 

サイト内の全ページは下図のように共通デザイン部分 (上部のリボン領域と左部のサイド リンク バー領域など) を

持ちます。 

 

 

全ページで共通のデザインは各ページ ファイル (.aspx) 内にその定義が含まれているのではなく、マスターページ

というデザイン テンプレートに定義されています。サイト内の全ページはマスターページを参照して、共通デザインを表

示しています。 

  



 

 

また各ページで内容が異なるエリアを 「コンテンツ エリア」 といい、コンテンツ エリア内には Web パーツや HTML 

などの Web コンテンツを含められます ([ページの編集] メニューから、編集モードに切り替えて内容編集が行える

領域のことです)。コンテンツ エリア内の内容は各ページの aspx ファイルに保存されます。 

 

 

次図のようにマスターページは、各ページで共通で利用される機能やレイアウトなどの外観の定義が記述されたファ

イルであり、SharePoint の各ページは、マスターページと、コンテンツ エリアの情報を持つ各ページが組み合わさり、

ひとつのページが表示されるしくみとなっています。 

 

 

 

  



 

 

 マスターページの変更 

SharePoint では、発行機能をアクティブ化すると、サイト単位でマスターページを変更できるしくみとなっています。 

 

 マスターページの設定変更手順 

1. [サイトの操作] – [サイトの設定] をクリックします。 

2. 外観カテゴリーの [マスターページ] をクリックします。 

 

3. [サイト マスターページの設定] で次の項目を設定変更できます。 

 

設定項目 説明 標準の設定オプション 

サイト マスターページ サイト内の発行ページが参照するマス

ターページを指定できます。 

・ 親サイトの設定を継承 

・ v4.master 

・ nightandday.master 

システム マスターページ サイト内の発行ページ以外のページ

が参照するマスターページを指定でき

ます。 

・ 親サイトの設定を継承 

・ v4.master 

・ nightandday.master 

 

  



 

 

既定では v4.master と nightandday.master が搭載されており、既定のデザインは v4.master です。 

 

 

サイト マスターページの設定とシステム マスターページの設定で、それぞれ違う master を指定することで、1 つ

のサイト内に 2 パターンのデザインを混在させることも可能です。この設定は、インターネット公開用のパブリック サイ

トなどで、一般ユーザーに公開するページに対しては、カスタマイズしたデザインを採用する一方で、管理者用の設定・

コンテンツ投稿画面では標準的なデザインのままとするなどの用途で活用できます。一般的な社内のポータルやチーム 

サイトにおいては、1 つのサイト内で複数デザインを持たせることは一貫性を欠いてしまうため基本的にはサイト マスタ

ーページとシステム マスターページは同じ設定にする (同じマスターページを選択する) ことをおすすめします。 

またサブサイトでは、 [このサイトの親からマスターページを継承する] オプションを利用することで親サイトと同じデザ

インを適用できます。サイト コレクション内の全サイトで同じデザインを適用する際には、次図のようにトップ レベル サ

イトは適切な ***.master を選択し、サブサイトは親サイトを継承する設定が便利です。このような構成とすること

で、全サイトでマスターページを変更したい場合には、トップ レベル サイトでマスターページを設定変更するのみで、各

サブサイトで同じ設定を繰り返す必要がなくなります。 

 

 

  



 

 

 マスターページの設定メニューと発行機能 

サイトの設定画面の [マスターページ] メニューはサイト機能である発行機能がアクティブ化されていないサイトでは

表示されず、その場合のマスターページ設定は v4.master となります。カスタマイズしたマスターページに切り替える

際には発行機能のアクティブ化を行う必要があります。(なお、SharePoint Foudation では、発行機能が搭載さ

れていないため、マスターページの切り替えは行えませんが、SharePoint Designer を通じて、v4.master を直

接編集することは可能です。) 

サブサイトで親のマスターページを継承する場合にも、サブ サイトで発行機能のアクティブ化を行う必要があります。 

 

 

[参考] 発行機能をアクティブ化する手順 

各サイトにて発行機能をアクティブ化するためには、そのサイト コレクション設定で発行インフラストラクチャがアク

ティブ化されていることが前提となります。 

 

 サイト コレクションの [発行インフラストラクチャ] をアクティブ化 

1. サイト コレクションのトップ レベル サイトで、サイトの設定画面を開きます。 

2. [サイト コレクションの管理] セクション内の [サイト コレクションの機能] をクリックします。 

 

3. [SharePoint Server 発行インフラストラクチャ] をアクティブ化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 各サイトの [発行機能] をアクティブ化する 

1. サイトの設定画面を開きます。 

2. [サイトの操作] セクション内の [サイト機能の管理] をクリックします。 

 

3. [SharePoint Server 発行機能] をアクティブ化します。 

 

 

 

 

 

  



 

 

1.2 テーマ 

テーマは、サイトの色合いを変更できる機能です。サイトの設定画面の [サイトのテーマ] 画面 (次図) より設定

が行えます。テーマは 「空色」 「ベリー」 「クラシック」 など既定で用意されたものから選択でき、また各箇所の色合い

を指定することで独自テーマを作成することも可能です。 

 

 

 

テーマを設定することで、変更されるのはリボンやサイド リンク バーなど共通デザイン部分の色合いと、既定のフォン

ト色のみです。サイド リンク バーやリボンなどのコントロールの位置変更や、文字サイズなど色以外のスタイルの変更

はテーマでは行えません。 

前バージョンの SharePoint Server 2007 のテーマでは、色以外のスタイルも変更できましたが、SharePoint 

Server 2010 ではテーマのしくみが変更されています。そのためデザイン開発を行う際に利用する機能ではなく、サイ

トの色合いを組織や会社のブランド カラーに合わせて手軽に変更する機能として利用します。 

  



 

 

1.3 代替 CSS 

代替 CSS はマスターページによって定義されているデザインに CSS ファイルを追加することで、デザインを変更で

きる機能です。マスターページを変更するほどではないスタイル レベルのデザイン変更を行う場合などに利用でき、デザ

イン開発を行う際に利用できる機能のひとつです。スタイル レベルのデザイン変更の例としては、フォント種類の指定、

行間の設定など文字スタイルの変更や、余白の設定などのベースデザインに対するスタイル変更などがあげられます。 

 

 代替 CSS の設定 

1. サイトのスタイルを変更する CSS ファイルを作成し、スタイル ライブラリ内にアップロードするなどサイト内の任意の

場所に保存します。 

2. [サイトの操作] – [サイトの設定] をクリックします。 

3. 外観カテゴリーの [マスターページ] をクリックします。 

 

4. [サイト マスターページの設定] の下部にある、[代替 CSS の URL] に CSS ファイルのパスを指定します。 

 

  



 

 

1.4 各デザイン要素の違い 

SharePoint サイトのデザインにおいて、簡単にサイトの色合いを変えたい場合にはテーマを利用できます。細かな

文字サイズや色合い、背景画像などの装飾要素の変更や各種領域の非表示には、追加のスタイル定義を行った 

CSS ファイルを指定する代替 CSS の機能で対応できます。また追加の CSS ファイルの指定に加えて、各種コン

トロールの表示位置の変更や、権限に応じた領域の非表示、JavaScript の組み込みによる制御など、より細かか

な指定を行う場合には、カスタムのマスターページ開発で対応できます。 

 

  



 

 

 各デザイン要素の使い分け 

 

 テーマ 代替 CSS マスターページ 

作成する内容 *.thmx *.css 

(画像リソース) 

*.master 

*.css    

画像リソース 

利用するツール 

 

PowerPoint 2010 CSS 編集が行えれば 

なんでもよい 

(SharePoint Designer 

2010 でもテキスト エディタ

ーでも) 

SharePoint Designer 

2010 

(その他デザイン ツールを利用

する場合も) 

変更できる 

デザイン 

マスターページで定義されて

いるデザインからテーマに対

応する箇所の色を変更可

能 

 

・ 文字の色 

・ リボンやサイド リンク バー 

など一部画面の背景色 

 

限られた箇所の色のみを変

更できる機能のため、デザイ

ン開発時にはあまり利用しま

せん。 

マスターページで定義されて

い る デ ザ イ ン の ス タ イ ル 

(CSS) を上書き可能 

 

・ 文字スタイル 

・ トップ リンク バーや 

サイド リンク バー、 

リボン、Web パーツの 

タイトルバー等、画面のす

べての箇所に対する 

スタイル変更 (フォント種

類、背景色、背景画像、

縦横幅、非表示など) 

すべてのデザインを変更可能 

 

・ 文字スタイル 

・ トップ リンク バーや 

サイド リンク バー、 

リボン、Web パーツの 

タイトルバー等、画面のす 

べての箇所に対する 

スタイル変更 (フォント種

類、背景色、背景画像、

縦横幅、非表示など) 

・コントロールの表示位置の変

更 

・ 既定にないコントロールや 

デザイン要素の追加 

・ 権限に応じたコントロールの

表示/非表示制御 

・JavaScript の組み込み 

求められる 

スキル 

テーマで色指定できる箇所

に対する知識 

PowerPoint で作成可能 

HTML、CSS HTML、CSS 

SharePoint コードやマスタ

ーページに対する理解 

  



 

 

 例) 各デザイン要素の使い分け 

 サイド リンク バー内の文字色変更 ： テーマでも変更可能 (代替 CSS、マスターページも可能) 

 サイド リンク バー内の文字サイズ変更 ： 代替 CSS、マスターページ開発で可能 

 サイド リンク バーの非表示 ： 代替 CSS、マスターページ開発で可能 

 サイド リンク バー内にバナーなどの独自デザインを追加 ： マスターページでのみ可能 

 サイド リンク バー内の 「すべてのサイト コンテンツ」 は管理者にのみ表示 ： マスターページでのみ可能 

  



 

 

2． マスターページの理解と開発ツール 

1 章で解説したとおり、SharePoint サイトのデザイン開発を行う際にさまざまな範囲にわたってデザイン変更を行

いたい場合にはマスターページの開発が必要です。 

2 章ではマスターページの開発ツールである SharePoint Designer 2010 やマスターページ開発時に活用す

る Internet Explorer 開発者ツールを操作しながら、既定のマスターページである v4.master の内容を解説し

ます。v4.master の内容理解は、デザイン開発スキルにつながります。 

 

 

