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第6章 コンポジット 

SharePoint 2010 では Office クライアント製品と組み合わせて利用することで、柔軟なカスタマイズや機

能拡張が行えます。 

6.1 InfoPath 2010 

InfoPath 2010 は電子フォーム作成ツールです。InfoPath 2010 にはフォームのデザインが可能な 

InfoPath Designer 2010 と入力のみができる InfoPath Filler 2010 の 2 種類があります。

InfoPath 2010 は単体でも利用できますが、SharePoint と連携させることで SharePoint の様々な機

能を補完し強化することも可能です。たとえば、次のような用途があります。 

 

 カスタムの入力フォーム作成 

 InfoPath Form Services を利用したWeb ブラウザー ベースの入力フォームの作成（※） 

 SharePoint リストフォームのカスタマイズ 

 ドキュメント情報パネルのカスタマイズ 

 カスタム ワークフローにおける対話フォーム 

 

また、InfoPath 2010 には標準でデータベースとの連携機能や入力フィールドの妥当性検証機能なども

備えているためリッチなフォームを手軽に作成することが可能です。 

（※）Office 365（SharePoint Online）では、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 がサポート対象になります。 

 

基本的な入力フォームの作成 

ここでは、単純な業務報告書テンプレートを作成して、SharePoint サイトに発行して共有します。 

1. InfoPath Designer 2010 を起動します。

[ファイル] メニューから [新規作成] を選択

し、テンプレートとして  “空白 (InfoPath 

Filler)”を選択し、[フォームのデザイン] ボタ

ンをクリックします。 
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2. [ページ デザイン] タブをクリックし、お好みで

デザインを選択します。 

 

3. フォーム タイトルに “業務日報” と入力しま

す。 

 

4. 表を挿入するために、[挿入] タブをクリック

し、テーブル表示を拡大します。 

 

5. [ユーザー設定の表] から “1 行×4 列” を

選択します。 

 

6. フォームに “申請日”、”名前”、”報告内容” 

と記述します。 
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7. 画面右下にある [フィールドの追加] をクリッ

クします。  

 

8. 名前に “申請日”、種類は “フィールド(要

素)”、データ型は “日付(date)” 、必須チ

ェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックしま

す。 

 

9. 再度、手順7.の[フィールドの追加] をクリック

し、名前に “名前”、種類は “フィールド(要

素)”、データ型は “テキスト(string)” を指

定し、[OK] をクリックします。 

 

10. 再度、手順7.の[フィールドの追加] をクリック

し、名前に “報告内容”、種類は “フィールド

(要素 )”、データ型は  “リッチ  テキスト

(XHTML)” を指定し、[OK] をクリックしま

す。 
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11. 右図のようにフィールド定義が作成されている

ことを確認します。 

 

12. フィールド定義を各々フォーム内にドラッグ アン

ド ドロップし、レイアウトなどを整えます。 

 

13. [ホーム] タブをクリックし、コントロール一覧か

らボタン コントロールをフォームに追加します。 

 

14. 追加したボタンをダブル クリックします。すると、

[コントロール ツール]バーが表示されます。 

 

15. 左上に表示されているラベルを “ボタン” から 

“送信” に変更します。 
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16. ここで、一旦 SharePoint に発行します。

[ファイル] メニューから[発行] をクリックし、

[SharePoint Server]ボタンをクリックしま

す。 

 

17. 右図のダイアログが表示されたら、[OK] をク

リックします。  

 

18. 任意のローカルの保存先に保存します。 

ここでは、”業務日報” という名前で保存して

います。 

 

19. 保存が終わると [発行ウィザード] が起動し

ます。発行先となる SharePoint サイトの 

URL を指定し、[次へ] をクリックします。 
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20. [フォーム ライブラリ] が選択されていることを

確認し、[次へ] をクリックします。 

 

21. [新しいフォーム ライブラリを作成する] が選

択されていることを確認し、[次へ] をクリックし

ます。 

 

