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はじめに
ソーシャルな対話の爆発的な増加とモバイル テクノロジの普及により、私たちの生活はこれま

でには想像できなかったほど大きく様変わりしました。この新しい時代の競争を生き抜くために、

企業は他社との差別化を図れるようなカスタマー エクスペリエンスを作り上げる必要がありま

す。業界アナリストの中には、競争上の優位性を確立するための最後の砦となるのが、カスタマ

ー エクスペリエンスであると捉えている人もいます。もう一つ印象的なのは、企業のあらゆる

活動を顧客中心に行うことが、収益に大きな影響を与えるという点です。単に、顧客が優れたカ

スタマー エクスペリエンスにはより大きな対価を支払うというだけでなく、収益性および収入

の向上のメリットが非常に大きいということが、これまでの調査でわかっています。 

 

Microsoft Dynamics のビジョンは、お客様のビジネスの成長につながる、すばらしいカスタマー 

エクスペリエンスを提供できるように支援することです。そのためには、企業のお客様が次の 3 

つの目標を達成できるようにする必要があると考えています。 

 より効率的なマーケティング: 魅力的なキャンペーンを計画して実施し、取り組みの結果

を数値化して証明できるようにします。 

 効果的な営業: 営業担当者が重要なポイントに集中し、より多くの商談をより迅速に成立

できるようにします。 

 常に提供可能なサービス: 顧客の要望に迅速に対応して適切な情報を提供することで、ど

のような決定的な場面でも生涯顧客を獲得できるようにします。 

 

このドキュメントでは、お客様によるすばらしいカスタマー エクスペリエンスの提供を支援す

る Spring ’14 リリースの機能について説明します。マイクロソフトは迅速なリリース サイクル

をお約束しており、現在も複数のリリースが計画段階や開発段階にあります。Spring ’14 リリー

スは、オンラインのお客様には自動サービス更新として提供されますが、カスタマー サービス

機能の追加は選択できます。オンプレミスのお客様にはインストール可能なサービス パック 

(SP1) として提供されます。 
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主な機能強化の概要 
お客様がより効率的にマーケティングを行い、効果的に営業し、常に提供可能なサービスを実現

できるように、次の分野で機能強化を実施しています。 

 

マーケティング 

本章「マーケティング」で紹介する機能は、 Microsoft Dynamics Marketing が提供するものです。

Dynamics Marketing は、日本市場に向けては Spring ’14 で提供されません。2014年後半以降の

提供を予定しています。 

前述した顧客の行動の変化により、CMO の考える効果的なマーケティングの要因も大きく変わ

りつつあります。いつでもどこからでも購入し、製品およびサービスに関する情報を収集し、ソ

ーシャルな対話を促進できるということは、顧客は、消費者、市民、企業のどの立場にあっても、

好きなブランドに与える影響力を持つということです。 

マーケティング担当者は、こうした変化に適応するためのソリューションを特定する必要があり

ます。しかし、マーケティング部門では、カスタマー エクスペリエンスを支援するために採用

したテクノロジによって、業務が分断化されてしまうことが少なくありません。これは、担当者

ごとに異なるツールを使用し、顧客ライフサイクルの各段階にわたって異なるキャンペーンやプ

ログラムを打ち立てているためです。実際に、大企業では平均して 12 ～ 15 のマーケティング 

ツールを使用しています。しかも、大抵はそのすべてが独立しています。このため、マーケティ

ング部門内ではさまざまな非効率が生まれ、さらに問題なことに、カスタマー エクスペリエン

スも分断され、より独立的なものになってしまっています。このような状況では、ブランドがお

約束したカスタマー エクスペリエンスを提供することはできません。 

Microsoft Dynamics Marketing では、あらゆるタイプのマーケティング担当者が顧客の関心を引

き、パイプラインを構築し、影響を実証することで、すばらしいカスタマー エクスペリエンス

を作り上げることができるように支援することを目指しています。 
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ドラッグ アンド ドロップ操作による視覚的なキャンペーン デザイン 