 デザイン開発に利用するツール 

 SharePoint Designer 2010 

マスターページや CSS はテキスト ベースのファイルであるため、メモ帳等のテキスト エディターで開発することもでき

ますが、 SharePoint Designer 2010 を利用すると、SharePoint サイトに直接接続して、マスターページに含

まれる ASP.NET のソースコードや SharePoint ソースコード、HTML、CSS を、プレビューしながら編集することが

できます。（ASP.NET のマスターページは、Visual Studio や Expression Web を用いても作成できますが、こ

れらのツールに SharePoint のサイトを開いたり、SharePoint のマスターページをプレビューする機能はないため、

SharePoint サイトのカスタマイズには不向きです。） 

 SharePoint Designer 2010 は無償ツールです。Web よりダウンロード・インストールして利用します。 

・ SharePoint Designer 2010 32 ビット版 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=D88A15

05-849B-4587-B854-A7054EE28D66 

・ SharePoint Designer 2010 32 ビット版 SP１ 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=277c4fad

-be9b-4f60-b7ae-76bec51069be 

・ SharePoint Designer 2010 64 ビット版 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=566d3f5

5-77a5-4298-bb9c-f55f096b125d 

・ SharePoint Designer 2010 64 ビット版 SP1 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=f24fcd1e

-b776-4c84-a2dd-cfd4417d7ae5 

32 bit 版と 64 bit 版がありますが、その環境にインストールされた Office クライアントに依存します。

32 bit 版の Office がインストールされた環境には 32 bit 版の SharePoint Designer 2010 をイ

ンストールします。 

  

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=D88A1505-849B-4587-B854-A7054EE28D66
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=D88A1505-849B-4587-B854-A7054EE28D66
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=277c4fad-be9b-4f60-b7ae-76bec51069be
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=277c4fad-be9b-4f60-b7ae-76bec51069be
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=566d3f55-77a5-4298-bb9c-f55f096b125d
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=566d3f55-77a5-4298-bb9c-f55f096b125d
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=f24fcd1e-b776-4c84-a2dd-cfd4417d7ae5
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=f24fcd1e-b776-4c84-a2dd-cfd4417d7ae5


 

 

 SharePoint Designer 2010 はデザイン開発時にのみ利用するツールではなく、SharePoint サイト

に対するさまざまな設定変更やデザイン変更が行えるツールです。SharePoint Designer 2010 の基

本操作やデザイン開発以外のカスタマイズ内容については下記自習書が参考となります。 

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

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP12 

・ SharePoint Designer 2010 ステップ バイ ステップ ガイド ～応用編～ 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP18 

 

 Internet Explorer 開発者ツール 

SharePoint Designer 2010 で作成したデザインはプレビュー画面で確認できますが、サイト内の全ページで利

用する共通デザインであるため、実際にはブラウザーでさまざまなページを開きながら表示を確認する必要があります。

また既定のスタイルはどのような内容になっているかの確認や、既定のスタイルを上書きしたい場合に CSS クラス名、

タグの ID 名を調べたいときに非常に役立つツールが Internet Explorer の開発者ツールです。 

Internet Explorer 8 以降には標準で Internet Explorer の開発者ツールが含まれておりますが Internet 

Explorer 7 の場合は既定でインストールされないため、下記 URL よりダウンロードしインストールを行ってください。 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=18359 

 

開発者ツールの基本操作については、この自習書ではふれませんが下記 URL が参考となります。 

・ Internet Explorer 8 の開発者ツールの概要 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc848894(v=vs.85).aspx 

・ Internet Explorer 開発者ツールを理解する 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd565628(v=vs.85).aspx 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP12
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http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd565628(v=vs.85).aspx


 

 

2.1 マスターページの基本 

マスターページは SharePoint のプラットフォームである ASP.NET の機能であり、複数ページで同じデザインを

共有するためのしくみです。共通して表示したいデザインはマスターページ (*.master) に定義します。またマスター

ページを参照して動作する Web ページをコンテンツ ページといいます。SharePoint サイトでは全ページ基本的に

マスターページを参照しているため、すべてのページはコンテンツ ページといえます。コンテンツ ページにアクセスすると、

コンテンツ ページと参照しているマスターページを合わせた結果が表示されます。 

 

 

 

 マスターページ ギャラリー 

マスターページは各サイト単位で設定が行えることは前述しましたが、*.master ファイルの格納場所はマスターペ

ージ ギャラリーです。マスターページ ギャラリーはサイト コレクションごとにあるため、独自マスターページを作成した場

合サイト コレクションごとに展開する必要があります 

 マスターページ ギャラリーの場所 

http://トップ レベル サイトの URL/_catalogs_masterpage/ 

トップ レベル サイトにて、サイトの設定画面 – [マスターページ] からアクセス可能 

 

  



 

 

標準で搭載するマスターページである v4.master や nightandday.master もマスターページ ギャラリーにフ

ァイルが保存されています。マスターページ ギャラリーに保存した *.master ファイルは、各サイトのマスターページ設

定画面で一覧として表示されるため、独自で作成したマスターページもマスターページ ギャラリーに保存します。 

 

またマスターページ ギャラリーでは、SharePoint の次の機能を利用しマスターページ ファイルの管理を行えます。

メジャーバージョンに発行し、コンテンツの承認を行うまでは、そのマスターページは一般ユーザーからは利用できませ

ん。 

 マイナー、メジャーのバージョン管理 

 コンテンツの承認 

  



 

 

2.2 v4.master 内容の解説 

SharePoint Designer 2010 で既定のマスターページである v4.master を開き、内容を解説します。 

 

 SharePoint Designer 2010 でマスターページを開く 

1. SharePoint Designer 2010 を起動し、任意のトップ レベル サイトを開きます。 

2. 左端の [サイト オブジェクト] から [マスターページ] をクリックし、v4.master をクリックして開きます。 

 

3. v4.master のファイル情報が開くので、[ファイルの編集] をクリックします。 

 

  



 

 

4. 内容編集は行わないため、ここではチェックアウトは行いません。 

 

 

チェックアウトについて 

マスターページの保存先であるマスターページ ギャラリーでは、マイナー/メジャーバージョン管理が

設定されていて、編集にはチェックアウトが必須の設定となっています。そのため SharePoint 

Designer 2010 でマスターページの編集作業を行うときには、チェックアウトを行います。チェックア

ウトを行わずに開いたファイルは、編集を行ったとしても、上書き保存ができません。 

 

5. マスターページがエディター画面で表示されます。 

 

  



 

 

 マスターページ内のディレクティブ構文 

マスターページの先頭部分には、マスターページに必要なディレクティブ構文があります。 

 

ディレクティブ構文 

ページ コンパイラがページを処理する際に必要な設定を指定するためのもので、SharePoint マスター

ページに必要な内容は次のとおりです。 

 ＠ Master 

マスターページ ファイルであることを指定 

 ＠ Import 

アセンブリ参照をする際に必要な名前空間をインポート。インポートされた名前空間内のクラス

やインターフェイスを利用できるようにします。 

Microsoft.SharePoint.dll など SharePoint コントロールなどを含むアセンブリを利用するた

めの指定が既定で記述されています。 

 ＠ Register 

名前空間とクラス名にタグ プリフィックスの関連付けを指定します。またユーザー コントロールとタ

グ プリフィックス、タグ名との関連付けを指定します。 

既定では、Microsoft.SharePoint.WebControls 名前空間のタグ  プリフィックスを 

“SharePoint“ と指定する記述や、SharePoint の各ユーザー コントロール (サイト右上の

ログインユーザー名の表示 コントロールなど) のタグ名が指定されています。 

独自の Web パーツや標準では使われていないユーザー コントロール等をマスターページ内に含めたい

際には、@ Import や @ Regisnter タグの追加が行えます。 

また逆にディレクティブ構文について内容をよく把握していない場合には、デザイン開発時は 

v4.master のディレクティブ構文をそのまま利用して編集は行わないようにします。SharePoint のマスタ

ーページに必要なディレクティブは v4.master に含まれているため、v4.master と同様の内容があれば

内容を理解できなくてもマスターページ開発は可能です。 

 

  



 

 

 マスターページ内の主な内容 

ディレクティブ構文の下には、<html> コードが含まれています。マスターページ内の主な内容は HTML ソースコ

ードです。 

 

 

 <head> タグ内 <meta> タグ 

<head> タグ内の <meta> タグは一般的な HTML の記述と同様です。 

 

 <SharePoint:***> タグと <asp:***> タグ 

マスターページ内には HTML ソースコード以外に、<SharePoint: で始まるタグや <asp: で始まるタグが多く

含まれています。<asp: から始まるタグは ASP.NET のコントロールを表し、<SharePoint: から始まるタグは 

SharePoint のコントロールを表します。 

 

 全体的な画面のレイアウトと corev4.css 

画面レイアウトはほとんどが HTML の DIV タグで構成されています。各 DIV タグのスタイルは CSS で定義さ

れており、スタイルは corev4.css という外部 CSS ファイルに記述されています。corev4.css への参照は 

<head> タグ内にある <SharePoint:CSSLink> コントロールにより行われます。 

  



 

 

 ContentPlaceHolder コントロール 

マスターページ内の全体的なデザインは HTML で記述しますが、v4.master では画面レイアウトは DIV タグ

により記述されています。各 DIV タグの縦横幅や配置位置などのスタイルは corev4.css に含まれています。また 

DIV タグ内に配置されている <asp:ContentPlaceHolder> コントロールは、コンテンツ ページ側で上書きでき

る領域を指定するためのコントロールです。 v4.master では上部のリボン以外のほとんどの領域は 

ContentPlaceHolder コントロール内にデザインが定義されているため、コンテンツ ページ側で内容を上書きするこ

とが可能です (次図はイメージです)。 

 

マスターページに配置されている各 ContentPlaceHolder コントロールは ID を持ち、その ID を指定すること

でコンテンツ ページ側で自由に内容を上書き編集できるしくみとなっています。たとえばコンテンツ エリアは ID = 

PlaceHolderMain の ContentPlaceHolder コントロールです。マスターページ側では、PlaceHolderMain 

内の内容は空白です。各コンテンツ ページ (**.aspx) ファイル側で PlaceHolderMain の領域をそれぞれのペ

ージ内容に上書きしています。 

  



 

 

 

[参考] v4.master 内の主な ContentPlaceHolder コントロール 

v4.master で は  DIV タ グ で 定 義 さ れ て い る レ イ ア ウ ト 構 造 の ほ と ん ど の 箇 所 に 

ContentPlaceHolder コントロールが配置されています。さらに ContentPlaceHolder コントロール

内には領域に応じて、トップ リンク バーやサイド リンク バーなどの SharePoint デザインが含まれていま

す。主な ContentPlaceHolder コントロールは下記のとおりです。一見使ってなさそうに見えても、特定

のページやダイアログで利用されている領域であることも多いため、計画なく ContentPlaceHolder コン

トロール削除は行わないことが鉄則です。たとえば ⑦ の領域はマスターページでは空白であるため必要な

さそうに感じますが、カレンダービューでは、日付を切り替えるカレンダーを表示するための場所として利用さ

れています。 

 

