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注意:  

このドキュメントの内容は 2015 年 9 月現在

のリリース目標を反映しています。このドキュ

メントは詳細な仕様を記載したものではなく、

個別のシナリオや機能は、市場の動向とお客様

のニーズに応じて、追加、修正、優先度の変更

が行われる可能性があります。 

このリリース プレビュー ガイドに含まれる機

能の価格設定とライセンス方法については、営

業担当者までお問い合わせください。 
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はじめに
近年、ブランドにとってカスタマー エクスペリエンスの重要性はますます高まっていますが、企業が優れ

たカスタマー エクスペリエンスを提供できていると考えていても、顧客は必ずしもそのように受け止めて

いないのが現状です。今日の世界において、企業の皆様はカスタマー ジャーニー (顧客の意思決定プロセ

ス) とカスタマー エンゲージメント モデルを捉えなおす必要があるとマイクロソフトは考えます。 

マイクロソフトの使命は、Microsoft Dynamics が実現するインテリジェントなカスタマー エンゲージメ

ントを通じて、企業の皆様が優れたカスタマー 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。

エンドツーエンドのカスタマー エンゲージメント ソリューションにより、企業の皆様は、顧客 1 人ひ

とりに合わせた、先回りの対応によるカスタマー エクスペリエンスを予測に基づいて提供することが可能

になります。 

 顧客に合わせてエクスペリエンスをカスタマイズ: 成果を重視したエンドツーエンドのカスタマー 

ジャーニーを作り上げ、適切なタイミングで適切な場所に適切なメッセージを提示することで顧客

に働きかけます。 

 先回りしたエクスペリエンスを作成: コンテキストに応じて、顧客への対応として次に何を実施す

るべきかを判断します。 

 顧客エンゲージメントを予測可能に: 分析結果と社内外のデータを基に、パターンの特定と成果の

予測を行います。 

 

このドキュメントでは Dynamics CRM 2016 リリースの各種機能について説明します。本リリースでは 

Microsoft Dynamics CRM 2016 に加え、すべてのオンライン サービス (Microsoft Dynamics CRM Online 

2016 Update、Microsoft Dynamics Marketing 2016 Update、および Microsoft Social Engagement 2016 

Update) を更新することで、お客様による卓越したカスタマー エクスペリエンスの実現をさらに促進し

ます。Microsoft Dynamics CRM は、オンライン版とオンプレミス版のお客様に提供されるメジャー リリ

ースです。各種のオンライン サービス (Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Update、Microsoft 

Dynamics Marketing 2016 Update、および Microsoft Social Engagement 2016 Update) は、お客様がご自

身で適用するアップデートとして提供されます。このドキュメントで説明する Microsoft Dynamics CRM 

2016 の機能は、特に脚注で明記されていない限り、オンライン版とオンプレミス版の両方のお客様にご

利用いただけます。
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主な機能強化の概要 
Microsoft Dynamics CRM 2016 では引き続き、インテリジェントなカスタマー エンゲージメントを市場に届け

ることを目標とし、企業の皆様が顧客 1 人ひとりに合わせた、先回りの対応によるカスタマー エクスペリエ

ンスを予測に基づいて提供できるよう支援いたします。この 2016 リリースでは、すべての CRM サービス 

(Dynamics CRM、Parature, from Microsoft、Dynamics Marketing、および Microsoft Social Engagement) を更

新すると共に、生産性、インテリジェンス、モビリティ、統合サービスという 4 つのテーマで強化に当たりま

す。 

生産性: マイクロソフトは生産性とビジネス プロセスに関する新たな考え方を企業に提案することに力を注い

でいます。各種の CRM 機能は、Office 365 を始めとする生産性ツールとシームレスに統合できるよう構築さ

れているため、営業、サービス、マーケティングの担当者様に、使い慣れた好みのツールを通じてご利用いた

だけます。 

CRM 2016 では、Outlook 用 CRM アプリを強化し、Office 365 のグループ機能を活用し、2015 年春に追加

された、高度な Excel の機能をベースとした Excel テンプレートの利用をサポートします。また、Delve によ

るドキュメントのトレンド分析機能、顧客に合わせた営業用ドキュメントを Word で簡単に作成する機能を利

用できるほか、SharePoint、Office 365 グループ、OneDrive for Business をまたいで、コンテキストに応じた 

CRM ドキュメントにシームレスにアクセスできるようになります。 

インテリジェンス: CRM 2016 では、Cortana Analytics Suite および機械学習を活用した、営業、サービス、マ

ーケティングのインテリジェントなプロセスを実現します。インテリジェントな製品提案 (アップセルまたはク

ロスセル用) や、カスタマー サービス案件の解決に役立つ参考事例やナレッジ記事の表示といった機能を導入

し、Microsoft Social Engagement のセンチメント分析には機械学習の機能を取り入れます。さらに、カスタマ

ー ジャーニー全体を通じて、コンテキストに応じたインテリジェントなガイドを CRM に導入していきます。 

モビリティ: CRM 2016 では引き続き、タブレットやスマートフォン向けのモバイル機能を強化し、全モバイル

機能のオフライン操作、タスクベースのモバイル アプリの作成機能、Microsoft Intune によるモバイル アプリ

ケーション管理をサポートします。また、Cortana との次世代型の統合により、CRM データを活用した先回り

のやり取りや音声ベースの CRM に対応します。 

統合サービス: CRM 2016 では、セルフサービス、サポート サービス、フィールド サービスのすべてのカスタ

マー サービスを一元化した統合ソリューションを提供します。春に強化された Parature のナレッジ管理の統

合に引き続き、今回は新たな役割ベースのエージェント エクスペリエンス、ナレッジ管理ソリューションの 

CRM へのネイティブ実装、顧客の声を収集するためのアンケート機能に対応します。また、FieldOne 社の買

収に伴って、各種のフィールド サービス機能も追加します。 

 

