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はじめに 

SharePoint Server 2010 も発売開始から１年がたち、多くのお客様で実際の運用が始まっております。 

当初はSIベンダー様中心に構築した SharePoint Server 2010 の環境も導入完了後は情報システム部門や現

場部門で活用をすすめるべく、工夫をされている企業も多いかと思います。 

 

その中で 「より SharePoint Server 2010 を使いやすくする」 ための選択肢の１つが、 SharePoint Designer 

によるカスタマイズです。 

SharePoint Server の使い方としてポータルやドキュメント管理としての使い方から一歩踏みだすと、 「リスト」 の活

用がとても重要な事に気が付きます。 SharePoint Server の便利であり、しかし理解しづらい概念である 「コンテ

ンツタイプ」「サイト内の列」 などを応用することで、メンテナンス性の高い、実用的なミニアプリを作ることができます。 

また、 SharePoint Server 内部にとどまらず、外部のデータベースなどからのデータ取得や、簡単なワークフローも実

現することができますので、外部からのデータ入力支援機能付きの電子フォームなどを作り、申請・承認のワークフローと

組み合わせて、簡単な部門内での申請業務などに応用するといった活用が可能になってきます。 

 

本ドキュメントは SharePoint Designer ステップバイステップガイド～基礎編～ の続編として、 SharePoint 

Designer での動作の基礎的な部分を理解されている方向けに、基礎編では解説を行ってこなかった内容について、

さらに学習をすすめるための自習書になっています。 

 

内容的には主にリストの活用やワークフローが主体となっていますので、基礎編よりは難度が高い内容ですが、是非あ

わせて、学習していただければと思います。また、基礎編から継続されて学習される方、基礎編の内容は理解している

ので応用編から学習される方の両方に対応するために、作成するコンテンツに関しては基礎編と関連をもたせていませ

ん。そのため、一部注意事項等基礎編で解説した内容の繰り返しになる部分などもあるかと思いますが、何卒ご了承

お願いいたします。 

 

本自習書を通じて、 SharePoint Designerの全体の機能を習得、活用することで、「SharePoint Server のカ

スタマイズ性の高さと現場でのノンコーディングでのアプリ作成の有用性」を実感していただければ幸いです。 

 

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。 

  



変更履歴 
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第1章 SharePoint Designer による 

リスト/ライブラリカスタマイズ 

 

 

  



1.1 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/cc262107.aspx


 

[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


1.2 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。 

 

  



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 Site2” 、 URL 名も “SPDTest2”  と入力し、 [作成] ボ

タンを押します。 

 

5.[SPD Test Site2] 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。 

 

 



６．SharePoint Designer 2010 が起動し、 SPD Test Site2 と接続されました。 

  



1.3 サイト内の列を理解する 

リストのカスタマイズで重要な概念の１つにサイト内の列という概念があります。これは、リストの列を別で定義をおこなっ

ておき、複数の SharePoint サイトの複数のリストに対してその列を適用できるようにする仕組みです。たとえば、

「担当者」 という内容を思い浮かべてください。選択肢にその帳票の担当者を登録し、 “吉田”、“西岡”、“小松” な

どの担当者名を選択枝でるような列です。こうした列を社内の申請書類、例えば 「休暇申請」、「経費精算」、「接待

申請」 といったフォームでの担当者名に利用するとします。 

もし、この担当者の内容が変更になり、 “吉田” が結婚などで姓がかわり、 “山田” になった場合、通常ばらばらに

作ったフォームでは、休暇申請、経費精算、接待申請のそれぞれのフォームの選択肢を変更する必要がでてきますが、

このサイト内の列を利用することにより、大元のサイト内の列を変更するだけで、それをつかっているフォームの方は自動

的に内容が更新され、一括メンテナンスが可能になります。これは適用するフォームが増えれば、増えるほど、有用性が

増していきますので、是非覚えておきたい概念です。そこで、最初はサイト内の列を利用する簡単な例として 「育児休

暇申請」「残業届け」 などのフォームを SharePoint リストを使い作りながら、サイト内の列の基本的な使い方を学習

していきましょう。 

 

1. まずは、各種リストを管理するためのサブサイトを作成します。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. [作成] をクリックします。 

 

3. [サイト] をクリックします。 

 



4. チームサイトを作成します。チームサイトのアイコンをクリックすると、右側にサイト名などの情報を入力するための

UIが表示されます。今回は “サブサイト”“SPDTestSub1” と入力し、 [作成] をクリックします。 

 

5. サブサイトができました。ではここから、 SharePoint Designer を使い、 “育児休業申請”“残業届け” の

申請書のリストを作成していきます。 

 

  



6. SharePoint Designer で、 SPD Test Site2 のサイトを開きます。その上で、左側のナビゲーションから 

[サブサイト] をクリックしてください。 

 

7. 先ほど作成した [サブサイト] が表示されますので、そちらをクリックします。 

 

  



8. サブサイトの編集画面が開きました。 

 

これで、編集のための準備ができました。このサブサイトに２つのカスタムリストをつくります。 

 

9. ナビゲーションの [リストとライブラリ] をクリックします。 

 

 



 

10. リボン上の [カスタムリスト] をクリックします。 

 

11. ダイアログの名前に “育児休業申請” と入力し、OK をクリックしてください。 

 

  



12. 同様の手順で、もう１つのカスタムリストを作ります。 [カスタムリスト] をクリックします。 

 

13. ダイアログの名前に “残業届け” と入力し、OK をクリックしてください。 

 