22. 名前に “業務日報” と入力します。説明に

は “業務日報です” と入力し、[次へ] をクリ

ックします。 
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23. [追加] ボタンをクリックします。 

 

24. 申請日を選択し、[OK] をクリックします。 

 

25. 再び、[追加] ボタンをクリックします。 

 

26. 名前を選択し、[OK] をクリックします。 
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27. [次へ] をクリックします。 

 

28. [発行] ボタンをクリックします。 

 

29. 発行が正常に完了すると、発行先フォーム ラ

イブラリのURLが表示されます。このURLをメ

モしておきます。 

 

[閉じる] ボタンをクリックします。 

 

 

30. フォームに配置した送信ボタンをダブルクリック

し、[ルール] メニューをクリックします。 
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31. 画面右側に表示される [ルール] ウィンドウ

で、[新規作成] をクリックします。 

 

32. ドロップ ダウン メニューから “動作” をクリッ

クします。 

 

33. [追加] リンクをクリックし、[データを送信する] 

をクリックします。 
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34. 動作規則の詳細ダイアログ ボックスが表示さ

れます。[追加] ボタンをクリックします。 

 

35. 新しいデータ接続先として “データの送信” 

が選択されていることを確認し、[次へ] をクリ

ックします。 

 

36. “SharePoint サイトのドキュメント ライブラリ

に送信” を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

37. ドキュメント ライブラリのURLに先ほどメモした

フォーム ライブラリの URL を指定します。 

続いてファイル名フィールドの隣にある をク

リックします。 

 

38. 数式の挿入ボックスが表示されます。[関数の

挿入] をクリックします。 
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39. 関数から “concat” を選択し、[OK] をクリ

ックします。 

 

40. concat の最初の引数を削除し、代わりに 

“業務日報-“ と入力します。第 2 引数の 

“ダブルクリックしてフィールドを挿入してくださ

い” 部分をダブルクリックします。 

 

41. 名前フィールドを選択し、[OK] をクリックしま

す。 

 

42. 第 3引数も一旦削除し、代わりに “-“, と指

定します。 “,” の次にカーソルを挿入し、[フ

ィールドまたはグループの挿入] をクリックしま

す。 

 

43. 申請日フィールドを選択し、[OK] をクリックし

ます。 
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44. 出来上がった式は次の通りです。 

concat(“業務日報- “, 名前, “-“, 申請

日) 

 

[数式の確認] ボタンをクリックします。 

 

 

45. 右図のように数式にエラーはないと表示された

ら [OK] をクリックします。 

 

46. [OK] をクリックします。 

 

47. “既存のファイルに上書きする” チェックボックス

をオンにし、[次へ] をクリックします。 

 

48. [完了]をクリックします。 
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49. [OK] をクリックします。 

 

50. 再び [追加] をクリックし、[フォームを閉じる] 

を選択します。 

 

51. “変更が保存されていない場合、ユーザーに

保存確認のメッセージを表示する” チェックボ

ックスをオフにし、[OK] をクリックします。 

 

 

 

52. 画面左上部にある保存アイコン をクリック

します。続いてクイック発行アイコン をクリック

します。 

 

53. 発行が正常に行われたら [SharePoint ライ

ブラリをブラウザーで開く] リンクをクリックし動

作確認をします。  

54. [ドキュメント] タブの[新しいドキュメント]をクリ

ックします。 
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55. 先ほど作成した InfoPathフォームが表示され

ます。日付、名前、報告内容などを入力し、

[送信] ボタンをクリックします。 

 

56. フォーム ライブラリにファイルが保存されたことを

確認します。 

 

ブラウザー ベースの入力フォームの作成 

InfoPath Designer 2010 で作成したフォームは、SharePoint 2010 Enterprise Edition に搭載さ

れる InfoPath Forms Services を利用することで、クライアントに InfoPath がインストールされていなくて

も利用できる Web ブラウザベースの入力フォームとして発行することができます。 

 

