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サイト テンプレートとサイト コレクションの機能、サイトの機能の概要 

SharePoint 2010 では、目的に応じた様々なサイト テンプレートを利用してサイトを作成することで、利

用目的に必要な機能をそろえたサイトをすぐに作成することができます。 

以下の表では、SharePoint Server 2010 (Server)、および SharePoint Online – Office 365 for 

Enterprise/Professional and Small Business の両方 (Online)で利用することができるサイト テンプ

レートの一覧を提供します。 

レコード センターとワークフロー付き発行ポータルは Server のみ、Express チームサイトは Online のみ利

用することが可能です。 

 

作成可能なサイト Server Online 

Express チームサイト  ○ 

FAST Search センター ○ ○ 

Visio プロセス リポジトリ ○ ○ 

イベントの会議ワークスペース ○ ○ 

エンタープライズ検索センター ○ ○ 

グループ ワーク サイト ○ ○ 

チーム サイト ○ ○ 

ドキュメント センター ○ ○ 

ドキュメント ワークスペース ○ ○ 

ブログ ○ ○ 

プロジェクトWeb データベース ○ ○ 

レコード センター ○  

案件管理 Web データベース ○ ○ 

意思決定の会議ワークスペース ○ ○ 

一般的な会議ワークスペース ○ ○ 

基本検索センター ○ ○ 

寄付金管理Web データベース ○ ○ 

空のサイト ○ ○ 

空の会議ワークスペース ○ ○ 

個人用設定サイト ○ ○ 

資産管理 Web データベース ○ ○ 

複数ページの会議ワークスペース ○ ○ 

連絡先管理Web データベース ○ ○ 

PowerPoint ブロードキャスト サイト ○ E のみ 

個人用サイトのホスト ○ E のみ 

発行ポータル ○ E のみ 

エンタープライズ Wiki ○ E のみ 

ワークフロー付き発行ポータル ○  
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次の章以下では、サイトテンプレートを以下の 3 つのカテゴリに分けて内容の解説をしていきます。 

 トップレベル サイトおよびサブサイトに適用できるサイトテンプレート 

 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 

 サブサイトにのみ適用できるサイトテンプレート 

 

また、サイト上で利用できる機能については、サイト コレクションの機能とサイトの機能の ON/OFF を切り替

えることができます。各サイトテンプレートでどの機能が既定の状態で ON/OFF になっているか、またどのコンテン

ツや Web パーツが既定の状態で利用可能なのかについても合わせて解説します。また、サイトで利用できる

Web パーツやテンプレートは、これらの機能の ON/OFF に依存します。 

以下にサイト コレクションの機能とサイトの機能の一覧とその内容について解説します。 

 

サイト コレクションの機能 説明 

3段階の状態管理ワークフロー このワークフローを使用してリスト内のアイテムを管理します。 

Document ID Service サイト コレクション内のドキュメントに ID を割り当てます。この ID 

は、アイテムの現在の場所に関係なく、アイテムを取得するために

使用されます。 

Office Web Apps Office Web Apps を使用して表示および編集できるようにしま

す。 

PerformancePoint Services サ

イト コレクション機能 

PerformancePoint Services サイトを有効にする機能です。

対象には、コンテンツ タイプとこのサイト コレクションのサイト定義も

含まれます。(オンプレミスのみ) 

Search Server の Web パーツ 検索センターに必要なすべての Web パーツをアップロードする機

能です。 

SharePoint 2007 のワークフロー SharePoint 2007 に備わっている既定のワークフロー機能を集

めたものです。 

SharePoint Server Enterprise 

サイト コレクション機能 

SharePoint Server Enterprise ライセンスに含まれる、

InfoPath Forms Services 、 Visio Services 、 Access 

Services、Excel Services アプリケーションなどの機能です。 

SharePoint Server Standard サ

イト コレクション機能 

SharePoint Server Standard ライセンスに含まれる、ユーザ

ー プロファイルや検索などの機能を示します。 

SharePoint Server 発行インフラ

ストラクチャ 

集中管理されたライブラリ、コンテンツ タイプ、マスター ページ、お

よびページ レイアウトを提供して、ページのスケジュール設定および

サイト コレクション用のその他の発行機能を有効にします。 

インプレース レコード管理 レコードの定義と宣言を 1 か所でできるようにします。 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ サイトをエンタープライズ メタデータ ハブ サイトとして準備します。 

ドキュメント セット ドキュメント セットの作成および使用に必要なコンテンツ タイプを

指定します。ドキュメント セットは、複数のドキュメントを 1 つの作
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サイト コレクションの機能 説明 

業生産物として管理する場合に作成します。 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘ

ルプ 

このサイト コレクションのユーザー設定のヘルプを保存するために使

用できるヘルプ ライブラリを作成します。 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保

持 

リスト管理者がコンテンツ タイプの保持スケジュールを無効にして、

ライブラリとフォルダーにスケジュールを設定できるようにします。 

レポート Microsoft SharePoint Foundation の情報についてのレポー

トを作成します。 

ワークフロー SharePoint に備わっている既定のワークフロー機能を集めたもの

です。 

外部ユーザーの招待 外部ユーザーをサイトに招待できるようにします。(オンラインのみ) 

既定でクライアント アプリケーションで

ドキュメントを開く 

既定で、Web アプリケーションではなくクライアント アプリケーション

でドキュメントを開くように、ドキュメントへのリンクを構成します。 

詳細 Web Analytics この機能は、詳細 Web Analytics レポート、データ ドリブン ワ

ークフロー、スケジュール レポートのワークフロー、Web Analytics 

の Web パーツ、サイト コレクション レベルのカスタマイズ レポー

ト機能 (Enterprise SKU 用) で構成されます。(オンプレミスの

み) 

廃棄承認のワークフロー 期限切れドキュメントの保持または削除を参加者に決定させ、ド

キュメントの有効期限と保持期間を管理します。 

発行承認のワークフロー ページを承認に出します。承認担当者は、ページの承認と却下、

承認タスクの再割り当て、ページに対する変更の要求ができます。

このワークフローは SharePoint Designer で編集できます。 

 

サイトの機能 説明 

PerformancePoint Services サ

イト機能 

PerformancePoint Services のリストとドキュメント ライブラリ 

テンプレートを有効にする機能です。(オンプレミスのみ) 

SharePoint Server Enterprise 

サイト機能 

SharePoint Server Enterprise ライセンスに含まれる、Visio 

Services 、Access Services、Excel Services アプリケーシ

ョンなどの機能です。 

SharePoint Server Standard サ

イト機能 

SharePoint Server Standard ライセンスに含まれる、ユーザ

ー プロファイルや検索などの機能を示します。 

SharePoint Server 発行機能 Web ページ ライブラリのほか、ページ レイアウトに基づいてページ

を作成および発行するサポート用ライブラリを作成します。 

Wiki ページのホームページ このサイトの機能を使用して、Wiki ページを作成し、自分のサイ

トのホーム ページとして設定できます。 

グループ ワーク リスト チームおよびリソースのスケジュール設定の機能を追加した予定表

が提供されます。 
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サイトの機能 説明 

コンテンツ オーガナイザー このサイトに送信されたコンテンツを適切なライブラリまたはフォルダ

ーに移動するメタデータ ベースのルールを作成します。 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メ