これで、２つのカスタムリストの雛形ができました。次にそれぞれのリストの内容をつくっていきます。 

 

  



育児休業申請 
 

項目名 データ形式 

申請番号 １行テキスト（タイトルをリネーム） 

日付 日付と時刻（本日の日付） 

申請者 社員名簿からピックアップ 

部署名 社員名簿からピックアップ 

子の氏名 １行テキスト 

子の生年月日 日付と時刻 

子の本人との続柄 １行テキスト 

上記の子が出生していない場合の状況 複数行テキスト 

育児休業開始日 日付と時刻 

育児休業終了日 日付と時刻 

その他備考 複数行テキスト 

 

残業届け 
 

項目名 データ形式 

申請番号 １行テキスト（タイトルをリネーム） 

日付 日付と時刻（本日の日付） 

申請者 社員名簿からピックアップ 

部署名 社員名簿からピックアップ 

残業種別 選択肢 

開始日時 日付と時刻 

終了日時 日付と時刻 

理由 複数行テキスト 

 

今回は上記のような内容で ２ つのリストを作成します。赤字のところが再利用可能列からデータピックアップしてくるとこ

ろです。今回はこのデータをきちんとメンテナンスできるように、 SPD Test Site2 に社員名簿をつくり、そのデータを参照

する形でサイト内の列を定義していきます。こうすることで、社員名簿を設定した配下のサイトではすべて、このサイト内の

列を利用することができ、参照列の制限である “サイト内のリストからでないと参照ができない” という点を緩和することが

できます。 

 

 

  



14.  [ファイル]-[サイトを閉じる] をクリックし、サブサイトの編集を終了します。 

 

15. 再度、 [SPD Test Site2] を開きます。 

 

 

 

 

  



16. ナビゲーションの [リストとライブラリ] をクリックします。 

 

17. リボン上の [カスタムリスト] をクリックします。 

 

18. ダイアログの名前に“社員名簿”と入力し、 [OK] をクリックします。 

 

  



19. リスト一覧の [社員名簿] をクリックします。 

 

20.  [リスト列の編集] をクリックします。 

 

 

  



21.  [列名：タイトル] をクリックし、社員番号に変更します。 

 

22. リボンの [新しい列の追加] をクリックし、ドロップダウンで [１行テキスト] をクリックします。 

 

 

 



23. 列名を “氏名” に変更します。同様に、もう１列追加し、 “部署名” と列名を変更します。 

 

24. 社員番号、氏名、部署名のリストができました。 [社員名簿] タブを右クリックして、 [上書き保存] をクリック

し、変更を保存します。 

 

 

 

 

 

 



25. 次にデータを入力していきます。SPD Test Site2トップにもどり、リボン上の [ブラウザーでプレビュー] ボタンをク

リックします。 

 

26. ブラウザーが開き、編集を行っていたサイトが開きますので、先ほど作成した [社員名簿] をクリックしてくださ

い。 

 

  



27. テスト用のデータを入力していきます。ここでは以下のようなデータを入力します。 

社員番号 氏名 部署名 

0001 西岡 真樹 営業部 

0002 小松 真也 技術部 

0003 小高 太郎 営業部 

0004 山口 理恵 技術部 

0005 石田 祐二 総務部 

0006 安藤 祥子 総務部 

0007 安田 仁 経理部 

0008 安部 博美 経理部 

0009 鈴木 孝之 営業部 

0010 下田 芳樹 技術部 

 

入力は１つ、１つフォームから入力することも可能ですが、上記のデータを Excelなどで作成し、コピーしたあと

で、 [データシートビュー] で貼りつけると、一度に入力することができ、以下のように一括でデータが作れます。 

 

  



 

28. 次に、このリストを参照する列を作成します。ブラウザーを閉じて、 SharePoint Designer に戻り、ナビゲー

ションの [サイト列] をクリックします。 

 

29. このサイトに新しいユーザー定義の列を追加します。 [新しい列] をクリックし、ドロップダウンリストから [参照

（このサイトにある既存の情報）] をクリックします。 

 



 

30.  [サイト列の作成] ダイアログが表示されます。名前：に “申請者” 、この列のグループ：に既存のグループを

選択し、 [ユーザー設定の列] を選択し、 OK をクリックします。 

 

31. 列エディターダイアログボックスが表示されますので、リストまたはドキュメントライブラリに [社員名簿] , フィールド

に [氏名] 、さらに列を追加して、これらの各追加フィールドを表示の中から [部署名] をチェックし、 OK を

クリックします。 

 



32. ユーザー設定の列に [申請書] の列ができました。サイト列のタブを右クリックし、 [上書き保存] をクリックしま

す。 

 

33. これをサブサイトで利用しましょう。ナビゲーションの [サブサイト] をクリックし、先ほどの手順と同様に、サブサイト

の編集画面を表示させます。 

 



 

34. サブサイト側のサイト列を表示させると、サブサイトにも [申請者] の列ができていることがわかります。ナビゲーシ

ョンの [リストとライブラリ] をクリックします。 

 

35. 先ほど雛形を作成した、 [育児休暇申請] から作成します。 [育児休暇申請] をクリックします。 

 

 

 



 

36.  [リスト列の編集] をクリックします。 

 

37. ここで、先ほど [社員名簿] をつくったのと同じ要領で、列を追加していきます。育児休暇申請の列は以下の

通りです。 

 

 

 



 

