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第3章 コンテンツ管理 

SharePoint 2010 では、文書管理だけでなく、デジタル コンテンツ管理などのコンテンツ管理機能が強化さ

れています。 

3.1 ドキュメント ライブラリの基本的な使い方 

ドキュメント ライブラリの概要 

ドキュメント ライブラリはリストの一種であり、様々なファイルの共有場所です。たとえば、文書ファイルの世代

(版)管理機能としてバージョン管理機能があります。この機能はユーザーが手軽に利用できるドキュメントのバッ

クアップとして利用でき、必要に応じて手軽に数世代前の文書の状態に復元することが可能です。 

 ドキュメント ライブラリの作成 

ドキュメント ライブラリはテンプレートから作成します。SharePoint 2010 には次のビルトイン テンプレートがあ

ります。 

テンプレート名 説明 備考 

Wiki ページ ライブラリ Wiki ページを管理します。  

スライド ライブラリ PowerPoint のスライドを共有します。  

データ接続ライブラリ 

（※） 

外部データ接続ファイル(*.odc など)を

管理します。 

「 SharePoint Server 

Enterprise サイト機能」がアク

ティブになっている必要がありま

す。 

ドキュメント ライブラリ 文書共有を行うための標準的なテンプレ

ートです。 

 

フォーム ライブラリ InfoPath フォームを共有します。  

メディア ライブラリ イメージ、オーディオ、ビデオなどのリッチ メ

ディア資産を共有、参照、管理します。 

 

レポート ライブラリ 測定基準、目標、ビジネス インテリジェン

ス情報を追跡する Web ページやドキュメ

ントを管理します。 

「 SharePoint Server 

Enterprise サイト機能」がアク

ティブになっている必要がありま

す。 

画像ライブラリ 画像ファイルを共有します。  

翻訳管理ライブラリ 複数の言語のドキュメントを作成して、翻

訳タスクを管理できる翻訳管理ライブラリ

を作成します。 

既定では利用できません。サーバ

ー管理者が stsadm.exe を用

いてこの機能をアクティブ化する

必要があります。 

（※）Office 365（SharePoint Online）ではサポート外です。（2011年 8月現在） 

本資料では、特に断りがない限りドキュメント ライブラリを中心にドキュメント管理機能について説明します。 
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ドキュメント ライブラリの作成手順は次の通りです。 

1. 目的の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” ウィンドウが表示されます。ここでは、

名前に “共有資料” 、説明に “資料の共有

場所です” と入力し、[作成] ボタンをクリック

します。 

 

3. 新しいく作成されたライブラリが表示されます。 

 

 

 ドキュメント ライブラリの削除 

1. ライブラリを表示し、リボン メニューの[ライブラ

リ] タブをクリックし、[ライブラリの設定] をクリッ

クします。 

 

 

2. “ 権限と管理” セクションにある [このドキュメ

ント ライブラリの削除] をクリックします。 

 

3. 右図のように “削除しようとしているライブラリが

ごみ箱に移動される” ことを知らせる旨のメッセ

ージが表示されたら [OK] をクリックします。 
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以上でライブラリが削除されます。なお、ライブ

ラリはごみ箱に移動し既定では 30 日間保管

されているため、削除後 30日以内であれば、

ごみ箱から復元できます。 

 

 ドキュメント ライブラリへの既存ファイルのアップロード 

ドキュメント ライブラリに対して既存のファイルをアップロードする方法を説明します。 

1. ドキュメント ライブラリにアクセスします。[ドキュ

メント] タブをクリックし、[ドキュメントのアップロ

ード] をクリックします。 

 

単一ファイルのアップロードの場合は「ドキュメン

トのアップロード」を、また複数のファイルを同時

にアップロードする場合は「複数のドキュメント

のアップロード」をクリックします。 

 

ここでは “複数ドキュメントのアップロード”をクリ

ックします。 

 

2. ドキュメントのアップロード ウィンドウにアップロー

ドしたいドキュメントをドラッグアンドドロップで追

加し [OK] をクリックするとアップロードを開始

します。 

 

※ドラッグアンドドロップでファイルの追加を行え

るのは、クライアント環境に Office 2010 がイ

ンストールされている場合のみです。 

 

※SharePoint サイトは既定では一度にアッ

プロードできるファイルの合計サイズは50MBま

でです。（システム設定で拡張することも可能

です。） 
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3. アップロードが完了したら [完了] ボタンをクリ

ックします。 

 

4. ファイルがアップロードされたことが確認できま

す。 

 

 ドキュメントの削除 

1. ライブラリを表示します。削除したいドキュメント

のチェックボックスをオンにし(複数選択可能)、

[ドキュメント] タブにある [ドキュメントの削

除] をクリックします。 

 
 

