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1． はじめに 

Microsoft SharePoint Server 2013（以下、SharePoint 2013）では、ShaerPoint 

2010 と比較して、大幅にワークフロー機能が強化されました。SharePoint 2013 では、ワークフロー 

マネージャーと呼ばれる、.NET Framework 4.5 の Windows Workflow Foundation コンポー

ネントを利用した、新しいワークフローサービスを使用することができます。ワークフロー マネージャーを

活用することにより、ビジネスプロセスに関わるタスク、および手順の管理が可能となり、組織の効率性、

生産性の向上に役立てることができます。 

 

1.1 本書の目的 

本書は SharePoint 2013 のワークフロー機能についての自習書です。本書では、SharePoint 

2013 のワークフロー機能の解説とともに、ワークフロー機能を利用するためのインストール手順や構成

方法を記載しています。本書に記載されている手順に従って操作することで、SharePoint 2013 の

ワークフロー機能の設定と利用についてご理解いただくことができます。 

※ Microsoft SharePoint Server2013 および Workflow Manager 1.0 のインストール

手順には複数の方法があり、本書にてご紹介する内容は、インストール・構成方法の一例で

す。 

 

1.2 SharePoint ワークフローとは 

SharePoint ワークフローは、さまざまなビジネスプロセス（Office 文書におけるデジタル署名の収

集、ドキュメントに対するフィードバックの収集、契約や申請に関するドキュメントの承認、日常的な手

続きにおける状態のトラッキング）を効率化および自動化するミニアプリケーションです。 

SharePoint ワークフローは、自動化されたフローチャートのようなもので、一般的なワークフロープロ

セスの実行から多くの労力、試行錯誤、不規則性を取り除きます。SharePoint サイト コレクション

のドキュメントやアイテムに SharePoint ワークフローを使用してビジネスプロセスを実装することで、ド

キュメントのグループ作業やプロジェクトタスクの管理が容易になります。 
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1.2.1 SharePoint ワークフローの利用シーン 

SharePoint ワークフローはさまざまなシーンで簡単に利用することができます。ワークフローの種類

を選択し、状況に適したオプションを指定するだけで、ワークフローが自動的に実行されます。利用

シーンに適合するワークフローを使用することで、ビジネスプロセスを容易に効率化することができます。 

たとえば、下の図のドキュメント承認プロセスを手動で実行する場合、ドキュメントの転送、確認メー

ルの送信など、大量のチェックと追跡が行われることとなります。その結果、大量の追加作業が発生し

たり、担当者が頻繁に作業を中断させられたりすることとなります。 

しかし、SharePoint のドキュメント承認ワークフローを使用してこのプロセスを実行すると、チェック、

追跡、確認、転送の作業が、すべてワークフローによって自動的に実行されます。必要に応じて、タス

クの遅延発生を通知する機能の組み込みも可能です。SharePoint ワークフローでは、プロセスが自

動的に監視されるため、担当者がプロセスを監視する必要もありません。 
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1.2.2 SharePoint ワークフローの仕組み 

ワークフローをアクティブ化してリスト、ライブラリ、またはコンテンツ タイプに追加することで、リスト内の

アイテムまたはライブラリ内のドキュメントに対してそのワークフローを実行できます。同様にサイト上でサ

イト ワークフローをアクティブ化することで、サイトに対してそのワークフローを実行できます。 

ワークフローを追加する時には、ワークフローを自動で実行するか、手動で実行するかを指定します。

ワークフローを自動で実行するように指定している場合は、ワークフローの開始時に、ワークフロー関連

付けで指定されている既定の設定が、常に使用されます。ワークフローを手動で実行するように指定

している場合は、ワークフローの既定の設定を変更して、ワークフローを開始することができます。リスト、

ライブラリ、またはコンテンツ タイプに関連付けられているワークフローは、そのリスト内のアイテムまたはラ

イブラリ内のドキュメントに対して実行されます。サイト ワークフローはそのワークフローが関連付けられ

ているサイトに対して実行されます。 

ワークフローの設定は、１つのアイテムに対して複数指定することができます。同じアイテムで複数の

ワークフローを同時に実行できますが、1 つのアイテムに対して同じ種類のワークフローを複数同時に実

行することはできません。 
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1.3 前提条件 

本自習書で使用する環境は、以下の構成となります。 

 

1.3.1 構成 

本自習書で使用する環境は、Active Directory を含む 5 台のサーバー、およびワークフロー編

集用に SharePoint Designer 2013 をインストールしたクライアント PC1 台を仮想環境上に構成

しています。 

 

 

1.3.2 ドメイン構成 

本自習書では、Active Directory による評価用のドメイン環境があることを前提としています。

本自習書で構成するサーバーおよびクライアント PCは全てドメインに所属します。Active Directory 

の構成は以下の通りです。 

 

 Active Directory 構成 

OS Windows Server 2012 Standard 

サーバー名 AD01 

サーバーの役割 AD DS、AD CS、DNS、IIS 

ドメイン名 contoso.com 

フォレスト機能レベル Windows Server 2012 

ドメイン機能レベル Windows Server 2012 
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1.3.3 サーバー、クライアント PC 構成 

 WFE サーバー 

SharePoint ファームの Web フロントエンド サーバーです。SharePoint 2013 をインス

トールし、クライアントからの Web 要求を処理する役割を担います。 

OS Windows Server 2012 Standard 

サーバー名 SPSW01 

アプリケーション SharePoint Server 2013 

ファーム内の役割 Web フロントエンド 

 

 アプリケーションサーバー 

SharePoint ファームのアプリケーション サーバーです。SharePoint 2013 をインストール

し、SharePoint の各サービスアプリケーションを実行する役割を担います。 

OS Windows Server 2012 Standard 

サーバー名 SPSA01 

アプリケーション SharePoint Server 2013 

ファーム内の役割 アプリケーション 

 

 SQL サーバー 

SharePoint ファームのデータベース サーバーです。SQL Server をインストールし、

SharePoint ファームの構成情報やコンテンツ データを格納するデータベース サーバーになり

ます。 

OS Windows Server 2012 Standard 

サーバー名 SPSDB01 

アプリケーション SQL Server 2012 SP1 

ファーム内の役割 データベース 
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 ワークフロー マネージャー サーバー 

SharePoint 2013 ベースのワークフロー機能は独立した機能になりました。SharePoint

ファームと連携し、SharePoint 2013 で利用可能になった新しいワークフロー機能を提供し

ます。 

本自習書では、Workflow Manager 1.0 をインストールして、ワークフロー マネージャー 

サーバーを構成後、ワークフローを作成します。 

OS Windows Server 2012 Standard 

サーバー名 SPSWFMGR01 

アプリケーション Workflow Manager 1.0 

 

 クライアント PC 

本自習書では、ワークフローの編集用にクライアント PC に SharePoint Desinger 2013 

をインストールします。 

OS Windows 7 Professional 

Web ブラウザ Internet Explore 9 

 

1.3.4 アカウント構成 

本自習書で使用するアカウントは、全て Active Directory ドメインのアカウントになります。自習

書環境では以下に示すアカウントを使用します。 

 

spsadmin SharePoint ファームの管理者アカウント 

SharePoint Designer 2013 の編集アカウント 

SharePoint サイト コレクション管理者 

spsservice SharePoint ファームのサービス アカウント 
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2． SharePoint 2013 ワークフローの環境構築 

 

2.1 ワークフローのアーキテクチャ 

SharePoint 2013 では、従来の SharePoint2010 のワークフロー プラットフォームを内包しつつ、

SharePoint 2013 独自のワークフロー プラットフォームが用意されています。 

このため SharePoint2010 ベースのワークフローの作成ができるのは勿論、新機能として追加され

た SharePoint 2013 ベースのワークフローの作成も可能です。 

SharePoint 2013 では、製品インストール時に自動的に SharePoint 2010 と同一のワークフ

ローエンジンがインストールされます。よって、SharePoint 2013 でワークフローの新機能を使う場合

には、SharePoint 2013 のワークフローエンジンである、ワークフロー マネージャー サーバーが別途

必要になります。 

ここでは、SharePoint 2013 のアーキテクチャについて紹介します。 

 

2.1.1 ワークフローのアーキテクチャの変更点 

 

 SharePoint 2013 単体でも、従来の SharePoint 2010 ベースのワークフローを

SharePoint Designer 2013 で作成することが可能です。 

 

 SharePoint 2013 のワークフロー機能を使う場合は、ワークフロー マネージャー サーバーを

構築する必要があります。 

 

 ワークフロー マネージャー サーバーは別途、Microsoft Download Center からダウンロー

ドして、サーバーにインストールして、SharePoint 2013 ファームと連携するように構成する必

要があります。 
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 ワークフロー マネージャー サーバーは、専用サーバーへのインストール、もしくは、SharePoint 

Server 2013 がインストールされたサーバーへのインストールが可能です。 

 

 Microsoft Downlowad Center 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35375 

 

2.1.2 ワークフロー マネージャーを配置する 

ワークフロー マネージャーは、以下の 2 つの要因により 4 つの配置パターンに分かれます。セキュリ

ティ上の理由から、運用環境では HTTPS の使用が推奨されていますが、各環境に合ったパターンに

従って配置をしてください。 

 

 ワークフロー  マネージャーのインストール先は、SharePoint ファームに参加している

SharePoint サーバーかどうか。 

 ワークフロー  マネージャーと SharePoint Server 2013 間の通信では、「HTTP」と

「HTTPS」 のどちらを使用するか。 

 

  

No. パターン 備考 

1 SharePoint サーバーにワークフロー マネージャーをインストール 

SharePoint ファームとの通信は、HTTP を使用 

 

2 SharePoint サーバーにワークフロー マネージャーをインストール 

SharePoint ファームとの通信は、HTTPS を使用 

SSL 証明書が必要 

3 新規サーバーにワークフロー マネージャーをインストール 

SharePoint ファームとの通信は、HTTP を使用 

 

4 新規サーバーにワークフロー マネージャーをインストール 

SharePoint ファームとの通信は、HTTPS を使用 

SSL 証明書が必要 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35375


 

11 

 

2.2 ワークフロー マネージャー サーバーを構築する 

SharePoint 2013 で、新たに追加されたワークフロー機能を使用するには、ワークフロー マネー

ジャーを構成する必要があります。ワークフロー マネージャーは、SharePoint サーバー上もしくは、専

用のサーバーにインストールすることができます。本章では、ワークフロー マネージャーを専用のサーバー

にインストールして、SharePoint ファームとの通信に HTTPS を使用する方法について説明します。 

 

2.2.1 事前準備 

ワークフロー マネージャーを構成するには、事前に SharePoint 2013 の環境を構築する必要が

あります。SharePoint 2013 の構成手順に付きましては、「Microsoft SharePoint Server 

2013 評価のためのインストール・構成ガイド」 (以下の TechNet サイトからダウンロード可能) の 3

章を参照してください。 

 Microsoft SharePoint Server 2013 自習書シリーズ 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/jj899797.aspx 

本章では、SharePoint 2013 の環境が構築してあることを前提に手順を解説します。 

 

2.2.2 Workflow Manager 1.0 をインストールする 

ワークフロー マネージャー専用のサーバーに Workflow Manager 1.0 をインストールします。イン

ストーラーについては、下記 URL からダウンロードしてください。 

 Microsoft Downlowad Center 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35375 

Workflow Manager 1.0 の前提条件は下記 URL を参照してください。 

 前提条件 (Workflow Manager 1.0) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj193485.aspx 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/jj899797.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35375
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj193485.aspx
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 ワークフロー マネージャーのインストーラーを起動します。 1.

 [インストール] をクリックします。 2.

 

 [同意する] をクリックします。 3.
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 Microsoft Update の使用設定を選択し、[続行] をクリックします。 4.

 

 インストールが完了するまで、待ちます。 5.
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 下記画面が表示されたらインストールは完了です。 6.

[続行] をクリックします。 

 

 Workflow Manager 構成ウィザードが起動します。 7.

[既定の設定を使用して Workflow Manager を構成する(推奨)] をクリックします。 

メモ：データベース名を指定する場合は、[カスタム設定を使用して Workflow Manager を

構成する]を選択してください。 
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 [新しいファームの構成] 画面で下記設定を行います。[→]をクリックします。 8.

