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リリースの概要
Dynamics 365 Spring 2018 リリースをご案内します。今回のリリースでは、お客様のビジネス変革
を支援するために大規模な投資が行われています。
具体的には、次のような大きな進歩を遂げました。
•

マイクロソフトのビジネス アプリケーションを統合: マーケティング、営業支援、サービス、運
用、財務、人事、小売といった業務プロセス全体にまたがるアプリケーション群を、包括的な 1 つ
の機能ファミリに統合しました。これにより、ビジネスに関する個別の問題に複数のアプリケーシ
ョンでシームレスに対応し、解決を図ることができます。

•

マイクロソフト アプリケーションに対する他の投資との相乗効果でメリットを強化: Microsoft
Outlook、Teams、SharePoint、Stream、Azure や LinkedIn と深いレベルで統合し、Dynamics
365 を強化しました。また、Dynamics 365 で Office 365 および Bing のデータとシグナルを扱
えるようになりました。さらに、Microsoft Research が数十年にわたり開発を続けている AI の粋
を集めて、Dynamics 365 のインテリジェンスを向上させました。

•

Dynamics 365 の基盤プラットフォームの進化: Office 365 と共通のプラットフォーム上で、
Power BI、PowerApps、Microsoft Flow、Microsoft Stream、Common Data Service for
Apps、Common Data Service for Analytics を単一のツール パレットに集約し、お客様の環境で
Dynamics 365 と Office 365 の拡張、カスタマイズ、統合を実現します。このような進化は、数
百のビジネス システムのデータから得たインサイトやインテリジェンス、組み込みのプラットフォ
ーム接続機能、広く使用されているビジネス アプリケーションに緊密に統合されたオーディオ ビジ
ュアル メディアによって強化されています。

この取り組みの目的は、パートナー様、お客様、ユーザーの皆様が、それぞれの立場でビジネスのデジ
タル トランスフォーメーションを推進できるよう支援することにあります。
マイクロソフトは、これらの新しいサービスと機能を通じて、お客様に貢献したいと考えています。
Spring 2018 リリースをご利用いただいたお客様のフィードバックを心待ちにしております。

このリリース ノートの使用方法
以下の各リリース ノートでは、Dynamics 365 ビジネス アプリケーションとアプリケーション プラッ
トフォームの新機能および強化された機能について説明します。これらの機能は、2018 年 4 月から利
用可能です。
それぞれのビジネス アプリケーションまたはプラットフォームでの変更の一覧を簡単に見つけるには、
各セクションの概要表をご覧ください。関連情報へのリンクも付記されています。

フィードバックのお願い
お客様が組織で適切な更新を計画されるときには、これらのリリース ノートが非常に重要な情報源にな
るでしょう。マイクロソフトは、有用な点とそうでない点を把握したいと考えております。
ぜひ、お客様のご意見をメールで releasenotes@microsoft.com までお送りください。皆様からのフ
ィードバックは、今後の向上のために利用させていただきます。
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変更履歴
Spring 2018 リリース ノートのバージョン 18.1.1 (2018 年 4 月 2 日発行) では、以下の変更が行わ
れました。
セクション

変更内容

営業支援

セクションを追加: 新しい Sales Professional ライセンスと、詳細情報が
記載された比較ページへのリンク。

セクションを削除: LinkedIn 連絡先レコード用のプロファイル画像。
Service、Field Service

3D モデル用にサポートされているファイル形式のリストから FBX を

アプリケーション

削除。

業務、財務

セクションを追加: 顧客支払インサイト

ビジネス インテリジェンス

以下のセクションの可用性情報を更新: 増分データ更新、大規模データ

プラットフォーム

セット用のクエリ アクセラレーション、データ-メタデータ間の変換、
スマート アラート、Azure AD グループを使用したワークスペース、
PDF へのエクスポート。詳細については、Spring 2018 におけるビジ
ネス インテリジェンス プラットフォームの新機能の概要をご覧くださ
い。
以下のセクションを削除: スライドショー モード、Power BI
Premium 用レポート スナップショット。

データ統合

コネクタ、ゲートウェイ、テンプレート、Power Query のスマートな
データ準備に関して複数のページを新たに追加。

メディア プラットフォーム

パブリックの匿名再生機能を概要表から削除。

これらのリリース ノートの更新時に情報を入手するには、Twitter で @MSFTDynamics365 をフォロ
ーしてください。
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GDPR とアクセシビリティ
データの保護とセキュリティ
Dynamics 365 は業界最高クラスのセキュリティ対策とプライバシー ポリシーを提供し、お客様が
Microsoft クラウド サービスを使用している際や、自社データ センターで Microsoft Dynamics ビジ
ネス アプリケーションを実行している際に、データを安全に保護しています。
Spring 2018 リリースでは、欧州連合 (EU) で制定された一般データ保護規則 (GDPR) の要件に対応
するための投資を Dynamics 365 製品に行いました。

一般データ保護規則
2018 年 5 月、欧州で一般データ保護規則 (GDPR) というプライバシー関連法が施行されました。こ
の GDPR は、EU 圏内の市民に商品やサービスを提供したり、EU 圏内の居住者に関連するデータの収
集と分析を実行したりする企業や政府機関、非営利団体などの組織を対象としています。GDPR は組織
の所在地を問わず適用されます。
マイクロソフトは、データの保護、プライバシーの擁護、複雑な規制要件の遵守において広範な専門性
を有しており、現在も EU-U.S. Privacy Shield と EU モデル契約条項の両方を遵守しています。
マイクロソフトは、GDPR が個人のプライバシー保護の明確化と実現に向けた大きな前進になると考え
ており、お客様がコア ビジネスに注力しつつ、効率的に GDPR の準備を進めていけるように支援した
いと考えています。

お客様の組織の GDPR コンプライアンス管理に役立つリソース
Trust Center では、お客様の組織でのクラウドデータ セキュリティとコンプライアンスを管理できる
ツールと監査レポートを提供しています。
•

コンプライアンス マネージャーを使用して、コンプライアンス標準を満たすために必要な責務につ
いてのインサイトを取得できます。

•

Microsoft Cloud がお客様の組織にとって重要な標準をどのように遵守しているかを詳しく把握で
きます。

•

対象の規制に関する Web セミナー、ビデオ、ホワイト ペーパー、FAQ などのリソースを利用でき
ます。
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アクセシビリティ
アクセシビリティは多くの組織で最優先とされる項目で、多くの場合は規制要件を満たすために重視さ
れますが、デジタル トランスフォーメーションを通じて生産性を促進するうえでも重要な役割を担いま
す。
Spring 2018 リリースには、Dynamics 365 のインクルーシブ デザインに対するマイクロソフトの取
り組みをサポートするための投資が含まれています。アクセシビリティ機能が搭載されたことで、組織
でのデジタル インクルージョンが促進され、障碍の有無や、マウスやモニターなどを利用できるかどう
かにかかわらず、ユーザーがコンテンツを手軽に作成し、利用できる環境を構築することが可能になり
ます。
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マーケティング
Dynamics 365 for Marketing
Dynamics 365 for Marketing は、マルチ チャネル キャンペーンを作成して実行するための包括的な
機能を備えており、シンプルなドラッグ アンド ドロップ設計のツールを使用して、営業チーム向けに
リードを生成することができます。また、イベント管理、リード管理、セグメント ターゲティングのた
めの埋め込みインテリジェンス、リード スコアリング、インタラクションに関するインサイトなどの機
能も搭載されています。
このマーケティング アプリケーションは、Dynamics 365 for Sales と同じプラットフォーム上に構築
されているので、マーケティング チームと営業チームが同じ情報や業務プロセスを共有し、セールス
サイクル全体で密接なコラボレーションを進めるために有用です。
これらの機能の詳細については、Dynamics 365 for Marketing の概要ページをご覧ください。

Spring 2018 における Marketing の新機能の概要
2018 年 4 月 – 一般提供
初回起動時のガイドによる簡単な設定
パーソナライズされたカスタマー ジャーニーによるマルチチャネル キャンペーン
•

カスタマー ジャーニー デザイナー:
o

構成可能なテンプレートですばやく利用を開始できます。

o

ドラッグ アンド ドロップ操作のデザイナーを使用してカスタマー ジャーニーを設定し、キャ
ンペーン中の行動に基づいて顧客をガイドします。

•

動的なセグメント デザイナー - 詳しい統計データ、企業プロファイル データ、インタラクショ
ン データに基づいて、ターゲット セグメントを特定するルールを設定します。

•

大量の電子メール - 動的コンテンツを含む電子メールを送信し、開封数、転送数、クリック数、
インバウンド数などのインタラクションに対応します。

•

フォームとランディング ページ - Web で連絡先/リードの情報を取得し、それぞれのインタラク
ションに対応します。

•

イベントと Web セミナー - Web セミナーとオンサイト イベントを促進して、これらのチャネ
ル全体で豊かなエンゲージメントを実現します。

•

調査を実行し、顧客からのフィードバックを収集します。

•

LinkedIn リード生成フォームに対するコネクタを使用して、リードを引き入れ、育成します。

コンテンツ作成
•

テンプレートを活用するデザイン プロセス - 電子メールとマーケティング ページ向けの洗練さ
れた本格的なテンプレートを備えており、カスタマイズ可能なカラー パレットやカスタム テンプ
レートを利用できます。
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電子メール デザイナー - グラフィカルなツールで、動的なコンテンツを含むパーソナライズされ
た電子メールを作成できます。

•

マーケティング ページ デザイナー - グラフィカルなツールで Web ページを作成し、新規または
既存の連絡先から情報を収集するフォームを配置できます。

•

電子メール プレビュー - レスポンシブ デザインをブラウザーですぐにプレビューできるほか、
サードパーティの Litmus を統合し、受信メールの寸分違わぬプレビューが可能になりました。

イベント管理
•

イベント登録と参加者の管理と追跡が可能です。

•

包括的なイベント手配 - 発表者、会場、スポンサー、セッションのスケジュール、参加証などを
管理できます。

•

Web セミナー - ON24 Web セミナー サービスを統合したことで、Web のみでもライブと Web
のハイブリッド セッションでも、グローバルに参加できるようになりました。

•

包括的なイベント ポータル – 参加者が手軽に発表者の経歴やセッション スケジュールを確認
し、イベントやセッションへの登録を済ませ、イベント日程を管理できます。

リード管理
•

リード生成 - カスタマー ジャーニー全体にわたってリードを生成し、管理します。

•

複数のリード スコアリング - 自動スコアリング ルールを設定して有望なリードの特定を進めつ
つ、複数のモデルを同時に実行し、適切なタイミングで自動的に営業に引き渡します。

•

リードのスコアリングは、行動、統計データ、企業プロファイルに基づいて行われます。

埋め込みのマーケティング インサイト
•

それぞれのリードと顧客について記録されたすべてのインタラクションを分析します。

•

インプレース インサイト - 個別のカスタマー ジャーニー、メール メッセージ、ランディング ペ
ージに関するインタラクションの記録が表示され、簡単に掘り下げることができます。

コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

•

ダブル オプトインやサブスクリプション管理など、一般的な電子メール マーケティングの規制を
遵守するためのサポート手段が組み込まれています。

初回起動時のガイドによる簡単な設定
Dynamics 365 for Marketing は、試用版を設定する場合も、実稼働環境にアプリケーションを追加す
る場合も、すばやく開始することができます。初回起動時には、すべての関連サービスとソリューショ
ンを対象に、ガイドに従って最初のアプリケーションを設定できます。
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カスタマー ジャーニーに沿ったマルチチャネル キャンペーンの編成
グラフィカルで拡張可能なカスタマー ジャーニー デザイナーを使用して、自動マルチチャネル キャン
ペーンを作成できます。毎回のジャーニーで、ターゲットとなるマーケット セグメントを確立し、自動
的にコミュニケーションを配信したり、自動的に判断を下したりすることができるほか、内部タスクの
生成、フォローアップ コミュニケーションの送信、顧客への応答などを実行できます。

マルチチャネル キャンペーン

大量の電子メール キャンペーンを実施し、あらゆるプラットフォームやスクリーン サイズで見映えの
良い、パーソナライズされたメッセージを配信できます。また、開封数、クリック数、転送数などを詳
しくカウントして、メール配信の効果を判定できます。
埋込みのセグメンテーション エンジンを使用すると、対象のキャンペーンに合わせた、的確で動的なマ
ーケティング セグメントを設定できます。このエンジンは大容量のデータベースに対しクエリを行い、
収集した行動データ統計データ、企業プロファイルを使用しターゲットになる見込み客を発見します。

セグメンテーション フローの例
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コンテンツ作成
直観的に操作できるグラフィカル デジタル コンテンツ デザイナーを使用し、見た目に美しい電子メー
ル メッセージ、ランディング ページ、フォームなど、最新のオンライン コンテンツを作成できます。
マーケティング担当者は洗練された本格的なテンプレートですぐに作業を開始できます。テンプレート
を手軽にカスタマイズし保存することで自社のブランドの特徴を強調しブランド認知を形成できます。

コンテンツ デザイナーのインターフェイス

イベント管理
Marketing アプリケーションの特徴のひとつは、Web セミナーやオンサイト イベントの計画、実行、
宣伝、フォローアップに役立つ、包括的なイベント管理機能です。まず会場を設定、発表者を確保し、
スポンサーを集めて、イベント スケジュールを設定します。次に、イベント ポータルにイベントの詳
細を直接公開し、それを参加者が見て、イベント内容や発表者の経歴を把握し、オンラインで登録し
て、セッションのスケジュールを立てます。最後に、イベントを宣伝するためのカスタマー ジャーニー
を設定し、登録を集め、参加者のフォローアップを行います。
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イベント ポータルの例

リード管理
ランディング ページを使用して、お客様の組織に登録するよう連絡先に促し、その申し込みに基づいて
リードを生成できます。自動化されたルール ベースのリード スコアリング エンジンにより、お客様の
マーケティング活動に対する反応から有望なリードを特定し、定義済みのしきい値にスコアが達したリ
ードを自動的に営業担当者に引き渡すことができます。また、LinkedIn でリード生成キャンペーンを
実行し、そこからリードを直接 Dynamics 365 にインポートして、フォローアップ、育成、最終的な
評価につなげます。

リード スコア モデルの設定

Dynamics 365 ビジネス アプリは同じプラットフォームを使用するので、営業、マーケティング、カスタ
マー サービス、その他のビジネス グループとデータを共有し、コラボレーションすることができます。
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埋め込みのマーケティング インサイト
システムによって、継続的に顧客とのインタラクション データが収集され、マーケティング活動の記録
が残され、財務的な詳細情報が保持されます。アプリの右側にターゲットを絞り込んだ分析ダッシュボ
ードがあり、任意の電子メール、ランディング ページ、カスタマー ジャーニーに関するインタラクシ
ョンの詳しい記録を調べることができます。また、事前に作成したウィジェットベースのレポートを使
用した詳細な分析も可能です。さらに、定性的なインサイトをもたらし、意思決定を改善し、マーケテ
ィング投資回収率 (ROMI) を最大化するなど、多くの点で有用です。

マーケティング インサイト

Microsoft Social Engagement
Microsoft Social Engagement を使用すると、ソーシャル メディア上のキーワードやフレーズをチェ
ックして、顧客のセンチメントを理解したり、自社製品やブランドについての会話に参加したりするこ
とができます。
Social Engagement は、Dynamics 365 Plan、Customer Engagement Plan、カスタマーエンゲー
ジメント アプリケーション (Marketing、Sales、Customer Service、Field Service、Project
Service) に無償で含まれています。月間 10,000 件のソーシャル ポストが対象になり、必要に応じ
て、追加のソーシャル ポスト クォータ パッケージを購入できます。
Social Engagement の機能は、ソーシャル インサイト、ブランドの評判、ソーシャル ケア、ソーシャ
ル セリングの 4 つのカテゴリに分けられます。
•

ソーシャル インサイトは、ソーシャル メディアの会話に対するインタラクティブな分析を行いま
す。たとえば、広範なソースにまたがってネイティブ言語ベースでセンチメントを分析します。適
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応性のある独自の分析機能でセンチメントと意図を分析し、重要度の高い会話を特定します。検索
条件を簡単に設定し、適切なコンテンツを追跡できます (ほぼリアルタイムで更新)。
•

ブランドの評判は、マーケティング担当者や広報担当者がソーシャル メディアで交わされる製品や
サービスについての会話を理解するのに役立ち、それぞれの組織独自のブランド ニーズに合わせて
調整することができます。インテリジェント アラートを使用して、広報に関する危険性をいち早く
察知し、ソーシャル メディア上で大きな変化が検知されたときに通知を受け取ることができます。
企業はブランド インフルエンサーや業界のエキスパートを特定、追跡、接触することで、ソーシャ
ル メディア コミュニティを成長させ、関わっていくことができます。

•

ソーシャル ケアは、カスタマー サービスを行う組織やコミュニティ マネージャーがソーシャル メ
ディア上で顧客に接する際に役立ちます。自動化ルールを使用したインテリジェントな方法で、フ
ォローアップ用にソーシャル ポストを適切な相手に割り当てたり、Dynamics 365 で案件を作成し
たりできます。