効果的なキャンペーンを作成して、顧客の関心を引き付けましょう。直観的に利用できる視覚

的なデザイナーを使用して、電子メール マーケティングやソーシャル チャネルと統合したマ

ルチチャネルのキャンペーンを作成することで、条件を十分に満たした潜在顧客を容易に獲得

できるようになります。 
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潜在顧客ライフサイクル管理 

マーケティング部門と営業部門にまたがる潜在顧客の獲得、評価、分配、セグメント区分のプ

ロセスを管理するソリューションを使用して、条件を満たす潜在顧客との営業パイプラインを

構築します。 

ナーチャリングする潜在顧客を簡単

にインポートし、一貫した基準で効

果を計測するによってより良い結果

を得ることができます。 

多次元的な評価を行い、複数の要素 

(エンゲージメント、顧客層、行動デ

ータなど) を考慮した正確な評価モ

デルを作成できます。 

先週獲得した潜在顧客は、今週獲得

した潜在顧客よりも見込みがある場

合もない場合も考えられます。最新性および頻

度に基づいた評価では、エンゲージメントの新

しさや頻度に応じて評価を変更することで、最も見込みのある潜在顧客を特定できます。 

各キャンペーンの成果と営業案件への転換率をまとめた潜在顧客のパフォーマンス レポートを

活用することにより、キャンペーン結果を最適化できます。  
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ホームページ 

マーケティング担当者は、主要業績評価指標や、獲得した潜在顧客、電子メールの有効性、ラ

ンディング ページが開かれた回数、予算消化状況などのレポートの表示を、簡単な設定でカス

タマイズすることができます。 

 

 
 

使いやすいグラフィカル エディターによって、役割に合わせてホームページをカスタマ

イズ可能です。マーケティング データをグラフ (円グラフ、面グラフ、バブル チャート) 

で視覚的に表示するか、従来のリスト ビューで表示するかを選択したり、Power BI を使

用して複数のデータ ソースを集約してキャンペーンの全体的な実績を表示したりするこ

とができます。 
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スケーラブルな電子メール マーケティング 

高度にカスタマイズされた電子メール メッセージを送信することで、開封率が向上します。送

信者、受信者、件名、本文ごとにコンテンツをカスタマイズすれば、少ない送信数で大きな成

果を挙げることができます。 

 

 オープン API によって、サードパーティ製アプリケーシ

ョンから送信された電子メールをサポートし、

Dynamics Marketing 内で結果を追跡します。 

 

 トランザクション電子メールの一斉配信により、1 日に

数百万の電子メールを顧客に送信できます。 

 

 キャンペーン間のルールによって、電子メールの送信過多を防止できます。指定した期

間内に 1 つの連絡先が受信する電子メールの数を管理および制御することで、電子メー

ルの成果が向上します。 

 

マーケティングでの Power BI の使用 

財務、潜在顧客のパフォーマンス、資産管理、

電子メールの配信結果に焦点を当てた、事前

定義済みの Power BI レポートを使用して、デ

ータを視覚的に分析できます。 

 

主要なマーケティング データと販売データを統

合した Excel ベースのレポート ツールを使用し

て、連絡先の顧客層、オンラインの行動、マーケティング 

リストなどを視覚化することで、顧客をあらゆる角度から理

解できます。 

 

強力なキャンペーン ROI レポートにより、マーケティング

への投資の成果を示すことができます。Power BI からマー

ケティングの収支にアクセスし、マーケティングへの投資利益率 (ROMI) を計算できます。 
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Sales & Marketing Connector の強化 

Dynamics Marketing Connector の刷新と強化が行われ、データ マッピング用の簡単な設定と 

UI を利用できるようになりました。データ マッピングを設定することで、連絡先や潜在顧客

に関する重要な情報をCRMから取り込み、潜在顧客評価をより適切に実施できます。その結果、

営業部門ではより優れた潜在顧客を獲得できるようになるほか、豊富な情報に基づく潜在顧客

のパイプラインや営業案件への転換率に関する分析レポートに簡単にアクセスできる環境が整

います。 

 

 
 

Office 365 から調達 

Microsoft Dynamics Marketing は、Microsoft Office 365 と共通の管理ポータルから簡単に購入

できます。他にご利用の Office 365 サービスと共通の ID で Micosoft Dynamics Marketing にも

サインインできます。 
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営業 

営業担当者がより多くの顧客へより迅速に販売を行えるようにするなど、効果的な営業を支援

するために、次の機能を提供しています。 

CRM タブレット アプリの機能強化 

タブレット用 Microsoft Dynamics CRM を使用することで、

どこにいても常に接続を確立して生産性を維持することが

できます。Windows 8、iPad、Android タブレットから、

外出先でも最新の顧客情報を確認できます。準備万端の状

態でミーティングに臨み、詳細をよく覚えているうちにメ

モやタスク、連絡先、取引先企業、潜在顧客を更新でき

ます。データはキャッシュされ、オフラインで表示でき

るため、インターネットに接続できない場合でも主要なデータにアクセスできます。 
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カスタマー サービス 

