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概要 

Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 は、デバイスに最適化された最新のシームレスなエクスペ

リエンスを通じて、快適なビジネス アプリケーションを提供することに重点を置いています。 

このドキュメントでは、Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 への更新にあたり事前にご了解い

ただきたい事項について概説します。 
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更新の前に: 知っておくべきこと 

ソフトウェアおよび OS コンポーネントのサポートの変更 

Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 では、今日のブラウザーおよびサーバー プラットフォーム

で提供される、より新しい機能を活用します。そのため、使用するソフトウェアとプラットフォー

ムに関して変更が生じます。 

サポート対象から除外されるもの 

• Windows XP ― Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM も Web アプリケーションも実行できな

くなります。 

• Microsoft Office 2003 

• 電子メール ルーターを使用する場合、以下のソフトウェアがサポート対象外となります。 

o Microsoft Exchange Server 2003 ― 電子メールのルーティングおよび追跡が実行でき

なくなります。 

o Microsoft Exchange Server 2007 WebDAV プロトコル ― 電子メールのルーティング

および追跡が実行できなくなります。Microsoft Exchange Server 2007 Exchange Web 

サービス (EWS) は、引き続きサポートされます。 

サポート対象として追加されるもの 

• Microsoft Exchange Server 2013 

• Microsoft Outlook 2013 

• Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) 2.2 (Windows Server 2012 R2 に付属) 

これらの変更については、『Microsoft Dynamics CRM 2011 計画ガイド』の「次期メジャー リリ

ースでの変更点 (英語)」トピックに記載されています。 

お客様が主体となって行う更新 

企業でクラウド ベースのテクノロジを活用すると、ビジネス アプリケーションに最新のテクノロ

ジを利用できるというメリットがあります。テクノロジは速いペースで進化します。そのため組織

によっては、更新にあたってシステムの準備やユーザーのトレーニングが間に合うよう、柔軟性を

もって計画を立てなければならない場合があります。Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 では、

お客様の更新予定日を事前にお知らせすると共に、お客様が希望される場合これらの更新を適用す

る日時を自由にご変更いただけます。製品に表示されるメッセージと電子メールで、管理者に対し

て更新スケジュールをお知らせします。このお知らせには、必要に応じて更新のスケジュールを変

更するための方法が記載されています。電子メールでのお知らせは、更新が開始される 90 日前、

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309653
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309653
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30 日前、15 日前、7 日前に送信されます。更新を行う時間帯の第 1 候補と第 2 候補が、すべての

組織に割り当てられます。 

注意: サービス更新は 12 時間の枠の間に適用されます。この間、数時間にわたって組織が使用

不可能になる可能性があります。更新が完了し利用の準備が整った時点で、お知らせします。 

事前にご了解いただきたいこと 

 

通知方法 

現在 CRM Online 環境 (試用版は更新の対象外) をご利用中のお客様には、更新日が近付いているこ

とをお知らせする通知が、既に何通か届いているはずです。 

マイクロソフトは次のように複数のチャネルで通知をご提供しています。 

• Web: CRM アプリケーションの内部でポップアップ メッセージとして表示されます。更新

が適用中にもメッセージが表示されます。 

• CRM アラート: CRM のメッセージ バーに表示されます。 

• 電子メール: 組織の CRM 管理者として登録されている電子メール アカウントに直接送付さ

れます。 

これらの通知は通常、次の順序で行われます。 

通知の種類 Web CRM アラート 電子メール 

更新スケジュール あり あり あり 

更新の 90 日前 なし なし あり 

更新の 30 日前 なし なし あり 

更新の 15 日前 なし なし あり 

更新の 7 日前 なし あり あり 

更新の実行中 あり なし なし 

更新が正常に完了 なし なし あり 

第 2 候補の更新時間帯への変更 なし なし あり 

更新スケジュールの変更 なし なし あり 

 

指定された更新スケジュールに不都合がある場合 

 

スケジュールの変更 

組織向けに指定されたスケジュールを変更する必要がある場合、いつでも CRM 内部から直接スケ

ジュールを変更することが可能です。更新スケジュールを変更するには、CRM で [設定] > [管理] 
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を選択し、コンポーネント一覧から [使用中のリソース] または[サブスクリプション管理]を選択し