ール統合 

サイトのコンテンツ オーガナイザーが、電子メール メッセージを受け

入れて整理できるようになります。この機能は、レコード センターな

どの完全に管理された保存場所でのみ使用してください。 

チームのグループ作業リスト ドキュメント ライブラリや案件などの標準リストを作成して、チームの

グループ作業機能を有効にします。 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処

理 

メタデータ ツリー ビュー階層およびフィルター コントロールを使用す

るようにリストを構成する設定ページをサイト内の各リストに提供し

ます。これによりリストに含まれるアイテムのナビゲーションおよびフィ

ルター処理が改善されます 

外部リストのオフライン同期 外部リストと Outlook または SharePoint Workspace との

オフライン同期を有効にします。 

保留リストと電子情報開示 この機能は、ドキュメントの破棄処理を停止する必要がある、訴

訟、調査、または監査などの外部処理の管理に使用します。 

 

サイト コレクションの機能とサイトの機能の既定値は Server と Online で異なる場合があるため、既定値

はそれぞれの値を記載しています。Office 365 for Enterprise (プランE)とOffice 365 for Professional 

and Small Busines (プラン P)で値が異なる場合は、プラン Eのものを左側、プラン Pのものを右側に記載し

ています。たとえば「○/×」であれば、プラン E は○、プラン P は×であることを示しています。また、プラン P は簡

素化されているため、サイトの設定画面で表示される機能の数が限定されています。プラン P で表示される機

能については (※) という印がついています。 
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トップレベルサイトおよびサブサイトに適用できるサイトテンプレート 

トップレベル サイトおよびサブサイトに適用できるサイト テンプレートについて説明します。なお、ここで説明す

るサイト テンプレートはサイト コレクションのトップレベルサイトに作成した場合を前提に説明します。これは、サ

ブサイトとして構築する場合は、トップレベルサイトの「サイト コレクションの機能」の状況によって利用できる

Web パーツなどが異なってしまうため、混乱を避けるためです。 

チームサイト 

部門やプロジェクト単位で情報を作成、共有、整理するために使用するサイトを作成する場合は、このサイ

ト テンプレートを選択します。 

 

[表示モード] 

 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトにチームサイト テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint Services サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート ○ ○ 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint Services サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ ○ ○/× (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

サイトのリソース ファイル   

サイトのページ   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

共有ドキュメント  共有ドキュメント 

リスト   

お知らせ   

タスク   

リンク   

予定表   

ディスカッション掲示板   

チーム ディスカッション   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

ディスカッション掲示板 画像ライブラリ 

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

サイトのリソース ファイル  

サイトのページ  

タスク  

チーム ディスカッション  

フォーム テンプレート  

リンク  
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共有ドキュメント  

予定表  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  

ひとの検索の主要結果  

ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  
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検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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Express チームサイト 

部門やプロジェクト単位で情報を作成、共有、整理するために使用するサイトを作成する場合は、このサイ

ト テンプレートを選択します。通常のチームサイトよりも簡易的な機能を提供します。(注) 

 

[表示モード] 

 

 

[編集モード] 

(注) このテンプレートは SharePoint Online のみの提供です。 
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トップレベル サイトに Express チームサイト テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー - ○  (※) 

Document ID Service - × 

Office Web Apps - ○  (※) 

PerformancePoint Services サイト コレクション機能 - - 

Search Server の Web パーツ - ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー - × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 - × 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 - × 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ - × 

インプレース レコード管理 - × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ - × 

ドキュメント セット - × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ - ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 - × 

レポート - × 

ワークフロー - × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く - ×  (※) 

詳細 Web Analytics - - 

廃棄承認のワークフロー - ○ 

発行承認のワークフロー - × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint Services サイト機能 - - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 - × 

SharePoint Server Standard サイト機能 - × 

SharePoint Server 発行機能 - × 

Wiki ページのホームページ - ×  (※) 

グループ ワーク リスト - ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー - × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 - × 

チームのグループ作業リスト - ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 - × 

外部リストのオフライン同期 - ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 - × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

サイトのリソース ファイル   

サイトのページ   

スタイル ライブラリ   

ドキュメント  ドキュメント 

リスト   

投稿   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ 画像ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

スプレッドシートのインポート フォーム ライブラリ 

タスク  

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

ドキュメント HTML フォームのWebパーツ 

投稿  

サイトのリソース ファイル  

サイトのページ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

XML ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント ユーザー タスク 

Office Web App PerformancePoint 

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

 Silverlight の Webパーツ 

 イメージ ビューアー 

 コンテンツ エディター 

 ページ ビューアー 

 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

フィルター ドキュメント セット 

検索  
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空のサイト 

既定で用意されるリストやライブラリなどが一切ない状態からサイトを作成したい場合に利用します。既定で

用意されているトップページ(default.aspx)は Wiki ページではなく Webパーツページです。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトに空のサイト テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト機能 × × 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × × 

グループ ワーク リスト × × 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○ 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 × × 

外部リストのオフライン同期 ○ ○ 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ データ接続ライブラリ 

アンケート ドキュメント ライブラリ 

カスタム リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート 画像ライブラリ 

タスク  

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ お勧めのコンテンツ 

カスマイズされたレポート 

(※トップレベル サイトの場合のみ) 

Web Analytics の Web パーツ 

フォーム XML ビューアー 

HTML フォームのWebパーツ 関連ドキュメント 

  

  

イベントのグループ作業 メディアおよびコンテンツ 

サイトのユーザー Silverlight の Webパーツ 

ユーザー タスク イメージ ビューアー 

 コンテンツ エディター 

 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

 ページ ビューアー 
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グループ ワークサイト 

基本的にはチームサイト テンプレートと似ていますが、既定でサイトの機能として[グループ ワーク リスト]が

アクティブになっている点が異なります。この機能がアクティブになっていると、電話メモや行き先掲示板などの 

Web グループ ウェア機能が利用できるようになります。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトにグループワークサイト テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー × ×  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート ○ ○ 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ○/× (※) 

グループ ワーク リスト ○ ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

共有ドキュメント   

リスト   

お知らせ  お知らせ 

グループの予定表  グループの予定表 

タスク   

リンク  リンク 

回覧板   

行き先  行き先 

設備   

電話メモ   

ディスカッション掲示板   

チーム ディスカッション   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

Microsoft IME辞書リスト スライド ライブラリ 

お知らせ データ接続ライブラリ 

アンケート ドキュメント ライブラリ 

カスタム リスト フォーム ライブラリ 

ステータス リスト メディア ライブラリ 

スプレッドシートのインポート レポート ライブラリ 

タスク 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

回覧板  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  
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チーム ディスカッション  

フォーム テンプレート  

リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  

電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  
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ビジュアルおすすめコンテンツの検索  

ひとの検索の主要結果  

ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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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 か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 マネジメントが可能です。（注） 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトにエンタープライズ Wiki を適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E) 

3段階の状態管理ワークフロー × × 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○ 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × × 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ ○ ○ 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × × 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - × 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × × 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト機能 × × 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × × 

グループ ワーク リスト × × 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○ 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 × × 

外部リストのオフライン同期 ○ ○ 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

イメージ   

カスタマイズされたレポート   

サイトのコレクションのイメージ   

サイトコレクションのドキュメント   

スタイル ライブラリ   

ドキュメント   

フォーム テンプレート   

ページ   

リスト   

コンテンツと構造のレポート   

ワークフロータスク   

再利用可能なコンテンツ   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ ドキュメント ライブラリ 

アンケート フォーム ライブラリ 

カスタム リスト メディア ライブラリ 

スプレッドシートのインポート 画像ライブラリ 

タスク  

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

リストとライブラリ フォーム 

イメージ InfoPath フォーム Web パーツ 

 HTML フォームのWebパーツ 

カスタマイズされたレポート お勧めのコンテンツ 

コンテンツと構造のレポート RSS ビューアー 

サイト コレクションのイメージ Web Analytics の Web パーツ 

サイト コレクションのドキュメント XML ビューアー 

ドキュメント コンテンツ クエリ  

フォーム テンプレート 概要リンク 

ページ 目次 

 関連ドキュメント 
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ワークフロー タスク メディアおよびコンテンツ 