カスタマー サービス チームは、迅速に適切なサービスを提供してカスタマー エクスペリエン

スを向上させる必要があります。マイクロソフトでは、問題解決を迅速に行って顧客ロイヤル

ティを獲得する支援を行います。 

 

サービス デスクの統合 

この強力なサービス エージェント用の統合デスクトップは、平均処理時間、初回コール解決率、

顧客満足度といった主要なビジネス指標を改善できるように設計されています。エージェントは、

あらゆるチャネルの顧客対応プロセスの執行に必要なすべてのタスクおよびアプリケーションに

一元的にアクセスすることができます。音声、チャット、電子メールを一元的に管理し、コンテ

キストに応じた顧客対応データを使用することで繰り返し発生するタスク (アプリケーションの

起動、検索の実行、データ入力など) を自動化したり、複数の顧客とのセッションを同時に処理

したりすることができます。また、Microsoft Dynamics CRM の設定可能なインターフェイスを利

用して新たなエージェント デスクトップ アプリケーションを簡単に作成することも可能です。 

 
  

 

複数の顧客とのセッションを 

同時に処理 

1 つのセッションにつき 

複数のアプリケーションをサポート 

コール スクリプトにより、 

エージェントの効率性と一貫性を向上 



Microsoft Dynamics CRM Spring ’14 

リリース プレビュー ガイド 

 

 
 
 

12 
 

 
 

  

強化されたサポート案件管理 

本項「強化されたサポート案件管理」に紹介する機能は、適用を選択することができます。 

プロセス ルールのカスタム設定、自動化が可能です。サービス レベル アグリーメントの遵守

が危ぶまれる場合や守れなかった場合に実行される警告や対応を設定することで、高品質な問

題解決サービスが提供できます。下記のような要件を満たして、顧客の期待に確実に応えるこ

とができます。 

 エンタイトルメント（資格）とサービス レベル アグリーメントの定義と管理 

 サービス目標達成を可能にする動的なルーティングとキュー処理ルールの作成 

企業全体で KPI (初回応対、解決担当者、顧客満足度など) を定義およびカスタマイズして、プ

ロセスやルール (ルーティング、キュー処理、上申、通知など) に関連付けることで確実に達成

します。 

 

チームの効率性と生産性を向上する新しいカスタマー サービス機能が追加されています。 

 

サポート案件フォーム 

案件フォームの更新により、統合された案件の表示、子案件の表示や追加、資格情報の確認、

さらに、SLA の期限を確認できるタイマーの利用が可能になりました。タイマー コントロール

を設定することで、SLA KPI の達成期限までの残り時間を示すカウンターが表示されます。 
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エンタイトルメント 

サービス部門では、各顧客に提供すべきサポートの分量とサポートの種類を把握する必要があ

ります。顧客からサポートを要求された際に、サービス担当者が提供するサポートの分量を確

認できるエンタイトルメント（資格情報）を作成できるようになりました。 

 

 
 

サービス レベル アグリーメント 

サービス レベル アグリーメント (SLA) で顧客に提供する

サービスのレベルを追跡することで、優れたサービスを

提供します。SLA を作成することで、サポート案件に返

答するタイミング、案件の解決までにかかる時間、期日

までに解決できなかった場合の対応を追跡できます。 

 SLA を作成した場合、案件への返答および解決までの期

日をサービス担当者に知らせる必要があります。案件フ

ォームに SLA タイマーを追加すれば、案件の解決までの

残り時間を表示することができます。 

 
 
 

案件フォームのタイマーに

案件の解決までの 

残り時間が表示される 

SLA の期限が迫るとき 
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案件の統合 

似た案件を 1 つの案件に統合することで、重複を

排除できます。案件を統合すると、未解決の案件

に含まれるアクティビティ、電子メール、添付フ

ァイルが統合された案件に関連付けられます。 

 

 
 

