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 1 本書の目的

 

1 本書の目的 
本書は SharePoint ソリューション開発者が intra-mart Microsoft® Office連携ワークフローソリューションに必要な

機能を導入することを支援します。 

 

2 概要 

2.1 連携の概要 
このソリューションでは、intra-mart v7.1 のワークフローエンジンを用いて、SharePoint 上に格納されたドキュメント

ベースのワークフローを処理します。ビジネス プロセスの処理は intra-mart V7.1 が行います。ユーザーがワー

クフロー処理を SharePoint 側から操作できるように、intra-mart V7.1 から受け取った情報をもとにタスク管理を行

うワークフローを SharePoint 側に構築します。これが、SharePoint と intra-mart のワークフローとの橋渡しの役目を

果たします。 

 
[Intra-mart との SharePoint 連携ワークフローソリューションのイメージ図] 

 
SharePoint 上からワークフローを開始する場合、基本的にはどのようなドキュメントでもワークフロー処理を開始で

きますが、Visual Studio 2008 Tools for Office (以下、VSTO) で機能拡張を行ったOffice 2007ドキュメントを使用

すると、分散されがちな業務システム、ドキュメント管理、ワークフローとの連携を同時に行えるようになります。そ

のため本サンプルで使用するドキュメントは Office 2007 を使用して作成しています。なお、VSTO による開発手

法の詳細については別添の「VSTO 開発ガイド」を参照してください。 

 

 

 

 

作成者：株式会社 NTT DATA イントラマート Page 1

 





 3 サンプル ソリューション開発の事前準備

 

3 サンプル ソリューション開発の事前準備 

3.1 使用するソフトウェア 
このサンプル ソリューション開発に必要なソフトウェアは次の通りです。 

 Windows Server 2003 または Windows Server 2008 

 Office SharePoint Server 2007 Enterprise Edition 

 SQL Server 2008 
 Office 2007 Professional Plus または Enterprise Edition 

 Visual Studio 2008 Professional edition 以上 

 VSeWSS (Visual Studio extensions for Windows SharePoint Services) v1.2  
 Internet Explorer 6.0 以降 

 Intra-mart V7.1 Advanced 

 
※注意※ 

Windows Server 2008 および SQL Server 2008 を使用する場合は、Office SharePoint Server 2007 は Service 

Pack 1 以降が適用されたインストーラーを使用してください。また、Internet Explorer 8.0 以降および Windows 

Server 2008 R2 を利用する場合は、SharePoint Server 2007 の Service Pack 2 以降が必要です。 

3.2 サーバーの構成 
このシステムは以下の 3 台のサーバーで構成しています。 

 ドメイン コントローラー 

 intra-mart V7.1 

 Office SharePoint Server 2007 

 

 
[サーバー構成のイメージ図] 

3.2.1 ドメイン コントローラー 
Windows Server 2003 または Windows Server 2008 をインストールし、Active Directory をインストールします。

また、必要に応じて DNS サーバー コンポーネントを追加しておきます。 

 コンピュータ名 : dc 

 ドメイン名:EXAMPLE.COM (NetBIOS ドメイン名 : EXAMPLE) 

 IP アドレスは任意 
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管理者アカウントは次の通のように指定します。 

 ユーザー名 : Administrator 

 パスワード : Password! 

3.2.2 intra-mart WebPlatform Ver7.1 アドバンスド版 
Windows Server 2003 または  Windows Server 2008 をインストールし、SQL Server 2008 と  intra-mart 

WebPlatform Ver7.1 アドバンスド版 をインストールします。 

 コンピュータ名 : imart71-sp 

 参加ドメイン名 : EXAMPLE.COM 

 IP アドレスは任意 

3.2.3 Office SharePoint Server 2007 
Windows Server 2003 または Windows Server 2008 をインストールし、SQL Server 2008 と Office SharePoint 

Server 2007 を ファーム構成でインストールします。 

 コンピュータ名 : moss 

 参加ドメイン名 : EXAMPLE.COM 

 IP アドレスは任意 

 
ワークフローや Web パーツ開発を行えるように Visual Studio 2008 と VSeWSS v1.2 をインストールしておきます。

また、必要に応じて、ワークフローの動作検証用に Office 2007 をインストールしておきます。 

3.2.4 本書で使用する環境に関して 
本書では、すべてのサーバーで Windows Server 2008 を使用することを前提にセットアップ手順を説明します。ま

た使用する Web ブラウザは Internet Explorer 7 です。 
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4 ユーザー アカウントの作成 

4.1 概要 
このサンプル ソリューションでは以下の 2 種類の Active Directory ユーザーアカウントを使用するため、事前に

作成しておく必要があります。 

 IIS アプリケーション プール用のアカウント 

 ワークフロー ソリューション用のサンプル アカウント 

4.2 IIS アプリケーション プール用のアカウント 
新たに Web アプリケーションを作成する際に、IIS 上に アプリケーション プールを新規作成します。このアプリ

ケーション プールに使用するアカウントは "EXAMLE¥mossconfig" です。既定の Network Serviceアカウントは

使用しません。もちろん、既定の Network Service アカウントでも SharePoint は動作しますが、セキュリティを考

慮して Active Directory に新規作成したアカウントを用いるのが一般的であるためです。 

 
アカウントの作成手順は次の通りです。 

1. コンピュータ "dc" に EXAMPLE¥Administrator としてログオンします。 
2. [Active Directory ユーザーとコンピュータ]管理コンソールを起動します。 
3. Users コンテナまたは任意に作成した組織単位(OU)を右クリックして、[新規作成]-[ユーザー]をクリック

します。 
4. ウィザードが起動したら[フル ネーム]に "mossconfig" と入力します。また、[ユーザーログオン名]およ

び[ユーザーログオン名(Windows 2000 より前)]にも "mossconfig" と入力します。 
5. [次へ]をクリックします。 
6. [パスワード]と[パスワードの確認入力]に "Password!" と入力します。また、[ユーザーは次回ログオン

時にパスワード変更が必要]のチェックボックスをオフにして、代わりに[パスワードを無期限にする]のチ

ェックボックスを"オン" します。※セキュリティを考慮する場合は、パスワードは無期限にしないでくださ

い。パスワードを無期限にしない場合は、42日間でパスワードの有効期限が切れるため、定期的にパス

ワードの更新を行う必要があります。 
7. [次へ]をクリックします。 
8. [完了]をクリックします。 
9. なお、作成したアカウントは初期状態では Domain Users グループに所属しますが、SharePoint の管理

ツールを用いて Web アプリケーションを作成する際にアプリケーション プール用のアカウントとして指

定した後は、WSS_WPG および IIS_WPG の両方のグループへの所属が自動的に行われます。 

 
なお、作成したアカウントは初期状態では Domain Usersグループに所属しますが、SharePointの管理ツールを用

いて Web アプリケーションを作成する際にアプリケーション  プール用のアカウントとして指定した後は、

WSS_WPG および IIS_WPG の両方のグループへの所属が自動的に行われます。 

4.3 ワークフロー ソリューション用のサンプル ユーザー アカウント 
このサンプルでは、Intra-mart に設定されるサンプル ユーザー アカウントを用いてワークフローソリューションを

動作させます。そのため、Intra-mart 側に用意されているアカウントと同じアカウントを Active Directory 上にも用意

しておく必要があります。なお、ユーザー認証は Intra-mart 側でも Active Directory の認証をパススルーで認証で

きるためパスワードは一元管理が可能です。 

 
このサンプル システムのワークフローで使用するユーザーアカウントは次の通りです。なお、全アカウント共通で

パスワードは"Password!"、会社名は"IM 製造"と指定します。 
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名前 部署 役職 アカウント名 上司 

小野 実 営業部 営業第 2 課  ono@example.com 宗像 美穂 

宗像 美穂 営業部 営業第 2 課 課長 munakata@example.com 坂田 正行 

加藤 隆 営業部 営業第 1 課 課長 katou@example.com 坂田 正行 

児島 雄飛 営業部 マーケティング 課長 kojima@example.com 坂田 正行 

坂田 正行 営業部 部長 sakata@example.com 倉元 昭三 

倉元 昭三  代表取締役 社長 kuramoto@example.com 倉元 昭三 

  

 
[サンプル ソリューション用の簡易組織図] 

 

このサンプルで使用するグループアカウントは次の通りです。 

グループ名 グループのスコープ グループの種類 メンバー 

営業部 グローバル グループ セキュリティ 加藤 隆 
坂田 正行 
宗像 美穂 
小野 実 

マーケティング チーム グローバル グループ セキュリティ 児島 雄飛 

 
以上のアカウントを Active Directory 上に作成しておきます。 
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5 申請ポータル サイトの構築 

5.1 概要 
SharePoint サーバー上に申請書類を処理するための「申請ポータル サイト」を構築します。 初に、IIS 7.0 上

の既定のサイトである「Defaul Web Site」に Web アプリケーションを作成します。このとき同時に作成するコンテン

ツ データベース名は「WSS_Content」です。Web アプリケーション作成後は、ルートのサイト コレクションを作成し

ます。このとき使用するサイトテンプレートは「グループ作業ﾎポータル」です。サイト コレクション作成後は、サブ

サイトとして申請ポータルサイトを追加作成します。このとき利用するサイトテンプレートは「チーム サイト」です。 

 

 
[SharePoint サイトの構造のイメージ図] 

5.2 使用するアカウント 
申請ポータル サイトの構築に使用するアカウントはすべて "EXAMPLE¥Administrator" を使用します。 

5.3 SharePoint 3.0 サーバーの全体管理サイト 
Web アプリケーションやサイト コレクションの作成は、SharePoint 3.0 サーバーの全体管理サイトから行います。

SharePoint 3.0 サーバーの全体管理サイトへのアクセス方法は次の通りです。 
1. サーバー"moss" に ログオンします。 
2. [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Microsoft Office Server]-[SharePoint 3.0 サーバーの全体

管理]をクリックします。 

5.4 Web アプリケーションの作成 
初に Web アプリケーションを作成します。サンプルでは、既定の TCP 80 番ポートを使用しているサイトである

"Default Web Site"に Web アプリケーションを作成します。 
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Web アプリケーションは次の手順で作成します。 
1. 「SharePoint 3.0 サーバーの全体管理」サイトにアクセスします。 
2. [アプリケーション構成の管理]タブをクリックします。 
3. 「SharePoint Web アプリケーション構成の管理」セクションにある[Web アプリケーションの作成または拡

張]リンクをクリックします。 
4. [Web アプリケーションの作成または拡張]ページで[新しい Web アプリケーションの作成]リンクをクリック

します。[新しい Web アプリケーションの作成]ページが表示されます。 
5. 「IIS Web サイト」セクションで "既存の IIS Web サイトを使用する" を選択し、ドロップ ダウン リストか

ら"Default Web Site" を選択します。「ポート」、「ホストヘッダー」、「パス」は既定値のままにします。 
6. 「セキュリティの構成」セクションで「認証プロバイダ」として "NTLM" を選択します。「匿名アクセス」お

よび「SSL (Secure Sockets Layer) を使用する」は既定値(いいえ)のままにします。 
7. 「負荷分散される URL」セクションの値は既定値のままにします。 
8. 「アプリケーション プール」セクションで "新しいアプリケーション プールを作成する" を指定します。