再利用可能なコンテンツ Silverlight の Webパーツ 

イベントのグループ作業 イメージ ビューアー 

 コンテンツ エディター 

サイトのユーザー ページ ビューアー 

ユーザー タスク メディアの Webパーツ 

 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 
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(注) Office365 プラン P1 では、エンタープライズWiki はご利用になれません。 

 

ブログ 

アイデア、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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトにブログ テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート ○ ○ 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

画像ライブラリ   

写真   

リスト   

カテゴリ   

コメント   

リンク  リンク 

投稿  投稿 

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

ディスカッション掲示板 画像ライブラリ 

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  

チーム ディスカッション  

フォーム テンプレート  

リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  
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電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  

ひとの検索の主要結果  

ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  
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検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  

カスマイズされたレポート InfoPath フォーム Web パーツ 

カテゴリ HTML フォームのWebパーツ 

コメント  

フォーム テンプレート  

リンク  

写真  

投稿  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  
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SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  

ひとの検索の主要結果  

ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトにドキュメント ワークスペースドキュメント ワークスペースを適用した場合の既定の状態を

次に示します。 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

ドキュメント ライブラリ   

フォーム テンプレート  共有ドキュメント 

リスト   

会議の趣旨  お知らせ 

議題  タスク 

出席者  リンク 

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

ディスカッション掲示板 画像ライブラリ 

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

会議の趣旨  

持っていく物  

案件管理  

決定事項  

議題  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

推奨アイテム Office クライアント アプリケーション 

タスク Excel Web Access 

ディスカッション掲示板 InfoPath フォーム Web パーツ 

テキスト ボックス Visio Web Access 

ドキュメント ライブラリ WSRP ビューアー 

リンク お勧めのコンテンツ 

画像ライブラリ HTML フォームのWebパーツ 

会議の趣旨 RSS ビューアー 

議題 Web Analytics の Web パーツ 

決定事項 XML ビューアー 
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持っていく物 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

出席者 フィルター 

リストとライブラリ SharePoint リスト フィルター 

カスマイズされたレポート SQL Server Analysis Services フィルター 

ドキュメント ライブラリ クエリ文字列(URL)フィルター 

チーム ディスカッション テキスト フィルター 

フォーム テンプレート フィルターの選択 

会議の趣旨 フィルター操作 

議題 ページ フィード フィルター 

出席者 現在のユーザーによるフィルター 

ドキュメント 日付フィルター 

関連ドキュメント メディアおよびコンテンツ 

ナビゲーション Silverlight の Webパーツ 

カテゴリ イメージ ビューアー 

カテゴリに属するサイト コンテンツ エディター 

サイトの集合表示 ページ ビューアー 

タグ クラウド 検索 

ビジネス データ ビジュアルおすすめコンテンツの検索 

インジケータの詳細 ひとの検索の主要結果 

ステータス リスト ひとの検索ボックス 

ビジネス データ アイテム ひとの絞り込み検索 

ビジネス データ アイテム ビルダー フェデレーション検索結果 

ビジネス データ アクション 関連するクエリ 

ビジネス データ リスト 検索のおすすめコンテンツ 

ビジネス データ関連リスト 検索の統計 

ビジネス データ接続フィルター 検索ページ 

ユーザー 検索ボックス 

サイトのユーザー 検索結果 

メモ掲示板 検索結果の絞り込みパネル 

ユーザー タスク 検索操作リンク 

組織ブラウザー 高度な検索のボックス 

連絡先の詳細 主要な検索結果 

個人用 上位フェデレーション検索結果 

個人用のタスク 中国語デュアル検索 

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

その他  

グラフ Webパーツ  
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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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトに一般的な会議ワークスペース テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示しま

す。 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート ○ ○ 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ ○ ○/× (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

サイトのリソース ファイル   

サイトのページ   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

共有ドキュメント  共有ドキュメント 

リスト   

お知らせ   

タスク   

リンク   

予定表   

ディスカッション掲示板   

チーム ディスカッション   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

ディスカッション掲示板 画像ライブラリ 

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ Office クライアント アプリケーション 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  

チーム ディスカッション  

フォーム テンプレート  
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リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  

電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  

ひとの検索の主要結果  
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ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトに意思決定の会議ワークスペース テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示し

ます。 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート × ○ 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

ドキュメントライブラリ  ドキュメントライブラリ 

フォーム テンプレート   

リスト   

タスク  タスク 

会議の趣旨  会議の趣旨 

議題  議題 

決定事項  決定事項 

出席者  出席者 

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

テキストボックス 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

会議の趣旨  

持っていく物  

案件管理  

決定事項  

議題  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

推奨アイテム Office クライアント アプリケーション 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  

チーム ディスカッション  
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フォーム テンプレート  

リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  

電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  
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ひとの検索の主要結果  

ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  

タスク Excel Web Access 

ディスカッション掲示板 InfoPath フォーム Web パーツ 

テキスト ボックス Visio Web Access 

ドキュメント ライブラリ WSRP ビューアー 

リンク お勧めのコンテンツ 

画像ライブラリ HTML フォームのWebパーツ 

会議の趣旨 RSS ビューアー 

議題 Web Analytics の Web パーツ 

決定事項 XML ビューアー 

持っていく物 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

出席者 フィルター 

リストとライブラリ SharePoint リスト フィルター 

カスマイズされたレポート SQL Server Analysis Services フィルター 

タスク クエリ文字列(URL)フィルター 

ドキュメントライブラリ テキスト フィルター 

フォーム テンプレート フィルターの選択 

会議の趣旨 フィルター操作 

議題 ページ フィード フィルター 

決定事項 現在のユーザーによるフィルター 

出席者 日付フィルター 

ドキュメント メディアおよびコンテンツ 

関連ドキュメント Silverlight の Webパーツ 

ナビゲーション イメージ ビューアー 

カテゴリ コンテンツ エディター 

カテゴリに属するサイト ページ ビューアー 

サイトの集合表示 検索 

タグ クラウド ビジュアルおすすめコンテンツの検索 

ビジネス データ ひとの検索の主要結果 

インジケータの詳細 ひとの検索ボックス 
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ステータス リスト ひとの絞り込み検索 

ビジネス データ アイテム フェデレーション検索結果 

ビジネス データ アイテム ビルダー 関連するクエリ 

ビジネス データ アクション 検索のおすすめコンテンツ 

ビジネス データ リスト 検索の統計 

ビジネス データ関連リスト 検索ページ 

ビジネス データ接続フィルター 検索ボックス 

ユーザー 検索結果 

サイトのユーザー 検索結果の絞り込みパネル 

メモ掲示板 検索操作リンク 

ユーザー タスク 高度な検索のボックス 

組織ブラウザー 主要な検索結果 

連絡先の詳細 上位フェデレーション検索結果 

個人用 中国語デュアル検索 

個人用のタスク フィルター 

個人用の予定表 SharePoint リスト フィルター 

個人用の連絡先 SQL Server Analysis Services フィルター 

個人用メール フォルダー クエリ文字列(URL)フィルター 

受信トレイ テキスト フィルター 

その他 フィルターの選択 

グラフ Webパーツ フィルター操作 

メディアおよびコンテンツ ページ フィード フィルター 

Silverlight の Webパーツ 現在のユーザーによるフィルター 

イメージ ビューアー 日付フィルター 

コンテンツ エディター  

ページ ビューアー  

会議  

タスク  

ディスカッション掲示板  

テキスト ボックス  

ドキュメント ライブラリ  

リンク  

画像ライブラリ  

会議の趣旨  

議題  

決定事項  

持っていく物  

出席者  
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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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトにイベントの会議ワークスペース テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示しま