ステータスの定義 

それぞれのステータス値に関して、そこから遷移

できるステータス値を定義できます。数多くのス

テータスが設定されている場合、遷移できるステ

ータス値の選択肢を限定することにより、ユーザ

ーが容易に適切なステータスを選択することがで

きます。 

 

 
 

親案件と子案件 

複数のチームで作業を行う必要がある場合や、1 つ

の案件が複数の顧客に影響する場合は、親案件と

呼ばれるメインの案件を開いてから、子案件と呼

ばれるサブの案件を作成できます。 

 

 
 
 
 
 

サポート案件の自動作成 

サポート用のアドレスに電子メールが送信される

と、自動案件作成ルールによって、電子メールが

サポート案件に変換されます。また、ソーシャル 

メディアで自社の製品またはサービスに言及され

た場合も、同じように問題が取得されてサポート

案件に変換されます。 

 

ソーシャル ネットワーク対応 

Facebook や Twitter において、顧客や他のユーザ

ーが自社の製品またはサービスに関してどのよう

な発言を行っているかを確認し、傾向を明らかに

します。CRM でソーシャル対応アプリケーション

を設定し、このソーシャル アクティビティを CRM 

にとりこむことで、迅速に対応できます。独自の

ソーシャル リスニングの手段を確立している企業

では、ソーシャル対応アプリケーションをカスタ

マイズしたり拡張して、監視しているソーシャル 

ネットワークの投稿からサポート案件、連絡先、

ソーシャル プロファイルを作成できます。
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サービス管理 

カスタマー サービス機能の設定を簡単に管理できます。 

 

 
 

CRM タブレット アプリ – サポート案件管理 

オフィスの外でも、すばらしいカスタマー エクスペリエンスを提供できます。常に移動中だが

優先順位の高いサポート案件やキューを監視したいといった方や、カスタマーエクスペリエン

スのためにどこにあろうとも案件をルーティングしたい

方のために、CRM タブレットアプリが拡張され、カスタ

マーサービスの機能も含まれるようになりました。 
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マルチチャネル対応 

本項「マルチチャネル対応」に紹介する機能は、Microsoft Parature が提供するものです。

Microsoft Parature は、日本では Spring ’14 で提供されず、2014年後半以降に提供予定です。 

顧客はこれまで以上に長時間インターネットを活用し、大量の情報を入手しています。企業は、

顧客が好むデバイスおよびチャネルを使用して、独自の方法で顧客とのつながりを強化できる

ビジネス ソリューションを探しています。Microsoft Parature は、顧客のセルフサービスを実

現するすばらしいクラウドベースのソリューションです。 

 

Parature ポータル: 企業の現在の Web サイトにシームレスに統合された 24 時間 365 日体制の

カスタマー サポート センターが実現します。この Web ベースのヘルプ センターでは、顧客が

直観的な操作と検索によってサポート技術情報を簡単かつ便利に利用することができ、サービ

スおよびサポートに関してよく寄せられる質問への回答をすぐに確認できます。また、サポー

ト技術情報を確認しても個別にサポートが必要な場合は、ヘルプ チケットを送信し、都合の良

いときに進捗を確認して、回答が提供されたら自動的に電子メールによる通知を受け取ること

ができます。 
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モバイル用 Parature セルフサービス: 顧客には好みのデバイスを使ってよく

ある質問への回答にアクセスできるようにしましょう。Paratureポータルのす

ぐ反映されるデザインによって、ナレッジ管理の有効管理を広げ、PCとモバ

イル双方に一貫性がありかつ個々に最適化されたエクスペリエンスを提供する

ことができます。 

 

Parature Facebook ポータル: Facebook 上でカスタマー サポートを行う 24 時

間 365 日体制のマルチサービス チャネルを提供します。顧客や消費者は FAQ 

や更新を参照するか、ヘルプ デスク チケットを送信できます。また、Parature ライブ チャッ

トをシームレスに統合することで、Facebook ページに顧客のクレームやサービスの問題が投

稿されるケースを抑制することができます。 
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Parature リアルタイム チャット: Parature チャットにより、顧客にカスタムのオンライン サポ