育児休業申請 
 

項目名 データ形式 

申請番号 １行テキスト（タイトルをリネーム） 

日付 日付と時刻（本日の日付） 

申請者 社員名簿からピックアップ 

部署名 社員名簿からピックアップ 

子の氏名 １行テキスト 

子の生年月日 日付と時刻 

子の本人との続柄 １行テキスト 

上記の子が出生していない場合の状況 複数行テキスト 

育児休業開始日 日付と時刻 

育児休業終了日 日付と時刻 

その他備考 複数行テキスト 

 

38. タイトルの列名を ”申請番号“ に変更し、新規に ”日付“ を追加します。さらに、日付を右クリックし、 [列の

設定] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 



 

39. 列エディターで [本日の日付] をクリックし、 OK をクリックします。 

 

40. 次に [申請書] の列を追加します。 

 

 

 

 

ここで一度 SharePoint 側の動作を確認します。育児休暇申請のタブで右クリックをし、 [上書き保存] を

選択、ナビゲーションの [サブサイト] をクリックして、リボン上の [ブラウザーでプレビュー] をクリックします。 

さらにブラウザーのナビゲーションから [育児休業申請] をクリックし、リストを表示させます。 

その上で [リスト]-[リストの設定] をクリックし、設定画面を開きます。 

 

注意事項：本来この手順では、 [列]-[既存のサイト列の追加] で表示されるダイアログで[申請

書]の列の項目を追加して、対応を行いますが、バージョン 14.0.5128.5000では問題が発生する

ため、SharePoint本体側での [申請書] の列の追加手順をご紹介いたします。 



41. リストの設定画面で [サイト内の既存の列から追加] をクリックします。 

 

42. サイト内の列の参照元でユーザー設定の列を選択し、申請者の列が左側の列に表示されたら、それを選択、

[追加>] ボタンをクリックし、追加する列に [申請者] 列が追加されたことを確認し、 OK をクリックします。 

 



43. これで、申請者の列が追加されました。下の列の一覧にはあわせて [申請者：部署名] という形で部署名の

列も追加されています。ここで、ブラウザーを一度閉じます。 

 

44. SharePoint Designer に戻ります。先ほど、ブラウザーで追加した列が表示されていないとおもいますので、

[F5] キーを押すか、画面左上の [更新(F5)] アイコンをクリックします。そうすると先ほど追加した列が表示さ

れます。 

 



45. 以降は、 “子の氏名” から順番に SharePoint Designer で列を入力していきます。 

育児休業申請 
 

項目名 データ形式 

申請番号 １行テキスト（タイトルをリネーム） 

日付 日付と時刻（本日の日付） 

申請者 社員名簿からピックアップ 

部署名 社員名簿からピックアップ 

子の氏名 １行テキスト 

子の生年月日 日付と時刻 

子の本人との続柄 １行テキスト 

上記の子が出生していない場合の状況 複数行テキスト 

育児休業開始日 日付と時刻 

育児休業終了日 日付と時刻 

その他備考 複数行テキスト 

 

全て定義をすると下の図版のようになります。また、 [日付と時刻] に関しては、一度列エディターを開き 

 

 

 

 

 

 



以下のドロップダウンで [日付のみ] を再選択し、 OK をクリックしてください。 

これを実施しないと環境により、時刻入力 UI が表示される可能性があります。 

 

 

46. それでは、全部入力が完了したら、育児休業申請のタブを右クリックし、 [上書き保存] をクリックし、以前と同

じ手順でブラウザーのプレビュー画面を表示、ナビゲーションから [育児休業申請] をクリックします。以下のよう

な UI が表示されれば OKです。そこで [新しいアイテムの追加] をクリックします。 

 



47. 以下のような入力 UI が表示されます。申請者のドロップダウンをクリックすると、社員名簿で定義した内容が

ドロップダウンに表示されているのがわかります。 

 

上記で [申請番号] に 0001 、申請者に [西岡 真樹] を選択し、保存をクリックしてください。 

 

48. 以下のように申請者：部署名に自動的に [西岡 真樹] の部署、 [営業部] が入力されました。このように

サイト列をうまく利用すると、各リストで共通のリストを参照して、データの入力に使うことができるようになります。

管理も統一化されますので、非常に便利な機能の１つです。 

 

 

以降は同様の手順の繰り返しになっていきます。同じ手順で、もう１つのリスト、 [残業届け] のリストを作成します。

作成後は次頁のようになります。 



 

入力の UIはこのようになります。同じ列が再利用できていることがわかります。 

 



さらに、ここで、社員名簿に 

 

を追加し、再度 [育児休業申請] の申請の入力 UI のドロップダウンをみてみると、 

 

山田太郎というドロップダウンが追加されています。 

このように、上位のサイトで定義されたカスタムリストの参照列として、サイト列を定義することにより、その配下のサイトでは

その列を利用してリストを作ることができます。リストの内容も大元のカスタムリストをメンテナンスするだけでよく、さらに、 

１ つを選ぶ行為で、関連する情報（今回は部署名）なども一緒に列として表示させることが可能になります。この内

容は部門でカスタムリストを活用したアプリを作る場合には利用されるケースが多くありますので、実際の使い方を覚えてお

きましょう。 

  



1.4 コンテンツタイプを理解する 

次に、コンテンツタイプを理解していきます。通常、ワークフローの情報や情報管理ポリシーといった付帯情報は、それぞ

れのリストやライブラリに紐づいて定義されますが、このコンテンツタイプを利用すると、定義したコンテンツタイプに対して、

ワークフローや情報管理ポリシーなどを定義することが可能になります。また、１つのリストやライブラリに対して、複数の

コンテンツタイプを登録することが可能になりますので 

 