す。 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

画像ライブラリ   

画像ライブラリ   

リスト   

案内  案内 

持っていく物  持っていく物 

出席者  出席者 

ディスカッション掲示板   

ディスカッション掲示板   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

テキストボックス 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

会議の趣旨  

持っていく物  

案件管理  

決定事項  

議題  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  

チーム ディスカッション  
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フォーム テンプレート  

リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  

電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  
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ひとの検索の主要結果  

ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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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。 

 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトに空の会議ワークスペース テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

リスト   

出席者   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

テキスト ボックス 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

会議の趣旨  

持っていく物  

案件管理  

決定事項  

議題  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

推奨アイテム Office クライアント アプリケーション 

タスク Excel Web Access 

ディスカッション掲示板 InfoPath フォーム Web パーツ 

テキスト ボックス Visio Web Access 

ドキュメント ライブラリ WSRP ビューアー 

リンク お勧めのコンテンツ 

画像ライブラリ HTML フォームのWebパーツ 

会議の趣旨 RSS ビューアー 

議題 Web Analytics の Web パーツ 

決定事項 XML ビューアー 

持っていく物 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

出席者 フィルター 
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リストとライブラリ SharePoint リスト フィルター 

カスマイズされたレポート SQL Server Analysis Services フィルター 

フォーム テンプレート クエリ文字列(URL)フィルター 

出席者 テキスト フィルター 

ドキュメント フィルターの選択 

関連ドキュメント フィルター操作 

ナビゲーション ページ フィード フィルター 

カテゴリ 現在のユーザーによるフィルター 

カテゴリに属するサイト 日付フィルター 

サイトの集合表示 メディアおよびコンテンツ 

タグ クラウド Silverlight の Webパーツ 

ビジネス データ イメージ ビューアー 

インジケータの詳細 コンテンツ エディター 

ステータス リスト ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム 検索 

ビジネス データ アイテム ビルダー ビジュアルおすすめコンテンツの検索 

ビジネス データ アクション ひとの検索の主要結果 

ビジネス データ リスト ひとの検索ボックス 

ビジネス データ関連リスト ひとの絞り込み検索 

ビジネス データ接続フィルター フェデレーション検索結果 

ユーザー 関連するクエリ 

サイトのユーザー 検索のおすすめコンテンツ 

メモ掲示板 検索の統計 

ユーザー タスク 検索ページ 

組織ブラウザー 検索ボックス 

連絡先の詳細 検索結果 

会議 検索結果の絞り込みパネル 

タスク 検索操作リンク 

ディスカッション掲示板 高度な検索のボックス 

テキスト ボックス 主要な検索結果 

ドキュメント ライブラリ 上位フェデレーション検索結果 

リンク 中国語デュアル検索 

画像ライブラリ 個人用 

会議の趣旨 個人用のタスク 

議題 個人用の予定表 

決定事項 個人用の連絡先 

持っていく物 個人用メール フォルダー 

出席者 受信トレイ 

 その他 

 グラフ Webパーツ 
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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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトに複数ページの会議ワークスペース テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示

します。 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

リスト   

会議の趣旨  会議の趣旨 

議題  議題 

出席者  出席者 

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

テキストボックス 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

会議の趣旨  

持っていく物  

案件管理  

決定事項  

議題  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

推奨アイテム Office クライアント アプリケーション 

タスク Excel Web Access 

ディスカッション掲示板 InfoPath フォーム Web パーツ 

テキスト ボックス Visio Web Access 

ドキュメント ライブラリ WSRP ビューアー 

リンク お勧めのコンテンツ 

画像ライブラリ HTML フォームのWebパーツ 

会議の趣旨 RSS ビューアー 

議題 Web Analytics の Web パーツ 

決定事項 XML ビューアー 
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持っていく物 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

出席者 フィルター 

リストとライブラリ SharePoint リスト フィルター 

カスマイズされたレポート SQL Server Analysis Services フィルター 

フォーム テンプレート クエリ文字列(URL)フィルター 

出席者 テキスト フィルター 

ドキュメント フィルターの選択 

関連ドキュメント フィルター操作 

ナビゲーション ページ フィード フィルター 

カテゴリ 現在のユーザーによるフィルター 

カテゴリに属するサイト 日付フィルター 

サイトの集合表示 メディアおよびコンテンツ 

タグ クラウド Silverlight の Webパーツ 

ビジネス データ イメージ ビューアー 

インジケータの詳細 コンテンツ エディター 

ステータス リスト ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム 検索 

ビジネス データ アイテム ビルダー ビジュアルおすすめコンテンツの検索 

ビジネス データ アクション ひとの検索の主要結果 

ビジネス データ リスト ひとの検索ボックス 

ビジネス データ関連リスト ひとの絞り込み検索 

ビジネス データ接続フィルター フェデレーション検索結果 

ユーザー 関連するクエリ 

サイトのユーザー 検索のおすすめコンテンツ 

メモ掲示板 検索の統計 

ユーザー タスク 検索ページ 

組織ブラウザー 検索ボックス 

連絡先の詳細 検索結果 

会議 検索結果の絞り込みパネル 

タスク 検索操作リンク 

ディスカッション掲示板 高度な検索のボックス 

テキスト ボックス 主要な検索結果 

ドキュメント ライブラリ 上位フェデレーション検索結果 

リンク 中国語デュアル検索 

画像ライブラリ 個人用 

会議の趣旨 個人用のタスク 

議題 個人用の予定表 

決定事項 個人用の連絡先 

持っていく物 個人用メール フォルダー 

出席者 受信トレイ 

 その他 

 グラフ Webパーツ 
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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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトに Visio プロセス リポジトリ テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー × ×  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ ○ ○ 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

サイト コレクションのイメージ   

サイト コレクションのドキュメント   

スタイル ライブラリ   

ドキュメント   

フォーム テンプレート   

プロセス図  プロセス図 

リスト   

お知らせ  お知らせ 

コンテンツと構造のレポート   

タスク  タスク 

ワークフロー   

再利用可能なコンテンツ   

ディスカッション掲示板   

チーム ディスカッション  チームディスカッション 

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト データ接続ライブラリ 

お知らせ ドキュメント ライブラリ 

アンケート フォーム ライブラリ 

カスタム リスト プロセス図ライブラリ 

ステータス リスト メディア ライブラリ 

スプレッドシートのインポート レポート ライブラリ 

タスク 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

リストとライブラリ Office クライアント アプリケーション 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  

チーム ディスカッション  
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フォーム テンプレート  

リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  

電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  
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ひとの検索の主要結果  

ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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ドキュメント センター 

このテンプレートを使用して、ドキュメントの作成、処理、保存を行います。このサイトは、チームでドキュメント

を作成する際の共同作業用リポジトリや、複数チームで使用するドキュメントのナレッジ ベースとして利用するこ

とができます。 

 

 

[表示モード] 

 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトにドキュメント センター テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー ○ ○  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー × × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