 

SQL Server インスタンス SQL Server 名 (FQDN) 

認証 Windows 認証 (デフォルト) 

サービス アカウント名 AccountName@DomainName 

このコンピューターの HTTP による

Workflow 管理を許可する 

チェック無し (デフォルト) 

このコンピューターのファイアウォール

ルールを有効にする 

チェックあり (デフォルト) 

証明書生成キー 任意のキー 

メモ:既定では、HTTPS を使用して通信します。そのため、HTTP によるワークフロー管理を許可す

る場合は、[このコンピューターの HTTP による Workflow 管理を許可する] チェックボックスをオン

にします。 
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 [概要] 画面で構成を確認します。[✔]をクリックします。 9.

 

 構成が完了するまで、待ちます。 10.
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 構成が完了したことを確認します。 11.

 

 下記画面が表示されたらインストールは完了です。 12.

[完了] をクリックします。 
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 [終了]をクリックしてインストーラー画面を閉じます。 13.
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2.2.3 Workflow Manager 証明書のインストール 

Workflow Manager 1.0 をインストール後、ワークフロー マネージャーと SharePoint Server

間で暗号化された通信を行う場合は、証明書を構成する必要があります。 

 

 ワークフロー マネージャー サーバーの IIS マネージャーを起動します。 1.

左ペインからサイトを展開し、[Workflow Management Site] を右クリックして 

[バインドの編集] を選択します。 

 

 https ポートを選択し、[編集] をクリックします。 2.
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 [表示] をクリックします。 3.

 

 [詳細] タブをクリックします。 4.
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 [ファイルにコピー] をクリックします。 5.

 

 証明書のエクスポートウィザードが実行されます。 6.

 [次へ] をクリックします。 7.
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 [いいえ、秘密キーをエクスポートしません] を選択して [次へ] をクリックします。 8.

 

 [DER encoded binary x.509(.CER)] を選択して [次へ] をクリックします。 9.
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 エクスポート先と証明書のファイル名を入力して [次へ] をクリックします。 10.

 

 [完了] をクリックします。 11.
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  [OK] をクリックします。 12.

 

 エクスポートされた証明書 (.cer ファイル) を SharePoint ファームの各 Web フロントエンド 13.

サーバーにコピーします。 

 Web フロントエンドサーバー上で、コピーした証明書 (.cer ファイル) を右クリックして [開く] 14.

をクリックします。 
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 [証明書のインストール] をクリックします。 15.

 

 [現在のユーザー] を選択して [次へ] をクリックします。 16.
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 [証明書をすべて次のストアに配置する] を選択して、[参照] をクリックします。 17.

 

 [信頼されたルート証明機関] を選択して [OK] をクリックします。 18.
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 [次へ] をクリックします。 19.

 

 [完了] をクリックします。 20.
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 セキュリティ警告がでるので[はい]をクリックします。 21.

 

 [OK] をクリックします。 22.
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 スタート画面から[SharePoint 2013 管理シェル]を右クリックし、[管理者として実行] を23.

選択します。 
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 以下のコマンドレットを実行します。 24.

$cert = Get-PfxCertificate [証明書のファイルパス] 

New-SPTrustedRootAuthority – Name <任 意の 証明 機 関名 > -Certificate 

$cert 

 

例 

$cert = Get-PfxCertificate C:\cert_Export.cer 

New-SPTrustedRootAuthority –Name “WFEFarm1” -Certificate $cert 
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2.2.4 Workflow Manager Client をインストールする 

ワークフローを実行可能とするためには、Workflow Manager Client を SharePoint ファーム

の各 Web フロントエンド サーバーにインストールする必要があります。 

メモ：Workflow Manager 1.0 を Web フロントエンド サーバーにインストールしている場合、そ

のサーバーには Workflow Manager Client をインストールする必要はありません。 

インストーラーは、下記 URL からダウンロードしてください。 

 Microsoft Downlowad Center 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35375 

 

 SharePoint 2013 の Web フロントエンド サーバーで、ワークフロークライアントのインストー1.

ラーを起動します。 

 [インストール] をクリックします。 2.

 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35375


 

32 

 

 [同意する] をクリックします。 3.

 

 Microsoft Update の使用設定を選択し、[続行] をクリックします。 4.

 

 インストールが完了するまで、待ちます。 5.
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 下記画面が表示されたらインストールは完了です。 6.

[完了] をクリックします。 

 

 [終了] をクリックしてインストーラー画面を閉じます。 7.
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 スタート画面から[SharePoint 2013 管理シェル]を右クリックし、[管理者として実行] を8.

選択します。 

 

 以下のコマンドレットを実行します。 9.

(SharePoint 側の通信も HTTP、HTTPS を合わせていただく必要があります。) 

HTTP 通信の場合 Register-SPWorkflowService –SPSite  

"http://WFEServerName" –WorkflowHostUri  

http://WorkflowServerName:12291 –AllowOAuthHttp 

HTTPS 通信の場合 Register-SPWorkflowService –SPSite  

"https://WFEServerName" –WorkflowHostUri  

https://WorkflowServerName:12290 

例 ： Register-SPWorkflowService –SPSite "https://spsw01" –

WorkflowHostUri https://spswfmgr01:12290 

 

※ Workflow Manager が HTTPS かつ SharePoint 2013 が HTTP の場合は、上記の

コマンドレットを実行する前に、以下のコマンドレットを実行する必要があります。 

$sts = Get-SPSecurityTokenServiceConfig 

$sts.AllowOAuthOverHttp = $true 

$sts.AllowMetaDataOverHttp = $true 

$sts.Update() 

  

https://spswfmgr01:12290/
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3． SharePoint 2010 ワークフロー 

前述のとおり、SharePoint 2013 では、従来の SharePoint 2010 形式のワークフローも利用す

ることができます。本章では、SharePoint 2010 形式のワークフロー機能を SharPoint 2013 上で

利用する方法を説明します。 

 

3.1 SharePoint 2010 ワークフローの概要 

SharePoint 2010 では、 .NET FrameWork 3.5 を元にした Windows Workflow 

Foundation 3.5 を基盤としてワークフローが動作していました。SharePoint 2013 においても

SharePoint 2010 ワークフローのプラットフォームが利用可能です。 

SharePoint 2013 ワー クフローでは新 機能が 多く追加 された一 方で、 一部の 動作は

SharePoint 2010 ワークフローでのみ実現可能となっています。 

 

3.1.1 SharePoint 2010 ワークフローの特徴 

SharePoint 2010 ワークフローをベースにしたワークフローの主な特徴は以下の通りです。 

 

 標準で複数のワークフロー テンプレートが搭載されている 

 InfoPath による関連付け・開始フォームをサポートしている 

 Visual Studio における開発でカスタムコードが使用可能 

 SharePoint Designer における開発でアイテムの権限設定等のアクションが使用可能 

 

3.2 テンプレートを用いたワークフローの機能・設定 

SharePoint 2010 ワークフローの特徴の 1 つとして、標準搭載されているワークフロー テンプレー

トを用いたワークフローの実装が可能であることが挙げられます。ワークフローは、下記の手順で作成お

よび利用します。 

 

 下記の手順でワークフローを作成します。 1.

 ワークフローを作成するコンテンツ（リスト/サイト等）を選択します。 

 コンテンツとワークフロー テンプレートの関連付けをするための初期設定を実施します。 

 ワークフロー内で使用されるパラメーターの規定値を設定します。 
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 実行するワークフローのパラメーターを設定し、ワークフローを開始します。 2.

 

ここでは各作成手順で使用する、テンプレートを用いてワークフローを実装する際に利用可能

な機能および設定について説明します。 

※ テンプレートを用いたワークフローの実装自体は SharePoint 2010 と SharePoint 

2013 で同等の機能となります。 

 

 標準ワークフロー テンプレート 

標準搭載されているテンプレートの中には、SharePoint Designer により、開始オプションやワー

クフロー アクションが編集可能なものもあります。SharePoint Designer でのカスタマイズが可能

な場合は、自作の「再利用可能なテンプレート」とほぼ同等のカスタマイズを加えることが可能です。 

SharePoint 2013 が標準で搭載している SharePoint 2010 ワークフローをベースとしたワー

クフローテンプレートは次の通りです。テンプレートの種類によってワークフローの関連付けが可能なコ

ンテンツが異なります。 

 

タイトル 説明 対象 

コンテンツ 

カスタ

マイズ 

Web 

Analytics  

レ ポ ー ト の スケ

ジュール 

レビュー担当者、レポートの作成頻度等の情報を指

定し、選択したレポートをレビュー担当者に電子メール

で送信するスケジュールを設定します。 

 

※このワークフローを開始するには、Web Analytics 

データの表示権限が付与されている必要があります。 

※サイトコレクションの機能 [詳細 Web Analytics] 

がアクティブ化されている必要があります。 

・サイト ✕ 

Web 

Analytics  

通知のスケジュー

ル 

特定の Web Analytics データの変更について通知

する電子メールメッセージを送信します。 

 

※このワークフローを開始するには、Web Analytics 

データの表示権限を持っている必要があります。 

※サイトコレクションの機能 [詳細 Web Analytics] 

がアクティブ化されている必要があります。 

・サイト ✕ 

3 段階の状態管

理 

リスト アイテムの状態を3段階にわたって追跡するよう

に設計されており、組織で大量の案件やアイテムを追

跡することが必要とされるビジネスプロセスを管理する

場合に有効です。 

3 段階の状態管理ワークフローという名前の由来は、

・リスト 

・リスト コンテン

ツ タイプ 

・サイト コンテン

ツ タイプ 

✕ 
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案件やアイテムの状態を 3 つの段階および各段階の

間の 2 つの移行期で追跡することにあります。たとえ

ば、案件リストの案件についてワークフローが開始され

ると、SharePoint Server 2013 では担当ユーザー

にタスクが作成されます。そのユーザーがタスクを完了

すると、ワークフローの状態が初期状態 (未解決) か

ら中間状態 (解決済み) に変わり、担当ユーザーに

タスクが作成されます。そのユーザーがタスクを完了す

ると、ワークフローの状態が中間状態 (解決済み) か

ら最終状態 (終了) に変わり、その時点でワークフ

ローを割り当てられるユーザーに別のタスクが作成され

ます。 

廃棄承認 期限切れのドキュメントを保持するか削除するかを参

加者が決定できるようにすることで、ドキュメントの有効

期限と保持期間を管理します。このワークフローは主

にレコードセンターサイト内での使用が想定されていま

す。 

 

※サイトコレクションの機能 [廃棄承認のワークフ

ロー] がアクティブ化されている必要があります。 

・リスト 

・ライブラリ 

・リスト コンテン

ツ タイプ 

・サイト コンテン

ツ タイプ 

✕ 

発行承認 Web ページを承認するためのタスクを割り当てます。

承認担当者はページの承認と却下、承認タスクの再

割り当て、ページに対する変更の要求ができます。 

 

※サイトコレクションの機能 [発行承認のワークフ

ロー] がアクティブ化されている必要があります。 

・リスト 

・ライブラリ 

・リスト コンテン

ツ タイプ 

・サイト コンテン

ツ タイプ 

○ 

翻訳管理 翻訳するドキュメントのコピーを作成し、翻訳者に翻

訳タスクを割り当てることで手動ドキュメント翻訳を管

理します。 

・ライブラリ 

(翻訳管理ライブ

ラリのみ) 

✕ 

承 認 –

SharePoint 

2010 

ドキュメントやアイテムをユーザーやグループに回覧して

承認を得ます。既定では、承認ワークフローはドキュメ

ントコンテンツ タイプに関連付けられており、自動的に

ドキュメントライブラリで使用できるようになります。ま

た、承認ワークフローは既定で発行サイトのページライ

ブラリにも関連付けられており、Web ページ発行用の

承認プロセスを管理するために使用できます。 

承認ワークフローは、段階的な承認モデル(第 1 の承

認者グループがレビューと承認のプロセスを実施してか

ら次の承認者グループへと順に進むモデル) です。そ

れぞれの段階ごとまたは承認者グループごとに独自の

・リスト 

・ライブラリ 

・リスト コンテン

ツ タイプ 

・サイト コンテン

ツ タイプ 

○ 
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プロセスを設定することもできます。たとえば、第 1 の