先ほどの手順で作成したフォームを Web ブラウザベースのフォームに変更して発行します。 

1. 先ほどの手順でローカルに保存した業務日

報.xsn を右クリックし、[デザイン]メニューをク

リックします。 
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2. [ファイル]メニューから [情報] をクリックし、[フ

ォームの詳細オプション] をクリックします。 

 

3. フォームのオプション画面のカテゴリから [互換

性] をクリックし、フォームの種類を [Web ブ

ラウザー フォーム]を選択します。 

 

[OK] をクリックします。 

 

 

4. クイック発行アイコン をクリックし、正常に発

行が完了したら[OK]をクリックします。 

 

[このフォームをブラウザーで開く]をクリックしま

す。 

 

 

5. 先ほど作成した InfoPathフォームが、Webブ

ラウザ上で表示されます。任意のコンテンツを

記述し、[送信] ボタンをクリックします。 
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6. 新しいファイルが正常に保存できたことを確認

します。 

 

SharePoint リスト フォームのカスタマイズ 

SharePoint リスト フォームを InfoPath Designer 2010 でカスタマイズできます。InfoPath に搭載さ

れている入力値の妥当性検証機能を実装することなどが可能です。 

1. InfoPath でカスタマイズする必要のあるリスト

にアクセスします。[リスト]タブの[フォームのユ

ーザー設定] をクリックします。 

 

InfoPath フォームが起動します。 

 

2. 電子メール アドレスの入力フィールドを選択し

ます。 

 

3. [ルールの追加] をクリックし、[電子メール ア

ドレスでない]-[入力規則のエラーを表示] を

クリックします。 

 

4. クイック発行アイコン をクリックします。 
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5. 発行が終わったら、 [SharePoint リストをブ

ラウザーで開く] をクリックします。 

 

6. 動作確認のために、新しいアイテムを作成しま

す。 

 

7. 電子メール アドレス フィールドに不正なアドレ

スを指定するとエラーとなります。 
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6.2 SharePoint Designer 2010 

SharePoint Designer 2010 は、SharePoint 2010 に特化したツールです。 SharePoint 

Designer 2007 までは単体でも利用できましたが、SharePoint Designer 2010 はアクセスできる 

SharePoint 2010 サイトがないと利用できません。 

 

SharePoint Designer 2010 は主に次の用途で利用できます。 

 SharePoint サイトの基本的な管理 

 SharePoint サイトの UI デザインの高度なカスタマイズ 

 リストやライブラリなどのビューの高度なカスタマイズ 

 外部データ接続の作成 

 ノンコーディングによるカスタム ワークフローの作成（※） 

 

（※）Office 365 プラン P1 では、SharePoint Designer 2010 によるカスタムワークフローの構築は

サポートされていません。 

SharePoint サイトのリストやライブラリのビューのカスタマイズ 

SharePoint サイトのリストやライブラリのビューをカスタマイズできます。たとえば、条件付き書式を指定する

ことで、特定の列の値によって背景色を動的に変えることなども可能です。 

1. カスタマイズしたいリストまたはライブラリにアクセ

スします。[リスト] タブにある[SharePoint 

Designer でリストを編集] アイコンをクリック

すると、SharePoint Designer 2010 が起

動します。 

 
 

2. [ビュー] セクションにある [顧客] をクリックし

ます。 
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3. ビューが編集モードで表示されます。書式変

更をしたい列またはセルを選択します。 

 

次に[条件付き書式] メニューから[列の書式

設定] を選択します。 

 

 

4. 条件として “部署” 列の値が “店長” と等

しい場合と指定します。 

 

[スタイルの設定]ボタンをクリックします。 

 

 

5. カ テ ゴ リ で [ 背 景 ] を 選 択 し 、

background-color に  #C1FFB7 を指

定します。 

 

[OK] をクリックします。画面最左部にある

をクリックして、ページを保存します。 

 

