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第1章 ポータル 
Microsoft SharePoint 2010 (以降 SharePoint 2010) は、組織の全社向けイントラネット Web サ

イト、部門やプロジェクト単位の情報共有 Web サイト、エクストラネット Web サイトやインターネット上のサイト

など、様々な種類の情報共有目的に応じたWebサイトを素早く作成するための豊富な機能を備えています。

たとえば、SharePoint 上に構築した Web サイト(以降、SharePoint サイト)では伝達事項を伝えたり、ファ

イルの共有を行ったり、Web 上でのディスカッションを行ったりすることができます。他にもマルチメディア コンテン

ツの共有管理が行えたり、「Office Web Apps」 と呼ばれるOffice アプリケーション ファイルをWebブラウザ

ー上から編集ができる機能の利用ができたり、モバイル端末からアクセスできる機能を利用できたりと、非常に

多彩な機能が備わっています。 
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1.1 サイトの構成 

サイト構成の概要 

SharePoint のサイトは、サイト コレクション内に作成します。サイト コレクションは、複数の SharePointサイ

トをまとめて管理するための管理単位です。サイト コレクションには「サイト コレクションの管理者」を設けるよう

になっており、この管理者がサイトの作成やユーザーおよびグループ管理を行います。サイト コレクション作成す

るサイト構造は階層構造になるため、最低でも必ず 1 つのトップ レベルサイトが必要です。目的に応じて、トッ

プレベルサイトの配下に複数のサブサイトを作成できるようになっています。階層構造の利点の一つは、サイトの

一元的な管理がしやすいことです。たとえば、ルート(階層構造の根)であるトップレベルサイトのアクセス権限管

理設定やサイトの UI デザイン構成(マスタページ)をサブサイトに一括適用することも可能です。 

なお、階層構造は、組織のニーズに応じて様々な構成が可能となっており、トップレベル サイトを全社向けのポ

ータルサイトとして構築し、部門やプロジェクト別のサイトはサブサイトして構成することなども可能です。 

 

SharePoint 2010 とWikiページ 

SharePoint 2010 では前バージョンの SharePoint Server 2007 とは異なり、ほとんどのサイトのページが 

Wiki ページ ベースになっています。Wikiページでは、ユーザーはHTML知らなくても、好きなページ上で自由

なレイアウトで記述を始められます。SharePoint Server 2007では、ページ上では文字入力が可能な領域

と Web パーツ (SharePoint サイト画面の構成要素) を追加できる領域とが分かれていましたが、

SharePoint 2010 では任意のページの編集領域に文書を記述でき、同時にWeb パーツも配置できます。 
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 Wiki (ウィキ) とは 

WikiはWebブラウザー上からWebページ上の文書の編集を行えるシステムであり、HTML を知らなくても複

数の人が共同でサイトを構築できるようになっています。そもそも「Wiki」という言葉は、ハワイ語の「Wiki Wiki」

が語源になっており、「早い」を意味します。Wiki サイトや Wiki ページは、語源からすれば “Web ページ

の作成や更新を素早く行える仕組みを持った Web サイトや Web ページ” のことを表しています。 

Wiki には各システム特有の文書マークアップを備えており、ハイパーリンクも簡潔に記述できるようになっていま

す。ただし、利用する Wiki システムによってマークアップの記述方法は異なります。SharePoint の場合はハイ

パーリンクを持たせたい単語を "[[" と "]]" で囲むことで、既存の Wiki ページ、リスト、ライブラリーおよび

リストやライブラリー内の各アイテムへのリンクが簡単に作成できるようになっています。 

サイトの作成とサイトテンプレート 

SharePoint サイトは、サイトテンプレートから作成します。サイトテンプレートの中には「トップレベルサイトおよ

びサブサイトのいずれでも適用できるサイト テンプレート」「トップレベル サイトにしか適用できないサイトテンプ

レート」「サブサイトにしか適用できないサイトテンプレート」の 3種類があります。 

利用可能なサイトテンプレートには次の通りです。 

 トップレベルサイトおよびサブサイトのいずれでも適用できるサイト テンプレート 

サイトテンプレート名 説明 備考 

チーム サイト 情報を簡単に管理、作成、共有するチ

ーム用サイトです。ドキュメント ライブラリ

ーやお知らせ、予定表、タスク、ディスカッ

ションを管理するリストが用意されていま

す。 

 

グループ ワーク サイト グループウェアの基本機能を組み込んだ

チーム サイトを作成します。テンプレート

には、共有ドキュメントなどのチーム サイ

トのリストに加えて、グループの予定表、

回覧板、行先掲示板、電話メモなどのリ

ストが含まれます。 

SharePoint Server 

2007 で提供されてい

た  GroupBoard 

Workspace 2007 と

ほぼ同等の機能が利用

できます。 

空のサイト 必要に応じてカスタマイズできる空のサイ

トです。あらかじめ作成されるリストやライ

ブラリーなどは一切ありません。 

 

エンタープライズWiki ユーザーの知識情報や全社で共有した

い情報を発行するためのサイトです。1 ヶ

所に集約された便利なコンテンツ編集機

能によって、共同編集、ディスカッション、

プロジェクト マネーメントが可能です。 

このテンプレートをサブサ

イトに適用するには、サ

イトコレクションの機能で

あ る 「 SharePoint 

Server 発行インフラス

トラクチャ機能」がアクテ

ィブになっている必要が

あります。 
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ドキュメント センター（※1） 企業のドキュメントを一元管理するための

サイトです。 

 

ブログ アイディア、見解、専門知識などを投稿

し、閲覧者がコメントを入力できる個人ま

たはチーム用のサイトです。 

 

ドキュメント ワークスペース ドキュメントを使用して共同作業を行うた

めのサイトです。ドキュメント ライブラリー

には主要なドキュメントとそれに関連する

ファイルを保管できます。また、タスク リス

トにより必要な作業アイテムを割り当てで

き、リンク リストによりドキュメントに関連

するリソースを共有できます。 

 

一般的な会議ワークスペース 会議を計画および開催し、会議の結果

を記録するサイトです。議題、出席者お

よびドキュメントを管理するためのリストが

用意されています。 

 

意思決定の会議ワークスペース 進捗管理または意思決定を行う会議用

のサイトです。タスクの作成、ドキュメント

の保管および決定事項の記録に使用す

るリストが用意されています。 

 

イベントの会議ワークスペース 行事のためのプランニング用サイトです。

出席者の管理、説明の記載、イベントの

写真の保管に使用するリストが用意され

ています。 

 

空の会議ワークスペース 必要に応じてカスタマイズできる空の会議

サイトです。 

 

複数ページの会議ワークスペース 会議を計画および開催し、会議の結果

を記録するサイトです。議題と出席者を

管理するためのリストおよび必要に応じて

カスタマイズできる 2 つの空白ページが用

意されています。 

 

Visio プロセス リポジトリ チームで Visio プロセス図を簡単に表

示、共有、および保存するためのサイトで

す。プロセス図を保存するためのバージョ

ン管理機能付きドキュメント ライブラリー

や、お知らせ、タスク、レビュー ディスカッ

ションのリストを備えています。 

 

レコード センター（※2） レコード管理用のサイトを作成します。レ

コードの管理者は、受信ファイルが特定

の場所に保存されるようにルーティングテ

ーブルを構成できます。このサイトでは、リ

ポジトリに追加されたレコードを削除する

のか、または変更するのかを設定すること

もできます。 

 

基本検索センター 検索機能を提供するサイトです。このサ

イトには、検索結果と高度な検索ページ
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が備わっています。 

ビジネス インテリジェンス センター ビジネス インテリジェンス センターを表示

するためのサイトです。 

このテンプレートをサブサ

イトに適用するには、サ

イトコレクションの機能で

あ る

[PerformancePoint 

Services サイト コレ

クション機能」がアクティ

ブになっている必要があ

ります。 

エンタープライズ検索センター 検索機能を提供するサイトです。ウェルカ

ムページには、検索ボックスと 2つのタブが

表示されます。タブは、一般的な検索用

と人の情報の検索用です。他の検索範

囲や検索結果の種類を表示するようにタ

ブを追加したりカスタマイズしたりすること

もできます。 

このテンプレートをサブサ

イトに適用するには、サ

イトコレクションの機能で

あ る 「 SharePoint 

Server Standard サ

イトコレクション機能」が

アクティブになっている必

要があります。 

FAST 検索センター FAST 検索機能を提供するサイトです。

ウェルカムページには、検索ボックスと 2 つ

のタブが表示されます。タブは、一般的な

検索用と人の検索用です。他の検索範

囲や検索結果の種類を表示するようにタ

ブを追加したりカスタマイズしたりすること

もできます。 

 

 

このテンプレートを利用

するには、SharePoint 

用の FAST 検索がイン

ストールされている必要

があります。 

また、このテンプレートを

サブサイトに適用するに

は、サイトコレクションの

機 能 で あ る

「SharePoint Server 

Enterprise サイトコレ

クション機能」がアクティ

ブになっている必要があ

ります。 

 トップレベルサイトのみに適用できるサイト テンプレート 

サイトテンプレート名 説明 備考 

発行ポータル（※3） インターネット用サイトまたは大規模なイ

ントラネット ポータルの開始サイト階層で

す。このサイトは、独自のブランド イメー

ジに合わせて簡単にカスタマイズできま

す。この開始サイトには、ホーム ページ、

サンプルのプレス リリース サブサイト、検

索センターおよびログイン ページが組み

込まれています。通常、このサイトには投

稿者よりも多くの閲覧者がいます。また、

承認ワークフローを使用した Web ページ

の発行にも使用されます。 
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個人用サイトのホスト（※4） 個人用サイトをホストします。個人用サイ

トとパブリックのユーザー プロファイル サー

ビス アプリケーションごとに 1 度だけ準備

します。 

 