Dynamics Marketing および Microsoft Social Engagement の機能も強化し、マルチチャネル キャンペーンの

マーケティング チャネルとして SMS を追加します。ソーシャル メディアのサポート対象やセンチメント分

析の対応言語も拡大します。さらに、インテリジェント ソーシャルのコンセプトを導入し、ソーシャル セリ

ング、自動トリアージ、および適応型センチメント分析に対応します。 

以降では CRM 2016 の特徴と機能を、マーケティング、営業、カスタマー サービス、ソーシャル、モバイ

ル、オンラインでの可視性と制御、プラットフォームの各項目に分けて詳しく説明していきます。 
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マーケティング 

Microsoft Dynamics Marketing は、マーケティングの計画から実行までをシームレスにサポートします。

マーケティング チームは Office 365 と Power BI を活用して、すべてのチャネルのマーケティング成果

を最初から最後まで測定することにより、マーケティングのビジョンを現実のものとすることができま

す。そして企業の皆様は、チャネルを介して 1 対 1 で顧客と向き合い、営業パイプラインを構築して、

リアルタイムにマーケティング投資の成果を明らかにすることができます。 

マイクロソフトは、Dynamics Marketing を市場で最も優れた統合マーケティング管理システムとするた

めに継続的な機能強化を行っています。その一環として、SMS マーケティングおよび電子メール マーケ

ティングに関し、引き続き全般的な機能の向上を図っています。 

 

 SMS マーケティング 

モバイル マーケティング機能が真に進化します。担当

者は強力な SMS キャンペーンの作成や、マルチチャネ

ル キャンペーンへの SMS マーケティングの統合を行

い、最新のモバイル マーケティングに対応することが

できます。今回のリリースの Dynamics Marketing で

は、特定の市場におけるインバウンドとアウトバウンド

の両方の SMS マーケティングがサポートされます。具

体的な機能は次のとおりです。 

 SMS のオプトインを得るための SMS キーワー

ドを使用したインバウンド SMS キャンペーン

を作成 

 マーケティング対象の連絡先に関するオプトイ

ン/オプトアウトの選択をデータベースで管理 

 SMS をオプトインした連絡先に対して販促用 SMS メッセージを配信 

 SMS キャンペーンのパフォーマンスを追跡 

SMS マーケティングをマルチチャネル キャンペーンに統合できる機能は、モバイル マーケティング分野

における Dynamics Marketing の大きな特長です。これにより、複数のチャネルを統合する最も優れたマ

ーケティング管理クラウド サービスの 1 つとして、さらに優れたソリューションを今日のマーケティン

グ担当者に提供します。  
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電子メール マーケティング 

電子メール マーケティングなどのマーケティ

ングの重要な柱についても引き続き取り組みを

進めています。今回は、2015 リリースに付属

していた電子メール エディターの機能を拡充

し、マーケティング担当者の使い勝手をさらに

高めます。たとえば、作成した HTML を電子

メール内でインタラクティブに確認できる新機

能が追加されます。高度な編集エクスペリエン

スはさまざまな方法で改良されます。また、

HTML コードから直接メディア ライブラリを

使用できるようになります。さらに、これまで

同様にサービスの拡張が進み、バックエンド 

サービスの規模が拡大されます。これにより、

当社のサービスを通じてさらに大量の電子メールを扱えるようになるほか、メール到達率、フォールト ト

レランス、ログおよび監査機能が向上します。 

 
 

