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第2章 ソーシャル ネットワーク 

SharePoint 2010 では豊富なソーシャル ネットワーク機能を備えています。 

2.1 個人用サイト 

個人用サイトは、ユーザー自身が個人として利用できるサイトです。（※） 

個人用サイトにアクセスする 

1. 個人用サイトへアクセスするには、画面右上の

ログイン ユーザー名をクリックし、ドロップダウンメ

ニューから [個人用サイト] または [個人用プ

ロファイル] をクリックします。 

 

2. 個人用サイトが表示されます。 

※右画面は、”個人用プロファイル” ページを表

示しています。 

 

 

個人用サイトには 3 つのページがあります。 

ページの説明 ページの画面 

[個人用プロファイル] ページ 

 

このページでは、個人プロファイルの編集や組

織情報、最近実行した処理などを見ることがで

きます。なお、このサイトは他のユーザーからも

閲覧できます。 
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[個人用コンテンツ] ページ 

 

共有ドキュメントや個人ドキュメントなどを格納

します。 

※初回アクセス時にライブラリーなどが作成され

ます。 

 

 

[個人用ネットワーク] ページ 

 

仕事仲間として登録したメンバーの最新動向

を追跡します。 

 

（※）Office 365 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,K2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 ページの利用 

個人用プロファイルページでは、ステータス メッ

セージを入力できます。入力したメッセージは、

仕事仲間として登録されているメンバーの個人

用サイトのアクティビティ フィードに表示されま

す。 

 

自己紹介や連絡先などの個人のプロファイルを

編集できます。 
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自己紹介では、現在の職務内容などを記載

します。 

 

 

また、画像を差し替えることが可能です。 

（※１） 

 

その他、職責にキーワードを指定すると、このキ

ーワードのエキスパートとして他のユーザーから

認識されます。 

 

その他、スキルや趣味などを入力します。なお、

スキルなど一部のプロファイル情報は、どのメン

バーにまで公開するかを指定できるようになって

います。 

 

[概要] タブでは、プロファイルの職責に設定し

たキーワードが専門知識として公開されます。

これは”ひと”の検索を行う際のキーワードとして

利用できます。 

 

そのほか、”最近のアクティビティ" に最近実行

したタグやコメントの追加、プロファイルの更新

などの処理や、個人用組織図などが表示され

ます。 

 

なお、自分との共通点は、他のユーザーの個

人用サイトを参照したさいに、自分と他のユー

ザーとの共通点が表示されます。 
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[組織]タブには、「組織のブラウザー」Web パ

ーツが配置されています。この組織情報は、

ユーザープロファイルから生成されており、既定

では Silverlight を用いて表示されます。

（※２）この既定の  Silverlight ビュー

は、特定のユーザーを中心に表示されるよう

になっており、上長または部下、同僚といった

上下左右の関係をスクロール表示できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、組織のブラウザー  Web パーツには

HTML ビューも存在しています。このビューで、

人を中心に階層構造で表示できるようになっ

ています。 

 

 

[コンテンツ] タブでは、個人用コンテンツで共

有されているドキュメントが表示されます(※自

分のユーザーが個人用サイトにアクセスした場

合は、個人用ドキュメントに格納されているド

キュメントは表示されません)。 

 

また、最新のブログの投稿も表示されます。 

 

 

[タグとメモ] タブでは、ユーザーが設定したタグ

を元に、ドキュメントやメモの情報を絞り込んで

表示できます。 
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[仕事仲間] タブでは、仕事仲間の追加や編

集、削除などができます。仕事仲間として登録

しておくと、他のメンバーの連絡先の更新情報

やドキュメントへのタグ付けなどの情報を追跡で

きます。 

 

[メンバーシップ] タブではユーザーが所属する

SharePoint グループのうち、配布リストとして

構成されている場合に、アクセス権限を設定さ

れたサイトが表示されます。(※3) 

 

 