PowerPoint ブロードキャストサイト PowerPoint 2010 の新機能であるブ

ロードキャストをホストするサイトです。発

表者はこのサイトに接続して、リモート閲

覧者が Web ブラウザーでスライド ショー

を見るためのリンクを作成できます。 

 

 サブサイトのみに適用できるサイト テンプレート 

サイトテンプレート名 説明 備考 

発行サイト（※1） Web サイトを展開したり、Web ページを

迅速に発行したりするための空のサイトで

す。投稿者はページの下書きバージョン

で作業を行って、このバージョンを発行

し、閲覧者に表示されるようにすることが

できます。このサイトには、Web 発行リソ

ースの保存用に、ドキュメント ライブラリ

ーと画像ライブラリーが用意されていま

す。 

このテンプレートをサブサ

イトに適用するには、サ

イトコレクションの機能で

あ る 「 SharePoint 

Server 発行インフラ

ストラクチャ機能」がアク

ティブになっている必要

があります。 

ワークフロー付き発行サイト（※1） 承認ワークフローを使用し、スケジュール

に従ってWeb ページを発行するためのサ

イトです。サイトには、Web 発行リソース

の保存用に、ドキュメント ライブラリーと

画像ライブラリーが用意されています。既

定では、このサイトの下位に作成できるの

は、このテンプレートを使用したサイトのみ

です。 

このテンプレートをサブサ

イトに適用するには、サ

イトコレクションの機能で

あ る 「 SharePoint 

Server 発行インフラ

ストラクチャ機能」がアク

ティブになっている必要

があります 

個人用設定サイト 個人用のビュー、データおよびこのサイトコ

レクションから個人用サイト内へのナビゲ

ーションを提供するサイトです。サイトに

は、個人用の設定に固有のWebパーツ

や個人用サイト向けに最適化されたナビ

ゲーションが用意されています。 

 

寄付金管理Web データベース データベースを作成して、寄付金、募金

運動に関するイベント、保留中の作業な

ど、慈善活動に関する情報を管理しま

す。 

Access Web サイトの

テンプレートです。 

資産管理Web データベース 資産の詳細や所有者などの情報を管理

するためのデータベースを作成します。 

Access Web サイトの

テンプレートです。 

連絡先管理Web データベース 顧客やパートナーなど、チームの業務に

関連する人の情報を管理するためのデー

タベースを作成します。 

Access Web サイトの

テンプレートです。 

プロジェクトWeb データベース プロジェクト管理データベースを作成し

て、複数のプロジェクトを管理し、さまざま

Access Web サイトの

テンプレートです。 
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な人に仕事を割り当てます。 

案件管理Web データベース 案件や問題点を管理するためのデータベ

ースを作成します。担当者や優先度を指

定したり、開始から完了までの進捗状況

を把握したりできます。 

Access Web サイトの

テンプレートです。 

（※1）Office365 プラン P1ではご利用になれません。（※2）Office365版 SharePoint Onlineでは、

レコードセンターはサポートされていません。 

（※3）Office365版SharePoint Onlineでは、発行ポータルに相当する機能として、サイトコレクション作

成の際に、パブリックWeb サイトの選択があります。 

（※4）Office365 プラン P1 では、個人用サイトはご利用になれません。また、Office 365 プラン K1、プラ

ン K2 に含まれる SharePoint Online Kiosk では個人用コンテンツがご利用になれません。 

サイト(サブサイト)を作成する 

サイト (サブサイト) はトップレベル サイトの配下に作成します。ここでは、例としてトップレベル サイトに「チー

ムサイト」テンプレートに適用している前提で基本的なサイト作成手順を説明します。 

 

 Web ブラウザーを起動し、サブサイトを作成し1.

たい親サイトにアクセスし、[サイトの操作] メニ

ューから [新しいサイト] をクリックします。 

 

 サイトテンプレート一覧が表示されます。 2.

 

右の画面は、クライアント コンピューターに 

Silverlight 3.0以降がインストールされている

ときの画面です (Silverlight 3.0 以降のイ

ンストールを推奨が推奨されます)。 

 

 画面左のフィルターメニューから目的のサイトテ3.

ンプレートを選択します。 
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ここでは [チーム サイト] サイト テンプレートを

選択します。 

 次に、画面の右側でサブサイトの「名前」と4.

「URL」を入力します。 

 

ここでは、サイトの名を「営業部」、URL は

「Sales」を指定しています。 

 

 [作成] ボタンをクリックすると、即座にサブサイ5.

トが作成されます。このとき、作成されるサブサ

イトの既定値は次の通りです。 

 サイトのアクセス権限は親のサイト

設定を継承します。 

 親サイトのサイドリンクバーにはサブ

サイトを表示しません。 

 親サイトのトップリンクバーに表示

します。 

 親サイトのトップリンクバーをサブサ

イトでも使用します。 

 

※これらの既定値の設定を変更したい場合

は、[その他のオプション] ボタンをクリックします。

既定値を変更したら、[作成] ボタンをクリックす

るとサブサイトが作成されます。 
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1.2 インタフェースの説明 

SharePoint 2010では、ページの編集やアイテムの追加などの様々な操作メニューが用意されています。なお、

SharePoint ではアクセス権限の設定により、ユーザーに不要な操作メニューは表示されないようになっていま

す。 

 

また、ページの編集やリストやライブラリーの操作および編集を行う場合は、リボン メニューが表示されます。リボ

ン メニューは Office 2007 で初めて導入されたものであり、Office 2010 や SharePoint 2010 でも採用

されています。 

 

ログイン ユーザー名 

現在 SharePoint サイトにログインしているユーザー名が表示されます。この部分はドロップ ダウン メニューに

なっており、「個人用サイト」、「個人用プロファイル」ページや「個人用設定」ページへのアクセスを行ったり、「別

ユーザーとしてサインイン」「アクセス権限の要求」「サインアウト」を行ったりします。 
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 個人用サイト 

SharePoint 2010 で個人用サイトをホストするように構築している場合、個人専用のポータルサイトとして 

「個人用サイト」 が作成されます。個人用サイトには「個人用ニュース フィード」「個人用コンテンツ」「個人用プ

ロファイル」の 3種類のページが用意されています。(※) 

 

「個人用ニュースフィード」では、個人用プロファイルで指定する “仕事仲間” として登録したメンバーの最近の

アクティビティが表示されます。追跡できる主なアクティビティには、ユーザー プロファイルにおける “役職の変

更”、”連絡先”の変更のほか、ユーザーが追加したタグや個人用サイトから発信するステータス メッセージなどが

あります。 

 

「個人用コンテンツ」には、既定で “共有ドキュメント”、”個人用ドキュメント”、”共有画像”の 3 つのライブラリ

ーが作成されます。共有ドキュメントは、複数のメンバーとファイル共有する場合に利用します。共有ドキュメント

に格納されたファイルは、「個人用プロファイル」ページに表示されるようになります。なお、共有ドキュメントでは、

アクセス権限の詳細な設定が可能となっているため、特定のメンバーにのみ公開するような設定もできます。一

方の個人用ドキュメントは、他のメンバーとファイル共有をしない場合に使用します。特に異なるコンピューターか

らアクセスする頻度が高いような場合に便利です。 

 

「個人用プロファイル」ページでは、ユーザーのプロファイルの概要、ステータス メッセージが表示されるほか、個人

用プロファイルの編集を行うことが可能です。また、[概要]、[組織]、[コンテンツ]、[タグとメモ]、[仕事仲間]、

[メンバーシップ]の 6 つのタブが用意されています。 

（※）Office 365 プラン P1 ではご利用になれません。また、Office 365 プラン K1,K2 に含まれる

SharePoint Online Kiosk では、「個人用コンテンツ」「個人用プロファイル」はご利用になれません。 

 

 個人用プロファイル 

個人用サイトを構築している場合にのみ、個人用プロファイル メニューが表示されます。[個人用プロファイル] 
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メニューをクリックすると、ログインしているユーザーの個人用サイトにある [個人用プロファイル] ページが表示さ

れます。 

 

 個人用設定 

個人用設定メニューをクリックすると、個人用サイトで公開しているプロファイル情報のうち、携帯電話番号、説

明(自己紹介など)、画像、部署、役職などを確認できます。個人用サイトをホストするように SharePoint 

Server を構成している場合は個人用設定内の情報の更新は直接実行できないため、個人用サイトの「ユ

ーザープロファイルの編集」から行います。 

 

一方、個人用サイトをホストするよう構築していない場合は、携帯電話番号、説明(自己紹介など)、画像、

部署、役職などを確認するだけでなく直接更新できます。個人情報を更新する場合は、「アイテムの編集」をク

リックします。 
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そのほか、このページでは「個人用地域設定」リンクをクリックすると、サイト管理者が設定している地域設定を

自分用の設定に変更できます。地域設定では、ロケール、タイムゾーン、カレンダーの設定、稼働日の定義、

時刻の形式などの設定を行います。変更の影響を受けるのは設定した個人のみです。個人用設定を有効に

するには「Web設定を常に適用する」チェックボックスをオフにする必要があります。 

 

また、「個人用通知」リンクをクリックし、[通知の追加] をクリックすると、現在サインインしているサイトに対する

通知の追加や削除を行えます。 

 

※注意※ 

「アイテムの編集」「個人用地域設定」メニューが表示されるには、サインインしているユーザーが現在アクセスし

ているサイトに対して次のアクセス許可レベルのいずれかを持っている必要があります。 

・ フルコントロール 

・ デザイン 

・ 投稿 

・ 承認 

・ 階層の管理 
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サイトに対して「閲覧」アクセス許可レベルのみしか持っていない場合は「個人用通知」メニューのみが表示され