営業 

企業への顧客の接し方は根本的に変化しました。今日、顧客はモバイル デバイスを通じて常時インターネ

ットに接続し、ソーシャル ネットワークを活用して独自に情報を集めています。つまり、従来の営業方法

が通用しなくなっているということです。今日の顧客は情報に精通し、より多くのことを求めるようにな

り、新たな方法で企業とかかわろうとしています。 

優れた販売成績を上げ続けるためには、営業担当者は現状に適応しなければなりません。新たな販売方法

では、営業担当者は信頼できるアドバイザーとなる必要があり、営業活動の生産性を最大限に高めて、浮

いた時間を顧客との適切なやり取りに費やすことがより重要になります。マイクロソフトの営業支援ソリ

ューションでは、営業担当者がどこにいても、適切な情報を適切なタイミングで入手し、顧客と的確にコ

ンタクトを取ることで、良好な関係の構築とビジネスの拡大を両立させることができます。常に顧客とつ

ながり、いつでも問い合わせに答えることができるため、営業成績を飛躍的に高められます。 

営業担当者の生産性向上と優れたカスタマー エクスペリエンスの提供を支援するために、次の機能を提供

します。 
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Outlook 用 CRM アプリ 

マイクロソフトの戦略は、営業活動の方法や場所に

ついて担当者のニーズに応えることです。その 1 つ

として、デスクトップ版とモバイル ブラウザー版の 

Outlook で主要な営業機能を提供しています。デス

クトップ版の Outlook に対しては既に Outlook 用 

CRM を提供しており、営業担当者は日常的に使用し

ている生産性アプリケーションで、オフラインにも

対応した豊富な営業機能を利用することができま

す。今回のリリースでは、Dynamics CRM のコンテ

キスト情報が受信トレイに直接表示されるため、生

産性の維持がさらに容易になります。Outlook 用 

Microsoft Dynamics CRM アプリ1 を使用すると、電子メールの追跡や電子メール内の連絡先情報の追加が

簡単にできるだけでなく、PC や Mac 上のブラウザー、またはスマートフォンのモバイル ブラウザーか

ら、新規レコードを作成して電子メールを追跡することもできます。Outlook 用 CRM アプリは、現在 IE 

と Chrome でサポートされていますが、今後は Firefox、Mac の Safari、Outlook for Mac にもサポート

を拡大する予定です。 

 

Excel との統合 

生産性向上を支援するために、Microsoft Dynamics CRM から直接 Excel で分析できる機能が提供されま

す。これにより、ビジネス プロセスの最中に複数のアプリケーションを切り替える時間と手間が省けま

す。営業担当者は作業を続けながら、営業データを使い慣れた Excel のテンプレートに表示したり、

what-if 分析を実施したり、変更をアッ

プロードしたりすることができます。 

タブレット用とスマートフォン用のアプ

リに CRM のサポートが追加されること

で、モバイル デバイスからデータをエ

クスポートして Excel で分析できる

ようになります。 

 
 
 
 
 

                                              
1 CRM Online でのみ利用可能。提供市場および対応言語の詳細については、ユーザー ガイド (https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/dn946901.aspx) を参照してください。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn946901.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn946901.aspx
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情報の収集 

CRM 内で Office Delve によるドキュメントのトレ

ンド分析を確認することにより、情報を先回りして

入手できます。Microsoft Dynamics CRM のダッシ

ュボードで必要な情報を探し、新しいコンテンツや

関連性を見つけることが可能です。 

 

OneDrive for Business 
OneDrive for Business が利用可能になり、CRM 

内でのコンテキストに応じたコンテンツの格納と

共有方法が補完されます。SharePoint、OneDrive 

for Business2、および Office 365 グループの全ド

キュメントを、CRM レコードのコンテキスト内で

一元的に確認できます。

 

ドキュメントの生成 

ドキュメント生成機能を使用し、CRM データに基づいた見栄えのするドキュメントを簡単に作成できる

ようになります。これにより、取引先企業の概要、見積もり、受注、請求書、製品シートといったドキュ

メント用の CRM データを手動で抽出する必要はなくなります。あらかじめ定義した Word や Excel の

テンプレートを使用すれば、ワン クリックで簡単に CRM からドキュメントを生成できます。フロー形

式のウィザードを使用して Word または Excel のカスタム テンプレートを作成でき、定義済みのテンプ

レートは作成者によって管理されます。ドキュメント テンプレートはエンティティごとに役割ベースで作

成されるため、ユーザーのニーズに応じた適切なコンテンツが確実に提供されます。CRM から生成され

た Word や Excel のドキュメントを開く際は、ダウンロード済みコンテンツとしてドキュメントが開き

ます。ただし、CRM Online で Excel ドキュメントを開く場合は、Excel Online から表示されます。 

 

Cortana との統合
Cortana との統合3をさらに強化するため、営業活動、

取引先企業、および営業案件の情報が Cortana に組み

込まれます。これにより、営業担当者はプライベートと

仕事の両面から、いつでも自分に最も関連の深い情報を

確認できるようになります。 

 

                                              
2 OneDrive for Business は、現時点では SharePoint Online で利用可能です。SharePoint 2016 ではオンプレミスの SharePoint 

からも利用可能になる予定です。 
3 Dynamics CRM Online 2016 のお客様向けのプレビュー機能。プレビュー機能はマイクロソフトのサポート対象ではなく、お客

様の承諾に基づいて提供されます。 
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カスタマー サービス 

あらゆるものが常につながりデジタル化しつつある中、顧客とブランドのかかわり方は変化しています。

製品やサービスがコモディティ化した今、企業各社にとって、カスタマー エンゲージメントおよびカスタ

マー エクスペリエンスは競合との差別化を図るための重要な手段となっています。そして、差別化された

一貫性あるエンゲージメント エクスペリエンスを提供するために中核的な役割を果たしているのがカスタ

マー サービス部門です。 

カスタマー サービスの全過程にわたり、フィールド サービスを含むセルフ サービスとサポート サービ

スの全チャネルで、任意のデバイスを通じてそれぞれの顧客の状況に応じた適切なやり取りを行いつつ、

さらにビジネス目標を達成することがカスタマー サービスの責務です。やり取りの際の手間を減らすこと

により、顧客のロイヤルティは 87% 向上します。このことは、「手間のかからない」サービス エクスペ

リエンスの必要性を意味しています。企業がこれを達成するには、複数の選択肢から顧客がサービスを選

べるようにすること、また適切な情報と共に効果的な解決策をすばやくエージェントが提供できることが

大切です。サービス エンジニアが客先に出向いて問題を解決する必要があるときには、フィールド サー

ビス チームとシームレスに連携できなくてはなりません。 

Dynamics CRM を使用すれば、セルフ サービスとサポート サービスのすべてのチャネルで顧客の手間を

最小限に抑えながら、的確かつ適切なサービスを提供することができます。また、問題点を前もって認識

して備えておくことでサービスの問題を回避すると共に、パターンと傾向に基づいて成果を予測する機能

を使用してサービスの予測を行えます。そうしたサービス エクスペリエンスによって、顧客の永続的なロ

イヤルティと熱心な支持を得られようになります。 

カスタマー サービス部門による手間のかからないサービス エクスペリエンスの実現を促進するため、

Dynamics CRM は次のような機能を提供します。 

 