・１つのリスト、ライブラリで複数のコンテンツタイプに紐づいたドキュメント、リストを管理できるようになる。 

・複数の箇所に適用しているリストなどを１つのコンテンツタイプで全体管理することができるようになる。 

 

ことが特徴になっています。 

コンテンツタイプはユーザー定義のコンテンツタイプを作成することが可能ですが、すでにプリセットで定義されているなんら

かのコンテンツタイプから継承して作成することが必要になります。そのため、それぞれの継承元のコンテンツタイプの特性

を把握しておくことが必要です。また、ここもよく質問を受ける箇所ですが、SharePoint Designerのナビゲーション上

の [コンテンツタイプ] で管理されている一覧は “サイトコンテンツタイプ” が表示されています。そのため、各リストや

ライブラリ上でコンテンツタイプを有効化したときに作成される “リストコンテンツタイプ” とは似ていますが違うものですの

で、注意が必要です。リストコンテンツタイプはリスト等にコンテンツタイプが追加された時点でサイトコンテンツタイプのコ

ピーがリストコンテンツタイプとして追加され、サイトコンテンツタイプの子になります。そのため、特性を 100％継承します

が、リストコンテンツタイプでの変更はサイトコンテンツタイプには反映されませんし、リストコンテンツタイプの名称を変更し

たとしても、サイトコンテンツタイプの名称にはなんら影響がありません。 

また、多くの場合ドキュメントライブラリでは、 [ドキュメント] のコンテンツタイプが、リストでは、 [アイテム] のコンテン

ツタイプが継承され、適用されています。そのため、独自のコンテンツタイプを作成する場合、ライブラリ向けなら [ドキュ

メント] 、リスト向けなら [アイテム] から継承して作成するとわかりやすいかと思います。 

 

コンテンツタイプは有用ですが複雑な概念で、理解するのに時間がかかりますので、本自習書ではまず、既存のサイトコ

ンテンツタイプをライブラリにリストコンテンツタイプとして追加利用する形で利用できるシーンを増やすことから解説しま

す。 

 

■ドキュメントライブラリにリンクを追加できるようにする 

ドキュメントライブラリで多い要望の１つに、リンクも一緒に追加でるようにしたいという要望があります。lnkファイルなどは

アップロードができないため、通常だと混在させることができませんが、既存のコンテンツタイプを利用することにより、うまく

混在させることができます。 

  



１． 親サイトのトップページに戻ります。 

 

２． [リストとライブラリ] をクリックします。 

 

  



３． [共有ドキュメント] をクリックします。 

 

４． [設定]-[詳細設定]-[コンテンツ タイプの管理を許可する] をチェックします。 

 



５． コンテンツタイプにはすでにドキュメント、フォルダーが登録されています。ここにリンクを追加していきます。 

[追加...] をクリックします。 

 

６． コンテンツ タイプ の選択ダイアログが表示されます。ここで [ドキュメントへのリンク] をクリックし、OK をクリックし

ます。 

 



７． これで設定が完了しました。タブを右クリックし、 [上書き保存] をクリックして、設定を保存します。 

 

８． それでは、動作を確認してみましょう。トップページに戻り、 [ブラウザーでプレビュー] をクリックします。 

 



９． 設定をおこなった [共有ドキュメント] をクリックします。 

 

１０． [ライブラリ ツール]-[ドキュメント] をクリックします。 

 



１１． [新しいドキュメント] をクリックすると、追加した [ドキュメントへのリンク] が表示されます。これをクリックしま

す。 

 

１２． [ドキュメントへの新しいリンク] ダイアログが表示されます。今回はマイクロソフトの URL を入力し、OK をク

リックします。 

 



１３． アップロードされたリンク情報を確認します。その上で [保存] をクリックします。 

 

１４． ドキュメントライブラリにリンクが登録できました。名前の列の [マイクロソフト] をクリックします。 

 

 



１５． 日本マイクロソフトのホームページが表示されました。このようにコンテンツタイプを使う事で、ドキュメントライブラリ

にリンクといった違う種類のアイテムも混在して登録することが可能になります。 

 

 

コラム：リストのコンテンツタイプの管理で便利なフィールドの非表示 

コンテンツタイプの学習用に今回はドキュメントライブラリで演習を行いましたが、コンテンツタイプの管理はリストにも設定

することが可能です。リストに対してコンテンツタイプの管理を可能にした場合、列の設定で、設定自体はあるけれど、

入力や表示フォームにはコントロールを表示しない設定を行う事もできます。一見便利さがわからない機能ですが、例

えば、ドロップダウンの列を登録し、それでリストの内容を

グループ化して表示するようにし、ユーザーには直接入

力させたくないけれど、ロジックで制御して、アイテムを自

動でグループわけをしたいという場合、フォームに非表示

のドロップダウン列があると、その列を制御するだけで、ア

イテムのグループわけが簡単に可能になります。 

ワークフローなどと組み合わせたり、メタデータナビゲーショ

ンの設定にある [ナビゲーション階層の構成] などとくみ

あわせると、動的な動きをするリストを構築できたりしま

すので、頭の片隅にでも置いておくと、なにかの際に便

利に活用できる事があるかもしれません。このように、いく

つかの機能はコンテンツタイプの管理を有効化することで

使えるようになるものもありますので、ぜひいろいろ調査し

てみてください。 



1.5 ワークフローを活用する 

次にワークフローのカスタマイズを学習します。ワークフローは SharePoint サーバーでも比較的ニーズの大きい機能で、

特に日本では各種申請書の承認も含めて活用事例も多く、サードパーティのパッケージなども多く販売されています。

多くの通常承認のケースでは [承認 - SharePoint 2010 -] のテンプレートが使われる事が多いかと思いますが、

ここでは、その [承認 - SharePoint 2010 – ] の内部構造を理解し、カスタマイズを行ってみます。 

 