2. 右図のダイアログが表示されたら[OK]をクリック

します。 

 

3. 削除されたことを確認します。 

 

バージョン管理 

ドキュメント ライブラリではファイル単位でのバージョン管理が可能です。ドキュメント ライブラリは既定では、バー

ジョン管理は有効になっていません。必要に応じてバージョン管理を構成する必要があります。 
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バージョン管理を行う際には、編集中に他のユーザーに上書きされないようにする排他制御を行うことができま

す (※Word 2010や PowerPoint 2010 アプリケーションで作成したファイルを SharePoint 2010 のラ

イブラリー上で共有している場合、排他制御を行わずに複数のユーザーがファイルを開くことで同時編集をする

ことは可能です)。 これから文書を編集したいユーザーはドキュメントをチェック アウト (貸し出し) してから編

集を始めます。チェックアウトされているドキュメントは他のユーザーから上書きすることはできません。ドキュメント

の編集が終わったら速やかにドキュメントをチェックインし、マイナーバージョンを新しく取得するのか、メジャーバー

ジョンを発行するのかを指定します。 

 

バージョン管理を有効にする際に、”承認が必要” オプションを選択すると、マイナーバージョンおよびメジャーバ

ージョンであっても承認が行われない限り、編集者とドキュメントに対して承認権限またはフルコントロールを持つ

ユーザーのみに文書が公開できるようになります。 

 

一般的なバージョン管理の流れ(承認を有効にした例)は次の通りです。 

1. マイナーバージョンを複数作成し文書を推敲する。 

2. 完成した文書を公開するためにメジャーバージョンを付与し発行する。 

3. (承認を有効にしている場合) メジャーバージョンを承認する。 

 バージョン管理を有効にする 

1. ドキュメント ライブラリにアクセスします。[ライブ

ラリ] タブをクリックし、[ライブラリの設定] をク

リックします。 

 
 

2. “全般設定” セクションにある [バージョン管

理] をクリックします。 

 

3. バージョン管理に関する各種設定を行いま

す。 

 

ここでは、[送信されたアイテムに対して承認を

必須にする]を ”はい” にします。また、[メジャ

ーとマイナー(下書き)バージョンを作成する]を

選択し、保存するバージョンの数をそれぞれメ

ジャー バージョンを “3” 、メジャーバージョン

の下書きを “3” と指定します。[下書きアイテ
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ムのセキュリティ]は “アイテムの作成者および

アイテムを承認できるユーザー] を選択し、[ド

キュメントを編集する前に必ずチェック アウトす

る] を “はい” にします。 

 

[OK] をクリックします。 

 複数バージョンを保存する 

バージョン管理を有効にしたライブリにドキュメントを作成し、複数のバージョンを作成します。 

1. ドキュメント ライブラリにアクセスし、任意の

Office アプリケーション ファイルをアップロード

しておきます。アップロードしたファイルは既定で

は 0.1 パージョン(下書き)となります。 

 

ここでは PowerPoint ファイルをアップロード

しています。 

 

フ ァ イ ル の ド ロ ッ プ ダ ウ ン メ ニ ュ ー か ら 

[PowerPoint で編集] をクリックします。 

 

PowerPoint を起動すると、直接文書が自

動的にチェック アウトします(これは先ほどの順

で強制チェック アウト設定をしたため)。 

 

2. PowerPoint 2010 が起動します。スライド

を編集します。 

 

編集が終わったら、[ファイル] メニュー開き 

[情報] タブから [チェックイン] ボタンをクリッ

クします。  

3. チェックイン バージョンの種類を指定し、必要

に応じてコメントします。 

 

ここでは、”0.2 マイナーバージョン” を選択し、

[OK] をクリックします。 

 

以上のようにチェックアウトとチェックインを繰り返
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しながら複数のバージョンを作成することが可

能です。 

 メジャーバージョンを発行する 

1. ドキュメント ライブラリにアクセスし、ドキュメント

のドロップダウン メニューから[メジャーバージョン

の発行] をクリックします。 

 

 

2. コメントを任意で指定し、[OK] をクリックしま

す。 

 

3. ドキュメントの [承認の状態]列に 

 “承認待ち” と表示されます。  

4. ドキュメントのドロップ ダウン メニューから  

[承認/却下] をクリックします。 

 

※本来、承認や却下を行えるのは、このライブ

ラリに対してフルコントロールまたは承認のアクセ

ス許可レベルが割り当てられている 

ユーザーです。 
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5. [承認] を選択し [OK] をクリックします。 

 

6. [承認の状態]列が “承認済み” に変更され

たことを確認します。 

 