ートを即時に提供できます。 サポート対応の重要なタイミングで、セルフサービスからサポー

ト チャネルへとシームレスな切り替えを瞬時に行うことができます。エスカレーション、お問

い合わせの回避、優先順位の決定に関する総合的なルールを使用することで、適切なタイミン

グでの対応とサービス レベル アグリーメント (SLA) の遵守を確実にすることができます。 
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ナレッジ管理 

本項「ナレッジ管理」に紹介する機能は、Microsoft Parature が提供するものです。Microsoft 

Parature は、日本では Spring ’14 で提供されず、2014年後半以降に提供予定です。 

Parature ナレッジベース: 直観的に利用できるセルフサービスのソリューションにより、よく

寄せられる質問やサポートに関する問題への回答をすぐに確認できるほか、フォーム、ハウツ

ー ビデオ、製品マニュアル、サポート技術情報の更新などの重要なダウンロードを利用できま

す。簡単に情報を追加、更新でき、順序と配置をカスタマイズして最も多く参照される情報を

目立つ場所に掲載できます。 
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ソーシャル 

本章「ソーシャル」に紹介する機能は、Microsoft Social Listening が提供するものです。

Microsoft Social Listening は、Spring ’14 では日本語のインターフェースが提供されません。 

ソーシャル ネットワークは、人々のかかわり方やコミュニケーションの方法に大きな影響を与えまし

た。今日の顧客は新しい情報源から新しい手段により情報を入手し、豊富な知識を持ち合わせています。

顧客の判断は、オンラインのディスカッションやユーザー レビューの影響を受けています。B2B の顧客

の 75% は購入を決定する際にソーシャル メディアを利用する傾向にあり、企業に連絡を取る時点で、

検討プロセスの 70%2 以上が完了しています。しかし、今日のソーシャル リスニング ツールの多くは

非常に複雑かつ高価で、利用が一部の従業員に限られています。このようなツールより得られる知見を

本来必要とする前線の担当者に有用な情報が届くことは稀です。マイクロソフトは、ソーシャル ネッ

トワークから得られる貴重な情報は組織のだれもが利用できるべきであると考えています。 

Microsoft Social Listening 

Microsoft Social Listening は、Twitter や Facebook などのソーシャル メディア チャネルの監視に利用で

きる、強力な新サービスです。これを活用して、製品、ブランド、競合他社、キャンペーンをグローバ

ルにリアルタイムで追跡することで、ソーシャル Web 上で顧客およびビジネスを真に理解できます。 

 

リスニングと分析 

グローバルな感情分析: ソーシャル Web 上で顧客および

自社ビジネスをグローバル規模で真に理解することがで

きます。 

日本語を対象とした感情分析の機能は、Spring ’14では

サポートされていません。 

 

シェア分析: Twitter、Facebook、YouTube、ニュース チ

ャネル、ブログ、フォーラム上で、自社のブランドや製

品、影響力を持つ人物を 28 の言語で追跡します。 

 

競合分析: 競合他社との比較を確認できます。 

 

キャンペーン管理: マーケティング、販売、サービス キ

ャンペーンのソーシャル ネットワーク上に見る影響を計

測し、効果的なキャンペーンを特定できます。 

2 http://partnersinexcellenceblog.com/70-of-buying-process-completed-without-sales-invovlement/ (英語)  
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監視と対応 

最も影響力を持つ人物: コミュニティ内で最も

影響力のある人物を特定して連絡を取ります。 

 

早期警告システム: 問題を早期に検知し、重要

な話題を把握します。 

 

投稿アラート: カスタムのキーワード、競合に

関する対話、業界情報に関する通知を発信しま

す。 

 

トレンド アラート: 投稿や情報公開の展開が統計に基づく予想と異なる場合に通知します。 

 

Microsoft Dynamics CRM のソーシャル分析 

Microsoft Dynamics CRM Online でソーシャル分析を利用することで、ソーシャル リスニング

のメリットを得ることができます。Microsoft Social Listening の視覚的要素を CRM のダッシュ

ボードおよびフォームに追加できます。これらのソーシャル分析用のグラフは、顧客、キャン

ペーン、競合他社などに関する口コミ、トレンド、意見の特定に役立ちます。 

 
 

Microsoft Dynamics CRM のソーシャル ダッ

シュボードには、役割に関連性の高いグロ

ーバル規模のソーシャル分析結果が表示さ

れます。 

 

 

 