また「このアプリケーション プールのセキュリティ アカウントを選択してください」で "構成可能" を選択

し ユーザー名に "EXAMPLE¥mossconfig"、パスワードに "Password!" を指定します。 
9. 「インターネット インフォメーション サービスのリセット」セクションで、"IIS を自動的に再起動させる" を

選択します。 
10. 「データベース名と認証」セクションで、データベース サーバーに "moss"、データベース名に 

"WSS_Content"、データベースの認証を "Windows 認証(推奨)" を選択します。 
11. [OK]をクリックします。 

5.5 サイト コレクションの作成 
Web アプリケーションが作成できたら、続いてサイト コレクションを作成します。このサイト コレクションは Web ア

プリケーションのルート URL に作成します。サイト コレクション作成時に同時にトップ レベル サイトを作成します

が、このときサイトテンプレートは "グループ作業ポータル"を使用します。 

 
サイト コレクションは次の手順で作成します。 

1. 「SharePoint 3.0 サーバーの全体管理」サイトにアクセスします。 
2. 「アプリケーション構成の管理」タブをクリックします。 
3. 「SharePoint サイトの管理」セクションにある[サイト コレクションの作成] リンクをクリックします。[サイト 

コレクションの作成]ページが表示されます。 
4. 「Web アプリケーション」セクションで、Web アプリケーションの URL に "http://moss/" を指定します。 
5. 「タイトルと説明」セクションで、[タイトル]を"Home"とします。 
6. 「Web サイトのアドレス」セクションで URL に "http://moss/" を指定します。 
7. 「テンプレートの選択」セクションで 「発行タブ」にある "グループ作業ポータル"を選択します。 
8. 「サイト コレクションの管理者」セクションで、ユーザー名に "EXAMPLE¥Administrator"を指定します。 
9. [OK]をクリックします。 
10. 作成されたサイト コレクションの URL(http://moss)にアクセスし、SharePoint サイトが表示されることを確

認します。 

5.6 サブサイトの作成 
トップレベル サイトの直下にサブサイトとして「申請ﾎポータル」サイトを追加作成します。サイトテンプレートは "チ

ーム サイト" を使用します。 

 
申請ポータル サイトは次の手順で作成します。 

1. Internet Explorer を使用して、トップレベルサイト (http://moss/) にアクセスします。 
2. Home タブが選択されていることを確認し、画面右上の[サイトの操作]メニューをクリックし、[サイトの作

成]をクリックします。「新しい SharePoint サイト」ページが表示されます。 
3. 「タイトルと説明」セクションで[タイトル]に "申請ポータル" と入力します。 
4. 「Webサイトのアドレス」セクションで[URL名]に "Application" と入力します。結果として完全なURLは 

"http://moss/Application/" となります。 
5. 「テンプレートの選択」セクションでグループ作業タブにある "チーム サイト" を選択します。 
6. 「権限」セクションで[ユーザーの権限:]として "親サイトと同じ権限を使用する" を選択します。 
7. 「ナビケーションの継承」セクションで [親サイトのトップ リンク バーをこのサイトでも使用する]で "いい

え" を選択します。 
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8. 「サイト カテゴリ」セクションで [この新しいサイトをサイト ディレクトリに表示する]チェックボックスをオン

にします。また、[事業部]として"営業", [地域]として "国内" のチェックボックスをオンにします。 
※ここではサイトカテゴリの設定を行っていますが、サンプルソリューションで使用することはないため、

指定しなくても問題ありません。 
9. [作成]ボタンをクリックします。 
10. 申請ポータルが表示されます。 

5.7 申請ポータル サイトへのアクセス権限の設定 
営業部とマーケティングチームのグループアカウントに対して、申請ポータルへの投稿権限を持たせます。申請

ポータル サイトへのアクセス権限の設定には、SharePoint グループを利用します。サイト コレクションに作成され

ている "Home のメンバ" SharePoint グループに "EXAMPLE¥営業部" と "EXAMPLE¥マーケティングチーム" 

を追加します。 

 
SharePoint グループ "Home のメンバ" に Windows グループを追加する手順は次の通りです。 

1. 申請ポータル サイトにアクセスします。 
2. [サイトの操作]-[サイトの設定]をクリックします。「サイトの設定」ページが表示されます。 
3. 「ユーザーと権限」セクションの[ユーザーとグループ]リンクをクリックします。 
4. サイド リンクバーにある [グループ]セクション内の "Home のメンバ" をクリックします。 
5. [新規]-[ユーザーの追加]をクリックします。[ユーザーの追加]ページが表示されます。 
6. 「ユーザーの追加」セクションで[ユーザー/グループ]に "EXAMPLE¥営業部; EXAMPLE¥マーケティ

ングチーム" と入力します。 
7. 「権限の付与」セクションでは "SharePoint グループへのユーザー追加"に "Home のメンバ[投稿]" が

選択されていることを確認します。 
8. 「電子メールの送信」セクションで[新しいユーザーに招待メールを送信する]チェックボックスをオフにし

ます。 
9. [OK]をクリックします。 

 
アクセス権限を付与した後は、申請ポータルサイトに対して各ユーザーアカウントでアクセスできることを確認して

おいてください。 

5.8 サイト コンテンツ タイプの用意 

5.8.1 概要 
VSTO で機能拡張したドキュメント テンプレートをドキュメント ライプラリに関連付けて簡単に使用できるようにす

るために、4 つのサイトコンテンツ タイプを作成します。 

 
サイトコンテンツタイプは次の 4 つを作成します。 

 経費精算 

 勤怠管理 

 見積書 

 休暇届 

 
※注意※ 

次の手順を実行する前に、VSTO で機能拡張したドキュメント テンプレートが C:¥DemoFiles¥Publish¥フォルダに

発行されていることを確認してください。詳細については別添の「VSTO 開発ガイド」を参照してください。 

5.8.2 サイト コンテンツ タイプの作成 
"経費精算" サイト コンテンツ タイプの作成手順は次の通りです。 

1. 申請ポータル サイトにアクセスします。 
2. [サイトの操作]-[サイトの設定]をクリックします。[サイトの設定]ページが表示されます。 
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3. [ギャラリー]セクションにある[サイト コンテンツ タイプ]リンクをクリックします。 
4. [作成]をクリックします。[新しいサイト コンテンツ タイプ]ページが表示されます。 
5. 「名前と説明」セクションで[名前]を "経費精算" と入力します。[親コンテンツ タイプ]の[親コンテンツ 

タイプの選択元]として "ドキュメント コンテンツ タイプ" を選択します。また、[親コンテンツ タイプ]とし
て "ドキュメント" を選択します。 

6. 「グループ」セクションで"新しいグループ"を選択し、新しいグループ名として "IM 製造"と入力します。 
7. [OK]をクリックします。[サイト コンテンツ タイプ: 経費精算]ページが表示されます。 
8. 「設定」セクションにある[詳細設定]をクリックします。[サイト コンテンツ タイプの詳細設定: 経費精算]

ページが表示されます。 
9. 「ドキュメントのテンプレート」セクションで "新しいドキュメント テンプレートをアップロードする" を選択

します。[参照]ボタンをクリックし、C:¥DemoFiles¥Publish¥経費精算¥経費精算.xlsx を選択し、[開く]をク

リックします。 
10. [OK]をクリックします。 

 
"勤怠管理" サイト コンテンツ タイプの作成手順は次の通りです。 

11. 申請ポータル サイトにアクセスします。 
12. [サイトの操作]-[サイトの設定]をクリックします。[サイトの設定]ページが表示されます。 
13. [ギャラリー]セクションにある[サイト コンテンツ タイプ]リンクをクリックします。 
14. [作成]をクリックします。[新しいサイト コンテンツ タイプ]ページが表示されます。 
15. 「名前と説明」セクションで[名前]を "勤怠管理" と入力します。[親コンテンツ タイプ]の[親コンテンツ 

タイプの選択元]として "ドキュメント コンテンツ タイプ" を選択します。また、[親コンテンツ タイプ]とし
て "ドキュメント" を選択します。 

16. 「グループ」セクションで"既存のグループ"を選択し、"IM 製造"を選択します。 
17. [OK]をクリックします。[サイト コンテンツ タイプ: 勤怠管理]ページが表示されます。 
18. 「設定」セクションにある[詳細設定]をクリックします。[サイト コンテンツ タイプの詳細設定: 勤怠管理]

ページが表示されます。 
19. 「ドキュメントのテンプレート」セクションで "新しいドキュメント テンプレートをアップロードする" を選択

します。[参照]ボタンをクリックし、C:¥DemoFiles¥Publish¥勤怠管理¥勤怠管理.xlsx を選択し、[開く]をク

リックします。 
20. [OK]をクリックします。 

 
"見積書" サイト コンテンツ タイプの作成手順は次の通りです。 

21. 申請ポータル サイトにアクセスします。 
22. [サイトの操作]-[サイトの設定]をクリックします。[サイトの設定]ページが表示されます。 
23. [ギャラリー]セクションにある[サイト コンテンツ タイプ]リンクをクリックします。 
24. [作成]をクリックします。[新しいサイト コンテンツ タイプ]ページが表示されます。 
25. 「名前と説明」セクションで[名前]を "見積書" と入力します。[親コンテンツ タイプ]の[親コンテンツ タ

イプの選択元]として "ドキュメント コンテンツ タイプ" を選択します。また、[親コンテンツ タイプ]として 
"ドキュメント" を選択します。 

26. 「グループ」セクションで"既存のグループ"を選択し、"IM 製造"を選択します。 
27. [OK]をクリックします。[サイト コンテンツ タイプ: 見積書]ページが表示されます。 
28. 「設定」セクションにある[詳細設定]をクリックします。[サイト コンテンツ タイプの詳細設定: 見積書]ペ

ージが表示されます。 
29. 「ドキュメントのテンプレート」セクションで "新しいドキュメント テンプレートをアップロードする" を選択

します。[参照]ボタンをクリックし、C:¥DemoFiles¥Publish¥見積書¥見積書.xlsxを選択し、[開く]をクリック

します。 
30. [OK]をクリックします。 

 
"休暇届" サイト コンテンツ タイプの作成手順は次の通りです。 

31. 申請ポータル サイトにアクセスします。 
32. [サイトの操作]-[サイトの設定]をクリックします。[サイトの設定]ページが表示されます。 
33. [ギャラリー]セクションにある[サイト コンテンツ タイプ]リンクをクリックします。 
34. [作成]をクリックします。[新しいサイト コンテンツ タイプ]ページが表示されます。 
35. 「名前と説明」セクションで[名前]を "休暇届" と入力します。[親コンテンツ タイプ]の[親コンテンツ タ

イプの選択元]として "ドキュメント コンテンツ タイプ" を選択します。また、[親コンテンツ タイプ]として 
"ドキュメント" を選択します。 

36. 「グループ」セクションで"既存のグループ"を選択し、"IM 製造"を選択します。 
37. [OK]をクリックします。[サイト コンテンツ タイプ: 休暇届]ページが表示されます。 
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38. 「設定」セクションにある[詳細設定]をクリックします。[サイト コンテンツ タイプの詳細設定: 休暇届]ペ
ージが表示されます。 