•

ソーシャル セリングでは、企業、ブランド、サービス、製品に関するインテリジェントでパーソナラ
イズされた推奨事項が提示され、営業担当者は自身のソーシャル プレゼンスと信頼感を確立できま
す。Social Selling Assistant を使用して推奨事項をソーシャル ネットワークで共有することで、ソー
シャル プレゼンスを際立たせれば、より多くのリードを見つけて成約数を増やすことができます。

Spring 2018 における Microsoft Social Engagement の新機能の概要
2018 年 4 月 – 一般提供
コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。
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営業支援
Dynamics 365 for Sales
Spring 2018 リリースに搭載された機能では、インテリジェンスと分析がさらに充実し、LinkedIn お
よび Office 365 との統合がより緊密になり、ユニファイドインターフェイス フレームワークによって
Web、モバイル、クライアントで一貫したユーザー エクスペリエンスが提供されるため、お客様のチ
ームの営業力が強化されます。
搭載されている機能には、次のようなものがあります。
•

営業担当者が営業に集中できる埋め込みインテリジェンス。埋め込みインテリジェンスは、営業プ
ロセス全体で多様なデータとコミュニケーションを収集、管理、分析し、それを基に適切なアクシ
ョンを自動的に提案し、関連する活動を捕捉して、営業担当者が営業に集中できる時間を増やしま
す。

•

今回のリリースでは、以下の埋め込みインテリジェンス機能が導入されました。
o

リレーションシップ アシスタント、自動取り込み、電子メール エンゲージメント (以前はリレ
ーションシップ インサイトという機能グループの一部でした) は、営業に関するインテリジェ
ンスを提供する機能として、Sales アプリに埋め込まれます。

o

Sales アプリは、一貫性のあるユーザー エクスペリエンスを実現するために、ユニファイド イ
ンターフェイス フレームワークを使用。Sales アプリは一貫性のある統一ユーザー インターフ
ェイスを備えており、レスポンシブ デザインの原則に従って、画面の大きさやデバイスの種類
を問わず、最適な表示を行います。製品、目標、営業資料といった、業務プロセスの中核を成
す営業要素はいずれも、この応答性の高いプラットフォーム上で展開され、共通データ モデル
標準に準拠します。
Outlook 用 Dynamics 365 アプリ、LinkedIn Sales Navigator 統合、ゲーミフィケーション
ソリューションは、すべてユニファイドインターフェイス フレームワーク上で実行されます。

•

ユーザー インターフェイス コントロールに Common Controls Framework (CCF) を使用し
て、一貫性を確保。アプリケーションのどの画面でも、コントロールが一貫性のある使い慣れたパ
ターンで表示されるので、Sales ユーザーは使い方をすぐに理解し、生産性を向上できます。

•

LinkedIn Sales Navigator との統合を強化し、シームレスな営業ワークフローを可能に。フォー
ムでは、LinkedIn Sales Navigator が企業や LinkedIn メンバーに関する最新のコンテキストやイ
ンサイトを提示します。

•

GDPR とアクセシビリティの強化。欧州でのプライバシー関連法の要件に対応し、アプリケーショ
ンの使用に支援技術を必要とするユーザー向けにアクセシビリティを強化しました。

•

合理化された営業支援システム (SFA) を利用できる Professional ユーザー ライセンス。現在提
供されている Enterprise ユーザー ライセンスに加えて、Professional ユーザー ライセンスが新た
に提供され、お客様固有のビジネス要件に適した機能を選択することができます。
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他にも、以下の機能がパブリック プレビューとして利用できます。
•

Dynamics 365 for Sales インサイト アドオンにより、営業担当者に高度なインテリジェンス機
能を提供。このアドオンには、リレーションシップとセンチメントの正常性を明らかにするリレー
ションシップ分析が含まれています。
リレーションシップ分析は、顧客関係の全体的な正常性を分析し、どのように時間を費やし、だれ
とやり取りしていたかを営業担当者に示します。さらに、どの顧客や案件に注力するべきかについ
ても提案します。
センチメントの正常性では、顧客とのインタラクションとシグナルを分析し、関係に対する顧客の
満足度を営業担当者に示します。

•

Dynamics 365 for Sales インサイト アドオンのセルフサービス インストールにより、導入準備
の時間を短縮。システム管理者は、簡略化されたインストール プロセスですばやくセットアップす
ることができます。
*一部機能は日本では未提供です

Spring 2018 における Sales の新機能の概要
2018 年 4 月 – 一般提供
コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

コア セールス
ユニファイドインターフェイス フレームワークを使用した Sales アプリケーションとコア セール
ス エンティティ。
セールス インテリジェンス
埋め込みインテリジェンス:
o

リレーションシップ アシスタント

o

自動データ取り込み

o

電子メール エンゲージメント

統合
LinkedIn Sales Navigator:
o

カスタマイズ可能なフォーム コントロール

ゲーミフィケーション
GDPR プライバシー関連法の要件に対応し、アクセシビリティを強化するための投資。
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2018 年 4 月 – パブリック プレビュー
Dynamics 365 for Sales インサイト アドオン
リレーションシップ分析
o

リレーションシップの正常性

o

センチメントの正常性

Dynamics 365 for Sales インサイト アドオンのセルフサービス インストール
*一部機能は日本では未提供です

インターフェイス フレームワークが基盤
アプリはユニファイドインターフェイス フレームワークを使用しており、一貫性のある見慣れたパター
ンで使い勝手がいいので、営業担当者はすぐに作業を開始し、生産性を向上できます。このインターフ
ェイスは応答性が高く、使いやすくなっています。
ユーザー インターフェイス上のコントロールはすべて、操作しやすいように設計されています。

埋め込みインテリジェンス
埋め込みインテリジェンス (旧称、リレーションシップ インサイト) は、営業プロセス全体で発生する
多様なデータとコミュニケーションを収集、管理、分析します。それを基に、適切なアクションを自動
的に提案し、関連する活動を捕捉するため、営業担当者はより多くの時間を営業に費やすことができま
す。
このアプリには、リレーションシップ アシスタント、自動取り込み、電子メール エンゲージメントが
含まれています。
•

リレーションシップ アシスタントは、Dynamics 365 や Microsoft Exchange などのソースに保
存された顧客とのインタラクションのデータを継続的に分析して適切なタイミングで実用的なイン
サイトを提示し、的確な次のステップについての提案が記載されたアクション カードを多数表示し
ます。

•

自動取り込みは、営業ユーザーの Outlook 受信トレイをスキャンして、Dynamics 365 で現在進
めている取引に関連したメッセージと予定を調べ、追跡候補としてユーザーに提示します。こちら
の解説ビデオもご覧ください (英語)。

•

電子メール エンゲージメントは、メールの受信者が実行した開封やリンクのクリック、添付ファイ
ルのオープン、返信などの操作を監視します。営業ユーザーは、電子メールの送信スケジュールを
設定し、フォローアップのリマインダーを受信することができます。

リレーションシップ分析 (パブリック プレビュー)
リレーションシップ分析は、リレーションシップを分析し、顧客関係の正常性に関するデータとインサ
イトを示すことで、営業担当者の営業案件パイプライン管理を支援します。リレーションシップ分析に
は、リレーションシップの正常性判定の精度を高めるセンチメント分析が含まれます。
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センチメントの正常性では、顧客とのインタラクションとシグナルを分析し、関係に対する顧客の満足
度を営業担当者に示します。

リレーションシップの概要

リレーションシップ分析ダッシュボード
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管理者向けのリレーションシップ構成

LinkedIn Sales Navigator の統合
LinkedIn Sales Navigator が統合されているため、営業担当者は仕事上の人脈やつながりを活用し
て、パイプラインを強化できます。
*日本語での提供は未定です

フォーム上の LinkedIn Sales Navigator (SNAP) コントロール
LinkedIn Sales Navigator が統合されているため、ビジネス アナリストやシステム管理者は、カスタ
マイズ可能なフォーム コントロールを追加できます。これにより、営業担当者は取引を進める際に関係
構築に役立つインサイトが得やすくなります。このコントロールでは、Sales Navigator メンバーや企
業プロファイルを全体的に把握したり、リードとの関係構築の重要なきっかけ、双方向のつながり、関
係するリード、アカウントのつながり、推奨されるリード、ニュースなどに絞って表示したりできま
す。
*日本語での提供は未定です

目次に戻る

27

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

LinkedIn Sales Navigator 統合コントロール
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Dynamics 365 ゲーミフィケーション
組織は、ゲーミフィケーション ソリューションを利用して、社員のビジネス目標達成を促す競争環境を
構築できます。社員が事前に設定されたパフォーマンス メトリックを達成したら、賞や特典の授与や表
彰を行います。

ゲーミフィケーションのコンプライアンス
Spring 2018 リリースでは、一般データ保護規則 (GDPR) の要件に対応しました。詳細については、
Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。
また、営業担当者は、能力に関係なく、チーム コンテストで競争に参加することができます。 業界最
高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust Center の情報を参照してください。

Dynamics 365 for Sales Professional ユーザー ライセンス
Sales では Spring 2018 から、Professional (新登場) と Enterprise (提供中) という 2 種類のライセ
ンスをビジネス要件に応じて選択できるようになりました。
それぞれの Sales ライセンス オプションの内容を比較したり、お客様の組織に最適なプランを判断す
るには、Sales の価格ページをご確認ください。
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カスタマーサービス
Dynamics 365 for Customer Service
Spring 2018 リリースでは、Customer Service Hub、Dynamics 365 ポータル、お客様の声
(VoC)、Unified Service Desk で、ユーザー エクスペリエンス、パフォーマンス、開発者の生産性、
コンプライアンスの向上に取り組みました。
主な内容は以下のとおりです。
Customer Service Hub アプリケーションによるサポート案件とナレッジの管理。ユニファイドイン
ターフェイス フレームワークを基盤として開発された Customer Service Hub は、サポート案件とナ
レッジの管理アプリケーションとして、画面の大きさ、デバイスの種類や向きにかかわらず、直観的に
使用できます。
外部オーディエンス向けクラウド ホスト型 Web ポータルの作成に使用できる Dynamics 365 ポー
タル。Dynamics 365 ポータルでは、添付ファイル内の検索機能や改良された開発者向けデバッグ機能
を利用できます。
単一のインターフェイスに複数のコミュニケーション チャネルを集約した Unified Service Desk。
Spring 2018 リリースには、カスタマイズを分析して問題を検出し、効率的なカスタマイズや拡張の開
発と展開を支援する、ベスト プラクティス アナライザーが含まれています。カスタマイザーは、
Unified Service Desk (パブリック プレビューのみ) 内に Customer Service Hub ページをホスト
し、業務プロセス フローを統合することもできます。
お客様の声の機能強化により、アンケート調査の作成とフィードバック分析が可能に。お客様の声機能
では、アンケート調査の連鎖削除が可能になり、調査の翻訳機能が強化されたほか、後続の質問に対す
る動的な回答挿入機能が追加され、Power BI 用のお客様の声の分析コンテンツ パックによって分析機
能が向上しました。

Spring 2018 における Customer Service の新機能の概要
2018 年 4 月 – 一般提供
コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

Customer Service Hub
•

ユニファイドインターフェイス フレームワークをベースとした Customer Service Hub による、サ
ポート情報記事と案件の管理。

Unified Service Desk
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ベスト プラクティス アナライザー – カスタマイズや拡張の問題を検出する開発者用ツール。

2018 年 4 月 – パブリック プレビュー
•

Unified Service Desk とユニファイドインターフェイスの統合

効率的なサポート案件の解決を促す Customer Service Hub
Customer Service Hub は、エージェントがサービスとサポート
をすばやくパーソナライズして提供できるように設計されていま
す。このアプリは対話型ダッシュボード、ガイド付き業務プロセ
ス フロー、顧客とのコミュニケーションを集約して表示するタイ
ムラインを備えており、エージェントの業務を簡略化し、生産性
を向上するのに役立ちます。
このアプリは Web ブラウザーとモバイルで利用できます。

参考情報
Customer Service および
Customer Service Hub の概要
Customer Service Hub のヘル
プとトレーニング
Customer Service Hub のユー

対話型ダッシュボード

ザー ガイド

Customer Service Hub ダッシュボードは、エージェントとスー
パーバイザーがワークロードを確認し、問題に対処するためのワンストップの作業環境です。ダッシュ
ボードでは、各種のエンティティ ビューやキューから取得した情報を簡単に確認し、対応することがで
きます。さらに、視覚的フィルターやグローバル フィルター、タイムフレーム フィルターを適用して
追加のフィルタリングを行い、すぐに対応するべき対象を迅速に絞り込むことができます。
エージェント向けの第 1 層ダッシュボード
第 1 層マルチストリーム ダッシュボードが既定で表示されます。第 1 層ダッシュボードは、エージェン
トが初期レベルのサポートを行い、複数の顧客の問題を並行して取り扱う場として設計されています。
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サービス エージェント向けの第 1 層ダッシュボード

サービス マネージャーまたは第 2 層エージェント向けの第 2 層ダッシュボード
第 2 層シングルストリーム ダッシュボードでは、カスタマー サービス マネージャーと第 2 層エージ
ェントがより複雑なサポート案件やエスカレーションされた案件を 1 つのビューで監視することができ
ます。
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サービス マネージャーと第 2 層エージェント向けの第 2 層ダッシュボード
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標準化されたサポート案件処理の業務プロセス フロー
業務プロセス フローに従うことで、エージェントはサポート案件データを確実に入力し、毎回同じ手順
で顧客に対応できるようになります。
業務プロセス フローは、複数のプロセス段階に対するフローティングと固定モードをサポートしている
ため、エージェントはサポート案件情報を表示し、複数のプロセス段階を同時に更新することができま
す。

あるサポート案件レコードに関する業務プロセス フローの例
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顧客とのインタラクションやアクティビティを表示するタイムライン ビュー
ダッシュボードの [タイムライン] セクションに、顧客とのインタラクションやコミュニケーションを
アクティビティとして追加し、表示することができます。[タイムライン] セクションには、電子メール
の受信、フォローアップ タスク、自動生成のシステム投稿、顧客とのインタラクション中にとったメモ
など、1 つの案件に起こったすべてのことがまとめて表示されます。

サポート案件ダッシュボード上の顧客アクティビティ タイムライン

目次に戻る

35

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

参照パネルでのサポート情報記事の検索
参照パネルのタブでは、エージェントが関連レコードをすばやく検索したり、アカウント、連絡先、サ
ポート案件などに関するサポート情報記事を探したりすることができます。

サポート案件ダッシュボードの参照パネル
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サポート情報記事の作成、検索、公開、翻訳への対応
リッチテキスト エディターを使用して、十分な書式を設定したサポート情報記事を作成および編集する
ことができます。このエディターは、高度なスタイル設定、リンク設定、検索と置換、図表の挿入とい
った標準的なワード プロセッサー機能を備えています。また、サポート情報記事の検索、公開、翻訳が
可能です。公開前にプレビューして、サポート情報記事が各種デバイスでどのように表示されるかを確
認できます。

サポート情報記事エディター
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ナレッジ マネージャーと作成者は、対話型のナレッジ マネージメント ダッシュボードを使用して、サ
ポート情報記事の状態を監視します。

ナレッジ マネージャー向けダッシュボード

対話型サービス ハブから Customer Service Hub への更新
対話型サービス ハブは、Dynamics CRM Online 2016 Update 1 と Microsoft Dynamics CRM 2016
に含まれる Web ベースのカスタマー サービス アプリケーションです。
Dynamics の CRM 2016 か CRM Online 2016 Update 1、または Dynamics 365 (オンラインとオン
プレミス) Update 2.1 で対話型サービス ハブを使用している組織には、顧客主導更新スケジュールで
Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 にアップグレードできます。
CRM 2016 以前のバージョンからのアップグレードは、サポート対象外です。
Customer Service Hub への更新計画の詳細については、こちらのブログ記事をご覧ください (英
語)。
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Unified Service Desk の機能強化
Dynamics 365 の Unified Service Desk は、コール センター アプリケーションを作成するための構
成可能なフレームワークを備えており、これを利用して顧客データと膨大なコミュニケーション チャネ
ル (電話、チャット、電子メール、ソーシャル メディア) の統合ビューを 1 つのインターフェイスで実
現できます。

Unified Service Desk のベスト プラクティス アナライザー
ベスト プラクティス アナライザーは、カスタマイズや拡張の問題を検出する開発者向けツールであ
り、カスタマイズや拡張の効率的な作成と展開に役立ちます。

ユニファイドインターフェイス アプリと Unified Service Desk の統合 (パブリック プ
レビュー)
ユニファイドインターフェイス アプリと Unified Service Desk が統合され、セッション管理、カスタ
マイズ可能なレイアウト、エージェント ガイダンス、基幹業務アプリケーション、チャネル統合に一貫
性のあるユーザー エクスペリエンスが提供されます。

GDPR とアクセシビリティ
一般データ保護規則 (GDPR) のための投資により、欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。
詳細については、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。
アクセシビリティの機能強化により、支援技術を必要とするユーザーのアプリケーション利用をサポート
します。
業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust Center の情報を参照してください。

Dynamics 365 ポータル
Spring 2018 リリースでは、検索エクスペリエンスに添付ファイル内の検索機能が含まれました。ま
た、デバッグ機能の向上により、開発者のトラブルシューティングが容易になります。

Spring 2018 における Dynamics 365 ポータルの新機能の概要
2018 年 4 月 – 一般提供
コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