(※１)Office 365(SharePoint Online)の既定の設定では、画像の編集が表示されていないことがありま

す。その場合、以下のように設定をしてください。 

 

１．SharePoint Online の管理センター（https://設定ドメイン名-admin.sharepoint.com/）より、

[ユーザープロファイルの管理]をクリックします。 

 

 

２．表示された画面から、[ひと]-[ユーザープロパティの管理]をクリックします。 
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3.  ユーザープロパティの管理にある[基本情報]-[画像]にある▼をクリックするとドロップダウンが表示されるの

で、編集をクリックします。 

 

 

4.  ユーザープロファイルプロパティの編集画面にある[設定の編集]を[ユーザーにこのプロパティの値の編集を

許可する]に変更します。 

 

 

 

(※２)Office 365（SharePoint Online）で Active Directory との同期を行っていない場合、組織の

情報はユーザープロファイルの上司設定に依存します。既定では上司設定はユーザープロファイルの編集で設

定することができませんが、(※１)と同様の設定で上司の編集を許可することで可能になります。 

 

(※３)Office 365（SharePoint Online）では、メンバーシップタブは空白になることがあります。 

http://community.office365.com/en-us/w/release-notes/327.aspx 

 

http://community.office365.com/en-us/w/release-notes/327.aspx
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2.2 タグ、タグ クラウド 

SharePoint では、情報を分類する方法としてタクソノミーとフォークソノミーの 2 種類をサポートしています。フ

ォークソノミーは、ユーザーが関心のある情報に対して、自由に複数のタグを設定して分類する方法です。一方

のタクソノミーはあらかじめ利用できるタグを決めておき、ユーザーはその中から適切なタグを選択して分類する

方法です。SharePoint 上でタクソノミーを利用するには、管理メタデータを利用する必要があります。管理メ

タデータの詳細については「第 3章 コンテンツ管理」で説明します。ここでは、フォークソノミーとしてのタグの利用

方法を説明します。（※） 

（※）Office 365 プラン P1 では、ご利用になれません。 

お気に入り / タグとメモ 

個人用サイトを持つ SharePoint のユーザーは、SharePoint 上のあらゆるコンテンツとインターネット上のコ

ンテンツに対して自由にタグを設定できるようになっています。タグを設定すると、SharePoint 上ではタグを格

納するデータ領域に「”誰が” “どのコンテンツ” に対してタグを追加したか」という情報を記録していきます。その

ため、タグを追加すると各ユーザーの個人用サイトに追加したタグの一覧が表示されるようになります。 

 

タグは興味のある情報を分類するためのものですが、タグ以外にメモを残すことも可能です。メモも 

SharePoint 上の情報および SharePoint 以外の情報に対して追加できます。メモの内容も個人用サイト

に表示されますが、他のユーザーと共有することも可能です。 

 タグやメモの追加 (SharePoint サイト) 

各サイトを表示すると既定で画面の右上に、「お気に入り」および「タグとメモ」が表示されます。 

 

「お気に入り」をクリックするとサイトの URL に対して “お気に入り” というタグが追加されます。その他のタグを追

加したい場合は、「タグとメモ」をクリックします。 
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表示される “個人用タグ” はユーザーごとに表示されるものです。任意のタグを入力し、[保存] ボタンをクリッ

クすると、タグが追加されます。他のユーザーが追加したタグも画面下部に表示されるため、他のユーザーが使

用している気になるタグがあれば、クリックして追加します。 

 

また、タグを入力する場合、入力した内容と近いタグを誰かが既に利用していた場合はタグの候補が表示され

ます。 

 (候補の表示) 

もちろん、必ずしも候補から選ぶ必要はありませんが、候補から選択すると、同じタグを他のユーザーが利用した

場合に追跡できるようになる利点があります。 

 

[メモ掲示板] タブをクリックするとメモを残すことができます。自分用のメモとして利用する以外にも、他のユーザ

ーとも共有できるため、フィードバックなどを残しておくことにも利用できます。 

 