 バージョン履歴を確認する 

1. ドキュメント ライブラリにアクセスします。バージ

ョン履歴を確認したいドキュメントを選択し、[ド

キュメント] タブの [バージョン履歴] をクリック

します。 

 

 

2. バージョン履歴を確認できます。 

 

 古いバージョンを復元する 

1. ドキュメント ライブラリにアクセスし、目的のドキ

ュメントをチェックアウトします。 
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2. 右図のダイアログが表示されたら[OK]をクリック

します。 

 

3. [ドキュメント] タブの [バージョン履歴] をクリ

ックします。 

 

4. バージョン履歴を確認し、復元したいバージョン

のドロップダウンメニューから[復元]をクリックしま

す。 

 

5. 右図のダイアログが表示されたら [OK] をクリ

ックします。 

 

6. チェックアウト時に作成されたマイナーバージョン

が古いバージョンのものと置き換わったことが確

認できます。 

 

コンテンツ タイプ 

コンテンツ タイプは、リストやライブラリのアイテムに対して関連するメタデータ(付加情報)などをグループ化したも

のです。コンテンツ タイプには次の情報を含めることが可能です。 

 

・ドキュメント テンプレート 

・サイト列 



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 3章 コンテンツ管理 

 14 / 50 

 

・ワークフロー 

・情報管理ポリシー 

 

同様の情報はリストやライブラリ単位でも設定できますが、この場合、メタデータなどの情報はデータの格納場所

に強く依存することになります。たとえば、複数のドキュメント ライブラリに全く同じ列や情報管理ポリシーを持た

せたい場合には同じ設定を複数回行わなければならないことになります。しかし、コンテンツ タイプはリストやライ

ブラリとは独立して構成できるため、必要に応じて 1 つのコンテンツ タイプを複数のライブラリに関連付けて利用

することが可能です。このため、コンテンツ タイプを利用することでデータの格納場所に依存せずに「管理したい

情報」をまとめておくことができ、どこのライブラリに格納するファイルであっても常に共通のメタデータを持たせるとい

ったことも容易に行えます。 

 コンテンツ タイプの作成 

1. [サイトの操作]-[サイトの設定] をクリックしま

す。 

 

2. [ギャラリー] セクションにある [サイト コンテン

ツ タイプ] をクリックします。 

 

3. [作成] をクリックします。 
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4. コンテンツ タイプを定義します。 

 

ここでは、名前に “休暇申請”、説明に “休

暇申請書”、親コンテンツ タイプの選択元に 

“ドキュメント コンテンツ タイプ”、親コンテンツ 

タイプに “ドキュメント” を指定します。また、

新しいグループを指定し、”各種申請書” と指

定します。 

 

[OK] をクリックします。 

 

5. [サイト内の新しい列から追加] をクリックしま

す。 

 

6. 列名に “休暇の種類” と指定し、列の種類と

して[選択肢]を指定します。 

 

7. 選択肢の項目に次のように入力し、[OK] を

クリックします。 

 

・振替休暇 

・有給休暇 

・傷病休暇 

・育児休暇 
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 ライブラリへの追加 

1. コンテンツ タイプを追加するライブラリにアクセス

します。[ライブラリ] タブから [ライブラリの設

定] をクリックします。 

 

2. [全般設定] の [詳細設定] をクリックしま

す。 

 

3. [コンテンツ タイプの管理を許可する] を  

“はい” にし [OK] をクリックします。 

 

4. [コンテンツ タイプ] セクションから [既存のサ

イト コンテンツ タイプから追加] をクリックしま

す。 

 

5. [サイト コンテンツ タイプの選択元] から “各

種申請書” を指定し、[休暇申請] を追加

し、[OK] をクリックします。 

 

以上でコンテンツ タイプの追加は終わりです。 

 

6. ドキュメント ライブラリの [新しいドキュメント] 

メニューに追加した “休暇申請書” テンプレー

トが表示されることを確認します。 
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ドキュメント情報パネル 

Office 2007 および Office 2010 アプリケーションでは、SharePoint 上に格納されたドキュメントに付与

されるカスタム プロパティは、ドキュメント情報パネルから操作できます。 

 

 Word 2007 および Word 2010  

Word 2007 および Word 2010 では、ドキュメントのプロパティをドキュメント内に挿入する「クイックパーツ」

機能が搭載されています。この機能を使うことにより、ユーザーは文書を完成させるとプロパティにも適切な値が

格納されるというメリットを得ることができます(プロパティが適切に格納されると、あとから文書を分類したり検索

したりする際に有用です)。クイックパーツは、Word の[挿入]タブにあります。 

 

なお、ドキュメント情報パネルは InfoPath 2010 を使用して、機能をカスタマイズすることも可能です。詳細に

ついては 「第 6章 柔軟性と拡張性」を参照してください。 
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3.2 オーディオ、ビデオなどのリッチコンテンツ管理 