Dynamics 365 ポータル
•

ポータル認証キーの更新。

•

添付コンテンツの検索。
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認証キーの更新
Dynamics 365 ポータルは、Azure Active Directory にリンクしている認証キーを使用して、組織に
接続します。この認証キーの有効期間は 2 年です。管理者はキーの有効期限日の通知を受けた後に、そ
の認証キーを更新することができます。詳細については、こちらから「ポータル認証キーの更新」をご
覧ください。

トラブルシューティングの向上
Dynamics 365 ポータルでは、コンテキストに応じた詳細なエラー情報と診断ログが表示されるほか、
開発者はカスタム エラー メッセージを定義して、一貫性のある確実なトラブルシューティングを実行
することができます。デバッグとトラブルシューティングの詳細については、こちらの「ポータル エラ
ー ログの表示」をご覧ください。

サポート情報記事の添付ファイルに対する検索
サポート情報記事の添付ファイルが検索可能になり、適切な検索結果を得やすくなりました。

サポート情報記事の添付ファイルが検索可能に

GDPR とアクセシビリティ
Dynamics 365 ポータルに送信されて処理される顧客データは、欧州連合によって制定された一般デー
タ保護規則 (GDPR) の要件に対応するよう構成できます。このソリューションを使用すると、カスタム
使用条件の構成、年齢制限、保護者の同意などの要件を構成できます。
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詳細については、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。
アクセシビリティの機能強化により、支援技術を必要とするユーザーのポータル利用をサポートしま
す。業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust Center の情報を参照してくだ
さい。

お客様の声 (VoC)
Spring 2018 リリースのお客様の声 (VoC) ソリューションでは、アンケート調査の連鎖削除が可能に
なり、調査の翻訳機能が強化されたほか、後続の質問に対する動的な回答挿入機能が追加され、Power
BI 用のお客様の声の分析コンテンツ パックによって分析機能が向上しました。

Spring 2018 におけるお客様の声機能の新機能の概要
2018 年 4 月 – 一般提供
コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

信頼性
•

アンケート調査の翻訳に関する機能強化。

•

セルフトラブルシューティングの有効化。

ユーザー エクスペリエンスの強化
•

Power BI を使用したお客様の声の分析。

•

顧客の回答を動的に質問に組み込む、アンケート調査のパーソナライズ。

•

アンケート調査の連鎖削除。

•

VoC 構成の復元。

アンケート調査の連鎖削除
ユーザーが調査を削除すると、その調査に従属しているエンティティも削除されます。わかりやすいよ
うに、調査の削除に必要なアクションが画面に表示されます。

お客様の声の構成の復元
管理者は、うっかり構成を削除した場合や誤って構成した場合に、その構成の修正や復元を行うことが
できます。
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アンケート調査の翻訳に関する機能強化
調査をプレビューまたは公開するときに、誤って翻訳された文字列や正しくない HTML 形式が調査の
翻訳ファイルに含まれていないかが検証されます。翻訳ファイル内の文字列に問題があれば、エラー ロ
グで指摘されます。ユーザーは、調査スニペットへの入力として言語を指定することで、招待メール内
の調査リンク テキストを翻訳し、受信者のロケールに合わせてパーソナライズすることができます。

顧客の回答を動的に質問に組み込む、アンケート調査のパーソナライズ
[Answer Tag (回答タグ)] フィールドを使用して、質問への回答を後の質問と回答選択肢のテキストに
挿入し、アンケート調査をパーソナライズできます。調査の作成時に、最初の質問に関する回答タグの
値を入力し、後続の質問でその値を使用します。

最初の質問に対する回答タグの値を設定

後の質問で同じ回答タグの値を使用
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セルフトラブルシューティングの有効化
セルフトラブルシューティングは、管理者やアンケート調査デザイナーが調査の構成に関する問題を特
定する際に役立つ機能です。検証テストにより、調査の構成や調査自体がコンテキストに応じて検証さ
れます。結果はログ ファイルをダウンロードするオプションと共に、画面に表示されます。

Power BI を使用したお客様の声の分析
Power BI 用のお客様の声分析コンテンツ パックを使用すると、調査と回答に関するインサイトを収集
できるようになります。管理者や調査デザイナーは、平均ネット プロモーター スコア (NPS)、平均顧
客満足度 (CSAT) スコア、回答率などの指標を追跡できます。ダッシュボードとレポートに調査の質問
に対する図表と分析が表示され、ユーザーは調査データを調べて分析することができます。

GDPR に対する投資
一般データ保護規則 (GDPR) のための投資により、欧州のプライバシー関連法の要件に対応していま
す。詳細については、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

アンケート調査ページのアクセシビリティ
調査回答者が回答を送信するポータルは、支援技術を必要とするユーザーがアクセスして、調査ページ
を利用できるように作られています。業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、
Trust Center の情報を参照してください。

Dynamics 365 for Field Service
Spring 2018 リリースの Field Service アプリケーションには、リソース スケジューリングと最適化
の向上、GDPR とアクセシビリティの機能強化、ユニファイドインターフェイス フレームワークを基
盤としたアプリによる新しいユーザー エクスペリエンスなどが含まれています。
Microsoft Dynamics 365 for Field Service は、2018 年 4 月開始の Dynamics 365 for Field
Service Insiders プログラムのメンバー選出を目的としたプライベート プレビューでご利用いただけ
ます。詳細情報と登録については、Dynamics 365 Insider ページをご覧ください。

Spring 2018 における Field Service の新機能の概要
2018 年 4 月 – プライベート プレビュー
コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

目次に戻る

43

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

Field Service アプリ
•

ユニファイドインターフェイス フレームワークが基盤。

•

Common Controls Framework (CCF)。

•

3D コンテンツと顧客資産レコードの関連付け。

ユニバーサル リソース スケジュール (URS) ソリューション
•

スケジュール ボードのリスト ビュー。

リソース スケジュール最適化 (RSO) ソリューション
•

拡張可能なスコープ。

•

シミュレーションとして実行。

•

スキル レベルの指定。

Connected Field Service (IoT) ソリューション
•

ユニファイドインターフェイス フレームワークが基盤。

•

デバイス ツインによるデバイスの状態とプロパティの同期。

•

デバイス ツインによるデバイス タグの同期。

•

デバイス カテゴリを使用したデバイス プロパティとコマンドの構成。

Field Service アプリの機能強化
Field Service アプリはカスタマー サービス アプリケーションと連携して、フィールド ベースのサー
ビス チームに対する管理を支援します。Field Service アプリには、次のような機能を備えています。
•

作業指示管理。

•

顧客サイトに出向する現場技術者のスケジュール設定、派遣、ルーティング。

•

修理および返品管理。

•

在庫管理。

•

現場技術者向けモバイル アプリ。
*一部機能は日本で未提供です

ユニファイドインターフェイス フレームワークが基盤
Spring 2018 リリースの Field Service アプリは、ユーザー エクスペリエンスの向上を目指し、ユニ
ファイドインターフェイス フレームワークを基盤として開発されました。このアプリは一貫性のある統
一ユーザー インターフェイスを備えており、レスポンシブ デザインの原則に従って、画面の大きさや
デバイスの種類を問わず、最適な表示を行います。
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ユニファイドインターフェイス フレームワークを利用した作業指示書

Common Controls Framework (CCF)
ユーザー インターフェイス コントロールに Common Controls Framework (CCF) を使用して、他の
Dynamics 365 ビジネス アプリケーションとの一貫性を確保しています。アプリケーションのどの画
面でも、コントロールが一貫性のある使い慣れたパターンで表示されるので、Field Service ユーザー
は使い方をすぐに習得し、生産性を向上できます。

3D コンテンツと顧客資産レコードの関連付け
修理を行う現場技術者にとって、3D コンテンツは強い味方になります。3D モデルや一連の手順をア
ップロードして (Dynamics 365 に直接、または外部にホスト)、顧客資産レコードに関連付けると、
現場技術者がモバイル アプリでそれらのコンテンツを使用できます。サポートしている 3D ファイル形
式は、glTF、GLB、OBJ です。
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3D モデル画像、NASA の許可を得て掲載

ユニバーサル リソース スケジュール (URS) の機能強化
ユニバーサル リソース スケジュール (URS) は、Customer Service、Field Service、Project Service
アプリのスケジュールを設定する機能です。また、システム内の任意のエンティティのスケジュールを
設定することもできます。

スケジュール ボードのリスト ビュー
リスト ビューを使用してスケジュール ボードを調整し、目的に応じた形でデータを表示できます。た
とえば、リスト ビューでスケジュール ボード上の予約可能なリソースを処理したり、時間、日、週、
月ごとのスケジュール ボード ビューで、リソースの空き時間を検索するといった使い方が可能です。

リソース スケジュール最適化 (RSO) の機能強化
リソース スケジュール最適化 (RSO) は、Dynamics 365 for Field Service アプリケーション用のアド
オン機能で、最適なリソースに対する作業指示のスケジュールを自動的に設定すると同時に、出張時間
や業務時間などの多くの制限事項を考慮して予定を最適化することができます。
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拡張可能なスコープ
リソース スケジュール最適化ソリューションでは、スコープを使用して、リソースに関する入力、リソ
ース要件、リソース予約を定義し、最適化の対象期間を設定します。拡張可能なスコープと共に、
Dynamics 365 のエンティティ ビューを活用して、簡単かつ柔軟に最適化の対象を定義することがで
きます。

スケジュール最適化スコープ

シミュレーションとして実行
管理者は、スケジュールをシミュレーションとしてオンデマンドで実行し、実際の予約に影響を及ぼさ
ずにリソース予約の結果を見ることができます。この機能は、管理者が最適化スコープ、制約、目標な
どのパラメーターに対する調整の効果を把握し、ビジネスの目標や目的に一致した最適化構成を決定す
るのに役立ちます。

スキル レベルの指定
リソース要件に、スキルだけでなく、作業に必要なスキル レベル (または評価) も含めることができま
す。必要なスキル (やリソースの特性) の評価レベルを検討することで、求められるスキルや習熟度に
よくマッチしたリソースが見つかりやすくなります。
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Connected Field Service (IoT) の機能強化
Connected Field Service は、サービス部門がサービスの問題を事前に検出し、トラブルシューティン
グを実施して解決するのに役立ち、必要な場合にのみ技術者を派遣できるようになります。サービス部
門は IoT アラート、デバイスの障害状態、予防的なメンテナンス通知を通じて、フィールド サービス
マネージャーや技術者に、新規サポート案件や作業指示書の作成、顧客資産をリモートで制御するコマ
ンドの送信、修理に必要な部品の調達といった各種アクションを実行するタイミングを伝達できます。

ユニファイドインターフェイス フレームワークが基盤
Spring 2018 リリースの Connected Field Service ソリューションは、ユーザー エクスペリエンスの
向上を目指し、ユニファイドインターフェイス フレームワークを基盤として開発されました。このアプ
リは一貫性のある統一ユーザー インターフェイスを備えており、レスポンシブ デザインの原則に従っ
て、画面の大きさやデバイスの種類を問わず、最適な表示を行います。

デバイス ツインによるデバイスの状態とプロパティの同期
Connected Field Service には、顧客の資産やデバイスが表示されます。これらの資産やデバイスを
Azure IoT Hub に登録することで、Azure IoT Hub を介してメッセージを送信し、アラートを生成す
ることができます。
Spring 2018 リリースでは、Connected Field Service は対応が必要なメッセージを受信するだけでな
く、Azure IoT のデバイス ツイン機能を使用します。デバイス ツインは、物理デバイスを仮想クラウ
ドに表示し、メタデータや構成データを保持するための JSON ドキュメントで、物理デバイスと常に同
期されます。
Connected Field Service はデバイス ツインの情報を利用して、デバイスの状態、接続速度に関するハ
ートビート、機械の振動などの動作状態をデバイスが報告できるようにします。フィールド サービス業
務マネージャーは、グラフィカルなダッシュボードでデバイスの状態やプロパティを視覚的に把握でき
ます。たとえば、IoT Hub を介してタンクの容量を監視し、ダッシュボードで確認できます。その容量
がしきい値に達したら、対応するよう指定したユーザーにアラートが送信されます。

デバイス ツインによるデバイス タグの同期
デバイス ツイン タグは、デバイスをグループ化して検索と特定を容易にします。デバイス ツイン用のタ
グは、Connected Field Service での作成後、デバイスによる認識が可能な JSON 形式に変換されます。
タグを使うことで、簡単にデバイスの用途や ID などのプロパティでグループ化できるようになりま
す。たとえば、同様の修理が必要な顧客資産を特定のタグでグループ化できます。

デバイス カテゴリを介したデバイス プロパティとコマンドの構成
Azure IoT Hub に IoT デバイスを登録して接続し、構成を行うと、Connected Field Service がデバ
イス ツインからプロパティと構成を取得できるようになります。
Spring 2018 リリースでは、フィールド サービスのマネージャーと技術者がデバイス プロパティを個
別にまたは一括して定義できます。たとえば、フィールド サービス マネージャーは、温度や振動な
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ど、特定のカテゴリのデバイスに一般的な測定項目を追加し、プロパティの更新やしきい値の構成、コ
マンドの送信を行うことができます。
フィールド サービスのマネージャーと技術者は、再起動やシャットダウンの時間など、事前に定義され
たコマンドを使用して機器を制御することも可能です。

Dynamics 365 for Project Service Automation
Spring 2018 リリースの Project Service には、多次元の価格設定機能、GDPR とアクセシビリティの
機能強化、ユニファイドインターフェイス フレームワークを基盤としたアプリによる新しいユーザー
エクスペリエンスなどが含まれています。
Project Service は、2018 年 4 月開始の Dynamics 365 for Project Service Insiders プログラムの
メンバー選出を目的としたプライベート プレビューでご利用いただけます。詳細情報と登録について
は、Dynamics 365 Insider ページをご覧ください。

Spring 2018 における Project Service の新機能の概要
2018 年 4 月 – プライベート プレビュー
コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細につい
ては、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

Project Service Automation アプリ
•

ユニファイドインターフェイス フレームワークが基盤。

•

Common Control Framework (CCF)。

•

リソース料金設定用のカスタム価格ディメンション。

•

ディメンションの優先度とディメンション コンテキストに基づく価格決定。

•

価格の値上げと値下げ。

•

作業分解構造 (WBS) の編集可能グリッドとガント チャートによる視覚化。

•

拡張可能な時間と経費の入力。

Project Service 用ユニバーサル リソース スケジュール
•

スケジュール ボードのリスト ビュー。

Project Service アプリの機能強化
Project Service アプリは、営業チームとサービス提供チームが顧客に対応し、請求可能なプロジェク
トを予算内で時間どおりに提供するうえで役立ちます。Project Service は次のような業務に有用で
す。
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•

作業の評価、見積もり、契約。

•

タスクの計画とスケジュール。

•

リソースの割り当てと使用状況のバランス調整。

•

チームの協調とコラボレーションに関する改善。

•

時間、経費、進捗の把握と承認。

•

契約内容に応じた請求。

•

財務状況の追跡と全体的なパフォーマンスの監視。

バージョン 18.1.1

*一部機能は日本では未提供です

ユニファイドインターフェイス フレームワークが基盤
Spring 2018 リリースの Project Service アプリは、ユーザー エクスペリエンスの向上を目指し、ユ
ニファイドインターフェイス フレームワークを基盤として開発されました。このアプリは再設計によっ
て一貫性のある統一ユーザー インターフェイスを備えており、レスポンシブ デザインの原則に従っ
て、画面の大きさやデバイスの種類を問わず、最適な表示を行います。

ユニファイドインターフェイス フレームワークを利用した作業分解構造

Common Controls Framework (CCF)
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ユーザー インターフェイス コントロールに Common Controls Framework (CCF) を使用して、他の
Dynamics 365 ビジネス アプリケーションとの一貫性を確保しています。アプリケーションのどの画
面でも、コントロールが一貫性のある使い慣れたパターンで表示されるので、Project Service ユーザ
ーは使い方をすぐに習得し、生産性を向上できます。

リソース料金設定用のカスタム価格ディメンション
このリリースで更新された Project Service ソリューションでは、多様なビジネス要件を満たせるよう
柔軟性を最大限に高めるために、コストや料金のセットごとに価格ディメンションを適用することがで
きます。ディメンション値を既定値として設定し、リソース プロファイリングから時間入力、プロジェ
クトの実績まで、原価計算と価格設定のプロセス全体に適用することができます。顧客固有の構成や、
変更または拡張には、カスタマイズ可能な Dynamics 365 標準のインフラストラクチャが使用されま
す。

コストと販売価格を管理するディメンションの選択と優先度設定
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サンプルの価格表。価格ディメンションとして使用する標準的な役職と作業場所のカスタム フィールドを表示

サンプルの価格表。価格ディメンションとして、ロール、リソース稼動単位、作業場所を設定
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ディメンションの優先度とディメンション コンテキストに基づく価格決定
価格ディメンションごとに、システム管理者が定義したコスト、購入、営業などのコンテキストに応じ
て優先度を割り当てられるようになりました。価格設定 API を再帰的に実行し、ディメンションの優先
度に従って入力ディメンションと価格設定を照合して、一致のない場合にのみ、既定値をゼロに設定し
ます。