① PlaceHolderSiteName ： SPLinkButton コントロールにより、サイト名が表示される 

② PlaceHolderPageDescription ： サイトの説明が表示される 

③ PlaceHolderHorizonalNav ： トップ リンク バー表示エリア 

④ PlaceHolderSearchArea ：検索ボックス表示エリア 

⑤ PlaceHolderMain : コンテンツ エリア 

⑥ PlaceHolderLeftNavBarDataSource ： サイド リンク バーのデータソースが入るエリア 

⑦ PlaceHolderCalenderNavigator ：予定表ビュー利用時のカレンダーが表示されるエリア 

⑧ PlaceHolderLeftActions ： Wiki ページ利用時の [最近の変更] などが表示されるエリア 

⑨ PlaceHolderLeftNavBarTop ： サイド リンク バーの上部領域 

⑩ PlaceHolderLeftNav ：PlaceHolderLeftNav  

⑪ PlaceHolderQuickLaunchButtom ： [ごみ箱]、[すべてのサイト コンテンツ] が表示される 



 

 

2.3 既定スタイルの変更 

SharePoint デザインはマスターページに定義されていますが、そのほとんどのスタイルは CSS ファイル内に含めら

れています。そのため CSS を変更するだけでもかなり大幅なデザイン編集が行えます。 

既定のスタイルを変更する作業には Internet Explorer 開発者ツールが便利です。デザインを変更したい部分

にどのスタイル クラスがあてられているか、またそのスタイル クラスの内容はどのようになっているか確認が行えます。さら

に Internet Explorer 開発者ツール内でスタイル内容を編集し、ブラウザー上でのプレビューも行えます。 

ここでは Internet Explorer 開発者ツールを利用して、既定のデザインの確認や編集内容をプレビューする方

法を確認します (手順では Internet Explorer ９ を利用しています)。 

 

 IE 開発者ツールでのスタイル内容確認 

1. Internet Explorer で SharePoint サイトを開きます。 

2. [F12] を押して、開発者ツールを開きます。 

 

3. 開発者ツールにて、[検索] メニュー から [クリックで要素を選択] をクリックします。 

 

  



 

 

4. ブラウザー上でスタイルを確認したい箇所をクリックして選択します。 

たとえば、ここでは Web パーツのタイトルバーを選択してください。 

 

5. 開発者ツールでソースコード <tr class=“ms-WPHeader”> タグが選択されます。 

Web パーツのタイトル  バーは  テーブル  タグで構成され、その中の  <tr> タグに適用されている 

ms-WPHeader スタイル クラスに見栄えが定義されていることが確認できます。 

また右側のウィンドウに適用されているスタイル内容が一覧されます。 

 

  



 

 

 IE 開発者ツールでのスタイル プレビュー 

続いて開発者ツール内でスタイルを変更し、プレビューしてみましょう。 

1. 開発者ツールで <tr class=“ms-WPHeader”> タグが選択されていることを確認し、右側のスタイル表示画

面下部 .ms-WPHeader クラス内の内容を見てみます。 

background-color が指定されていますので、色を yellow と変更します。 

 

2. ブラウザー上で確認すると、開発者ツールで編集したスタイルが反映され、Web パーツのタイトルバーの背景色が

黄色に変更されていることが確認できます。 

 

  



 

 

3. さらに Web パーツタイトル バー内の文字列について、フォント スタイルを変更しプレビューしてみます。 

開発者ツールで HTML ソースから Web パーツタイトル バー内の文字列を探します。 

 

4. スタイル内容を確認すると、先ほどと同じく .ms-WPTIitle クラスに文字スタイルが定義されていることが確認で

きます。スタイル画面で font-size を 14pt、font-weight を bold に変更します。 

 

5. ブラウザー上で確認すると、開発者ツールで編集したスタイルが反映され Web パーツのタイトル文字スタイルが

変更されていることを確認できます。 

 

このように v4.master と corev4.css により定義されている SharePoint の既定デザインは、スタイルを上書

きすることで変更を加えられます。IE 開発者ツールで行ったスタイル編集は、あくまでプレビュー機能ですので、実際に

スタイル編集内容をサイトに適用させるためには CSS の展開作業が必要です。  



 

 

2.4 スタイル変更内容の展開パターン 

v4.master が参照している CSS ファイルである corev4.css は SharePoint Designer 2010 で開き、

編集後上書きすることも可能ですが、corev4.css はサイト コレクションで共有されるリソースです。そのため各サイト

単位でスタイルを変更したいような場合には corev4.css の上書きでは対応できません (サイト コレクション内すべ

ての v4.master を利用しているサイトについてデザインが変更されます)。また、corev4.css は v4.master と

同様にサイト コレクションごとにファイルがありますので、どのサイト コレクションの corev4.css が上書きされているの

か、後から分かりづらくなってしまうことも懸念されます。そのため基本的には corev4.css の上書き編集はおすすめ

しません。 

 

ではデザインを変更するために、記述した CSS はどのように展開するのでしょうか。CSS の展開は目的に合わせ

て、次のパターンから選択できます。 

 特定のページにのみ展開したい場合 

 コンテンツ エディター Web パーツをページに配置し、Web パーツ内にスタイルを記述 

 サイト全体に対して展開したい場合 

 代替 CSS を利用 

CSS ファイルを作成し、サイト内のライブラリに保存 

代替 CSS でその CSS ファイルを指定 

 マスターページを利用 

CSS ファイルを作成 

v4.master をコピーしてカスタムのマスターページを作成し、CSS ファイルへの参照を追加 

カスタマイズしたマスターページを利用するよう指定 

 

 

[参考] corev4.css 

corev4.css はサイト コレクションごとにファイルが存在すると上記に記載しましたが、厳密には

v4.master から参照される corev4.css は SharePoint サーバーのファイルシステム上に 1 

つです (既定ではサーバー内の全サイト コレクションで 1 つの corev4.css ファイルを利用)。

SharePoint Designer 2010 で corev4.css を編集すると、corev4.css はサイト コレクシ

ョン内に保存され、そのサイト コレクションの v4.master が参照する corev4.css はサーバーの

ファイルシステム上のものではなく、サイト コレクション内に保存されたファイルとなります。 

 

  



 

 

3． デザイン開発手法 ~ CSS 編集によるデザイン変更 ~ 

CSS 変更のみで行うデザイン開発手法を解説します。前述のとおり、CSS 変更のみでもデザイン変更は行うこと

は可能です。この章では変更した CSS 内容をマスターページとして展開する手順を合わせてご紹介します。 

 手順の完成例 

 

 CSS を利用して変更するポイント 

 全体のフォント種類を指定 

 リボンの背景デザインを変更 

 リボン内 [参照] タブを非表示に 

 トップ リンク バーの背景デザイン、リンクの文字スタイルを変更 

 サイド リンク バーの背景デザイン、リンクの文字スタイルを変更 

 Web パーツ タイトル バーのデザイン変更 

 

  



 

 

3.1 SharePoint Designer 2010 でリソースファイル作成、準備 

SharePoint Designer 2010 を利用しマスターページ、CSS ファイル、リソース ファイルをサイト内に作成します。

マスターページはサイト コレクションのトップ レベル サイト内にあるマスターページ ギャラリーに展開する必要があるた

め、作業はトップ レベル サイトにて行います。 

 

 v4.master のコピーを作成 

1. SharePoint Designer 2010 を起動し、任意のトップ レベル サイトを開きます。 

2. 左側の [サイト オブジェクト] から [マスターページ] をクリックして開きます。 

マスターページ一覧から v4.master をコピーして貼り付け、v4_copy(1).master を作成します。 

 

3. 作成した v4.master のコピーである v4_copy(1).master を 「blue.master」 とリネームします。 

 

 

マスターページ コピーの作成について 

この手順ではマスターページに対して編集を加えるため、v4.master のコピーを作成し、コピーに編集

を加える内容としています。既定のマスターページである v4.master に対して変更を加えることももちろ

ん可能です。マスターページ ギャラリー内の v4.master を編集し上書きすることも可能です。誤った編

集で v4.master を上書きした場合には SharePoint Designer 2010 上の操作で既定の状態に

戻す機能も利用できます。 

 v4.master を右クリックし [サイト定義にリセット] をクリック 

 



 

 

 スタイル ライブラリ内にフォルダー作成 

CSS ファイルと画像リソース ファイルの格納場所として利用するフォルダーをスタイル ライブラリ内に作成します。 

1. 左側の [サイト オブジェクト] から [すべてのファイル] をクリックして開きます。 

さらに [Style Library] をクリックして開きます。 

 

2. スタイル ライブラリ内に リボン内の [フォルダー] をクリックして新しいフォルダーを作成します。 

フォルダー名を 「BlueStyles」 とします。 

 

 

  



 

 

 CSS ファイルの作成と BlueStyles フォルダーへの移動 

1. [ファイル] メニューから [その他のページ] をクリックします。 

 

2. [CSS] を選択して [作成] をクリックします。 

 

3. ファイル名を 「blue」 とします。 

 

4. SharePoint Designer 2010 で作成した CSS ファイルは既定で サイトのページ ライブラリ内に保存されます。

あらかじめスタイル ライブラリ内に作成したフォルダー内に CSS ファイルを移動します。 

作成された blue.css の階層メニューから [サイトのページ] をクリックします。 

 

  



 

 

5. サイトのページ ライブラリ内の blue.css を切り取り、スタイル ライブラリ内の [BlueStyles] フォルダー内に貼り

付けます。 

 

 

  



 

 

 画像ファイルの用意と、[BlueStyles] フォルダー内へのアップロード 

リボンの背景として利用する画像を用意し、トップ レベル サイトのスタイル ライブラリ内 [BlueStyles] フォルダー

にアップロードします。 

任意で用意いただいた画像でもかまいませんが、用意できない場合や手順画面と同じ内容で進めたい場合は、 

Office.com より下記画像を検索し Cloud.jpg というファイル名で保存します。 

 Office.com 画像検索 

http://office.microsoft.com/ja-jp/images/?CTT=97 

「雲」 で検索し下記画像を探す or 「MP900316898」 で検索 

 

1. スタイル ライブラリ内 [BlueStyles] フォルダー内に Cloud.jpg ファイルをアップロードします。 

 

  

http://office.microsoft.com/ja-jp/images/?CTT=97


 

 

3.2 デザイン確認作業用のサイト用意 

内容を確認しながら、編集作業を行えるようにサイトを用意します。 

blue.master を作成したトップ レベル サイトでもかまいませんし、同じサイト コレクション内の任意のサイトを利

用してもかまいません。 

1. デザイン確認用のサイトをブラウザーで開き、[サイトの操作] – [サイトの設定] をクリックします。 

2. サイトの設定 画面で、外観カテゴリーの [マスターページ] をクリックします。 

3. [サイト マスターページ]、[システム マスターページ] ともに、blue.master を選択し、[OK] をクリックします。 

 