ます。 

 別ユーザーとしてサインイン 

現在ログインしているユーザーとは別のアカウントでログインします。別のアカウントでログインする場合は、ドメイン

環境で利用している場合は ユーザー名として“ドメイン名\ユーザーアカウント名”とパスワードを入力します。 

 

 サインアウト 

現在のログインからサインアウトします。 

お気に入り / タグとメモ 

「お気に入り」 をクリックするとそのページに対して “お気に入り” という名前のタグを設定できます。また、「タグと

メモ」をクリックして、独自のタグを設定したり、メモを残したりすることも可能です。追加したタグやメモは、個人用

サイトに表示されるようになります。 

ヘルプ 

ヘルプ アイコンをクリックすると SharePoint 2010 に関するヘルプが表示されます。ヘルプはキーワード検索

ができます。 

検索ボックス 

現在アクセスしているサイト内のコンテンツを検索する際に利用します。検索ボックス内に検索したいキーワード

を指定して をクリックします。 

検索ボックスにキーワードを入力し、検索ボタンをクリックする 
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検索結果が表示される 

各種操作メニュー 

ここには「サイトの操作」「上へ移動」「編集」「参照」「ページ」などが表示されます。ただし、現在表示している

サイトやページによって表示されるメニューは異なります。 

 サイトの操作 

サイトの操作メニューには主に次の操作コマンドが表示されます。 

操作コマンド 説明 

ページの編集 このページのコンテンツを編集します。 

SharePoint Workspace と同期 SharePoint Workspace 2010 を起動して、コンピューターにこ

のサイトの同期コピーを作成します。 

新しいページ カスタマイズできるページを作成します。 

新しいドキュメント ライブラリー 新たにドキュメント ライブラリーを作成します。 

新しいサイト サブサイトを作成します 

その他のオプション 新規にページ、リスト、ライブラリー、サイトを作成します。 

すべてのサイト コンテンツの表示 このサイトのすべてのライブラリーとリストを表示します。 

SharePoint Designer でサイト

を編集 

SharePoint Designer 2010 でサイト情報を編集したり、サイト

の UI をカスタマイズしたり、カスタム ワークフローを構築したりしま

す。 

サイトのワークフロー サイト ワークフローの開始や状態確認をします。 

サイトの権限 サイトに対するアクセス権限を与えます 

サイトの設定 サイトに対する各種設定を行います。 

 上へ移動 

上の階層のサイトやリスト、ライブラリーなどに移動します。 
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 参照 

ナビゲーション情報を表示します。たとえば、マーケティング部サイト内のドキュメントライブラリを表示している場

合は下図のように表示されます。なお、ライブラリーやリストのビューの切り替えもここのナビゲーションで行います。 

 

 ページ 

ページの編集作業などを行います。 

 

ナビゲーション 

現在表示しているサイトの名前やサイト内の階層を示します。「参照」メニューをクリックすると表示されます。 

 

トップリンクバー 

タブ上に表示されるリンクです。トップサイトやサブサイトなどのリンクを配置し、サイトを素早く切り替えられるよう

にします。任意のWeb サイト ページへのリンクを追加することも可能です。 

 

サイドリンクバー 

頻繁に利用するサイト内のリストやライブラリーのリンクを配置します。任意の Web ページへのリンクを追加する

ことも可能です。 
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なお、サイトに対して投稿権限、デザイン権限、フルコントロール権限を持っている場合は、サイドリンクバーには 

“ごみ箱” へのリンクが用意されているため、ユーザーが間違ってコンテンツを削除した場合でもごみ箱から素早く

復元できます(ただし、既定では復元できるのは削除後 30日以内となっています)。 

コンテンツ領域 

コンテンツ領域には、直接文書を記述したり、Web パーツを複数配置したりできます。編集をするには、[サイト

の操作] メニューから [ページの編集] をクリックしてページを “編集モード” にしておく必要があります。 

 ページの編集 (テキストの書式設定) 

リボンメニューに表示される [テキストの書式設定] タブをクリックします。このコマンド メニューを使用して、編集

領域内の文字に対してレイアウトを挿入したり、フォントサイズを変更したりします。 

 

 ページの編集 (挿入) 

リボン メニューに表示される「挿入」タブをクリックします。このコマンド メニューでは、編集領域に表、画像、ビデ

オとオーディオ(※SharePoint 2010 発行機能がアクティブ化されている場合のみ)、リンクなどを挿入したり、

ファイル アップロードによりファイル アップロードと同時にファイルのリンクを挿入したり、再利用可能なコンテンツや

Web パーツなどを配置したりできます。 
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1.3 ページの作成と編集の基本操作 

ここでは SharePoint サイトのページ作成および編集の基本方法を説明します。SharePoint 2010 の 

Web サイト 上で作成できるページは、次の 3 種類です (※ HTML ページもドキュメント ライブラリーなど

に別途アップロードすれば利用できます。また、SharePoint Designer 2010 を使用することで HTML ペー

ジを新規に作成できます)。 

ページの種類 特徴 ページの格納先 

Web パーツ ページ 既定の Web パーツ領域に Web パーツの

みが配置できるページです 

任意のドキュメント ライブラリーを

指定します。 

ページ Wiki ベースのページです。自由なレイアウトで

Web パーツおよび文書の入力ができます。 

 

この機能を利用するにはサイトの機能の一つで

ある「Wiki ページのホーム ページ」が有効に

なっている必要があります 

既定の「サイトのページ ライブラリ

ー」に格納されます。 

 

「サイトのページ ライブラリー」は

既定でメジャーバージョン作成が

有効になっています。 

発行ページ Web パーツ領域や Wiki ベースで入力できる

領域など複数の領域を持つページです。領域

の一部は、ページのプロパティとして格納されま

す。他のページと異なり、ページの公開スケジュ

ールなどを指定できます。 

 

この機能を利用するには、サイトの機能の一つ

である「 SharePoint Server 発行機能」が

アクティブ化されている必要があります。 

既定の「ページ ライブラリー」に格

納されます。 

 

「ページ ライブラリー」は既定でメ

ジャーバージョンおよびマイナーバ

ージョンの作成が有効になってい

ます。 

Webパーツ ページ 

 Webパーツ ページの作成 

1. Webブラウザーで任意のWebサイトにアクセス

し、[サイトの操作]-[すべてのサイト コンテンツ

の表示] をクリックします。 

 

2. [作成] をクリックします。 
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3. 画面左のフィルター一覧から [ページ] をクリッ

クし、画面右側に表示されるページ テンプレー

トから [Web パーツ ページ] を選択します。 

 

4. 画面右側にある [作成] ボタンをクリックしま

す。 

 

5. 新しいWeb パーツ ページの作成画面が表示

されたら「名前」、「レイアウト」、「保存場所」を

それぞれ指定し、[作成] ボタンをクリックしま

す。 

 

 この例では、名前を “SamplePage”、”レイア6.

ウト テンプレートを “ヘッダー、フッター、3列”、

ライブラリーに “サイトのページ” を指定していま

す。 

 

 

6. Web パーツ ページが表示されます。任意の

Webパーツ領域の “Webパーツの追加” をク

リックして、Web パーツを追加します。 

 

 Web パーツの配置が終わったら、リボンの[ペー7.

ジ] ツールにある [編集の終了] ボタンをクリッ

クします。  

 Webパーツ ページの編集 

 作成済みのWeb パーツ ページを再び編集す1.

るには、編集するWeb パーツ ページにアクセ

スし、リボン メニューの [ページ] ツールにある 

[ページの編集] をクリックします。  
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 Webパーツ ページの削除 

 作成したWeb パーツページを削除するには、1.

Web パーツ ページにアクセスし、リボン メニュ

ーの [ページ] ツールにある [ページの削除] 

をクリックします。 

 

なお、Web パーツを格納しているライブラリーに

アクセスして、目的のページ ファイルを削除する

ことも可能です。 

 

ページ 

ページを作成するには後述する「Wiki ページのホーム ページ」サイトの機能が有効になっている必要がありま

す。 

 ページの作成 

 Webブラウザーで任意のWebサイトにアクセス1.

し、[サイトの操作]-[すべてのサイト コンテンツ

の表示] をクリックします。 

 

 [作成] をクリックします。 2.

 

 画面左のフィルター一覧から [ページ] をクリッ3.

クし、画面右側に表示されるページ テンプレー

トから [ページ] を選択します。さらに、画面右

端にある入力ボックスにページ名を入力し [作

成] ボタンをクリックします。 

 

ここではファイル名を “SamplePage2” として

います。 
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 新しいページが表示されたら、任意の文章を入4.

力したりWeb パーツを配置したりします。 

 

 入力が終わったら、リボン メニューの[編集 ツー5.

ル]バーにある[テキストの書式設定]タブの [保

存] をクリックします。 

 

 ページの編集 

 作成済みのページを再び編集するには、ページ1.

にアクセスし、リボン メニューの [ページ] ツー

ルバーにある [編集] をクリックします。  

 ページの削除 

 ページを削除するには、ページにアクセスし、リボ1.

ン メニューの [ページ] ツールバーにある [ペ

ージの削除] をクリックします。  

 

 「Wiki ページのホーム ページ」 サイトの機能のアクティブ化 

ページを作成するには、事前にサイトの機能の一つである「Wiki ページのホーム ページ」がアクティブ化されてい

る必要があります。この操作は次の手順で行います。 

 [サイトの操作]-[サイトの設定] をクリックしま1.

す。 
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 [サイトの操作] セクションにある [サイト機能2.

の管理] をクリックします。 

 

 

 「Wiki ページのホーム ページ」の [アクティブ3.