SharePoint 2010 から新しく追加されたライブラリのテンプレートが「メディア ライブラリ」です。このライブラリに

は、既定で “イメージ”, “オーディオ”, “ビデオ” の 3種類のビルトインのコンテンツ タイプが割り当てられており、

デジタル資産を管理するために必要な各種プロパティが用意されています。 

メディア ライブラリは Silverlight が利用できるようになっているため、ビデオコンテンツ、マウスオーバーするだけ

で拡大でき、そのまま動画を実行することが可能です。（※） 

 

（※）Office 365 プラン P1 では、リッチコンテンツ管理はご利用になれません。 
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3.2 メタデータの管理 

 SharePoint 2010 ではメタデータ管理機能が強化されています。リストやライブラリに追加する列以外に、

「用語セット」と呼ばれる列の値をあらかじめ階層化して管理することなどができるようになっています。（※） 

 

従来からドキュメントのカスタム プロパティを設定する際に、複数のプロパティ値から選択させるには、列の種類

で「複数の選択肢」を指定する方法があります。しかし、この方法では選択肢はフラットであり、階層化はできま

せん。また、選択肢の値は、サイト列として定義すれば、定義したサイト コレクション内で有効ですが、サイト コ

レクションを越えた共有はできません。一方の用語セットは、列に設定する選択肢が階層化でき、かつサイト コ

レクション全体で共有できるメリットがあるため、組織で統一したプロパティをつけることができます。ただし、用語

の追加はユーザーでも可能ですが、用語のコンテナである「用語セット」の定義はサーバーの管理者が行う必要

があるため、列の種類で「複数の選択肢」を指定するほどの手軽さはありません。 

 

 また、全てのリストやライブラリに追加されている「エンタープライズ キーワード」というプロパティには任意のキーワ

ードが指定できるようになっており、検索やタグ クラウドに利用できるようになっています。エンタープライズ キーワ

ードは用語セットとは異なり、階層化されません。ただし、エンタープライズ キーワードを後からまとめて、用語セッ

トとして構成することは可能です。 

 

 用語セットおよびエンタープライズ キーワードの情報は、用語ストアと呼ばれるデータベース領域に格納され、

一元的に管理されるため「管理メタデータ」と呼ぶこともあります。用語セットはサーバーの管理者があらかじめ定

義します。用語の管理者もこのとき定義し、エンドユーザー自身が用語を作成できるよう指定することも可能に

なっています。 

 

（※）Office 365 プラン P1 では、メタデータの管理はご利用になれません。 

 

用語セットの利用 

用語セットの定義は SharePoint サーバーの管理者が行い、誰がどのように用語を管理するかといった権限管

理設定を行います。従ってユーザーに対して用語の追加権限があれば、そのユーザーは用語が追加できるよう

になります。 

ここでは既に用語セットおよび用語の追加が行われていることを前提に、用語セットの使い方を説明します。 

 リストやライブラリで用語セットを利用できるよう準備する 

用語セットをリストやライブラリで利用するには、「管理されたメタデータ」という種類の列をリストやライブラリ固有
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列もしくはサイト列として定義してライブラリに追加する必要があります。 

 

ライブラリに対して用語セットを設定する手順を次に示します。 

1. ドキュメント ライブラリにアクセスします。[ライブ

ラリ] タブをクリックし、[列の作成] をクリックし

ます。 

 

 

2. 列を定義します。列名と列の種類を指定しま

すが、列の種類には必ず “管理されたメタデ

ータ” を指定します。 

 

 

3. 用語セットから複数の値を選択できるようにす

るには、”複数の値を許可する” チェックボック

スをオンにします。また、列の値として表示する

際に、ラベルのみを表示するのか、階層パスで

表示するのかを指定します。 
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4. [管理用語セットの使用] で階層を展開し、

使用したい用語セットを選択します。 

 

5. 用語セットへの値の追加をユーザーに許可す

るかどうかを指定し、必要に応じて既定値を

指定します。 

 

[OK] をクリックします。 

 

6. 追加した列がビューに表示されていることを確

認します。 

 

 用語セットから列の値を設定する 

1. 文書ファイルを 1 つ、ライブラリにアップロードし

ます。アップロードが完了すると、プロパティ設

定画面が表示されます。先ほどの手順で追加

した用語セットを参照する列である “商品カテ

ゴリ” 列の隣に表示される をクリックしま

す。 
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2. 商品カテゴリとして利用する用語セットが表示

されます。任意の用語を選択し[選択]ボタン

をクリックしたあと、[OK] をクリックします。 

 