尚、より詳細なワークフロー開発に関しては 

 

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

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

 

こちらを参照してください。 

 

■[承認 - SharePoint 2010 -] をカスタマイズし、アイテムが変更されたときや削除されたとき、ワークフロー

を “却下” ではなく、 “取り消し” にする 

 

簡単なドキュメントの申請、承認には便利な承認ワークフローですが、 SharePoint Server 2007 のときよりは改

善されているものの、まだまだ機能や表現として不足している部分が散見されます。そのため、今回は、 

 

（１） 申請中のアイテムを削除された場合、進行中のワークフローが “却下” ではなく “取り消し” にする。 

（２） “ドキュメントの変更時に終了” のオプションをチェックした場合、ワークフロー進行中にドキュメントを編集した

場合、自動的に “却下” ではなく、自動的に “取り消し” にする。 

 

の２点のカスタマイズを実施します。承認ワークフローテンプレートはほかにもいろいろ強化できるポイントがありますので、

まずは手始めに初歩的な強化を行いながら、全体の構造を把握していきましょう。 

 

  

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


１． [ワークフロー] をクリックします。 

 

２． [承認 – SharePoint 2010 -] を右クリックし、 [コピーと変更...] をクリックします。 

  



３． 以下のダイアログが表示されますので、 [はい] をクリックします。 

 

４． [再利用可能なワークフローの作成] ダイアログが表示されます。 名前：に “承認（強化版）” と入力し、

OK をクリックします。 

 

５． 新しいワークフローが作成されました。ここから承認ワークフロー本体をカスタマイズしていきます。 

[Approval Workflow Task (ja-jp)] をクリックします。 

 



６． 承認アクティビティの詳細画面が表示されました。これが承認テンプレートの本体部分になります。今回はワーク

フローステータスの部分をカスタマイズしますので、 [カスタマイズ]-[タスク処理全体の動作を変更します。] をク

リックします。 

 

７． 承認タスク処理の内部の表示になりました。ここからは内部でどのような処理が行われているのかを把握する必

要がありますが、内容の把握には非常に時間がかかりますので、ここは手順にのっとってカスタマイズをすすめてみ

てください。まず、ドキュメントの変更を認識するためのローカル変数を定義します。 [変数]-[ローカル変数] を

クリックします。 

 



８． ワークフローのローカル変数ダイアログが開きます。 [追加...] をクリックします。 

 

９． 変数の編集ダイアログが開きます。 以下のように設定して OK をクリックします。 

 

１０． 次に画面をスクロールさせ、 “次に：変数 IsItemDeleted をいいえに設定する” の下をクリックし、アクション

をクリックします。 

 



１１． アクションのリストから、 [ワークフローの変数を設定する] をクリックします。 

 

１２． アクションが挿入されますので、 [ワークフロー変数] をクリックし、 “IsItemChanged” を選択します。 

 

１３． さらに [値] もクリックして、 “いいえ“ を選択します。 

 

１４． さらにプログラムリストをスクロールさせ、以下のアイテムの変更時の、[タスク処理が実行中のアイテムが変更さ

れるのを待っています。] の下をクリックします。 

 

  



１５． 先ほどと同じようにアクションを挿入し、 “IsItemChanged” を “はい” に設定します。 

 

 

１６． さらにプログラムをスクロールさせ、 [タスク処理の完了時] の [却下 にワークフローの状態を設定する] の上

をクリックし、 [条件] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１７． [ある値と値が等しいかどうか] をクリックします。 

 

１８． 条件が挿入されたら、条件のパラメーターを設定していきます。以下の画面のようにボタンをクリックします。 

 

１９． [ワークフロー参照の定義] ダイアログが表示されます。 [ワークフローの編集とパラメーター] を選択し、 [変

数：IsItemDeleted] を 選択し、 OK をクリックします。 

 

 

  



２０． “IsItemDeleted“ が “はい” に等しいと設定したあと、その行のすぐ真下を選択し、 [条件]-[ある値と

値が等しいかどうか] をもう一つ挿入します。さらに [または] をクリックし、 “および” に変更します。 

 

２１． 同じような容量で ”IsItemChanged” が “はい” に等しいと設定します。 

 

２２． さらにその下を選択し、 [アクション]-[ワークフローの状態を設定する] をクリックしてください。 

 



２３． 挿入されると、全体として以下のような形になります。さらに下の行を選択し、 [Else-If分岐] をクリックしま

す。 

 

２４． Else の部分が挿入されました。さらに下の行にある [次に：却下 にワークフローの状態を設定する] をクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 



２５． 行の右の ▼ ボタンをクリックし、 [上に移動] をクリックします。これで、プログラムの改造は完成です。 

 

 

２６． ここまで、ローカル変数を定義し、削除されたとき、変更されたときにそれらのフラグを “はい” にし、“はい” の

ときはワークフローステータスを完了時に “取り消し” に設定するように変更しました。変更が確認されたら、

一度、 [上書き保存] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 



２７． リボン上の [エラーのチェック] をクリックします。 

 