承認者グループのメンバーは順次承認方式で (1 人

ずつ順番に) レビューを実施し、第 2 のグループのメ

ンバーは並列承認方式で(任意の順番で) レビューを

実施することもできます。 

 

※サイトコレクションの機能 [ワークフロー] がアクティ

ブ化されている必要があります。 

フィードバックの収

集 –

SharePoint 

2010 

ドキュメントやアイテムをユーザーやグループに回覧して

フィードバックを収集します。校閲者はフィードバックを

提供でき、フィードバックはまとめられて、ワークフローを

開始したユーザーに送られます。既定では、フィード

バックの収集ワークフローはドキュメントコンテンツ タイ

プに関連付けられており、自動的にドキュメントライブラ

リで使用できるようになります。 

 

※サイトコレクションの機能 [ワークフロー] がアクティ

ブ化されている必要があります。 

・リスト 

・ライブラリ 

・リスト コンテン

ツ タイプ 

・サイト コンテン

ツ タイプ 

○ 

署 名 の 収 集 –

SharePoint 

2010 

Microsoft Office アプリケーションで作成されたド

キュメントをユーザーグループに回覧してデジタル署名

を収集します。このワークフローは、Microsoft Word 

など、2007 Microsoft Office system スイートお

よび Microsoft Office 2010 スイートのアプリケー

ションで起動する必要があります。参加者は、対応す

るクライアントプログラムを使用してドキュメントに各自

のデジタル署名を追加することにより、署名タスクを完

了する必要があります。既定では、署名収集ワークフ

ローはドキュメントコンテンツ タイプに関連付けられてお

り、自動的にドキュメントライブラリで使用できるように

なります。ただし、ドキュメントライブラリで署名収集ワー

クフローが表示されるドキュメントは、 Microsoft 

Office 署名欄を1つ以上含むドキュメントのみです。 

Microsoft Office 署 名 欄の詳 細に ついて は、

「Office ドキュメントにデジタル署名を追加する」 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=1

57408&clcid=0x411) を参照してください。 

 

※サイトコレクションの機能 [ワークフロー] がアクティ

ブ化されている必要があります。 

・リスト 

・ライブラリ 

・リスト コンテン

ツ タイプ 

・サイト コンテン

ツ タイプ 

○ 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=157408&clcid=0x411
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=157408&clcid=0x411
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 ワークフロー機能のアクティブ化 

標準搭載されているワークフローを利用するためには、利用するワークフローの種類に応じて、サイ

ト コレクションの機能をアクティブ化する必要があります。 

サイト コレクションの機能のアクティブ化手順は以下の通りです。 

 

 トップレベルサイトで [サイトの設定] を選択します。 1.

 

 [サイト コレクションの管理] グループから [サイト コレクションの機能] を選択します。 2.
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 利用するワークフローの種類に応じて、機能をアクティブ化します。 3.

※ 下図で示している機能は、承認–SharePoint 2010、フィードバックの収集–

SharePoint 2010 等のワークフローを利用可能にする「ワークフロー」機能です。 

 

 

3.2.1 テンプレートを用いたワークフローの初期設定 

テンプレートを用いてワークフローが動作するよう設定するためには、ワークフローの初期設定として

ワークフロー テンプレートの関連付けを実施する必要があります。この初期設定は、リストとサイトのど

ちらでワークフローが動作するかに関わらず必要な手順となります。SharePoint では、ワークフロー テ

ンプレートをリスト/ライブラリ、コンテンツ タイプ、サイトに関連付けを行うことにより、SharePoint 

Designer や Visual Studio による開発を実施しなくてもワークフローを実装することが可能です。 

関連付けを行う際、ワークフロー テンプレートの選択の他に、ワークフローの名前等、ワークフローの

初期設定を行います。ワークフローの関連付けを実施する際に初期設定する項目は、次のとおりで

す。 

 

設定項目 設定内容 

ワークフロー テンプレート 関連付けを行うワークフローのテンプレートを選択します。 

名前 ワークフローの名前を設定します。ここで設定した名前はワークフローの識

別に使用することが可能です。 

タスク リスト ワークフロー内で発生する承認タスク等のタスクの格納先となるリストを選

択します。 

他のワークフローで作成された既存タスク リストの選択以外に、新たにタス

ク リストを作成するよう選択することが可能です。 

履歴リスト ワークフローの履歴を格納する履歴リストを選択します。 

既存履歴リストの選択以外に、新たに履歴リストを作成するよう選択する

ことが可能です。 

開始オプション 手動開始や自動開始などワークフローの開始方法を指定します。 
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開始オプションで設定可能なオプションは関連付けを行うコンテンツやワー

クフロー テンプレートによって異なります。 

リストおよびサイト コンテン

ツ タイプの更新 

ワークフローに関連付けるコンテンツ タイプを継承するリスト及びリスト コン

テンツ タイプを更新するかどうかを設定します。 

※この設定はサイト コンテンツ タイプでのみ設定可能です。 

 

[図.ワークフローの初期設定] 
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 タスク リストと履歴リスト 

ワークフローの実行に深い関わりがあるのが、「タスク リスト」と「履歴リスト」です。SharePoint の

ワークフローには、この 2 つのリストが必要です。それぞれのリストが果たす役割は以下の通りです。 

 

 タスク リスト 

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

まま利用することも可能ですが、多くの場合、独自の承認画面などを持たせるために指定した

タスク リストにワークフロー用のコンテンツ タイプを割り当てて利用します。特に SharePoint 

Designer 2013 の“TO DO タスクを割り当てる”アクションや、“承認処理を開始する”アク

ションを利用すると、指定したタスク リストにコンテンツ タイプを新規に作成し、独自の承認画

面を表示するようになります。ワークフローがタスク リストにアイテムを作成すると、タスクには

ワークフローとの関連付けが内部的に行われます。 

 

 履歴リスト 

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

ストは、既定では Web ブラウザー上から直接アクセスできないよう非表示になっています。そ

のため通常、履歴リストはワークフローを実行した際に表示できるようになるワークフロー ステー

タス ページ上からのみ参照できます。 
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また、しばしば誤解されますが、ワークフロー履歴は、監査目的で利用するログではありません。あ

くまでもワークフローのイベントログにすぎません。そのため既定では、ワークフローが完了するかもしく

はキャンセルされてから 60 日経過するとワークフロー インスタンスと関連するタスクは、永久に削除

されます。実際には、ワークフローの履歴アイテムが削除されるわけではありませんが、特定のワーク

フローのステータスを表示することはできなくなります。 

[図. ワークフローの履歴画面での完了したワークフローの表示、および、ワークフローの状態] 
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この処理は、タイマー ジョブの 1 つである「ワークフローの自動クリーンアップ」ジョブで毎日処理さ

れますが、このジョブを無効化することも可能です。ただし、SharePoint のリストを使っている以上、

ワークフロー履歴とタスク リストのアイテムは増加し続けるため、あまりにサイズが大きくなりすぎると、

サーバー全体のパフォーマンスに影響を与える可能性もあります。リストのサイズを考慮する場合は、

このジョブは無効化しないほうがよいでしょう。また、サイズを考慮する場合は、ワークフローをリストや

ライブラリなどに追加するごとに、タスク リストと履歴リストを新規に作成することをお奨めします。 

 

なお、「ワークフローの自動クリーンアップ」ジョブを無効化する場合は下記の手順を実施します。 

 

 サーバーの全体管理サイトにアクセスし、サイド リンク バーの [監査] をクリックします。 1.

 「タイマージョブ」セクションで [ジョブ定義の確認] をクリックします。 2.

 目的の Web アプリケーションの「ワークフローの自動クリーンアップ」をクリックします。 3.

 [無効] をクリックします。 4.

※ 再び有効化する場合は、同様の手順で[有効] にします。 

 

 開始オプション 

ワークフローの初期画面では、自動/手動などの開始オプションを設定することが可能です。設定

可能な内容は、ワークフローの関連付けを行うコンテンツの種類によって異なります。ワークフローの

開始オプションの種類は以下の通りです。 

 

関連付けコンテンツ 開始オプション 

・サイト サイトの編集権限を持つ認証済みユーザーが、このワークフローを手動で

開始できるようにする 

 ワークフローを開始するために“権限の管理”権限を要求する 

・リスト 

・ライブラリ 

・リスト コンテンツ タイプ 

・サイト コンテンツ タイプ 

アイテムの編集権限を持つ認証済みユーザーが、このワークフローを手動

で開始できるようにする 

 ワークフローの開始にリストの管理権限を要求する 

アイテムのメジャー バージョンの発行を承認するために、このワークフロー

を開始します。 

新しいアイテムが作成されると、このワークフローが開始されます。 

アイテムが変更されると、このワークフローが開始されます。 
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3.2.2 テンプレートを用いたワークフローのパラメーター設定 

ワークフローの初期設定時およびワークフロー開始時には、ワークフロー内で使用されるパラメーター

を設定することが可能です。パラメーターの設定を行うことが可能なタイミングは、次の 2 通りです。 

 ワークフローの初期設定時 

 ワークフロー開始時 

 

ワークフローの初期設定時にパラメーターの規定値を設定する画面は、「関連付けフォーム」と呼び

ます。 

 

[図.関連付けフォーム (承認–SharePoint 2010) の例] 
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また、ワークフロー手動開始時にパラメーターを設定する画面は、「初期化フォーム」と呼びます。初

期化フォームには、ワークフローの開始ボタンが配置されており、このボタンをクリックすることでワークフ

ローが開始されます。 

※ 「関連付けフォーム」は、テンプレートを使用したワークフローでのみ使用されますが、「初期化

フォーム」は、テンプレートを使用したワークフローの実装だけでなく、SharePoint Designer

を用いて作成されたワークフローでも使用される場合があります。 

 

[図.初期化フォーム (承認–SharePoint 2010) の例] 

 

手動でワークフローを開始する場合は、初期化フォームで設定された値がワークフローで使用され、

自動でワークフローが開始される場合は、関連付けフォームで設定した規定値がそのままワークフロー

で使用されます。 

また、ワークフローで使用されるフォームはカスタマイズすることができます。関連付けフォーム、もしくは

初期化フォームのカスタマイズは、ワークフロー開発者が、InfoPath または ASP.NET フォームを使

用して個々に作成します。 
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3.2.3 ワークフロー動作時に利用可能な機能 

ワークフローで承認タスクが割り当てられた場合、承認者が利用可能な機能があります。承認者が

利用可能な機能は次のとおりです。 

機能 説明 

変更の依頼 承認対象のアイテムに変更が必要な場合に利用します。 

この機能では、依頼の割当先となる担当者を設定し、担当者へアイテムの

変更を依頼することができます。 

タスクの再割り当て 別のユーザーに承認タスクを割り当てる場合に利用します。 

この機能を利用することにより、アイテムの承認を別のユーザーに委任するこ

とが可能です。 

[図.タスクの承認画面] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ワークフロー ビジュアライゼーション 

SharePoint 2010 ワークフローには、ワークフローの状態画面を表示した際に、ワークフローの

進行状況を図を用いて可視化する機能があります。ワークフローの進行状況を図として表示する機

能を、ワークフロー  ビジュアライゼーションと呼びます。ワークフロー  ビジュアライゼーションは

SharePoint 2010 ワークフローでのみ利用可能な機能です。 
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[図.ワークフロー ビジュアライゼーションを用いたワークフロー進行状況の表示] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークフロー ビジュアライゼーション利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。 

 SharePoint Server 2013 のエディションが Enterprise Edition であること。 

 サイトコレクションの機能で SharePoint Server Enterprise 機能がアクティブ化されている

こと。 

[図.サイトのコレクションの機能の SharePoint Server Enterprise 機能アクティブ化] 
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 実行されるワークフローでワークフロー ビジュアライゼーション機能が有効化されていること。 

※ SharePoint Designer 2013 では、ワークフローの設定画面で「ステータス ページに

ワークフローの視覚エフェクトを表示する」にチェックを入れることにより、ワークフロー ビジュ

アライゼーション機能を有効化できます。 

[図.SharePoint Designer でのワークフロー ビジュアライゼーション機能有効設定] 

 

  



 

50 

 

3.3 カスタムコード実装による開発 

SharePoint 2010 ワークフローでは、カスタム アクション及びテンプレートの開発においてカスタム

コードを実装することが可能です。そのことにより、SharePoint Designer よりも自由度の高いワーク

フロー開発が実現できます。 

 