3. 商品カテゴリ列に値が追加されたことを確認

し、[Save] ボタンをクリックします。 

 

 

エンタープライズ キーワード 

リストやライブラリのアイテムには、エンタープライズ キーワード列を表示できるようになっています。エンタープライ

ズ キーワードは、自由にキーワードをタグとして指定できます。指定したキーワードは、用語ストアに蓄積され、

複数のサイト コレクションで共有できる値になります。そのため、管理されたキーワードに既に登録されているキ

ーワードと類似があると、入力支援機能により候補が表示されます。候補から既にあるキーワードを選択すれば、

検索などを行う際に、同一のキーワードグループとして検索しやすくなります。 
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 エンタープライズ キーワードを利用できるよう設定する 

1. ドキュメント ライブラリにアクセスします。[ラ

イブラリ] タブをクリックし、[ライブラリの設

定] をクリックします。  

 

2. “権限と管理” セクションの [エンタープライ

ズ メタデータとキーワードの設定] をクリック

します。 

 

3. “ このリストにエンタープライズ キーワード

列を追加し、キーワードの同期を有効にし

ます” チェックボックスをオンにします。また設

定したタグをソーシャル タグとして保存する

場合は “管理メタデータおよびエンタープラ

イズ キーワード フィールドの値を、個人用

サイトのプロファイルにソーシャル タグとして

追加します” チェックボックスを併せてオンに

します。 

 

[OK] をクリックします。 

 

 

メタデータ ナビゲーションとキーフィルタ 

ドキュメント ライブラリには「メタデータ ナビゲーション」と「キー フィルター」の表示ができるようになっています(既

定では表示されないため、追加設定が必要です)。 
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階層ナビゲーションを利用すると、用語セットの値によるドキュメントのフィルターが可能です。また、キー フィルタ

ーを設定するとプロパティ値に簡単な条件を指定してドキュメントのフィルターが可能になります。たとえば、日付

を格納する列がある場合は、指定した日付以前の値が格納されるドキュメントのみを表示することが可能で

す。 

 メタデータ ナビゲーションを表示するよう構成する 

4. ドキュメント ライブラリにアクセスします。[ライブ

ラリ] タブをクリックし、[ライブラリの設定] をク

リックします。  

 

5. [全般設定] セクションにある [メタデータ ナ

ビゲーション 

 

6. [ナビゲーション階層の構成][キー フィルター

の構成] [このリストの列の自動インデックス処

理の構成]などを指定し、[OK] をクリックしま

す。 
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7. サイド リンクバーにメタデータ ナビゲーションと

キー フィルターが表示されることを確認しま

す。 
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3.3 コンテンツ オーガナイザー 

コンテンツ オーガナイザーは、ドキュメントのプロパティによって、適切なライブラリへと文書を自動仕分けする機

能です。 

（※）Office 365 プラン P1 では、コンテンツオーガナイザーはご利用になれません。 

コンテンツ オーガナイザーを有効にする 

コンテンツ オーガナイザーを有効にするには、「コンテンツ オーガナイザー」サイト機能をアクティブ化しておく必要

があります。 

1. 目的のサイトにアクセスします。[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 [サイト機能の

管理] をクリックします。  

 

3. [コンテンツ オーガナイザー] をアクティブ化しま

す。 

 

アクティブ化されると、自動的に “自動仕分けラ

イブラリ” という名前のライブラリが生成されま

す。ドキュメントの自動仕分けはこのライブラリに

格納されたドキュメントに対して行われるように

なります。 
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コンテンツ オーガナイザーの設定 

コンテンツ オーガナイザーを利用する上での構成を行います。 

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 [コンテンツ 

オーガナイザーの設定] をクリックします。 

 

3. 必要に応じて、設定項目をオンにして、コンテ

ンツ オーガナイザーを構成します。[OK] をク

リックします。 

 



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 3章 コンテンツ管理 

 28 / 50 

 

 

 

コンテンツ タイプの設定 

コンテンツ オーガナイザーを使用するには、事前にコンテンツ オーガナイザーで利用するプロパティを含むサイト 

コンテンツ タイプを定義しておく必要があります。また、自動仕分け先となるライブラリを用意し、作成したコンテ

ンツ タイプを関連付けておく必要があります。 

コンテンツ オーガナイザーのルール 

コンテンツ オーガナイザーを使って文書を自動仕分けするためのルールを設定します。ここでは既に商取引契

約書という名前でコンテンツ タイプを用意しており、”契約締結日” 列および “契約書の種類” 列がありま

す。 

1. [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 [コンテンツ 

オーガナイザーのルール] をクリックします。 

 

4. [新しいアイテムの追加] をクリックします。 

 

3. コンテンツ オーガナイザーのルールを指定しま

す。 

 