価格の値上げと値下げ
価格は基本価格にパーセントベースの値上げ率を乗じて、残業時間や危険な労働条件などを反映させ
て、設定することができます。この値上げまたは値下げは、管理者が定義したロールやリソース単位な
ど、構成済みの価格ディメンションに関連付けられています。また、優先度に基づく値上げ額や値下げ
額の決定もサポートしています。

価格ディメンションに対する値上げ設定の適用
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コスト価格の値上げの構成

販売価格の値上げの構成
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作業分解構造 (WBS) の編集可能グリッドとガント チャートによる視覚化
Spring 2018 リリースでは、ガント チャートを利用して作業分解構造 (WBS) を視覚化する編集可能
なグリッドを導入しました。また、名前付きリソースをタスクに割り当てる前に、プロジェクト チーム
への配属を予約しておく必要がありましたが、この制約を廃止しました。
プロジェクト マネージャーは、事前の予約なしで、名前付きリソースや汎用リソースをプロジェクト
タスクに割り当てることができます。また、名前付きリソースを作成し、インストール済みの Sales、
Service、Field Service、Project Service アプリのユーザー用に割り当てることもできます。プロジェ
クトの計画を詳細に決定した後に、正式な予約や予約のリクエストを実行できます。
この機能は、プロジェクト マネージャーのエクスペリエンスを簡素化し、業務スケジュールの設定に
Project Service を利用できる幅広いシナリオで役立ちます。

プロジェクト タスクに対する名前付きリソースや汎用リソースの割り当て

拡張可能な時間と経費の入力
ユニファイドインターフェイス フレームワークが使用されているため、組織に固有のビジネス ポリシ
ーとワークフローに合わせて、時間と経費の入力用ユーザー インターフェイス コントロールをカスタ
マイズできます。時間と経費の入力フォームに新しいフィールドを追加できるほか、既存のフィールド
を拡張してカスタム シナリオに対応することもできます。
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Project Service 用ユニバーサル リソース スケジュール
Project Service アプリは、ユニバーサル リソース スケジュール ソリューションを基盤として作成さ
れており、プロジェクト マネージャーやリソース マネージャーがオープン プロジェクト チームのメン
バーとして割り当てるリソースを検索して予約するのに役立ちます。

スケジュール ボードのリスト ビュー
Spring 2018 リリースにはスケジュール ボード リスト ビューが含まれており、ユーザーはリスト ビ
ューを使用してスケジュール ボードを調整し、目的に応じた形でデータを表示できます。たとえば、リ
スト ビューでスケジュール ボード上の予約可能なリソースを処理したり、時間、日、週、月ごとのス
ケジュール ボード ビューで、リソースの空き時間を検索するといった使い方が可能です。
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業務、財務
Dynamics 365 for Finance and Operations
Spring 2018 リリースの Dynamics 365 for Finance and Operations では、システム パフォーマン
ス、サービス、信頼性、拡張性が強化されています。また、他の Dynamics 365 製品との新しい統合
方法を提供し、マイクロソフトのビジネス生産性ツール群に追加されています。今回のリリースには、
次のような機能が含まれています。
•

マイクロソフトが管理するプラットフォームと財務諸表に関する更新プログラムの強化。これにより、
サービスの信頼性と可用性が向上し、お客様は最新の改良点とクラウド拡張機能を利用できます。

•

オーバーレイ方式からコード不要の拡張方式への移行による、カスタマイズ方式の変更。
Extensions の採用により、マイクロソフトはお客様の業務を妨げることなく、今後のリリースによ
る影響やコストを最小限に抑えて Finance and Operations を提供します。また、Finance and
Operations のフォーム ページに PowerApps を埋め込む機能と、コードを書かずにカスタム フィ
ールドを追加する機能も追加しました。

•

カスタマイズ可能なプロジェクトを使用してデータを同期させるデータ統合機能。標準テンプレー
トを使用してカスタム統合プロジェクトを作成し、追加の標準フィールド/エンティティやカスタム
フィールド/エンティティをマッピングして、統合を調整し、特定のビジネス ニーズを満たすこと
ができます。新しいデータ統合機能は、Finance and Operations の機能と Dynamics 365 for
Field Service、Dynamics 365 for Talent、Dynamics 365 for Project Service Automation の機
能との間で使用できます。

•

お客様が必要に応じて手軽にサポートを利用できる Lifecycle Services (LCS) ツール。
o

テレメトリに応じたサポート技術情報の推奨事項を提示する機能により、マイクロソフトは修
正プログラムによる問題解決の有効性を把握し、お客様に修正プログラムをプロアクティブに
提供します。これにより、お客様は修正プログラムが既に存在している問題の解決策を、より
短時間で特定できます。

o

お客様がサポート案件を入力すると、サポート技術情報の推奨事項リストが表示されます。ま
た、ユーザーの入力に基づいて検索結果が継続的に向上します。この機能は関連の深い検索結
果を提示し、サポート案件を送信する前に解決策を特定するのに役立つので、お客様がサポー
ト案件を送信する必要性を減らします。

o

稼働停止のレポート機能は、実稼働環境のサービスが品質低下を起こしたり利用できなくなっ
たりした場合に、迅速かつ効果的にマイクロソフト サポートに問題をエスカレーションするチ
ャネルとして機能します。

•

お客様の業務プロセスとデータを分析し、重要なインサイトと推奨事項をプロアクティブに提示す
るインテリジェンス アプリケーション。このようなアプリケーションには、最適化アドバイザーや
与信および回収などがあります。
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仕入先コラボレーション ツールと倉庫管理ツールに対する機能強化。お客様による業務の合理化と
迅速化を可能にします。

•

グローバリゼーション機能の拡充。具体的には、プロジェクト管理および会計モジュールでのイン
ド物品・サービス税 (GST) のサポート、コードを必要としない構成の機能強化、Dynamics 翻訳サ
ービス (DTS) を使用したドキュメント (.docx および .html 形式) の翻訳機能などがあります。

Spring 2018 における Finance and Operations の新機能の概要
2018 年 4 月 – 一般提供
ビジネスの生産性
•

アラート - クライアントベースのアラート機能により、請求料金の支払いや顧客によるアドレス変更
などのビジネス イベントに基づくアラート ルールを定義できるようになりました。

•

最適化アドバイザー - テレメトリを使用して、お客様の業務プロセスの分析や最適化機会の特定、ア
プリケーション データに基づく機会の定量化を行い、ソリューションを提案します。

•

モバイル用プロジェクト タイムシート - 社員がプロジェクト タイムシートを作成し、送信できま
す。お気に入りの保存や以前のタイムシートからコピーする機能で、すばやく正確に時間を入力でき
ます。

•

既定のプロジェクト フルフィルメント時間の編集 - プロジェクト リソース マネージャーは、プロジ
ェクト予約フルフィルメント プロセスの一環として、既定の時間を編集できます。

•

タスク終了日以降のプロジェクト リソースの予約 - プロジェクト リソース マネージャーは、現在予
定されているタスク終了日以降に、そのタスクにリソースを割り当てることができます。

•

個人検索レポート - Finance and Operations で個人とその人のデータを検索することができます。

•

顧客および仕入先テーブルのデータ共有 - 複数の法人間で、顧客および仕入先テーブルと多くの関連
テーブルのデータを共有できます。

•

1 つの伝票 – 1 つの伝票機能は、総勘定元帳パラメーターで既定でオフになっています。

拡張性とカスタマイズ
•

Extensions のみによるカスタマイズ - オーバーレイ方式から拡張方式（Extensions）への変更によ
り、次のリリースへのカスタマイズの移行を簡略化しました。

•

拡張機能の要求 - お客様は、必要なシナリオに応じた拡張サポートを製品に追加するよう、マイクロ
ソフトにリクエストを送信できます。Spring 2018 リリースでは、この機能を Lifecycle Services に
移動して強化しました。

•

ワークスペースとフォームへの PowerApps の埋め込み - PowerApps を使用して、外部ソースから
取得したデータを Finance and Operations データに埋め込むことができます。

•

カスタム フィールド - コーディングを行わない拡張機能を使用してカスタム フィールドを追加し、
ビジネス要件に応じてアプリケーションを調整することができます。

統合
•

Common Data Service (CDS) との統合
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Dynamics 365 for Field Service との統合 - データ インテグレーターを活用して、Finance and
Operations の外部で Field Service のアクティビティが行われるシナリオをサポートするデータ統合
を提供します。

サポート エクスペリエンスの向上
•

テレメトリベースのサポート技術情報の推奨事項 - 実稼働環境から収集したテレメトリを使用して、
テナントに適用するアプリケーション修正プログラムを特定できます。

•

サポート案件入力時のサポート技術情報の推奨事項 - LCS はテレメトリに応じてサポート技術情報の
推奨事項を提示します。

•

稼働停止のレポート - 実稼働環境のサービスが品質低下を起こしたり利用できなくなったりした場合に迅
速かつ効果的にマイクロソフト サポートに問題をエスカレーションするチャネルとして機能します。

サプライ チェーン管理
•

仕入先コラボレーション – RFQ プロセス - 機能強化により、入札者 (ベンダーまたは調達部門) を明
示しやすくなりました。

•

部分的な出荷 (分割出荷) - 単一または複数の積荷の全部または一部を積載することができます。

•

複数拠点における即時の補充 - ウェーブの実行時に場所のディレクティブ行に対する配賦が失敗し、
その行に補充テンプレートが設定されている場合に使用されます。

•

倉庫での計数と調整に追加された理由コード - 計数や調整の実行時に理由コードを追加できます。

•

高度な倉庫運用プロセスのためのバッチ バランシング。

•

埋め込み Power BI を使用した原価管理用の分析ワークスペース – 新しい原価管理とコスト分析のワ
ークスペース。

グローバリゼーション
•

インド向けローカリゼーション – プロジェクトとアップグレード - ユーザーがプロジェクト管理およ
び会計モジュールのインド物品・サービス税 (GST) を管理でき、AX 2012 のお客様は Dynamics
365 for Finance and Operations にアップグレードできます。

•

翻訳サービスの機能強化 - Dynamics 翻訳サービス (DTS) では現在、ユーザー インターフェイス翻
訳のサポートに加えて、Microsoft Word と HTML 形式 (.docx、.html) のドキュメント翻訳をサポ
ートしています (パブリック プレビュー)。

•

構成可能性の強化 - 新機能として、インポートやテストのシナリオに対応し、コーディングなしでの
構成を幅広くサポートしました。

サービス、パフォーマンス、展開
•

プラットフォームと財務諸表に関する更新プログラムの提供の強化 - ソフトウェア更新プログラムの
提供方法に対するこれらの強化は、展開時間の短縮とサービス信頼性の向上をもたらします。

•

アップグレードの自動化 - アップグレードは自動化されますが、メジャー バージョンのアップグレー
ドは、お客様が非実稼働環境の LCS を使用してセルフサービスで実行します。

•

サービスの強化 - 中核的な業務プロセスに対するサービス監視とアラートを追加し、使用頻度の高い
フォームのフォーム ロード パフォーマンスを改善しました。

•

Lifecycle Services のサンドボックス セルフサービス自動化と RDP ロックダウン。

•

オンプレミス展開の更新。

目次に戻る

59

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細について
は、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

2018 年 4 月 – プレビュー
•

規制サービス – 構成 (4 月末から利用可能) - 規制サービスの目的は、コーディングが不要なプログラ
ミング方法で、ユーザーが電子的なレポート書式や税ルールを構成できるようにして、基礎アプリケ
ーションでコードを書く必要性をなくすことです。

•

顧客支払インサイト (プレビュー) - 顧客支払インサイト (プレビュー) は、機械学習を使用して請求
書の支払時期を予測し、顧客が期日までに支払を行う可能性が最大限に高まるように調整できる最適
化戦略を提示します。

統合
•

Dynamics 365 for Talent との統合 (パブリック プレビュー) - 適切な人事管理情報を Finance and
Operations に提供します。

•

Dynamics 365 for Project Service Automation との統合 (プライベート プレビュー) - データ イン
テグレーターを活用して、Finance and Operations の外部でプロジェクトとリソースの管理業務を
実行し、Finance and Operations でプロジェクト会計業務を行うシナリオをサポートします。

拡張性とカスタマイズ
•

拡張可能なプロジェクト作業分解構造 – (開発中。プレビュー日は未定) 拡張を使用したプロジェクト
作業分解構造のカスタマイズが可能になります。プロジェクト作業分解構造に使用されていた階層型
グリッド コントロールに代わって、階層型データをサポートする標準グリッドを使用します。

アラート
Finance and Operations では、アラートは重要イベントの通知システムとして機能します。アラート
を設定すると、追跡しているイベントが営業時間中に起きたときにすぐ通知を受け取ることができま
す。独自のアラート ルールのセットを作成して、配送の遅延、注文の削除、価格の変更など、対応しな
ければならないイベントに関するアラートを受信できます。

アラート ルールの作成
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アラート ルールを作成し、現場で特定の変化が起きたときにアラートを受け取るよう設定することがで
きます。たとえば、ユーザーは、顧客の返品数が大きな問題になる企業の営業部門で働いているとしま
す。ユーザーはあらゆる返品に関するアラートを受信し、直ちに商品が返品された理由を調査する必要
があります。そのため、いずれかの販売注文の [ステータス] フィールドが [キャンセル済] に変更され
たときにアラートをトリガーする、というルールを作成します。
また、ページでのレコードの作成または削除時にアラートを生成するよう指定することもできます。たとえ
ば、ユーザーが [All customers (すべての顧客)] ページで自分の知らないうちに顧客が削除されるのを望ま
ない場合は、そのページでレコードが削除されたときにアラートをトリガーするルールを作成します。
ページのフィールドやレコードに関して指定のイベントが発生すると、アラートが送信されます。これらの
アラートを参照して、ビジネスをより効果的に監視し、必要に応じて修正措置を講じることができます。
アラートは Finance and Operations の一括処理機能で処理されます。アラートの利用を開始する前
に、一括処理機能を設定する必要があります。

最適化アドバイザー
最適化アドバイザーは、お客様の事業運営にさらなる可視性とインテリジェンスを加え、効率を向上さ
せます。ビジネス ユーザーが利用できるこのシステムは、テレメトリを活用して、業務プロセスの分析
や最適化機会の特定、アプリケーション データに基づく機会の定量化を行い、ソリューションを提案し
ます。
今回のリリースでは、最適化アドバイザー ルールで以下の項目を分析します。
•

在庫原価計算のパフォーマンス。

•

倉庫管理でのウェーブ処理と作業作成のパフォーマンス。

•

アプリケーションの全体的なパフォーマンス。この分析に続いて、最適化アドバイザーは、使用中
の業務プロセスのパフォーマンス改善に役立つ、システム構成設定の変更を提案します。

•

部品表、経路、在庫管理にまたがるマスター データの品質。

•

システムによってロックされている財務仕訳帳をロック解除できるかどうか。

最適化の機会
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業務プロセスを実行した後に、アクション センターに通知が表示されます。ユーザーがその通知を開く
と、最適化アドバイザー ワークスペース内の機会に転送されます。ユーザーはそこで機会のリストを確
認し、推奨されるアクションを実行するかどうかを判断します。可能であれば、システムが自動的にそ
のアクションを実行し、手動での手順が必要な場合には、適切な場所にユーザーを転送します。アクシ
ョンがビジネスに適していない場合は、その機会を非表示にするか、分析を非アクティブ化することが
できます。組織がビジネス用に新しい最適化アドバイザー ルールを作成することもできます。
次の例では、倉庫内で、ある経路の所要時間がシステムの平均実行時間と異なることから、時間効率の
悪い経路として検出されています。

最適化アドバイザーの推奨

最適化アドバイザーの詳細については、こちらのビデオ (英語) を視聴するか、最適化アドバイザーに
ついてのドキュメント (英語) をご覧ください。
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モバイル用プロジェクト タイムシート
プロジェクト タイムシートは、社員がプロジェクト タイムシートを作成して送信し、特定のプロジェ
クトに要した時間を記録することができるモバイル アプリです。新しいタイムシートをゼロから作成す
るか、既存のタイムシートからデータをコピーして、正確な時間を手早く入力することができます。代
理人として指名された社員が、他の社員のタイムシートを入力することも可能です。また、プロジェク
トやリソース、承認の状態でフィルタリングし、すばやくタイムシートを見つけて選択できます。さら
に、タイムシート上のプロジェクトやアクティビティの情報をお気に入りとして保存する機能もありま
す。後にタイムシートを作成するときに、保存しておいたお気に入りを利用して時間入力を短縮できま
す。プロジェクト タイムシートには、モバイル デバイスの Web ブラウザーからアクセスできます。

モバイル用プロジェクト タイムシート

既定のプロジェクト フルフィルメント時間の編集
プロジェクト リソース マネージャーは、プロジェクト予約フルフィルメント プロセスの一環として、
既定の時間を表示し、編集することができます。既定では、プロジェクトの開始時から予定のタスク期
間にリソースを割り当てます。これがリソースの実際の空き時間に適合しない場合は、リソース マネー
ジャーが既定のフルフィルメント時間を調整する必要があります。
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たとえば、あるタスクを 2 月 26 日から開始すると設定し、所要時間が 20 時間と見込まれる場合は、
選択されたリソースに対して 2 月 26 日から既定の時間が割り当てられます。通常は初日に 8 時間、2
日目に 8 時間、3 日目に 4 時間が設定されるでしょう。しかし、この選択されたリソースがちょうど
他のプロジェクトを終えるところで、2 月 26 日はそちらのプロジェクトに 4 時間入ることになってい
るとします。リソースに割り当てられる既定時間に基づくと、初日がオーバーブッキング (12 時間) に
なってしまいます。この場合、リソース マネージャーは、時間の割り当てを編集し、初日は 4 時間
(両方のプロジェクトを合わせて 8 時間)、3 日目を 8 時間に変更することができます。または、2 日目
と 3 日目のプロジェクト タスクをそれぞれ 10 時間とし、初日を 0 時間とすることもできます (タス
ク スケジュール期間内にすべて割り当てています)。