 タグやメモの追加 (SharePoint リスト、ライブラリー、アイテム) 

SharePoint のリスト、ライブラリーやアイテム単位でタグやメモを追加することも可能です。リストやライブラリー

ページを表示すると画面右上に “お気に入り” および “タグとメモ” が表示されるためここから追加します。アイ

テム単位で追加する場合は、アイテムを選択すると画面右上に“お気に入り” および “タグとメモ” が表示され

ます。 
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 タグやメモの追加 (外部サイト) 

 

SharePoint サイト以外のサイトにもタグやメモを追加することが可能です。 

 

新規にタグを追加する際に、タグの入力画面の下部に “このリンクを右クリックするか、ブラウザーのお気に入り

やブックマークにドラッグ アンド ドロップして、外部サイトにタグを付けます” というリンクが表示されます。 

 

この部分は JavaScript になっており、Internet Explorer のお気に入りやその他の Web ブラウザーのブ

ックマークとして追加できます。既定では “タグとメモ掲示板” という名前でお気に入りに追加されます。 

 

SharePoint 以外のサイトにアクセスした際に、タグやメモを追加したい場合は、対象となるページを表示した

状態で、登録したブックマークをクリックすると SharePoint のタグとメモの追加画面が表示されるため、タグや

メモを追加します。これにより、個人用サイトにタグとタグの追加対象となった URL が登録されるようになります。 

タグ クラウド 

追加したタグは、個人用サイトに用意されているタグ クラウドに表示されます。最も頻繁に利用されるタグが大

きな文字で表現されます。なお、タグ クラウドは Web パーツとなっているため、任意のWebサイト上に配置し
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ておくことも可能です。 

 

タグのプロファイル 

タグ クラウドからキーワードとなるタグを選択すると、画面の右側にこれまでのアクティビティが選択したキーワード

のみフィルタ表示されます。アクティビティには、キーワードを設定したコンテンツの URL とタグ が表示されますが、

タグ部分もリンクになっており、クリックすると “タグ プロファイル” ページにジャンプします。 
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各タグはこのようにタグ プロファイルと呼ばれるページを持ちます。タグ プロファイルでは、同じタグが追加されたア

イテムの一覧やアイテムを追加したユーザーが表示できます。 

 

また、このタグを個人用サイトで追跡したい場合は、 “個人用ニュースフィードでタグをサラッキング” をクリックす

ると個人用プロファイルの興味に指定したタグがキーワードとして追加されます。また “個人用プロファイルのに 

[得意分野] に追加 “をクリックすると、個人用プロファイルの得意分野に指定したタグがキーワードとして追加

されます。 

 

そのほかにも、このタグで検索を行ったり、メモ掲示板にメモを残しておくことなどが可能です。 

 

なお、タグ プロファイルは、”タグとメモ” で推奨タグとして表示されているキーワードをクリックして、アクセスするこ

とも可能です。 
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2.3 評価 

リストやライブラリーでは、五つ星によるコンテンツ評価ができるようになっています。評価値はユーザーごとに管

理されているため、他の人の採点結果を見るだけでなく自己評価を送信できます。表示されている値は、送

信された評価の平均値です。 

（※）Office 365 プラン P1 では、評価はご利用になれません。 

評価の設定 

リストやライブラリーに評価列を表示するには、評価の設定が必要です。 

1. 評価列を表示したいライブラリーにアクセスし、

[ライプラリ] タブの [ライブラリーの設定] をク

リックします。  

2. [全般設定] セクションにある [評価の設定] 

をクリックします。 

 

3. 評価の設定を “はい” に設定し、[OK] をク

リックします。これにより、既定のビューに評価

列が追加されるようになります。 

 

評価の利用 

コンテンツへの評価は簡単です。評価したい値の数だけ★を選択します。評価した情報は、個人用サイトのアク

ティビティ としても記録されます。 
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2.4 Wiki ページとエンタープライズ Wiki 