ドキュメント   

リスト   

タスク   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト データ接続ライブラリ 

お知らせ ドキュメント ライブラリ 

アンケート フォーム ライブラリ 

カスタム リスト メディア ライブラリ 

ステータス リスト レポート ライブラリ 

スプレッドシートのインポート 画像ライブラリ 

タスク Wiki ライブラリ 

ディスカッション掲示板 スライド ライブラリ 

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

タスク InfoPath フォーム Web パーツ 

ドキュメント HTML フォームのWebパーツ 

メディアおよびコンテンツ フィルター 

Silverlight のWeb パーツ SharePoint リスト フィルター 

イメージ ビューア SQL Server Analysis Services フィルター 

コンテンツ エディター クエリ文字列(URL)フィルター 

ページ ビューア テキスト フィルター 

画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ フィルターの選択 

 フィルターの操作 

 ページ フィールド フィルター 

 現在のユーザーによるフィルター 

 日付フィルター 

ビジネスデータ おすすめのコンテンツ 

Business Data Connectivity フィルター RSS ビューア 

Excel Web Access WSRP ビューア 

Visio Web Access XML ビューア 

インジケーターの詳細 カテゴリ 

グラフWeb パーツ カテゴリに属するサイト 
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ステータス リスト サイトの集合表示 

ビジネス データ アイテム 関連ドキュメント 

ビジネス データ アイテム ビルダー  

ビジネス データ アクション  

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

イベントのグループ作業 Outlook Web App 

サイトのユーザー 個人用のタスク 

タグ クラウド 個人用の予定表 

メモ掲示板 個人用の連絡先 

ユーザー タスク 個人用メール フォルダー 

組織のブラウザー 受信トレイ 

連絡先の詳細  
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レコード センター 

このテンプレートを使用して、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。（注） 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 

(注) レコードセンターは、SharePoint Online では、レコードセンターは、サポートされていません。オンプレ

ミス サーバーでのみご利用になれます。 
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トップレベル サイトにレコード センター テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online 

3段階の状態管理ワークフロー ○ - 

Document ID Service ○ - 

Office Web Apps ○ - 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × - 

SharePoint 2007 のワークフロー × - 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ - 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ - 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × - 

インプレース レコード管理 ○ - 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × - 

ドキュメント セット ○ - 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × - 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ - 

レポート ○ - 

ワークフロー ○ - 

外部ユーザーの招待 - - 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × - 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ - 

発行承認のワークフロー × - 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ - 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ - 

SharePoint Server 発行機能 × - 

Wiki ページのホームページ × - 

グループ ワーク リスト × - 

コンテンツ オーガナイザー ○ - 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 ○ - 

チームのグループ作業リスト ○ - 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ - 

外部リストのオフライン同期 ○ - 

保留リストと電子情報開示 ○ - 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

レコード ライブラリ   

自動仕分けライブラリ   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト データ接続ライブラリ 

お知らせ ドキュメント ライブラリ 

アンケート フォーム ライブラリ 

カスタム リスト メディア ライブラリ 

ステータス リスト レコード ライブラリ 

スプレッドシートのインポート レポート ライブラリ 

タスク 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  

チーム ディスカッション  

フォーム テンプレート  

リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  

電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 
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カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  

ひとの検索の主要結果  

ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  
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検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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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のページが備わっています。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトに基本検索センター テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー × ×  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ ○ ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー × × 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト機能 × × 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 × × 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

リスト   

検索ページのタブ   

検索結果のタブ   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ ドキュメント ライブラリ 

アンケート フォーム ライブラリ 

カスタム リスト 画像ライブラリ 

ステータス リスト  

スプレッドシートのインポート  

タスク  

タブリスト  

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

リストとライブラリ Office クライアント アプリケーション 

カスマイズされたレポート InfoPath フォーム Web パーツ 

フォーム テンプレート お勧めのコンテンツ 

検索ページのタブ HTML フォームのWebパーツ 

検索結果のタブ Web Analytics の Web パーツ 

ドキュメント XML ビューアー 

関連ドキュメント 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ユーザー メディアおよびコンテンツ 

サイトのユーザー Silverlight の Webパーツ 

ユーザー タスク イメージ ビューアー 

検索 コンテンツ エディター 

フェデレーション検索結果 ページ ビューアー 

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  
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検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトにエンタープライズ検索センター テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示しま

す。 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー × ×  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ ○ ○ 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 ○ ○ 

レポート ○ ○ 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 ○ × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

イメージ   

カスタマイズされたレポート   

サイトコレクションのイメージ   

サイトコレクションのドキュメント   

スタイル ライブラリ   

ドキュメント   

フォーム テンプレート   

ページ   

リスト   

コンテンツと構造のレポート   

ワークフロータスク   

検索ページのタブ   

検索結果のタブ   

再利用可能なコンテンツ   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

タブリスト 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  

チーム ディスカッション  

フォーム テンプレート  
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リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  

電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  

ひとの検索の主要結果  
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ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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FAST Search 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、一般的な検索用とひとの検索用です。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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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トップレベル サイトに FAST Search センター テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー × ×  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ ○ ○ 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー × × 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト機能 × × 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

イメージ   

カスタマイズされたレポート   

サイトコレクションのイメージ   

サイトコレクションのドキュメント   

スタイル ライブラリ   

ドキュメント   

フォームテンプレート   

ページ   

リスト   

コンテンツと構造のレポート   

ワークフロー タスク   

検索ページのタブ   

検索結果のタブ   

再利用可能なコンテンツ   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ ドキュメント ライブラリ 

アンケート フォーム ライブラリ 

カスタム リスト メディア ライブラリ 

ステータス リスト 画像ライブラリ 

スプレッドシートのインポート  

タスク  

タブ リスト  

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ フォーム 

お知らせ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスマイズされたレポート HTML フォームのWebパーツ 

グループの予定表  

タスク  

チーム ディスカッション  

フォーム テンプレート  
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リンク  

回覧板  

共有ドキュメント  

行き先  

設備  

電話メモ  

お勧めのコンテンツ イベント グループ作業 

RSS ビューアー サイトのユーザー 

関連ドキュメント メモ掲示板 

カテゴリ ユーザー タスク 

カテゴリに属するサイト 組織ブラウザー 

Web Analytics の Web パーツ 連絡先の詳細 

XML ビューアー タグ クラウド 

WSRP ビューアー  

サイトの集合表示  

Office Web App PerformancePoint 

個人用のタスク  

個人用の予定表  

個人用の連絡先  

個人用メール フォルダー  

受信トレイ  

ビジネス データ メディアおよびコンテンツ 

ビジネス データ Silverlight の Webパーツ 

インジケータの詳細 イメージ ビューアー 

ステータス リスト コンテンツ エディター 

ビジネス データ アイテム ページ ビューアー 

ビジネス データ アイテム ビルダー 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ビジネス データ アクション グラフ Webパーツ 

ビジネス データ リスト  

ビジネス データ関連リスト  

ビジネス データ接続フィルター  

Excel Web Access  

フィルター ドキュメント セット 

SharePoint リスト フィルター  

SQL Server Analysis Services フィルター  

クエリ文字列(URL)フィルター  

テキスト フィルター  

フィルターの選択  

フィルター操作  

ページ フィード フィルター  

現在のユーザーによるフィルター  

日付フィルター  

検索  

ビジュアルおすすめコンテンツの検索  

ひとの検索の主要結果  
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ひとの検索ボックス  

ひとの絞り込み検索  

フェデレーション検索結果  

関連するクエリ  

検索のおすすめコンテンツ  

検索の統計  

検索ページ  

検索ボックス  

検索結果  

検索結果の絞り込みパネル  

検索操作リンク  

高度な検索のボックス  

主要な検索結果  

上位フェデレーション検索結果  

中国語デュアル検索  
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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 

トップレベル サイトにのみ適用できるサイト テンプレートについて説明します。 

発行ポータル 

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。（注） 

 

[表示モード] 

