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第5章  可視化と分析 

SharePoint 2010 では Office アプリケーションと組み合わせることで、様々な情報の可視化と分析が可

能になっています。 

5.1 Excel Services 

SharePoint 2010 Enterprise Edition および Office Web Apps がインストールされている 

SharePoint Server がある場合、Excel 2010 ワークブックは、SharePoint のどのライブラリー上に格納

されていても、既定で Web ブラウザー上から閲覧できるようになっています。なお、SharePoint Server 

2007では、Excel Services を利用するにあたり、事前にサーバーの管理者がExcel Services を有効に

したいサイトの URL を登録しておく必要がありました。しかし、SharePoint 2010 では Excel ワークブックは、

外部システムから動的にデータを取得する場合にのみ、サーバーの管理者がサイトの URL を登録する必要が

ありますが、それ以外では既定でブラウザー表示が可能となっています。 

 

そもそも Excel Services はレポート機能であるため閲覧目的であり、基本的にはWeb ブラウザー上から

編集は許可されません。しかし、Office Web Apps が SharePoint 2010 にインストールされている場合

は、閲覧だけでなく編集も可能です。また、Web ブラウザー上での編集は複数ユーザーからの同時編集が可

能です。 

（※）Office 365（SharePoint Online）では、Excel Servicesは、Office 365 プラン E3、プラ

ン E4、および SharePoint Online プラン 2、Office Web Apps プラン 2 でサポートされています。 

Excel ワークブックの発行 

Excel ワークブックは任意のライブラリに単純にアップロードするだけで、Web ブラウザー上から参照できるよう

になります。Web ブラウザーから参照する際、 Excel Web Access Web パーツなどを使用する際、Webブ

ラウザーからアクセスするときには特定のシートやオブジェクト、管理範囲などだけをブラウザー上に表示したい場

合があります。Excel 2010 から SharePoint サイトに対して発行すると、こうした部分指定などが可能にな

ります。 
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1. Excel 2010 ワークブックを開きます。[ファイ

ル]メニューを開き、[保存と送信] – 

[SharePoint に保存] を選択し、 [発行

オプション] ボタンをクリックします。 

 

2. [表示] タブからWeb ブラウザー上で表示し

たい対象を選択します。 

 

[OK] をクリックします。 

 

3. Webブラウザーが起動し、Excel ワークブック

がWeb ブラウザー内に表示されます。 

 

図ではアイテム単位で表示するよう指定して

います。アイテムの切り替えは画面右上のドロ

ップ ダウン メニューで行います。 
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Excel Web Access Webパーツの利用 

Excel Web Access Web パーツを配置すると任意のWebパーツ ページや Wiki ページに Excel ワー

クブック内のデータを表示できます。 

 Excel Web Access Web パーツの利用 

1. 任意のコンテンツ ページを編集モードで開き

ます。[挿入] タブをクリックし、[Web パーツ] 

をクリックします。 

 

Web パーツのカテゴリの [Office クライアン

ト] から “Excel Web Access” を選択

し、[追加] をクリックします。 

 

 

2. Excel Web Access Web パーツ内の “ツ

ール ウィンドウを開くには、ここをクリックしてく

ださい] をクリックします。 

 

3. 画面右側に表示される ツール ウィンドウで、

利用したい Excel ワークブックの URL などを

指定し、ツール ウィンドウの最下部にある

[OK] をクリックします。 
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 Webパーツ間連携機能の利用 

既存のドキュメント ライブラリの Web パーツを追加して、Web パーツ間で連携させて利用することも可能で

す。 

1. 任意のドキュメント ライブラリのWebパーツを

配置します。Webパーツの右上に表示される

▼をクリックし、[共有Webパーツの変更] を

クリックします。 

 

 

2. Web パーツのメニューから[接続] – [ データ

行の送信]- [Excel Web Access Web パ

ーツ]に接続します。 

 

3. 接続の種類が “ブックのURLの取得” となっ

ていることを確認し、[構成] をクリックします。 
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4. フィールド名に “ドキュメントの URL” を指定

し、[完了] ボタンをクリックします。 

 

5. ライブラリのWebパーツ のツール ウィンドウで 

[OK ] をクリックします。 

 

6. Web パーツ連携が完了すると、ライブラリのド

キュメントを選択すると、そのドキュメントが

Excel Web Access に表示されるようにな

ります。 
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5.2 ビジネス インテリジェンス センターサイトとダッシュボード 

ビジネス インテリジェンス センター サイトでは、分析結果を一瞥して確認できる、ダッシュボード ページを素

早く作れるよう構成されています。ここでは、ビジネス インテリジェンス  センターサイトに、ダッシュボードページを

作成する手順を説明します。 

（※）Office 365（SharePoint Online）では、ビジネスインテリジェンスセンターサイトはご利用にな

れません。 

 