ルール名に “契約書の仕分けルール(2009

年度)” 、ルールの状態および優先順位を 

“3” 、提出アイテム コンテンツ タイプに “商

取引契約書” 、条件に  “契約締結日が 

2010/3/29/ 以 下 、 契 約 締 結 日 が 

2009/3/30以上” となるように指定します。 
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さらに送信先となるライブラリを指定します。こ

こでは指定したライブラリに対して、プロパティの

値に応じて固有のフォルダを作成するように指

定しています。 

 

 

[OK] をクリックします。 

 

コンテンツ オーガナイザーを使用する 

コンテンツ オーガナイザーを使用して文書の自動仕分けを行います。 

1. 自動仕分けライブラリにアクセスし、ドキュメント

をアップロードします。 

 

自動仕分けに必要なプロパティなどを設定し、

[送信] ボタンをクリックします。 

 

 

 

2. 正常に送信されると、右図のような画面が表

示され、送信された先のリンクが表示されま

す。確認したら、[OK] をクリックします。 
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3. 実際に転送されたかどうかを、転送先のライブ

ラリを開いて確認します。 
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3.4 ドキュメント セット 

ドキュメント セットは、複数のドキュメントをまとめて扱うためのコンテナです。ドキュメント セットを定義する際に

複数のドキュメント テンプレートも設定できるため、一度に関連のある複数のドキュメントを作成する必要があ

る場合に便利です。 

（※）Office 365 プラン P1 では、ドキュメントセットはご利用になれません。 

ドキュメント セット機能を有効にする 

ドキュメント セットの機能はサイト コレクションの機能の一つです。事前にこの機能を有効にします。 

1. 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 

[サイト コレクションの機能] をクリックします。 

 

3. [ドキュメント セット] をアクティブ化します。 

 

ドキュメント セットを定義する 

ドキュメント セットはサイト コンテンツ タイプとして定義します。 
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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。 

 

2. [ギャラリー] セクションから [サイト コンテンツ 

タイプ] をクリックします。 

 

3. [作成] をクリックします。 

 

4. コンテンツ タイプを作成します。 

ここでは、名前に “案件申請” 、説明に “案

件の申請に必要な一連のドキュメント セット

です。”、親コンテンツ タイプの選択元に “ドキ

ュメント セットのコンテンツ タイプ” 、親コンテ

ンツ タイプに “ドキュメント セット” と指定しま

す。 

また、新しいグループとして “営業部の文書” 

と指定します。 

 

[OK] をクリックします。 
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5. [ドキュメント セットの設定] をクリックします。 

 

 

 

6. ドキュメント セットに含めたい サイト コンテン

ツ タイプを指定します。 

5.  

ここではあらかじめ用意しておいた、 ”見積

書”、”提案書”、”RFP” の 3 つのコンテンツ  

タイプを追加します。 

 

また、[既定のコンテンツ] では、ドキュメント 

セットを作成する際に既定で作成したいファイ

ルを指定します。 

 

[OK] をクリックします。 

 

 

ドキュメント セットを作成する 

ドキュメント セットを利用するには、事前に目的のドキュメント ライブラリに対してドキュメント セット コンテンツ 

タイプを追加しておきます。ここでは既にドキュメント セット コンテンツ タイプが追加されているライブラリでドキュ

メント セットを作成する方法を説明します。 

 

1. ドキュメント セット コンテンツ タイプを追加し

たライブラリを開きます。[ドキュメント] タブから 

[新しいドキュメント] をクリックすると、ドキュメ

ント セット コンテンツ タイプで定義した名前

が表示されます。 

 

ここでは、[案件申請] をクリックします。 
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2. 名前、説明などのプロパティを入力し、[OK] 

をクリックします。 

 

3. ドキュメント セットが生成されます。 

 

 

 

  



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 3章 コンテンツ管理 

 36 / 50 

 

3.5 ドキュメント ID 

ドキュメント ID 機能は、サイト コレクションのドキュメントに対して自動的に一意な ID を付与します。この機

能を利用するにはサイト コレクションの「Document ID Service」機能がアクティブになっている必要がありま

す。 

ここでは、新たにサイト コレクションのトップレベル サイトとして、レコード センター サイトテンプレートを適用し

ている場合を例にとり手順を説明します。 

（※）Office 365 プラン P1 では、ドキュメント IDはご利用になれません。 

Document ID Service のアクティブ化 

レコード センター サイトテンプレートをトップレベルサイトに適用すると、既定でサイト コレクションの機能である

「Document ID Service」がアクティブ化されます。ここではアクティブ化の確認および設定方法を説明しま

す。 

1. 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 

[サイト コレクションの機能] をクリックします。 

 