顧客の声 

Dynamics CRM 2016 では、アンケートを作成

し配布するためのアンケート デザイナーが新

たに提供され、顧客から自社の製品やサービ

スに関するフィードバックを収集できるよう

になります。顧客はスマートフォン、タブレ

ット、または PC からアンケートに答えるこ

とができます。顧客がアンケート4への記入を

終えると、Dynamics CRM で定義されたルー

ルによって即座にフォローアップの対応が行

われます。アンケートへの回答は CRM の顧

客のレコードと共に保存され、営業活動やサ

ポート案件の対応の際に、各チームが顧客か

らのフィードバックの履歴を確認することが

できます。  

                                              
4 アンケートを展開するには Azure サブスクリプションが必要です。 
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対話型サービス ハブ 

新しいオンライン ユーザー エクスペリエンス (UX) 設計により、カスタマー サービス担当者に対し、最

新のデザインによる直観的なユーザー エクスペリエンスを提供します。 

 
マルチストリーム ダッシュボード 

対話型サービス ハブには、特にティア 1 エージェ

ントを対象とするマルチストリーム ダッシュボー

ドが搭載されます。このダッシュボードでは、複数

のデータ ストリームにわたる作業をまとめて確認

し、処理することができます。このストリームに

は、ビューまたはキュー (自分の活動、自分のサポ

ート案件、自分がメンバーになっているキューのサ

ポート案件など) のデータを表示できます。対話型

グラフでは、作業項目に関連した主要指標をひとめ

で把握できるだけでなく、視覚的なフィルターでデ

ータをさまざまな角度から分析することも可能で

す。グローバル フィルターを使用してさらに絞り

込み、関連項目のみを表示することもできます。こ

のようなダッシュボードを構築する際は、カスタマ

イズ担当者または管理者は 4 つの選択肢からレイ

アウトを選べます。 

 

 

 

シングルストリーム ダッシュボード 

対話型サービス ハブには、ティア 2 エージェント

向けのシングルストリーム ダッシュボードもあら

かじめ組み込まれます。ダッシュボードの左側に単

一のデータ ストリームが表示され、通常は作業の

統合ビューとして使用します。このストリームに

は、ビューまたはキュー (すべてのアクティブなサ

ポート案件など) のデータを表示できます。マルチ

ストリーム ダッシュボードと同様に、シングルス

トリーム ダッシュボードにも対話型グラフがあ

り、データのフィルタリングも行えます。右側のタ

イル (青で表示) にはキューまたはビューのレコー

ド数が表示されます。タイルを選択すると、レコー

ドの概要を確認できます。このようなダッシュボー

ドを構築する際は、カスタマイズ担当者または管理

者は 4 つの選択肢からレイアウトを選べます。 
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直観性に優れた最新のデザイン 

サポート案件のフォームは、エージェントが少しのクリックと操作でデータを見つけて処理できるように設計

されます。顧客とのやり取りや関連情報がすべて 1 つの画面で表示されるため、エージェントの生産性が向上

し、常に最も関連の深い情報を確認することができます。また、ガイド付きビジネス プロセスがさらに拡張さ

れ、プロセス ステージの情報がポップアップ表示されるようになります。タイムライン (インタラクション ウ

ォール) では、時間とレコードに基づく充実したフィルタリング機能が使用できます。検索結果に対しては、タ

スクを完了としてマークしたり、顧客の電子メールに返信したりといった日常的な業務を簡単な操作で速やか

に処理できます。高度なカスタマイズが可能な参照パネルには、いつでも適切な関連データが表示されます。

エージェントは顧客レコードに制約なくアクセスでき、最近のサポート案件、有効なサポートの権利、その他

の関連情報が参照可能です。サポート情報の統合により、エージェントは顧客に対して有効な解決策を提供す

ることができます。この設計パターンは、取引先企業、取引先担当者、アクティビティといったエンティティ

にも適用されます。 

 
 

外部関係者のアクセス 

外部関係者のアクセス機能を使用すると、社員をはじめ、顧客、パートナーといった外部関係者に適切

なレベルのアクセス許可を付与し、CRM データへのアクセスを制御できます5 (たとえば、カスタマー 

ポータルやパートナー ポータルで使用)。外部関係者のアクセス機能は CRM API と SDK の拡張機能

であり、CRM 内で規定済みの取引先担当者、パートナー、またはサード パーティによる連携やアクセ

ス、アクションを可能にします。 

 
 
 

                                              
5 外部関係者の認証サービスには、サード パーティの ID プロバイダーが必要です。 
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ナレッジ マネージメント 

CRM のサポート情報とグローバル コンテンツのモデルが拡張され、組織全体のナレッジ ソースを一元

化できるようになります。新しいコンテンツ エディターと編集エクスペリエンスにより、常に最新かつ承

認済みのナレッジ記事をチームで共有できます。キュレーション プロセスは、ナレッジをサポートの中核

に据える Knowledge-Centered Support (KCS) の手法を参考にしています。 

 