39. 「ドキュメントのテンプレート」セクションで "新しいドキュメント テンプレートをアップロードする" を選択

します。[参照]ボタンをクリックし、C:¥DemoFiles¥Publish¥休暇届¥休暇届.xlsxを選択し、[開く]をクリック

します。 
40. [OK]をクリックします。 

 

5.9 ドキュメント ライブラリの用意 

5.9.1 概要 
申請ポータルでは、次の 4 つのドキュメント ライプラリを作成します。 

 経費申請 

 勤怠管理 

 見積申請 

 休暇申請 

 
各ライプラリには次の 4 つのリスト列が必要です。 

列名(内部名) 列の種類 備考 

processcd ハイパーリンク あとから表示名を「IM プロセスコード」に変更します 
wfStatus ハイパーリンク あとから表示名を「IM 現在のワークフロー状況」に変更します 
wfHistory ハイパーリンク あとから表示名を「IM 履歴」に変更します 
DocumentId 一行テキスト  

 

 
[休暇申請 ライプラリの例] 

 
なお、4 つのドキュメント ライプラリは、あらかじめ用意しているテンプレート(imart-wf.stp) から作成できます。この

テンプレートには、上記の列をあらかじめ追加しており、かつ既定のビューをカスタマイズしています。 

5.9.2 テンプレートのアップロード 
Intra-mart 連携ワークフロー用のドキュメント ライプラリのテンプレート ファイルは"imart-wf.stp"です。このファイ

ルは次の方法でアップロードします。 
1. Internet Explorer を使用して、トップ レベル サイト(http://moss)にアクセスします。 
2. [サイトの操作]-[サイトの設定]-[すべてのサイト設定の変更]をクリックします。 
3. 「ギャラリー」内の [リスト テンプレート] リンクをクリックします。 
4. [アップロード]をクリックします。 
5. [参照]ボタンをクリックし、別添の"imart-wf.stp" を選択し[開く]をクリックします。 
6. [OK]をクリックします。 
7. テンプレートの詳細情報として名前 "imart-wf.stp"、タイトル "イントラマート連携ワークフロー用"、説明 

"イントラマート連携ワークフロー用のライプラリです。" を確認したら、[OK]をクリックします。 

5.9.3 ドキュメント ライブラリの作成 
ドキュメント ライプラリの作成方法は次の通りです。 

1. Internet Explorer を使用して申請ポータル サイトにアクセスします。 
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2. [サイトの操作]-[サイトの設定]をクリックします。 
3. 「ライプラリ」セクションにある[イントラマート連携ワークフロー用]リンクをクリックします。 
4. 名前に "経費申請" と入力し、[作成]をクリックします。以上で、経費申請のライプラリが作成されます。 
5. 残りの 3 つのライプラリは 1 から 4 までの手順を繰り返して作成し、名前をそれぞれ"勤怠管理"、"見積

申請"、"休暇申請"とします。 

5.9.4 サイト コンテンツ タイプの追加 
4 つのドキュメント ライプラリを作成したら、サイト コンテンツ タイプを追加します。 

 
サイト コンテンツ タイプの追加方法は次の通りです。 

1. Internet Explorer を使用して、経費精算ライプラリにアクセスします。 
2. [設定]-[ドキュメント ライプラリの設定]をクリックします。[経費精算のカスタマイズ]ページが表示されま

す。 
3. 「コンテンツ タイプ」セクションにある [既存のサイト コンテンツ タイプから追加]リンクをクリックします。

[コンテンツ タイプの追加: 経費精算]ページが表示されます。 
4. [サイト コンテンツ タイプの選択元]として "IM 製造" を選択します。[利用可能なサイト コンテンツ タ

イプ]として "経費精算" を選択し、[追加]をクリックします。 
5. [OK]をクリックします。 
6. 残りの 3 つのライプラリに対して、1 から 5 までの手順を繰り返します。それぞれ追加するサイト コンテン

ツ タイプは "勤怠管理"、"休暇届"、"見積書" です。 
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6 タスク管理用の SharePoint ワークフロー

開発 

6.1 SharePoint ワークフローの概要 
SharePoint 上のワークフローは、ドキュメントベースのワークフローです。.NET Framework 3.0 以降に含まれる 

Windows Workflow Foundation 上で動作します。 

 
SharePoint 上でのワークフロー開発は Visual Studio 2008 を用いて Visual Basic または C#で行います。Visual 

Studio 2008 Professional Edition 以上には Office SharePoint Server 2007 上のワークフローを作成するためのプ

ロジェクト テンプレートとして "SharePoint 2007 シーケンシャル ワークフロー" と "SharePoint 2007 ステート マ

シン のワークフロー" の 2 つが追加されています。Office SharePoint Server 2007 は.NET Framework 3.0 以上で

動作しますが、SharePoint 用のプロジェクト テンプレートは.NET Framework 3.5 用となっています。 

 

 
[Visual Studio 2008 のプロジェクト 作成画面] 

なお、ドキュメントの承認はタスク リストと連動させて管理できるようになっています。 

 

 
 
タスク リストを利用すると、Office 2007 で作成したドキュメントの場合には、ドキュメント内から直接承認が行えたり、

自動的に承認依頼のメールを送付することなども可能です。 

 
ユーザーとの対話インターフェースは ASP.NET 2.0 または InfoPath 2007 で作成できます。開発効率が高いのは

InfoPath 2007です。ただし、InfoPath 2007が使用できるのは、Office SharePoint Server 2007 Enterprise Editionを

使用しており、InfoPath Forms Services が利用できる場合に限られます。 
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6.2 SharePoint 側に構築するタスク管理用のワークフロー 
SharePoint のワークフローは、Intra-mart のワークフローエンジンと Web サービスを介して対話することで、

SharePoint 上で共有されているドキュメントをベースとしたワークフローをつなぐためのものであり、SharePoint 上で

のワークフロータスクを管理します。 

 
また、このソリューションでは、Office SharePoint Server 2007 Enterprise Edition 特有の機能である InfoPath 

Forms Services を利用し、InfoPaht 2007 で作成したユーザー対話フォームを使用します。 

6.3 事前準備 

6.3.1 デバッグ情報の格納先 
C:¥ドライブ直下に"Logs"という名前のフォルダ  (C:¥Logs) を作成します。このフォルダは、デバッグ用に

SharePoint ワークフロー上でのエラー発生時のログを格納するのに使用します。 

6.3.2 ラッパー クラスの登録 
イントラマート ラッパークラスを GAC(Global Assembly Cache)に登録します。ラッパークラスは、サンプル開発キッ

トに含まれる "IntramartClient.dll" です。このファイルを C:¥WINDOWS¥assembly フォルダ(GAC)にドラッグアン

ドドロップして登録します。 

6.3.3 Web.Config の編集 
C:¥Inetpub¥wwwroot¥Web.Config をサンプル開発キットに含まれる Web.Config に差し替えます。Intra-mart のサ

ーバー名が"imart71-sp"ではない場合は、ファイル内の次の "WEBSERVICE_HOST_NAME" エントリーの 

value 属性値を変更してください。 

 
<add key="WEBSERVICE_HOST_NAME" value="imart71-sp" /> 

6.4 InfoPath フォーム 
このサンプル ソリューションでは、次の 7 つの InfoPaht フォームを使用します。各フォームの説明は次の通りで

す。 

ファイル名 説明 

imartInitForm.xsn ワークフローを手動開始する際にユーザー表示されるインタラクティブ画面

です。ワークフローの申請タイトルやコメントなどが入力可能です。 

imartAssocForm.xsn ワークフローをライブラリに関連付ける際に表示する初期値設定画面です。

今回は、イントラマートのワークフロー プロセスコードを取得するようにして

います。 
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imartTaskForm.xsn 審議タスクを処理するための画面を表示します。承認や否認、差し戻し、起

票者差し戻しが可能です。 

imartRetryForm.xsn 再起票または審議の取り消しを行うための画面を表示します。 

imartPullbackForms.xsn 引き戻しを行うための画面を表示します。 

imartAgentUserPubllbackForm.xsn 代理承認を行った後の引き戻し処理を行うための画面を表示します。 
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imartAgentUserTaskForm.xsn  代理承認処理のための画面を表示します。 

 

6.4.1 フォームのセキュリティ レベル 
なお、全ての InfoPath 2007 フォームは、セキュリティレベルを「完全信頼」に設定し InfoPath に付属するデジタル

証明書生成機能を用いて自己署名を行っています。 

6.4.2 ItemMetadata.xmlについて 
ItemMetadata.xml は、SharePoint からワークフローデータを受け取るためのセカンダリソースとして利用していま

す。 

6.4.3 フォームの展開 
ワークフローを展開する前に、上記 7 つのファイルを以下の場所に、InfoPath 2007 から発行しておきます。 

1. C:¥Program Files¥Common Files¥Microsoft Shared¥web server extenstions¥12¥TEMPLATES フォルダ

内に”SharePointWFSample”という名前のフォルダを作成します。また、SharePointWFSample フォルダ

内には”Forms”という名前のフォルダも作成しておきます。 
2. imartInitForms.xsn を右クリックし[デザイン]メニューをクリックします。 
3. [ファイル]メニューから[上書き保存]をクリックし、任意の場所に保存します。 
4. [ファイル]メニューから[発行]をクリックします。発行ウィザードが起動します。 
5. [ネットワークの場所へ]を選択し[次へ]をクリックします。 
6. [フォーム テンプレートのパスとファイル名]に "C:¥Program Files¥Common Files¥Microsoft 

Shared¥web server extenstions¥12¥TEMPLATE¥FEATURES¥SharePointWFSample 
¥Forms¥imartInitForm.xsn" と入力します。[フォーム テンプレートの名前]に"imartInitForm"と入力し、

[次へ]をクリックします。 
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7. ファイル パス フィールドを空にして[次へ]をクリックします。 
8. [発行]をクリックします。 
9. 残りの各 InfoPath フォームに対して、1 から 6 の手順を繰り返し実行します。なお、ファイル名とフォーム 

テンプレート名は各フォームのファイル名を使用してください。 

6.4.4 クラス ファイルの生成 
InfoPath の初期化フォーム (imartInitForm.xsn)に入力された情報を SharePointワークフロー側にシリアライズして

渡すため、初期化フォームから myschema.xsd を抽出し、このファイルから C#のクラスファイルを生成します。生成

したクラスファイルは後述する Visual Stuidio 2008 のワークフロー プロジェクトに追加して利用します。 

6.4.4.1 myschema.xsdの抽出 
myschema.xsd の抽出方法は次の通りです。 

1. imartInitForm.xsn を右クリックし、[デザイン]をクリックします。 
2. [ファイル]メニューから[ソースファイルとして保存]をクリックし、任意のフォルダを選択し、[OK]をクリック

します。ここでは、"C:¥Kit¥WF¥Sources"というフォルダを作成して、選択します。 
3. 次のような警告が表示されます。[OK]をクリックします。 

 
4. "C:¥Kit¥WF¥Sources"フォルダ内に myschema.xsd が生成されます。 
5. InfoPath 2007 を終了します。 

6.4.4.2 xsd.exe を使用したクラス ファイルの生成 
C#クラス ファイルの生成方法は次の通りです。 

1. [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Microsoft Visual Studio 2008]-[Visual Studio 
Tools]-[Visual Studio 2008 コマンド プロンプト]をクリックします。 