Microsoft Dynamics CRM のレコード内にコ

ンテキストに応じてソーシャル分析を表示

することで、販売担当者が顧客のソーシャ

ルな対話を常に把握することができます。 
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プラットフォーム 

固有のビジネス ニーズに合わせて Microsoft Dynamics CRM をカスタマイズできる強力なツール

が追加されました。Microsoft Dynamics CRM では、簡単にカスタマイズおよび設定できる即応

的なソリューション フレームワークによって、ビジネス価値を迅速に提供します。Microsoft 

Dynamics CRM プラットフォームでは、データ モデルの定義から、最新のオープン アーキテク

チャに基づく永続化、セキュリティ、API アクセス、ユーザー エクスペリエンス、プログラミン

グの統合パラダイムの提供に及ぶ、宣言可能なパラダイムを提供します。今回のリリースでは、

新しく複数のプラットフォーム機能の強化を行い、オープンでカスタマイズおよび拡張可能なオ

ンライン サービスを提供する取り組みを推し進めています。 

 

サーバー側の同期 

どこにいても、どのデバイスを使用していても、生産性を維持して最新の情報を把握できます。

サーバー側の同期により、管理者は CRM と Exchange 間で電子メール、タスク、予定、連絡先

の同期を簡単に管理できます。 

 

電子メール、タスク、予定、連絡先の同期は、

当初 Dynamics CRM 2013/Fall 2013 リリース

に お い て 、 Dynamics CRM と Microsoft 

Exchangeのいずれもがオンプレミスの環境で

初めて導入されました。サーバー側の同期機

能は、Dynamics CRM Online と  Microsoft 

Exchange Online 間で電子メール、タスク、予

定、連絡先の同期を設定および管理するクラ

ウド サービスとして利用可能となります。電

子メールの送信と同期には、POP3/SMTP3 プロバイダーもサポートされています。 

 

電子メール ルーターおよび Outlook クライアントを使用した同期も引き続きサポートされます。 

 
 

 

 

3 サポートされる POP3/SMTP プロバイダーには、Gmail、Hotmail、Yahoo、MSN、Live、Outlook.com が含まれます。 
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SharePoint 統合の機能強化 

CRM Online と SharePoint Online がMicrosoft Dynamics CRM Online 上でより簡単に統合できるようにな

りました。Dynamics CRM Online と SharePoint Online を利用するユーザーは今後、ドキュメント管理の

統合を有効にするために CRM リスト コンポーネントをインストールして設定する必要はありません。サ

ーバーベースの SharePoint 統合が有効化されていない場合は、CRM にその旨を通知する警告が表示され

ます (Outlook クライアントのインストール通知と同様)。 

 

サンドボックス環境 

隔離されたオンラインの非運用環境で、カスタマイズの開発およびテストを行うことができます。管理者

は、CRM Online インスタンスをサンドボックス インスタンスにコピーできます。 

 「最低限のコピー」を選択した場合は、カスタマイズおよびスキーマのみがコピーされます。これに

は、反復的なチーム開発、パートナー/ISV ソリューション、概念実証といったシナリオが該当しま

す。 

 「完全なコピー」を選択した場合は、すべてのアプリケーション データ、ユーザー、カスタマイズ

が含まれます。これには、ユーザー受け入れテスト、アップグレード テスト、運用前のプレビュー 

(TAP/EA)、トレーニングといったシナリオが該当します。 

管理者は、サンドボックス インスタンスをリセットして出荷時の設定に戻すことができます (削除および

再プロビジョニングなど)。 

 サンドボックス インスタンスのみをリセットすることができ、運用環境のインスタンスはリセット

できません。 

 運用環境で実行されている Microsoft Dynamics CRM サービスから対象を選択してコピーします。 

 リセットにより、インスタンスの削除と再プロビジョニングが行われます。 

管理者は、サンドボックス インスタンスのスナップショットを作成/保存できます。 

 任意のサンドボックス インスタンスのスナップショットを作成/保存できます (常時 1 つのインスタ

ンスにつき 1 つのスナップショットのみ)。 

  



Microsoft Dynamics CRM Spring ’14 

リリース プレビュー ガイド 

 

 
 
 

24 
 

 
 

  

新しい CRM Online 管理者センター 

管理者は、Dynamics CRM Online のテスト環境と運用環境を簡単に管理できます。新しい CRM 

Online 管理者センターでは、次の項目を単一のインターフェイスで管理できます。 

 ストレージやインスタンスなどのライセンス関連の項目 (運用環境またはサンドボックス) 