 

[参考] マスターページ設定画面の警告について 

blue.master を選択すると、画面に警告が表示されます。これはマスターページ ギャラリーに保

存されている blue.master ファイルのバージョンが現時点ではマイナーバージョンのみであるためで

す。blue.master ファイルの作成者は問題なく、blue.master (マイナーバージョン) を参照でき

るため、 ブラウザーでサイトを開きデザインの確認等を行えます。しかし他の一般ユーザーは 

blue.master のマイナーバージョンにアクセスできないため、現時点ではこのサイトは開けません。

一度マスターページを承認し、一般ユーザーでもアクセス可能な blue.master のバージョンがあれ

ば、問題はありません。 

 

4. v4.master から blue.master へマスターページを変更しても、blue.master には何も変更を加えていない

ため、既定のデザインと同じ内容が表示されます。 

 

 

  



 

 

3.3 マスターページ内に CSS ファイルへの参照追加 

blue.master 内に blue.css ファイルへの参照を追加します。今回 blue.master に対して行う変更点はこ

の内容のみです。 

1. SharePoint Designer 2010 で blue.master を開きます。 

ファイルのチェックアウトを必ず行ってください。チェックアウトを行わない場合、上書き保存できません。 

2. <head> タグ内に次のコードを追加し、blue.css への参照を追加します。 

<SharePoint:CssRegistration id="CssRegistration1"  
name="<% $SPUrl:~sitecollection/Style Library/BlueStyles/blue.css%>" 
after="corev4.css" runat="Server" /> 

 

3. blue.master を上書き保存します。 

次のようなダイアログ ボックスが表示されるので [はい] をクリックします。 

 

  



 

 

 

 CSS ファイルの展開方法 

今回 blue.master に対して行った編集作業は blue.css への参照を追加したことのみです。2 章

で解説したとおり、SharePoint サイトのデザインのほとんどの内容は CSS により定義されているため、既

定のスタイルを上書きするだけでも、かなり大幅なデザイン変更を加えられます。 

既定のスタイルの上書き内容はこの後の手順で blue.css に記述していきますが、作成した CSS ファ

イルは下記 2 パターンで展開できる点も 2 章で解説したとおりです。 

 代替 CSS を利用した展開 

代替 CSS の設定で、http://トップ レベル サイト/Style Library/BlueStyles/Blue.css 

を指定 

 マスターページを利用した展開 

この手順で行っている方法。 

マスターページ内に独自 CSS (blue.css) への参照を追加することで、独自 CSS をサイトに

適用させます。 

 

 

マスターページへの CSS 参照追加 

マスターページへの CSS 参照の追加は、一般的な HTML での下記記載でもかまいません。 

<link rel=“stylesheet" href="***.css" type="text/css">  

しかし SharePoint では <SharePoint:CSSLink> コントロールで既定のスタイルファイルである 

corev4.css が読み込まれ、さらに追加した CSS ファイルも同様にこのコントロールにより読み込みが行

われます。<SharePoint:CSSLink> コントロールでは登録されたスタイル シートのリンクがアルファベット

順にレンダリングするしくみになっています。そのため想定どおりの順番に CSS ファイルをレンダリングされるた

めには <SharePoint:CssRegistration> コントロールが利用できます。手順では after プロパティに

より corev4.css の後に blue.css が読み込まれるように明示的に指定しています。 

<SharePoint:CssRegistration id="CssRegistration1"  
name="<% $SPUrl:~sitecollection/Style 
Library/BlueStyles/blue.css%>" after="corev4.css" runat="Server" /> 

 MSDN CSSLink クラス 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.webcontrols.

csslink(v=office.12).aspx 

 MSDN CssRegistration クラス 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.webcontrols.

cssregistration(v=office.12).aspx 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.webcontrols.csslink(v=office.12).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.webcontrols.csslink(v=office.12).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.webcontrols.cssregistration(v=office.12).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.webcontrols.cssregistration(v=office.12).aspx


 

 

 

CSS ファイルへの参照パス 

マスターページ内に CSS ファイル参照を追加する際には、参照パスの記述方法に注意が必要です。

今回はトップ レベル サイトのスタイル ライブラリ内に CSS ファイルを保存したため、パスは下記のようにな

ります。 

 絶対パス：http://トップ レベル サイト/Style Library/BlueStyles/blue.css 

 相対パス： /Style Library/BlueStyles/blue.css 

どちらのパスもマスターページに挿入する CSS ファイルのパスとしては場合により課題があります。 

 絶対パスの場合 

A サイト コレクションのスタイル ライブラリ内にある CSS ファイルを B サイト コレクション内のマス

ターページから参照することは可能ですが、A サイト コレクションが削除されることも想定される。 

 相対パスの場合 

サイト コレクションのパスは http://*** の場合もあれば、http://***/sites/*** の場合も

あります。どのサイト コレクションでもスタイル ライブラリにアクセスするための相対パスを記述したい場

合 /Style Library/ の相対パスでは http://***/sites/*** の URL で提供されているサ

イト コレクションでは不適切です。 

そこでどのサイト コレクションでも、そのサイト コレクション内の同様のパスを記載したい場合には、手順で

行ったように、下記トークンを利用します。 

$SPUrl:~sitecollection/  現在のサイト コレクションの URL として指定できるトークン 

 

  



 

 

3.4 CSS ファイルの編集と Tips 

v4.master のスタイルの大部分は corev4.css に定義されているため、corev4.css 内の既定のスタイルを

上書きすることによりデザイン変更が可能です。スタイルの上書きにより既定デザインを変更する際に、変更したい箇

所にどのようなスタイルが適用されているかは、2章で解説したとおり Internet Explorer 開発者ツールなどのブラウ

ザーに付属するツール利用により調べられます。変更したい箇所に適用されているスタイル クラス名などを調べ、その

内容を変更するスタイルを記述します。 

ここでは前の手順で作成した blue.css にスタイルを記述します。既定デザインをスタイルで変更する際の Tips 

として活用いただける内容です。 

 

 全体のフォント種類を指定 

既定のフォントは MS UI Gothic です。任意のフォントに変更します (ここでは Meiryo UI に変更)。 

/* 全体のフォントを指定*/ 

body{ 
 font-family:"Meiryo UI";} 

/* さらにフォントを指定 */ 

.s4-titletext,.ms-menu-a,.ms-sbplain, 

.ms-ltviewselectormenuheader .ms-viewselector a, 

.ms-vb,.ms-vb-user,.ms-vb2,.ms-vh2,td.ms-vb{ font-family:"Meiryo UI";} 

 

 

body{  font-family:“Meiryo UI”;} のみ追加した場合、検索ボックス内のテキストや、サイト名、またリス

ト ビュー Web パーツ内の文字列など、Meiryo UI に変更されない箇所もあります。トップページに Web パーツ

を配置した状態や、リストやライブラリなどさまざまなページを開いて変更したスタイルを確認しながら、追加でフォント種

類指定が必要な個所を調べながら作業を進めます (上記サンプル CSS では利用ユーザーに表示される箇所はフ

ォントを変更していますが、サイトの設定画面のフォントは変更していません。必要に応じて内容を追加してください)。 



 

 

 リボンの背景デザインを変更 

リボンの背景デザインを変更します。あらかじめスタイル ライブラリ内の BlueStyles フォルダーに保存しておいた 

Cloud.jpg を背景画像に指定します。なお画像などのリソースの URL は、参照元ページの URL によらず、CSS 

ファイルからの相対パスで記述できます。今回は、CSS ファイルと画像が同一のフォルダーに保存しているため、ファイ

ル名のみの指定をします。 

/* リボンに背景画像を指定 */ 

BODY #s4-ribbonrow { 
background-image: url("cloud.jpg");} 

 

 

 

リボンのデザインについて 

リボンのデザイン変更について CSS のカスタマイズで行えることは、背景画像や背景色の設定、また

文字スタイル設定などスタイルに関する内容のみです。 

リボン自体を非表示とすることはできても、権限によってリボン表示/非表示を切り替えたい、またリボン

内にふくまれるメニュー内容 (ログイン名表示メニューなど) を移動したいといったカスタマイズを行う際には

マスターページ内容の編集も必要となります。 

 

  



 

 

 リボン内 [参照] タブを非表示に 

コンテンツ エリアを広く利用できるようにするため、参照タブ (サイトロゴ、サイト名が表示される領域) を開かない

ように非表示とします。リボン内の他のタブ ([ページ] タブなど) を開いた際には、リボンメニューは表示されます。 

/* 参照タブの内容を非表示に */ 

.s4-title {display: none} 

 

 

 

 

  



 

 

 トップ リンク バーの背景デザインを変更 

トップ リンク バーの背景デザインを変更します。ここでは背景色を #ECF9FF (薄いブルー) に変更します。 

/* トップ リンク バー */ 

/* バー全体の背景色を指定 */ 

 .s4-tn{ 
 background-color:#ECF9FF;} 

 

 

  



 

 

 トップ リンク バーのリンクスタイルを変更 

トップ リンク バー内の各リンクのスタイルを変更します。各リンクの横幅は既定ではリンク文字列の長さによって異な

りますが、ここでは横幅を固定とし、文字スタイルを変更します。 

 各リンクの横幅固定 

 リンク内容のセンタリング表示 

 リンク文字列のフォントサイズ、色を指定 

/* リンク内容(Width 固定、テキスト中央)*/ 

.s4-tn li.static > .menu-item{ 
 width: 75px; 
 text-align: center; 
 font-size: 13px; 
 color: #000000; } 

 

 

 

  



 

 

 サイド リンク バー全体の背景デザインを変更 

サイド リンク バーの背景デザインを変更します。ここでは背景色を #ECF9FF (薄いブルー、トップ リンク バーと

同色) に変更します 

/*サイド リンク バー*/ 

/* 全体の背景色を指定 */ 

   BODY #s4-leftpanel-content{ 
 background-color:#ECF9FF; } 

 

 

 

  



 

 

 サイド リンク バーのカテゴリー表示スタイルを変更 

サイド リンク バーはカテゴリーとリンクと 2階層で表示されます。カテゴリーの表示スタイルを変更します。フォントサイ

ズを指定し、下部に点線を引くように変更します。 

/*ナビゲーションのカテゴリ表示*/ 

.s4-ql ul.root > li > .menu-item{ 
 font-size: 13px;  
 border-bottom:1px #0000FF dotted; } 

 

 

  



 