 

[編集モードく] 

(注) Office365（SharePoint Online）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。 
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トップレベル サイトに発行ポータル テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー × ×  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ ○ ○ 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー ○ ○ 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト機能 × × 

SharePoint Server 発行機能 ○ ○ 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト × ×  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ  概要リンク(概要リンク Web パーツ) 

イメージ  概要リンク 2(概要リンクWeb パーツ) 

カスタマイズされたレポート  プレスリリース(コンテンツ クエリ ツール パーツ) 

サイト コレクションのイメージ   

サイトのドキュメント   

スタイル ライブラリ   

ドキュメント   

フォーム テンプレート   

ページ   

リスト   

コンテンツと構造のレポート   

ワークフロー タスク   

再利用可能なコンテンツ   

サブサイト   

プレスリリース   

検索   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト ドキュメント ライブラリ 

カスタム リスト メディア ライブラリ 

スプレッド シートのインポート 画像ライブラリ 

タスク  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ Office クライアント アプリケーション 

イメージ InfoPath フォーム Web パーツ 

カスタマイズされたレポート お勧めのコンテンツ 

コンテンツと構造のレポート HTML フォームのWebパーツ 

サイト コレクションのイメージ RSS ビューアー 

サイト コレクションのドキュメント Web Analytics の Web パーツ 

ドキュメント XML ビューアー 

フォーム テンプレート 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

ページ ユーザー 

ワークフロー タスク サイトのユーザー 

再利用可能なコンテンツ ユーザー タスク 

ドキュメント メディアおよびコンテンツ 

関連ドキュメント Silverlight の Webパーツ 

ナビゲーション イメージ ビューアー 

概要リンク コンテンツ エディター 

目次 ページ ビューアー 

 メディアの Webパーツ 
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個人用サイトのホスト 

個人向けのサイト (個人用サイト) とパブリックのユーザー プロファイル ページをホストするために使用される

サイトです。このテンプレートは、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 度だけ準備してくださ

い。詳細については、マニュアルを参照してください。（注） 

 

[表示モード] （画面ではユーザー プロファイルにて個人の写真に猫の画像を設定しています。） 

 

[編集モード] 

(注) 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、プラン K1、プラン K2 では個

人用コンテンツがご利用になれません。 
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個人用サイトの既定の状態を次に示します。 

 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー × ×  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー ○ × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics ○ - 

廃棄承認のワークフロー ○ ○ 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト機能 × × 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

カスタマイズされたレポート   

スタイル ライブラリ   

フォーム テンプレート   

共有ドキュメント  共有ドキュメント 

個人用ドキュメント  個人用ドキュメント 

画像ライブラリ   

共有画像   

  ブログの最新投稿 

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

スプレッドシートのインポート フォーム ライブラリ 

タスク 画像ライブラリ 

ディスカッション掲示板  

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

推奨アイテム Office クライアント アプリケーション 

RSS ビューアー Excel Web Access 

SharePoint InfoPath フォーム Web パーツ 

サイトの集合表示 WSRP ビューアー 

メンバーシップ お勧めのコンテンツ 

個人用 SharePoint サイト HTML フォームのWebパーツ 

既存のリストとライブラリ RSS ビューアー 

カスマイズされたレポート SharePoint ドキュメント 

フォーム テンプレート Web Analytics の Web パーツ 

共有ドキュメント XML ビューアー 

共有画像 ブログの最新投稿 

個人用ドキュメント メンバーシップ 

ドキュメント 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

関連ドキュメント 個人用 SharePoint サイト 

ナビゲーション 個人用ネットワークの新着情報 
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サイトの集合表示 個人用リンク 

タグ クラウド 個人用ワークスペース 

ビジネス データ 最近実行した処理 

インジケータの詳細 仕事仲間 

ステータス リスト 自分との共通点 

ビジネス データ アイテム 専門知識あり 

ビジネス データ アイテム ビルダー フィルター 

ビジネス データ アクション SharePoint リスト フィルター 

ビジネス データ リスト SQL Server Analysis Services フィルター 

ビジネス データ関連リスト クエリ文字列(URL)フィルター 

ビジネス データ接続フィルター テキスト フィルター 

ユーザー フィルターの選択 

サイトのユーザー フィルター操作 

メモ掲示板 ページ フィード フィルター 

ユーザー タスク 現在のユーザーによるフィルター 

組織ブラウザー 日付フィルター 

個人用 メディアおよびコンテンツ 

個人用のタスク Silverlight の Webパーツ 

個人用の予定表 イメージ ビューアー 

個人用の連絡先 コンテンツ エディター 

個人用メール フォルダー ページ ビューアー 

受信トレイ  
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PowerPoint ブロード キャスト サイト 

PowerPoint 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。(注) 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 

注: 編集モード表示にはなりますが、トップページ内のコンテンツは編集できません。 

Office 365 プラン P ではご利用になれません。 
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トップレベル サイトに PowerPoint ブロード キャスト テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示

します。 

 サイトコレクションの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

3段階の状態管理ワークフロー × ×  (※) 

Document ID Service × × 

Office Web Apps ○ ○  (※) 

PerformancePoint サービス サイト コレクション機能 × - 

Search Server の Web パーツ × ×  (※) 

SharePoint 2007 のワークフロー × × 

SharePoint Server Enterprise サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト コレクション機能 × × 

SharePoint Server 発行インフラストラクチャ × × 

インプレース レコード管理 × × 

コンテンツ タイプ シンジケート ハブ × × 

ドキュメント セット × × 

ユーザー設定のサイト コレクション ヘルプ × ×  (※) 

ライブラリおよびフォルダー ベースの保持 × × 

レポート × × 

ワークフロー × × 

外部ユーザーの招待 - ×/○ (※) 

既定でクライアント アプリケーションでドキュメントを開く × ×  (※) 

詳細 Web Analytics × - 

廃棄承認のワークフロー × × 

発行承認のワークフロー × × 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト機能 × × 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト × ×  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 × × 

外部リストのオフライン同期 × ×  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 
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 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

スタイル ライブラリ   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト  

スプレッドシートのインポート  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

トップページは編集不可です。従ってWeb パーツの配置はできません。 
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サブサイトにのみ適用できるサイト テンプレート 

サブサイトにのみ適用できるサイトテンプレートについて説明します。各サイトの機能は、サイト コレクションの

機能の状態によって、利用できる機能が異なってくることに注意してください。ここでは、トップレベル サイトにエ

ンタープライズWiki サイト テンプレートを適用していることを前提に説明します。 

発行サイト 

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発行リソース保存用に、ドキュメント ライブラリと画像ライブラリが用意されています。 

発行サイトは既定で発行機能が有効になっています。発行サイトを作成するには、サイト コレクションの機

能のうち [SharePoint Server 発行インフラストラクチャ] がアクティブになっている必要があります。（注） 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 

(注) Office365 プラン P1 では、発行サイトはご利用になれません。 
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発行サイト テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 ○ ○ 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 

 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

イメージ   

ドキュメント   

ページ   

リスト   

ワークフロー タスク   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

ディスカッション掲示板 画像ライブラリ 

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  
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 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ Office クライアント アプリケーション 

イメージ InfoPath フォーム Web パーツ 

ドキュメント お勧めのコンテンツ 

ページ HTML フォームのWebパーツ 

ワークフロー タスク Web Analytics の Web パーツ 

ドキュメント XML ビューアー 

関連ドキュメント コンテンツ クエリ 

ナビゲーション 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

概要リンク メディアおよびコンテンツ 

目次 Silverlight の Webパーツ 

ユーザー イメージ ビューアー 

サイトのユーザー コンテンツ エディター 

ユーザー タスク ページ ビューアー 

 メディアの Webパーツ 
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ワークフロー付き発行サイト 

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 ライブラリと画像ライブラリ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。 