統合サービス デスク 

統合サービス デスクは、現代に即したサービスを提供するための中核的な要素です。サービス部門向けの

独自の機能を提供し、バックエンド システムとサードパーティ製アプリケーションに単一のエージェント 

デスクトップからアクセスできるようにします。 

今回のリリースではインストールのエクスペリエンスが改良され、アップグレードや修正プログラムが 

Windows Update や System Center を通じて提供され、CRM Server 設定によってカスタム コントロー

ル DLL を配布できるようになります。また、監査や診断の設定が改良され、一元的な監査設定を通じ

て、どのイベントやエージェントの操作をログに記録するかを定義できます。Azure HDInsight のような

サードパーティ システムとの即時の統合もサポートされます。 

お客様からのフィードバックに基づき、ページ読み込み時の進行状況バーなど、最もリクエストの多かっ

た機能を導入し、開発者向けのエクスペリエンス向上を図っています。 
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サービス インテリジェンス 

カスタマー サービス マネージャー (CSM) は対

話型の Power BI ダッシュボードを使用して、カ

スタマー サービスのパフォーマンスをひとめで

見渡すことができます。 

 

 
 

ソーシャル 

ソーシャルでつながっている今日の世界においては、いつでもどこでも顧客エンゲージメントが発生する

可能性があります。Microsoft Social Engagement では、営業、マーケティング、サービスの各チームに強

力なソーシャル ツールを提供します。これにより、Microsoft Dynamics CRM またはスタンドアロン ア

プリから顧客、見込顧客、パートナーが利用しているソーシャル メディアに直接接続できます。ソーシャ

ル メディア上で自社のブランド、製品、サービスについてどのような情報が飛び交っているのかを把握す

ることで、自社に関するセンチメントを真の意味で理解できます。 

Microsoft Social Engagement を使用すると、ソーシャル メディアのリスニング、分析、エンゲージメン

トの促進を、すべて Microsoft Dynamics CRM や Microsoft Dynamics Marketing 内、またはスタンドア

ロンで実行できます。ソーシャルを通じて即座に顧客に働きかけることで、従来にないリーチ手段が得ら

れます。 

 

ソーシャル リスニングとソーシャル分析 

Twitter、Facebook、ブログ (WordPress、Tumblr)、動画 

(YouTube)、ニュースに加え、掲示板、フォーラム、カスタムの

ソース (RSS 経由) の検索が可能になります。これには、

Yammer のような非公開の内部ソースも含まれます。 

センチメント分析対象とユーザー インターフェースは、既存

の言語 (英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガ

ル語、スペイン語) に加えて、アラビア語、中国語、デンマー

ク語、オランダ語、フィンランド語、ギリシャ語、ヘブライ

語、日本語、ノルウェー語、ポーランド語、ロシア語、スウェ

ーデン語、タイ語、およびトルコ語の 14 言語が新たに Social 

Engagement でサポートされます。 
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インテリジェント ソーシャル 

役割別の専用ビューを通じて、営業担当者による潜在顧客の特定や、対象の取引先企業に関するソーシャル

上の情報の把握を支援し、コンテンツの共有機能を提供します。 

営業部門とサービス部門のチームの効率性を高めるため、Microsoft Social Engagement では有望な潜在顧客

やサポート案件の可能性を自動的に検出します。これにより、ソーシャル チャネルを使用する有望な潜在顧

客が提示され、営業チームのパフォーマンスが向上すると同時に、サービス部門ではソーシャル チャネル経

由で発生する可能性のあるサポート案件を特定でき、チームの効率性が向上します。 

Microsoft Social Engagement は適応性のあるセンチメント分析により、手動で整備されたセンチメント値か

ら学習を行い、分野別のモデルを作成します。 

   
 

グループのコラボレーションと 

役割のカスタム設定 

グループを中心とするプロセスとワークフローが導入

されます。グループと役割を定義してセットアップす

ることで、Office 365 と同様に、グループ間のコラボ

レーション エクスペリエンスを合理化することがで

きます。 
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ソーシャル CRM 

ソーシャル メディアの投稿から、サポート案件や営業案件といった CRM のアクションを作成する機能に

より、ソーシャルでのやり取りをエンドツーエンドのカスタマー エクスペリエンスに変換することができ

ます。こうしたレコードは、投稿ビューまたはソーシャル センターから作成できます。 

 
 

ソーシャル センター 

ソーシャル センター内からツイートや 

Facebook の書き込みを投稿できます。リッチ 

マルチメディア コンテンツもサポートされま

す。 

 