 

 サイド リンク バーのリンク アイコンを表示 

サイド リンク バー内の各リンクについて、それぞれ文字列の前にアイコンを表示するように変更します。 

アイコン画像は任意で用意したものを利用してもかまいませんが、ここでは SharePoint に標準で搭載している画

像 (ツリービューで利用されている画像) を利用しています。 

/* リンク アイコン表示 */ 

.s4-ql ul.root ul > li  {  
  padding-top:0px;  
  background-image:url('/_layouts/images/MDNCollapsed.png'); 
  background-repeat:no-repeat; 
  background-position:0.0em; } 

 

 

  



 

 

 サイド リンク バーのリンクスタイルを変更 

サイド リンク バーのリンクについて、文字スタイルを変更します。 

 フォント サイズ 

 フォント 色 

 アイコンを表示した分、左余白を追加 

/* リンク文字スタイル */ 

.s4-ql ul.root ul > li > a{ 
   font-size: 12px; 
   padding: 2px 0px 0px 15px; 
   color: #000000;  } 

 

 

  



 

 

 Web パーツ タイトル バー デザインを変更 

サイトのトップページなど SharePoint サイトのページ内容には Web パーツが配置されます。配置した Web 

パーツのタイトル バーのデザインを変更します。 

 タイトル内容のフォント種類、色 

 タイトル バー全体のデザインを調整 (背景色、左ボーダーを指定) 

/*Web パーツ タイトルフォント、デザイン */ 

.ms-WPTitle { 
   font-family:"Meiryo UI";color:black; } 
.ms-WPHeader { 
   background-color :#F0FFFF; 
   border-left:8px navy solid; } 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.5 各ファイルの発行作業 

ここまで CSS を編集しながらサイト デザイン次図のように編集してきました。 

 

編集した各ファイルは、それぞれ発行作業が必要です。 

 

 マスターページの発行 

マスターページはサイト コレクションのトップ レベル サイト内のマスターページ ギャラリーに保存することで、サイト コ

レクション内の全サイトで [マスターページの設定] 画面で選択できるようになる仕組みは 2 章で解説したとおりです。

またマスターページ ギャラリーはメジャー/マイナーバージョン管理やコンテンツの承認機能が既定で有効とされているた

め、メジャーバージョンへの発行 ＋ コンテンツの承認 を行うまでは、そのマスターページは利用できません (編集中

の管理者のみ確認できます)。 

1. SharePoint Designer 2010 で、blue.master を右クリック – [チェックイン] をクリックします。 

[チェックイン] ダイアログ ボックスが表示されるので、[メジャー バージョンを発行する] を選択し [OK] をクリック

します。 

 



 

 

2. コンテンツの承認を促すダイアログ ボックスが表示されるため、[はい] をクリックします。 

 

3. ブラウザーでマスターページ ギャラリーが開きます。 

blue.master のメニューから [承認/却下] をクリックします。 

[承認/却下] のダイアログで、[承認] を選択し [OK] をクリックします。 

 

 

マスターページ 設定時の警告 

ここで行ったマスターページのメジャーバージョン UP、コンテンツの承認を行うまでは、各サイトのマ

スターページ設定画面で、次図のような警告が表示されます。 

 

 

 



 

 

 スタイル ライブラリ内の CSS ファイル、画像リソース ファイルの発行 

CSS ファイルや画像リソース ファイルはマスターページ ファイルとは違い、展開場所は明確に決まっていません。マ

スターページ内に記述した CSS ファイルへの参照が正しいことと各リソース ファイルにエンド ユーザーが閲覧権限を

持つことの 2 点がクリアできれば、これらファイルの展開場所はどこでもかまいません。 

しかしエンド ユーザーがリソース ファイルにアクセス権を持つ点を簡単にクリアできる便利な場所が、手順内で利用

したスタイル ライブラリです。スタイル ライブラリには SharePoint が既定で利用しているスタイル ファイルが保存さ

れている場所で、ここに保存されているリソース ファイルはサイト コレクション全体で共有し利用されています。そのた

めスタイル ライブラリには既定ですべての認証済みユーザーが閲覧権限を持つよう設定されています。スタイル ライブ

ラリはバージョン管理が有効となっているため、この中に保存した各リソース ファイルはメジャーバージョン発行作業が必

要です。 

 

1. ブラウザーでトップ レベル サイトの [スタイル ライブラリ] – [BlueStyles] フォルダーを開きます。 

フォルダー内のすべてのファイルを選択し、[チェックイン] をクリックします。 

[チェックイン] ダイアログが表示されるため、[メジャー バージョン (発行)] を選択し [OK] をクリックします。 

 

 

  



 

 

3.6 [参考] 代替 CSS を利用した展開 

3 章では CSS 編集によるデザイン変更方法を各スタイル変更点の Tips とともに、手順を解説しました。手順

で作成した blue.css はトップ レベル サイトのスタイル ライブラリに保存し、CSS 適用はマスターページを利用して

行いました。この方法をとることで、サイト コレクション内の全サイトに同じデザインを適用させやすい、また各サイトで異

なるデザインとする際にも、各サイトのマスターページ設定画面で選択できるようになるメリットがあります。 

このようにマスターページを利用した CSS デザイン変更を行う際には、トップ レベル サイトの管理者権限もしくは

サイト コレクション管理者権限が必要となります (スタイル ライブラリやマスターページ ギャラリーはトップ レベル サイ

ト内にあるため)。そのためサブ サイトの管理者権限ではこのような展開は行えません。サブ サイトの管理権限のみを

持つ管理者が blue.css を展開したい場合に便利な機能は代替 CSS です。 

次の手順により、作成した CSS をマスターページは利用せずにサイトに適用できます。 

 

 

1. CSS ファイルを作成し、内容を編集 

2. CSS ファイルやスタイルから参照する画像リソース ファイルをサブ サイト内の任意のライブラリ内等にアップロード 

(サイト内の全ユーザーに閲覧以上の権限があるライブラリにアップロードしなければいけません、サイトのリソース フ

ァイル ライブラリなどがおすすめ) 

3. サイトの設定画面 – 外観カテゴリーの [マスターページ] を開き、下記ように設定 

 マスターページ ： v4.master のまま 

 代替 CSS ： サイト内の任意の場所にアップロードした CSS ファイルを指定 

 

4． デザイン開発手法 ~ マスターページ変更によるデザイン変更 ~ 

3 章では CSS 変更のみで行うデザイン変更について解説し、スタイルのみの変更でも既定のデザインを変更でき



 

 

る点をご紹介しました。4 章ではマスターページの内容変更により行えるデザイン変更について解説します (下記完

成デザインを作成するためマスターページの内容変更とあわせて CSS 変更も行います)。 

 

 手順の完成例 

<管理者権限ユーザーでのアクセス時にはリボンを表示> 

 

<管理者以外の権限でのアクセス時にはリボンを非表示に> 

  



 

 

 CSS により変更するデザイン 

 全体のフォント種類を指定 (3 章と同様) 

 リボンの背景デザインを変更 (3 章と同様) 

 トップ リンク バーの背景デザイン、リンクの文字スタイルを変更 (3 章と同様) 

 サイド リンク バーの背景デザイン、リンクの文字スタイルを変更 (3 章と同様) 

 Web パーツ タイトル バーのデザイン変更 (3 章と同様) 

 必要ないメニューを非表示に 

 ページ内容全体を中央よせ、固定横幅表示に 

 

 マスターページ内容編集によるデザイン変更 

 権限に応じた、リボンの表示/非表示 

 リボン内のログイン ユーザー表示コントロールの移動 

 [お気に入り]、[タグとメモ] コントロールのサイズ変更 

  



 

 

4.1 SharePoint Designer 2010 でマスターページ、CSS ファイルの作成 

SharePoint Designer 2010 を利用しマスターページ、CSS ファイルをサイト内に作成します。マスターページは

サイト コレクションのトップ レベル サイト内にあるマスターページ ギャラリーに展開する必要があるため、作業はトップ 

レベル サイトにて行います。 

 

 v4.master のコピーを作成 

1. SharePoint Designer 2010 を起動し、任意のトップ レベル サイトを開きます。 

2. 左側の [サイト オブジェクト] から [マスターページ] をクリックして開きます。 

マスターページ一覧から v4.master をコピーして貼り付け、v4_copy(1).master を作成します。 

 

3. 作成した v4.master のコピーである v4_copy(1).master を 「bluecenter.master」 とリネームしま

す。 

 

  



 

 

 スタイル ライブラリ内にフォルダー作成 

CSS ファイルと画像リソース ファイルの格納場所として利用するフォルダーをスタイル ライブラリ内に作成します。 

3 章の手順を行った方はとばしてください。 

 

1. 左側の [サイト オブジェクト] から [すべてのファイル] をクリックして開きます。 

さらに、[Style Library] をクリックして開きます。 

 

2. スタイル ライブラリ内に、[フォルダー] をクリックして新しいフォルダーを作成し、フォルダー名を 「BlueStyles」 と

します。 

 

 

  



 

 

 画像ファイルの用意と、[BlueStyles] フォルダー内へのアップロード 

リボンの背景として利用する画像を用意し、トップ レベル サイトのスタイル ライブラリ内 [BlueStyles] フォルダー

にアップロードします。3章の手順を行った方はとばしてください。 

 

任意で用意いただいた画像でもかまいませんが、用意できない場合や手順画面と同じ内容で進めたい場合は、 

Office.com より下記画像を検索し Cloud.jpg というファイル名で保存します。 

 Office.com 画像検索 

http://office.microsoft.com/ja-jp/images/?CTT=97 

「雲」 で検索し下記画像を探す or 「MP900316898」 で検索 

 

1. スタイル ライブラリ内 [BlueStyles] フォルダー内に Cloud.jpg ファイルをアップロードします。 

 

  

http://office.microsoft.com/ja-jp/images/?CTT=97


 

 

 CSS ファイルの作成と BlueStyles フォルダーへの移動 

1. [ファイル] メニューから [その他のページ] をクリックします。 

 

2. [CSS] を選択して [作成] をクリックします。 

 

3. ファイル名を 「bluecenter」 とします。 

 

4. SharePoint Designer 2010 で作成した CSS ファイルは既定で サイトのページ ライブラリ内に保存されます。

あらかじめスタイル ライブラリ内に作成したフォルダー内に CSS ファイルを移動します。 

作成された bluecenter.css の階層メニューから [サイトのページ] をクリックします。 

  



 

 

5. サイトのページ ライブラリ内の bluecenter.css を切り取り、スタイル ライブラリ内の [BlueStyles] フォルダー

内に貼り付けます。 

 

  



 

 