このサイトは、既定で発行機能が有効になっています。そのため、ワークフロー付き発行サイトを作成するには、

サイト コレクションの機能のうち [SharePoint Server 発行インフラストラクチャ] がアクティブになっている必

要があります。（注） 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 

(注) Office365 プラン P1 では、ワークフロー付き発行サイトはご利用になれません。 
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ワークフロー付き発行サイトを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 × × 

SharePoint Server Standard サイト機能 × × 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ ○ ○/× (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト × ×  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 

 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

ドキュメントライブラリ   

イメージ   

ドキュメント   

ページ   

リスト   

ワークフロー タスク   

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト ドキュメント ライブラリ 

カスタム リスト メディア ライブラリ 

スプレッドシートのインポート 画像ライブラリ 

タスク  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ Office クライアント アプリケーション 

イメージ InfoPath フォーム Web パーツ 

ドキュメント お勧めのコンテンツ 

ページ HTML フォームのWebパーツ 

ワークフロー タスク Web Analytics の Web パーツ 

ドキュメント XML ビューアー 

関連ドキュメント コンテンツ クエリ 

ナビゲーション 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

概要リンク メディアおよびコンテンツ 

目次 Silverlight の Webパーツ 

ユーザー イメージ ビューアー 
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サイトのユーザー コンテンツ エディター 

ユーザー タスク ページ ビューアー 

 メディアの Webパーツ 
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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。 

 

[表示モード] 

 

[編集モード] 
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個人用設定サイト テンプレートを適用した場合の既定の状態を次に示します。 

 サイトの機能の既定の状態 

機能名 既定のアクティブ化 

 Server Online (E/P) 

PerformancePoint サービス サイト機能 × - 

SharePoint Server Enterprise サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server Standard サイト機能 ○ ○ 

SharePoint Server 発行機能 × × 

Wiki ページのホームページ × ×  (※) 

グループ ワーク リスト × ×  (※) 

コンテンツ オーガナイザー × × 

コンテンツ オーガナイザーとの電子メール統合 × × 

チームのグループ作業リスト ○ ○  (※) 

メタデータ ナビゲーションとフィルター処理 ○ ○ 

外部リストのオフライン同期 ○ ○  (※) 

保留リストと電子情報開示 × × 

 既定で用意されるリストおよびライブラリとトップページに配置済みの Webパーツ 

既定で用意されるリストおよびライブラリ  トップページに配置済みの Webパーツ 

  現在のユーザーによるフィルター 

  プロファイル プロパティのフィルター 

  個人用設定サイトについて 

  連絡先の詳細 

 既定で利用できるリスト テンプレートおよびライブラリ テンプレート 

リスト ライブラリ 

外部リスト Wiki ページ ライブラリ 

お知らせ スライド ライブラリ 

アンケート データ接続ライブラリ 

カスタム リスト ドキュメント ライブラリ 

ステータス リスト フォーム ライブラリ 

スプレッドシートのインポート メディア ライブラリ 

タスク レポート ライブラリ 

ディスカッション掲示板 画像ライブラリ 

データシートビュー形式のカスタム リスト  

プロジェクト タスク  

リンク  

予定表  

案件管理  

連絡先  

 ページに配置できる既定の Webパーツ 

既存のリストとライブラリ Office クライアント アプリケーション 

 InfoPath フォーム Web パーツ 

 お勧めのコンテンツ 



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） 

付録 1 サイト テンプレート一覧 

 

 110 / 129 

 

 HTML フォームのWebパーツ 

 Web Analytics の Web パーツ 

ドキュメント XML ビューアー 

関連ドキュメント コンテンツ クエリ 

ナビゲーション 画像ライブラリ スライドショーの Web パーツ 

概要リンク メディアおよびコンテンツ 

目次 Silverlight の Webパーツ 

ユーザー イメージ ビューアー 

サイトのユーザー コンテンツ エディター 

ユーザー タスク ページ ビューアー 

 メディアの Webパーツ 
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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、募金運動に関連するイベント、保留中の作業など、慈善活動に関する

情報を管理します。なお、このサイト テンプレートは Access Web サイトがベースとなっています。 

 

 テーブル 

名前 

USysApplicationLog 

イベント 

イベント参加者 

キャンペーン 

タスク 

ユーザー 

寄付 

設定 

 フォーム 

名前 

イベントデータシート 

イベント参加者 

イベント詳細表 

キャンペーン 

キャンペーンイベントリスト 

キャンペーンタスクリスト 

キャンペーンデータシート 

キャンペーン寄付データシート 

キャンペーン寄付リスト 

キャンペーン詳細表 

スタート 

タスクデータシート 

タスク詳細 
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ダッシュボード 

ダッシュボード_タスクリスト 

ダッシュボード_今後のイベントリスト 

パラメーター化されたレポート_キャンペーン 

パラメーター化されたレポート_寄付者 

ビデオプレーヤー 

メイン 

ユーザー 

ユーザー詳細 

レポートセンター 

レポートセンター既定 

ログイン 

ログイン ID の取得 

寄付者 

寄付者からの寄付データシート 

寄付者からの寄付リスト 

寄付者データシート 

寄付者一覧表 

寄付者詳細 

寄付詳細 

既定の画像 

 レポート 

名前 

イベント詳細表 

キャンペーンイベント参加者一覧表 

キャンペーン寄付一覧表 

キャンペーン詳細表 

ラベル 

寄付者アドレス帳 

寄付者一覧表 

寄付者電話帳 

寄付者別寄付一覧表 

受領済み寄付一覧表 

未完了タスク一覧表 

 クエリ 

名前 

イベント_拡張 

キャンペーン_拡張 

キャンペーン寄付_拡張 

キャンペーン寄付一覧表 

タスク_拡張 

タスク_未完了 

タスク_未処理 
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寄付者＿拡張 

寄付者からの寄付＿拡張 

寄付者別寄付一覧 

今後のイベント 

参加者_イベント 

参加者_イベント＿キャンペーン 

 マクロ 

タスク総数の再計算 

寄付金総額の再計算 

 

 Access 2010 からのサイトの作り方 

 Access 2010 を起動して、使用できる1.

テンプレートから[サンプル テンプレート] 

をクリックし、[寄付金管理 Web データ

ベース]をダブル クリックして Accessに展

開します。 

 

 最初に、[新しいユーザー]をクリックし、ユ2.

ーザー情報を入力し、ログインします。 

 

 正常に Aceess データベースとして作動3.

するか確認してください。 
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 [互換性チェックの実行]をクリックし、「デ4.

ータベースは Web に対応しています」が

出るのを確認後、Access Services に

発行します。 

・サーバーの URL 

・サイト名 

を入力後、[Accsess Services に発

行]をクリックします。 

 

※詳しくは 6.3 Access Services の章

をご覧ください。 

 

 発行が成功したら、表示されている URL5.

をクリックします。 

 

 寄付金管理  Web データベース  が6.