3.3.1 宣言型ワークフローとコンパイル済みワークフロー 

カスタム開発するワークフローには、「宣言型ワークフロー」と「コンパイル済みワークフロー」の 2 種類

のワークフローが存在します。宣言型ワークフローは、ルールと手順に組み合わせる条件とアクションで

定義し、コードを記述せずにワークフローのパラメーターを設定するワークフローです。 

コンパイル済みワークフローも、宣言型ワークフローと同様に、ワークフロー作成者がコードを記述する

ことなく条件とアクションから作成できます。さらに、この種類のワークフローは、カスタム コードを追加す

ることもできます。ワークフロー作成者が、コード ベースのワークフローにカスタム コードを追加するかどう

かに関係なく、宣言型ワークフローとコンパイル済みワークフローの最も重要な相違点は、サーバー上の

実行方法の違いです。コンパイル済みワークフローは、SharePoint Server を実行するサーバーにコ

ンパイル済み dll ファイルとして格納されるのに対し、宣言型ワークフローは、SharePoint Server を

実行するサーバーに、XOML (Extensible Object Markup Language) ファイルとして格納され、

そのワークフローのインスタンスが開始されるたびにコンテンツ データベース内にコンパイルされます。 

SharePoint 2010 ワークフローでは、SharePoint Designer を利用して、宣言型ワークフロー

を実装することができ、Visual Studio を利用して、コンパイル済みワークフローを実装することができ

ます。 
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4． SharePoint 2013 ワークフロー 

SharePoint 2013 では、SharePoint ワークフローの新しい強力な基盤として、Workflow 

Manager Client 1.0 を導入しています。Windows Workflow Foundation 4 を基礎とする

Workflow Manager Client 1.0 は、SharePoint の SharePoint 用アプリのモデルとクラウドベー

スのコンピューティングへの対応強化を反映し、以前のバージョンよりも機能が強化されています。 

 

4.1 SharePoint 2013 ワークフローの新機能 

SharePoint 2013 のワークフローにおける主な強化機能は、以下の通りです。 

 再設計されたワークフロー インフラストラクチャー 

SharePoint 2013 ワークフローは、以前のバージョンから大幅に再設計された Windows 

Workflow Foundation 4 により動作します。 

新しいワークフロー インフラストラクチャーに関する詳細は、第 2 章を参照してください。 

 

 宣言型のコード不要な作成環境 

Windows Workflow Foundation 4 プラットフォーム上のワークフローは、宣言型になって

います。つまり、ワークフローをマネージ アセンブリにコンパイルしてアセンブリ キャッシュに展開す

る必要がなくなった代わりに、XAML ファイルでワークフローを定義し、ワークフローの実行に備

えます。 

 

 SharePoint Designer 2013 のワークフロー作成におけるサポートの強化 

SharePoint Designer 2013 は、Visio 2013 と連携したビジュアル デザイナー画面とテ

キストベースのワークフロー作成画面の両方を提供します。 

 

 Visual Studio 2012 ワークフロー プロジェクト タイプのサポート 

Visual Studio 2012 には、SharePoint ワークフロー プロジェクト タイプとワークフロー カス

タム アクション アイテム タイプが用意されています。Visual Studio 2012 を使用したワーク

フローの開発、およびワークフロー開発における SharePoint Designer 2013 と Visual 

Studio 2012 の区別についての詳細は、以下の Technet 情報をご参照ください。 

 Visual Studio を使用した SharePoint 2013 ワークフローの開発 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj163199.aspx 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj163199.aspx
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 カスタム アクション作成のサポート 

Visual Studio 2012 では、開発者がカスタム アクションを作成する、ワークフロー カスタム 

アクション アイテム タイプを用意しています。ワークフロー カスタム アクションについての詳細は、

以下の Technet 情報をご参照ください。 

 [方法]ワークフローのカスタム アクションを作成および展開する 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj163911.aspx 

 

 SharePoint ワークフローのツールサポート 

Visual Studio 2012 は、SharePoint 2013 ワークフロー フレームワーク上でワークフロー

を作成するためのテンプレートおよび、開発のためのサポート機能を提供します。前述のように

SharePoint 2013 ワークフローは、Windows Workflow Foundation 4 によって動作し、

Windows Azure サービスバス上での通信により実行すること以外は、以前のバージョンの

ワークフローと同様です。これらは宣言型のみで (XAML)、クラウドと対話し、SharePoint

用アプリで動作するように設計されています。主な利点の 1 つは、ワークフローをリモートでホス

トし、SharePoint Server の外部からワークフローを実行できることです。 

 

 新しいワークフロー アクション 

SharePoint 2013 は、新しいワークフロー アクションを提供しています。特筆すべきは、

Microsoft Project Server 2013 との統合を実現するプロジェクト アクションが追加された

ことです。 

以下に、SharePoint 2013 で提供する新しいワークフロー アクションを示します。 

 

アクション ・タスク割り当て 

・タスク処理の開始 

・このステージに移動 

・HTTP Web サービスの呼出し 

・リスト ワークフローの開始 

・サイト ワークフローの開始 

・DynamicValue の構築 

・DynamicValue からプロパティを取得 

・DynamicValue 内のアイテムをカウント 

・文字列のトリミング 

・文字列内のサブ文字列を検索 

・文字列内のサブ文字列を置換 

・ドキュメントの翻訳 

・ワークフローの状態の設定 

アクション 

(MS Project) 

・現在のアイテムからプロジェクトを作成 

・現在のプロジェクト ステージの状態をこの値に設定 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj163911.aspx
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4.2 SharePoint 2010 と SharePoint2013 ワークフローの違い 

前述のとおり、SharePoint 2010 ワークフロー プラットフォームは、SharePoint Server 2013

に引き継がれました。そのため、SharePoint Server 2010 を使用して作成されたワークフローはアッ

プグレードした際も、SharePoint 2013 上で引き続き動作します。 

SharePoint Server 2013 でワークフローを作成する際のワークフロー形式による違いを、以下の

表にまとめます。 

 

  

・アイデア リスト アイテムの状態フィールドをこの値に設定 

・プロジェクト イベントを待機 

・プロジェクトのこのフィールドをこの値に設定 

 
SharePoint 2010 

ワークフロー 

SharePoint 2013 

ワークフロー 

条件分岐・並列ステップ ○ ○ 

管理者権限で実行する ○(代理ステップ） ○(アプリステップ) 

繰り返し処理 × ○ 

状態遷移型ワークフロー 
× 

(Visual Studio での開発可) 
○ 

一定の割合の承認などの合議 × ○ 

Web サービスの呼び出し × ○ 

他のワークフローの起動 × ○ 

スケーラビリティ × ○ 

InfoPath による開始・関連付け・

タスクフォームのカスタマイズ 
○ × 

Visual Studio による 

カスタムアクションの開発 
○ × 

アイテムの権限の設定・確認 ○ × 

複数アイテムに対する一括処理 × × 
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4.3 SharePoint 2013 ワークフローの作成 

SharePoint 2013 ワークフローにおいても SharePoint 2010 ワークフローと同様にワークフロー 

テンプレートからワークフローを作成することが可能ですが、SharePoint 2010 ワークフローと違い、

SharePoint 2013 ワークフローでは標準で利用可能なワークフロー テンプレートが用意されていま

せん。したがって、SharePoint 2013 ワークフローではまずワークフロー テンプレートを作成する必要

があります。 

SharePoint 2013 ワークフローには、SharePoint Designer と Visual Studio が、主なワーク

フロー作成環境として用意されています。ここでは、それぞれのツールを使用してワークフローを作成す

る上での基本事項、特徴について説明します。 

 

4.3.1 ワークフロー作成ツール 

SharePoint 2013 ワークフローの開発ツールでは、SharePoint Designer、Visual Studio を

はじめとする、以下のようなツールを使用することができます。 

 SharePoint Designer 2013 

SharePoint Designer 2013 には、SharePoint 2010 ワークフロー プラットフォームおよ

び SharePoint 2013ワークフロー プラットフォームの両方を利用してワークフロー開発を行う

ための豊富な機能セットが備えられています。 

 

 Visual Studio 2012 

SharePoint Designer 2013 と同等のワークフローを開発できます。それに加えて、カスタム 

アプリケーションとやり取りするワークフロー アクションなどのカスタムのアクション、およびタスクを

開発することもできます。 

 

 Visio 2013 

Visio 2013 を使用して、SharePoint 2013 ワークフロー プラットフォームに基づくワークフ

ローを作成できます。Visio 2013 から SharePoint Designer 2013 へ、ワークフローのエ

クスポート/インポートができます。 

 

 Internet Explorer、Firefox、Chrome などのサポートされている Web ブラウザー 

これらの Web ブラウザーを使用して SharePoint Server 2013 サイトとやり取りします。

たとえば、リストやライブラリの作成、ワークフローとリストやライブラリとの関連付け、リストまたは

ライブラリへのアイテムの追加、アイテムに対するワークフローの開始、ワークフローの状態の確

認などを実行できます。 
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 ワークフロー作成における SharePoint Designer と Visual Studio の違い 

主なワークフロー作成環境として用意されている SharePoint Designer、Visual Studio の利

用に際し、知っておくべき利点と欠点があります。ここでは、各ツールの機能を比較し、それぞれの利

点と欠点を説明します。 

 

 SharePoint Designer 2013 

ユーザーは、コーディング作業が不要のテキストベース デザイナーを使用してリスト、ライブラリ、

またはサイトに関連付けられたワークフローを作成できます。SharePoint Designer は、非

技術者が、ワークフロー開発を高速に行える点で優れています。 

ただし、複雑なロジックの実現には限界があります。 

対象ユーザー：インフォメーション ワーカー、ビジネス アナリスト、SharePoint 開発者 

必要とされる知識：ステージ、アクション、条件、ループなどのコア ワークフロー コンポーネント

を含む SharePoint Designer の知識 

 

 Visual Studio 2012 

複雑なビジネスプロセスを実用的にサポートすることが可能な、ワークフローを作成することがで

きます。このツールの利用により、開発の柔軟性が得られ、ワークフロー定義のデバッグや再利

用ができるようになります。SharePoint Designer で使用されるカスタム アクションを作成す

ることができ、カスタムロジックを実行する手段も提供されるほか、複数のサイトに展開できる

ワークフローテンプレートも作成できます。 

ただし、実質コーディング作業となるため、非技術者レベルでは、ワークフロー作成が困難です。  

対象ユーザー：中級または上級のソフトウェア開発者 

必要とされる知識：イベント レシーバー、パッケージ化と展開、セキュリティなどのソフトウェア

開発概念を含む Visual Studio の知識 

 

以下の表に、SharePoint Designer と Visual Studio を使用してワークフロー作成を行った場

合の機能と要件の比較を示します。 

機能/要件 SharePoint Designer Visual Studio 

迅速なワークフロー作成が可能 はい はい 

ワークフローの再利用が可能 はい。 

ただし、再利用できるのは再利

用可能なワークフローのみで、リ

スト ワークフロー及びサイト ワー

クフローは再利用できません。 

はい。 

展開されたワークフローはテンプ

レートとして保存可能です。 

ワークフローを SharePoint ソ

リューションまたは SharePoint

用アプリの一部として含めることが

可能 

いいえ はい 
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4.3.2 ワークフローを作成する際の留意点 

SharePoint 2013 形式でのワークフロー作成において、SharePoint 2010 形式とは作成方法

が異なる箇所があります。以下に、その差異を留意点として説明します。 

 