4.2 デザイン確認作業用のサイト用意 

内容を確認しながら、編集作業を行えるようにサイトを用意します。 

トップ レベル サイトでも、同じサイト コレクション内の任意のサイトを利用してもかまいません。 

 

1. デザイン確認用のサイトをブラウザーで開き、[サイトの操作] – [サイトの設定] をクリックします。 

2. サイトの設定 画面で、外観カテゴリーの [マスターページ] をクリックします。 

3. [サイト マスターページ]、[システム マスターページ] ともに、bluecenter.master を選択し、[OK] をクリックし

ます。 

 

 

4. v4.master から bluecenter.master へマスターページを変更しても、bluecenter.master には何も変更

を加えていないため、既定のデザインと同じ内容が表示されます。 

 

 

  



 

 

4.3 マスターページ内に CSS ファイルへの参照追加 

bluecenter.master 内に bluecenter.css ファイルへの参照を追加します。 

 

1. SharePoint Designer 2010 で bluecenter.master を開きます。 

ファイルのチェックアウトを必ず行ってください。チェックアウトを行わない場合、上書き保存できません。 

2. <head> タグ内に次のコードを追加し、bluecenter.css への参照を追加します。 

<SharePoint:CssRegistration id="CssRegistration1"  
name="<% $SPUrl:~sitecollection/Style Library/BlueStyles/bluecenter.css%>" 
after="corev4.css" runat="Server" /> 

 

3. bluecenter.master を上書き保存します。 

次のようなダイアログ ボックスが表示されるので [はい] をクリックします。 

 

  



 

 

4.4 CSS ファイルの編集と Tips 

3 章で行った CSS 編集と同様に、スタイルにより変更できる点を bluecenter.css に記述します。 

 

 3 章で記述した内容と同様の CSS 

3 章で記述した内容と同様の CSS を記述します。デザイン変更点は次のとおりです (詳細は 3 章を確認くだ

さい)。 

 全体のフォント種類を指定 

 リボンの背景デザインを変更 

 トップ リンク バーの背景デザイン、リンクスタイルを変更 

 サイド リンク バー全体の背景デザイン、カテゴリー表示スタイル、リンクスタイルを変更 

 サイド リンク バーのリンク アイコンを表示 

 Web パーツ タイトル バー デザインを変更 

 

/* 全体のフォントを指定*/ 

body{ 
 font-family:"Meiryo UI";} 

/* さらにフォントを指定 */ 

.s4-titletext,.ms-menu-a,.ms-sbplain, 

.ms-ltviewselectormenuheader .ms-viewselector a, 

.ms-vb,.ms-vb-user,.ms-vb2,.ms-vh2,td.ms-vb{ font-family:"Meiryo UI";} 

/* リボンに背景画像を指定 */ 

BODY #s4-ribbonrow { 
background-image: url("cloud.jpg");} 

/* トップ リンク バー */ 

/* バー全体の背景色を指定 */ 

 .s4-tn{ 
 background-color:#ECF9FF;} 

/* リンク内容(Width 固定、テキスト中央)*/ 

.s4-tn li.static > .menu-item{ 
 width: 75px; 
 text-align: center; 
 font-size: 13px; 
 color: #000000; } 

/*サイド リンク バー*/ 

/* 全体の背景色を指定 */ 

   BODY #s4-leftpanel-content{ 
 background-color:#ECF9FF; } 



 

 

/*ナビゲーションのカテゴリ表示*/ 

.s4-ql ul.root > li > .menu-item{ 
 font-size: 13px;  
 border-bottom:1px #0000FF dotted; } 

/* リンク アイコン表示 */ 

.s4-ql ul.root ul > li  {  
  padding-top:0px;  
  background-image:url('/_layouts/images/MDNCollapsed.png'); 
  background-repeat:no-repeat; 
  background-position:0.0em; } 

/* リンク文字スタイル */ 

.s4-ql ul.root ul > li > a{ 
   font-size: 12px; 
   padding: 2px 0px 0px 15px; 
   color: #000000;  } 

/*Web パーツ タイトルフォント、デザイン */ 

.ms-WPTitle { 
   font-family:"Meiryo UI";color:black; } 
.ms-WPHeader { 
   background-color :#F0FFFF; 
   border-left:8px navy solid; } 

 



 

 

 必要ないメニューを非表示に 

画面上のメニューを非表示としたい場合も、スタイル指定にて設定が可能です。開発者ツールバー、非表示とした

いメニュー内容を含む HTML タグに適用されているスタイル クラス名を確認します。スタイル クラスが確認できれば、

display:none スタイルを追加することで非表示にできます。 

ここでは、下記 2 箇所を非表示にします。 

 サイトの名前、階層ナビゲーション部分 

 ヘルプ アイコン 

 

/* 階層リンクナビ テキスト 非表示に*/ 

.s4-title h1,.s4-title h2,.s4-titlesep{ 
 display:none; } 

/* ヘルプ アイコン 非表示に */ 

.s4-help{ 
 display:none; } 

 

 

 

  



 

 

 ページの内容全体を中央よせ表示に 

ページ内容全体の表示形式を変更します。次図のように、サイド リンク バーとコンテンツ エリア内容について、横

幅が固定となるよう設定します。またブラウザーのウィンドウサイズの違いに対応できるよう左右余白部分に背景色 

(薄いブルー) を指定し、余白部分の横幅を可変とします。 

 

 

/* メインエリアを中央よせ、Width 指定、背景色指定 */ 

body #s4-mainarea,#s4-statusbarcontainer, 
#s4-topheader2,div.s4-title.s4-lp{ 
     width: 950px; 
     margin: auto; 
     padding: 0px; 
     float: none; 
     background-color:white; } 

/* 余白 背景色指定 */ 

#s4-bodyContainer{ 
 background-color: #F0FFFF; } 

 

 

  



 

 

4.5 マスターページ内容の編集 

変更を行いたいデザイン内容によっては、CSS 編集のみでは実現できないケースももちろんあります。CSS のみの

編集で行えるデザイン変更ポイントの多くはこれまでご紹介してきたとおりです。ここではマスターページに対する編集が

必要となるデザインについて、よくあるケースを例にあげながら、内容を解説します。 

 

 権限によるリボンの表示/非表示 

リボン内容を権限におうじて、表示/非表示を切り替えるよう設定を行います。リボン内容に対して、ここで行う権限

による表示/非表示切り替えやリボン自体の場所移動など、表示スタイル以外のデザイン変更を行う際にはマスターペ

ージに対する編集が必要です。 

 

  



 

 

1. SharePoint Designer 2010 で bluecenter.master を開きます。 

必ずチェックアウトして開いてください。 

2. エディター画面をコード表示にして、36 行目あたりにある、</head> タグにスクロールします。 

 

3. </head> タグの上に、次のソースを追加します。 

このソースでは、リボン部分に該当する ID が s4-ribbonrow の部分を、 display:none の指定により一律

非表示に設定し、サイトのフルコントロール権限を有するユーザーにのみ、その設定を打ち消す display:block 

の指定によって、リボンの表示を有効化するように設定しています。 

<style type="text/css">#s4-ribbonrow{display:none}</style> 

<SharePoint:SPSecurityTrimmedControl ID="SPSecurityTrimmedControl1"   
PermissionsString="FullMask" runat="server"> 

<style type="text/css">#s4-ribbonrow{display:block}</style> 

</SharePoint:SPSecurityTrimmedControl> 

 

  



 

 

4. bluecenter.master を上書き保存します。 

また管理者権限以外のユーザーでの動作確認のため、マスターページはメジャーバージョンに発行し、コンテンツの

承認も行います。 

また bluecenter.css についてもメジャーバージョンへの発行を行います。 

5. 管理者権限ユーザーでの表示のみではなく、その他権限のユーザーでの表示を確認します。 

 

注：リボンに含まれる各種コントロールについては、サーバー側から出力されて、ブラウザーに読み込まれていないと、画

面のスクロール バーが表示されないなど、各種操作上の不都合を起こすことがあるため、この手順では、権限によ

らずページの要素としてリボン部分はサーバーから出力しておき、スタイルの指定によって、ブラウザーでの見た目上、

権限によって表示・非表示にするという手法を採用しています。 

  



 

 

 

権限に応じたメニュー表示 

<SharePoint:SPSecurityTrimmedControl> コントロールはユーザー権限に応じて、表示する内

容を制御する際に利用できます。このコントロールで囲った内容は権限によって、表示/非表示の切り替え

が可能となります。 

<SharePoint:SPSecurityTrimmedControl ID="SPSecurityTrimmedControl1"   
PermissionsString="FullMask" runat="server"> 

    ～～～権限に応じて表示/非表示を切り替えたい内容～～～ 

</SharePoint:SPSecurityTrimmedControl> 

 ID プロパティ 

HTML と同様に、ID は重複するとエラーとなります。このコントロールをマスターページ内で複数

利用する場合は、ID は重複しないよう注意ください。 

 PermissionString プロパティ 

このプロパティに指定した値に応じて、権限制御されます。 

今回の例では管理者権限ユーザーのみに表示するように設定しましたが、サイトの利用用途に

よってリボンを表示させたい権限は変わってきます。全社ポータルのような、すべてのユーザーが基

本的に閲覧権限でアクセスするサイトの場合は、管理者権限ユーザーのみリボンが表示される

シナリオで問題ありません。部門情報共有サイトのような、各ユーザーに投稿権限を付与するサ

イトの場合には、投稿権限以上のユーザーにリボンを表示するデザインとしたいはずです。その場

合 PermissionString プロパティは “AddListItems” とします。 

それ以外の制御を行いたい際には下記を参照ください。 

MSDN 「SPBasePermissions 列挙」 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.spbasepermi

ssions(en-us).aspx 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.spbasepermissions(en-us).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sharepoint.spbasepermissions(en-us).aspx


 

 

 [参考] 権限による [すべてのサイト コンテンツ] の表示/非表示 

よく要件にあげられる権限により表示制御を行いたい箇所としては、リボン以外にも [すべてのサイト コンテンツ] 

があります。先ほどと同様に、<SharePoint:SPSecurityTrimmedControl> コントロールを利用し [すべてのサ

イト コンテンツ] を管理者権限ユーザーにのみ表示するよう設定することも可能ですが、[すべてのサイト コンテンツ] 