 
作成者の検索機能を使用すると、投稿の作成者に関する

追加情報が表示され、フォロワー/フォローの数などを

確認できます。 
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モバイル 

Microsoft Dynamics CRM を利用すると、外出先でも常に接続を確立して生産性を維持できるようにな

り、モバイル ファーストの世界に対応することができます。マイクロソフトは、「1 回の構成でどこに

でも展開可能」なモデルを採用し、タブレットやスマートフォンなどのすべてのモバイル デバイスでシー

ムレスなユーザー エクスペリエンスを提供します。

モバイルでのオフライン操作のサポート 

Dynamics CRM Online のユーザー向けに、モバイル アプリの完

全なオフライン操作6がサポートされるようになります。これに

より、ネットワーク接続が切断された場合でも業務を進めること

ができます。ユーザーはオフラインの間も、レコードの作成、変

更、削除が可能です。ローカルで行った変更は、オフライン中の

アクションの自動再生機能によって Dynamics CRM Online と同

期されます。オンライン (接続済み) モードとオフライン モー

ドを切り替える際にも、モバイル アプリではシームレスなユー

ザー エクスペリエンスが確保されます。 

ドキュメント管理 

今回のリリースでは、CRM モバイル アプリから直接、営業案件、サポート案件、またはその他のエンテ

ィティのコンテキスト内でドキュメントを表示できるようになります。ユーザーは SharePoint または 

OneDrive for Business に格納されているさまざまな Microsoft Office ドキュメントを、CRM モバイル ア

プリ内 (タブレットやスマートフォン) からシームレスに開くことができます。たとえば、Microsoft 

PowerPoint for iPad を使用して提案用のプレゼン資料を開いたり、Microsoft Word for iPhone を使用して

取引の概要を開いたりといったことが CRM アプリ内で可能です。ドキュメントを確認した後は、[戻る] 

ボタンをタップすれば簡単に CRM アプリに戻ることができます。 

        

                                              
6 オフライン操作のサポートは、Enterprise ライセンスまたは Professional ライセンスを 30 ユーザー以上契約済みの Microsoft 

Dynamics CRM Online 2016 のお客様にのみ提供されます。オフライン キャッシュ モードとオフライン ドラフトは、引き続き

すべてのユーザーにご利用いただけます。 
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アプリ間の緊密な連携 

他のモバイル アプリ (電子メール アプリやカスタム マッシュアッ

プ アプリなど) を連携させ、CRM モバイル アプリ内のレコード、

ビュー、またはダッシュボードに直接移動できるようになります。

簡単に言えば、URL アドレス指定が可能なフォーム、ビュー、ダッ

シュボードがモバイル シナリオでサポートさます。 

 
 
 
 

モバイル対応の最新のエクスペリエンス 

今回のリリースでは、モバイル アプリで使用できる多彩な最新の UI コン

トロールが追加されます。ビジネス アナリスト向けに、データ フィールド

を新しい UI コントロールにバインドして視覚的かつ対話的にデータを表示

する機能が提供されます。利用可能になるコントロールセットには、スライ

ダーやカレンダーなど、15 種類のコントロールが含まれます。この新しい

コントロールはすべてのモバイル クライアント (タブレットとスマートフ

ォン) に対応し、魅力的でイマーシブなモバイル エクスペリエンスを提供

します。たとえば、日付関連の CRM 情報をカレンダー内で視覚的に表示す

ることができます。 

 

 

タスクベース エクスペリエンス 

新しいタスクベースのエクスペリエンスにより、操作を要す

るレコードではなく、実行を要するタスクに集中できるよ

う、イマーシブな作業環境を提供します。タスクベース エ

クスペリエンス7では、複数のエンティティのデータを集約

して単一のユーザー エクスペリエンスとして提供します。

たとえば、取引について取引先担当者に連絡しようとする際

に、関連するレコード (営業案件、取引先担当者、取引先企

業) にそれぞれアクセスしなくても済むよう、関連性のある

情報がすべてまとめて表示されます。また、複雑なタスクの

手順をユーザーに提示するようにすると、常に適切な状況で

適切な対応をとれるようになります。このエクスペリエンス

は、適切なページを表示するための分岐ロジック、データ検

証のためのビジネス ロジック、UI 更新などのプラットフォ

ーム機能によりサポートされます。 

                                              
7 タスクベース エクスペリエンスは Dynamics CRM Online 2016 のお客様向けのプレビュー機能として、スマートフォンとタブ

レットで利用できます。プレビュー機能はマイクロソフトのサポート対象ではなく、お客様の承諾に基づいて提供されます。 
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モバイル クライアント フォームのプレビュー 

マイクロソフトは、「1 回の構成でどこに

でも展開可能」なことを基本理念として、

ビジネス アナリストの操作環境をシンプル

にし、構成の変更を簡単に視覚化できるよ

うにしています。今回のリリースでは、

CRM でフォームを設計する際に、タブレッ

トやスマートフォン用のフォームとダッシ

ュボードをブラウザー内から直接、簡単に

プレビューできるようになります。 

 
 

 Web リソースと IFrame 

昨年、タブレット向けの「プレビュー版」機能8として、CRM で 

IFrame と Web リソースがサポートされました。今回のリリー

スでは、この機能の一般提供を開始すると共に、Windows タブ

レット (Windows 10) がサポート対象に加わります。 

 
 

モバイル管理 

モバイル ファーストの世界では、モバイルでの生産性を安全な方法で強化することが、企業の皆様の成功

を支援するうえで最も重要です。今回のリリースでは、Microsoft Intune との統合によりモバイル管理の

機能をさらに強化します。お客様は Intune の

モバイル アプリケーション管理 (MAM) 機能

を使用して、個人所有デバイスの業務利用 

(BYOD: Bring Your Own Device) シナリオで 

CRM データを保護できるようになります。こ

れにより、ユーザーのデバイス上で個人用デー

タと企業データの分離が可能になります。この

統合には Intune App SDK を活用しており、

Android と iOS のアプリ ストアで CRM 向け

のポリシー管理された (MAM で保護された) 

アプリをリリースする予定です。 

ポリシー管理された CRM モバイル アプリでは、次のような Intune の管理ポリシーをサポートします。 

 PIN の適用 

 デバイス上のデータ漏洩の防止 (個人用アプリに対するデータのコピー/貼り付けの無効化など) 