ます。 

お客様の CRM 環境の現在の使用状況が表示されます。この画面の最上部に、[Microsoft Dynamics 

CRM Online Fall ’13 への更新がスケジュール設定されました] というエリアがあります。このエリ

アで、[更新のスケジュールの再設定] をクリックし、更新日の第 1 希望と第 2 希望を選択します。 

 

更新に向けての CRM 組織の準備 

Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 には、優れた変更点が数多く含まれています。新機能を活用するに

は、すべてのカスタマイズにこの更新プログラムとの互換性を持たせる必要があります。 

サポート対象外となる従来の機能 

Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 のリリースに伴い、従来の CRM 4.0 の機能のサポートを公

式に終了します。これらの機能は CRM 2011 で非推奨となっており、今回の新しい更新プログラム

では動作しなくなります。 

サポート対象外となる Dynamics CRM 4.0 の機能 

• CRM 4.0 プラグイン 

• CRM 4.0 クライアント サイド スクリプト 

• CRM 4.0 カスタム ワークフロー アクティビティ 

• CRM 4.0 Web サービス API (別名、2007 Web サービス エンドポイント) 

• カスタム Web アプリケーション用の ISV フォルダーのサポート 

不要になる CRM 2011 SDK ツール 

Microsoft Dynamics CRM 2012 年 12 月サービス アップデート用に作成された Solution Downlevel 

ツールは、今後はもう使用しないでください。ソリューション フレームワークの改良により、この

ツールは不要になります。 

CRM 4.0 クライアント サイド スクリプトの削除 

Microsoft Dynamics CRM 4.0 では、JavaScript によるフォーム スクリプト向けにグローバル関数 (英

語) およびフォーム オブジェクト (英語) が公開されていました。Microsoft Dynamics CRM の現在の

バージョンでカスタムの JavaScript を使用している場合、カスタマイズされたコードによって、

CRM の次期バージョンへのスムーズな更新が妨げられないかどうかを検証する必要があります。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150875.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150875.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150872.aspx
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従来の機能を使用しているかどうかを判別するには 

マイクロソフトはこの作業を支援するため、更新に先立ってサポート対象外のコードを特定し訂正

するためのツールを作成しました。お客様の Microsoft Dynamics CRM Online 組織に以下のツール

をダウンロード、インストール、実行してください。 

Microsoft Dynamics CRM 2013 カスタム コード検証ツール 

カスタム コード検証ツールは、お客様の Web リソースを検査し、問題が予測される箇所を表示し

ます。問題として検出されるのは、サポート対象外のコードを記述しているプロセスや、CRM 4.0 

のオブジェクトと関数を使用している箇所です。このツールをダウンロードし、展開してください。

展開されたコンテンツの中に、このツールのインストールと使用方法についての指示が含まれてい

ます。このツールの詳細は、ブログ記事「更新に備えて JavaScript コードを確認する (英語)」を参

照してください。 

 

CRM Online の更新に関するチェックリスト 

更新プロセスの大部分はマイクロソフト側で処理されます。ただし、いくつかの点についてはお客

様ご自身で準備していただく必要があります。 

1. 更新がスケジュールされている日時を確認する。 

この情報は [設定] > [管理] > [サブスクリプション管理] または [使用中のリソース] エリア

で確認できます。 

 

2. Microsoft Dynamics CRM パートナーに協力を依頼する。 

担当の Microsoft Dynamics CRM 登録パートナーが存在する場合、そのパートナーに連絡の

うえ支援を受けることを強くお勧めします。担当パートナーがいない場合は、Microsoft 

Dynamics Marketplace で探してパートナーを見つけることができます。パートナーのサー

ビスは有償の場合がありますのでご注意ください。 

 

3. マイクロソフトからの通知に注意する。 

マイクロソフトは数回にわたって通知を送付し、更新について随時お客様に情報を提供して

います。 

システムのユーザーに対しても、CRM のメッセージ バーを通じてお知らせします。 

さらに、CRM でシステム管理者特権を持つユーザーに電子メールで通知します。これらの

ユーザー アカウントに対応する電子メール アカウントが有効であることを確認し、通知を

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2013/08/23/check-your-javascript-code-to-prepare-for-your-upgrade.aspx
http://dynamics.pinpoint.microsoft.com/
http://dynamics.pinpoint.microsoft.com/
http://dynamics.pinpoint.microsoft.com/
http://dynamics.pinpoint.microsoft.com/
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チェックするようにしてください。通知の送信元は crmoln@microsoft.com です。Microsoft 