コントロールはそれ自体に権限により表示を制御する機能を持ちます。既定では投稿権限以上のユーザーに表示さ

れるよう設定されていますので、管理者権限ユーザーにのみ表示するよう設定を変更します。 

1. bluecenter.master をチェックアウトして開きます。 

2. デザイン画面で、[すべてのサイト コンテンツ] を選択し対応するソース コードを探します。 

<SharePoint:ClusteredSPLinkButton id="idNavLinkViewAllV4" runat="server" 
PermissionsString="ViewFormPages" NavigateUrl="~site/_layouts/viewlsts.aspx" 
ImageClass="s4-specialNavIcon" ImageUrl="/_layouts/images/fgimg.png" 
ImageWidth=16 ImageHeight=16  OffsetX=0 OffsetY=0 
Text="<%$Resources:wss,quiklnch_allcontent_short%>" 
accesskey="<%$Resources:wss,quiklnch_allcontent_AK%>"/> 

3. PermissionString プロパティを FullMask に変更します。 

<SharePoint:ClusteredSPLinkButton id="idNavLinkViewAllV4" runat="server"  
 PermissionsString="FullMask" NavigateUrl="~site/_layouts/viewlsts.aspx" 
 ImageClass="s4-specialNavIcon" ImageUrl="/_layouts/images/fgimg.png" 
 ImageWidth=16 ImageHeight=16  OffsetX=0 OffsetY=0 
 Text="<%$Resources:wss,quiklnch_allcontent_short%>" 
 accesskey="<%$Resources:wss,quiklnch_allcontent_AK%>"/> 

 

  



 

 

 リボン内のログインユーザー表示 コントロールの移動 

管理者権限以外のユーザーには、リボンを非表示とする設定を行ったため、リボン内右端に配置されているログイン

ユーザー表示コントロールが管理者権限以外のユーザーには表示されなくなっています。個人用サイトや個人用設定 

(タイムゾーンやロケール設定)、個人用サイトへのリンク、言語切り替えなどのメニューが利用できなくなるため、ログイン

ユーザー表示コントロールの位置を変更します。 

 

1. bluecenter.master をチェックアウトして開きます。 

2. ソース コードから 次のコードを探します。(検索を行うなど) 

内容を切り取ります。 

<wssuc:Welcome id="IdWelcome" runat="server" EnableViewState="false"> 
</wssuc:Welcome> 

 

  



 

 

3. ログインユーザーコントロールは [お気に入り]、[タグとメモ] コントロールの上に移動します。 

デザイン画面で、[お気に入り] [タグとメモ] コントロールが表示されている箇所をクリックして、対応するソース コー

ドを選択させます。 

320 行目あたりにある <td class=”s4-socialdata-notif”> タグ内が選択されたことを確認します。 

 

4. <td class=”s4-socialdata-notif”> タグ内に、切り取っておいたログインユーザー コントロールのソースを張り

付けます。 

 

5. bluecenter.master を上書きし、ブラウザーで動作確認します。 

ログインユーザー コントロールを背景が白の場所へ移動したため、表示されていないように見えてしまいます。 

(マウス オーバーすると表示されます)。 

 

  



 

 

6. bluecenter.css をチェックアウトして開き、次のスタイルを追加します。 

/* ログインユーザー コントロールの文字色を設定*/ 

.ms-welcomeMenu A:link, .ms-welcomeMenu A:visited{ 
 color: black; } 

 

7. bluecenter.css を上書き保存し、ブラウザーで動作を確認します。 

ログイン ユーザーコントロール内の文字色を黒に変更されたことが確認できます。 

 

 

  



 

 

 [お気に入り]、[タグとメモ] コントロールのサイズ変更 

ソーシャル機能を利用するためのコントロールである、[お気に入り] [タグとメモ] コントロールのサイズを小さく変更し

ます。 

 

1. bluecenter.master をチェックアウトして開きます。 

2. ソース コードから 次のコードを探します。(検索を行うなど) 

<SharePoint:DelegateControl ControlId="GlobalSiteLink3" Scope="Farm" 
runat="server"/> 

 

3. ControlId の値を GlobalSiteLink3-mini と変更します。 

<SharePoint:DelegateControl ControlId="GlobalSiteLink3-mini" Scope="Farm" 
runat="server"/> 

 

4. ログイン コントロールと合わせて、領域 (TD タグ) 内の上寄せで表示されるよう、 

<td class=”s4-socialdata-notif”> タグに次のコードを追加します。 

<td class="s4-socialdata-notif" style="vertical-align:top"> 

 

5. bluecenter.master を上書きして、ブラウザーで表示を確認します。 

 

  



 

 

4.6 各ファイルの発行作業 

編集した各ファイルは、それぞれ発行作業が必要です。 

 

 マスターページの発行 

bluecenter.master を展開するためには、次の作業が必要です。 

 チェックインによるメジャーバージョンへの発行 

 コンテンツの承認 

 

1. SharePoint Designer 2010 で、bluecenter.master を右クリック – [チェックイン] をクリックします。 

[チェックイン] ダイアログ ボックスが表示されるので、[メジャー バージョンを発行する] を選択し [OK] をクリック

します。 

2. コンテンツの承認を促すダイアログ ボックスが表示されるため、[はい] をクリックします。 

3. ブラウザーでマスターページ ギャラリーが開きます。 

bluecenter.master のメニューから [承認/却下] をクリックします。 

[承認/却下] のダイアログで、[承認] を選択し [OK] をクリックします。 

 

 

 スタイル ライブラリ内の CSS ファイルの発行 

bluecenter.css を展開するためには、次の作業が必要です。 

 チェックインによるメジャーバージョンへの発行 

 

1. ブラウザーでトップ レベル サイトの [スタイル ライブラリ] – [BlueStyles] フォルダーを開きます。 

フォルダー内の bluecenter.css を選択し、[チェックイン] をクリックします。 

[チェックイン] ダイアログが表示されるため、[メジャー バージョン (発行)] を選択し [OK] をクリックします。 

  



 

 

4.7 [参考] Starter Master Pages for SharePoint 2010 

マスターページに対するデザイン変更を行う際には、v4.master など既存のマスターページをコピーして作成する

方法もあれば、スクラッチで作成することももちろん可能です。スクラッチで作成することで、標準で用意されている 

HTML (主に Div タグ) を利用せずに、いちから HTML デザインを行うことも可能ですし、既存の HTML ソース

を組み込む際にも行いやすいといえます。ただし SharePoint のマスターページとして動作させるために必須となる次

の内容を理解し、マスターページ内に組み込んでいく必要があります。 

 ディレクティブ構文 (＠Register、＠Import) 

 ContentPlaceHolder コントロール 

 SharePoint コントロール 

 

スクラッチでマスターページを作成する際に便利なファイルとして上記の最低限必要な内容が用意されているマスタ

ーページが CodePlex で提供されています。 

 Starter Master Pages for SharePoint 2010  

http://startermasterpages.codeplex.com/ 

 

  

http://startermasterpages.codeplex.com/
http://startermasterpages.codeplex.com/
http://startermasterpages.codeplex.com/


 

 

5． デザイン開発手法 ~ javascript を利用したデザイン変更 ~ 

SharePoint では javascript を用いて、動的なデザインを作成することも可能です。ここでは javascript を

利用したデザインの一例としてサイド リンク バーを閉じたり開いたりできるデザインを作成します。 

 

 サイド リンク バーの右側に ＜ マークを表示 

 

 ＜ マークをクリックすると、サイド リンク バーが非表示に 

＞ マークをクリックすると、サイド リンク バーが開く 

 

 

  



 

 

5.1 v4.master を編集 

ここでは既定の v4.master にデザインを追加します。 

1. SharePoint Designer 2010 を起動し、任意のトップ レベル サイトを開きます。 

2. 左側の [サイト オブジェクト] から [マスターページ] をクリックして開きます。 

マスターページ一覧から v4.master をチェックアウトして開きます。 

3. <head> タグ内に、次のソースを追加します。 

次図では終了タグ </head> の前に記載しています。 

<script type="text/javascript"> 
var isTreeview; 
var LeftPanelWidth="155px"; 
function checkCookie(){  
 try{eval(initNavResizer);isTreeView=true;} 
 catch(e){isTreeView=false;} 
 if(!isTreeView && document.cookie.indexOf("nav=hide")>=0){HideNav();} 
if(isTreeView){document.getElementById("navhidebar").style.display="none"
} 
var obj = document.getElementsByTagName('table'); 
var max = obj.length; 
for(var i = 0; i < max; i++){ 
   if(obj[i].cellSpacing=="0"){ 
   if(obj[i].style.cssText=="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 5px;    
       PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px") 
   {obj[i].style.cssText="padding: 0px 10px 0px 0px;";} 
   } 
  } 
} 
function HideNav(){ 
 if(document.getElementById("NavShow").style.display=="none"){ 
document.getElementById("MSO_ContentTable").style.cssText="Margin-Left:6p
x"; 
document.getElementById("s4-leftpanel").style.width="6px"; 
document.getElementById("leftnav-td").style.display="none"; 
document.getElementById("NavHide").style.display="none" 
document.getElementById("NavShow").style.display="" 
document.cookie="nav=hide;path=/;expires=Thu, 1-Jan-2030 00:00:00 GMT"; 
} 
else{ 
document.getElementById("MSO_ContentTable").style.cssText="Margin-Left:"+
LeftPanelWidth; 
document.getElementById("leftnav-td").style.display=""; 
document.getElementById("s4-leftpanel").style.width=LeftPanelWidth; 
document.getElementById("NavHide").style.display="" 
document.getElementById("NavShow").style.display="none" 
document.cookie="nav=show;path=/;expires=Thu, 1-Jan-2030 00:00:00 GMT"; 
 } 
} 

</script> 

  



 

 

 

 

4. <body> タグの onload に checkCookie(); を追加します。 

<body scroll="no" onload="if (typeof(_spBodyOnLoadWrapper) != 'undefined') 
_spBodyOnLoadWrapper();checkCookie();" class="v4master"> 

 

5. ソース コードから <div id="s4-leftpanel" class="s4-notdlg"> タグを探します。 

<div id="s4-leftpanel" class="s4-notdlg"> の次の行に、次のコードを追加します。 

<table width="100%" cellspacing="0"> 
<tr><td id="leftnav-td" valign="top"> 

 

  



 

 

6. ソース コードから <div class="s4-ca s4-ca-dlgNoRibbon" id="MSO_ContentTable"> タグを探し

ます。 

<div class="s4-ca s4-ca-dlgNoRibbon" id="MSO_ContentTable"> の一つ上の </div> タグの

前の行に、次のコードを追加します。 

</td><td id="navhidebar" valign="top" style="border:0px;padding:200px 0px 0px 0px" 
onclick="HideNav()"> 
<div id="NavHide" style="font-size:16px">&lt;</div> 
<div id="NavShow" style="font-size:16px;display:none">&gt;</div> 
</td></tr></table> 

 

7. v4.master を上書き保存します。 

次のようなダイアログ ボックスが表示されるので [はい] をクリックします。 

 

8. ブラウザーで動作を確認します。 

  