ダッシュボード ページの作成 

1. ビジネス インテリジェンス センターにアクセス

します。[ダッシュボード] リンクをクリックしま

す。 

 

2. [ドキュメント] タブをクリックし、[ステータス リ

ストを使用した Web パーツ ページ] をク

リックします。 

 

3. 名前、ページタイトル、説明を指定し、その他

は既定値のまま [OK] をクリックします。 
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4. ダッシュ-ボードとして利用するページが作成さ

れました。 

 

このページを編集モードにして開いてみると、

既定で次のWeb パーツが配置されているこ

とがわかります。 

・概要 

・連絡先の詳細 

・フィルター操作 

・ステータス リスト 

・関連情報 

・Excel Web Access [1] 

・Excel Web Access [2] 

 

 

 

 

ステータス リスト 

先ほど作成したダッシュボード ページには、ステータス リストが用意されています。このリストにデータを追加し

て、売上げ目標と現在の状況とをシグナルで表示してみます。 

1. [ステータス リスト] Web パーツの [新規] 

メニューをクリックし、[SharePoint リスト ベ

ースのステータス インジケーター] をクリックし  
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ます。 

 

 

2. 名前に 「2007 年度」 と入力し、 

インジケーター値のリストの URL の 

参照アイコン をクリックします。 

 

3. [メディアの選択] ダイアログが表示されます。

ここでは 「営業実績」 という名前 のカスタム 

リストを選択して [OK] をクリックします。 

 

4. リストの URL にパスが読み込まれます。 

 

5. ビューのプルダウン メニューから 「2007 年

度」 を選択します。 

 

6. [ビュー内のすべてのリスト アイテムを使用した

計算] にチェックを入れ、「合計」 の 「金額」 

を設定します。 
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7. ステータス アイコン カテゴリの [適した値] に 

「高い値」 を設定し、目標を超えた場合の数

値と、警告を超えた場合の数値を入力し 

[OK] をクリックします。 

 

8. 同様に 「2008 年度」 「2009年度」 を作

成します。 

 

 

PerformancePoint Services とは 

PerformancePoint Services は SharePoint 2010 Enterprise Edition でのみ利用できます。ま

た、この機能を利用するには目的のサイトで “ PerformancePoint サービス サイト機能 “ をアクティブ化

する必要があります。[ビジネス インテリジェンス センター] サイト テンプレートを使用した作成したサイトでは、

あらかじめこの機能はアクティブになっています。 

（※）Office 365（SharePoint Online）では、PerformancePoint Services はご利用になれま

せん。 

 

 

SharePoint 2010 の PerformancePoint Services を利用することで主要業績評価指標 (KPI) 

をベースにしたバランススコアカードや、チャートなどを集約したダッシュボードを作成し、Web 上に公開できるよ

うになります。 

 

[参考] 

PerformancePoint Services の前身である Office PerformancePoint Server 2007 は、単体

製品として提供されていましたが、SharePoint 2010 で機能が統合されました (「モニタリング」 機能のみ

が統合されています)。 

 

 

PerformancePoint Services では、KPI、スコアカード、インジケーターなどの PerformancePoint コ

ンテンツを作成するために、”ダッシュボード デザイナー” を使用する必要があります。このツールは 

PerformancePoint データ ソースを作成する際にクライアント コンピュータに自動的にインストールされます。
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ダッシュボード デザイナーで作成したコンテンツは、アイテムの保存時に SharePoint サイトに作成および更

新されます。 

PerformancePoint Services を利用するにはデータベースの基本的な知識と OLAP に関する知識が

必要です。そのため本ドキュメントでは詳細までは触れず、ビジネス インテリジェンス センター を使用した基本

的な設定手順の概要を説明します (どのような流れで構成できるのかという概要を掴んで頂けると幸いです)。

なお、SQL Server Analysis Services からデータを取得するには、ユーザーはデータベースへのアクセス権

限が必要であるなどの事前準備が必要ですが、既に必要な設定が行われている前提で記載します。 

 データ ソースの作成 

1. ビジネス インテリジェンス センターにアクセスし

ます。[データ接続] リンクをクリックします。 

 

2. [ドキュメント] タブから [新しいドキュメント] 

メニューをクリックし、[PerformancePoint 

データ ソース] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

ダッシュボード デザイナーが起動します。 
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3. [アプリケーションの起動と実行] ダイアログが

表示されたら [実行] をクリックします。 

 

 

4. ダッシュボード デザイナーが表示され、[データ 

ソース テンプレートを選択します] ウィンドウ

が表示されます。 

 

データ ソースとして指定できるテンプレート

は、次の通りです。 

・ Analysis Services 

・ Excel Services 

・ Excel ブックからインポート 

・ SharePoint リスト 

・ SQL Server テーブル 

 