Dynamics CRM パートナー チーム crmteam@microsoft.com からも通知があります。 

 

4. カスタマイズの互換性を検証する。 

更新に先立って、前述の Microsoft Dynamics CRM 2013 カスタム コード検証ツールを使用

して、カスタマイズの互換性を検証する必要があります。問題が発見された場合に余裕をも

って修正できるようにするため、この作業は早めに行う必要があります。マイクロソフト側

でも自動テストを数回実行します。お客様のインスタンスでこれらのテストが失敗した場合、

発見された潜在的な問題点の一覧を管理者宛てに電子メールでお知らせします。 

 

5. テスト用のインスタンスを作成し、その中でカスタマイズをテストする。 

更新に先立って、カスタマイズのテストを実行しておくと理想的です。そうすれば、サード

パーティによるカスタマイズの互換性も検証できます。潜在的な問題が発見された場合は、

ソリューション プロバイダーと協力して修正してください。 

 

6. CRM の更新を事前にユーザーに通知する。 

更新中はシステムが使用できないことをユーザーに知らせておくのが最善策です。ユーザー

向けの更新準備に使用できる各種リソースが、カスタマー センターに用意されています。 

 

7. マイクロソフトからの "更新完了" または "スケジュール変更" のメールに注意する。 

 

更新が完了した時点で、CRM Online から組織の使用準備が整ったことをお知らせする電子メール

が届きます。 

     

http://www.crmcustomercenter.com/
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更新の後 

更新が終わると、システムの外見が変わります。明快で直観的なインターフェイスで、より簡単か

つ高速にお使いいただけます。 

事前に情報を得るには、CRM カスタマー センターの次のリリースへの準備のページをください。

ビデオ、チュートリアル、およびその他の情報が用意されていますので、新しいエクスペリエンス

に慣れるためにご活用いただけます。 

Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 コンポーネントの更新 

Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM や Microsoft Dynamics CRM 電子メール ルーターなど、追加的

なコンポーネントの更新についての詳細は、9 月下旬に提供される『Microsoft Dynamics CRM 2013 

実装ガイド』の「インストール」セクションに記載されます。 

新しいユーザー インターフェイスに対応するカスタマイズの更新 

旧バージョンのメニューやフォームに加えられているサポート対象のカスタマイズは、更新後も引

き続き正常に動作します。ただし、新しいユーザー エクスペリエンスへの移行を簡素化するために、

外見がやや変わっている可能性があります。 

移行によってカスタマイズにどのような変化があるか、具体的に見てみましょう。以下は、CRM 

2011 で徹底的にカスタマイズされたフォームの例です。 

 

 

http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/Dynamics-CRM-Upcoming-Release-Information.aspx
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CRM Online Fall ’13 への更新が行われると、このフォームは次のような外見になります。 

  

 

ご覧の通り、元のフォーム レイアウトも、カスタム コントロールも維持されています。 

サポート対象のスクリプトは、すべて引き続き正常に動作します。ただし、これはまだ途中であり、

新しいユーザー エクスペリエンスのメリットを完全に活用するための準備が整った段階です。 

新しいユーザー エクスペリエンスの活用 

フォームをカスタマイズしている場合、新しい CRM Online Fall ’13 のフォームのセットアップを完

了するには、以下の手順に従う必要があります。 

組織の更新が終わった時点で、新しいフォームは非アクティブな状態でシステムに読み込まれてい

ます。フォームを表示するには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] の順に選択

します。カスタム ソリューションを使用している場合は、[設定] > [カスタマイズ] > [ソリューシ

ョン] の順に選択します。どちらの場合にも、エンティティを展開すると、そのエンティティのフ

ォームが表示されます。 

   

たとえば、次のように表示されます。 
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強調表示された “information” フォーム (種類は “メイン”) は、従来のフォームです。新しい 