２８． 問題がなければ、 [ワークフローにエラーはありません] と表示されます。エラーがある場合には、これまでの設

定で間違いがないか再度確認してください。 

 

 

  
注意事項：本資料作成時において、ワークフローのコピー処理に失敗し、エラーが表示される現象が確認

されています。以下の累積的な更新パッケージを適用することで現象を回避することができます。 

SharePoint Foundation 2010 の累積的な更新パッケージ: 2011 年 6 月 28日 

http://support.microsoft.com/kb/2536601 

SharePoint Server 2010 の累積的な更新パッケージ: 2011 年 6 月 30日 

http://support.microsoft.com/kb/2536599。 

http://support.microsoft.com/kb/2536601
http://support.microsoft.com/kb/2536599


２９． エラーがない事を確認したら、改造した再利用可能ワークフローを発行します。 [発行] をクリックします。 

 

３０． ワークフローが SharePoint Server に発行されますので、しばらくおまちください。 

 

３１． ワークフローの発行が完了したら、動作テストを行います。そのためのリストを設置します。 [リストとライブラリ]

をクリックします。 

 



３２． [カスタムリスト] をクリックします。 

 

３３． [リストまたはドキュメント ライブラリの作成] ダイアログが表示されます。名前に “ワークフローテスト” と入力

し、OK をクリックします。 

 

 

 

 



 

３４． 作成したカスタムリストにワークフローを割り当てます。 [ワークフローの関連付け] ボタンをクリックします。 

 

３５． ブラウザーが起動します。 [ワークフローの追加] をクリックします。 

 



 

３６． ワークフローのテンプレートで先ほど発行した [承認（強化版）] を選択、名前に “申請承認” を記載し、

[次へ] をクリックします。 

 

３７． [最初の却下時に終了] 、 [ドキュメントの変更時に終了] にチェックをし、 [保存] をクリックします。 

 



３８． これで、ワークフローの準備が整いました。作成した [ワークフローテスト] のカスタムリストをクリックし、移動し

ます。 

 

３９． カスタムリスト側では “テスト１”～“テスト４” までの４つのアイテムを作成してください。新規アイテムを追加

する場合には [新しいアイテムの追加] をクリックして追加できます。画面のようになれば OK です。 

 



 

４０． 次にそれぞれのアイテムに対してワークフローを適用していきます。テスト１を選択後、ワークフローをクリックしま

す。 

 

４１． [申請承認] をクリックします。 

 



４２． 承認者に自分のユーザーアカウントを入れて、 [開始] をクリックします。 

 

４３． ワークフロー開始には少し時間がかかりますので、しばらくお待ちください。 

 



４４． ワークフローが開始されました。 [進行中] をクリックします。 

 

４５． タスクの [テスト１を承認してください] をクリックします。尚、ワークフローの履歴に画面ではエラーがでていま

すが、これはこのテスト環境が送信メールの設定を行っていないためです。 

 

 



４６． ワークフロータスクダイアログが表示されますので [承認] ボタンをクリックします。 

 

４７． 承認が完了しました。ワークフロー情報の状態が [承認済み] になっていることを確認し、カスタムリストに戻り

ます。 [ワークフローテスト] をクリックしてください。 

 



４８． 同じ要領で、テスト２に対してワークフローを回します。違うところは最後の承認画面で [却下] をクリックす

るところです。却下をクリックした場合、ワークフロー情報の状態が [却下] になっているのを確認してください。 

 

４９． これで、今回の改造がワークフローの承認、却下には影響がないことがわかりました。次は、改造した部分の動

作確認を行います。 [テスト３] をクリックし、 [ワークフロー] をクリック、ワークフローを同じ要領で開始して

下さい。 

 



５０． テスト３のワークフローが進行中になったら、 [テスト３] をクリックして、編集します。 

 

５１． [アイテムの編集] をクリックしてください。 

 

 



５２． タイトルを “テスト３_更新” と変更し、 [保存] ボタンをクリックします。 

 

５３． 情報が更新されない場合、ブラウザーの更新ボタンをクリックします。 

 



５４． 申請承認の列が [取り消し] になっていれば OKです。 

 

５５． 次に同様に [テスト 4] 関しても、 [ワークフロー] ボタンをクリックし、ワークフローを開始させます。 

 



５６． ワークフローが進行中になったら、この [テスト４] のアイテムにチェックをいれ、 [アイテムの削除] クリックして

削除します。 

 

５７． 以下のダイアログが表示されたら、 OK をクリックしてください。 

 

  



５８． ごみ箱に移動し、先ほど削除した [テスト４] を復活させます。 [テスト４] をチェックし、 [選択したアイテ

ムの復元] をクリックします。 

 

５９． 以下のダイアログが表示された場合、 OK をクリックします。 

 

  



６０． ごみ箱から、アイテムがなくなりましたら、 [ワークフローテスト] をクリックして、リスト一覧にもどります。 

 

６１． 以下のように消去して、復活させた [テスト 4 ] が取り消しになっていれば成功です。 

 



1.6 外部コンテンツタイプと Business Connectivity Services による外部データ連携 

外部コンテンツタイプは、外部のデータベースやシステムなどを連携するための接続情報を定義した XML ファイルです。

Microsoft Business Connectivity Services（BCS） 全体で使用され、外部システムからのデータの読み出し、

更新、追加、削除などが比較的容易に実現することができます。 

 