ここでは、事前に作成してある SharePoint 

リストからデータを取得するため、

[SharePoint  リスト] を選択し [OK] を

クリックします。 
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5. データ接続名を指定します。ここでは 

「WSSSrc」 と指定しています。 

 

接続の設定で取得したい SharePoint リス

トがある URL を指定し、リストを選択しま

す。ここでは「SPListData」 を選択していま

す。 

 

認証を構成します。ここでは 「無人サービス 

アカウント」 を指定しています。 

 

6. Office メニューから 「すべての保存」 をクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

これにより、ビジネス インテリジェンス センター 

サイトに接続が作成されます。 

 

このようにして、必要に応じて複数のデータ ソ

ースを作成します。 

 

 

 

 

 インジケーターの作成 

インジケーターは、たとえば売上目標に対してある時点でどの程度達成されているかを可視化するためのもの

です。 
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1. ダッシュボード デザイナー の [ワークスペース 

ブラウザー] 内で [PerformancePoint コ

ンテンツ] を選択します。 

2. [作成] タブをクリックし、[インジケーター] を

クリックします。 

 

3. [インジケーター テンプレートの選択] ダイアロ

グで任意のインジケーター テンプレートを選択

し [OK] をクリックします。 

 

4. インジケーターが作成されます。作成したイン

ジケーターには分かりやすい名前を設定してお

きます。ここでは 「スマイル-中」 としていま

す。 

 

 

 KPI の作成 

KPI では指標として利用するデータを定義し、達成率などを設定します。 
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1. ダッシュボード デザイナー の [ワークスペース 

ブラウザー] 内で [PerformancePoint コ

ンテンツ] を選択します。 

2. [作成] タブをクリックし、[KPI] をクリックしま

す。 

 

3. KPI テンプレートが表示されます。ここでは、

[目標] を選択し、[OK] をクリックします。 

 

4. KPI コンテンツが作成されます。 

 

目標値やターゲット値を指定し、指標を設定

します。 

 

↓ 
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 スコアカードの作成 

スコアカードでは KPI および インジケーターの設定を元にデータを可視化します。 

1. ダッシュボード デザイナー の [ワークスペース 

ブラウザー] 内で [PerformancePoint コ

ンテンツ] を選択します。 

2. [作成] タブをクリックし、[スコアカード] をクリ

ックします。 

 

 

 フィルターの作成 

1. ダッシュボード デザイナー の [ワークスペース 

ブラウザー] 内で [PerformancePoint コ

ンテンツ] を選択します。 

2. [作成] タブをクリックし、[フィルター] をクリッ

クします。 

 

3. データソース、メンバー、表示方法の順に選

択していきます。 

最後に [完了] をクリックします。 
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フィルターが作成されます。 

 

 

 

 レポートの作成 

テンプレートから様々な種類のレポートを作成できます。 

1. ダッシュボード デザイナー の [ワークスペース 

ブラウザー] 内で [PerformancePoint コ

ンテンツ] を選択します。 

2. [作成] タブをクリックし、[分析グラフ] をクリ

ックします。 

 

※レポートでは、戦略マップなども作成できま

す。 

 

3. データ ソースを選択し [OK] をクリックしま

す。 
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4. 画面右側の詳細ウィンドウから必要な項目を

レポート内にドラッグ アンド ドロップします。 

 

↓ 

 

 

 ダッシュボードの作成 

1. ダッシュボード デザイナー の [ワークスペース 

ブラウザー] 内で [PerformancePoint コ

ンテンツ] を選択します。 

2. [作成] タブをクリックし、[分析グラフ] をクリ

ックします。 
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3. 画面右側の詳細ウィンドウから必要なコンテン

ツをダッシュボード ページに配置します。 

 

4. Office メニューをクリックし、[すべての保存] 

をクリックします。 

5. [展開] をクリックします。 

 

これによりダッシュボード ページが 

SharePoint サイトの 「ダッシュボード」 ライ

ブラリに作成されます。 

 

6. ダッシュボード ページが表示されます。 
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5.3 グラフWebパーツ 

グラフ Web パーツでは様々なデータソースからデータを取得して、グラフを作成できます。利用できるデータ

ソースは次の通りです。（※） 

・ 他の Web パーツのデータ 

・ 同一サイト コレクション内のリスト 

・ ビジネス データ カタログ 

・ Excel Services を使用してアクセスする Excel ブック 

 

（※）Office 365（SharePoint Online）では、グラフ Web パーツは、Office 365 プラン E3,プラ

ン E4、SharePoint Online プラン 2、および Office Web Apps プラン 2 でご利用になれます。 

 

グラフ Web パーツの利用 

1. 任意のページを編集モードにし、「グラフ 

Web パーツ」 を追加します。このパーツは、

「その他」 のカテゴリにあります。 

 

2. Web パーツの [データおよび表示] をクリッ

クします。 

 