SharePoint Server 2010 で利用で

きるようになりました。 
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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。なお、このサイト テンプレー

トは Access 2010 Web データベース テンプレートがベースとなっています。 

 

 テーブル 

名前 

USysApplicationLog 

ユーザー 

資産 

 フォーム 

名前 

USysTemplateBase AddColonsOff1 

USysTemplateBase DetailsForm1 

スタート 

ビデオプレーヤー 

メイン 

ユーザーメイン 

ユーザー詳細 

レポートセンター 

レポートセンター_既定 

ログイン 

ログイン ID の取得 

既定の画像 

現在の資産 

資産データシート 

資産詳細 

廃棄資産データシート 

廃棄資産一覧表 
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 レポート 

名前 

区分別資産一覧表 

資産一覧表 

廃棄資産一覧表 

 クエリ 

名前 

資産_拡張 

廃棄資産一覧表 

保有資産 

 マクロ 

このアプリケーションにはマクロはありません。 

 

 Access 2010 からのサイトの作り方 

 Access 2010 を起動して、使用できる1.

テンプレートから[サンプル テンプレート] 

をクリックし、[資産管理 Web データベ

ース]をダブル クリックして Access に展

開します。 

 

 最初に、[新しいユーザー]をクリックし、ユ2.

ーザー情報を入力し、ログインします。 
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 正常に Aceess データベースとして作動3.

するか確認してください。 

 

 [互換性チェックの実行]をクリックし、「デ4.

ータベースは Web に対応しています」が

出るのを確認後、Access Services に

発行します。 

・サーバーの URL 

・サイト名 

を入力後、[Accsess Services に発

行]をクリックします。 

 

※詳しくは 6.3 Access Services の章

をご覧ください。 

 

 発行が成功したら、表示されている URL5.

をクリックします。 

 

 寄付金管理  Web データベース  が6.

SharePoint Server 2010 で利用で

きるようになりました。 

 

 



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） 

付録 1 サイト テンプレート一覧 

 

 118 / 129 
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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。なお、

このサイト テンプレートは Access 2010 Web データベース テンプレートがベースとなっています。 

 

 テーブル 

名前 

USysApplicationLog 

コメント 

連絡先 

 フォーム 

名前 

スタート 

ビデオプレーヤー 

メイン 

レポートセンター 

レポートセンター_既定 

既定の画像 

名前リスト 

連絡先 

連絡先カード 

連絡先カード_ 

連絡先データシート 

連絡先一覧表 

連絡先詳細 

 レポート 

名前 

コメント 

ラベル 

連絡先一覧表 

連絡先住所録 
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連絡先詳細表 

連絡先電話帳 

 クエリ 

名前 

連絡先_拡張 

 マクロ 

このアプリケーションにはマクロはありません。 

 

 Access 2010 からのサイトの作り方 

 Access 2010 を起動して、使用できる1.

テンプレートから[サンプル テンプレート] 

をクリックし、[連絡先管理 Web データ

ベース]をダブル クリックして Accessに展

開します。 

 

 最初に、[新しいユーザー]をクリックし、ユ2.

ーザー情報を入力し、ログインします。 

 

 正常に Aceess データベースとして作動3.

するか確認してください。 
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 [互換性チェックの実行]をクリックし、「デ4.

ータベースは Web に対応しています」が

出るのを確認後、Access Services に

発行します。 

・サーバーの URL 

・サイト名 

を入力後、[Accsess Services に発

行]をクリックします。 

 

※詳しくは 6.3 Access Services の章

をご覧ください。 

 

 発行が成功したら、表示されている URL5.

をクリックします。 

 

 連絡先管理  Web データベース  が6.

SharePoint Server 2010 で利用で

きるようになりました。 
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プロジェクト管理 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、さまざまな人に仕事を割り当てます。

なお、このサイト テンプレートは Access 2010 Web データベース テンプレートがベースとなっています。 

 

 テーブル 

名前 

USysApplicationLog 

タスク 

プロジェクト 

プロジェクト履歴 

ユーザー 

顧客 

 フォーム 

名前 

スタート 

タスクデータシート 

タスク詳細 

パラメータ化されたレポート_プロジェクト 

ビデオプレーヤー 

プロジェクトデータシート 

プロジェクト詳細 

メイン 

ユーザー 

ユーザー_メイン 

ユーザー詳細 

レポートセンター 

レポートセンター_既定 

ログイン 

ログイン ID の取得 
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既定の画像 

顧客 

顧客データシート 

顧客一覧表 

顧客詳細 

実施プロジェクト 

実施プロジェクトタスクリスト 

終了タスクデータシート 

終了プロジェクト 

終了プロジェクトタスクリスト 

 レポート 

名前 

タスクレポート 

プロジェクトタスクレポート 

プロジェクト履歴レポート 

ラベル 

顧客アドレス帳 

顧客一覧表 

顧客電話帳 

未完了タスク一覧表 

 クエリ 

名前 

タスク_拡張 

タスク_終了 

タスク_未完了 

プロジェクト_拡張 

プロジェクト_並べ替え 

プロジェクトタスクのレポート 

プロジェクト履歴のレポート 

顧客_拡張 

未完了タスク 

 マクロ 

タスク総数の再計算 
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 Access 2010 からのサイトの作り方 

 Access 2010 を起動して、使用できる1.

テンプレートから[サンプル テンプレート] 

をクリックし、[プロジェクト管理 Web デ

ータベース]をダブル クリックして Access

に展開します。 

 

 最初に、[新しいユーザー]をクリックし、ユ2.

ーザー情報を入力し、ログインします。 

 

 正常に Aceess データベースとして作動3.

するか確認してください。 

 

 [互換性チェックの実行]をクリックし、「デ4.

ータベースは Web に対応しています」が

出るのを確認後、Access Services に

発行します。 

・サーバーの URL 

・サイト名 

を入力後、[Accsess Services に発

行]をクリックします。 

 

※詳しくは 6.3 Access Services の章

をご覧ください。 
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 発行が成功したら、表示されている URL5.

をクリックします。 

 

 連絡先管理  Web データベース  が6.

SharePoint Server 2010 で利用で

きるようになりました。 
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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、開始から官僚

までの進捗状況を把握することができます。なお、このサイト テンプレートは Access 2010 Web データベース 

テンプレートがベースとなっています。 

 

 テーブル 

名前 

USysApplicationLog 

コメント 

ユーザー 

案件 

関連案件 

 フォーム 

名前 

DefaultImage 

Main 

VideoPlayer 

スタート 

パラメータ化されたレポート 

ユーザー 

ユーザー_メイン 

ユーザー詳細 

レポートセンター 

レポートセンター_既定 

ログイン 

ログイン ID の主策 

案件_関連 

案件データシート 

案件詳細 
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関連案件 ID 

終了案件 

終了案件データシート 

新規案件 

未解決案件 

 レポート 

名前 

コメント 

区分別案件一覧表 

状況別案件一覧表 

担当者別案件一覧表 

登録者別案件一覧表 

 クエリ 

名前 

コメント_拡張 

案件_拡張 

案件_関連 

終了案件 

未解決案件 

 マクロ 

このアプリケーションにはマクロはありません。 

 

 Access 2010 からのサイトの作り方 

 Access 2010 を起動して、使用できる1.

テンプレートから[サンプル テンプレート] 

をクリックし、[案件管理 Web データベ

ース]をダブル クリックして Access に展

開します。 
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 最初に、[新しいユーザー]をクリックし、ユ2.

ーザー情報を入力し、ログインします。 

 

 正常に Aceess データベースとして作動3.

するか確認してください。 

 

 [互換性チェックの実行]をクリックし、「デ4.

ータベースは Web に対応しています」が

出るのを確認後、Access Services に

発行します。 

・サーバーの URL 

・サイト名 

を入力後、[Accsess Services に発

行]をクリックします。 

 

※詳しくは 6.3 Access Services の章

をご覧ください。 

 

 発行が成功したら、表示されている URL5.

をクリックします。 
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 連絡先管理  Web データベース  が6.

SharePoint Server 2010 で利用で

きるようになりました。 

 

 