6. リストやライブラリで、期待したとおり゜に書式が

設定されることを確認します。 
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外部コンテンツ タイプ 

SharePoint Designer 2010 では、外部コンテンツ タイプを作成できます。外部コンテンツ タイプがある

と、任意のデータソース (SQL Server のデータベースなど) に対して、データソースを元にした SharePoint 

外部リストを作成したり、列の参照先として指定したりすることなどが可能になります。外部コンンツ タイプは参

照だけではなく、更新なども可能です。 

 

なお、外部コンテンツ タイプは Business Data Connectivity Service とも呼ばれ、Visual Studio 

2010 から作成することも可能ですが、SharePoint Designer 2010 ではコーディングすることなく作成でき

ます。ただし、SQL Server などのデータソースにアクセスするには、データベース側の認証設定が必要になりま

す。さらに、SharePoint Designer 2010 で作成した外部コンテンツ タイプは、誰が利用できるかといった 

「アクセス許可」 の設定を適切に設定しないと既定では作成した管理者しか利用できなくなってしまいます。従

ってアクセス許可の設定は SharePoint 2010 の管理者に依頼する必要があります。 

（※）Office 365（SharePoint Online）では、Business Data Connectivity Service はサポ

ートされていません。 

 

 外部コンテンツ タイプおよび外部リストの作成 

1. 外部コンテンツ タイプを作成したいサイト

に Web ブラウザーからアクセスします。 

2. [SharePoint Designer 2010] を起

動します。 
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3. ナビゲーション ウィンドウから [外部コンテ

ンツ タイプ] を選択します。次に、リボン 

メニューから [外部コンテンツ タイプ] をク

リックします。 

 

4. [外部コンテンツ タイプの情報] セクション

にある名前フィールドに 「社員データ」 と

入力します。  

 

 

5. [外部コンテンツ タイプの情報] セクション

にある [ここをクリックして、外部データ ソ

ースの検出と操作の定義...] リンクをクリ

ックします。 

 

 

6. [接続の追加] ボタンをクリックします。 

 

7. データ  ソース  タイプとして  [ SQL 

Server ] を指定します。 
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8. データベース サーバー、データベース名、

認証設定などを指定し [OK] をクリックし

ます。 

 

9. [データ ソース エクスプローラー] に表示

されたデータベースを展開し、目的のテーブ

ルを右クリックします。[すべての操作を作

成] をクリックします。 

 

10. [次へ] をクリックします。 

 

11. 主キーとして利用するフィールドを選択した

ら、[必須] チェックボックスをオフにし、[表

示で選択] チェックボックスをオンにします。 

 

その他、表示したい列を選択し、[次へ] 

をクリックします。 
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12. 次にフィルターを設定します。大量のデータ

を取得するとパフォーマンスの低下を招く可

能性があるため、必要に応じて適切な情

報のみ取得するようにフィルターを定義しま

す。 

 

[フィルター パラメーターの追加] をクリック

します。 

 

13. 画面右上にあるプロパティ ウィンドウから 

[(クリックして追加)] をクリックします。 

 

14. [フィルターの種類] から 「制限」 を指定

します。[フィルター フィールド] にはここで

は 「社員コード」 を指定します。 

 

※制限を設定すると指定した個数のデー

タのみが取得されるようになります。 

 

[OK] をクリックします。 
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15. [既定値] にここでは  “20” と入力し 

[完了] ボタンをクリックします。 

 

16. 以上で外部コンテンツ タイプの操作の定

義が完了しました。 

 

17. 上書き保存します。 

 

18. 次に作成した外部コンテンツ タイプを元に

外部リストを作成します。リボン メニューに

ある [リストとフォームの作成] をクリックし

ます。 

 

19. リスト名を指定し、[OK] をクリックします。

これにより外部リストが生成されます。 
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20. 外部リストが作成されたことを確認するた

めに、画面左のナビゲーション ウィンドウか

ら [リストとライブラリ] をクリックします。 

 

「外部リスト」 というカテゴリに “社員デー

タ” リストが作成されていることを確認した

ら、リスト名のリンク部分をクリックします。 

 