ただし、この外部コンテンツタイプを自由に使いこなすためには、本書よりも一段深いレベルでの学習が必要になります。

また、紙面としても非常に多くのステップを要する形になるため、本書では学習教材の紹介レベルに留めています。 

 

■自習書に関して 

このエリアに興味がある方は以下の別の自習書での学習をお勧めいたします。 

 

Microsoft SharePoint Serve 2010 Business Connectivity Services 活用ガイド 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP09 

 

上記の自習書では、 SharePoint Designer を使い、外部コンテンツタイプを含む、 BCS 全般の概要を体験す

ることができます。また、 BCS と連携した検索や BCS Web パーツの利用など、このエリアだけで本書と同程度の量

の自習書資料になっていますので、こちらをまずはご確認ください。 

 

■MSDN/TechNetの詳細資料 

より詳細な技術資料が必要な場合は、以下に網羅的に技術資料が公開されています。 

 

Business Connectivity Services 技術記事（開発者向け） 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg481768.aspx 

 

Business Connectivity Services を計画する（管理者向け） 

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

 

■BCS に関しての最新情報（英語） 

BCS に関しての最新情報は、英文のサイトになりますが、開発チームの Blogが最も参考になります。 

 

Microsoft Business Connectivity Services Team Blog 

http://blogs.msdn.com/b/bcs/ 

 

こちらもあわせて熟読することで、より理解が深まるかと思います。 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP09
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg481768.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee681491.aspx
http://blogs.msdn.com/b/bcs/


コラム：Business Connectivity Services の技術を応用した製品 「Duet Enterprise」 

外部システムとの連携という内容を聞くと、多くの現場でのケースでは、会社の情報が集約されている基幹システムとの

データ連携を思い浮かべる方が多いかと思います。 

大企業向けの基幹システムとしては、 SAP を使っている企業も多くあるかとおもいますが、その SAP とのデータ連携

を容易し、 SharePoint や Office 上で基幹システムのデータを扱うことができるようにした製品がリリースされていま

す。それが 「Duet Enterprise」 です。 

 

Duet Enterprise のバーチャル発表会 

http://blogs.msdn.com/b/sharepoint_jp/archive/2011/02/25/duet-enterprise-2-1.aspx 

Duet Enterprise アーキテクチャ 

http://blogs.msdn.com/b/sharepoint_jp/archive/2011/02/25/duet-enterprise.aspx 

Duet Enterprise と Excel 2010 

http://blogs.msdn.com/b/sharepoint_jp/archive/2011/02/25/duet-enterprise-excel-2010.as

px 

Duet Enterprise のワークフローの SharePointでの拡張 

http://blogs.msdn.com/b/sharepoint_jp/archive/2011/02/25/duet-enterprise-sharepoint.as

px 

Duet Enterprise概要（TechNet） 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff972433.aspx 

 

この製品では SharePoint 上からのデータ連携に Business Connectivity Services をメインに使用しています。

この技術を拡張すると、こんなことができるという一例として是非ご確認下さい。尚、以下のダウンロードサイトから、全

体アーキテクチャのポスターも入手可能です。 

 

Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP ポスター 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=f63efe1e-3c6a-4cac-a3e

0-2317834698ba&displayLang=ja 

 

ポータルや文書管理のシステムとして見られがちな SharePoint ですが、こうした業務システムと連携したアプリケーシ

ョンサーバーとしての側面も持っており、応用範囲が広い製品であることがわかるかと思います。 

  

http://blogs.msdn.com/b/sharepoint_jp/archive/2011/02/25/duet-enterprise-2-1.aspx
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第2章 より高度な View カスタマイズ 

 

  



2章では、より現場で、カスタマイズを行っているときにもっとこうできないか？という内容に対応して、SPDならではのカス

タマイズ手法をご紹介します。 

 

2.1 連絡先リストをより便利に使うためのカスタマイズ 

Outlook の連絡先としても使える、連絡先リストはとても便利な機能ですが、標準のままだと、なぜかリンクが “姓”の

みについていて、ちょっと格好がよくありません。 

 

そこで、このカスタマイズでは 

 

（１）Outlook との整合性をとるため、入力は 姓と名を別々のままで、一覧表示は 氏名 を表示する。 

（２）氏名のところに、メニューとリンクのエントリーがきちんと表示されるようにする。 

 

この ２ 点をカスタマイズしていきます。 

 

 



 

１． サイトトップから、 [サイトの操作]-[その他のオプション...] をクリックします。 

 

２． [リスト]-[連絡先] をクリックし、名前を “連絡先” と入力し、 [作成] ボタンをクリックします。 

 



３． [サイトの操作]-[SharePoint Designer で編集] をクリックします。 

 

４． [リストとライブラリ] をクリックします。 

 



５． [連絡先] をクリックします。 

 

６． [リスト列の編集] をクリックします。 

 



７． 新しい列を追加します。[新しい列の追加]－[集計値（他の列を基にした計算結果）] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  



８． 列エディターダイアログボックスが表示されます。数式に “＝CONCATENATE(姓,” “,名)” と入力し、OK をク

リックします。 

 

９． これで新しい列を追加しました。次に列名を “氏名” にしたいのですが、 Outlook との互換性のために 

”氏名” がすでにあります。そちらの方の氏名の列を “氏名 2” に変更します。 

 

 

 



１０． 変更が完了したら、新しい列 １の方の名称を “氏名” に変更します。 

 