“Account” フォーム (種類は “メイン”) は、非アクティブになっています。新機能を完全に活用する

には、以下のプロセスを実行して、新しいフォームに切り替える必要があります。 

フォームを切り替える前に 

新しいフォーム レイアウトに切り替える前に、『Microsoft Dynamics CRM 2013 実装ガイド』(9 月

下旬に提供予定) に含まれる新しい「カスタマイズ ガイド」を参照し、CRM Online Fall ’13 の新機

能についてよく理解されることをお勧めします。今回のリリースで追加される機能では、画像の表

示、ビジネス プロセスの実行、フォーム レイアウトの制御、プラグインの種類の定義などの新し

いオプションを提供します。フォームのデザイン変更は、こうした新機能を数多く取り入れる好機

となります。 

パートナー ソリューションを使用している場合、またはパートナーと協力して現在のソリューショ

ンを開発した場合には、この機会に再びパートナーの協力を得て、CRM Online Fall ’13 向けにソリ

ューションを更新することをお勧めします。 

CRM Online Fall ’13 の新機能の活用例を以下に紹介します。 

フォームの更新方法 

カスタマイズの更新作業を行うとき、それらのカスタマイズを内部に保持した形でソリューション

を作成することをお勧めします。そうすれば、カスタマイズの組織間での移動や、テスト環境から

本番環境への移動が可能になり、システムの変更を識別することもできるようになります。新しい

ソリューションは簡単に作成できます。ソリューションの作成についての詳細は、「カスタマイズ 

ガイド」を参照してください。 
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カスタマイズされたフォームの更新は、非常に簡単です。カスタマイズしたフォームごとに、この

プロセスを繰り返してください。すべてを一気に行う必要はありません。このプロセスは時間をか

けて実施することもできます。 

CRM Online Fall ’13 のフォームには、エンティティの元の名前と同じ名前が付けられます。この例

では “Account” です。この Affiliate エンティティの場合では、フォーム エディターで “Account” と

いう名前の新しいフォームを開きます。 

フォーム エディター ウィンドウで、このフォームが次のように表示されます。 

 

 

これが Affiliate ページの CRM Online Fall ’13 バージョンです。ご覧の通り、旧バージョンのフォー

ムとは明らかに形式や構造が違います。 

フォームを新しいスタイルに更新する補助手段として、マイクロソフトでは、CRM Online Fall ’13 

のフォームに別のフォームからフォーム要素をインポートできるツールを提供しています。フォー
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ム エディターで、[Bring in another form (他のフォームの取り込み)] ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

このボタンをクリックすると、旧バージョンのフォーム一覧が表示され、その中からフォームを選

ぶことができます。 

 

この例では、フォームの現在のレイアウトが入っている Information フォームを選択し、[追加] を

クリックします。フォーム エディターにコンテンツが追加されます。 

   

次のスクリーンショットは、フォームに追加された内容を示しています。 
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結合プロセスの結果、次のようになります。 
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この例では、旧バージョンではエンティティの位置を地図で表示するため、Bing に接続された Web 

リソースを使用していました。CRM Online Fall ’13 更新プログラムでは、この機能が最初から CRM 

に含まれているので、削除して代わりに新しい機能を使用できます。一方、ロゴの表示は今のとこ

ろ残しておいても構いません。この情報に関しては、システムは外部サイトを参照するからです。 

さらに、元のフォームのコピーから、住所ブロック、メモ、およびアクティビティのエリアを削除

し、CRM Online Fall ’13 で提供される新しいコントロールを使用することができます。    

更新後のフォームは次のようになります。 
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元のフォームでは、Web リソースの中にロゴが表示されていました。CRM Online Fall ’13 には、ア

カウントに関連付けられる新しいイメージ データの種類も含まれています。そのため、デザインに

いくつか簡単な変更を加えると、次のようになります。 

 

次に、プログラムをテストして、すべてが意図したとおりに動作するか確認します。 
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確認すべき機能の 1 つは、住所を検証する Web リソースです。以前は、このボタンは次のように

リボンで表示されていました。 

 

CRM Online Fall ’13 では、次の場所にあります。 

 

[Validate Address (住所の検証)] ボタンをクリックすると、次のダイアログ ボックスが開き、検証

する住所を選択できます。検証された情報が、XRM JavaScript API を使用して親ウィンドウに書き

込まれます。 

 