21. リストの概要ページが表示されます。外部

リストであるため [リスト情報] セクションに

あるアイテム列に 「外部」 と表示されてい

ます。 

 

作成された外部リストを Web ブラウザー

上で確認するためにリボン メニューにある 

[ブラウザーでレビュー] をクリックします。 
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22. Web ブラウザーが起動し、外部リストが

表示されることを確認します。 

 

このリストは編集や削除が可能です。操

作内容は直接データソースに対して適用

されます。 

 

 

[参考] 

外部リストは、Outlook 2010 や SharePoint Workspace 2010 と同期をとることができます。そのた

め、オフラインでのデータ参照が可能になります。 

 

↓ 
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カスタム ワークフロー 

SharePoint Designer 2010 を使用するとコーディングすることなく、カスタム ワークフローが構築できます。

SharePoint Designer で作成したワークフローは、進捗を Visio ワークフローを自動生成してビジュアル化

することも可能です。なお、SharePoint Designer が生成した Visio のワークフロー情報は、Visio にイン

ポートできるため Visio 側で詳細な設定をした後に再び SharePoint Designer にインポートして利用する

といったことも可能です。 

（※）Office 365 プラン P1 では、SharePoint Designer 2010 によるカスタムワークフローの構築は

サポートされていません。 

 

1. ワークフローを構築したいサイトにアクセスし

[サイトの操作]メニューから[SharePoint 

Designer でサイトを構築]をクリックする

と、SharePoint Designer 2010 を起

動します。 

 

2. [リスト ワークフロー]をクリックし、ワークフロ

ーを割り当てたい目的のリストを選択しま

す。 
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3. 新しいワークフローの名前と説明を記述

し、[OK] をクリックします。 

 

4. ステップ 1 が表示されます。 

 

[関連付け列]をクリックします。 

 

5. [新しい列の追加] をクリックします。 

 

6. フィールド名に ”出張申請のステータス”、

説明に “出張申請の承認状況です。” 

と入力し、情報の種類は [1 行テキスト] 

です。 

[次へ] をクリックします。 

 

7. 既定値に “未承認” と入力し、[完了] 

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

出張申請のステータスが追加されたことを

確認して[OK]をクリックします。 
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8. ステップ 1 にカーソルを挿入し、[条件]メニ

ューから [現在のアイテム フィールドと値が

等しいかどうか] を選択します。 

 

9. フィールド と値をクリックして、「出張申請

のステータが未承認に等しい」 と指定して

ください。 

 

 

 

10. アクションから 相互関係アクションの[ユー

ザーの上長の検索] をクリックします。 

 

11. [ユーザー] をクリックします。 

 

12. [ユーザーのワークフロー参照] をクリックし

ます。 
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13. データソースに ”現在のアイテム” を指定

します。ソースのフィールドに “更新者” 、

返されるフィールドの名前は “ログイン名” 

とします。 

 

[OK] をクリックします。 

 

 

 

 

 

14. [アクション] から タスク アクションの中の

[承認処理を開始する] をクリックします。 

 

15. 複数ユーザーのリンクをクリックします。 

 

16. [参加者] のフィールドの隣にある ア

イコンをクリックします。 
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17. [ユーザーのワークフロー参照]をダブルクリッ

クします。 

 

18. データソースに “ワークフローの変数とパラ

メーター” を指定し、ソースのフィールドに

は “変数:上司” 、返されるフィールドの

名前は “ログイン名” です。 

 

[OK] をクリックします。 

 

19. [OK] をクリックします。 

 

20. タイトルと、説明に適当な内容を記述しま

す。 

 

[OK] をクリックします。 
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21. アクション メニューから リスト アクションの

中の[現在のアイテムにフィールドを設定す

る] をクリックします。  

 

22. フィールドをクリックし、[出張申請の状況] 

を指定します。 

値に [処理完了] と指定します 

 

 

23. [出張申請] のリンクをクリックします。 

 

 