3. Document ID Service がアクティブ化され

ていることを確認します。アクティブ化されてい

ないようであれは、アクティブ化します。 
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ドキュメント ID の設定 

ドキュメント ID の自動付与のルールを設定します。 

1. 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 

[ドキュメント ID の設定] をクリックします。 

 

3. ドキュメント ID の割り当てで、ID の先頭につ

ける文字や ID参照で使用する検索範囲など

を指定します。 

 

[OK] をクリックします。  

ドキュメント ID の確認 

ドキュメント ID が自動的に付与されることを確認します。 

1. 任意のライブラリにファイルをアップロードしま

す。IDを確認するドキュメントを選択し、リボン

メニューから [プロパティの表示] をクリックしま

す。 
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2. ドキュメント ID が付与されていることを確認し

ます。 

 

 

なお、ドキュメント ID が付与された文書は、ビルトインの Web パーツである 「ドキュメント ID の入力」 

Web パーツを使用すると、 ID で検索できるようになります。 
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3.6 エンタープライズ コンテンツ管理 

SharePoint 2010 に搭載されているエンタープライズ コンテンツ管理機能について説明します。 

（※）Office 365 プラン P1 では、エンタープライズコンテンツ管理はご利用になれません。 

情報管理ポリシー 

情報管理ポリシーは作成済みのドキュメントに対して、ドキュメントの保持期間、ドキュメントの監査、ラベル、バ

ーコードなどを追加するための設定です。ラベルとバーコードについては、Office 2010 のボリューム ライセンス

版を利用している場合にのみ、ドキュメント内に画像データして挿入できるようになっており、印刷する際などに

利用します(ラベルでは任意のカスタム プロパティを指定できます)。  

 

 情報管理ポリシーは、ライブラリ単位で割り当てられているコンテンツ タイプに設定するか、もしくはサイト コン

テンツ タイプ単位で設定できます。また、SharePoint 2010 では、フォルダ単位でドキュメントの保持期間を

設定することができるようになっています(ただし、フォルダ単位で設定できるのはドキュメントの保持期限のみで

す)。 

 ライブラリに対して情報管理ポリシーを設定する 

1. ライブラリにアクセスします。[ライブラリ] タブに

ある [ライブラリの設定] をクリックします。 

 

2. [権限と管理] セクションで [情報管理ポリシ

ーの設定] をクリックします。 

 

3. ライブラリに追加されている既存のコンテンツ 

タイプが表示されます。 

 

ここでは、休暇申請のコンテンツ タイプをクリッ

クします。  
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4. 情報管理ポリシーを構成します。 

今回、保持期限はフォルダ単位で設定するた

め、指定しません。 

監査、バーコード、ラベルを有効にします。ラベ

ルは、任意のプロパティをドキュメントに挿入し

て印刷する際に利用します。プロパティをラベ

ルとして挿入する場合は、プロパティ名を 

"{ }" でかこみます。 

 

[OK] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

5. 続いて、フォルダ単位でドキュメントの保持期

限を設定するため、 [ポリシー ソースの変更] 

をクリックします。 

 

6. [ライブラリとフォルダ] を選択します。するとすぐ

にダイアログ ボックスが表示されるので [OK] 

をクリックします。 
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7. 保持ポリシーを個別に設定したい、フォルダを

選択し、[保持ステージの定義] をクリックし、

[保持ステージを追加する] をクリックします。 

 

8. ドキュメントの保持ポリシーを設定します。 

 

ここでは、更新日時から 3年後にごみ箱に移

動するよう定義しています。 

 

[OK] をクリックします。 

 

 

 
 

9. [OK] をクリックします。 

 

10. 情報管理ポリシーが設定できたら、ライブラリに

ドキュメントを追加し、プロパティを確認しま

す。 

 

インプレース レコード管理 

SharePoint Server 2007 では、ドキュメントの保管はレコードセンター サイトテンプレートで作成したサイト
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でのみ可能でした。SharePoint 2010では、任意のライブラリでドキュメントをレコードとして管理できます。レコ

ード管理は企業や組織への監査などの目的であるため、レコードとしてマークされたドキュメントは名前の変更や

削除は一切できなくなります。 

 インプレース レコード管理を有効にする 

インプレース レコード管理を利用できるようにするには、サイト コレクションの機能である「インプレース レコード

管理」をアクティブ化します。なお、レコード センター サイトテンプレートをサイト コレクションのトップレベルサイト

に適用している場合は、既定でこの機能はアクティブ化されます。 

1. 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 

[サイト コレクションの機能] をクリックします。 

 

3. [インプレース レコード管理] をアクティブ化し

ます。 

 

 

レコード宣言の設定はサイト コレクション全体またはライブラリ単位で設定できます。 
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 レコード宣言の設定 : サイト コレクション全体 