 関連付け・開始・タスクのフォームのカスタマイズ 

SharePoint 2010 形式では、InfoPath を使ってデータ接続・入力規則・動作規則を使っ

たフォームのカスタマイズが可能でしたが、SharePoint 2013 形式では、ASP.NET ベースの

フォームのみのため、カスタマイズは JavaScript の埋め込みなどで対応する必要があります。 

カスタム リスト アイテムを InfoPath でカスタマイズするなど、ワークフローで必要なパラメーター

は、あらかじめアイテム側に持たせておく、などの方法で対応することもできます。 

 カスタム アクションの開発 

Visual Studio 2012 を使うことで、SharePoint 2013 形式のワークフローを作成してパッ

ケージ化可能ですが、カスタムのロジックを伴うアクション等は、実装することはできません。既

存のアクティビティを組み合わせたアクションのみが定義可能となります。 

外部 Web サービスでカスタムの操作を実装するか、SharePoint 2010 形式のワークフロー

で実装して、SharePoint 2013 形式のワークフローから呼び出すことで対応できます。 

カスタム アクションの作成が可能 いいえ 

ただし、Visual Studio を使用

して作成および展開されたカスタ

ム アクションを使用および実装

できます。 

はい 

ただし、対応するアクションではな

く、基になるアクティビティが使用

されます。 

カスタムコードの記述が可能 いいえ いいえ 

ワークフロー ロジックの作成に

Visio を使用可能 

はい いいえ 

展開 作成されたリスト、ライブラリ、サイ

トに自動的に展開されます。 

SharePoint ソリューションパッ

ケージファイルを作成し、このソ

リューションパッケージをサイトに

展開します。 

ワークフローのワンクリック発行が

可能 

はい はい 

ワークフローをパッケージ化してリ

モートサーバーへ展開可能 

はい はい 

デバッグ いいえ はい 

※この機能は現在のビルドでは

実装されていません。 

サイト管理者に承認されたアク

ションのみ使用可能 

はい はい 
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 SharePoint 2010 形式専用のアクション 

権限確認・権限設定・レコード宣言・上司の取得など SharePoint 2010 形式でしか利用

できないアクションがあります。これらのアクションを利用する場合、SharePoint Designer の

連携アクションを用いて SharePoint 2013 形式のワークフローから、SharePoint 2010 形

式のワークフローを呼び出すことで対応できます。 

SharePoint 2010 形式でのみ利用可能なアクション・条件 

 

 

 

 

 

  

アクション ・リスト アイテムの権限を追加する 

・フォームをグループに割り当てる 

・タスクアイテムを割り当てる 

・ドキュメント セットのバージョンを取得する 

・データをユーザーから収集する 

・リスト アイテムをコピーする 

・レコードを宣言する 

・リスト アイテムの権限を継承する 

・ユーザーのマネージャーを参照する 

・リスト アイテムの権限を削除する 

・リスト アイテムの権限を置換する 

・ドキュメント セットをリポジトリに送信する 

・コンテンツの承認の状態を設定する 

・ドキュメント セットにコンテンツの承認の状態を設定する 

・ワークフローの状態を設定する 

・承認プロセスを開始する 

・カスタムタスクプロセスを開始する 

・ドキュメント セットの承認プロセスを開始する 

・フィードバックプロセスを開始する 

・レコードの宣言を解除する 

条件 ・現在のアイテム フィールドが値に等しい場合 

・リスト アイテムの権限レベルのチェック 

・リスト アイテムの権限チェック 
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5． SharePoint Designer 2013のワークフローデザイナー 

SharePoint のワークフロー開発では、しばしば SharePoint Desinger が使用されます。

SharePoint 2013 リリースに伴い、SharePoint Designer 2013 の提供が開始されました。 

本章では、SharePoint Designer 2013 を利用したワークフロー開発手法に関して説明します。 

 

5.1 SharePoint Designer 2013 の概要 

SharePoint Desinger 2013 は、SharePoint Server 上で動作する Web サイトのデザイン、

構築、カスタマイズのための無償のツールです。SharePoint Designer 2013 でワークフローの設定

を行うためには、ワークフローを作成するサイトに接続可能な環境に SharePoint Designer 2013

をインストールする必要があります。SharePoint Designer 2013 は、下記 URL からダウンロードが

可能です。 

 SharePoint Designer 2013 (32/64bit) 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35491 

SharePoint Designer 2013 は、主に以下の目的で利用されます。 

 サイトのデザイン編集 

 ワークフロー作成・編集 

上記機能に関しては SharePoint Designer 2010 でも利用可能でした。SharePoint 

Desinger 2013 では、さらにそれぞれの機能で強化されたポイントがあります。 

 

5.1.1 SharePoint Designer 2013 の機能強化ポイント 

次の表は SharePoint Designer 2010/2013 の主な機能の特徴に関して比較したものです。

特にワークフロー作成・編集機能は、外部機能との連携の強化やワークフロー体系の変更等により、

幅広い動作の実装が、可能になりました。 

 

機能分類 SharePoint Designer 2010 SharePoint Designer 2013 

デザイン編集 ・マスターページやフォーム等のカスタマ

イズがコード ビュー及びデザイン ビュー

で可能。 

・マスターページやフォーム等のカスタマイズ

がコード ビューでのみ可能。 

ワークフロー 

作成・編集 

※ 各 機 能 は

ベ ー ス と な る

SharePoint 

・ステップを用いたシーケンシャル ワーク

フローが作成可能。 

・Visio で作成したワークフローのイン

ポートが可能。 

・「ループ」「ステージ」を用いたステートマシ

ン ワークフローが作成可能。 

・Visio ベースで動作する「ビジュアル デザ

イナー」が使用可能。 

・サイト ワークフロー、リスト ワークフローの

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35491
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Workflow エ

ンジンにひも付

きます。 

パッケージ化が可能。 

・テキストベース デザイナーでワークフロー 

アクションのコピー＆ペースト サポート 

・REST/SOAP サービスの呼び出しが可

能 

・SharePoint 2010 ワークフローを呼び

出すことにより、SharePoint 2010 ワー

クフローでのみ利用可能なアクションが利

用可能。 

 

5.2 ワークフロー デザイナーの機能 

SharePoint Desinger 2013 のワークフローの作成および編集を行う画面を「ワークフロー デザ

イナー」と呼びます。ワークフロー デザイナーを使用することにより、ノンコーディングで自由度の高いカス

タム ワークフローを作成することが可能です。ここでは SharePoint 2013 で利用可能なワークフロー 

デザイナーの機能について説明します。 

 

5.2.1 ワークフロー デザイナーのビュー 

ワークフロー デザイナーには、「テキストベース デザイナー」と「ビジュアル デザイナー」という 2 つの

ビューが用意されています。 

テキストベース デザイナーは、SharePoint Designer 2013 の前バージョンである SharePoint 

Designer 2010 から搭載されているビューです。追加するアクションやステップをリボンから選択し、

ワークフローを作成します。 

それに対してビジュアル デザイナーは、SharePoint Designer 2013 から新たに搭載されたビュー

です。ビジュアル デザイナーでは図形のドラッグ＆ドロップにより視覚的にワークフローを作成することが可

能です。 

ワークフロー デザイナーのビューはリボンから切り替えることが可能です。 

[図.ビューの切り替えイメージ] 
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ただし、ビジュアル デザイナーは Visio 2013 をベースとした機能であるため、利用するためには

SharePoint Designer 2013 と共に Visio 2013 がインストールされている必要があります。また、

ビジュアル デザイナーでは、SharePoint 2010 ワークフローをベースとするワークフローの作成はサ

ポートされていません。 

[図.テキストベース デザイナーでのワークフロー作成] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図. ビジュアル デザイナーでのワークフロー作成] 
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5.2.2 ワークフロー作成時に組み込み可能な機能 

SharePoint Designer 2013 でワークフローを作成する場合、次の機能をワークフローに組み込むこと

ができます。 

 条件 

ワークフローを作成するときに、ワークフロー デザイナーを使用して SharePoint のサイト、リスト、

アイテム、およびコンテンツ タイプに条件ロジックを適用するルールを作成できます。ルールが規定する

条件では、その条件が True である場合に限り、関連付けられたアクションが実行されます。 

条件を追加することによりフィールドの値によって実行する処理を分岐させる等の動作が実現可能

となります。 

[図.条件の追加] 
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 アクション 

アクションは、ワークフローの最も基本的な操作単位です。SharePoint Designer 2013 には標

準で用意されたアクションのセットがあり、これをワークフローに取り込むことができます。 

[図.アクションの追加] 

 

 

 

 

 

 

 

 ステージ 

ステージは、SharePoint 2013 ワークフローでの処理実行単位です。ステップの場合はテキスト

ベース デザイナーで上から定義された順に次々と実行され、一度実行された処理を再度実行するこ

とはできません。一方、ステージの場合は次に実行するステージを指定することが可能です。実行単

位の変更により、SharePoint 2013 ワークフローでは SharePoint 2010 ワークフローでは実現が

難しかった条件による差し戻し処理フローを容易に作成することが可能です。 

※この機能は SharePoint 2013 ワークフローでのみ利用可能です。 

[図.ステージの追加] 
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 ステップ 

ステップを使用すると、条件とアクションをルールのセットとしてまとめ、セット単位で実行することができ

ます。各ステップには、複数のアクションと条件を含めることができます。 

SharePoint 2010 ワークフローでは、ワークフローは必ず 1 つ以上のステップで構成されますが、

SharePoint 2013 ワークフローでは実行単位のセットが「ステージ」となるため、必ずしもステップが

ワークフローに含まれる必要はありません。 

[図.ステップの追加] 

 

 

 ループ 

ループを使用することにより、定義された処理を繰り返し実行させることが可能です。処理の繰り返

しは設定された条件を満たすまたは設定された回数分実行されるまで実行されます。 

※この機能は SharePoint 2013 ワークフローでのみ利用可能です。 

[図.ループの追加] 
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 Else-If分岐 

Else-If 分岐を使用することにより、条件でのアクション実行有無の制御だけではなく、条件による

分岐処理を実行させることが可能となります。 

[図.Else-If 分岐の追加] 

 

 

 並列ロジック 

1 つの条件に複数のアクションが関連付けられている場合、アクションは順に 1 つずつ実行されます

が、並列ロジックを使用することで複数のアクションを同時に実行させることが可能です。 

並列ロジックの利用は、時間のかかるタスクとアクションの場合に特に有効です。 

[図.並列ロジックの追加] 
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 アプリ ステップ 

アプリ ステップを使用することで、ステップ内に定義されたアクションをワークフロー アプリの権限(サイ

ト内のすべてのリストに対する読み取り/書き込み)で実行することが可能です。 

※この機能は SharePoint 2013 ワークフローでのみ利用可能です。 

[図.アプリ ステップの追加] 
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 代理ステップ 

ワークフローの開始者ではなく、ワークフローの作成者の代理としてアクションが実行されるようにする

には、代理ステップを使用します。代理ステップ内のアクションはワークフロー作成者権限で実行される

ため、ワークフロー開始者に承認権限が付与されていなくても承認の状態を変更するといった動作が

可能になります。 

※この機能は SharePoint 2010 ワークフローのみで利用可能です。 

[図.代理ステップの追加] 
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5.2.3 ワークフローで使用可能な変数 

ワークフロー デザイナーではワークフロー内でのみ使用される変数を定義することができます。ワーク

フロー デザイナーで定義可能な変数は次のとおりです。 

 

 開始フォームのパラメーター 

関連付けフォームまたは開始フォームで表示されるパラメーターを設定します。開始フォームのパラ

メーターを設定することにより、ワークフロー関連付け、または開始時に実行されるワークフロー個別の

値をワークフローで使用することが可能になります。 

たとえば、承認のワークフローにて承認者をワークフロー開始時に指定したい場合に、開始フォーム

から承認者を入力できるようにします。 

[図.開始フォームのパラメーター追加] 

 

[図.パラメーター設定画面(ワークフローの開始フォーム)] 
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 ローカル変数 

ワークフロー内部でのみ使用される変数を設定します。ローカル変数は処理結果の格納等に使用

されます。 

たとえば、承認のワークフローにて承認タスクの結果を次のアクションや条件で使用したい場合に、

結果を格納する変数に指定することができます。 

[図.ローカル変数の追加] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図.ローカル変数の使用] 
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 関連付け列 

関連付け列に設定された列は、ワークフロー実行時に自動でリストに追加されます。それにより、

ワークフロー作成時にはリストにない列であっても、ワークフロー内で値の設定等で使用することが可能

です。 

再利用可能なワークフローで必ず使用したい列がある場合に有効です。 

※この機能はサイト ワークフローでは使用出来ません。 

※この機能は SharePoint 2010 ワークフローのみで利用可能です。 

[図.関連付け列の設定] 

 

[図.ワークフロー実行後作成された関連付け列] 
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5.2.4 Visio連携 

Visio 2013 で作成されたワークフローは、SharePoint Designer 2013 へエクスポートすること

ができます。エクスポートされたワークフローは SharePoint サイトに発行することで、ワークフローデザ

イナーを使用して作成したワークフローと同様にサイトまたはリストに対して、発行することが可能です。 

さらに、エクスポートしたワークフローは、テキストベース デザイナーまたはビジュアルデザイナーを使用

することにより、パラメーターの追加等のカスタマイズを加えて発行することも可能です。 

 

5.2.5 ワークフローのパッケージ化 

SharePoint Designer 2013 には、ワークフローをパッケージ化する機能があります。パッケージ化

したワークフローは、他の SharePoint 2013 環境にインポートして使用することができます。ただし、

パッケージ化できないワークフローもあります。次の表に、パッケージ化できるワークフローの種類を示しま

す。 

 

ワークフローの種類 SharePoint 2010ワークフ

ロー プラットフォーム 

SharePoint 2013ワークフ

ロー プラットフォーム 

リスト ワークフロー × ○ 

サイト ワークフロー × ○ 

再利用可能なワークフロー ○ ○ 

 

 パッケージ化手順 

 パッケージ化するワークフローを選択します。 1.
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 リボンの [ワークフローの設定] タブから[テンプレートとして保存] をクリックします。 2.