 ソリューション ライフサイクル管理 
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プラットフォームの機能強化 

プラットフォーム機能の強化により、あらゆる規模の CRM の展開を構築、テスト、構成できる

ようになりました。 

ソリューション フレームワーク: 「名前を付けてエクスポート」機能により、最新リリース以前

のリリースをターゲットとしたソリューションをエクスポート可能。 

ツール:  

 CRM パッケージ展開ツール 

 CRM 構成移行ツール 

 更新されたプラグイン登録ツール 

 Visual Studio ツールキットの機能強化 

 PowerShell サポートの強化 

 新しい Windows クライアント API (Microsoft.Xrm.Tooling.xxxx) 

拡張性: 

 ISV/Office クライアントをサポートする OAuth 検出仕様 

 ワークフロー用の GROUP AND/OR 

スケール: 非同期プロセスのスケール改善により、非常に大きなワークロードに対応。 

互換性 

CRM 機能を最新のテクノロジで利用可能にする取り組みを継続し、下記のサポートを追加しま

した。 

 
 Windows 8.1 
 Internet Explorer 11 

 iPad の iOS7 Safari (Web アプリケーション) 

 iPad Air の Safari (Web アプリケーション) 

 Windows Server 2012 R2 (CRM サーバー) 

 iPad Air のタブレット用 CRM 

 

Microsoft Dynamics CRM の互換性リスト (英語) では、最近および今後の互換性テストの結果に

関する最新情報を確認できます。  

http://support.microsoft.com/kb/2669061
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まとめ 
マイクロソフトは、自宅、会社、外出先にいる人々を結びつけ、各自にとって最も重要なアク

ティビティを遂行するための個人向け/企業向けの一連のデバイスとサービスを作り上げるとい

う強力なビジョンを掲げています。このビジョンにおいて、Microsoft Dynamics CRM 2013 は、

非常に重要な役割を果たします。世界がますます近くなり、複雑になるにつれて、企業が顧客

とのつながりを持つためにはテクノロジが重要になります。Microsoft Dynamics CRM では、リ

アルタイムの情報やコラボレーションによってこうしたつながりを活性化し強化して、最終的

にはすばらしいカスタマー エクスペリエンスを提供できるようにします。 

 

Microsoft Dynamics CRM に携わることができたことを本当に嬉しく思っています。現在、そし

て将来にわたって、お客様に Microsoft Dynamics CRM がもたらす技術革新やすばらしい機能

をご案内できることを楽しみにしています。 

 
 

Microsoft Dynamics CRM チーム 

               
 
  

http://www.twitter.com/MSFTDynamics
http://www.facebook.com/msftdynamics
http://www.linkedin.com/groups?gid=2315754
http://www.youtube.com/user/msdyncomm
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Microsoft Dynamics は、企業や従業員がより確信を持ってビジネス上の意思決定を遂行できるように支援する、適応力を備え

た統合ビジネス管理ソリューション群です。Microsoft Dynamics は使い慣れた Microsoft ソフトウェアと同様に動作し、

Microsoft ソフトウェアと連携して機能します。財務、顧客関係、サプライ チェーンのプロセスを自動化および効率化するこ

とで、ビジネスの成功を支援します。 

 

日本マイクロソフト株式会社 Dynamics ビジネス本部 部門代表 03-5787-4327 

www.microsoft.com/ja-jp/dynamics 

 

一部の機能および日付は作成時点での予想に基づく予備情報であり、予告なく変更されることがあります。このドキュメント

に記載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、このドキュメントの発行時点におけるマイクロソフトの見解を

反映したものです。マイクロソフトは市場の変化に対応する必要があるため、このドキュメントの内容に関する責任をマイク

ロソフトは問われないものとします。 

 

このドキュメントに記載された内容は情報の提供のみを目的としています。明示、黙示または法律の規定にかかわらず、これ

らの情報についてマイクロソフトはいかなる責任も負わないものとします。 

 

お客様ご自身の責任において、適用されるすべての著作権関連法規に従ったご使用を願います。著作権法による制限に関係な

く、マイクロソフトの書面による許可なしに、このドキュメントの一部または全部を複製したり、検索システムに保存または
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