1. 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 

[レコード宣言の設定] をクリックします。 

 

3. レコードの制限、レコード宣言の許可、宣言ロ

ールを指定します。 

 

[OK]をクリックします。 

 

 レコード宣言の設定 : ライブラリ単位 

1. レコード宣言を管理したい、ライブラリにアクセ

スし、[ライブラリ] タブから[ライブラリの設定] 

をクリックします。 
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2. [権限と管理] セクションにある [レコード宣

言の設定] をクリックします。 

 

3. [手動でのレコード宣言を常に許可する] に

変更して [OK] をクリックします。 

 

以上でレコード宣言の設定は終わりです。 

 

4. ライブラリ内でレコード宣言したいドキュメントを

選択して リボン メニューにある[レコード宣

言] をクリックします。 

 

5. 右図のダイアログが表示されたら[OK]をクリッ

クします。 

 
 

6. レコード宣言されるとドキュメントのアイコンが

に変更されます。レコード宣言を解

除するまで、削除や編集はできなくなります。 
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ポリシー準拠とファイル計画レポート 

 ポリシー準拠の確認 

各ドキュメント単位で、どのようなポリシーが適用されているのかなどを確認できるようになっています。 

1. ポリシー準拠の詳細を確認したいドキュメント

のドロップダウンメニューから[ポリシー準拠の詳

細]をクリックします。 

 
 

2. ドキュメントのポリシー準拠状況が表示されま

す。 

 

  ファイル計画レポート 

ライブラリの設定ページから、ファイル計画レポートを任意のライブラリに生成できます。レポートにはこのライブラリ

の説明やフォルダ数、アイテム数、ポリシーの情報などがレポートされます。 

 

[生成されるレポート] 



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 3章 コンテンツ管理 

 46 / 50 
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3.7 リストの強化 

 リストには一意な列を指定できます。これにより、リスト内で重複することがない項目を設けることができます。 

 また、リストには参照列を追加できます。参照列では、同一サイト内の他のリストの 1 つの列だけではなく、そ

の列に関連する複数の列を参照することが可能です。さらに、参照列を設定する場合は、参照元のアイテム

が削除された際に、アイテムを同時に削除する、もしくは削除しないといった連鎖設定も可能です。 

 その他、列には入力値の簡単な妥当性検証の式を持たせることが可能になっています。 

一意な列 

列の値を一意にするには、列の追加設定で [固有の値を適用する] を “はい” に設定します(列の詳細につ

いては [第 1章 ポータル] を参照してください)。 

 

参照列の追加 

1. 列を追加する際に、列の種類から [参照] を

選択します。 
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2. 参照先となる列を指定し、追加したい列を選

択します。 

 

3. [リレーションシップの動作を実行する] をオン

にし、”制限削除” または ”連鎖削除” のい

ずれかを指定できます。 

 

制限削除を指定した場合は、参照元のアイテ

ムが削除された場合でも、このリストのアイテム

は残りますが、連鎖削除を指定した場合は、

参照元のアイテムが削除された場合にこのリス

トのアイテムも同時に削除されます。 

 

値の検証 

列の種類が次のいずれかの場合は、列に対して入力値の妥当性検証の式を設定できます。 

・1行テキスト 

・複数行テキスト 

・数値 

・通貨 

・日付と時刻 

 

列の値の妥当性検証は列の値ごとにも設定できますが、リスト単位で指定することで複数の列とを比較した妥

当性検証も可能です。 

 列の検証 : 単一の列 

たとえば、数値を指定する場合、最小値と最大値の指定は可能ですが、逆に「特定の数値以下もしくは特定

の数値以上」という設定はできません。このような場合に、列の検証式を利用します。 

 

例) “商品コード” という名前の数値列の場合の式 
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=OR(商品コード<100,300<商品コード) 

[列の検証の設定] 

 

 

 

 

 

[エラーの例] 

 

 列の検証 : 複数の列 

たとえば、日付と時刻の種類の列として “開始日” と “終了日” という 2 つの列がある場合、終了日が開始

日よりも前の日付を指定した場合にエラーとなるように指定できます。 

1. 目的のリストにアクセスし、[リスト] タブから 

[リストの設定] をクリックします。 

 

2. [全般設定] にある [検証の設定] をクリック

します。 
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3. 式を指定します。 

 

ここでは次のように指定しています。 

=[開始日]<=[終了日] 

 

また、エラー時に表示されるメッセージを指定

し、[保存] ボタンをクリックします。 

 

4. 新規に作成したアイテムに不正な日付を指定

して、エラーが表示されることを確認します。 

※アイテム保存時に検証が行われます。 

 

 

 