 保存されているアプリ データの暗号化 

 アプリレベルの選択的ワイプ 

                                              
8 https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/preview-feature-iframe-and-web-resource-support-in-crm-for-
tablets.aspx 
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オンラインでの可視性と制御 

CRM Online は、マイクロソフトが提供、管理する世界有数のグローバルな SaaS サービスです。世界中

のお客様のビジネス要件にお応えするため、継続的にコア サービスのインフラストラクチャおよびプラッ

トフォームの強化に努めています。こうした機能強化の多くは、セキュリティ、コンプライアンス、パフ

ォーマンスと管理、そしてグローバル展開を重視したものです。 

 

CRM Online (サーバー) のデータ暗号化 

現在 CRM Online では、お客様のデータベース全体の暗号化をサポートしています。SQL の透過的なデ

ータ暗号化 (TDE) を活用し、データ ファイルとログ ファイルの I/O の暗号化と複合化をリアルタイム

で実行することにより、保管データの暗号化を実現しています。このアプローチにより、CRM Online の

コア機能には一切影響を及ぼすことなく、シームレスにデータベースが保護されます。その際マイクロソ

フトがキーを管理し、暗号化の管理を担当します。現在この機能は必要に応じて利用できます。 

保管データの暗号化のほかにお客様からのご要望が多いのが、データベースの暗号化に使用される暗号化

キーを自社管理する機能9です。キーの変更やアクセス権の取り消しを必要に応じて完全なセルフサービス

で行えるため、この機能によってお客様の制御性は大幅に向上します。このモデルでは、暗号化用のキー

をお客様が生成し、お客様自身が管理する資格情報コンテナーにアップロードしていただきます。その

後、CRM サービスがアップロード済みのキーを使用して、対象のお客様のデータを暗号化します。 

 

データ パフォーマンス ダッシュボード 

これは、Dynamics CRM に実装される、管理者主体の最適化機能です。長時間のクエリを実行するコンポ

ーネントについてパフォーマンスの推移を把握できるほか、最適化のための推奨事項に基づいてコンポー

ネントのパフォーマンスを改善し、既存の最適化の有効性を評価することができます。 

 

新しいデータセンター 

2016 年に、カナダとインドに CRM Online の新しいデータセンターを開設する予定です。カナダ地区

は、カナダ東部地域 (所在地はケベック州のケベックシティ) とカナダ南東地域 (所在地はオンタリオ州の

トロント) で構成されます。インド地区は、北西地域と南西地域 (チェンナイとプネー) で構成されます。 

 

これらの新しいデータセンターと、最近開設した日本とオーストラリアのデータセンターを含め、世界の 

9 つの地域にあるデータセンターからグローバルなサービスをお客様に提供します。データセンターの所

在地の詳細については、こちら (英語) を参照してください。 

 
 
 
 

 
 

                                              
9 お客様によるキー管理は、一部のお客様を対象としたプレビュー機能として 12 月末までにリリースすることを目標としていま

す。プレビュー機能はマイクロソフトのサポート対象ではなく、Dynamics CRM Online のお客様にのみ、お客様の承諾に基づい

て提供されます。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=401277
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CRM Online の一括データ ローダー 

Dynamics CRM Online の一括データ ローダーは、

Dynamics チームが開発した新しいクラウド サー

ビスです。このサービスは、Dynamics CRM Online 

にデータを一括でインポート、エクスポートする

ことを主な目的としています。このツールを使用

すると、大容量のデータ ファイルをクラウドのス

テージング テーブルにアップロードし、軽微なデ

ータ品質機能を実行してから CRM Online へとデ

ータをプッシュできます。このサービスでは、反

復的なデータのインポートおよびエクスポートも

サポートします。一括データ ローダーには CRM 

管理センターの Web サイトにあるリンクからア

クセスします。このリンクは、Dynamics LCS (ライフ サイクル サービス) の Web サイト (英語) にリダ

イレクトされます。 

 

コンプライアンスとデータ保護 

継続的な透明性の向上のため、セキュリティとコンプライアンスへのマイクロソフトのアプローチに関す

るあらゆる情報に 1 か所からアクセスできるよう、CRM セキュリティ センター (英語) を開設していま

す。新しい認定を取得するたびに、情報がこのサイトに公開されます。マイクロソフトは多数の業界認定

を取得し、適切な規制要件や国ごとの要件を確実に満たすよう努めています。 

 

ガイド付きユーザー エクスペリエンス 

CRM Online の操作をすばやく習得できるよう、CRM Online 2016 ではコンテキストに基づいた学習用レ

イヤーが製品内に組み込まれているため、初めてのユーザーも操作に戸惑うことはありません。この学習

用レイヤーが提供する対話型支援は、ユーザーの役割に応じて変わります。たとえば、営業担当者には、

役割に応じてカスタマイズされ

た最新情報のコンテンツが表示

されます。カスタマー サービス

担当者やサービス マネージャー

ならば、別の最新情報コンテン

ツが表示されます。今後は継続

的に、各種のコンテキストに対

応した学習用機能を追加してい

きます。役割に応じた専用の支

援により、適切なコンテンツが

適切なタイミングで表示されま

す。 

  

https://lcs.dynamics.com/
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-trust-center.aspx
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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