[保存] をクリックしてレコードに更新されるすべての住所フィールドの値が、ここで確認できます。 

CRM Online Fall ’13 用にフォームを更新した後、最後に行うべき作業は、CRM 2011 フォームを無

効にすることです。それには、[設定] > [カスタマイズ] > [ソリューション] エリアのエンティティ

の表示に戻ります。 
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[非アクティブ化] をクリックすると、次のプロンプトが表示されます。 

 

非アクティブ化を確認します。以前のフォームの状態が “Inactive” とマークされ、Account エンテ

ィティ フォームが “Active” になっていることが確認できます。 

 

このフォームの更新は以上で完了です。 
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JavaScript オブジェクト モデルの変更 

JavaScript オブジェクト モデルは、CRM で提供される JavaScript API です。このモデルによって、

イベントに基づくさまざまな動作のカスタマイズと、フォームに表示される CRM データへのアク

セスが可能になります。 

CRM Online Fall ’13 は、前のバージョンの JavaScript オブジェクト モデルを完全にサポートします。

ただし、Microsoft Dynamics CRM 4.0 の JavaScript オブジェクト モデルはサポートしません。この

ドキュメントのセクション「更新に向けての CRM 組織の準備」で説明した手順に従っていれば、

これは関係のない問題ですが、上記の手順に従っていない場合には、Microsoft Dynamics CRM 

2013 カスタム コード検証ツールをダウンロードして実行し、組織の更新に先立って問題がないか

どうかを確認してください。 

ソリューションの更新方法 

CRM Online Fall ’13 は、前の CRM Online サービス アップデートを行ったソリューションのインポ

ートをサポートします。 

ソリューションを含む CRM Online 組織の更新 

アンマネージド ソリューションを含む組織を更新する場合、留意すべき重要な事項がいくつかあり

ます。 

ソリューションは組織と一緒に CRM Online Fall ’13 に更新されます。更新済みの組織は、新規の組

織と比べると重要な違いがあります。最も重要な違いはサイトマップです。更新済みの組織では、

サイトマップは組織で定義した元の構成を維持しています。たとえばワークプレースは、更新後の

組織のサイトマップには引き続き存在しますが、"新規"の CRM Online Fall ’13 の組織には存在しま

せん。 

組織に存在するマネージド ソリューションは、自動的に CRM Online Fall ’13 ソリューションに更新

されますが、それらをエクスポートすることはできません。マネージド ソリューションに対する変

更は、新規のアンマネージド ソリューション、または CRM Online Fall ’13 の既定のソリューション

で行う必要があります。その結果、古いソリューションへの依存関係が作成されますが、それがお

客様の目的である場合もあれば、そうではない場合もあるでしょう。マネージド ソリューションの

所有者に連絡を取り、CRM Online Fall ’13 に更新済みのバージョンを要求することをお勧めします。 

CRM Online Fall ’13 への CRM 2011 ソリューションのインポート 

既存のソリューションを CRM Online Fall ’13 に直接インポートできます。ただし、このプロセスで

理解すべき重要な事項がいくつかあります。 
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前述のセクション「フォームの更新方法」で説明したように、CRM Online Fall ’13 では、すべての

エンティティに CRM 2011 のフォームがあり、それに対応する CRM Online Fall ’13 のフォームが使

用可能です。フォームのカスタマイズを含む CRM 2011 のソリューションをインポートすると、そ

れらのカスタマイズは CRM 2011 のフォームにのみ適用されます。これは、マネージド ソリューシ

ョンとアンマネージド ソリューションの両方に当てはまります。つまり、CRM Online Fall ’13 のフ

ォームで使用したい CRM 2011 のソリューションをインポートするたびに、それを使用できるよう

フォームを更新する必要があります。これはフォームにのみ当てはまります。ソリューションに含

まれるプラグイン、エンティティ、およびその他のソリューション オブジェクトについては、変更

は不要です。 

 

   

まとめ 

マイクロソフトは CRM に関する強力なビジョンを掲げています。そのビジョンでは、将来の市

場を牽引する企業とは、先進的な考えを持ち、社員、パートナー、顧客と、それぞれが必要とす

る人や情報とを適切なコンテキストでつなぐことのできる企業であると考え、その実現を目指し

ます。Microsoft Dynamics CRM Fall ’13 への更新は、その可能性を実現するための第一歩です。

このドキュメントでは、更新のための準備に必要な情報をご提供しました。 

 

 
 