既定のプロジェクト フルフィルメント時間の編集

タスク終了日以降のプロジェクト リソースの予約
プロジェクト リソース マネージャーが管理するリソースの中に、プロジェクト タスクの開始日に空き
時間のあるリソースがいない場合や、リクエストされたリソースがタスク期間の一部の日に稼働できな
い場合があります。リソース マネージャーは、予定のタスク終了日以降に延長される可能性のあるタス
クにリソースを割り当てられることが必要です。
この機能を使用すると、プロジェクト リソース マネージャーは予定されたタスク終了日以降にまでリ
ソース予約を延長することができます。プロジェクト マネージャーは、この変更の通知を受けて、タス
クの割り当てを見直し、プロジェクト全体に対する影響を判断できます。それを基に、プロジェクト タ
スクに変更を加えたり、新しいリソース予約をリクエストしたりすることができます。
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予定のタスク終了日以降のリソース予約

個人検索レポート
個人検索レポートを使用すると、Finance and Operations で個人とその人のデータを検索することが
できます (このレポートは Dynamics 365 for Talent と Dynamics 365 for Retail でも利用できま
す)。Finance and Operations データ管理フレームワークと事前にパッケージされたエンティティのセ
ットを使用することで、指定した個人のレポートを生成し、個人データをエクスポートできます。その
際、Excel ワークシートなどのエクスポート形式を選択できます。
個人には、顧客、ベンダー、応募者、トラック運転手、社員などの種類があります。個人検索レポート
を使用する際に、個人の役割を容易に識別できるデータを指定し、単一のレポートにデータを抽出する
ことができます。
このレポートは、さまざまな状況に応じた値を提示できます。Finance and Operations では、1 人の
個人を複数入力できます。たとえば、Jodi Christiansen という人をアドレス帳に登録する場合に、名
前の "Jodi Christiansen" とイニシャル入りの "J. R. Christiansen" を使用するといった具合です。個
人検索レポートでは、個人の各インスタンスを指定し、1 つのレポートに含めることができます。ま
た、このレポートを使用し、一般データ保護規則 (GDPR) に従って個人データのリクエストに対応する
こともできます。
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個人検索レポートは、以下の手順で使用します。
1. [システム管理] メニューから、[Person search (個人検索)] リスト ページを開き、新規検索を
作成します。
2. プロジェクトを "Jodi Christiansen" と名付けます。

個人検索レポート

3. この検索には 3 つのオプションがあり、ID、名前、アドレスで検索できます。この例で、ID で
検索すると、入力した ID に関連付けられたそれぞれの名前のインスタンスが、レポートに含ま
れます。
4. 検索を実行して結果を表示します。
5. 結果が妥当であることを確認します。レポートに含めたくない情報があれば、選択をすべてク
リアします。
6. [Process report (レポートの処理)] を選択し、[Person search (個人検索)] テンプレートを選
択します。
7. [OK] を選択します。データ パッケージが生成されます。
8. パッケージが生成されたら、選択したデータ形式にエクスポートします。

目次に戻る

66

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

顧客および仕入先テーブルのデータ共有
複数の法人間で、顧客および仕入先テーブルと多くの関連テーブルを共有することができます。データ
共有は、以前から [システム管理] > [設定] > [会社間データ共有のコンフィギュレーション] で利用で
きましたが、会社間データ共有では "メイン" テーブル グループを使用したテーブルはサポートされて
いませんでした。Spring 2018 リリースでは、少数の法人間で顧客と仕入先および関連するテーブルの
データ共有が可能です。この機能を有効にするには、ソリューション アーキテクトに連絡し、ビジネス
要件とデータ ボリュームがデータ共有に適していることを確認してもらい、お客様の環境で共有ポリシ
ーを有効化します。

1 つの伝票の廃止
財務仕訳帳 (一般仕訳帳、固定資産仕訳帳、仕入先支払仕訳帳など) の既存機能を使用して、1 つの伝票
に関する複数の補助元帳トランザクションを入力できます。この機能は "1 つの伝票" と呼ばれていま
す。1 つの伝票機能は、決済、税計算、総勘定元帳に対する補助元帳の調整、財務レポートなどの実行時
に問題が発生します。そのため、1 つの伝票機能は廃止される予定です。しかし、この機能でしか果たせ
ない役割があるため、一度にすべてを廃止するのではなく、以下のスケジュールに沿って進めます。
•

Spring 2018 リリース – この機能は、総勘定元帳パラメーターで既定でオフになっています。し
かし、お客様の組織が「1 つの伝票」ページに挙げられているビジネス シナリオのギャップに該当
する場合は、この機能をオンにすることができます。
o

お客様のビジネス シナリオで 1 つの伝票機能が不要な場合は、この機能をオンにしないでくだ
さい。オンにする場合、このリリースでは「1 つの伝票」ページで特定されている領域の "バグ
" は修正されていない点にご注意ください。

o

ギャップのいずれかのためにこの機能を使用する必要がある場合を除いて、Microsoft
Dynamics 365 Finance and Operations との統合に 1 つの伝票を使用しないでください。

•

Fall 2018 以降のリリース – 機能的なギャップが解消される予定です。その後、1 つの伝票機能は
永続的にオフになります。

この機能の使用方法と廃止の詳細については、「1 つの伝票」ページをご覧ください。

Extensions のみによるカスタマイズ
Spring 2018 リリースより、引き続きマイクロソフトのアプリケーション コード ベースをカスタマイ
ズできる方法は Extensions のみとなります。カスタマイズのオーバーレイ機能は利用できなくなりま
した。この変更の主な利点は次のとおりです。
•

カスタマイズした環境の堅牢性を高めるために、侵入的なカスタマイズの作成機能を除去します。

•

カスタマイズのアプリケーション ライフサイクル管理を簡素化: お客様がコードをマージしたり、
マイクロソフトのコードをコンパイルまたは展開したりする必要がなくなります。これにより、ビ
ルド時間と開発ライフサイクルを短縮できます。

•

お客様が Finance and Operations の最新リリースを利用できるようになります。これは、このプ
ロセスの主要なステップの 1 つです。
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新しい拡張機能を活用するには、パートナー様やお客様が既存のオーバーレイ カスタマイズを拡張によ
るカスタマイズに変換する必要があります。この変換をサポートするために、マイクロソフトは拡張性
に関するドキュメントを更新し、既存のコードを拡張に移行するプロセスを詳しく説明しているほか、
プラットフォーム機能とアプリケーション フレームワークについて説明し、それらを拡張する方法を記
載した記事を公開しています (「拡張機能のホームページ」)。マイクロソフトは、この移行を促進する
ために、コード アップグレード サービスと開発ツールを改良する予定です。

拡張機能の要求
Extensions で実装できないカスタマイズを見つけた場合は、マイクロソフトにお客様のシナリオに適
した製品拡張サポートの追加をリクエストしてください。現時点では、「拡張機能の要求 (英語)」ドキ
ュメントで説明されているプロセスを利用できます。また、Spring 2018 リリースでは、Lifecycle
Services に拡張機能の要求機能を追加しており、プライベート プレビューとして利用することができ
ます。この変更により、マイクロソフトに登録した作業項目を 1 つの場所で管理できます。
拡張機能の要求を作成するには、LCS にサインインして、追加の拡張サポートを必要としているプロジ
ェクトに移動し、サポート作業項目ワークスペースからリクエストを作成します。

拡張機能の要求
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拡張可能なプロジェクト作業分解構造
(この機能は開発中で、今後のリリースで提供されます) プロジェクト作業分解構造に使用されている階
層型グリッド コントロールは廃止が進められており、階層型データをサポートするために強化された標
準グリッドに置き換わります。この変更により、拡張を使用したプロジェクト作業分解構造のカスタマ
イズが可能になります。

拡張可能な作業分解構造

ワークスペースとフォームへの PowerApps の埋め込み
Finance and Operations のワークスペースとフォームに、PowerApps を埋め込むためのサポートが
追加されました。Microsoft PowerApps をフォームにピン留めし、同僚と共有することで、システム
の機能を増強することができます。本リリースの Finance and Operations ではこの機能が拡張され、
お客様が PowerApps を使用して外部ソースのデータを Finance and Operations に埋め込めるように
なりました。
下図は、PowerApps を Finance and Operations フォームに簡単に埋め込めることを示しています。
この例では、Finance and Operations の外部のデータで構築された Package Tracker というサンプ
ル PowerApps アプリケーションを埋め込みエクスペリエンスとして追加しています。
1. フォームを開き、メニュー バーの PowerApps ボタンの下で [Insert a PowerApp
(PowerApps の挿入)] を選択します。
2. 埋め込む PowerApps を構成します。
3. [挿入] を選択すると、指定した PowerApps をフォームで利用できるようになります。
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埋め込む PowerApps を選択

[挿入] を選択すると、フォーム上で PowerApps が使用可能になります。この例では、Finance and
Operations の外部のデータで構築された Package Tracker というサンプル PowerApps アプリケーシ
ョンが埋め込みエクスペリエンスとして有効化されています。詳細については、「PowerApps ホスト
コントロール (英語)」をご覧ください。

埋め込まれた PowerApps
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カスタム フィールド
Finance and Operations は、広範な業務プロセスを管理するための充実したフィールドを標準で備え
ていますが、お客様が自社システムでそれ以外の情報を追跡する必要が生じることもあります。こうし
た事態に対応するために、Finance and Operations ではカスタム フィールドを作成し、コーディング
なしで、お客様のビジネスに合わせてアプリケーションを調整することができます。

カスタム フィールドの作成

カスタム フィールドを作成してフォームに表示すると、システム管理者はすべてのユーザーまたはユー
ザーのサブセットに個人用設定をプッシュできます。また、個人用設定をエクスポートして、1 人以上
のユーザーに送信し、各ユーザーにその変更をインポートしてもらうことも可能です。個人用設定のエ
クスポートとインポートは、個人用設定ツールバーの [管理] オプションで行います。
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カスタム フィールドのエクスポート

カスタム フィールドの管理は、システム管理モジュールの [カスタム フィールド] ページで行います。
このページでは、以下の管理が可能です。
•

システム内のすべてのカスタム フィールドを一覧表示する。

•

既存のカスタム フィールドの編集を制限する。

•

カスタム フィールドを削除する。

•

データ エンティティにカスタム フィールドを表示する。

•

カスタム フィールド ラベルとヘルプ テキストの翻訳を提供する。
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カスタム フィールドの管理

カスタム フィールドの作成の詳細については、こちらのビデオ (英語) を視聴するか、「カスタム フィ
ールド」ドキュメントをご覧ください。

Common Data Service (CDS) との統合
Dynamics 365 for Finance and Operations では、以前から Finance and Operations と Dynamics
365 for Field Service 間、および Finance and Operations と Dynamics 365 for Project Service
Automation 間のクロスアプリケーション業務プロセスを実施することができました。これらのシナリ
オは、クロスアプリケーション シナリオを可能にする、拡張可能なデータ インテグレーター テンプレ
ートと CDS を使用して構成されています。CDS の詳細については、「Common Data Service for
Apps」をご覧ください。

Dynamics 365 for Field Service との統合
このデータ統合では、Finance and Operations の外部で Field Service のアクティビティが行われる
シナリオをサポートします。以下のような機能があります。
•

Finance and Operations で、Dynamics 365 for Field Service の作業指示書や契約書の請求処理
を実施する。

•

倉庫情報と手持在庫、品目引当、使用率、調整、転送を統合する。

•

ベンダー、発注書、領収書の同期を行う発注書の統合をサポートする。
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この機能の第 1 段階では、主に、Finance and Operations で Field Service の作業指示書や契約書の
請求処理が可能になります。サポートされているフローは Field Service で始まり、作業指示書の情報
が Finance and Operations に販売注文として同期されます。Finance and Operations では、その販
売注文の請求が処理され、請求書が生成されます。また、Field Service 契約請求書の情報から
Finance and Operations への同期も行われます。
Dynamics 365 データ インテグレーターは、カスタマイズ可能なプロジェクトを使用してデータを同
期します。標準テンプレートを使用してカスタム統合プロジェクトを作成し、追加の標準フィールド/
エンティティやカスタム フィールド/エンティティをマッピングして、統合を調整し、特定のニーズを
満たすことができます。

Field Service と Finance and Operations の統合

Field Service から Finance and Operations への統合を行うために、最初の段階で以下のエンティテ
ィに関するテンプレートが提供されます。
•

製品 (Field Service の製品タイプ情報など)

•

作業指示書から販売注文へ

•

契約請求書から自由書式の請求書へ
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作業指示書から販売注文への統合

上記のテンプレートに加えて、過去にリリースされたテンプレートと見込顧客の現金化を統合する機能
を使用して、以下を同期することができます。
•

アカウントから顧客へ

•

請求書

見込顧客の現金化のデータ フロー

見込顧客の現金化ソリューションの統合についての詳細は、こちらのビデオ (英語) を視聴するか、
「見込顧客を現金化」ドキュメントをご覧ください。
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Dynamics 365 for Talent との統合 (パブリック プレビュー)
Finance and Operations をご利用のお客様は、Dynamics 365 for Talent を使用して人材を管理する
ことができます。この統合を通じて、適切な人事管理情報を Finance and Operations に統合すること
ができます。また、Talent - Core HR と Finance and Operations の両方で利用可能なデータ管理ツ
ールを備えており、これらを使用することで、Finance and Operations 内の最新の HCM データをす
ばやく Talent - Core HR の初期段階に取り込むことができます。また、Talent から Finance and
Operations に循環する統合フローも確立されます。

Dynamics 365 for Finance and Operations と Dynamics 365 for Talent の統合の構成

Dynamics 365 for Project Service Automation との統合 (プライベー
ト プレビュー)
Project Service Automation と Finance and Operations の統合ソリューションでは、データ インテ
グレーター機能を使用して、Finance and Operations と Project Service Automation のインスタン
ス間で、Common Data Service (CDS) を介したデータ同期を行います。データ インテグレーター機
能で利用できる統合テンプレートにより、Automation から Finance and Operations へのプロジェク
ト、プロジェクト契約、プロジェクト契約品目のフローを作成することができます。
注: Project Service Automation と Finance and Operations を統合する前に、Project Service
Automation の統合パラメーターを構成する必要があります。
この統合ソリューションによって、以下のシナリオで直接的な同期が可能になります。
•

Project Service Automation でプロジェクト契約を保持し、それらを直接 Finance and
Operations へ同期。

•

Project Service Automation でプロジェクトを作成し、それらを直接 Finance and Operations
へ同期。

•

Project Service Automation でプロジェクト契約品目を保持し、それらを直接 Finance and
Operations へ同期。
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Project Service Automation でプロジェクト契約品目マイルストーンを保持し、それらを直接
Finance and Operations へ同期。

•

Project Service Automation でプロジェクト タスクを保持し、それらを直接 Finance and
Operations へ同期。

•

Finance and Operations と Project Service Automation の間でプロジェクト経費カテゴリを同
期。

•

Project Service Automation で時間見積を作成し、それらを直接 Finance and Operations プロ
ジェクト時間予測へ同期。

•

Project Service Automation で経費見積を作成し、それらを直接 Finance and Operations プロ
ジェクト経費予測へ同期。

一部のテンプレートは現在使用できません。完成したテンプレートからリリースされます。加えて、以
下の同期用テンプレートのリリースが予定されています。
•

実績

•

経費精算書

•

作業分解構造

•

請求

•

発注書

下図は、Project Service Automation と Finance and Operations の統合の一部として、データがど
のように同期するかを示しています。
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Dynamics 365 for Project Service Automation と Dynamics 365 for Finance and Operations の統合

Dynamics 365 for Project Service Automation と Dynamics 365 for Finance and Operations の統合

Lifecycle Services: テレメトリベースのサポート技術情報の推奨事項
LCS が拡張され、テレメトリに応じたサポート技術情報の推奨事項を提示する機能が導入されました。
この機能の目的は、修正プログラムによる問題解決の有効性を把握しやすくすることと、お客様に修正
プログラムをプロアクティブに提供することにあります。これにより、お客様は修正プログラムが既に
存在している問題の解決策を、より短時間で特定できます。加えて、この機能が提供するテレメトリを
通じて、マイクロソフトは、どの修正プログラムがお客様の特定の問題を解決したかを理解することが
できます。この機能強化では、さらによく状況が把握できるように、必要に応じて追加のテレメトリを
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取り込むこともできます。テレメトリベースのサポート技術情報推奨事項の代表的な例として、[重要
な X++ 更新プログラム] タイルがあります。
重要な X++ 更新プログラムは、お客様の実稼働環境から収集したテレメトリ データに基づいてマイク
ロソフトが推奨する修正プログラムです。これらの更新プログラムは、対象の実稼働環境に固有のもの
であり、その環境からのみダウンロードできます。
重要な X++ 更新プログラムをテストして適用するには、最初に実稼働環境から更新プログラムをダウ
ンロードして、開発環境で適用し、展開可能なパッケージを作成して、サンドボックス環境で展開とテ
ストを行います。テストが完了したら、実稼働環境に展開することができます。