2. 次のコマンドを実行します。 
> xsd.exe c:\Kit\WF\Sources\myschema.xsd /c /l:cs /o:c:\Kit\WF\Sources 

6.5 SharePoint ワークフロー開発 
SharePoint に展開するワークフロー テンプレートは"SharePointWFSample.sln"という名前のプロジェクトです。こ

のプロジェクトは SharePoint シーケンシャルワークフローとして作成しており、イントラマート Web サービスと連携し

ます。 

 
SharePoint ワークフローのロジックは非常にシンプルであり、Intra-mart 側のワークフロー処理が進むごとに新たな

タスクを繰り返し作成します。このワークフローを簡易的に説明する概念図を次に示します。 
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6.5.1 アセンブリの参照 
Intra-mart Web サービスを呼び出すラッパーとしてのクラス ライプラリである "IntramartClient.dll" をアセンブリの

参照に追加します。 

 
また、次の名前空間を追加します。 

using Intramart.Bpw.WebService.Client; 

using Intramart.Bpw.WebService; 

using Intramart.Bpw.WebService.DraftServiceReference; 

using Intramart.Bpw.WebService.ApproveServiceReference; 

using Intramart.Bpw.WebService.DraftListServiceReference; 

using Intramart.Bpw.WebService.TaskListServiceReference; 

using Intramart.Bpw.WebService.WFShortCutUrlServiceReference; 

using Intramart.Bpw.WebService.ProcessServiceReference; 

using Intramart.Bpw.WebService.TaskInfoServiceReference; 

using Intramart.Bpw.WebService.CompanyManagerReference; 

 
その他に追加する.NET Framework のアセンブリは次の通りです。 

 System.DirectoryServices 

 System.configuration 

 
追加する名前空間は次の通りです。 

using System.Xml.Serialization; 

using System.Xml; 

using System.IO; 

using System.Configuration; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Net; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.DirectoryServices; 
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6.5.2 ワークフロー モデル 
このワークフローで使用する主なワークフロー アクティビティは次の通りです。 

 OnWorkflowActivated … ワークフローの開始 

 WhileActivity … タスク作成の繰り返し処理、およびタスク変更の待機処理 

 ReplicatorActivity … 1 つ以上の複数のタスクの同時作成 

 CreateTask … タスク作成 

 OnTaskChanged … タスク変更のイベント トリガ 

 CompleteTask … タスク完了の処理 

 SetState … カスタム指定したワークフローステータスの設定 

 
ワークフローモデルはプロジェクト内の "Workflow.cs" に作成します。作成するワークフロー モデルを次に示し

ます。 
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6.5.3 myschema.cs の追加 
imartInitForm.xsn から抽出した myschema.xsd から生成した myschema.cs をプロジェクトに追加します。このクラス

を追加することで、ワークフロー初期化フォーム内の情報をシリアライズおよび逆シリアライズしてワークフローに

組み込むことが可能です。 

6.5.4 フィーチャー ファイル 
ワークフロー テンプレートを配置するために必要なフィーチャー ファイルは次の 2 つです。 

 feature.xml 

 workflow.xml 

6.5.4.1 feature.xml 
フィーチャーを定義します。 

フィーチャーID、ワークフロー テンプレートのタイトルや説明、フィーチャー用のアイコンなどを指定します。 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<Feature Id="0228ce74-95f1-4150-bc02-12874c1c75e9"  

Title="Intramart 連携ワークフローサンプル"  

Description="Intramart とワークフロー連携ができるようにします"  

Version="12.0.0.0"  

Scope="Site"  

ImageUrl="availableworkflow.gif"  

ReceiverAssembly="Microsoft.Office.Workflow.Feature, Version=12.0.0.0, Culture=neutral,  

PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" ReceiverClass="Microsoft.Office.Workflow.Feature.WorkflowFeatureReceiver"  

xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 

 

<ElementManifests> 

  <ElementManifest Location="workflow.xml" />  

</ElementManifests> 

<Properties> 

  <Property Key="GloballyAvailable" Value="true" />  

  <Property Key="RegisterForms" Value="Forms\*.xsn" />  

</Properties> 

</Feature> 
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6.5.4.2 workflow.xml 
MetaData 要素内に InfoPath フォームとワークフローの関連付けやカスタムのワークフロー ステータスなどを指定

します。 

Association_FormURN 要素には関連付けフォームの URN を指定します。また、Instantiation_FormURN 要素に

は初期化フォームを関連付けます。また、各タスク フォームは TaskN_FormURN 要素に指定します。なお、フォ

ームの ID は、InfoPath フォームをデザイン モードで起動し、[ファイル]-[プロパティ]で確認できます。指定したフ

ォームの URN は使用する InfoPath フォームと完全に一致する必要があります。 
... 

<MetaData> 

      

<Association_FormURN>urn:schemas-microsoft-com:office:infopath:imartAssocForm:-myXSD-2009-06-01T07-54-11</As

sociation_FormURN>    

<Instantiation_FormURN>urn:schemas-microsoft-com:office:infopath:imartInitForm:-myXSD-2009-06-01T07-54-11</Insta

ntiation_FormURN>      

<Task0_FormURN>urn:schemas-microsoft-com:office:infopath:imartTaskForm:-myXSD-2009-06-12T03-15-21</Task0_Fo

rmURN>      

<Task1_FormURN>urn:schemas-microsoft-com:office:infopath:imartRetryForm:-myXSD-2009-06-12T09-46-17</Task1_F

ormURN>      

<Task2_FormURN>urn:schemas-microsoft-com:office:infopath:imartPullbackForm:-myXSD-2009-06-13T19-19-23</Task2

_FormURN>      

<Task3_FormURN>urn:schemas-microsoft-com:office:infopath:imartAgentUserTaskForm:-myXSD-2009-06-24T08-15-28<

/Task3_FormURN> 

      

<Task4_FormURN>urn:schemas-microsoft-com:office:infopath:imartAgentUserPullbackForm:-myXSD-2009-06-24T13-06-

42</Task4_FormURN> 

<StatusPageUrl>_layouts/WrkStat.aspx</StatusPageUrl> 

... 

また、カスタム作成したワークフロー  ステータスは  ExtendedStatusColumnValues 要素の子要素である

StatusColumnValue 要素に記述します。ここでは、ワークフローの 終結果として "承認"、"否認"、"キャンセル"

の 3 種類のステータスを追加しています。 
... 

      <ExtendedStatusColumnValues> 

        <StatusColumnValue>承認</StatusColumnValue> 

        <StatusColumnValue>否認</StatusColumnValue> 

        <StatusColumnValue>キャンセル</StatusColumnValue> 

      </ExtendedStatusColumnValues> 

 </MetaData> 

...   

6.5.5 ワークフロー ロジック  
ワークフロー ロジックは大きく 6 つに分けられます。 

 変数宣言 

 intramart 連携で使用するメソッド 

 ワークフロー開始処理 

 ワークフロー終了判定 

 審議タスク処理 

 ワークフロー終了処理 
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6.5.5.1 "変数宣言" 部分  
変数をまとめた部分です。ビジュアル デザイナで生成した変数、InfoPath フォームとの通信で使用する変数、そ

の他のタスク管理ロジックに使用する変数とがあります。 

6.5.5.2 "intramart連携で使用するメソッド" 部分 
intra-mart 連携で使用するメソッドをまとめた部分です。次のメソッドがあります。 

 GetDepartmentInfo 
部署名情報を取得します。UserInfoオブジェクトの authTypeプロパティには "MOSSNTLM" を必ず指定します。

これを指定しないと Intra-mart の Web サービス呼出が失敗します(※RequestSecurityTokent を理解できないとい

う旨のエラーが返る)。 
... 

        /// <summary> 

        /// 部署名情報を取得 

        /// </summary> 

        /// <param name="userId"></param> 

        /// <param name="loginGroupId"></param> 

        /// <returns></returns> 

        private DepartmentMainResultModel GetDepartmentInfo(string userId, string loginGroupId) 

        { 

            DepartmentMainSerchModel req = new DepartmentMainSerchModel(); 

            req.user = userId; 

 

            UserInfo ui = new UserInfo(); 

            ui.userID = userId; 

            ui.loginGroupID = loginGroupId; 

            ui.authType = "MOSSNTLM"; 

 

            using (CompanyManager c = new CompanyManager(hostname)) 

            { 

                c.Credentials = GetDefaultCredentials(); 

                return c.GetDepartmentMainWF(ui, req); 

            } 

        } 

... 

 GetApproveTaskModel 
審議処理に使用する ApproveTaskModel オブジェクトを取得します。 

 GetDraftModel 
再申請およびキャンセルに使用する DraftModel オブジェクトを取得します。 

 GetCurrentApprovar  
現在の承認者情報を格納する WorkflowInfo オブジェクトを取得します。 

 CleanupOtherTasks 
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複数のタスクが割り当てられている場合に他の未開始タスクを削除します。たとえば、複数の承認者のうち一人だ

けが承認したら次のプロセスに進むような場合に利用します。なお、現在のアイテムに関連づいているタスク コレ

クション オブジェクトは WorkflowProperties オブジェクトの Item プロパティの Tasks プロパティ経由で取得できま

す。 
SPWorkflowTaskCollection taskItems = workflowProperties.Item.Tasks; 

タスクが未開始であることは、タスク オブジェクト(SPWorkflowTask)の Xml プロパティを参照し、"ows_result" 属

性値が null となっていることで判断します。"ows_result"属性値は、InfoPathタスク フォームの resultフィールドの

値が格納されます。 
... 

            int taskCount = taskItems.Count; 

            for (int i = 0; i < taskCount; i++) 

            { 

                SPWorkflowTask taskItem = taskItems[i]; 

                System.Xml.XmlDocument xdoc = new XmlDocument(); 

                xdoc.LoadXml(taskItem.Xml); 

                if (xdoc.FirstChild.Attributes["ows_result"] == null) 

                { 

                    taskItem.Delete(); 

                    taskCount--; 

                    i--; 

                } 

            } 

... 

 GetAppKeyArray 
Intra-mart ワークフロー呼出に必要な ApplicationKey パラメータの値をデータベースから取得します。 データ

ベースへの接続情報はWeb.Configで管理しています。System.Web.Configuration.WebConfigurationManagerオ

ブジェクトを使用して、Web.Config 内の情報を取得します。 

 
GetAppKeyArray メソッドは次の通りです。 

... 

  private string[] GetAppKeyArray(string documentID) 

        { 

            System.Configuration.Configuration rootWebConfig = 

                System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("/"); 

 

            System.Configuration.ConnectionStringSettings connString = null; 

            if (0 < rootWebConfig.ConnectionStrings.ConnectionStrings.Count) 

            { 

                connString = rootWebConfig.ConnectionStrings.ConnectionStrings["imarWfInfoConnectionString"]; 

            } 

 

            if (null == connString) 

            { 

                DebugMessage("接続情報が取得できません"); 

                return null; 

            } 

 

            SqlConnectionStringBuilder scb 

                   = new SqlConnectionStringBuilder(connString.ConnectionString); 

            ApplicationKey appkey = new ApplicationKey(scb.ConnectionString); 

            string[] applicationKey = appkey.GetApplicationKey(documentID); 

            return applicationKey; 

        } 

... 