 

次のポップアップが表示されたら[OK] を入力します。

 

 パッケージ化が完了します。 3.

※パッケージ化により作成されたファイルは「サイトのリソース ファイル」ライブラリに保存されま

す。 
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 パッケージ化されたワークフローをローカルにダウンロードします。 4.

[資産] タブから [ファイルのエクスポート] をクリックして、ローカルに保存します。 

 

 

 

 パッケージ化されたワークフローの展開手順 

 トップレベルサイトで [サイトの設定] を選択します。 1.
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 [Web デザイナー ギャラリー] グループから [ソリューション] を選択しソリューションギャラリー2.

を開きます。 

 

 ソリューションギャラリーにファイルをアップロードします。 [ソリューション] タブから [ソリューション3.

のアップロード] をクリックします。 
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 ソリューションをアクティブ化します。 [表示] タブから [アクティブ化] をクリックします。 4.

 

 

  



 

75 

 

 サイトの設定画面に戻り、[サイトの操作] グループから [サイトの機能の管理] を選択しま5.

す。 

 

 

 アップロードしたワークフロー ソリューションをアクティブ化します。 6.
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5.3 SharePoint Designer 2013 によるワークフロー作成 

SharePoint Designer 2013 でのワークフロー作成手順の概要は次の通りです。 

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

 ワークフローの名前と説明を指定します。 2.

 ワークフローデザイナーでワークフローを作成します。 3.

 ワークフローを保存し、発行します。 4.

ここでは、SharePoint Designer 2013 による各作成手順について説明します。 

 

5.3.1 ワークフローの作成手順 

SharePoint Desinger 2013 では、Share Point 2013 ワークフローで作成可能な「リスト 

ワークフロー」、「サイト ワークフロー」、「再利用可能なワークフロー」の全てを作成できます。それぞれ

のワークフローでは、作成時に SharePoint 2013 ワークフローで動作させるか、SharePoint 

2010 ワークフローで動作させるかを選択できます。 

 

 ワークフローの種類を選択 

新規ワークフロー作成時には、まずリスト ワークフロー、再利用可能なワークフロー、サイト ワーク

フローのいずれかを選択します。再利用可能なワークフローを選択する場合は、適用先のサイトコン

テンツ タイプを既存のものから指定します。そのため、カスタムのサイト コンテンツ タイプを使用する

場合は、事前にコンテンツ タイプを定義しておく必要があります。また、ワークフローをサイト コレク

ション全体で再利用する場合は、トップレベルサイトで作成します。 

[図.ワークフローの種類の選択] 
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 ワークフローの名前と説明 

次に、ワークフローの名前と説明を指定します。説明はユーザーにとってわかりやすいように記載す

るようにしてください。なお、再利用可能なワークフローの場合は、ワークフローの名前や説明以外に、

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

は、[すべて] を選択します。 

[図.リスト ワークフローの名前と説明入力画面] 

 

 

[図.再利用可能なワークフローの名前と説明入力画面] 
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 ワークフロー作成 

ワークフロー デザイナーで、ステージ、アクション等の機能の追加、及びワークフロー開始時のパラ

メーターやローカル変数などの定義を行い、実行するワークフローを作成します。 

[図.ワークフロー デザイナーでのワークフロー作成] 
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 ワークフローの発行 

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

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

[図.ナビゲーションの例] 

 

 

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

歴リストの変更、開始オプションの設定変更なども可能です。 

[図.ワークフローの情報ページ] 
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以上の設定が終わったら、リボン メニューから[発行]をクリックします。初回発行時に、各種フォーム 

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

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

おり、かつメジャー バージョン管理が有効になっています。 

[図.ワークフローの発行] 
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6． ワークフロー活用例 

 

6.1 承認ワークフローテンプレートを利用した SharePoint 2010 ワーク

フロー 

SharePoint 2013 には、SharePoint 2010 と同様に標準でいくつかのワークフローテンプレート

が用意されています。ここでは、リストやライブラリに保存されているドキュメントやアイテムに承認を得る

ために、1 人または複数のユーザーに回覧する「承認ワークフロー」を追加する手順を紹介します。 

※ 承認ワークフローを使用するためには、サイト管理者が予め、サイト コレクションレベルで[ワークフ

ロー] をアクティブ化しておく必要があります。（ワークフロー機能のアクティブ化の手順は『3.2 テ

ンプレートを用いたワークフローの機能・設定』を参照してください。） 

 

6.1.1 作成するワークフローのフロー図 

最初に、ワークフローを作成する手順を説明します。次に、以下のフローで承認の開始から完了ま

での手順を説明します。 

このフローの特徴は次の通りです。 

 新しいアイテムが作成されると自動的にワークフローを開始 

 タスクの期限を 7 日間に設定 

 １つ目のステージで承認者を複数メンバー（グループ）にアサインし、グループ内の誰か 1

人が承認すると、２つ目のステージに遷移 

 ２つ目のステージで、承認者は別の担当者に「変更の依頼」を行い、ワークフローの起動

中にドキュメントの変更を行う 

 ２つ目のステージで、承認者は別の担当者に「タスクの再割り当て」を行い、ワークフローの

起動中にタスクの割り当て先の変更を行う 

 再割り当てに指定された担当者にて承認後、ワークフロー完了 
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6.1.2 事前準備 

ワークフローを実装するドキュメント ライブラリを作成します。ここでは、「営業本部」サイトに「顧客

情報」というライブラリを作成します。 

 

 対象のサイトにアクセスし、[設定] メニューより [アプリの追加] をクリックします。 1.

 

 [ドキュメント ライブラリ] をクリックします。 2.

 

 [名前] に任意のドキュメント ライブラリの名前を入力し、[作成] をクリックします。 3.

ここでは、「顧客情報」と入力します。 

 

  

6

0

6

0

6

0

6

0

6

0

6

0 
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 [サイト コンテンツ] 画面が表示されるので、[リスト、ライブラリ、その他のアプリ] より顧客情4.

報ライブラリをポイントし、[…] メニューから [設定] をクリックします。 

 

 列を追加します。[列] より [列の作成] をクリックします。 5.

 

 [列の作成] 画面が表示されるので、次の通り設定し、[OK] をクリックします。 6.

 

列名 顧客名 

この列の情報の種類 １行テキスト 

※ 記載のない項目は既定のままとします。 
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 5～6 と同様の手順で、「客先担当者」列を作成します。 7.

 「備考」列を作成します。[列] より [列の作成] をクリックします。 8.
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 [列の作成] 画面が表示されるので、次の通り設定し、[OK] をクリックします。 9.

 

列名 備考 

この列の情報の種類 複数行テキスト 

※ 記載のない項目は既定のままとします。 

 

 顧客情報ライブラリが完成しました。 10.
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6.1.3 ワークフローの追加 

ワークフローを追加するために、次の２点を確認しておく必要があります。 

■電子メール 

ワークフローで電子メール通知やアラームを送信するには、サイトで電子メールを有効にする必要が

あります。 

■権限 

リスト、ライブラリ、またはサイト コレクションに対するワークフローを追加するにはリストの管理権限が

必要です。 

 

 ワークフローを追加するリストまたはライブラリにアクセスして、[ライブラリ] タブをクリックします。 1.

 

 リボン メニューから [ライブラリの設定] をクリックします。 2.
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 ライブラリの設定画面の“権限と管理”セクションから [ワークフロー設定] をクリックします。 3.

 

 [ワークフロー設定] 画面が開くので、画面下の [ワークフローの追加] をクリックします。 4.

 

 [ワークフローの追加] 画面が表示されますので、次の通り設定し、[次へ] をクリックします。 5.

 

ワークフロー [承認 – SharePoint 2010] テンプレートを選択 

名前 任意の 名前 を入力 

タスク リスト [タスク (新規) ] を選択 

履歴リスト [ワークフローの履歴 (新規) ] を選択 

開始オプション [新しいアイテムが作成されると、このワークフローが開始されま

す。] チェック ボックスをオン 
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 ワークフローの関連付けを行うためのフォームが表示されるので、次の通り設定し、[保存] を6.

クリックします。 

 

承認者 １ステージ目 

【割り当て先】任意のグループを入力 (ここでは、営業業務グ

ループ) 

【順序】 [全員が同時参加 (並列)] を選択 

※すべてのタスクを同時に割り当てます。 

[新しいステージの追加] をクリックして、次の承認者を入力 

 

２ステージ目 

【割り当て先】任意のユーザーを入力 (ここでは、舞黒 次郎) 

【順序】 [1 人ずつ参加 (順次)] を選択 

※参加者に 1 人ずつ順番にタスクを割り当てます。 

参加者が複数の場合は、タスクを割り当てる順に名

前またはアドレスを入力します。 

グループの展開 チェック ボックスをオフ 

※ワークフロー参加者としてグループを指定したうえで、グ



 

90 

 

ループのメンバーにそれぞれ別個のタスクを割り当てる必

要がある場合は、このオプションをオンにします。 

依頼 ワークフローが送信する各タスク通知に表示されるテキストを

入力 

すべてのタスクの期限 空白 

※ワークフロー全体の最終的期限を指定します。ワークフロー

が自動的に開始されるように設定する場合は、空白のままに

することをお勧めします。（指定した日付の値が、ワークフロー

が自動的に開始されるたびに現在の日付を基準にして自動

的に調整されないため） 

タスクごとの期間 「7」 と入力 

※各タスクが割り当てられたときから完了するまでに許容される

日数、週数、または月数を指定します。 

期間の単位 [日] を選択 

※ [タスクごとの期間] で使用する単位を選択します。 

CC ワークフローが開始または終了されるたびに通知するユーザー

の名前または電子メール アドレスを入力 

※ワークフロー タスクが割り当てられるわけではありません。 

最初の却下時に終了 チェック ボックスをオン 

ドキュメントの変更時に

終了 

チェック ボックスをオフ 

※ワークフローの完了前に変更されたドキュメントを自動的に

却下する場合は、チェック ボックスをオン 

コンテンツ承認の有効

化 

チェック ボックスをオフ 

※このワークフローを使用してコンテンツ承認を管理する場合

は、チェック ボックスをオン 
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 [ワークフロー設定] 画面が表示されるので、[SharePoint 2010 のワークフロー] に、今回7.

追加したワークフロー名が表示されていることを確認します。以上でワークフローの追加は完了

です。 
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6.1.4 ワークフローの動作確認 

 追加したワークフローの動作テストを行います。顧客情報のライブラリで [新しいドキュメント] 1.

をクリックします。 

 

 [ドキュメントの追加] で任意のファイルを選択して [OK] をクリックします。 2.
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 プロパティの編集画面で各プロパティを入力して、[保存] をクリックします。 3.

 

 ライブラリにドキュメントが保存され、ワークフローが自動的に開始されます。ライブラリには、ワー4.

クフロー ステータスを表示する列 (列名 = ワークフロー名) が自動的に追加され、「進行

中」と表示されます。 
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 「進行中」をクリックすると、ワークフローの現在の状況やタスク一覧、ワークフロー履歴などを確5.