LCS テレメトリベースのサポート技術情報の推奨事項

サポート案件入力時のサポート技術情報の推奨事項
LCS サポート ワークフローでは、ユーザーがサポート案件を作成する際、問題検索におけるユーザー
の選択と入力に基づいて可能な問題解決策が提示され、さらに詳しく入力すると、それに応じて結果が
動的に更新されます。この機能は Azure Search を使用して、検索条件に使用するデータを抽出および
収集し、関連のあるサポート技術情報の結果を正確な製品バージョンと環境で絞り込み、状況に応じた
対話的なサポートを継続的に提供します。その結果、ユーザーの入力に応じて動的に検索結果が絞り込
まれるスマートな問題検索が可能になります。それが、より適切な検索結果と有用な解決策につなが
り、ユーザーが既存の解決策を得るためにサポートに問い合わせる必要性が少なくなります。
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サポート案件入力時のサポート技術情報の推奨事項
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稼働停止のレポート
この機能は、Finance and Operations を購入し、実稼働環境を LCS で展開した実装プロジェクトのあ
るお客様向けです。実稼働環境のサービスが品質低下を起こしたり利用できない状態に陥ったりした場
合に、迅速かつ効果的にマイクロソフト サポートに問題をエスカレーションするためのチャネルです。
稼働停止は、実稼働環境で 1 つ以上のシステムの全体に発生し、複数のユーザーに影響を及ぼすと共
に、お客様の日常業務の遂行を妨げる問題として定義されます。
このレポートのフローは以下のとおりです。
1. 実稼働環境で、お客様の業務の継続に支障を来す稼働停止やその他の事態が発生。
2. お客様が LCS サポート ポータルを使用して、稼働停止の問題のレポートを作成する。
3. お客様が稼働停止の問題を選択し、その他の情報を入力する。
4. 送信から 30 分以内に、マイクロソフトのサポート エンジニアが稼働停止チケットを確認し、
すぐに関係者と連携して、問題の調査と解決を図る。
5. サポート エンジニアがお客様に連絡し、状態を更新する。

稼働停止のレポート
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稼働停止の確認

仕入先コラボレーション – RFQ プロセス
組織は購入する商品やサービスについて、複数のベンダーから相見積をとる必要がある場合に、見積依
頼 (RFQ) を発行します。RFQ に対してベンダーが入札を行う機能の導入に伴い、入札データの入力者
(ベンダーまたは調達部門) を明示することが必要になりました。この要件に対応するために、返信ステ
ータスが新しく導入されています。さらに、入札情報を入力するための新しい専用フォームが追加さ
れ、入札情報の入力と処理が別々のフォームで扱われるようになりました。

ベンダーの入札

目次に戻る

82

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

部分的な出荷 (分割出荷)
この機能は、輸送部門の積荷計画で、1 台のトラックや特定の出荷輸送容量に対して計画された積荷を
変更できない場合に利用できます。この機能を使用すると、トラックなどの輸送容量が到着するまで積
荷計画の作成を遅らせる必要がなくなります。この機能では、単一または複数の積荷の全部または一部
を積載するよう指定できます。この機能は予約スケジュール設定と統合されています。

部分的な出荷

複数拠点における即時の補充
ウェーブの実行時に場所のディレクティブ行に対する配賦が失敗し、その行に補充テンプレートが設定
されている場合は、即時の補充が行われます。配賦プロセスの最後に需要を合計して総数に基づき補充
を行う代わりに、即時補充戦略を適用することができます。
この戦略を使用すると、ある場所のディレクティブ行で失敗した後すぐに在庫を補充することができま
す。これにより、補充を特定のユニットで制限し、特定の場所に設定されている数量を使用するように
セットアップできます。
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複数拠点における即時の補充

倉庫での棚卸と調整に追加された理由コード
棚卸や調整の実行時に理由コードを追加できるようになりました。これにより、倉庫責任者や管理者が
特定のイベントの分類を理解し、適切な対応をとることができます。理由コードは、倉庫の棚卸仕訳帳
とモバイル デバイスに実装されます。以下の機能が利用可能となる予定です。
•

標準の Finance and Operations 機能に従った棚卸仕訳帳の転記

•

循環棚卸

•

スポット棚卸

•

しきい値に基づく棚卸

•

調整内

•

調整外
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倉庫での棚卸および調整用の理由コード

高度な倉庫運用プロセスのためのバッチ バランシング
バッチ バランシングとは、ユーザーが選択した生産バッチ内の有効成分濃度から、生産バッチで使用す
る成分の量を計算するプロセスです。現在、バッチ バランシング プロセスは、倉庫管理プロセス用に
設定されている製品に利用できます (以前のリリースでは、倉庫管理プロセス用に設定されていない製
品にのみ有効でした)。この機能強化により、バッチ バランシング プロセスが完了した後に、ユーザー
は成分をピッキングにリリースできるようになりました。
バッチ バランシング プロセスは、[バッチ バランシング] ページから実行できます。[原価管理] > [バ
ッチ オーダー] を選択し、[プロセス] タブで [バッチ バランシング] を選択します。バッチ バランシ
ングは、ステータスが "開始済" のバッチ オーダーに適用できます。
一般に、次のルールが適用されます。バッチ オーダーは、フォーミュラに少なくとも 1 つのフォーミ
ュラ明細行があり、その成分タイプが "有効" である場合に、バッチ バランシングを適用できます。
バッチ バランシング プロセスは、次の 2 つのサブプロセスに分けることができます。
バッチ成分のバランス。"バッチ成分のバランス" というサブプロセスでは、生産バッチに使用する成分
の量が、有効成分を含む選択されたバッチに基づいて計算されます。原則的に、この計算は、すべての
成分を完全にカバーする場合にのみ実行できます。バッチ オーダーが生産用に設定されているバッチの
一部だけをバランシングすることはできません。
フォーミュラの確認とリリース。成分の量を計算した後、フォーミュラを確認してリリースすることが
できます。リリース プロセスは、製品が倉庫管理プロセス用に有効化されているかどうかによって異な
ります。
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このルールには例外が 1 つあります。フォーミュラに少なくとも 1 つのフォーミュラ明細行があり、
その成分タイプが "有効" であれば、バッチ オーダーにバッチ バランシングを適用できます。フォーミ
ュラが倉庫管理プロセス用に有効化されている製品の有効成分を含んでいても、バッチ番号が引当階層
の "場所" の下にある場合は、そのバッチ オーダーにバッチ バランシングを適用することはできませ
ん。バッチ バランシングを適用できないバッチ オーダーは、バッチ オーダーに対する通常のプロセス
サイクルで処理されます。

埋め込み Power BI を使用した原価管理用の分析ワークスペース
サプライ チェーンのパフォーマンスや管理コストを最適化したいとお考えのオペレーション マネージ
ャーや原価経理担当の方々は、コスト管理に分析ワークスペースを使用すると、ご自身の役割に必要な
詳細なインサイトを得ることができます。在庫全体を俯瞰して、場所や製品カテゴリ別に関連コストを
把握し、問題が見つかればその部分に深く分け入って、Finance and Operations を離れずに対策を講
じることができます。
新しい原価管理用分析ワークスペースは、原価管理ワークスペースとコスト分析ワークスペースに埋め
込まれています。コンテンツ パックには、期首残高、期末残高、正味調達、正味使用量などの指標が含
まれています。また、在庫回転率、手持在庫日数、在庫の正確性など、計算によって求められる指標も
含まれています。
新たに "原価管理" というカテゴリ階層ロールが実装されました。このロールに割り当てられた階層
は、原価管理 Power BI コンテンツでのレポート作成に利用することができます。このカテゴリ階層
は、品目グループの代わりと考えてください。
原価管理ワークスペースでは、次の点について俯瞰できます。
•

概要 (アプリケーション データ)

•

在庫会計ステータス (埋め込み Power BI)

•

製造会計ステータス (埋め込み Power BI)
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在庫会計ステータス

製造会計ステータス
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コスト分析ワークスペースでは、次の点について俯瞰できます。
•

概要 (アプリケーション データ)

•

在庫会計分析 (埋め込み Power BI)

•

製造会計分析 (埋め込み Power BI)

•

標準原価差異分析 (埋め込み Power BI)

グローバリゼーション – インド向けローカリゼーション: プロジェクトとア
ップグレード
インド向けプロジェクト ローカリゼーションでは、ユーザーがプロジェクト管理および会計モジュール
のインド物品・サービス税 (GST) を管理します。ユーザーはプロジェクト契約やプロジェクト カテゴ
リなどでインド GST 情報を保持できます。また、プロジェクト見積、経費仕訳帳、時間仕訳帳、品目
仕訳帳、手数料仕訳帳、分割払いトランザクション、プロジェクトの仮発行請求書、サービス管理とい
った税に関するすべてのプロジェクト トランザクションに対し、構成可能なグローバル税エンジン
(GTE) を適用して、GST を計算することもできます。インド向けローカリゼーションのアップグレー
ドに伴い、現在の Microsoft Dynamics AX 2012 のお客様は、Microsoft Dynamics 365 for Finance
and Operations にアップグレードされます。

インド向けプロジェクト管理および会計機能
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グローバリゼーション – 構成可能性の強化
グローバリゼーション機能は構成可能なので、パートナー様やお客様はコーディング不要のカスタマイ
ズを行うことができます。マイクロソフトは、インポートやシナリオ テストを行う新機能を追加して構
成可能性を強化するだけでなく、以前はハードコードされていた、自由書式の請求書レイアウトなどの
機能を構成することで、構成可能性の幅を広げる取り組みを続けています。また、規制関連のすべての
機能についてのテレメトリを利用して、各機能の使用状況を追跡し、パートナー様やお客様が直面しう
る問題に備えて事前に対策を講じています。新しい機能には、次のようなものがあります。
•

バッチ モードでのインポート形式とインポート中のエラーの詳細なログのサポート。この機能によ
り、電子ファイルの送信と支払などの対応の処理の両方を含むエンドツーエンドのシナリオが自動
化されます。

•

構成固有の検証用データ。ビジネス ユーザーは Microsoft Excel でテスト データを作成して、取引
条件で定義された電子レポート (ER) データ モデルに入力し、このデータを使用して、税務署用の
電子請求書などの出力形式が正しいかどうかを検証することができます。

•

構成可能な自由書式の請求書 (FTI) レイアウト サンプル。パートナー様とお客様がカスタマイズし
て使用する請求書のひな形として、完全に構成可能な ER テンプレートを提供します。

•

マイクロソフトは規制に対応するすべての機能に関するテレメトリを追跡しており、構成可能な機
能にとどまらず、対象範囲を広げています。

カスタマイズ可能な請求書の例
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翻訳サービスの機能強化
ISV やパートナー企業は、Dynamics 翻訳サービス (DTS) を使用して、自社の言語資産とマイクロソ
フトの言語資産を活用して、Dynamics ソリューションと製品 (ERP のみ) を既存の言語または新しい
言語に翻訳することができます。ユーザー インターフェイス (UI) 翻訳のサポートに加えて、DTS では
現在、Microsoft Word と HTML 形式 (.docx、.html) でのユーザー アシスタント (UA) 翻訳をサポー
トしています (パブリック プレビュー)。最新のマイクロソフトの翻訳をリサイクルする機能も強化さ
れ、UI とドキュメントの翻訳プロジェクトに使用されています。

グローバリゼーション – 翻訳サービス
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規制サービス – 構成
(パブリック プレビュー)

提供状況

(4 月末から利用可能) 規制サービスの目的は、コーディ

"規制サービス - 構成" のパブリック プ

ングが不要なプログラミング方法で、ユーザーが電子申

レビューは、Dynamics 365 for

告フォーマットや税ルールを構成できるようにして、基

Finance and Operations が提供されて

礎アプリケーションでコードを書く必要性をなくすこと
です。複数バージョンの Finance and Operations や以

いるすべての地域でご利用いただけま
す。ただし、データのホストは米国のデ

前のバージョン (たとえば、Microsoft Dynamics AX

ータ センターでのみ実施されます。

2012 または Microsoft Dynamics AX 2009、インドの

地域の完全なリストについては、

み) を使用しているパートナー様とお客様は、1 つの構成
サービスで、使用中のさまざまなバージョンで使用でき
る構成を作成することができます。パブリック プレビュ
ー リリースでは、お客様やパートナー様がブラウザーを

『Dynamics 365 の国際的な提供状況
に関するガイド (英語)』をご覧くださ
い。

使用し、独立したサービスとして規制サービスにアクセスできます。
お客様とパートナー様は、以下の対象にアクセスできます。
•

電子申告と税のビジュアル デザイナー。国や地域の規制要件に従って、電子ドキュメント フォーマ
ットと税計算ルールに使用する構成の作成を支援します。

•

データ テーブル、列挙、クラスといった、ターゲット アプリケーションのアーティファクトの説明
をインポートできるメタデータ機能。これらは、設計時に、データ モデル マッピング バージョン
のデータ ソースを定義するために使用されます。

顧客支払インサイト (プレビュー)
組織にとって、顧客から請求料金がいつ支払われるかを予測することは、しばしば困難な課題です。こ
の見通しが立たなければ、不正確なキャッシュ フロー予測や非効率な回収プロセスを招くおそれがあ
り、注文がリリースされている顧客によって信用リスクが生じる場合があります。顧客支払インサイト
(プレビュー) は、機械学習を使用して請求額の支払時期を予測します。また、顧客が期日までに支払を
行う可能性を最大化するために、調整可能な最適化戦略を提示します。
支払予測は、以下の支援を通じて、組織の業務プロセスの改善を可能にします。
•

支払の遅滞が予測される請求書を容易に特定する。

•

適切な対策を講じて、期日までに支払が行われる確率を上げる。

顧客支払インサイト (プレビュー) は、請求履歴、支払状況、顧客データを参照して、請求に対する支
払時期の予測に使用する機械学習モデルを作成します。
顧客支払インサイト (プレビュー) では、支払予測のほかに、期日までに支払が行われる確率を上げる
最適化戦略を利用できます。これにより、組織は、請求と顧客パラメーターを調整して、それによって
期日までに請求額が支払われる可能性がどう変化するかを比較し、"What if (もしそうなったら?)" 分
析を行うことができます。
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プラットフォームと財務諸表に関する更新プログラムの提供の強化
2018 年 4 月 1 日提供開始のプラットフォームと財務諸表に関する更新プログラムは、マイクロソフ
トによって管理される継続的な更新であり、オプションの更新ではありません。今回の変更は、サービ
スの信頼性と可用性を向上させ、お客様に最新の改良点と修正プログラムをお届けすることを目的とし
ています。プラットフォームと財務諸表に関する更新プログラムは下位互換性を備えています。プラッ
トフォーム更新プログラムでは、お客様のカスタマイズを一切変更する必要はありません。
•

2018 年 4 月 1 日以降に Finance and Operation のサブスクリプションをご購入のお客様は、自
動的に継続的な更新プログラムを受け取ることができます。

•

プラットフォーム更新プログラムについては、既存のお客様がプラットフォーム更新プログラム 11
以前をインストールしている場合は、2018 年 4 月 1 日からプラットフォーム更新プログラム 12
に移行するよう求められます。2018 年 7 月 1 日までに、すべてのお客様がマイクロソフトが管理
する継続的なプラットフォーム更新プログラムを受け取るようになる予定です。

Spring 2018 のリリースから、オンプレミスとオンライン展開の両方に対するプラットフォーム更新プ
ログラムが利用できるようになります。
継続的な更新プログラムは、最初にサンドボックス環境に適用され、その後、実稼働環境に適用されます。
ソフトウェア更新プログラムの提供方法に対するこれらの強化は、展開時間の短縮とサービスの信頼性
向上をもたらし、ダウンタイムの大幅な減少にもつながります。また、この変更により、ダウンタイム
なしで柔軟にコンピューティング リソースを拡張できるようになります。マイクロソフトは、これらの
変更がお客様に長期的な利益をもたらし、クラウドのイノベーションと機能の活用を促進すると確信し
ています。

アップグレードの自動化
アップグレードは自動化されますが、メジャー バージョンのアップグレードは、お客様が非実稼働環境
の LCS を使用してセルフサービスで実行します。アップグレードの自動化は、環境、データ、コード
のアップグレードを対象としています。お客様は必要に応じて問題の診断と修正を行うこともできま
す。これにより、自動化の信頼性が向上し、サービスのダウンタイムが減少します。

サービスの強化
中核的な業務プロセスに対するサービス監視とアラートを追加し、使用頻度の高いフォームのフォーム
ロード パフォーマンスを改善しました。マスター プラン策定や倉庫でのウェーブ処理といった業務プ
ロセスのパフォーマンスを向上させ、勘定構造の有効化に関する回復性を強化しました。

Lifecycle Services のサンドボックス セルフサービス自動化と RDP ロッ
クダウン
サンドボックス セルフサービス自動化は、リモート デスクトップを介したサンドボックス環境へのア
クセスが不要なデータ移行、デバッグ業務、監視、診断をサポートします。サンドボックス環境用のリ
モート デスクトップ機能は廃止される予定です。したがって、お客様はリモート デスクトップを使用
して VM にアクセスする必要がなくなり、信頼性とセキュリティが向上します。
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オンプレミス展開の更新
Spring 2018 のリリース期間には、以下のリリースが行われます (新規展開用)。
•