 
GetAppKeyArray メソッドでは Web.Config 内の次のエントリを読み取っています。 

... 

  <connectionStrings> 

    <add name="imarWfInfoConnectionString" 

        connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=imarWfInfo;Integrated Security=True" 

        providerName="System.Data.SqlClient" /> 
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  </connectionStrings> 

... 

 GetDraftOrgList 
Intra-mart 側で管理しているユーザーの組織情報を取得します。 

 GetUserDisplayNameFromAD 
現在のログインユーザー名から Active Directory 上のユーザーアカウントの表示名を取得します。 

 DebugMessage 
デバッグの目的で使用するメソッドです。C:¥Logs フォルダにデバッグに関する情報を出力します。 

6.5.5.3 "ワークフロー開始処理" 部分 
ワークフローの開始処理は、onWorkflowActivated イベントハンドラ内に実装します。 

 
初に、InfoPath 2007 の初期化フォーム内の情報を取得するため、逆シリアライズします。 
... 

     //InfoPath フォーム内の初期化情報を逆シリアライズ 

            XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(InitForm)); 

            XmlTextReader reader = 

      new XmlTextReader(new System.IO.StringReader(workflowProperties.InitiationData)); 

            InitForm initform = (InitForm)serializer.Deserialize(reader); 

... 

逆シリアライズしたら、initform オブジェクトに格納されている申請時の案件名や申請コメントなどを取得します。 
... 

            //InfoPath フォームから値を抽出 

            comment = initform.comment; //申請コメント 

            title = initform.title;//案件名 

... 

ワークフロー開始者のログイン名や表示名は、workflowProperties オブジェクトに格納されています。 
... 

            //ワークフロー開始者のログイン名 

            originatorUserLoginName = workflowProperties.OriginatorUser.LoginName; 

            //ワークフロー開始者の表示名 

            originatorUserDisplayName = workflowProperties.OriginatorUser.Name;  

... 

 
続いて、intra-mart 側のワークフローを開始するために、ラッパークラス ライプラリ内にある Drafter クラスの

DraftWF メソッドを呼びます。呼び出しの結果がエラーでない場合は、引き戻しタスク処理用にワークフロー情報

を保存します。また、ドキュメント ライプラリの"IM 現在のワークフロー状況","IM ワークフロー履歴" "IM プロセス

コード"列に値を格納します。なお、SharePoint のリスト列の種類がハイパーテキストの場合、直接値を更新するこ

とができないので注意してください。まず、SPFieldUrlValueオブジェクトを生成し、Descriptionプロパティに説明を

設定し、Url プロパティにハイパーリンクとなる URL を設定します。その後、SPListItem オブジェクトの値に

SPFieldUrlValue オブジェクトを割り当てます。 後、変更をコミットするために SPListItemオブジェクトの Update メ

ソッドを呼び出します。 
... 

  SPFieldUrlValue value = new SPFieldUrlValue(); 

      value.Description = "状況"; 

      value.Url = urlRes[0].shortCutUrl; 

      item["IM 現在のワークフロー状況"] = value; 

      item.Update(); 

... 

 

6.5.5.4 "ワークフロー終了判定" 部分 
Intra-mart Web サービスから返されるワークフロー状況(intramartWfStatus 変数に格納)に基づき、タスク作成の

繰り返し処理を終了するかどうかを判定します。状況が、否認、取りやめ、通常終了の場合にワークフローを終了

させます。ただし、差し戻しは否認扱いになりますが、ワークフロー自体が終了するわけではないため、次にタスク

を割り当てるユーザー情報が取得できていない場合にのみワークフローを終了するようにしています。 
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... 

   private void notWFFinished(object sender, ConditionalEventArgs e) 

        { 

            isReplicatorFinished = false;          

 

            switch (intramartWfStatus) 

            { 

                case "0"://処理中 

                    break; 

                case "1"://否認(差し戻しを含む) 

                    if (workflowInfoArray == null) isWfFinished = true; 

                    break; 

                case "2"://取りやめ 

                    isWfFinished = true; 

                    break; 

                case "4"://通常終了 

                    isWfFinished = true; 

                    break; 

                default: 

                    break; 

            } 

            e.Result = !isWfFinished; 

        } 

... 

6.5.5.5 "審議タスク処理" 部分 
審議タスク処理では次のメソッドをまとめている部分です。タスク作成では、Replicator アクティビティを使用して、

必要に応じて複数タスクを同時に作成します。 

 
Replicator アクティビティに関連するメソッドは次の通りです。 

 childInitialized メソッド 

Replicatorアクティビティの子アクティビティに関する初期化処理を行います。ここでは、タスク処理が終わったかど

うかを判定するフラグである isTaskFinished 変数値を false にしています。 
... 

        private void childInitialized(object sender, ReplicatorChildEventArgs e) 

        { 

            isTaskFinished = false;//タスク処理が終わったかどうかの判定を初期化 

        } 

... 

 replicatorInitialized メソッド 

Replicator アクティビティを初期化します。ReplicatorActivity では、AEC のクローン インスタンスが生成されること

に注意してください。これを考慮せずにコーディングすると常にルートアクティビティのみを処理することになってし

まう場合もあります。子アクティビティを明示的に取得するには、親アクティビティから取得するようにします。ここで

は次のように Replicator アクティビティを取得しています。 
... 

    Activity myActivity = (Activity)sender; 

           SequenceActivity parentActivity = (SequenceActivity)myActivity.Parent; 

           ReplicatorActivity replicatorActivity = 

    (ReplicatorActivity)parentActivity.GetActivityByName("replicatorActivity1"); 

... 

承認者の数だけ子アクティビティでタスクを作成する必要があります。このサンプルでは List オブジェクトを使用し

て、承認者情報を格納する配列を作成し、これを Replicator オブジェクトの InitialChildData プロパティに格納する

ことで子アクティビティの数を取得しています。なお、引き戻し処理のタスクも同時に作成する必要があるため、承

認者に加え引き戻し者も List オブジェクトに加えています。 
... 

      //承認者を指定 

                List<string> initialChildData = new List<string>(); 

                foreach (WorkflowInfo wfInfo in workflowInfoArray) 

                { 

                    if (!string.IsNullOrEmpty(wfInfo.agentUserId))//代理ユーザの場合 
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                    { 

                        initialChildData.Add(wfInfo.agentUserId); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        initialChildData.Add(wfInfo.userID); 

                    } 

                } 

                ////引き戻し用 

                if (isNextTaskCanBePullback) initialChildData.Add(lastApprovarUserInfo.userID); 

 

                replicatorActivity.InitialChildData = initialChildData; 

... 

 notReplicatorFinished メソッド 

Replicator の子アクティビティの実行中止を判定します。ユーザー審議により差し戻しや引き戻しなどが行われた

場合は、現在実行されているタスクを中止する必要があります。子アクティビティの中止条件は"宣言型のルール

条件"と"コードの条件"とがありますが、ここではコードの条件を用いています。このメソッドの第 2 引数である

ConditionalEventArgs の Result プロパティを True に設定することで実行中の子アクティビティの処理を中止でき

ます。 
... 

        private void notReplicatorFinished(object sender, ConditionalEventArgs e) 

        { 

            Activity myActivity = (Activity)sender; 

            SequenceActivity parentActivity = (SequenceActivity)myActivity.Parent; 

            ReplicatorActivity replicatorActivity =  

     (ReplicatorActivity)parentActivity.GetActivityByName("replicatorActivity1"); 

            if (replicatorActivity.AllChildrenComplete || isReplicatorFinished) e.Result = true; 

        } 

... 

 
タスク管理に関するメソッドは次の通りです。 

 notTaskFinished メソッド 

While アクティビティを用いて、タスクの変更を待機して次の処理に進めるかどうかを判定します。While アクティビ

ティでは繰り返し処理の条件には"宣言型のルール条件"と"コードの条件"とがありますが、ここではコードの条件

を使用しています。 
... 

        private void notTaskFinished(object sender, ConditionalEventArgs e) 

        { 

            e.Result = !isTaskFinished; 

        } 

... 

 createTask1_MethodInvoking メソッド 

タスクの作成を行います。ここでは、引き戻しが不可の場合と可能な場合とに処理を分けています。いずれの場合

も、代理承認タスクまはた通常の承認タスクを生成しますが、引き戻し処理が可能な場合は、引き戻しタスクの生

成を行えるようになっています。 

また、各タスクで使用する InfoPath フォームの関連付けは SPWorkflowTaskProperties オブジェクトの TaskType

プロパティで行っています。このプロパティに設定する値はWorkflow.xmlに定義されているTaskN_FormURN要

素の番号と一致させる必要があります。TaskN_FormURN と関連付けられている InfoPath フォームは次の通りで

す。 

TaskN_FormURN InfoPath フォーム SPWorkflowTaskProperties.TaskType

への値の設定 

Task0_FormURN 審議タスク  TaskType=0 
Task1_FormURN 再起票タスク TaskType=1 
Task2_FormURN 引き戻しタスク TaskType=2 
Task3_FormURN 代理審議タスク TaskType=3 
Task4_FormURN 代理引き戻しタスク TaskType=4 
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 onTaskChanged メソッド 

タスクが変更された際に、審議結果を Intra-mart に渡し、ワークフローの完了情報または次の承認者情報を取得

し処理します。 

 
審議結果は、拡張プロパティである"result"プロパティに格納されます。このプロパティの値を使用して、条件分岐

し必要な処理結果を Intra-mart ワークフローに渡します。 
... 

               //審議者からの情報を InfoPath フォームから取得 

                statusNum = afterProps.ExtendedProperties["result"].ToString(); 

     (中略) 

             switch (statusNum) 

                { 

                    case "1": //承認 

      (中略) 

                    case "2": //否認 

      (中略) 

                    case "3": //前の承認者に差し戻し 

      (中略) 

                    case "4": //起票者に差し戻し 

      (中略) 

                    case "5": //引き戻し 

      (中略) 

                    case "6": //再起票 

      (中略) 

                    case "7": //キャンセル 

      (中略) 

                    default: //該当なし 

                        throw new Exception("審議が処理できません"); 

                } 

... 

 completeTask1_MethodInvoking メソッド 

タスク変更後の完了処理を行います。適宜引き戻し処理を行えるように 終承認者の情報を格納する処理などを

行います。 

6.5.5.6 "ワークフロー終了処理" 
ワークフローの終了処理として、カスタム ワークフローステータスの情報を設定します。 

 setState1_MethodInvoking メソッド 

Intra-mart から取得ワークフローステータス状況に応じて、"承認"、"否認"、"キャンセル"のいずれかの状態を設

定します。ワークフロー ステータスを設定するには、SPWorkflowStatus.Max プロパティの値を使用しますが、この

値は workflow.xml の StatusColumnValue 要素の値に対応しています。 
... 

        private void setState1_MethodInvoking(object sender, EventArgs e) 

        { 

    //承認 

            if (intramartWfStatus == "4") 

            { 

                setState_State = (int)SPWorkflowStatus.Max; 

                return; 

            } 

           //否認 

            if (intramartWfStatus == "1") 

            { 

                setState_State = (int)SPWorkflowStatus.Max + 1; 

                return; 

            } 

    //キャンセル 

            if (intramartWfStatus == "2") 

            { 

                setState_State = (int)SPWorkflowStatus.Max + 2; 

                return; 

            } 
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        } 

... 