認することができます。（※ビジュアルの表示は、[ワークフロー ビジュアライゼーション] を有効

にしている必要があります。詳細は、『3.2.3 ワークフロー動作時に利用可能な機能』を参

照してください。） 

また、[タスク] をクリックすると、タスク一覧が表示され、担当者、状態、期限などを確

認することができます。 
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 最初の承認者 (営業業務グループ) のメンバー (舞黒 一郎さん) にメールが送信されてい6.

ることを確認します。本文の下にあるファイルへのリンクをクリックしてファイルの内容を確認しま

す。 

 

 ダウンロード画面が表示されるので、[ファイルを開く] をクリックします。 7.
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 ファイルの確認後、メール本文の上部の [このタスクを開く] をクリックして、承認を行います。 8.

 

 承認画面が表示されるので、必要に応じてコメントを入力し、[承認] をクリックします。 9.
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 タスク リストで最初の承認者 (営業業務グループ) のタスクの状態が「完了」になり、結果が10.

「承認済み」になっていることを確認します。次の承認者 (舞黒 次郎さん) にタスクが割り当

てられていることを確認します。 

 

 次の承認者 (舞黒 次郎さん) で、手順6～8を行います。今回は、[変更の依頼] をクリッ11.

クして、別の担当者にアイテムの変更を依頼します。 

 

 変更の依頼の内容について入力する画面が表示されるので、任意の内容を入力して [送12.

信] をクリックします。ここでは変更の依頼先として舞黒 花子さんを指定しています。 
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 依頼先に指定された担当者 (舞黒 花子さん) にメールが送信されていることを確認し、本13.

文の下のファイルへのリンクをクリックして、ファイルの編集を行います。 

 

 ファイルの編集後、メールの本文の上部の [このタスクを開く] をクリックして、任意のコメントを14.

入力し、[返信の送信] をクリックします。 
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 タスク画面で変更の依頼のタスクを割り当てられた担当者の状態が [完了] になり、前の承15.

認者 (舞黒 次郎さん) に再度タスクが割り当てられていることを確認します。 

 

 前の承認者 (舞黒 次郎さん) でタスクをクリックし、承認画面を表示します。今度は、[タス16.

クの再割り当て] をクリックして、タスクの割り当て先を変更します。 

 

 タスクの再割り当て先を入力する画面が表示されるので、任意の内容を入力して [送信] を17.

クリックします。ここではタスクの再割り当て先として舞黒 桜子さんを指定しています。 
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 再割り当て先に指定された担当者 (舞黒 桜子さん) にメールが送信されていることを確認18.

し、依頼の内容を確認した上で、[このタスクを開く] をクリックします。 

 

 承認画面が表示されるので、必要に応じてコメントを入力し、[承認] をクリックします。 19.
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 ライブラリでワークフローのステータス列が [承認済み] になっていることを確認します。 20.

 

 [承認済み]のリンクをクリックし、ワークフローの状態画面で、個々のタスクの状態やワークフ21.

ローの履歴を確認します。 
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6.2 承認ルートの選択および差し戻し可能なワークフロー 

SharePoint Designer 2013 では、ステージを移動するアクションの追加が可能となったため、

ワークフローにて差し戻しを行うことが可能になりました。 

ここでは、申請時に承認ルートを選択することができ、差し戻しすることも可能なワークフローを作成

する手順を紹介します。 

 

6.2.1 作成するワークフローのフロー図 

次のフローを実現する、ワークフローを作成します。 

このフローの特徴は次の通りです。 

 申請時に、複数の選択肢から承認経路を選択できる 

 承認者により差し戻しされると、1 つ前の承認者に戻る 

 承認のタスクの期限は 5 日後に設定される 
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差し戻し

【承認者】

第1承認者にて

承認処理

【承認者】

第2承認者にて

承認処理

【承認者】

第3承認者にて

承認処理

終了

承認 却下

【申請者】

開始

承認

差し戻し・却下

承認

承認

却下

却下差し戻し
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6.2.2 事前準備 

 

 承認ルート選択用のカスタム リスト作成 

ワークフローで利用する承認ルートを定義するために、カスタムリストを利用します。ここでは、新規

にカスタムリストを作成し、必要な列を追加して、承認ルートを登録する手順について説明します。 

 

 ワークフローを作成するサイトにアクセスし、[設定] メニューより [アプリの追加] をクリックしま1.

す。 

 

 [カスタム リスト] をクリックします。 2.

 

 [名前] に任意のカスタム リストの名前を入力し、[作成] をクリックします。 3.

ここでは、「承認ルートリスト」と入力します。 

 

  

6

0

6

0

6

0

6

0

6

0

6

0 
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 [サイト コンテンツ] 画面が表示されるので、[リスト、ライブラリ、その他のアプリ] より承認ルー4.

トリストをポイントし、[…] メニューから [設定] をクリックします。 

 

 「タイトル」列の名称を「承認ルート名」に変更します。 5.

[列] より [タイトル] をクリックします。 

 

 [列名] を「承認ルート名」に書き換え、[OK] をクリックします。 6.
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 続いて、承認者名を指定する列を追加します。 7.

[列] より [列の作成] をクリックします。 

 

 [列の作成] 画面が表示されるので、次の通り設定し、[OK] をクリックします。 8.

 

列名 第 1 承認者 

この列の情報の種類 ユーザーまたはグループ 

複数選択できるようにする いいえ 

次を選択できるようにする ユーザーのみ 

※ 記載のない項目は既定のままとします。 
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 7～8 と同様の手順で、「第 2 承認者」、「第 3 承認者」列を作成します。 9.

 リストを開き、[新しいアイテム] より承認ルートを登録します。 10.

ここでは、次のパターンを入力します。 

 

承認ルート名 内容 

営業部 第 1～3 承認者まですべて指定されている 

人事部 第 1、2 承認者までが指定されている 

役員 第 1 承認者のみ指定されている 
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 承認ルートの登録が完了しました。 11.
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 申請用のカスタム リスト作成 

申請用のカスタム リストを作成します。ここでは、「購買申請」 を作成します。 

 [設定] メニューより [アプリの追加] をクリックします。 1.

 

 [カスタム リスト] をクリックします。 2.

 

 [名前] に任意のカスタム リストの名前を入力し、[作成] をクリックします。 3.

ここでは、「購買申請」 と入力します。 
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 [サイト コンテンツ] 画面が表示されるので、[リスト、ライブラリ、その他のアプリ]より購買申請4.

リストをポイントし、[…] メニューから [設定] をクリックします。 

 

 申請情報の入力列を作成します。 5.

[列] より [列の作成] を作成します。 

 

 「物品名」と「個数」を入力する列を、それぞれ次の通りの設定で作成します。 6.

 

列名 物品名 

この列の情報の種類 選択肢 (メニューから選択) 

選択肢 書籍 

周辺機器 

備品 

 

列名 個数 

この列の情報の種類 数値 

最小値 1 

最大値 10 

小数点以下桁数 0 

※ 記載のない項目は既定のままとします。 
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＜「物品名」列＞ 
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＜「個数」列＞ 

 

 

 承認ルートを選択する列を作成します。 7.

5～６と同様の手順で、次の通り設定した 「承認ルート」 列を作成します。 

 

列名 承認経路 

この列の情報の種類 参照 (このサイトにある既存の情報) 

情報の取得先 「■ 承認ルート選択用のカスタム リスト作成」で作成したカ

スタム リスト (ここでは 「承認ルートリスト」 を選択) 

※ 記載のない項目は既定のままとします。 
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 申請用のカスタム リストが完了しました。 8.
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 サイト コンテンツ タイプでの承認ステータス設定 

サイト コンテンツ タイプで既定で設定されている承認ステータス (承認・却下) をカスタマイズし、

「差し戻し」ステータスを追加します。 

本操作は、サイト コレクションの管理者、もしくはトップサイトのフルコントロール権限が必要となり

ます。 

 

 [設定] メニューより [サイトの設定] をクリックします。 1.

 

 [Web デザイナー ギャラリー] より [サイト コンテンツ タイプ] をクリックします。 2.

 

 [リスト コンテンツ タイプ] より [ワークフロー タスク (SharePoint 2013)] をクリックしま3.

す。 
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 [列] より [タスクの結果] をクリックします。 4.

 

 コンテンツ タイプの列の変更画面が表示されます。[サイト列の編集] をクリックします。 5.

 

 [列の編集] 画面が表示されます。 6.

選択肢を次の通り入力し、[OK] をクリックします。 

 承認 

 差し戻し 

 却下 
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6.2.3 SharePoint 2013 ワークフロー作成 

 SharePoint Designer 2013 を起動し、6.2.2 で申請用リストを作成したサイトを開きま1.

す。 

 ナビゲーションより [ワークフロー] を選択し、[ワークフロー] タブの [リスト ワークフロー] をク2.

リックします。 
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 6.2.2 で作成した申請用リスト 「購買申請」 を選択します。 3.

 

 [リスト ワークフローの作成] 画面が表示されるので、[名前] に任意のワークフローの名前を4.

入力し、[プラットフォームの種類] が 「SharePoint 2013 ワークフロー」 となっていることを

確認のうえ [OK] をクリックします。 

ここでは、「ルート選択 WF」 という名前にします。 

 

 ワークフローの作成画面が表示されます。ギャラリーページ内「ルート選択 WF」 タブの [ルー5.

ト選択 WF] をクリックします。 
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 開始オプションを変更します。 6.

[開始オプション] より [アイテムが作成されたときにワークフローを自動的に開始する] チェック

ボックスをオンにします。 

 

 [ワークフローの設定] タブより、[ワークフローの編集] をクリックします。 7.

 

 [ステージ] をクリックして、5 つステージを追加します。 8.
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 ステージ名を変更します。ステージ名をクリックし、入力ボックスに任意のステージ名を入力しま9.

す。 

ここでは、上から以下の通り指定します。 

 初期化 

 第 1 承認待ち 

 第 2 承認待ち 

 第 3 承認待ち 

 承認済み 

 却下 

 

 ワークフローに利用する変数を作成します。 10.

[ワークフロー] タブより [ローカル変数] をクリックします。 
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 [ワークフローのローカル変数] 画面の [追加] をクリックします。 11.

 

 [名前] に「第 1 承認者」、[種類] より「文字列」を選択し、[OK] をクリックします。 12.

 

 11～12 と同様の手順で、次の通り変数を追加します。 13.

 

名前 種類 

第 2 承認者 文字列 

第 3 承認者 文字列 

期限 1 日付/時刻 

期限 2 日付/時刻 

期限 3 日付/時刻 

第 1 承認結果 整数 

第 2 承認結果 整数 

第 2 承認結果 整数 

 

 すべての変数が追加できたら、[OK] をクリックします。 14.
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 ステージ：初期化にステップを追加します。 15.

図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [アクション] から [ワークフローの変数を設定

すする] をクリックします。 

 

 [ワークフロー変数] をクリックします。 16.

 

 [変数：第 1 承認者] を選択します。 17.
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 続いて、[値] をクリックします。 18.

 

 [fx] をクリックします。 19.

 

 [データ ソース] より 「承認ルートリスト」 を選択します。 20.
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 次の通り設定後、[値] の [fx] をクリックします。 21.

 

データ ソース 承認ルートリスト 

ソースのフィールド 第 1 承認者 

返されるフィールドの名前 ログイン名  (セミコロン区切り) 

フィールド ID 

 

 

 [データ ソース] が 「現在のアイテム」であることを確認し、[ソースのフィールド] から 「承認22.

経路」を選択のうえ [OK] をクリックします。 

 

 [値] が入力されます。[OK] をクリックします。 23.
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 作成したアクションをポイントし、[▼] より [アクションのコピー] をクリックします。 24.

 

 次のステップとして貼り付けます。 25.

挿入位置 (手順15で追加したアクションの下) にカーソルを置き、右クリックして [貼り付け] 

をクリックします。 
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 「変数：第 1 承認者」をクリックし、「変数：第 2 承認者」に変更します。 26.

 

 「承認ルートリスト：第 1 承認者」をクリックします。 27.

 

 [ソースのフィールド] を「第 2 承認者」に変更します。 28.
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 24～28 と同様に、第 3 承認者用のステップを追加します。 29.

 

 ステージに移行するアクションを追加します。 30.