Dynamics 365 for Finance and Operations、Enterprise エディション 7.2 およびプラットフォ
ーム更新プログラム 12 (オンプレミス)。

•

Dynamics 365 for Finance and Operations、Enterprise エディション 7.3 (英語) およびプラッ
トフォーム更新プログラム 15 (オンプレミス)。

•

Dynamics 365 for Finance and Operations 8.0 およびプラットフォーム更新プログラム 16 (オ
ンプレミス)。

オンプレミスに特化した追加機能を以下に示します。
•

セットアップと展開。セットアップと展開に対する改良により、インフラストラクチャのセットア
ップに要する時間が大幅に短縮されます。自動化の範囲が広がり、前提条件の確認事項が追加され
たことで、信頼性が向上しました。詳細については、最新の設定手順 (英語) をご覧ください。

•

サービス。オンプレミスのお客様は、展開後、Lifecycle Services を通じて、マイクロソフトがリ
リースしたプラットフォームとアプリケーションの更新プログラムやコード カスタマイズを環境に
適用することができます。これにより、お客様は新しい修正プログラムで最新の状態を保ち、既存
環境の再構成やオンプレミス環境の再展開を実施することなく、新しいカスタマイズを適用できま
す。パッケージ アプリケーションの動作がおかしくなった場合は、お客様がコードの変更をロール
バックすることも可能です。なお、この再構成機能 (英語)は、バージョン 12 より前のプラットフ
ォーム更新プログラムを展開した環境にも引き続き利用できます。

•

接続に依存しないクライアント エクスペリエンス。クライアント コンピューターがインターネット
に接続している場合でも、アプリケーションによるシンプルな構成の更新機能を使用することで、
インターネット接続に依存したエクスペリエンスを無効にすることができます。

•

データ管理。オンプレミス展開で、統合 API を介してデータのインポートとエクスポートを行うデ
ータ管理機能が利用できます。この機能を使用すると、外部アプリケーションと Finance and
Operations の統合が可能になるため、データ エンティティを使用してデータのインポートやエク
スポートを実行することができます。

Retail の提供状況についてはオンプレミスの Retail に関する記事 (英語) を参照し、最新のロードマッ
プについては https://dynamics.microsoft.com/ja-jp/release/spring-2018-release/#releasenotes を参照してください。

アクセシビリティ
Finance and Operations は包括的なアクセシビリティ基盤の上に構築されており、ユーザー補助サポ
ートの一環として、自己検証を実行し、製品内の使用頻度の高いページやコントロールに見つかった問
題を解決しています。業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust Center の情
報を参照してください。
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GDPR コンプライアンス
Finance and Operations と Lifecycle Services は、パートナー様やお客様による一般データ保護規則
(GDPR) の準拠を支援します。GDPR のための投資により、欧州のプライバシー保護に関する法律要件
に対応します。詳細については、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照し
てください。また、Dynamics 365 for Finance and Operations GDPR ホワイト ペーパー (英語) で
も詳細情報をご確認いただけます。

財務インサイト: 与信および回収
Spring 2018 における与信および回収の新機能の概要
2018 年 4 月 – パブリック プレビュー
与信および回収のインサイトは、組織の与信と回収のプロセスを効果的に管理するために役立つ分析
を提供します。このインサイトは、以下の機能を備えています。
•

指定したすべての企業に関する与信と回収の集約ビュー。

•

企業、顧客グループ、顧客別のデータ表示。

•

与信に関する概要レポート。

•

回収に関するレポート。

•

さまざまな観点からの与信と回収の詳細。

•

傾向の把握に有用な予測分析。

与信および回収の概要
適切な顧客と適正なレベルの与信取引を行っていますか。
回収は効率的かつ有効に実施できていますか。与信および
回収のインサイトは、これらのほかにも数々の疑問につい
て、事前に対応するためのガイダンスを提供します。ま
た、売掛債権回転日数、期限切れ残高、信用エクスポージ
ャー、与信限度額を超過した顧客など、与信と回収の重要
なメトリックを提示します。さらに、取引データを使用し
て、指定したすべての企業に対する与信と回収を集約して
表示します。企業、顧客グループ、顧客別の表示も行いま
す。
過去の推移やデータ分析に加えて、予測的な分析と組み込

提供状況
"与信および回収" のパブリック プレ
ビューは、Dynamics 365 for
Finance and Operations が提供され
ているすべての地域でご利用いただけ
ます。
地域の完全なリストについては、
『Dynamics 365 の国際的な提供状況
に関するガイド (英語)』をご覧くださ
い。

みのビジュアルを利用して、事前に傾向を表示し、把握することができます。ビジュアルを使用した試
行により、顧客と信用に関して現れつつある傾向や主要グループを把握できます。
与信および回収インサイト機能は、Dynamics 365 for Finance and Operations 内のワークスペース
の一部として利用できるほか、https://appsource.microsoft.com/ja/ で入手できるスタンドアロン
アプリでも使用可能です。

目次に戻る

94

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

与信および回収

与信および回収
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Retail
Dynamics 365 for Retail
Spring 2018 リリースの Retail では、主にサービスの強化と、マイクロソフトの統合されたオムニチ
ャネルの価値提案をさらに推進する新機能の導入に力を入れました。特に以下の機能を強化しました。
•

テレメトリ、診断、アラートの機能が強化された、高性能で拡張可能な、信頼性の高いクラウド サ
ービスでの作業。このシステムを使用して、事前に迅速な分析と問題解決を実行できます。

•

拡張を使用したカスタマイズの管理。完全な密閉型の環境で、サービスに要する時間とコストが大
幅に削減されます。

•

改良された統合型の営業終了処理機能による会計処理の調整。お客様はパフォーマンスの向上を実
感し、よりわかりやすくなった処理を利用できます。

•

以前より速く安全なトランザクション処理による支払の処理。対象範囲が広がり、信頼性が向上し
た機能をご利用いただけます。また、ハードウェアやネットワーク、バックエンド処理のエラーを
把握しやすくなり、復旧が容易になりました。

•

分散したチャネルにまたがるデータ配送の管理。管理と使用が簡単なオフライン機能を使用して、
より効果的にネットワーク障害に対処できます。

•

高い予測機能を利用した年中無休体制の小売店舗運営。いくつかの機能を強化して、ソフトウェア
更新中のダウンタイムをゼロにする目標をサポートし、Retail クラウド拡張ユニットを介して、フ
ロントオフィスとバックオフィスの処理の分離を実現します。これにより、Retail で季節的なニー
ズやオンデマンドの必要性に応じた拡張を実行できます。

Spring 2018 における Retail の新機能の概要
2018 年 4 月 - 一般提供
•

CDX とデータ管理 - 改良されたオフライン機能で、更新時やインターネット接続の切断時にも、
POS 端末で業務を継続できます。

•

展開とサービス提供 - トランザクションのワークロードとバックオフィスのワークロード間でリ
ソース ガバナンスを行うことで、長時間のバッチ処理がトランザクション システムのパフォーマ
ンスに悪影響を及ぼさず、ピーク時の店舗のトラフィックがバックオフィスの業務を妨げないよ
うに備えることができます。

•

営業終了処理 - 明細書の転記のパフォーマンス向上、ロールバックと復元機能の追加によるデー
タ損失の防止、状態、エラー、ログを示すアプリ内診断の拡張などの機能強化を行いました。

•

グローバリゼーション: インド向け小売ローカリゼーション - POS でのインド物品・サービス税
(GST) と付加価値税 (VAT) の計算を実装しました。

•

グローバリゼーション: フランス向け認定済みキャッシュ レジスター - 新機能で NF525 要件を
満たします。Retail ソリューションは、認定機関によって公認されています。
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支払 - 信頼できないネットワーク越しに支払プロバイダーに接続する場合の許容範囲を広げまし
た。また、支払の失敗による POS アプリのクラッシュを防止するステートレスな支払スタックが
追加され、POS での支払シナリオにおける拡張性も向上しています。

•

拡張性 (HQ、POS、CRT) - 新しい拡張ポイントにより、カスタマイズ モデルを簡素化し、お客
様やパートナー様が作成しなければならないコードの行数を減らし、アップグレードに必要な労
力を軽減します。

•

監視とアラート - 特定ユーザーの業務の正常性を、よりきめ細やかに監視します。

CDX とデータ管理
小売業でよく直面する課題は、あらゆる場所で常に接続性を維持することです。ダウンタイムなしで完
全な接続を管理し、保ち続けるというのは、かなりの負担を伴う厄介なタスクです。シームレスかつシ
ンプルに管理を行うオフライン機能を備えることで、ソフトウェアの更新時やインターネット接続の切
断時にも、小売業の POS 端末で業務を継続できます。簡単で有益なワークフローを実現するために、
オンライン接続とオフライン機能を切り替えるタイミングに関するユーザー インターフェイスとロジッ
クを改良し、何が起きているのか、遂行中の業務に対する変化にどう対処すべきかを明確に示すように
強化しました。
[オフライン プロファイル] ページで、POS 端末がオフライン機能に切り替わったときの動作を構成で
きます。

オフライン機能の構成

POS デバイスで、データベースへの接続状態を表示し、必要に応じてオフラインでの作業を選択するこ
とができます。

目次に戻る

97

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

POS の接続状態の表示

構成設定に基づいて、オフライン操作がトリガーされたときにメッセージが表示されます。

オフライン機能の確認

展開とサービス提供
小売組織、特に世界的に流通展開している組織にとって、グローバルな事業範囲全体を同時に支障なく
カバーできる単一のメンテナンス期間を見つけることは、多くの場合に困難です。しかし、ダウンタイ
ムをほぼ発生させずに更新できれば、メンテナンス期間に重なっても、ほとんどの小売店で業務を継続
できます。そうなると、小規模な展開やゼロ フットプリント展開を望む組織が、クラウドのみのトポロ
ジを採用している場合でさえ、それぞれの店舗で同レベルのビジネス継続性を享受できるようになりま
す。小売業では、日頃から、季節のトレンドや短期間のセール、人気の急上昇、気候などによって、客
足が大きく変動します。同様に、明細書の計算や転記などのバッチ処理の際にかかるシステム負荷が、
突発的に増大する場合もあります。トランザクションのワークロードとバックオフィスのワークロード
間でリソース ガバナンスを行うことで、長時間のバッチ処理がトランザクション システムのパフォー
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マンスに悪影響を及ぼさず、ピーク時の店舗のトラフィックがバックオフィスの業務を妨げないように
備えることができます。

営業終了処理
営業終了処理は、小売業のワークフローに必須の要素です。これは未処理のトランザクションを、ビジ
ネスと会計のルールに適合した意味のある業務データに集約するプロセスで、正式な業務記録としてト
ランザクションを転記する前に行います。このバッチ処理の信頼性とパフォーマンスを向上させ、管理
者から処理がよく見えるようにすることで、ユーザー エクスペリエンスの質を高めます。ユーザーは処
理の進捗を容易に監視し、検証が失敗した原因を正確に認識することができます。その結果、すばやく
問題を解決し、マイクロソフト サポートに連絡しなくても確実にプロセスを再試行できるようになりま
す。
今回のリリースでは、テーブルのデッドロックを排除してバッチ処理を最適化することで、明細書の転
記のパフォーマンスが向上しました。転記プロセスに状態モデルを導入してロールバックと復元を補助
し、データ損失が発生しないようにすると共に、手動操作を不要にしました。アプリ内診断機能が強化
され、詳細な状態、エラー、ログ (明細書の範囲に含まれるトランザクションの詳細、エラーの原因に
なったトランザクション、問題を修正する手順の候補など) が備わったことで、手軽なトラブルシュー
ティングが可能になりました。

グローバリゼーション: インド向け小売ローカリゼーション
インドの小売業者は、POS ソリューションでインド物品・サービス税 (GST) を計算し、小売用バック
オフィスで GST を転記する必要があります。Dynamics 365 for Retail は以前から、グローバル税エ
ンジン (GTE) との統合により、POS での GST 計算をサポートしています。お客様の配送場所に応じ
て、州内の GST と州間での GST を両方とも計算することができます。GST 統合は、通常販売と返品
のトランザクションをサポートし、さらに顧客注文と補充の処理にも対応します。Dynamics 365 for
Retail POS では、必要に応じて付加価値税 (VAT) を計算することもできます。さらに、名前付き顧客
について、POS レシート番号から請求書番号を入力することができます。
この新機能を使用して行うことができるトランザクションの例には、次のようなものがあります。
•

登録済み顧客に対する販売。

•

顧客に対する課税対象商品の販売。

•

匿名顧客に対する課税対象商品の販売 (GST 税込)。

•

免税商品の販売。

•

GST を含む取引の返品。
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匿名顧客に対する課税対象商品の販売レシートの例 (GST 税込)

グローバリゼーション: フランス向け認定済みキャッシュ レジスター
2018 年 1 月 1 日より、フランスのすべての小売業者は、NF525 要件への準拠を認定されたキャッシ
ュ システムを使用するよう義務づけられています。この要件は、現金販売に関する情報の不変性、セキ
ュリティ、保管、アーカイブを対象としています。こうした NF525 要件への準拠を目的として、新し
い機能が実装されました。これらの機能の対象となる要件は、認定機関発行の証明書により裏付けられ
ています。次のような機能があります。
•

小売 POS 機能:
o

小売販売トランザクションのデジタル署名と、営業終了レポートおよび監査イベント。

o

レシートのレイアウトに追加できる必須データ フィールド (署名付き小売トランザクションの
デジタル署名の抜粋、ソフトウェア バージョン、レシート明細行数など)。

o

監査イベントの登録 (レシートのコピーの印刷、オフライン モードの開始または終了など)。

o

営業終了レポート (X レポートまたは Z レポート) に必要な追加データ (累積総計、シフト合計
の税コード別内訳など)。

o
•

シフト期間を 1 日に限定するオプション。

小売用バックオフィス機能:
o

一定期間と累積での店舗ごとの小売販売と返品の合計、および税コード別の総内訳を計算す
る、期間総計仕訳帳。計算と締め処理が済んだ仕訳帳には、デジタル署名が施されます。
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決済済み期間総計仕訳帳など、締め処理済み期間に含まれる小売販売のエクスポート データの
アーカイブ。これには、当該期間内に完了した取引のトランザクション データ、期間内に終了
したシフトに関するシフト データ、期間内のイベントに対する監査イベント データ、期間の総
計データなどが含まれます。出力されるエクスポート ファイルには、デジタル署名が施されま
す。

支払
マイクロソフトは Spring 2018 リリースから、信頼できないネットワーク越しに支払プロバイダーに
接続する場合の許容範囲を広げました。また、支払の失敗による POS アプリのクラッシュを防止する
ステートレスな支払スタックが追加され、POS での支払シナリオにおける拡張性も向上しています。ハ
ードウェア ステーション、支払コネクタ、支払デバイスなど外部のコンポーネントに伴う問題に POS
で対処しやすくなり、支払の失敗により POS アプリがクラッシュする可能性が低下しています。この
機能は、Spring 2018 から、アプリケーション更新プログラムを通じて段階的にリリースされる予定で
す。

拡張性 (HQ、POS、CRT)
ほとんどのお客様は、自社の業務プロセスをサポートするためにマイクロソフトの製品をカスタマイズ
しています。マイクロソフトでは、小売業向け拡張フレームワークを大幅に強化してカスタマイズ モデ
ルを簡素化し、メタデータと構成を主軸とする開発エクスペエンスと高度な API を導入しました。この
新しいフレームワークによって、カスタマイズの実行に必要なコードの行数が減り、所要時間も短縮さ
れます。ビジネス ユーザーやパワー ユーザーは、このフレームワークを使用して、コードを書かずに
簡単なカスタマイズを行うことができます。
また、新しい独立型パッケージング モデルを導入し、拡張を個別にパッケージ化できるようにしまし
た。新しい拡張フレームワークと独立型パッケージング モデルを使用すると、拡張をコア アプリから
独立して作成できます。パッケージ化した拡張は、シームレスに AppSource やマーケットプレイスに
公開し、実行時に読み込むことができます。このシームレスな拡張モデルにより、任意の新しい拡張、
アプリ、その他の拡張を既存の業務プロセス モデルに簡単に接続することができ、接続解除も容易で
す。また、コア アプリ モデルを一切変更せずに、拡張をシームレスに提供することも可能です。ISV
やパートナー企業は、この新しいモデルを使用して、自社で拡張を開発し、シームレスに展開できま
す。POS が複数の拡張を個別に読み込むこともできます。
マイクロソフトは引き続き、開発アプリケーション ライフサイクル管理と拡張フレームワークを強化
し、新しい拡張機能と API を追加して、開発プロセスを簡素化しつつ、拡張の提供に必要な労力を軽減
するよう取り組んでいます。
新しい拡張機能には、次のようなものがあります。
•