6.6 展開とデバッグ実行 
プロジェクトの展開方法は次の通りです。 

1. 発行した InfoPath フォームの ID と同じ ID が SharePointWFSample プロジェクト内の workflow.xml に
記載されていることを確認します。不一致の場合は、同一になるようにいずれかを修正します。 

2. SharePointWFSample プロジェクトを起動し、ソリューション エクスプローラで SharePoinWFSample プロ

ジェクト名を選択します。 
3. [プロジェクト]メニューから[SharePoint デバッグ設定]をクリックします。SharePoint ワークフローをライプラ

リに関連付けするためのウィザードが起動します。 
4. ワークフローの名前と、デバッグに使用するローカルサイトの URL が正しいことを確認します。環境に合

わない場合は適宜修正してください。 

 
5. [次へ]をクリックします。 
6. [ワークフローを自動的に関連付ける]チェックボックスがオンになっており、ワークフローを割り当てる目

的のライプラリが選択されていることなどを確認します。既定では "休暇申請" ライプラリに割り当てるよ

うに設定しています。 

 
7. [次へ]をクリックします。 
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8. [ユーザーによる手動]チェックボックスがオンになっていることを確認し、[完了]をクリックします。 

 
9. デバッガをアタッチした状態でワークフローを開始できるようにするには[デバッグ] メニューから[デバッ

グ開始]をクリックします。これにより、ワークフロー プロジェクトがビルドされ、一連のフィーチャーファイ

ルが SharePoint ハイブ配下に展開され、ワーカプロセスの再起動が行われます。 
10. Internet Explorer が起動したら休暇申請ライプラリにアクセスします。 
11. [設定]メニューから[ドキュメント ライプラリの設定]をクリックします。[休暇申請のカスタマイズ]ページが

表示されます。 
12. 「権限と管理」セクションから[ワークフロー設定]リンクをクリックします。[ワークフローの設定変更:休暇申

請]ページが表示されます。 
13. SharePointWFSample リンクをクリックします。[ワークフローの変更:休暇申請]ページが表示されます。 
14. [次へ]をクリックします。 
15. 起票する Intra-mart のプロセス定義として"休暇申請"を選択し、[設定]をクリックします。 

 
 
他のライプラリでワークフローを利用できるようにするには次の手順が必要です。 

1. Internet Explorer から経費精算ライプラリにアクセスします。 
2. [設定]メニューから[ドキュメント ライプラリの設定]をクリックします。[休暇申請のカスタマイズ]ページが

表示されます。 
3. 「権限と管理」セクションから[ワークフロー設定]リンクをクリックします。[ワークフローの設定変更:休暇申

請]ページが表示されます。 
4. 「ワークフロー」セクションで[ワークフロー テンプレートの種類]として"SharePointWFSample"を選択しま

す。「名前」セクションで、[このワークフローに対する名前を入力してください]に "経費精算申請" と入
力します。「タスク リスト」セクションで[タスク リストの選択]から"タスク" を選択します。「履歴リスト」セク

ションで[履歴リストの選択]から"ワークフロー履歴"を選択します。「開始オプション」セクションで[アイテ

ムを編集する権限を持つ認証済みユーザーが、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
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クボックスをオンにします。 

 
5. [次へ]をクリックします。 
6. 起票する Intra-mart のプロセス定義として"経費精算"を選択し、[設定]をクリックします。 
7. 1 から 6 までの操作を他の"勤怠管理"、"見積申請"のライプラリに対して行います。なお、関連付けるプ

ロセス定義は、次の通りです。 
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7 Web パーツ開発 

7.1 Web パーツ開発の概要 
ワークフロー ソリューション用にカスタムWeb パーツを作成して申請ポータルのトップページに配置します。作成

する Web パーツは次の通りです。 

 

プロジェクト名 NewFileList 

概要 起票用の Web パーツです 

詳細 Web パーツを配置したサイト内にあるドキュメント ライブラリ内のドキュメント テンプレートファ

イルのリンクを表示します。 

 

プロジェクト名 DraftList 

概要 自分が起票した処理中のファイルを一覧表示します 

詳細 Web パーツを配置したサイト内に含まれる、現在ログインしているユーザーが開始し、かつ終

了していないドキュメントワークフローの一覧を取得します。再申請が必要になる場合にのみ、

再申請ボタンが表示されます。再申請ボタンでは、再起票またはキャンセルが可能です。

Webブラウザから直接再申請またはキャンセルを行うか、Office 2007 クライアントと連携させて

いる場合は、Office アプリケーション内から再申請またはキャンセルを行えます。 

 

プロジェクト名 ApproveRequestsList  

概要 現在ログインしているユーザーが承認する必要のあるドキュメントの一覧を表示します 

詳細 現在ログインしているユーザーに割り当てられた未開始のタスクと関連するドキュメントへのリ

ンクを取得します。審議ボタンをクリックすると、タスク編集画面に画面遷移するため Web ブラ

ウザ上からの直接審議が可能です。また、Office 2007 クライアントと連携させている場合は、

Office アプリケーション内から審議を行えます。 

 

プロジェクト名 PullbackList 

概要 現在ログインしているユーザーが引き戻し処理可能なドキュメント 一覧を表示します 

詳細 現在ログインしているユーザーに割り当てられた未開始の引き戻しタスクと関連するドキュメン

トへのリンクを取得します。引き戻しボタンをクリックすると、タスク編集画面に画面遷移するた

め Web ブラウザ上からの直接引き戻しが可能です。また、Office 2007 クライアントと連携させ

ている場合は、Office アプリケーション内から審議を行えます。 

 

プロジェクト名 AgentApprovalRequest 

概要 現在ログインしているユーザーが代理承認できるドキュメント一覧を取得します。 

詳細 現在ログインしているユーザーに割り当てられた代理承認タスクと関連するドキュメントへのリ

ンクを取得します。また、代理依頼元ユーザーが表示されます。審議ボタンをクリックすると、タ

スク編集画面に画面遷移するため Web ブラウザ上からの直接審議が可能です。また、Office 
2007 クライアントと連携させている場合は、Office アプリケーション内から審議を行えます。 

 

プロジェクト名 AgentPullbackList 

概要 現在ログインしているユーザーが代理承認後、引き戻し処理が可能なドキュメント一覧を取得

します 

詳細 現在ログインしているユーザーが代理承認後に割り当てられた引き戻しタスクと関連ドキュメン

トへのリンクを取得します。代理依頼元ユーザーが表示されます。引き戻しボタンをクリックす

ると、タスク編集画面に画面遷移するため Web ブラウザ上からの直接引き戻しが可能です。ま

た、Office 2007 クライアントと連携させている場合は、Office アプリケーション内から引き戻し

を行えます 
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Web パーツの開発は、VSeWSSインストール時に追加される SharePoint 用の Webパーツ プロジェクト テンプ

レートで作成します。 

7.2 起票Webパーツ 

7.2.1 概要 
SharePoint サイトから素早く起票するための Web パーツです。SharePoint 上では標準の UI を利用する場合、各

ドキュメント ライプラリにアクセスし、それぞれにライプラリから必要なドキュメントを起票する必要があります。しか

し、この Web パーツでは、SharePoint サイト内のライプラリに関連付けられているドキュメントのリンクを取得し、ファ

イルの拡張子を元に一致する Office アプリケーションのアイコンを表示することで、グラフィカルにドキュメント テ

ンプレート一覧を表示できます。 

 
※注意※ 

このサンプルではライプラリに複数のテンプレートが設定されている場合には、対応していません。 

7.2.2 ロジック 
Web パーツのロジックは、NewFilsList.cs に含まれています。 

 
ファイルの拡張子に関連付けられている Office アイコンを表示するために次の名前空間をインポートしておきま

す。 
.. 

using Microsoft.SharePoint.Utilities; 

... 

 
UI への出力は、Render メソッドをオーバーライドし、直接 HTML を生成しています。JavaScript、TABLE 要素、

IMG 要素、A 要素などで構成しています。 

 
初に、ドキュメントへのリンクをクリックする際に、ドキュメント テンプレートのダウンロードではなく直接 Office 

アプリケーションを起動できるようにするために、ActiveX を呼び出す JavaScirpt を作成します。 
... 

           string strContent = ""; 

 

            //JavaScript 

            strContent += " <script type='text/javascript'> "; 

            strContent += "function CreateDoc(strFileType,strSaveLoc) "; 

            strContent += "{ "; 

            strContent += "newfile =new ActiveXObject('SharePoint.OpenDocuments.3'); "; 

            strContent += "newfile.CreateNewDocument(strFileType, strSaveLoc); "; 

            strContent += "} "; 

            strContent += "function CreateXMLDoc(strFileType,strSaveLoc) "; 

            strContent += "{ "; 

            strContent += "newfile = new ActiveXObject('SharePoint.OpenXMLDocuments'); "; 

            strContent += "newfile.CreateNewDocument2(window, strFileType, strSaveLoc); "; 

            strContent += "} "; 

            strContent += "</script> "; 
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            writer.Write(strContent); 

... 

 
Web パーツを配置するサイトを表す SPWeb オブジェクトは SPControl オブジェクトの GetContextWeb メソッドで取

得します。 
... 

           SPWeb web = SPControl.GetContextWeb(this.Context); 

... 

取得した SPWeb オブジェクト内の SPList オブジェクトを抽出し、ドキュメント ライプラリの場合にのみ、ドキュメント 

テンプレートの URL を取得するようにしています。 
... 

     foreach (SPList list in web.Lists) 

            { 

                //ドキュメントライブラリかどうかチェックする 

                if (list.BaseTemplate != SPListTemplateType.DocumentLibrary && list.BaseTemplate != 

          SPListTemplateType.XMLForm)  continue; 

                //ドキュメントライブラリに変換する 

                SPDocumentLibrary documentLibrary = (SPDocumentLibrary)list; 

 

                //ドキュメント テンプレートの URL を取得する 

                string documentTemplateUrl = null; 

                documentTemplateUrl = documentLibrary.ContentTypes[0].DocumentTemplateUrl; 

             (中略) 

      } 

... 

ドキュメントの拡張子に対応する Office アイコン ファイルを取得するには SPUtility オブジェクトの MapToIcon メ

ソッドを使用します。取得した Officeアイコンの格納場所は SharePoint ハイブ内¥TEMPLATE¥IMAGES フォルダ

です。このフォルダへは "http://<SharePoint サイト>/_layouts/images/ファイル名" と指定することでアクセスできま

す。 
... 

     //アイコンのマッピングを取得する 

                  string iconUrl = SPUtility.MapToIcon(web, documentTemplateUrl, string.Empty); 

... 