加されます。Microsoft Dynamics CRM では、簡単にカスタマイズ、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いた永続化、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 パラダイムの統合に及ぶ、宣言可能な体系

を提供します。以下のように、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。 

 

最新の Web API 

ファースト パーティおよびサード パーティによるクライアント エクスペリエンスの開発に使用され、他

のシステムとの統合を可能にする強力な API は、あらゆるビジネス アプリケーションで最も重要な側面

の 1 つです。Dynamics CRM では常にこうした機能を提供し、業界を取り巻く環境の変化を反映しなが

ら、利用可能な最善のテクノロジを取り入れて製品を向上させてきました。今回のリリースでは、これま

での機能向上をさらに前へと進めるために、今日の業界標準に適合する API 機能を備えた CRM を提供

し、それによって広範な構成要素に対応し、製品を大きな成功へと導くことを目標としています。 

Dynamics CRM は、最も広く採用されているプロトコルの業界標準 (HTTP および REST)、セキュリティ 

(OAuth 2)、データ形式 (JSON) を活用した Web API を装備し、OASIS によって最近承認されたオープン

な業界標準の OData v4 と、マイクロソフトが開発した新しい Web サービス向けの標準を通じて、豊富

なデータ機能を提供する予定です。このアプローチにより、従来の .NET 中心の機能セットから、現在業

界で広く支持されている幅広いテクノロジ プラットフォームを取り入れていく方向へと移行を図ります。 

 

エコシステムの強化 

CRM のソリューション機能を強化することにより、ソリューション パッケージのサブコンポーネント構

成、修正プログラムの適用、マーケットプレースとの統合に関するライフサイクルの改良、展開の並列処

理に対応します。 

 

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。 

サーバー側の同期機能は、現在 CRM Online と Exchange Online 間、オンプレミスの CRM とオンプレ

ミスの Exchange 間の同期がサポートされています。今回のリリースでは、CRM Online とオンプレミス

の Exchange 間のハイブリッド シナリオでの同期がサポートされる予定です。 
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次世代の検索機能 

検索機能の操作性の強化10により、複数のエンティティからの検索結果が単

一のリストで表示され、検索テキストとの関連性に基づく並べ替えがサポー

トされるようになります。また、検索可能な全エンティティ内の、すべての

検索可能フィールドに対して任意の単語検索を行えるようになります。この

新しい検索機能は、すべてのお客様において既定では無効となります。機能

を有効化しても、エンド ユーザーには引き続き、既存のマルチエンティテ

ィ簡易検索 (「項目別検索」に名称変更) による UI エクスペリエンスが提

供されます。 

 

Azure Machine Learning 
今回のリリースから、機械学習 (ML) シナリオでの Azure ML11 との統合がサポートされ、テキスト解

析によるクロスセル製品の提案や推奨するナレッジ記事の表示が可能になります。Azure ML との統合

により、データ サイエンティストとの協力や ML モデルの理解といった複雑な過程を省いて、CRM 

のユーザー インターフェイスから ML を設定し、ML が提供する有益な情報を入手できるようになり

ます。 

 
互換性 

マイクロソフトでは、最新のテクノロジによる CRM 機能をお届けするための取り組みを継続し、

Microsoft Dynamics CRM の互換性リスト (英語) を更新しています。このリストでは、最近および今後の

機能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。 

                                              
10一部のお客様を対象とするプレビュー機能。プレビュー機能はマイクロソフトのサポート対象ではなく、Dynamics CRM Online 

のお客様にのみ、お客様の承諾に基づいて提供されます。 
11北アメリカ地区に属する Dynamics CRM Online の一部のお客様を対象としたプレビュー機能。プレビュー機能はマイクロソフ

ト 

のサポート対象ではなく、Dynamics CRM Online のお客様にのみ、お客様の承諾に基づいて提供されます。 

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2669061
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まとめ 
マイクロソフトは、インテリジェントなカスタマー エンゲージメントを実現するというビジョンを掲げ、

企業の皆様による優れたカスタマー エクスペリエンスの提供を支援するべく取り組んでいます。引き続

き、企業の皆様が顧客 1 人ひとりに合わせた、先回りの対応によるエクスペリエンスを予測に基づいて

提供することで長期的な顧客関係を構築できるように支援してまいります。 

今回のリリースでは、営業、カスタマー サービス、マーケティング、ソーシャルの各分野において優れた

機能強化を実現します。ビジネスの生産性に対する企業の皆様の考え方を捉え直し、Office 365 を含む生

産性ツールにシームレスに統合できるように、CRM の各種機能を構築してまいります。カスタマー サー

ビスについては、統合ソリューションとしてセルフ サービス、サポート サービス、フィールド サービス

を集約します。インテリジェンス機能の強化としては、機械学習とコンテキスト別ガイドを活用します。

モバイル機能の強化では、完全なオフライン操作をサポートし、Microsoft Intune によるモバイル アプリ

ケーション管理、Cortana との次世代型の統合を可能にします。また、マーケティング チャネルとして 

SMS をマルチチャネル キャンペーンに追加します。さらに、インテリジェント ソーシャルのコンセプト

を導入し、ソーシャル メディアのサポート対象やセンチメント分析の対応言語を拡大します。 

Microsoft Dynamics CRM に携わることができる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、ビジネスの発展に寄与するすばら

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。 

 

お問い合わせ (フリーダイヤル): 0120-41-6755 

http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/ 
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