 

 

 [参考] サイド リンク バーを非表示にする 

この章では、javascript を用いて、サイド リンク バーを閉じたり開いたりできるようにカスタマイズを行う方法を解

説しましたが、サイド リンク バーを非表示とする設定のみを行いたい場合は、CSS 編集で行えます。 

CSS に次の内容を追加することで、サイド リンク バーは非表示となります。 

/* サイド リンク バー 非表示 */ 

body #s4-leftpanel{ 
display:none } 

.s4-ca{ 
margin-left: 0px; } 

  



 

 

6． [参考] マスターページの展開場所について 

CSS ファイルや画像ファイルなどのリソース ファイルへの参照を含むマスターページを作成した場合、各ファイルの展

開場所はさまざまなパターンが選択できます。既定のデザインである v4.master を利用している場合、各リソース 

ファイルは次の場所に置かれています。 

 

 v4.master 

既定のデザインである v4.master は各サイト コレクション内のマスターページ ギャラリーに保存されています。サ

イト コレクション内のすべてのサイトはこの v4.master を参照して動作します。 

 corev4.css 

v4.master が参照する  corev4.css は、 IE 開発者ツール  バーで確認すると、 http://サイト

URL/_layouts/1041/styles/Themable/corev4.css とパスが確認できます。 

 

/_layouts/ の相対パスは、SharePoint サーバー  のファイル  システム上の仮想ディレクトリーである 

\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\TEMPLATE 

\LAYOUTS にアクセスできます。ファーム内の全サイトから同じパス (/_layouts/) を使ってアクセス可能です。

corev4.css は /_layouts/ 以下のディレクトリーに置かれており、ファーム内のすべてのサイトはこの corev4.css 

を利用しています。つまり各サイト コレクションに置かれている v4.master はすべて corev4.css を参照していま

す。SharePoint Designer 2010 で corev4.css を編集し上書きした場合は、前述のとおりサーバー上の 

corev4.css が上書きされるわけではなく、そのサイト コレクション内に corev4.css が保存されます。                    

 画像リソース ファイル 

既定で利用されている画像リソース ファイルは、/_layouts/images/ に置かれています。 

 

http://サイトurl/_layouts/1041/styles/Themable/corev4.css
http://サイトurl/_layouts/1041/styles/Themable/corev4.css


 

 

 各ファイルの展開場所について 

CSS ファイルや画像リソース ファイルを含めてマスターページを作成した場合、各ファイルは次のような展開場所を

利用できます。 

 

 マスターページ 

サイトのマスターページ設定画面で選択できるようにするためには、そのサイト コレクションのマスターページ ギャラリ

ーに保存するしくみとなっています。 

 

 CSS ファイルや画像リソースファイル 

 各サイト コレクション内 

既定で用意されている [スタイル ライブラリ] などトップ レベル サイト内のライブラリ内に保存します。 

サイト コレクション管理者権限で保存が行えます。 

 サーバーのファイル システム上 

/_layouts/ で全サイトからアクセスできる場所に保存します。 

/_layouts/ \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ 

  ｗeb server extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS 

/_layouts/images/ \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ 

  ｗeb server extensions\14\TEMPLATE\IMAGES 

SharePoint サーバーのファイル システム上にアクセス権が必要 (サーバーへのログインが必要) ですが、

サーバー内のすべてのサイトから同じ相対パスでアクセスできるため、マスターページはサイト コレクションごと

に展開する必要はあっても、各マスターページから参照される CSS ファイルや画像リソースファイルはサイト 

コレクションごとに展開しなくてもよくなります。ただし SharePoint Online (Office 365) を利用されて

いる場合は、サーバーのファイル システム上にファイルを置くことはできないため、この方法は利用できませ

ん。 

  



 

 

7． 発行ページについて 

SharePoint Server 2010 にはサイト内にページを作成するためのテンプレートのひとつとして [発行ページ] が

備わっています。発行ページを作成する際には、コンテンツ エリア内のレイアウト構造として [ページ レイアウト] が選

択できるようになっており、選択したページ レイアウトに応じて、さまざまなレイアウトを持ったページが作成できます。 

 

 

 

  



 

 

また発行ページは、ページ内の内容とページ ファイル (*.aspx) のプロパティが連動できるため、Web パーツを利

用したページの一覧表示を行う際などにとても便利です。 

 

 

このコンテンツ エリア内のデザイン テンプレートといえるページ レイアウトは、SharePoint Designer 2010 で作

成できるしくみとなっています。マスターページなどのデザイン開発を行った際には、マスターページのデザインに沿ってペ

ージを作成できるよう、ページ レイアウト作成を行うこともおすすめです。 

この章ではページ レイアウトの作成方法を解説します。次のような内容のページ レイアウトを作成する方法をご紹

介します。 

 



 

 

7.1 ページ レイアウトの作成 

ページ レイアウトの作成は SharePoint Designer 2010 で行います。 

発行ページと連動させるプロパティはあらかじめコンテンツ タイプとして登録しておく必要があります。標準では発行

ページと連動させるプロパティを登録したコンテンツ タイプ (ページ レイアウトのコンテンツ タイプ) として、[アーティク

ル ページ] [ウェルカム ページ] [エンタープライズ Wiki ページ] [プロジェクト ページ] [リダイレクト ページ] と複数

のコンテンツ タイプが用意されています。これらの列構造がそのまま利用できる際には、標準で搭載されているコンテン

ツ タイプを利用することも可能です。また標準搭載のこれらのコンテンツ タイプには登録されていないプロパティ列を利

用したい場合はこれらのコンテンツ タイプを親とした新しいコンテンツ タイプを作成します。 

 

この手順では、[タイトル]、[評価] と 2 つの内容をプロパティと連動させたいと考えています。標準搭載の [エンタ

ープライズ Wiki ページ] コンテンツ タイプはこの 2 つのプロパティ列を持っているため、こちらを利用してページ レイ

アウトの作成を行います。 

 

 

 SharePoint Designer 2010 でページ レイアウト ファイル作成 

1. SharePoint Designer 2010 を起動し、3 章・4 章でデザイン開発を行ったサイト コレクションのトップ レベル 

サイトを開きます。 

2. 左側の [サイト オブジェクト] から [ページ レイアウト] をクリックして開きます。 

[新しいページ レイアウト] をクリックします。 

 

3. [新規作成] ダイアログ ボックスが表示されます。 



 

 

次のように設定し、[OK] をクリックします。 

 コンテンツ タイプ グループ ： [ページ レイアウトのコンテンツ タイプ] 

 コンテンツ タイプ名 ： [エンタープライズ Wiki ページ] 

 URL名： 任意の URL 名 (ここでは 「QAPage」 ) 

 タイトル ： 任意のタイトル (ここでは 「QA ページ」 ) 

 

4. QAPage.aspx (ページ レイアウト ファイル) が開きます。 

 

 

 コンテンツ エリア内の画面デザイン 

コンテンツ エリア内 (PlaceHolderMain 内) にデザインを行います。デザインは HTML を利用して行い、各タ

グ内に必要なコントロールを配置していきます。 

 

1. ソースコードで、<asp:Content ContentPlaceholderID="PlaceHolderMain" runat="server"> 開

始タグと </asp:Content> 終了タグの間に、次の HTML を記述します。 

<asp:Content ContentPlaceholderID="PlaceHolderMain" runat="server"> 

<table style="width: 100%"><tr> 
 <td style="width:80%;vertical-align:top;padding:10px"> 
  <div style="font-size:16px;border-left:8px navy solid; 
    font-weight:bold;padding:5px 5px 5px 10px;background-color:#F0FFFF"> 

  <!-- あとでタイトル プロパティを挿入 --> 

  </div> 
  <div style="padding:20px"> 

  <!-- あとで Wiki 編集できる領域を挿入 --> 

  </div> 
 </td> 
 <td style="width:270px;border-left: 1px gray dotted;"> 

  <div style="padding:10px">評価<br /> 

  <!-- あとで評価 プロパティを挿入 --> 

  </div><br /> 



 

 

  <!-- コメント入力欄を挿入 --> 

 </td></tr></table> 

</asp:Content> 

 

 

 

2. [表示] タブ - [作業ウィンドウ] メニューから [ツール ボックス] を表示させます。 

3. <!-- あとでタイトル プロパティを挿入 --> と記載した箇所 (Web パーツのタイトル バーと同様のデザイン内) 

に、[SharePoint コントロール] – [ページ フィールド] – [タイトル] をドラッグ アンド ドロップして配置します。 

  



 

 

4. <!-- あとで Wiki 編集できる領域を挿入 --> と記載した箇所に、[SharePoint コントロール] – [コンテンツ 

フィールド] – [ページ コンテンツ] をドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

5. <!-- あとで評価 プロパティを挿入 --> と記載した箇所に、[SharePoint コントロール] – [コンテンツ フィー

ルド] – [評価 (0~5)] をドラッグ アンド ドロップして配置します。 

 

  



 

 

6. <!-- コメント入力欄を挿入 --> と記載した箇所に、[挿入] タブ – [Web パーツ] – [メモ掲示板] Web パ

ーツを配置します。 

 

7. 配置したメモ掲示板 Web パーツを右クリック – [Web パーツのプロパティ] を開きます。 

幅を 250px、枠の種類をなしに設定します。 

8. QAPage.aspx (ページ レイアウト ファイル) を上書き保存します。 

 

 

 ページ レイアウトの展開 

ページ レイアウト ファイルはマスターページと同じく、サイト コレクション全体で共有する内容であり、マスターページ 

ギャラリーに保存するしくみとなっています。そのためマスターページ同様にメジャーバージョンへの発行とコンテンツの承

認を行うまではユーザーは利用できません。 

1. 作成したページ レイアウト ファイル (QAPage.aspx) に次の作業を行います。 

 チェックインして、メジャーバージョンへの発行 

 コンテンツの承認 

  



 

 

7.2 ページ作成 (動作確認) 

作成したページ レイアウトを利用して発行ページを作成します。 

 

1. [サイトの操作] – [その他のオプション] をクリックします。 

2. [作成] ダイアログで、[発行ページ] を選択し [作成] をクリックします。 

 

3. 任意のタイトル、URL を指定し、ページ レイアウトは [(エンタープライズ Wiki ページ) QA ページ] を選択しま

す。 

 

  



 

 

4. ページ レイアウトで定義したデザインどおりにページが作成されます。 

ページ作成時に入力した [タイトル] 列も自動的に反映されています。 

任意のページ編集を行い、[発行] タブから [発行] をクリックします。 

 

編集した内容を確認します。 

また閲覧権限ユーザーに切り替えても、評価やメモ入力が行えることも確認できます。 

 

  



 

 

 

 