7.2.3 ソリューション パッケージ 
生成される主なソリューション パッケージ 関連ファイルは次の通りです。 

 manifest.xml 

 feature.xml 

 NewFilesList.xml 

 NewFilesList.webpart 

 
Visual Studio に VSeWSS をインストールすると WSP ビューが追加され、生成されるソリューション パッケージを

確認できます。 

 

7.2.3.1 manifest.xml 
ソリューション パッケージのマニフェスト ファイルです。次のように定義しています。 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Solution SolutionId="77f19040-6126-4beb-9c0a-404268bc7227" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 

  <FeatureManifests> 
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    <FeatureManifest Location="NewFilesList\feature.xml" /> 

  </FeatureManifests> 

  <Assemblies> 

    <Assembly Location="NewFilesList.dll" DeploymentTarget="GlobalAssemblyCache" /> 

  </Assemblies> 

</Solution> 

7.2.3.2 feature.xml 
フィーチャー定義ファイルです。Feature 要素に対して、Id 属性、Title 属性、Description 属性、ImageUrl 属性など

に値を設定し、次のように定義しています。 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Feature Id="251fb375-49f3-4928-b62d-c04610f667cf" Title="起票 Web パーツ" Description="各サイトで起票 Web パーツ

を 利 用 で き る よ う に し ま す " Scope="Site" Version="1.0.0.0" Hidden="FALSE" DefaultResourceFile="core" 

ImageUrl="DocLib.png" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 

  <ElementManifests> 

    <ElementManifest Location="NewFilesList\NewFilesList.xml" /> 

    <ElementFile Location="NewFilesList\NewFilesList.webpart" /> 

  </ElementManifests> 

</Feature> 

7.2.3.3 NewFilesList.xml 
Web パーツの定義ファイルです。Files 要素の子要素として Property 要素を追加し、Web パーツを Web パーツペ

ージに追加する際に "イントラマート"グループに表示されるように、次のように定義しています。 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Elements Id="c52b4228-7849-4bd3-a6cc-0510c90bd492"  

          xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 

  <Module Name="WebParts" List="113" Url="_catalogs/wp"> 

    <File Path="NewFilesList.webpart" Url="NewFilesList.webpart" Type="GhostableInLibrary" > 

      <Property Name="Group" Value="イントラマート"/> 

    </File> 

  </Module> 

</Elements> 

この定義により、Web パーツ追加時に次のように表示されるようになります。 

 

7.2.3.4 NewFilesList.webpart 
Web パーツについて記述しています。ImportErrorMessage 要素、property 要素の内容を次のように記述していま

す。 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<webParts> 

  <webPart xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v3"> 

    <metaData> 
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      <!-- 

      The following Guid is used as a reference to the web part class,  

      and it will be automatically replaced with actual type name at deployment time. 

      --> 

      <type name="c52b4228-7849-4bd3-a6cc-0510c90bd492" /> 

      <importErrorMessage>起票 Web パーツはインポートできません</importErrorMessage> 

    </metaData> 

    <data> 

      <properties> 

        <property name="Title" type="string">起票 Web パーツ</property> 

        <property name="Description" type="string">ドキュメント ライブラリ内のドキュメント テンプレートをグラフィカル

に表示します</property> 

      </properties> 

    </data> 

  </webPart> 

</webParts> 

7.2.4 Webパーツの配置とデバッグ実行 
Web パーツを配置しデバッグ実行するには、次の手順で配置先の SharePoint サイトを指定してからデバッグ実行

を行います。 
1. Visual Studio の[プロジェクト]メニューから[NewFilesList のプロパティ]をクリックし、デバッグ タブをクリ

ックします。 
2. 「開始動作」セクションで [ブラウザを開始時に使用する URL]を選択し、"http://moss/Application"と指

定します。 
3. [デバッグ]メニューから[デバッグ開始]をクリックします。Internet Explorer が起動し、申請ポータルサイト

が表示されます。 
4. 申請ポータル サイトのトップページ(default.aspx)を表示した状態で、[サイトの操作]-[ページの編集]を

クリックします。 
5. [Web パーツの追加]をクリックし、NewFilesList Web パーツを選択し[追加]をクリックします。 
6. [編集モードの終了]をクリックします。 

7.3 自分が申請中の文書一覧 Web パーツ 

7.3.1 概要 
ログインユーザーが起票したドキュメント 一覧を表示する Web パーツです。ファイル名や申請の種類、案件名な

どが一覧できます。また、処理列では、再起票が必要な場合に再起票ボタンを表示します。 

 
状況や履歴列に表示されるリンクをクリックすると Intra-mart の UI を表示し、ワークフローの現在のステータスや履

歴が確認できます。 
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[状況リンクをクリックして表示される Intra-mart の画面] 

7.3.2 ロジック 
ロジックは、DraftList.cs に含まれています。SPGridView クラスを用いて、画面レイアウトなどを生成しています。 

 
次の名前空間を追加します。 

... 

using System.Collections.Generic; 

using System.Collections; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using Microsoft.SharePoint.Workflow; 

using System.Xml; 

using System.ComponentModel; 

using System.Web; 

... 

 
CreateChildControls メソッドをオーバーライドして、SPGridView に割り当てるデータテーブルの生成や

SPGridView のプロパティ設定などを行います。 

 
 CreateDocumentListTable メソッド 

SPGridView のデータソースとして割り当てるための DataTable オブジェクトを生成します。 

 PopulateDocumentListTable メソッド 

SharePoint 上のライプラリから取得した情報を生成した DataTable オブジェクトに格納します。 

 ShowGridView メソッド 

GridView の表示を行うための設定をします。既定では"申請日"列を降順で並び替えるようにしています。また、

ページングを有効にしています。 

 gv_PageIndexChanging メソッド 

ページング処理を記述しています。 

 AddColumnToGridView メソッド 
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SPGridView に追加する列を定義し設定します。ImageField や BoundField の他に、カスタム作成したフィールド 

テンプレートとして"LinkColumnTemplate"、"StatusImageUrlColumnTemplate"、"HistoryImageUrlColumnTempla 

te"、"LinkButtonTemplate"を使用しています。 

 gv_Sorting メソッド 

SPGridView の列ごとの並び替えができるように処理します。 

 GetTaskUrl メソッド 

ドキュメントに関連するワークフロー タスク情報を取得するためのメソッドです。SPWorkflowTask オブジェクトを取

得し、タスクリストへの URL やタスク処理後の URL などを取得します。 

 DisplayInterval プロパティ 

SPGridView に New!(新規)アイコンを表示する期間を格納するプロパティです。既定では 2 日間です。 

 PageSize プロパティ 

ページングするアイテム単位を格納するプロパティです。既定では 5 アイテムごとにページング処理するようにし

ています。 

7.3.3 ソリューション パッケージ 
起票 Web パーツと同様に次のようなソリューション パッケージ 関連ファイルが生成されます。 

 manifest.xml 

 feature.xml 

 DraftList.xml 

 DraftList.webpart 

7.3.4 Webパーツの配置とデバッグ実行 
Web パーツを配置しデバッグ実行するには、次の手順で配置先の SharePoint サイトを指定してからデバッグ実行

を行います。 
1. Visual Studio の[プロジェクト]メニューから[DraftList のプロパティ]をクリックし、デバッグ タブをクリック

します。 
2. 「開始動作」セクションで [ブラウザを開始時に使用する URL]を選択し、"http://moss/Application"と指

定します。 
3. [デバッグ]メニューから[デバッグ開始]をクリックします。Internet Explorer が起動し、申請ポータルサイト

が表示されます。 
4. 申請ポータル サイトのトップページ(default.aspx)を表示した状態で、[サイトの操作]-[ページの編集]を

クリックします。 
5. [Web パーツの追加]をクリックし、DraftList Web パーツを選択し[追加]をクリックします。 
6. [編集モードの終了]をクリックします。 

7.4 承認が必要な文書一覧 Web パーツ 

7.4.1 概要 
ログインユーザーが承認する必要があるドキュメントの一覧を表示します。 

 
審議はOfficeドキュメント内からも行えますが、画面上の審議ボタンをクリックすることで、Webブラウザ上から審議

も可能です。また、代理承認を設定している場合は、代理承認の依頼先ユーザー名が表示されます。 

7.4.2 ロジック 
ロジックは、ApproveRequestsList.cs に含まれています。 
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SPGridView クラスを用いて、画面レイアウトなどを生成しています。 

 
初に、次の名前空間を追加します。 
... 

using System.Collections.Generic; 

using System.Collections; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using Microsoft.SharePoint.Workflow; 

using System.Xml; 

using System.Web; 

using System.ComponentModel; 

... 

 
CreateChildControls メソッドをオーバーライドして、SPGridView に割り当てるデータテーブルの生成や

SPGridView のプロパティ設定などを行います。 

 
 CreateDocumentListTable メソッド 

SPGridView のデータソースとして割り当てるための DataTable オブジェクトを生成します。 

 PopulateDocumentListTable メソッド 

SharePoint 上のライプラリから取得した情報を生成した DataTable オブジェクトに格納します。 

 GetNewRow 
PopulateDocumentListTable メソッド内で DataTable オブジェクトにデータを格納するためのサブルーチンです。 

 ShowGridView メソッド 

GridView の表示を行うための設定をします。既定では"申請日"列を降順で並び替えるようにしています。また、

ページングを有効にしています。 

 gv_PageIndexChanging メソッド 

ページング処理を記述しています。 

 AddColumnToGridView メソッド 

SPGridView に追加する列を定義し設定します。ImageField や BoundField の他に、カスタム作成したフィールド 

テンプレートとして"LinkColumnTemplate"、"StatusImageUrlColumnTemplate"、"HistoryImageUrlColumnTempl 

ate"、"LinkButtonTemplate"を使用しています。 

 gv_Sorting メソッド 

SPGridView の列ごとの並び替えができるように処理します。 

 GetTaskUrl メソッド 

ドキュメントに関連するワークフロー タスク情報を取得するためのメソッドです。SPWorkflowTask オブジェクトを取

得し、タスクリストへの URL やタスク処理後の URL などを取得します。 

 DisplayInterval プロパティ 

SPGridView に New!(新規)アイコンを表示する期間を格納するプロパティです。既定では 2 日間です。 

 PageSize プロパティ 

ページングするアイテム単位を格納するプロパティです。既定では 10 アイテムごとにページング処理するようにし

ています。 

7.4.3 ソリューション パッケージ 
起票 Web パーツと同様に次のようなソリューション パッケージ 関連ファイルが生成されます。 

 manifest.xml 

 feature.xml 

 ApproveRequestsList.xml 

 ApproveRequestsList.webpart 
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7.4.4 Webパーツの配置とデバッグ実行 
Web パーツを配置しデバッグ実行するには、次の手順で配置先の SharePoint サイトを指定してからデバッグ実行

を行います。 
1. Visual Studio の[プロジェクト]メニューから[ApproveRequestsList のプロパティ]をクリックし、デバッグ タ

ブをクリックします。 
2. 「開始動作」セクションで [ブラウザを開始時に使用する URL]を選択し、"http://moss/Application"と指

定します。 
3. [デバッグ]メニューから[デバッグ開始]をクリックします。Internet Explorer が起動し、申請ポータルサイト

が表示されます。 
4. 申請ポータル サイトのトップページ(default.aspx)を表示した状態で、[サイトの操作]-[ページの編集]を

クリックします。 
5. [Web パーツの追加]をクリックし、ApproveRequestsList Web パーツを選択し[追加]をクリックします。 
6. [編集モードの終了]をクリックします。 

 

7.5 引き戻し可能な文書一覧 Web パーツ 

7.5.1 概要 
起票後や承認審議後に、引き戻し処理を行うことができる文書一覧を表示します。 

 
引き戻しは Office ドキュメント内からも行えますが、画面上の引き戻しボタンをクリックすることで、Web ブラウザ上

から審議も可能です。 

7.5.2 ロジック 
ロジックは、PullbackList.cs に含まれています。 

 
SPGridView クラスを用いて、画面レイアウトなどを生成しています。 

 
初に、次の名前空間を追加します。 
... 

using System.Collections.Generic; 

using System.Collections; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using Microsoft.SharePoint.Workflow; 

using System.Xml; 

using System.ComponentModel; 

using System.Web; 

... 