化] ボタンをクリックします。 

 

 

なお、「Wiki ページのホーム ページ」サイトの機能がアクティブ化されていないサイトで[サイトの操作]-[新しい

ページ]をクリックするか、もしくはページ テンプレートからページを新規に作成しようとすると次のようなダイアログ

が表れます。 

 

[作成] を選択すると「Wiki ページのホーム ページ」サイトの機能がアクティブ化されます。 

発行ページ 

発行ページを作成するには、サイトの機能のうち後述する「SharePoint Server 発行機能」がアクティブ化さ

れている必要があります。 

 発行ページの作成 

発行ページは、ページ レイアウトと呼ばれるページのテンプレートから作成します。ページ レイアウトには次の種

類があります。 

カテゴリ ページ レイアウト名 説明 

アーティクル ページ イメージを右に配置 右側にイメージがあるアーティクル ページに

は、イメージ フィールドとリッチ テキスト フィ

ールドが備わっています。 

イメージを左に配置 左側にイメージがあるアーティクル ページに

は、イメージ フィールドとリッチ テキスト フィ
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ールドが備わっています。 

概要リンク リンクのあるアーティクル ページには、イメー

ジ フィールドと概要リンクが備わっていま

す。 

本文のみ 本文のあるアーティクル ページにはリッチ テ

キストフィールドのみが備わっています。 

ウェルカム ページ スプラッシュ スプラッシュ付きのウェルカム ページには、

左側のイメージ フィールド、リッチ テキスト 

フィールド、およびヘッダーと 2 つの列からな

る Web パーツ領域があります。左側のナ

ビゲーション ウィンドウは非表示になってい

ます。 

概要リンク 概要リンクのあるウェルカム ページには、左

側のイメージ フィールド、リッチ テキスト フ

ィールド、2つの概要リンク、およびヘッダー、

フッター、2 つの列からなる Web パーツ領

域があります。 

空白の Web パーツ ページ Web パーツ ページを作成するためのペー

ジ レイアウト。 

目次 目次付きのウェルカム ページには、左側の

イメージ フィールド、リッチ テキスト フィー

ルド、目次 Web パーツ、およびヘッダー、

フッター、2 つの列からなる Web パーツ領

域があります。 

エンタープライズ Wiki

ページ（※1） 

基本ページ 単一のコンテンツ エリアを含む基本のペー

ジ レイアウトです。 

プロジェクト ページ 基本プロジェクト ページ 単一のコンテンツ エリアを含む基本のペー

ジ レイアウトです。 

リダイレクト ページ リダイレクト このページ レイアウトには、閲覧者を指定

の URL に自動的に移動させるリダイレクト 

コントロールが備わっています。 

（※1）Office365 プラン P1 ではご利用になれません。 

 Web ブラウザーで任意のWeb サイトにアクセ1.

スし、[サイトの操作]-[すベてのサイト コンテ

ンツの表示] をクリックします。 
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 左側のフィルターから [ページ] を選択し、[発2.

行ページ] を選んでから [作成] ボタンをクリ

ックします。 

 

 ページのタイトル、説明、URL、ページ レイア3.

ウトを指定し、[作成] ボタンをクリックします。 

 

この例では、ページのタイトルに “新しいペー

ジ”、説明に “新規に作成するページです”、

URL名に “NewPage” 、ページレイアウトに 

“(ウェルカム ページ)スプラッシュ” を指定して

います。 

 

 NewPage が編集モードで表示されます。画4.

像の挿入やWeb パーツの配置などを行いま

す。 

 

 コンテンツの編集が終わったら、[保存] をクリ5.

ックします。 

 

 発行ページの発行 

発行ページが格納されているページ ライブラリーは既定でバージョン管理が有効になっているため、新規に作成

したページなどはマイナーバージョンが付与されます。マイナーバージョンのままでは、ページの編集者以外の他の

ユーザーには非表示になります。他のユーザーに公開するには、ページの発行を行う必要があります。 

ページの発行は既定では2段階で行われます。最初に、チェックインをすることで、マイナーバージョンが作成され

ます。マイナーバージョンとはページの下書きのことです。ページが完成したら、次に、マイナーバージョンをメジャー

バージョンとして発行します。メジャーバージョンは正式に発行された完成ページです。 
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 発行ページがチェック アウトされているかどうかを1.

確認し、チェックアウトされている場合はチェック 

インを行います。そのために、ページ ライブラリー

にアクセスします。ページライブラリへは、[サイト

の操作]-[すべてのサイト コンテンツの表示] を

クリックしてアクセスします。 

 

 [ページ] をクリックします。 2.

 

 ファイルのアイコンがチェックアウト状態になってい3.

る、または、チェックアウト先が指定されている場

合は、チェックアウトされています。本来他のユー

ザーがチェックアウトしている場合は編集ができ

ません。 

 

ここでは、自身がチェックアウトしている前提で、

チェックイン以降の操作を次の手順で示します。 

 

 

 ページのファイル名リンクをクリックし、発行ページ4.

を表示します。リボン メニューの [ページ]タブに

ある [チェックイン] をクリックします。 
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 [続行] をクリックします。 5.

 

 チェックインが終わるとページ上に “チェックインさ6.

れているので、権限のあるユーザーは表示でき

ます” というメッセージが表示されます。 

 

 メジャーバージョン発行を行うためリボンメニュー7.

にある [発行] タブをクリックし、[発行] をクリッ

クします。 

 

 発行ページの編集 

 発行ページにアクセスします。[サイトの操1.

作]-[ページの編集]をクリックします。  

 ページが編集モードになるため、コンテンツ 領2.

域を自由に編集できます。なお、ページのレイア

ウトを変更する場合は、リボン メニューにある 

[ページ] タブをクリックし、[ページ レイアウト] 

をクリックして目的のページレイアウトにします。 

 

編集が終わったら、保存します。 

 

 

 

 発行ページの削除 

 発行ページを削除するには、発行ページを編集1.

する際に、リボン メニューの [ページ] タブから 

[ページの削除] をクリックします。 

 

※ページ ライブラリーから直接ファイルを削除す

ることも可能です。 

 

 「SharePoint Server発行機能」のアクティブ化 

SharePoint Server 発行機能をアクティブ化するには、最初にサイト  コレクションの機能の一つである
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「SharePoint Server 発行インフラストラクチャ」がアクティブ化されている必要があります。その後、目的のサ

イトで「SharePoint Server発行機能」をアクティブ化します。 

 

 サイト コレクションのトップレベル サイトにアクセ1.

スします。[サイトの操作]-[サイトの設定]をクリ

ックします。 

 

 [サイト コレクションの機能] をクリックします。 2.

 

 「SharePoint Server発行インフラストラクチ3.

ャ」 の [アクティブ化] をクリックします。 

 

※サイト コレクションの「SharePoint Server 

発行インフラストラクチャ」 は目的のサイトのあ

るサイト コレクションで1度アクティブ化すれば、

何度もアクティブ化する必要はありません。 
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 次にサイトの機能の一つである「SharePoint 4.

Server発行機能」 をアクティブ化します。 

 

目的のサイトにアクセスして、[サイトの操

作]-[サイトの設定] をクリックします。 

 

 

 [サイトの操作] セクションにある [サイト機能5.

の管理] をクリックします。 

 

 「SharePoint Server発行機能」の [アクテ6.

ィブ化] ボタンをクリックします。 

 

 

トップページの指定 

カスタム作成したページをサイトのトップページとして利用するには、各ページを編集モードで表示し、[ページ] 

タブにある [ホームページの作成] をクリックします。 

 

Webパーツの追加と削除 

WebパーツはWebページの構成要素(部品)です。一般にはポートレットと呼ばれることもあります。Webパー

ツには、ビルトインのWebパーツ以外にVisual Studio を用いて開発した独自のWebパーツなどもあります。

利用できるビルトインのWeb パーツ一覧については「付録:Web パーツ一覧」を参照してください。 

 Webパーツの追加 

ページに Web パーツを挿入する手順を説明します。なお、他のページ(Web パーツ ページ、発行ページ) に

対しても基本的な追加手順は同じです。 
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 ページにアクセスします。[ページ] タブにある 1.

[編集] をクリックします。 

 

 [編集ツール] バーにある [挿入] タブの 2.

[Web パーツ] をクリックします。 

 

 配置したい Web パーツを [カテゴリ] – [Web3.

パーツ] の順に選びます。次に、 [Web パーツ

の追加先] を指定し、[追加] をクリックしま

す。 

 

 追加が終わったらページを保存します。保存4.

は、[ページ] タブから [保存して閉じる] ボタ

ンをクリックします。  

 Webパーツの位置の変更 

 ページにアクセスします。[ページ] タブにある 1.

[編集] をクリックします。 

 

 Web パーツを選択し、任意の場所にドラッグア2.

ンド ドロップします。 
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 移動したことを確認します。 3.

 

 ページを保存します。保存は、[ページ] タブか4.

ら [保存して閉じる] をクリックします。 

 

 Webパーツの表示内容の変更 

 ページにアクセスします。[ページ] タブにある 1.

[編集] をクリックします。 

 

 Web パーツの右上のチェックボックス横にカーソ2.

ルをかざすと、▼が表示されます。これをクリック

し、[共有Web パーツの編集] をクリックしま

す。 

 

 画面右側にツール ウィンドウが表示されます。3.

ここでは、”外観” グループを展開し、タイトルを 

“お知らせ” から “掲示板” に変更します。変

更が終わったら、ツール ウィンドウの最下部にあ

る [OK] ボタンをクリックします。 

 

 タイトルが変更されたことを確認します。 4.

 ページを保存します。保存は、[ページ] タブ 5.

[保存して閉じる] をクリックします。  
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 Webパーツの削除 

ページから Web パーツを削除する手順を説明します。なお、他のページ (Web パーツ ページ、発行ページ) 

に対しても基本的な手順は同じです。 

 ページにアクセスします。[ページ] タブにある 1.

[編集] をクリックします。 

 

 削除したい Web パーツの右上にあるチェックボ2.