SharePoint 2010 では、「Wiki ページのホームページ」サイト機能をアクティブ化すればどのサイトでもコンテ

ンツ ページ(Wiki ページ)が作成できるようになっています。 

Wiki ページ 

「Wiki ページのホーム ページ」がアクティブ化されると、コンテンツ ページを一元管理するための「サイトのペー

ジ ライブラリー」が作成されます。 

 SharePoint の Wiki ページでは、自由にレイアウトできたり、Web パーツが配置できたりする以外にも、素

早くハイパーリンクを作成することができます。ハイパーリンクは、リンクさせたいキーワードを “[[“ と ”]]” で囲

むだけです。キーワードで指定したものと同じ名前のページファイルが「サイトのページ ライブラリー」に格納され

ている場合は、自動的にリンクされます。また、もし同名のページファイルが存在しない場合は、キーワードに下

線が表示されます。 

 

 

この下線のリンクをクリックすると、キーワードと同じ名前のページが作成され、リンクが自動的に設定されます。

たとえば、上図の “SharePoint” というリンクをクリックすると次のようなダイアログが表示されます。 

 

[OK]をクリックすると、”SharePoint.aspx” という名前のコンテンツ ページが新たに作成されます。なお、コ

ンテンツ ページへのリンク以外にも次のようなキーワードが使用できます。 

キーワード指定 説明 

[[List: <リスト名>]] 同一サイト内のリストへのリンクが自動的に作成されます 

[[List:<リスト名>/<アイテム名のタイトル列

>]] 

同一サイト内のリストアイテムへのリンクが自動的に作成さ

れます。 
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ページを参照しているリンク一覧を表示する 

1. [ページ] タブをクリックし、[受信リンク]をクリッ

クします。 

 

2. 参照元リンクの一覧が表示されます。 

 

編集履歴を見る 

1. [ページ] タブをクリックし、[他のバージョン]を

クリックします。 

 

2. 過去の編集履歴が確認できます。 

 

エンタープライズ Wiki 

エンタープライズ Wiki は発行ページ レイアウトのテンプレートの一つです。このページテンプレートを利用すると、
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通常の Wiki ページと異なり、既定で、Wiki ページ上に評価やタグ (用語セット) が設定できるようになります

(※用語セットは第 3 章 コンテンツ管理で説明します)。 

 

サイト テンプレートの 1つである [エンタープライズ Wiki] サイトテンプレートからサイトを作成すると、既定でエ

ンタープライズ Wiki ページが利用できるようになります。 
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2.5 ブログ 

ブログは、社内の情報共有ツールとして利用できます。SharePoint では、ブログのサイト テンプレートを持っ

ており、組織または個人のブログ サイトを構築できます。 

ブログ サイトを作成する 

部門などでブログ サイトを構築する際の作成する手順を説明します。 

1. [サイトの操作] – [サイトの作成] をクリックし

ます。 

 

2. [ブログ] サイトテンプレートを選択し、サイト

名を指定したら [作成] ボタンをクリックしま

す。 

 

3. ブログ サイトができました。 

 

個人用ブログを作成する 

個人用サイトにもブログを構築できます。 
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1. [個人用サイト]にアクセスし、[個人用コンテン

ツ] ページにアクセスします。[ブログの作成]リ

ンクをクリックします。 

 

2. ブログ サイトができました。 

 

ブログに記事を投稿する 

1. ブログサイトにアクセスし、[投稿の作成]をクリ

ックします。 
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2. タイトル、本文など記事を書きます。記事はリ

ッチテキストとなっており、画像の添付やリンク

の挿入なども可能です。カテゴリおよび発効日

を指定し、[発行]をクリックします。 

 

※すぐに発行しない場合は [下書きとして保

存] をクリックします。 

 

3. 新しい記事が投稿できました。 

 

 