 
CreateChildControls メソッドをオーバーライドして、SPGridView に割り当てるデータテーブルの生成や

SPGridView のプロパティ設定などを行います。 

 
 CreateDocumentListTable メソッド 

SPGridView のデータソースとして割り当てるための DataTable オブジェクトを生成します。 

 PopulateDocumentListTable メソッド 

SharePoint 上のライプラリから取得した情報を生成した DataTable オブジェクトに格納します。 

 ShowGridView メソッド 

GridView の表示を行うための設定をします。既定では"申請日"列を降順で並び替えるようにしています。また、
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ページングを有効にしています。 

 gv_PageIndexChanging メソッド 

ページング処理を記述しています。 

 AddColumnToGridView メソッド 

SPGridView に追加する列を定義し設定します。ImageField や BoundField の他に、カスタム作成したフィールド 

テンプレートとして"LinkColumnTemplate"、"StatusImageUrlColumnTemplate"、"HistoryImageUrlColumnTempl 

ate"、"LinkButtonTemplate"を使用しています。 

 gv_Sorting メソッド 

SPGridView の列ごとの並び替えができるように処理します。 

 GetTaskUrl メソッド 

ドキュメントに関連するワークフロー タスク情報を取得するためのメソッドです。SPWorkflowTask オブジェクトを取

得し、タスクリストへの URL やタスク処理後の URL などを取得します。 

 DisplayInterval プロパティ 

SPGridView に New!(新規)アイコンを表示する期間を格納するプロパティです。既定では 2 日間です。 

 PageSize プロパティ 

ページングするアイテム単位を格納するプロパティです。既定では 5 アイテムごとにページング処理するようにし

ています。 

7.5.3 ソリューション パッケージ 
起票 Web パーツと同様に次のようなソリューション パッケージ 関連ファイルが生成されます。 

 manifest.xml 

 feature.xml 

 PullbackList.xml 

 PullbackList.webpart 

7.5.4 Webパーツの配置とデバッグ実行 
Web パーツを配置しデバッグ実行するには、次の手順で配置先の SharePoint サイトを指定してからデバッグ実行

を行います。 
1. Visual Studio の[プロジェクト]メニューから[PullbackList のプロパティ]をクリックし、デバッグ タブをクリッ

クします。 
2. 「開始動作」セクションで [ブラウザを開始時に使用する URL]を選択し、"http://moss/Application"と指

定します。 
3. [デバッグ]メニューから[デバッグ開始]をクリックします。Internet Explorer が起動し、申請ポータルサイト

が表示されます。 
4. 申請ポータル サイトのトップページ(default.aspx)を表示した状態で、[サイトの操作]-[ページの編集]を

クリックします。 
5. [Web パーツの追加]をクリックし、PullbackList Web パーツを選択し[追加]をクリックします。 
6. [編集モードの終了]をクリックします。 

 

7.6 代理ユーザーによる承認が必要な文書一覧 Web パーツ 

7.6.1 概要 
ログインユーザーが代理承認する必要があるドキュメントの一覧を表示します。 

 
審議はOfficeドキュメント内からも行えますが、画面上の審議ボタンをクリックすることで、Webブラウザ上から審議
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も可能です。また、代理承認の依頼元ユーザー名が表示されます。 

7.6.2 ロジック 
ロジックは、AgentApprovalRequest.cs に含まれています。 

 
SPGridView クラスを用いて、画面レイアウトなどを生成しています。 

 
初に、次の名前空間を追加します。 
... 

using System.Collections.Generic; 

using System.Collections; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using Microsoft.SharePoint.Workflow; 

using System.Xml; 

using System.ComponentModel; 

using System.Web; 

... 

 
CreateChildControls メソッドをオーバーライドして、SPGridView に割り当てるデータテーブルの生成や

SPGridView のプロパティ設定などを行います。 

 
 CreateDocumentListTable メソッド 

SPGridView のデータソースとして割り当てるための DataTable オブジェクトを生成します。 

 PopulateDocumentListTable メソッド 

SharePoint上のライプラリから取得した情報を生成したDataTableオブジェクトに格納します。ドキュメントに関連づ

いたタスクの TaskType 属性値を利用して代理承認タスクであることを判別します。 
... 

  if (task["Status"].ToString() != "完了" && approvarLoginName == currentLoginUserName &&  

               task["TaskType"].ToString() == "3") 

   {  

   (中略) 

... 

 ShowGridView メソッド 

GridView の表示を行うための設定をします。既定では"申請日"列を降順で並び替えるようにしています。また、

ページングを有効にしています。 

 gv_PageIndexChanging メソッド 

ページング処理を記述しています。 

 AddColumnToGridView メソッド 

SPGridView に追加する列を定義し設定します。ImageField や BoundField の他に、カスタム作成したフィールド 

テンプレートとして"LinkColumnTemplate"、"StatusImageUrlColumnTemplate"、"HistoryImageUrlColumnTempl 

ate"、"LinkButtonTemplate"を使用しています。 

 gv_Sorting メソッド 

SPGridView の列ごとの並び替えができるように処理します。 

 GetTaskUrl メソッド 

ドキュメントに関連するワークフロー タスク情報を取得するためのメソッドです。SPWorkflowTask オブジェクトを取

得し、タスクリストへの URL やタスク処理後の URL などを取得します。 

 DisplayInterval プロパティ 

SPGridView に New!(新規)アイコンを表示する期間を格納するプロパティです。既定では 2 日間です。 

 PageSize プロパティ 

ページングするアイテム単位を格納するプロパティです。既定では 5 アイテムごとにページング処理するようにし
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ています。 

7.6.3 ソリューション パッケージ 
起票 Web パーツと同様に次のようなソリューション パッケージ 関連ファイルが生成されます。 

 manifest.xml 

 feature.xml 

 AgentApprovalRequest.xml 

 AgentApprovalRequest.webpart 

7.6.4 Webパーツの配置とデバッグ実行 
Web パーツを配置しデバッグ実行するには、次の手順で配置先の SharePoint サイトを指定してからデバッグ実行

を行います。 
1. Visual Studio の[プロジェクト]メニューから[AgentApprovalRequest のプロパティ]をクリックし、デバッグ 

タブをクリックします。 
2. 「開始動作」セクションで [ブラウザを開始時に使用する URL]を選択し、"http://moss/Application"と指

定します。 
3. [デバッグ]メニューから[デバッグ開始]をクリックします。Internet Explorer が起動し、申請ポータルサイト

が表示されます。 
4. 申請ポータル サイトのトップページ(default.aspx)を表示した状態で、[サイトの操作]-[ページの編集]を

クリックします。 
5. [Web パーツの追加]をクリックし、AgentApprovalRequest Web パーツを選択し[追加]をクリックします。 
6. [編集モードの終了]をクリックします。 

7.7 代理ユーザーによる引き戻し可能な文書一覧 Web パーツ 

7.7.1 概要 
代理承認後に、引き戻し処理を行うことができる文書一覧を表示します。 

 
引き戻しは Office ドキュメント内から行えますが、画面上の引き戻しボタンをクリックすることで、Web ブラウザ上か

らも操作できます。 

7.7.2 ロジック 
ロジックは、AgentPullbackList.cs に含まれています。 

 
SPGridView クラスを用いて、画面レイアウトなどを生成しています。 

 
初に、次の名前空間を追加します。 
... 

using System.Collections.Generic; 

using System.Collections; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using Microsoft.SharePoint.Workflow; 

using System.Xml; 

using System.ComponentModel; 

using System.Web; 

... 

 
CreateChildControls メソッドをオーバーライドして、SPGridView に割り当てるデータテーブルの生成や
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SPGridView のプロパティ設定などを行います。 

 
 CreateDocumentListTable メソッド 

SPGridView のデータソースとして割り当てるための DataTable オブジェクトを生成します。 

 PopulateDocumentListTable メソッド 

SharePoint 上のライプラリから取得した情報を生成した DataTable オブジェクトに格納します。 

 ShowGridView メソッド 

GridView の表示を行うための設定をします。既定では"申請日"列を降順で並び替えるようにしています。また、

ページングを有効にしています。 

 gv_PageIndexChanging メソッド 

ページング処理を記述しています。 

 AddColumnToGridView メソッド 

SPGridView に追加する列を定義し設定します。ImageField や BoundField の他に、カスタム作成したフィールド 

テンプレートとして"LinkColumnTemplate"、"StatusImageUrlColumnTemplate"、"HistoryImageUrlColumnTempl 

ate"、"LinkButtonTemplate"を使用しています。 

 gv_Sorting メソッド 

SPGridView の列ごとの並び替えができるように処理します。 

 GetTaskUrl メソッド 

ドキュメントに関連するワークフロー タスク情報を取得するためのメソッドです。SPWorkflowTask オブジェクトを取

得し、タスクリストへの URL やタスク処理後の URL などを取得します。 

 DisplayInterval プロパティ 

SPGridView に New!(新規)アイコンを表示する期間を格納するプロパティです。既定では 2 日間です。 

 PageSize プロパティ 

ページングするアイテム単位を格納するプロパティです。既定では 5 アイテムごとにページング処理するようにし

ています。 

7.7.3 ソリューション パッケージ 
起票 Web パーツと同様に次のようなソリューション パッケージ 関連ファイルが生成されます。 

 manifest.xml 

 feature.xml 

 AgentPullbackList.xml 

 AgentPullbackList.webpart 

7.7.4 Webパーツの配置とデバッグ実行 
Web パーツを配置しデバッグ実行するには、次の手順で配置先の SharePoint サイトを指定してからデバッグ実行

を行います。 
1. Visual Studio の[プロジェクト]メニューから[AgentPullbackList のプロパティ]をクリックし、デバッグ タブ

をクリックします。 
2. 「開始動作」セクションで [ブラウザを開始時に使用する URL]を選択し、"http://moss/Application"と指

定します。 
3. [デバッグ]メニューから[デバッグ開始]をクリックします。Internet Explorer が起動し、申請ポータルサイト

が表示されます。 
4. 申請ポータル サイトのトップページ(default.aspx)を表示した状態で、[サイトの操作]-[ページの編集]を

クリックします。 
5. [Web パーツの追加]をクリックし、AgentPullbackList Web パーツを選択し[追加]をクリックします。 
6. [編集モードの終了]をクリックします。 
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