ックスをオンにします。 

 

 リボン メニューにある [Web パーツ ツール] 3.

タブをクリックし、[削除] をクリックします。 

 

 ダイアログ ボックスが表示されたら、[OK] をク4.

リックします。Web パーツが削除されます。 

 

 最後にページを保存します。保存するには [ペ5.

ージ] タブから [保存して閉じる] をクリックし

ます。  
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1.4 リストの概念と基本操作 

ここでは SharePoint サイトを利用する上で欠かせないリストの概念と基本的な操作方法について説明しま

す。 

リストの概要 

SharePoint には様々な情報を格納するための「リスト」が用意されています。リストは列とリスト アイテムとで

構成されています。 

 

リストは単純な HTML ページではなく、入力用の画面と入力データの一覧画面が用意されているなど、用途に

応じた複数の専用のアプリケーション ページで構成されています。たとえば、入力する際には日付コントロールを

利用したり、ドロップダウン メニューを利用したりできるようになっており、入力がしやすいよう支援してくれるため、

頻繁にデータ更新するような場合に適しています。 

[図.リストの入力フォーム] 

 

また、一覧表示画面では、Excel と似たようなインタフェースとなっているため、列の情報でフィルターしたり並び

替えたり、グループ化表示したりすることができます。 
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[Tips : SharePoint Server 2007 との比較] 

SharePoint Server 2007 ではリスト ビューに一度に表示するリスト アイテムの数の上限は 2,000 アイテ

ムまでが推奨されていました(ビューの設定でまとめて表示する数を 2,000以下としていても、問題なのはトータ

ルで取得される数であり、これが 2,000 を超えるとパフォーマンス低下を招く可能性が高まります)。

SharePoint 2010 では、リスト ビューの閾値を設けることができるようになり、一般ユーザーは既定で 5,000

アイテムまで拡張されました。監査者と管理者に対しては 20,000アイテムまで処理可能です。なお、この数値

は SharePoint サーバーの管理者が調整できるようになっています。このしきい値は SharePoint Online も

同様です。 

 

リスト テンプレート一覧 

リストはリスト テンプレートから作成できます。利用できるリスト テンプレートは次の通りです。 

リスト テンプレート 説明 

外部リスト 外部コンテンツ タイプ内のデータを表示するための外部リストを作成

します。 

お知らせ ニュース アイテムや報告事項などの簡単な連絡事項のリストです。 

アンケート 他のユーザーに回答してほしい質問のリストです。アンケートによって、

質問を短時間で作成したり、回答の概要をグラフィカルに表示したり

できます。 

カスタム リスト 列やビューを追加できる空のリストです。作成したいリストに近い種類

が組み込みの種類にない場合は、このリストを使用します。 

ステータス リスト ここでは、一連の目標を追跡および表示できます。目標の達成割合

がカラーのアイコンで表示されます。 

スプレッドシートのインポー

ト 

既存のスプレッドシートと列とデータが同じになるリストを作成します。

スプレッドシートをインポートするには、Microsoft Excel か、その他の

互換性のあるプログラムが必要です。 

タスク チームまたは個人のタスクを共有し、管理します。 

ディスカッション掲示板 ニュースグループ形式のディスカッションのための場所です。ディスカッシ
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ョン掲示板は、ディスカッションのスレッドの管理を簡単にします。また、

すべての投稿に対して承認を必須にするように構成できます。 

データシート ビュー形式の

カスタム リスト 

データ入力を簡単にするためにスプレッドシートとして表示される、空の

リストです。独自の列やビューを追加できます。この種類のリストには、

Microsoft Office で提供されているような互換性のあるリスト デー

タシートの ActiveX コントロールが必要です。 

プロジェクト タスク チームまたは個人のタスクのための場所です。プロジェクト タスクのリス

トからガント チャートビューが表示されます。また、プロジェクト タスク

のリストは Microsoft Office Project やその他の互換性のあるプロ

グラムで開くことができます。 

リンク Web ページやその他のリソースのリストです。 

予定表 今後予定される会議、締め切りのある仕事、その他のイベントなどを

管理する予定表です。予定表の情報は、Microsoft Office 

Outlook やその他の互換性のあるプログラムと同期できます。 

案件管理 ブロジェクトやアイテムに関連する案件や問題点のリストです。担当者

を割り当てたり、優先度を設定したり、案件の進捗状況を把握できま

す。 

言語と翻訳者 翻訳管理ワークフローで翻訳タスクが割り当てられる言語のリストを作

成します。各言語の翻訳者も指定できます。 

連絡先 顧客や関連部署などチームの作業に関連する人のリストです。連絡

先リストは、Microsoft Office Outlook やその他の互換性のある

プログラムと同期できます。 

リストの基本操作 

 リストの新規作成 

新規にリストを作成します。リストは、リスト テンプレートから作成します。 

1. [サイトの操作] メニューから [その他のオプショ

ン] をクリックします。 
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2. 画面左側にあるフィルター カテゴリから 「リスト」 

を選択します。 

 

 

 

 利用したいリスト テンプレートを選択します。こ6.

こでは 「案件管理」 テンプレートを選択しま

す。画面右側でリスト名を入力し、[作成]ボタ

ンをクリックします。 

 

※ここではリスト名に 「A プロジェクトの進捗管

理」 と入力します。 

 

 新しく作成されたリストが表示されます。 7.

 

 リストに列を追加する 

ここでは、先ほど作成した「A プロジェクトの進捗管理」(案件管理リスト テンプレートから作成)に列を追加する

方法を説明します。 

1. Web ブラウザーで[A プロジェクト進捗管理]を

表示し、[リストツール]バーの[リスト]タブをクリッ

クします。  

2. リボン メニューの[ビューの管理]グループにある

をクリックします。 

 

3. 列名を入力し、列の種類を選択します。ここで

は列名に「予算」、列の種類に 「通貨」 を選

択しています。 
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4. 画面を下部までスクロールし、[OK]をクリックし

ます。 

 

 

3. 「予算」 という列が追加されたことが確認できま

す。 

 

 カスタム リストを作成してカスタマイズする 

カスタム リストを作成します。カスタム リストには既定では「タイトル」列のみが用意されているだけであるため、

必要な列をユーザー自身が自由に定義して利用できます。ここでは営業成績を登録するカスタム リストを作

成します。 

1. Web ブラウザーを使用して、新規にリストを

作成したい SharePoint サイトにアクセス

し、[サイトの操作]-[その他のオプション] を

クリックします。 

 

2. 画面左側にあるフィルター カテゴリから 「リス

ト」 を選択します。 

 

3. リスト テンプレートを選択します。ここでは

「カスタム リスト」テンプレートを選択します。 
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4. 画面右側でリスト名を入力し、[作成] ボタ

ンをクリックします。ここでは、リスト名に ”営

業実績”と入力します。 

 

5. 新しく作成されたリストが表示されます。 

 

6. 既定の「タイトル」列を「事業部名」に変更す

るために、[リストツール] バーの [リスト] タ

ブをクリックします。  

7. リボンメニューの右端にある「設定」グループ

内の [リストの設定] リンクをクリックします。 

 

4. リストの設定ページが表示されます。列セク

ション内の [タイトル] リンクをクリックします。 

 

5. 名前と種類セクションにある列名を 「タイト

ル」 から 「事業部名」 に変更し、[OK] を

クリックします。 

 

リストの設定ページに戻ります。 

 

6. “タイトル” 列が “事業部名” 列に変更さ

れていることを確認します。 

 

7. 列セクション内の [列の作成] リンクをクリッ

クします。 
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8. 列名に 「金額」 と入力し、列の種類を 

「通貨」を選択し [OK] をクリックします。 

 

9. 再び、列セクション内の [列の作成] リンク

をクリックします。 

 

10. 列名に 「納品日」 と入力し、列の種類を 

「日付と時刻」を選択し [OK] をクリックし

ます。 

 

11. 画面左上部のナビゲーションに表示されてい

る 「営業実績」リンクをクリックし、営業実績

リストに戻ります。 

 

12. 列に添付ファイルのアイコンの他に、設定した

「事業部名」「金額」「納品日」の3つの列が

追加されています。 

 

 リストに新しいアイテムを追加する 

リストに新しいアイテムを作成して共有します。リスト内のアイテムには、ファイルや画像なの添付ファイルを追加

することも可能です。 

ここでは、前の手順で作成した「営業管理」リストに添付ファイルを含めてアイテムを新規に追加する方法を説

明します。 

1. 営業実績リストに表示されている [新しいアイ

テムの追加] リンクをクリックします。 

 

2.  [営業実績 - 新しいアイテム] ページが表示

されたら各項目を入力します。 

 

ここでは、事業部名に “生活用品事業部”、

金額に “8000000”、納品日に 

“2010/2/10” と入力します。 
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3. ファイル添付をする場合は、[ファイルの添付] 

メニューをクリックします。[参照]ボタンから添付

したいファイルを指定し、[OK] をクリックします。 

 

 

4. 添付されたファイル名が表示されます。[OK] 

をクリックし、リスト アイテムを登録します。 

 

 

5. リスト アイテムが登録されたことを確認します。 

 

 

 サイト列を作成する 

 リストの列はリスト固有の列です。従って、同じ列を他のリストでも利用する場合は、リストごとに同様に列定

義をする必要があります。このように同じ定義をリストごとに複数回実施しなくても済むように、サイト列が用意さ

れています。サイト列はあらかじめリストとは別にサイト単位で定義します。定義後は、必要に応じて同一サイト

またはサブサイトの複数のリストにサイト列を追加して利用できるようになります。 

 