24. [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] チェックボックスをオンに

します。また、[このワークフローを手動で開

始できるようにする]チェックボックスをオフに

し、[アイテムが作成されたときに、自動的
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にワークフローを開始する] チェックボックス

をオンにします。 

 

設定が終わったら、画面左上部から [上

書き保存]-[発行] をクリックします。 

 

 

 

25. 発行が終わったら動作確認をします。ライ

ブラリに、任意のドキュメントをアップロード

します。 

 

すると、[出張申請のステータス] 列には、

既定値である “未承認” が設定されて

います。 

 

[保存] をクリックします。  

 

26. ドキュメントを保存するとすぐにワークフロー

が開始されます。 

 

“進行中” となっているリンクをクリックしま

す。 

 

27. ワークフローの活動状況が、Visio により

グラフィカルに表示されます。 

 

上長の平野に対する承認タスクが生成さ

れています。平野さんのアカウントでログイ

ンし、割り当てられている承認タスクをクリッ

クします。  
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28. [承認] をクリックします。 

 

29. 途中でとまっていた Visio のデモンストレ

ーションも 最後まで処理が終わったことが

わかります。 

 

30. ライブラリの文書ファイルの[出張申請] 列

が自動的に承認済みに変更されました。 
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6.3 Access Services 

SharePoint 2010 には Access Services が搭載されています。この機能により、Access 2010 で

作成したデータベースを SharePoint サイトとして構築し、Web ブラウザー上で表示、編集が利用できるよ

うになります。なお、Access レポートを利用する場合は SQL Server 2008 R2 Reporting Services 

Add-In が SharePoint 2010 側に必要です。 

（※）Office 365（SharePoint Online）では、Office 365 プラン P1、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 がサポート対象になります。 

 

Access Services への発行 

Access Services を利用するには、Access Services への発行が必要です。ここでは Web対応に設

定していない既存のデータベースを Access Services に発行する手順を説明します。 

 

1. Access のデータベースを開きます。 

 

2. [ファイル] メニューから [保存して発行] 

を ク リ ッ ク し ま す 。 次 に  [ Access 

Services に発行] を選択し、[互換性

チェックの実行] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

互換性に問題がない場合は、「データベー

スは Web に対応しています。」 というメ

ッセージが表示されます。 
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3. 発行先として親サイトとなる SharePoint 

サイトの URL と新規に作成される 

Access Web データベース サイトのサイ

ト名を指定し、[Access Services に発

行] をクリックします。  

4. 正常に発行されると、「発行成功」 と表

示されます。 

 

表示される URL をクリックします。 

 

 

5. Access Web データベース サイトが表

示されます。 

 

ただし、このままでは各フォームは Web 

対応とはなっていないため、レコードの表示

や編集には クライアントに Access 2010 

が必要になります。 

そのため、一度 Access 2010 に戻り、

Web 対応のフォームを作成してから同期

をとります。 

 

6. Access 2010 に戻ります。 

 

新たに Web フォームを作成したいサポー

ト オブジェクト（左図ではテーブル 1）を

選択し、[作成] タブから [フォーム] をク

リックします。 
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7. Web フォームが表示されます。 

 

 

 

 

8. Webフォームのタブを右クリックし、[上書き

保存] をクリックします。 

 

9. フォーム名を指定し [OK] をクリックしま

す。 

 

10. 続いて既定で表示されるフォームとして先

ほど作成した Web フォームを指定するた

め、[ファイル] メニューから [オプション] を

クリックします。 
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11. Access オプション ページの [カレント デ

ータベース] をクリックします。 

 

[Web 表示フォーム:] として既定で表示

したい Web フォームを指定します。 

 

[OK] をクリックします。 

 

 

12. 変更した内容を Access Web データベ

ース サイトに適用するために、[ファイル] 

メニューから [情報] をクリックします。次

に、[すべて同期] をクリックします。 

 

これで変更した内容が Access Web デ

ータベース サイトに反映されます。 

 

 

Web ブラウザーで Access Web データ

ベース サイトにアクセスして結果を確認し

ます。 

 

 

 