図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [アクション] より [ステージに移動する] をク

リックします。 

 

 「ステージ」 をクリックします。 31.
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 「第 1 承認待ち」を選択します。 32.

 

 ステージ：第 1 承認待ちにアクションを追加します。 33.

図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [アクション] より [日付に時刻を追加する] 

をクリックします。 
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 「0 日」の 「0」 をクリックします。 34.

 

 入力ボックスに「5」と入力し、[Enter] キーを押下します。 35.

 

 続いて、[日付] をクリックします。 36.
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 [fx] をクリックします。 37.

 

 [ソースのフィールド] から 「更新日時」 を選択し、[OK] をクリックします。 38.

 

 「変数：日付」をクリックします。 39.
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 「変数：期限 1」を選択します。 40.

 

 次のアクションを追加します。 41.

図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [アクション] より [タスク プロセスを開始す

る] を選択します。 
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 [対象ユーザー] をクリックします。 42.

 

 [参加者] の [...] をクリックします。 43.
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 [ユーザーの選択] 画面が表示されます。[ユーザーのワークフロー参照] を選択し、[追加] 44.

をクリックします。 

 

 次の通り設定し、[OK] をクリックします。 45.

 

データ ソース ワークフローの変数とパラメーター 

ソースのフィールド 変数：第 1 承認者 

返されるフィールドの名前 ログイン名 (セミコロン区切り) 

 

 

 [選択されたユーザー] に「変数：第 1 承認者」と表示されていることを確認し、[OK] をク46.

リックします。 
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 [参加者] のドロップダウンメニューより、 [並列 (すべて同時)] を選択します。 47.

続いて、[タスクのタイトル] の [fx] をクリックします。 

 

 [ソースのフィールド] より「タイトル」を選択し、[OK] をクリックします。 48.

 

 [タスクのタイトル] の [...] をクリックします。 49.
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 「％現在のアイテム:タイトル%」の後に「の第一段階の承認」と入力し、[OK] をクリックしま50.

す。 

 

 [期限] の [fx] をクリックします。 51.

 

 次の通り設定し、[OK] をクリックします。 52.

 

データ ソース ワークフローの変数とパラメーター 

ソースのフィールド 変数：期限 1 
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 [タスクのオプション] の      をクリックします。 53.

 

 [完了の条件] より [最初の応答を待機する] を選択します。 54.

これにより、誰かがタスクの対応を行えば処理を進めることができます。 

続いて、[関連付けられたアイテム] の [...] をクリックします。 

 

 [リスト] より 「現在のアイテム」 を選択し、[OK] をクリックします。 55.

 

  



 

137 

 

 [結果オプション] の      をクリックします。 56.

 

 [既定の結果] より [却下] をクリックします。 57.

これにより、タスクが削除された場合には、却下として扱うことができます。 
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 [変数：結果] をクリックします。 58.

 

 「変数：第 1 承認結果」を選択します。 59.
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 ステージに移行する条件を設定します。 60.

図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [条件] より [値の中に同じものがある場合] 

をクリックします。 

 

 条件の最初の [値] をクリックします。 61.

 

  



 

140 

 

 [fx] をクリックします。 62.

 

 次の通り設定し、[OK] をクリックします。 63.

 

データ ソース ワークフローの変数とパラメーター 

ソースのフィールド 変数：第 1 承認結果 

 

 

 [値] をクリックします。 64.
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 「承認」を選択します。 65.

 

 図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [条件] より [値の中に同じものがある場合] 66.

をクリックします。 

 

 条件の最初の [値] をクリックします。 67.
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 [fx] をクリックします。 68.

 

 次の通り設定し、[OK] をクリックします。 69.

 

データ ソース ワークフローの変数とパラメーター 

ソースのフィールド 変数：第 1 承認結果 
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 [が次の値と等しい] をクリックし、[が空でない] を選択します。 70.

 

 図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [アクション] より [ステージに移動する] をク71.

リックします。 
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 [ステージ] をクリックします。 72.

 

 「第 2 承認待ち」を選択します。 73.
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 図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [アクション] より [ステージに移動する] をク74.

リックします。 

 

 [ステージ] をクリックします。 75.
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 「承認済み」を選択します。 76.

 

 図の通りカーソルを置き、[ワークフロー] タブの [アクション] より [ステージに移動する] をク77.

リックします。 
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 [ステージ] をクリックします。 78.

 

 「却下」を選択します。 79.
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 同様の手順で、ステージ：第 2 承認待ちを作成します。 80.

 

条件 / アクション 参照手順 

0 か月 5 日 0 時間 0 分を 現在のアイテム：更新日時 に追加する (変

数：期限 2 に出力) 

33～40 

次に 変数：第 2 承認者 でタスク プロセスを開始する (タスクの結果は 

変数：第 2 承認結果 に) 

41～59 

条件 変数：第 2 承認結果 が次の値と等しい 承認 

  条件 変数：第 3 承認者 が空でない 

    第 3 承認待ち に移動する 

   Else 

    承認済み に移動する 

 Else 

   条件 変数：第 2 承認結果 が次の値と等しい 差し戻し 

     第 1 承認待ち に移動する 

    Else 

     却下 に移動する 

60～79 
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 同様の手順で、ステージ：第 3 承認待ちを作成します。 81.

 

条件 / アクション 参照手順 

0 か月 5 日 0 時間 0 分を 現在のアイテム：更新日時 に追加する (変

数：期限 3 に出力) 

33～40 

次に 変数：第 3 承認者 でタスク プロセスを開始する (タスクの結果は 

変数：第 3 承認結果 に) 

41～59 

条件 変数：第 3 承認結果 が次の値と等しい 承認 

  承認済み に移動する 

 Else 

  条件 変数：第 3 承認結果 が次の値と等しい 差し戻し 

    第 2 承認待ち に移動する 

   Else 

    却下 に移動する 

60～79 

 

 

 ステージ：承認済み、ステージ：却下は、図の通りステージに移動するアクションを追加し、82.

[ステージ] より 「ワークフローの最後」を選択します。 
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 ワークフローにエラーが無いか確認します。 83.

[ワークフロー] タブより [エラーのチェック] をクリックします。 

 

 次の画面が表示されれば、ワークフローにエラーはありません。[OK] をクリックします。 84.

 

 続いて、ワークフローを保存します。[ワークフロー] タブより [上書き保存] をクリックします。 85.

 

 保存後、ワークフローを発行します。[ワークフロー] タブより [発行] をクリックします。 86.

 

以上で承認経路が選択でき、差し戻しが可能となるワークフローが完成します。 
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7． Visual Studio 2012 を使ったワークフロー開発 

カスタム ワークフローの開発手段の 1 つとして、Visual Studio 2012 の利用があります。Visual 

Studio では SharePoint Desinger に比べ、より柔軟なフローに対応したワークフローを開発するこ

とができます。本章では、Visual Studio 2012 を利用したワークフローの開発に関して説明します。 

 

7.1 Visual Studio 2012を使ったワークフロー開発概要 

ここでは、Visual Studio 2012 を使ったワークフロー開発の概要について説明します。 

 

7.1.1 Visual Studio 2012で可能なワークフロー開発 

Visual Studio でワークフローを作成することで、複雑なビジネスプロセスを実用的にサポートする

ワークフローを作成できます。このツールの利用により、開発の柔軟性が得られ、ワークフロー定義のデ

バッグや再利用ができるようになります。Visual Sutdio 2012によるワークフロー開発には次の3通り

の方法があります。 

 

開発手法 説明 

カスタム アクション開発 SharePoint Designer 2013 で利用可能なアクションを作成します。 

ワークフロー  

テンプレート開発 

SharePoint 2013 のワークフロー関連付け画面から選択可能なワーク

フロー テンプレートを作成します。 

ワークフロー  

ソリューション開発 

リスト ワークフロー、サイト ワークフローを作成します。 

 

また、SharePoint 2010 ワークフローと SharePoint 2013 ワークフローでは、Visual Studio 

2012 における開発で次のような違いがあります。 

 SharePoint 2010 ワークフローは、コンパイル済みワークフローとして実行されるが、

SharePoint2013 ワークフローは宣言型ワークフローとして実行される 

 SharePoint 2010 ワークフローでは Visual Studio で開発されたカスタム アクションは

ファームスコープで展開されていたため承認が不要だが、SharePoint2013 ワークフローで

はサイト管理者による承認が必要となる 

 SharePoint 2010 ワークフローは.Net Framework 3.5 で開発するが、

SharePoint2013 ワークフローは.Net Framework 4.5 で開発する 
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7.1.2 開発に必要な環境 

Visual Studio 2012を使用してワークフロー開発をするためには、次の条件を満たす環境を用意

する必要があります。 

 x64 対応の CPUと少なくとも 16GB の RAM が搭載されている Windows Server 2008 

R2 Service Pack 1 または Windows Server 2012 のコンピューター 

 上記のコンピューターに SharePoint Foundation または SharePoint Server がインス

トールされていること 

 上記のコンピューターに以下のコンポーネントがインストールされていること。 

 Office Developer Tools for Visual Studio 2012 

 ワークフロー ツール SDK 

 ワークフロー クライアント SDK 

 

7.2 Visual Studio 2012によるワークフローの実装例 

ここでは、Visual Studio 2012 を用いたワークフロー開発の基本的な手順と実装例を説明します。 

実装例として示すワークフローは次の内容です。 

 

項目 設定内容 

ワークフローの種類 リスト ワークフロー 

対象リスト List1 

ワークフローの名前 Workflow1 

開始オプション 項目が作成されたときにワークフローを自動的に開始 

処理内容 List1 に新規アイテムが作成された際に、承認タスクをアサインする 
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7.2.1 リスト ワークフローの実装 

以下の手順で一般的なリスト ワークフローを実装します。 

 Visual Studio2012 を立ち上げた後、[追加] - [新しい項目]で表示される画面でワークフ1.

ローソリューションを追加します。 

 

 ワークフローの名前と種類を設定します。 2.
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 関連付けオプション、関連付けるライブラリまたはリスト、履歴リスト、タスク リストを設定しま3.

す。 

 

 ワークフローの開始条件を設定します。 4.

 

 Int32 型の「authorId」という変数を作成します。 5.
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 [LookupSPListItemInt32Property] アクティビティをドラッグ&ドロップで[Sequence] 6.

内に追加します。 

 

 挿入したアクティビティのプロパティを開き、下記のプロパティを設定します。 7.

 ListId : 現在のリスト (Current List) 

 ItemId : 現在の項目 (Current Item) 

 PropertyName : 登録者 (authorId) 

 Result : authorId (上記で作成した変数) 
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 authorId からユーザー名を取得するため、[Sequence] アクティビティに次の変数を追加8.

します。 

「userValue」に設定されている DynamicValue 型は、デザイン時に「型」が決まっていない

値を受け取ることができる特別な型です。 

 

 [LookupSPUser] アクティビティを挿入して、次の通りプロパティを設定します。 9.

 PrincipalId : authorId (上記の変数) 

 Result : userValue (上記の変数) 
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 [GetDynamicValueProperties] アクティビティを挿入して、下記の通りプロパティを設定10.

します。 

 Source : userValue 

 Properties - エンティティの種類 : ユーザー (User) 

 Properties - 辞書 : LoginName userName 

 

 結果を格納する変数「taskResult」を Int32 型で作成します。 11.
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 [SingleTask] アクティビティを挿入し次のプロパティを設定します。 12.

 Outcome : taskResult 

 AssignTo : userName 

 

 [If] アクティビティを挿入して、taskResult の結果に応じて、[SetWorkflowStatus] ア13.

クティビティでステータスを設定します。 
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 ワークフロー動作確認 

 作成したリストを開き、アイテムを追加します。「項目が作成されたときにワークフローを自動的1.

に開始」オプションを設定しているため、アイテム追加と同時にワークフローが実行されます。 

 

 次に、ワークフロー タスク リストを開きます。アイテムの追加によってワークフロータスクが作成さ2.

れていることを確認できます。 
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 表示されているタスクをクリックしてアイテムの編集画面を表示し、「承認済み」をクリックしま3.

す。 

 

 再度、作成したリストを表示すると、[SetWorkflowStatus] アクティビティのプロパティで設4.

定した値が表示されていることを確認できます。 
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