 サイト列の定義はサイト間で継承されるため、サイト コレクションのトップレベルサイトで定義するとサイト コレク

ション全体のサイトで利用できるようになります。サブサイトで定義すると、定義したサイトおよび定義したサイトの

サブサイトでのみサイト列を利用できるようになります。 
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1. [サイトの操作]-[サイトの設定] をクリックしま

す。 

 

サイトの設定ページが表示されます。 

 

2. サイトの設定ページ内の 「ギャラリー」セクション

にある [サイト内イの列] リンクをクリックします。 

 

 

3. あらかじめ用意されているサイト列の一覧が表

示されます。 [作成] メニューをクリックします。 

 

4. 列名に 「承認者」、列の種類として 「一行テ

キスト」を選択します。画面をスクロールし、下

部にある [OK] をクリックします。 

 

新規に作成するサイト列は既定では「ユーザー

設定の列」グループに所属します。グループ名は

自由に指定できます。 

 

5. サイト列の一覧が表示されます。「ユーザー設

定の列」グループに “承認者” 列が新たに追

加されていることが確認できます。  

 サイト列をリストに追加する 

作成したサイト列を「営業実績」リストに追加します。 

 

1. Web ブラウザーを使用して、営業実績リストに

アクセスします。[リスト ツール]バーの[リスト] 

タブをクリックします。  
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2. リボンメニューの右端にある [リストの設定] メ

ニューをクリックします。 

 

3. 列セクションにある [サイト内の既存の列から追

加] リンクをクリックします。 

 

4.  [サイト内の列の選択元] から 「ユーザー設

定の列」を選択します。次に、[利用可能なサイ

ト内の列] として表示される 「承認者」を選択

し 、[ 追加> ] ボタンをクリックします。 [OK] 

をクリックします。 

 

  

5. サイト設定ページが表示されます。列のセクショ

ンに先ほど追加した「承認者」列が追加されて

いることが確認できます。  

 

ビューの作成 

 ビューはリスト内の列の表示方法を定義し、列のグループ化や列の値の集計、列の値によるフィルターなどが可

能です。リストには複数のビューを新規に追加できます。また、リスト テンプレートの種類によっては、既定でビュ

ーが複数用意されている場合もあります。 

 既定では次の 6 つの種類のビュー形式が用意されています。 

ビュー形式 説明 

標準ビュー Web ページにデータを表示します。表示スタイルのリストからスタイルを選択

できます。 

データシート ビュー 一括編集やカスタマイズに適した編集可能なスプレッドシート形式でデータ

を表示します。 

予定表ビュー 日単位、週単位、または月単位の予定表としてデータを表示します。 

ガント ビュー リスト アイテムをガント チャートで表示して、チームのタスクの進捗を時系列

のグラフで確認します。 

アクセス ビュー Microsoft Office Access を起動して、このリストに基づくフォームやレポー
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トを作成します。 

SharePoint Designer の

ユーザー設定ビュー 

SharePoint Designer を起動して、条件付き書式などの機能で個のリ

ストのビューを作成します。 

 なお、すべてのリストには、現在表示しているビューを「標準ビュー」と「データシートビュー」形式で表示する 2 つ

のメニューが既定で用意されています。このビュー表示を行うには、[リスト ツール] バーの [リスト] タブをクリッ

クします。[標準ビュー] をクリックするとリストの既定のビューが表示されます。[データシート ビュー] をクリックす

ると データシート ビュー形式で現在のビュー内のアイテムを表示します。 

 

 

 このような既定のビュー形式での表示機能を利用できる一方、リストに対して複数のビューを作成すると、ビュ

ーごとに表示したい列を選択したり、フィルター設定をしたり、並び替えやグループ化などを行ったりできるメリット

を享受できます。そのため必要に応じて、標準ビューやデータシート ビュー形式からも新規にビューを作成できる

ようになっています。ただし、ディスカッション掲示板の場合は、データシート ビュー形式での表示機能は利用で

きません。データシート ビューを使用したい場合は、新規にデータ シートビューを作成する必要があります。 

 

ここでは上記のビューのうち、最も多く利用される「標準ビュー」「データシート ビュー」「予定表ビュー」「ガント ビ

ュー」の 4 つについて説明します。 

 標準ビューの作成 

標準ビューを新規に作成する方法を説明します。ここでは、既に作成済みの「営業実績」リストに標準ビューを

追加します。 

1. Web ブラウザーで営業実績リストにアクセスし、

[リスト ツール] バーの [リスト] タブをクリックし

ます。  

2. リボン メニューの 「ビューの管理」 グループにあ

る [ビューの作成] メニューをクリックします。 

 

3. 「ビュー形式の選択] セクションから [標準ビュ

ー] リンクをクリックします。 
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4. 名前セクションでビュー名を 「集計」 とします。 

 

5. グループ化セクションを展開し、優先する列とし

て 「事業部名」「納品日」 を選択します。 

 

6. 集計セクションで 「金額」 の 「合計」 を選択

し、[OK] をクリックします。 

 

7. グループ化および集計の設定されたビューが作

成されました。 

 

リスト アイテムは事業部ごとにグループ化されて

表示されます。また、全事業部の合計金額が

表示されます。 

 

8. [ + ] マークをクリックして展開すると、納品日

別のグループが表示されます。 

 

また、事業部ごとの金額の合計が表示されてい

ることも確認できます。 

 

 

 データシート ビューの作成 

データシート ビューを新規に作成する方法を説明します。ここでは、既に作成済みの「営業実績」リストにデー

タシート ビューを追加します。 
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1. Web ブラウザーで 「営業実績」 リストにアク

セスし、[リスト ツール] バーの [リスト] タブを

クリックします。  

2. [ビューの作成] をクリックします。 

 

3. [ビュー形式の選択] セクションから [データシー

ト ビュー] リンクをクリックします。 

 

4. 名前セクションでビュー名を 「データシート ビュ

ー」 とします。必要に応じて列の追加や並び替

え、フィルターなどを行い、[OK] をクリックしま

す。 

 

 

5. データシート ビューが作成されます。 

 

6. データシート ビューは、Web ブラウザー上で 

Excel ワークシートに入力するような感覚で利

用できます。また、ソート機能なども利用できま

す。 

 

 予定表ビューの作成 

予定表ビューを新規に作成する方法を説明します。ここでは、チーム サイトに既定で作成される 「タスク」リス

トに予定表ビューを追加します。 
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1. Web ブラウザーで 「タスク」 リストにアクセス

し、[リスト ツール] バーの [リスト] タブをク

リックします。  

2. [ビューの作成] をクリックします。 

 

3. [ビュー形式の選択] セクションから [予定表

ビュー] リンクをクリックします。 

 

4. 名前セクションでビュー名を 「カレンダー表

示」 と入力します。 

 

必要に応じて列の追加や並び替え、フィルタ

ーなどを行えます。  

5. 時間間隔セクションで [開始] に 「開始日」

と [終了] に「期日」列を指定します。 

 

6. 予定表の列セクションで [月単位のビューの

タイトル] から [日単位のビューの小見出し] 

まですべて 「タイトル」 列を指定し、[OK]を

クリックします。 

 

7. 予定表ビューが作成されます。 
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8. 予定表ビューでは、リボン メニューに [予定

表ツール] バーが表示されるようになり、月単

位、週単位、日単位での表示を簡単に切り

替えて表示できます。 

 

 ガントビューの作成 

ガントビューを新規に作成する方法を説明します。ここでは、「タスク」リストにガントビューを追加します。 

1. Web ブラウザーで 「営業実績」 リストにアク

セスし、[リスト ツール] バーの [リスト] タブを

クリックします。  

2. [ビューの作成] をクリックします。 

 

3. [ビュー形式の選択] セクションから [ガント ビ

ュー] リンクをクリックします。 

 

4. 名前セクションでビュー名を 「ガントビュー」 と

入力します。 

 

必要に応じて列の追加や並び替え、フィルター

などを行います。 

 

5. ガント列セクションで [タイトル] に 「タイトル」

列、[開始日] に 「開始日」列、[期日] に 

「期日」列、[達成度] に 「達成度」列、[先

行タスク] に 「先行タスク」列を指定し、画面

上部または下部に表示される [OK] をクリック

します。 
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6. データシート ビューが作成されます。 
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1.5 Office 2010 との連携 

Word 2010 や PowerPoint 2010 は SharePoint 2010 上のドキュメント ライブラリーでファイルを共有

することで、複数ユーザーから同時編集できるようになります。また、PowerPoint 2010 では、SharePoint 

ブロードキャスト サイトを利用することで、発表者のプレゼンテーション スライドを Web ブラウザーからリアルタ

イムに共有できるようになります。 

Word 2010 および PowerPoint 2010 の同時編集 

ドキュメント ライブラリーに保存されている Word 2010 や PowerPoint 2010 のファイルをチェックアウトせ

ずに直接、各アプリケーションで開くと、複数ユーザーから同時編集できるようになります。Word の場合は、段

落ごとに編集できるようになります。 

 

なお、Excel 2010は後述する Office Web Apps による Web ブラウザー上での編集を行っている場合に

限り複数ユーザーから同時編集できるようになり、逆に Word や PowerPoint は Web ブラウザー上から

編集する場合には同時編集できません。 

PowerPoint ブロードキャスト 

PowerPoint 2010 にはブロードキャスト機能が搭載されています。この機能を使うと、発表者のプレゼンテー
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ションの実行するスライドショー、複数の参会者は Web ブラウザー上でリアルタイムで閲覧することが可能になり

ます (※共有できるのはスライドのみであり、音声は配信されません。音声を含む、本格的なビデオ会議を行う

場合は Office Communications Server 2007 または Microsoft Live Meeting を利用することを

検討してください)。SharePoint 2010は PowerPoint 2010のブロードキャスト配信のためのホスト サーバ

ーとして利用できます。 

 