3. [データ接続およびグラフ表示ウィザード] が

表示されます。 

 

「グラフをカスタマイズする」 のアイコンをクリック

します。 
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4. 様々なグラフの種類が表示されます。利用し

たいグラフを選択し、[次へ] をクリックします。 

 

5. グラフの表示テーマなどを指定します。 [次

へ] をクリックします。 

 

6. グラフのタイトル、判例、グリッド線、ラベルなど

を指定します。 [完了] をクリックします。 

 

7. 既定のダミーデータからグラフが作成されまし

た。続いて、SharePoint リストのデータを取

得するために再び [データおよび表示] リンク

をクリックします。 
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8. 「グラフをデータに接続する」 アイコンをクリック

します。 

 

9. 接続可能なデータソースが表示されます。ここ

では、「リストに接続」 を選択し、 [次へ] を

クリックします。 

 

 

10. 接続先のリストを選択し、 [次へ] をクリック

します。 

 

 

11. リスト内のデータが表示されます。必要に応じ

てフィルタを設定し、 [次へ] をクリックしま

す。 
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12. リストから取得したデータとグラフとをバインドす

るために、Y軸やX軸に対してどの列の値を割

り当てるのかなどを指定し、[完了] ボタンをク

リックします。 

 

 

13. リスト データから取得した情報を元に、グラフ

が表示されるようになります。 
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5.4 Visio Services 

Visio 2010 のページは SharePoint 2010 に搭載される Visio Services により、Webブラウザー上

ベースで表示できるようになっています。また、図形に対して、SharePoint リストのデータをリンクさせることも

可能になっています。（※） 

 

たとえば、SharePoint 上に PCおよびネットワーク機器管理のリストを作成し、このデータを Visio に取り

込んで可視化できます。さらに作成したページは、SharePoint上で共有しておくことで、いつでもWebブラウ

ザーを使用して閲覧できます。なお、Visio ビルトインの図形のプロパティと SharePoint リストのデータをリン

クさせるには図形のプロパティ名と SharePoint リストの列名が一致している必要があります。 

 

（※）Office 365（SharePoint Online）では、Visio Servicesは、Office 365 プラン E3、プラン

E4、SharePoint Online プラン 2、および Office Web Apps プラン 2 でご利用になれます。 

 

Visio の図形に SharePoint リストのデータをリンクさせる 

ここではネットワーク機器管理を例にとって説明します。この手順を実行するには、あらかじめVisio にあるビ

ルトインのネットワーク機器などの図形が持つプロパティのうち、いくつかを対応させた SharePoint リストを作

成して管理します。たとえば、「資産番号」、「設置場所」、「IP アドレス」、「製品の説明」などです。 

 

1. Visio 2010 を起動します。 [ファイル] メニ

ュー – [新規作成] の順にクリックし、テンプ

レートから [詳細なネットワーク] を選択しま

す。 

2. [作成] ボタンをクリックします。 

 

3. [データ] タブをクリックし、 [図形にデータをリ

ンク] をクリックします。 
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4. データ接続ウィザードが起動します。 使用す

るデータとして [Microsoft SharePoint 

Foundation Services リスト] を選択し、

[次へ] をクリックします。 

 

5. 接続先の SharePoint サイトの URL を

入力し、[次へ] をクリックします。 

 

6. 接続先のリストを選択します。リンク オプショ

ンとして、[リストのビューにリンクする] を選択

し、[次へ] をクリックします。 

 

7. 利用するビューを選択し、[次へ] をクリックし

ます。 
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8. [完了] をクリックします。 

 

9. 画面下部に SharePoint リストから取得さ

れたデータが表示されます。 

 

10. SharePoint リストに関連づいた図形を配

置するには、最初に配置したい図形を選択

し、次に関連付けたい SharePoint リスト

のデータ行をドラッグ アンド ドロップします。 
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Visio のページを SharePoint 上に共有して Web ブラウザー上から閲覧可能にする 

1. SharePoint 上に Web ブラウザーを使っ

て閲覧できるようにしたい Visio 図画ファイ

ルを開きます。 

 

2. [ ファイル ] メニューから [ 共有 ] をクリッ

クし、[ SharePoint で共有 ] を選択しま

す。続いて共有先の SharePoint サイトの 

URL を指定します。 

3. 名前を付けて保存する図画の種類として 

[ Web 図画 ( *.vdw ) ] を選択し、

[ SharePoint に保存 ] をクリックします。 

 

4. [ 名前を付けて保存 ] ダイアログが表示さ

れるので、ファイル名を指定して、[ 保存 ] 

ボタンをクリックします。 
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5. Web ブラウザーが起動し、共有した図画が 

Web ブラウザー上に表示されていることが確

認できます。 

 

6. なお、目的の機器を選択し、画面右上の

アイコンをクリックするとプロパティ情報を

確認できます。 

 

 