１１． 変更が完了したら、 [連絡先タブ]-[上書き保存] をクリックし、保存します。 

 



１２． 次に表示を設定します。リボン上の [管理用 Web ページ] をクリックします。 

 

１３． 列として表示するものを設定します。ここでは、姓、名を表示からはずし、氏名を付け加え、元々 [姓] があっ

たところの列の順番にくるように設定しています。設定が完了したら、 OK をクリックします。 

 

 



１４． これで、氏名が表示されるようになりました。ここに暫定的にデータを追加していきます。 

 

１５． [新しいアイテムの追加] をクリックします。 

 

１６． 姓に “西岡” 名に “真樹” を入力し、 [保存] をクリックします。 

 



１７． 氏名の欄に文字が入力されました。しかし、このままだと姓についていたリンクやメニューがありませんのでそちらを

追加します。 

 

１８． SharePoint Designer 側に戻り、連絡先リストの [ビュー]-[すべての連絡先] をクリックします。 

 

  



１９． 先ほど入力した氏名が表示されています。[西岡 真樹] の横にあるボタンを押し、リスト アイテム メニューの

表示、アイテムへのリンクの表示 の両方にチェックをいれます。 

 

 

 

２０． これで、リンクとメニューの追加が終わりました。 [上書き保存] をクリックし、変更を保存します。 

 

ｖ 

ｖ

ｖ 



２１． 次にきちんとリンクが新規連絡先にもつくか確認してみましょう。姓に “小松” 、名に “真也” と入力し、保存

をクリックします。 

 

２２． きちんとリンクがはられているようです。さらに、Outlook からも入力してみましょう。  

[リボン上の Outlook に接続] をクリックします。 

 

 

  

ｖ 

ｖ 

ｖ 

ｖ 



２３． いくつかのダイアログで OK を押していくと、先ほど作成した連絡先が Outlook に接続されます。こちらでも新

規連絡先 “小高” “太郎” を入力し、 [保存して閉じる] をクリックします。 

 

２４． Outlook からも連絡先が入力でき、作成した氏名の列が機能していることがわかりました。最後に、元々の

氏名（現在の氏名 2）を非表示にします。リストの設定をクリックします。 

 

ｖ 

ｖ 

ｖ



 

２５． 詳細設定をクリックします。 

 

２６． [コンテンツタイプの管理を許可する] を選択し、 OK をクリックします。 

 

ｖ 

ｖ 



２７． コンテンツタイプの [日本用の連絡先] をクリックします。 

 

２８． [氏名 2] をクリックします。 

 

 

ｖ 



２９． [列設定] – [非表示（フォームに表示しない）] をクリックし、OK をクリックします。 

 

３０． これで入力フォームから、氏名 2 を入力される UI も非表示になりました。 

 

 

以上のような形で、一般的な氏名でリスト上で氏名が表示されるようになりますので、より違和感の少ない連絡先がで

きます。 



2.2 ナビゲーションメニューをポップアップメニュー形式に変更 

最後のカスタマイズは画面左にあるナビゲーションの変更です。ナビゲーションの形式はマスターページに記載されていま

す。その内容を変更して、ポップアップ形式のメニューにしてみます。 

これは元の記事が TechNet にあるのですが、TechNetの記事だけですと、ちょっと残念なポップアップメニューになりま

すので、もう一味加えて、使えるポップアップメニューにしてみます。 

 

1. 大元の TechNetの記事にある改造を行います。 

大元の TechNetの記事 

[方法] サイドリンク バーの表示をカスタマイズする。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms466994.aspx 

この記事の [メニューコントロールを変更する]-[カスタム マスターページを作成してポップアップ メニューを表示するに

は] を実行します。 

“V4QuickLaunchMenu” の箇所をコードから見つけるには [検索と置換] を使うと便利です。 

 

この変更を実施しただけですと、以下のようにちょっとポップアップメニューが残念な形で表示されます。これは、ポップアッ

プメニューのバックグラウンドが透明のためです。 

 

これだと、ちょっと実用に耐えませんので、もう少し改良を加えます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms466994.aspx


2. マスターページのコードを再度編集します。 

</head>タグを見つけてください。 

 

3. </head>タグの直上に以下の CSS を追加します。 

<style type="text/css">  

 li.dynamic a {background-color:#fcfcfc;} 

 ul.dynamic {border:1px solid #D9D9D9;} 

    } 

</style> 

 

4. my.master のタブを右クリックし、上書き保存します。その上で、再度ブラウザーを表示してみてください。以下の

ように枠で囲まれたポップアップメニューができれば完成です。 

  

  

 

いかがでしょうか？通常のナビゲーションのメニューとは一味違ったナビゲーションが出来上がったかとおもいます。 

尚、TechNet の記事には、このようなポップアップメニューにする手順のほかに、同じページにナビゲーション自体を

Tree View にする記事などもありますので、そちらも是非ためしてみてください。 

ｖ 



いかがでしたでしょうか？ 

本自習書を一通り学習することで、 SharePoint Designer を使うと、 SharePoint Server 単体では対応ができ

なかったカスタマイズに関しても、少し学習するだけで対応ができるようになることを理解いただければ幸いです。 

 

SharePoint Designer は 「SharePoint を使って、現場ですぐに使える効率化するためのミニアプリ」 を作る際には

必携のツールです。 

 

無償でダウンロードして、すぐに始められるツールでもありますので、是非、操作方法を習得して、SharePointの 「かゆ

いところに手が届く」ためのツールとして活用いただければ幸いです。 
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