 ブロードキャストの配信用サイトの準備 

ブロードャスト配信を行うには PowerPointブロードキャスト サイトテンプレートからトップレベル サイトを作成す

る必要があります。このテンプレートはトップレベル サイトにのみ適用できるサイトテンプレートであるため、

SharePoint サーバーの管理者は新規にサイト コレクションを作成する必要があります。また、このホスト サイ

トはファーム内に 1 つのみ指定できます。 

 

なお、サーバーの管理者が、SharePoint ファーム構成ウィザードを実行している場合は、既定で次の場所に 

PowerPoint ブロードキャスト サイトが作成されます。 

 “ http://<サーバー名>/sites/broadcast” 

 

 PowerPoint 2010プロードキャスト配信の開始 

ブロード キャスト配信は PowerPoint 2010 を用いて発表するユーザーのローカル コンピュータ上から実行

できます。 
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1. ブロードキャスト配信する PowerPoint文書フ

ァイルを用意します。[スライドショー] タブにある 

[ブロードキャスト スライドショー] をクリックしま

す。  

2. ブロードキャスト スライドショーを開始するための

ウィザードが表示されます。 

[ブロードキャスト サービスの変更] ボタンをクリ

ックします。 

 

3. ブロードキャスト サービスの選択として [新しい

サービスの追加] をクリックします。 

 

4. ブロードキャスト サービスのアドレスとして、

「PowerPoint ブロードキャスト サイトテンプレ

ート」から作成した SharePoint サイトの URL

を指定し、[追加] ボタンをクリックします。 
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5. 追加したサービスを選択し、[ブロードキャストの

開始] ボタンをクリックします。これにより、プロー

ドキャスト配信の準備が行われます。 

 

6. ブロードキャストの準備が整うと、リンクが非表示

されます。このブロードキャストへの参加者に対

して、この URL を電子メール等で通知します。

参加者はこの URL にアクセスするだけでブロー

ドキャスト配信に参加できます。 

 

すぐにスライドショーをプロードキャスト配信する

場合は [スライドショーの開始] ボタンをクリック

します。 

 

 配信の終了 

1. ブロードキャスト配信を終了するには、全画面

表示になっている場合はEscキーを押下して全

画面表示を終了します。 

 

[ブロードキャストの終了] をクリックします。 

 

 

1.6 Office Web Apps 

Office Web Apps が SharePoint 2010 に展開されていると ユーザーはWord 2007/2010, Excel 

2007/2010, PowerPoint 2007/2010 および OneNote 2010 の Office アプリケーションで作成され

たファイルを SharePoint 上で共有することでWeb ブラウザーから閲覧および編集（※）できるようになりま
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す。Word, Excel , PowerPoint に関しては特別な操作をすることなく、任意のライブラリーにファイルを保存

するだけで、この機能を利用できます。OneNote の場合は、ノートブックをあらかじめ Web 上に保存するよう

指定する必要があります(文書管理の詳細については「3章 コンテンツ管理」を参照してください)。 

（※）Office 365 プラン K1、プラン E1 に含まれる SharePoint Online および、SharePoint Online プ

ラン 1 は、Web ブラウザーからの編集はご利用になれません。（閲覧はどのプランでも可能です） 

Word ファイルの共有 

Word 2010で作成したファイルはWebブラウザー上で表示および編集できます(Word 2007で作成した文

書ファイルは表示のみが可能です)。 

 表示 

1. 目的のドキュメントが格納されているライブラリー

にアクセスします。ドキュメントのドロップ ダウン 

メニューから [ブラウザーで表示] をクリックしま

す。 

 

2. Word ドキュメントがWeb ブラウザー上で表示

されます。 

Word文書内のキーワード検索なども可能で

す。 
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[検索結果] 

 

 編集 

Webブラウザー上からWord文書を編集モードで開くことで、編集できるようになります。ただし、Word文書に

変更履歴を記録するよう設定されている場合は、編集モードで開くことができないため注意してください(エラー

が表示されます)。 

1. Word文書をWeb ブラウザー上で表示してい

る状態から編集モードに切り替えることが可能

です。ツール バーにある [ブラウザーで編集] 

をクリックします。 

 

※なお、Word 文書を直接クライアント アプリ

ケーションとして起動する場合は [Word で開

く]をクリックします。 
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2. Word ドキュメントがWeb ブラウザー上で編集

可能な状態で表示されます。 

 

3. 任意の文書を編集したら、[ファイル] メニューか

ら [上書き保存] をクリックします。  

 

Excel ファイルの共有 

Excel 2010で作成した文書ファイルはWebブラウザー上で表示および編集できます(Excel 2007で作成し

た文書ファイルはWeb ブラウザー上での表示のみが可能です)。 

 表示 

1. 目的のドキュメントが格納されているライブラリー

にアクセスします。ドキュメントのドロップ ダウン 

メニューから [ブラウザーで表示] をクリックしま

す。 
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2. Excel ドキュメントがWebブラウザー上で表示

されます。 

 

 編集 

1. Excel文書をWeb ブラウザー上で表示してい

る状態から編集モードに切り替えることが可能

です。ツール バーにある [ブラウザーで編集] 

をクリックします。 

 

※なお、Excel 文書を直接クライアント アプリ

ケーションとして起動する場合は [Excel で開

く]をクリックします。 

 

2. Excel ドキュメントがWeb ブラウザー上で編集

可能な状態で表示されます。 

 

3. 編集モードでは、任意のシートを編集できます。

Excel2010 は Office Web Apps を利用

している場合に限り複数のユーザーから同時に  
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編集できます。Word とは異なり、更新結果

は自動的に保存されるため、明示的にファイル

を保存する必要はありません。 

 

なお、関数なども利用でき、入力支援機能とし

て関数候補の表示も可能です。 

[関数を入力] 

 

PowerPoint ファイルの共有 

PowerPoint 2010 で作成した文書ファイルは Web ブラウザー上で表示および編集できます(PowerPoint 

2007 で作成した文書ファイルはWeb ブラウザー上での表示のみ可能です)。 

 表示 

1. 目的のドキュメントが格納されているライブラリー

にアクセスします。ドキュメントのドロップ ダウン 

メニューから [ブラウザーで表示] をクリックしま

す。 

 

2. PowerPoint ドキュメントがWebブラウザー上

に表示されます。 

なお、ツールバーにある[スライドショーの開始] 

ボタンをクリックするとスライドショーが開始されま

す。 
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 編集 

1. PowerPoint 文書をWeb ブラウザー上で表

示している状態から編集モードに切り替えること

が可能です。ツール バーにある [ブラウザーで

編集] をクリックします。 

 

※なお、PowerPoint 文書を直接クライアント 

アプリケーションとして起動する場合は 

[PowerPoint で開く]をクリックします。 

 

2. PowerPoint ドキュメントがWeb ブラウザー上

で編集可能な状態で表示されます。 

PowerPoint の場合も Excel と同様に変

更すると直ぐに自動的に保存されます。従って、

明示的に保存する必要はありません。 

 

OneNote の共有 

OneNote 2010 で作成した文書はWeb ブラウザー上で表示および編集できます。 

 ネットワーク上へのノートブック共有 

OneNote を SharePoint上へ共有します。 
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1. OneNote を起動します。[ファイル] メニューか

ら [新規作成] をクリックします。 

 

ノートブックの保存先として [ネットワーク] を指

定します。さらに、ノートブックの名前を指定し、

ネットワーク上の保存先となる任意のライブラリ

ーを指定します。 

 

最後に [ノートブックの作成] ボタンをクリックし

ます。 

 

 

2. ノートブックが作成されるとリンクを電子メールで

送信するかどうか聞かれます。[リンクを子メール

で送信]または[送信しない]のいずれかを選択

します。 

 

ノートブックが作成されたら必要なページや項目

を用意して保存してから、OneNote を終了し

ます。 

 

 

 表示 

1. 目的のドキュメントが格納されているライブラリー

にアクセスします。ドキュメントのドロップ ダウン 

メニューから [ブラウザーで編集] をクリックしま

す。 

 

2. OneNote ノートブックがWeb ブラウザー上に

表示されます。 

 

 編集 

1. OneNote ノートブックをWeb ブラウザー上で

表示している状態から編集モードに切り替える

ことが可能です。ツール バーにある [ブラウザー
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で編集] をクリックします。 

 

※なお、OneNote 文書を直接クライアント 

アプリケーションとして起動する場合は 

[OneNote で開く]をクリックします。 

2. OneNote ノートブックがWeb ブラウザー上で

編集可能な状態で表示されます。 

OneNoteは複数ユーザーから同時に書き込

みが可能です。なお、入力結果は自動的に保

存されます。 

 

 

1.6 SharePoint Workspace 2010 との連携 

SharePoint Workspace 2010 は Groove 2007 の後継バージョンであり、オンラインおよびオフラインで

も利用できる情報共有ツールです。SharePoint Workspace では SharePoint 連携機能が強化されて

います。 

SharePoint Workspace 2010 では「ワークスペース」と呼ばれる領域を用いて情報共有を行います。ワー

クスペースでは、特定のユーザー間に限定して共有することが可能です。SharePoint Workspace のワークス

ペースには次の 3種類があります。 

 SharePoint ワークスペース 

SharePoint サイトのコピーをローカル  コンピューター上に作成します。オンラインの間は 

SharePoint サーバーと自動的に同期されます。 

 Groove ワークスペース 

SharePoint Workspace が持つ特有の共有ツールを使ってファイル共有や様々な情報共有を行

います。SharePoint Workspace では、オンラインの間に参加者全てのマシンに同じ情報が自動的

にコピーされるため、オフラインでも共有情報を利用できます。 

 共有フォルダー  

特定のローカル  フォルダーを SharePoint Workspace を使って共有します。共有相手も

SharePoint Workspace を持っている必要があります。 

 特に SharePoint ワークスペースを作成すると SharePoint サイトのコンテンツのコピーをローカル コンピュー

ター上に作成できるため、SharePoint コンテンツのオフライン利用が可能になります。とはいえ、サイト内のす
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べてのコンテンツをダウンロードするとなると容量によっては比較的時間が掛かるため、必要なライブラリーやリスト

のみを同期するように指定することなども可能です。 

SharePoint ワークスペースを作成する 

SharePoint ワークスペースの作成方法を説明します。なお、この手順では、SharePoint Workspace の

初期セットアップは終わっていることを前提とします。 

 SharePoint サイト単位で同期する 

1. SharePoint Workspace にダウンロードした

い SharePoint サイトにアクセスします。[サイト

の操作]-[SharePoint Workspace と同期] 

をクリックします。 

 

2. [コンピューターと同期します] ウィンドウが表示

されたら [OK] をクリックします。 

 

 

 

SharePoint Workspaceへと同期が始まりま

す。ただし、一部のリストは同期がサポートされ

ていないため注意してください。 
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3. 同期が終了したら、[ワークスペースを開く]をクリ

ックして、同期されたことを確認します。 

 

 

 

 リスト・ライブラリ単位で同期する 

オフラインで利用する目的でリストやライブラリー単位で同期することも可能です。 

1. SharePoint Workspace にダウ

ンロードしたい SharePoint サイト

のリストやライブラリアクセスします。 

リストまたはライブラリー タブにある 

[SharePoint Workspace と同

期] をクリックします。 
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1.7 多言語対応 

SharePoint 2010 は多言語に対応しています。なお、多言語対応にするためには、サーバー管理者は

SharePoint 2010 に対して必要な言語パックをインストールしておく必要があります。 

 

また、多言語対応の機能としてバリエーション機能があります。この機能を利用すると、複数の言語サイトで自

動的に同期をとることが可能になります。たとえば日本語と英語と中国語のサイトの 3 つのサイトがある場合に、

日本語のサイトなど 1 つのサイトをソースサイトとすることでソースサイトに新しいページが作成されると、自動的

に他の言語のサイトにも同一ページが作成されるようになります。コンテンツの内容はソース サイト (ソース バ

リエーション) の内容と同様であるため、適宜翻訳して展開します。なお、バリエーション機能を利用するには、

発行サイトである必要があります。 

 

 

 

[日本語サイトのWeb ページ : 複製元] 

 

[英語サイトのWeb ページ : 日本語サイトのページ内容がそのまま複製されている] 
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[中国語サイトのWeb ページ : 日本語サイトのページ内容がそのまま複製されている] 

 

言語の切り替えを有効にする 

言語パックがインストールされると、サイト単位で利用する言語を切り替えてアクセスできるようになります。後述

するバリエーション機能とは異なり、同一サイトを複数の言語で参照できます。 

 

1. 言語の切り替えを行いたいサイトにアクセスし、

[ サイトの操作 ] – [サイトの設定] をクリック

します。 
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2. [ サイトの管理 ] セクションにある [言語設

定] をクリックします。 

 

3. [ 第 2言語 ] を選択します。たとえば、日本

語環境に英語の言語パックをインストールして

利用する場合は、”英語” を選択します。ま

た、[翻訳の上書き] をするかどうかを指定しま

す。翻訳の上書きを許可することで、サイトのタ

イトルや説明、列名などを第2言語で設定でき

るようになり、言語を切り替えることで各言語の

表記にすることができます。 

 

指定が終わったら [OK] をクリックします。 

 

4. 言語設定が終わると、ログイン ユーザー名のド

ロップダウンメニューに、[表示言語の選択] メニ

ューが追加され、各言語に切り替えることができ

るようになります。 

 

なお、既定の言語は、Web ブラウザー既定の

言語設定が適用されます。たとえば、利用する

コンピュータの Web ブラウザー上の言語設定

が英語となっている場合は、自動的に英語に

切り替わるようになります。 

 

 

 

バリエーションを有効にする 

言語ごとに専用サイトを設ける場合は、バリエーション機能を利用できます。ここでは、事前に日本語環境に対

して英語の言語パックが適用されている前提で、バリエーションの構成方法を説明します。 

 

この手順を説明するために、あらかじめ http://sp2010/sites/mui/ という名前のサイトコレクションを用意

し、サブサイトとして http://sp2010/sites/mui/news/ に “SharePoint Server 発行機能” をアクテ

ィブ化したサイトを作成しています。 

http://sp2010/sites/mui/
http://sp2010/sites/mui/news/
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1. バリエーション機能を利用するトップレベル サイ

トにアクセスし、[サイトの操作]-[サイトの設定]

をクリックします。 

 

2. [サイト コレクションの管理] セクションにある 

[バリエーション] をクリックします。 

 

3. バリエーションの各種設定を行います。 

 

ここでは [バリエーションのホーム] にバリエーシ

ョンを設定するサイトの URL を指定します。こ

こでは、サブサイトとして作成している日本語サ

イトである “/news” を指定します。その他は

既定値のまま、[OK] をクリックします。  

4. [サイト コレクションの管理] セクションにある 

[バリエーション ラベル] をクリックします。 
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5. [新しいラベル] をクリックします。 

 

6. ラベルを定義します。 

 

ここではラベル名に “ja-jp” 、表示名に 

“Japanese”、 “サイトテンプレートの言語”お

よび “ロケール” を日本語にします。また、”階

層の作成” は既定値のままにします。 

 

7. [このバリエーションをソースバリエーションとして設

定する]チェック ボックスをオンにします。 

 

 

8. 右のウィンドウが表示されるので [OK] をクリッ

クします。 

 

9. [OK] をクリックします。 

 

10. 英語サイト用の設定を行うために、再び [新し

いラベル] をクリックします。 

 

11. ラベル名に “en-us”, 表示名に “English”、

サイトテンプレートの言語およびロケールに “英

語”を指定し [OK] をクリックします。 

 

12. [階層の作成] をクリックします。 
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13. 階層の作成がスケジュールされ、タイマージョブ

により、0:00-3:00 の間に階層が作成される

ことが確認できます。確認したら[OK]をクリック

します。 

 

なお、サーバーの管理者は、[サーバーの全体

管理]サイトから、タイマージョブを即時に実行す

ることも可能です。 

 

このジョブによって、0:00 ～ 3:00 時の間

に、/news/サイト以下に自動的に各言語で

発行サイトが作成されます。以降はソースバリエ

ーションとして指定したサイトで新規にWeb ペ

ージを作成すると自動的に (既定では 1時間

おき) 他の言語サイトに同様にページが作成さ

れ更新されるようになります。 
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1.8 SharePoint モバイル 

SharePoint 2010 では、既定でモバイル端末からアクセスするための URL が用意されています。モバイル端

末からモバイル用の URLにアクセスするには、各サイトの URLの後に “/?Mobile=1” を指定します。なお、

この URLは PC上のWeb ブラウザーからもアクセスして表示内容を確認できます。 

 

[PC用の URL アクセス] 

 

[モバイル用の URL アクセス]  

 

モバイル用の  URL からアクセスした場合でも、コンテンツや人の検索が可能です。Word, Excel, 

PowerPoint といった Office アプリケーション ファイルも閲覧できます。 

   

Office Mobile 2010 を利用することで、さらに強力に Office アプリケーションと連携させることも可能です。

詳細については次の URL を参照してください。 

 http://www.microsoft.com/windowsmobile/ja-jp/officemobile2010/ 
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1.9 Web Analytics レポート 

サイトの利用状況などの分析は、Web Analytics レポートを利用します。Web Analytics レポートでは、

サイト単位またはサイト コレクション単位で分析できます。 

（※）Office 365版 SharePoint Online では、Web Analyticsはサポート対象外になります。 

 

サイトのWeb Analytics レポート 

サイトの Web Analytics レポートにアクセスします。サイトの Web Analytics レポートでは、トラフィックとイ

ンベントリを確認できます。 

1. [サイトの操作] – [サイトの設定] をクリックし

ます。 

 

2. [サイトの管理] セクションにある [サイトの 

Web Analytics レポート] をクリックします。 

 

3. [要約] ページでは、ページビューやインベント

リ情報が確認できます。 
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4. たとえば、ページビューを分析する場合は、トラ

フィック セクションのリンクを利用します。 

 

5. ここでは、[ページビューの数] ページにアクセ

スしてみます。 

 

ページビューの数がグラフで表示されます。 

 

6. [分析] タブをクリックすると、集計期間として

前日、過去7日間、過去30日間、その他な

どが選択でき、レポートをエクスポートしたり、

定期的にレポートを電子メールで送信するよう

にワークフローを構成したりすることなどが可能

です。 

 

サイト コレクションのWeb Analytics レポート 

サイト コレクションのWeb Analytics レポートでは、トラフィック、検索、インベントリを確認できます。 



Microsoft SharePoint 2010 機能評価ガイド エンドユーザー機能編（SharePoint Online対応版） 

第 1章 ポータル 

 

 76 / 77 

 

1. [サイトの操作] – [サイトの設定] をクリックし

ます。 

 

2. [サイトの管理] セクションから [サイト コレク

ションのWeb Analytics レポート] をクリック

します。 
 

3. [要約] ページでは、サイト コレクション 全体

としてのトラフィック、検索、インベントリの概況

を確認できます。 

 

4. 右図ではサイト コレクション全体のページビュ

ーを表示しています。 

 

[分析] タブで、集計期間、エクスポート、ワー

クフローなどが構成できるのは、サイトの Web 

Analytics と同様です。 

 

Web Analytics Web パーツ 

この Web パーツを任意のサイトに追加することで、サイトの利用状況などをユーザーも常に目にすることができ
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るようになります。この Web パーツの詳細については「付録: Web パーツ一覧」を参照してください。 

 

 