開発アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) – 開発者のエクスペリエンスを簡素化するため
に、開発者用ツールを追加しました。開発シナリオを手がけるうえで有用な、新しいコード サンプ
ルとドキュメントが数多く公開されています。お客様はこれらのサンプルを利用して、コードをコ
ピーして貼り付け、軽微な変更を加えることで、効率よくカスタマイズを行うことができます。
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パッケージング – 独立型の拡張パッケージング モデルとフレームワークを使用すると、お客様は
POS とは別に拡張をパッケージ化し、複数の拡張を読み込んで、個々の拡張を接続または接続解除
することができます。

•

POS UI および API 拡張 - マイクロソフトは現在も POS フレームワークの強化に取り組んでお
り、メタデータ主導型の拡張やカスタム コントロールといった、新しい POS API と ユーザー イ
ンターフェイス (UI) 拡張ポイントを公開しています。お客様は、これらの機能強化を使用して、
UI ワークフローや要素を追加または変更して、POS レイアウトを調整することができます。

•

POS のオーバーライド可能なリクエストとトリガー - オーバーライド可能なリクエストが POS に
追加され、POS ワークフローや POS ビジネス ロジックをオーバーライドして、カスタム ロジック
と検証を追加できるようになりました。POS トリガー フレームワークを使用して、コア POS ロジ
ックの前または後にカスタム ロジックを実行できます。この新しいパターンで、POS のあらゆるワ
ークフローを修正できます。

•

拡張の検索 – 検索フレームワークを強化し、任意の外部システムの検索に対応しました。独自のカ
スタム フィールドやロジックを使用して、検索条件を変更できます。

•

Commerce Runtime (ビジネス ロジック層) – マイクロソフトの強化されたフレームワークでは、
ビジネス ロジックを追加し、コア ロジックを変更して、カスタム拡張シナリオに対応することがで
きます。拡張はビジネス ロジック層とデータ層の両方でサポートされています。

•

支払 SDK – 強化された支払 SDK で、任意の支払デバイスやサードパーティ支払プロバイダーを統
合できます。

•

ハードウェア ステーションと周辺機器 – ハードウェア層の機能強化により、プリンターやライン ディ
スプレイなどの既存のデバイス拡張をサポートします。ほとんどの新規デバイスを統合できます。

POS の拡張性の例
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監視とアラート
今回のリリースでは、店舗やシステム全体の可用性と信頼性を監視する既存の機能に加えて、特定ユー
ザーの業務の正常性を監視する機能を取り入れたことで、より一層きめ細やかな監視が可能になりまし
た。これにより、お客様の店舗で行われている相対的な業務量にかかわらず、ビジネスに影響を及ぼす
問題をすぐに検出でき、サービスの信頼性が高く保たれます。
シナリオ レベルでの可用性と信頼性の監視のほかに、高価値の業務運用に関するパフォーマンス低下を
事前に検出するパフォーマンス監視機能が実装されました。対象範囲を全体に拡大するために、信頼性
アラート機能を Modern POS などのクライアント コンポーネントに拡張しました。クライアント コン
ポーネントに記録された問題をシームレスに検出することで、これまでクラウド サービス単体では発見
できなかった、クライアント アプリケーションに固有の信頼性の問題を発見できるようになっていま
す。
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人材
Dynamics 365 for Talent – Core HR
Spring 2018 リリースの Talent - Core HR では、一般データ保護規則 (GDPR) のコンプライアン
ス、統合の有効化、お客様からのフィードバックを反映した重要な機能の追加が行われています。
高性能の給与機能を提供し、より多くのお客様のポートフォリオをサポートするために、マイクロソフ
トは Ceridian Dayforce のサポートなど、いくつかの給与統合機能を追加しました。また、オープン
エンロールメントの処理機能と、適格なライフ イベントの変更を社員が効率よく開始するための処理機
能を導入しました。これらの更新では、すべての変更の構成と処理を行うことができ、ワークフローと
組み合わせて Talent 全体で正確なデータを保持し、コンプライアンスや適格性を確立できるほか、福
利厚生プロバイダーに選択内容をエクスポートする機能も備えています。
強化されたマネージャー用セルフサービス機能により、マネージャーは組織内で報酬の変更処理を開始
できます。統合されたレビューとワークフローの承認プロセスは、正確な変更を予算内で行うために役
立ちます。
お客様の移行をサポートするために、Dynamics 365 for Finance and Operations との統合が図られ
ており、Talent に初期データを読み込めるようになりました。また、Finance and Operations のワー
クフローと人事管理 (HR) のトランザクションを維持できるよう、継続的に統合を進めています。既存
の Finance and Operations のお客様は、これらの統合を使用して、Dynamics 365 for Talent に移
行できます。さらに、Finance and Operations と Talent を連携させて使用することも可能です。

Spring 2018 における Talent – Core HR の新機能の概要
2018 年 1 月 - 一般提供
•

マネージャーによるセルフサービスでのプロモーション リクエストとワークフロー - マネージャ
ーのセルフサービス機能を拡張しました。

•

添付ファイル - 採用プロセスで送られてきた添付ファイルを、新規採用の社員レコードに転送で
きます。

2018 年 2 月 - 一般提供
•

コンテキストに応じた理由コードのフィルタリング - 採用、異動、退職、報酬のプロセスに関す
る理由コードを構成できます。

•

カスタム フィールド - Talent 全体でこの機能が有効になりました。

•

合理化された異動プロセス - 社員を異動させるときに、ジョブが自動的に異動リクエストに追加
されます。

•

更新された Power BI ビジュアル - Power BI レポートの外観が新しくなりました。男女別支払
メトリックの平均と中央値も追加しました。

•

既定の日付 - 採用、異動、退職の各プロセスで、既定の日付が入力されなくなりました。
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再雇用フラグ – 退職プロセスの一環として、退職者が再雇用に適格かどうかを示すフラグを設定
します。

2018 年 3 月 – パブリック プレビュー
•

Finance and Operations 7.2 および 7.3 との統合 (パブリック プレビュー) - この統合で
Talent に初期データを読み込めるようになっており、Finance and Operations のワークフロー
と人事管理トランザクションを維持できるように継続的な統合も進められています。

2018 年 4 月 – 一般提供
•

給与機能の統合 - 標準で装備されている Ceridian との統合機能を使用するか、他の給与機能プロ
バイダーと手動で接続することで、Talent とお客様の給与システムを接続できます。

•

福利厚生機能の強化 - オープン エンロールメントと適格なライフ イベントの変更をサポートします。

•

休暇管理:

•

o

営業日カレンダー – 企業の休日を反映したカレンダーの作成をサポートします。

o

日数での休暇申請 – 休暇期間をさらに柔軟に入力できるようになりました。

o

カスタムの休暇繰越日数 – 繰り越しと休暇の増加を処理する機能をカスタマイズできます。

職位と社員の管理機能の更新 - 職位と社員に関連する情報を追加し、人事管理担当者とマネージ
ャーの採用プロセスを効率化します。

マネージャーのセルフサービス
Spring 2018 の更新では、マネージャーの生産性と効率をアップするために、セルフサービスで取り組
むことができるオプションを追加しました。マネージャーは報酬の変更を開始し、その妥当性の説明を
提示することができます。それを受けて、人事部門が、システムで提供されるワークフローに沿って変
更のレビューと承認を行い、予算内で正確に変更が行われるように処理します。

マネージャーによるセルフサービスでのプロモーション リクエスト
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添付ファイル
採用応募と共に送られてきた添付ファイルは、採用ワークフローの完了時にすべて社員レコードに転送
され、あらゆる情報が 1 つの場所に集積されます。

コンテキストに応じた理由コードのフィルタリング
この機能を使用すると、採用、異動、退職、報酬のプロセスに関する理由コードを構成できます。これ
によって理由コードを合理化でき、データ精度が向上し、理由コードを使用するあらゆるプロセスを詳
しく分析できます。さらに、プロセスに関係のある理由コードだけが表示されるので、採用、異動、退
職のプロセスが効率化されます。

理由コードのフィルタリング

カスタム フィールド
カスタム フィールド機能を使用すると、追加の追跡、統合 (エンティティを使用)、レポートのエクス
ポートを行うことができます。

合理化された異動プロセス
社員を異動させる際に、職位によってフィルタリングすることができ、ジョブが自動的に異動リクエス
トに追加されます。フィルタリングを簡単にするために、職位の検索に職位の上司が含まれています。
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更新された Power BI ビジュアル
埋め込み Power BI レポートが更新され、ビジュアルが新しくなりました。さらに、報酬分析用の男女
別支払メトリックの平均と中央値など、いくつかの指標が追加されました。

既定の日付
採用、異動、退職の各プロセスで、既定の日付が入力されなくなりました。これにより、該当しない既
定の日付を使用してしまうミスが少なくなります。また、社員を新規採用して将来の雇用開始日を入力
すると、その開始日に対象の社員のページが開設され、有効日のエントリを修正することができます。

再雇用フラグ
退職プロセスの完了時に、対象の社員に再雇用の資格の有無を示すフラグを付けることができます。社
員が再雇用に不適格としてフラグ付けされると、この社員はスキル マッピング プロセスの対象から外
されます。このフラグは、過去の作業者の一覧にも表示されます。

休暇管理
•

"日数" のサポート: 欧州市場では特によく見られる習慣ですが、多くの組織では、社員は時間数で
はなく日数で休暇申請を行います。今回の更新では、企業が欧州市場でコンプライアンス ポリシー
を遵守するうえで役立つ機能が拡張されました。人材管理者や人事部マネージャーは休暇の追跡と
承認を行うことができ、社員は 1 日または半日単位で、または時間単位で休暇を申請することがで
きます。

日数による休暇管理のサポート
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営業日カレンダー: 人材管理者は、企業の休日を反映した営業日カレンダーを作成できます。営業
日カレンダーは、社員の種別や国の違いに応じて作成することが可能です。社員が休暇を申請する
と、申請日程から自動的に休日が除外され、休暇申請プロセスの効率が向上します。

•

カスタムの休暇繰越日数: (4 月以降に導入) 組織のポリシーに合わせてカスタマイズ可能な、繰り
越しによる休暇の増加が可能になります。

Finance and Operations 7.2 および 7.3 との統合 (パブリック プレビュ
ー)
3 月から、マイクロソフトのクラウド サービスと Finance and Operations を使用している
Dynamics のお客様は、コネクテッドな運用シナリオをご利用いただけます。Finance and
Operations のお客様は、すべての人事管理データに関する唯一の情報源として、Talent を使用するこ
とになります。新しい統合機能では、Talent への初期データ アップロードを実行できます。また、
Finance and Operations のワークフローと人事管理トランザクションを維持できるように継続的な統
合も進められています。

給与機能の統合/給与データ パッケージ
標準で装備されている Ceridian 用の統合機能を使用するか、他の給与機能プロバイダーに手動で接続
して、ご使用の給与システムを接続することで、Talent を広範な人事管理テクノロジ エコシステムに
接続できます。
•

Ceridian との給与機能の統合 - 人事管理と給与構成のデータは社員のデータと共に Talent から取
得しますが、給与処理は Ceridian 社の Dayforce アプリケーションで実行されます。その後で実行
される支払で生じた総勘定元帳のトランザクションは、Finance and Operations にインポートさ
れます。

•

汎用給与データ エクスポート パッケージ – お客様が別の給与機能プロバイダーをご利用の場合
は、エクスポート パッケージに含まれるデータを変更し、給与ソフトウェアがアクセスできる任意
のファイル ストレージ ロケーションに、データ パッケージをエクスポートできます。
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Talent から Ceridian への統合フロー

福利厚生機能の強化
•

福利厚生オープン エンロールメント。福利厚生オープン エンロールメントは、社員が福利厚生をわ
かりやすい手順で簡単に選択できるセルフサービス機能です。人材管理者は、組織の福利厚生オー
プン エンロールメント プロセスを構成することができます。また、ガイド付きのソリューションを
使用してエンロールメントを行う社員向けエクスペリエンスをデザインすることも可能です。社員
が選択した福利厚生エンロールメントは、エクスポートして、福利厚生プロバイダーに送信できま
す。

•

ライフ イベントの変更 (4 月以降に導入)。 この機能により、社員は適格なライフ イベントの変更
を効率よく開始できます。また、人材管理者は、適格なライフ イベントの変更を追跡するルールと
ワークフローを簡単に構成できます。
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福利厚生のオープン エンロールメント

Dynamics 365 for Talent – Attract
Spring 2018 リリースでは、採用活動管理機能を拡張して、キャリア Web サイトをサポートし、複数
の求人情報を同時に公開して求人プロセスを簡略化する機能を備えました。マイクロソフトでは、
LinkedIn との統合を基盤として、以下のような機能の開発を続けています。
•

LinkedIn での応募。

•

LinkedIn での求人。

•

採用担当者から Dynamics 365 for Talent への候補者のエクスポート。
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Spring 2018 リリースでは、業界屈指のプロバイダーである Koru による候補者評価を手軽に開始でき
る機能も追加しています。加えて、Attract の付属アプリケーションとして、候補者評価とアンケート
調査を容易に作成できる Gauge をリリースします。

Spring 2018 における Talent – Attract の新機能の概要
2018 年 2 月 - 一般提供
•

構成可能な採用プロセス - 求人職種ごとに採用プロセスを定義することができます。

•

高度な面接スケジュール設定 - 機能強化により、数日にわたる面接のスケジュール設定や、直前で生
じた面接官の交替処理が可能になり、スケジュール設定プロセス全体でコミュニケーション機能が向
上しています。

•

候補者に関するメモ - 採用チームが候補者の応募に関するメモを保持できます。

2018 年 3 月 - 一般提供
•

Koru との統合による評価アクティビティ - Koru (www.joinkoru.com) が提供するサードパーティ
の候補者評価。

2018 年 2 月 – パブリック プレビュー
•

企業のキャリア サイト - 企業のキャリア サイトを簡単に作成して求人を掲載し、迅速に応募プロセ
スを開始できます。

•

o

候補者の応募 - 候補者はキャリア サイトから直接、求人に応募できます。

o

LinkedIn との統合 - LinkedIn での応募と LinkedIn への求人掲載が可能です。

Gauge との統合による評価アクティビティ - Gauge というツールで、効率的な採用や社員評価アン
ケート調査のための評価項目を作成できます。

•

構成可能な採用プロセス – テンプレート - 採用プロセスの手引きになる、カスタム テンプレートを
作成できます。

2018 年 4 月 – パブリック プレビュー
•

オファー管理 - テンプレートとワークフローを使用したオファーの作成と管理を行うことができま
す。

•

有望な候補者の追跡 - 正式な応募に先立って、すべての有望な候補者を管理できます。

•

LinkedIn Recruiter システムの接続 - LinkedIn Recruiter から Attract にすばやく候補者をプッシ
ュできます。
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構成可能な採用プロセス
構成可能な採用プロセス機能により、標準のプロセスを適用したり、調整済みのプロセスを構成して後
で利用できるように保存したりすることで、お客様固有のニーズに合わせて Attract を使用することが
できます。お客様は、求人職種ごとに個別の採用プロセスを作成することも、採用プロセス テンプレー
トを適用することも可能です。この機能は、複雑なエンタープライズ採用環境で有効に利用できます
(テンプレートは 2018 年 4 月後半から利用できる予定です)。
お客様は採用プロセスの段階を新たに設けたり減らしたりすることができます。それぞれの段階で、ア
クティビティを追加し、組織のニーズに合わせてプロセスを調整できます。たとえば、求人職種に応じ
て異なるプロセスを設定できます。季節労働者の募集では面接は 1 回実施するだけですが、フルタイム
の社員には複雑なプロセスで複数回の選考と面接を課すことができます。

構成可能な採用プロセス
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提供状況

リア サイトに自動的に求人を公開したり、掲載する求人

Talent - Attract のパブリック プレビュ

広告ごとに一意の URL を使用したりすることができま
す。新しい機能には、次のようなものがあります。

域で利用できます。

•

Talent キャリア サイト – 一般向けの求人情報サイト
をホストして求人広告を公開し、次の機能を提供でき
ます。
o

ーは、製品が提供されているすべての地
地域の完全なリストについては、
『Dynamics 365 の国際的な提供状況に
関するガイド (英語)』をご覧ください。

求人の検索、検索条件の保存、将来に求人情報が
掲載されたときの通知設定。

o

内部と外部のフラグに基づく求人の表示。

o

候補者情報に基づく求人の推奨。

•

企業のキャリア サイトへの求人掲載と応募プロセスの開始が容易。

•

LinkedIn などのサードパーティの求人サイトへの求人情報の掲載。

採用マネージャーや担当者は、[ジョブの設定] ページの個々のタイルで、Talent キャリア サイトや
LinkedIn に求人を公開したり、他の外部求人サイトへの広告を管理したりすることができます。

Web サイトへの求人の公開
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Talent キャリア サイトの求人情報ページ

高度な面接スケジュール設定
高度な面接スケジュール設定機能を使用すると、数日にわたる面接の管理や直前で生じた面接官の交替
処理が容易になります。また、スケジュール設定プロセス全体でコミュニケーション機能が向上してい
ます。複雑な要件を抱えているお客様にも対応しており、自動スケジュール設定エンジンの追加オプシ
ョンを利用できます。新しい機能には、次のようなものがあります。
•

スケジューラー ロール: 次の機能が利用できます。
o

Attract で面接の可否通知を表示。

o

ほんの数クリックでの面接スケジュールを作成。

•

別の面接日時の提案。

•

面接スケジュールの取り消し、採用担当者/マネージャーへの面接スケジュールの変更の提案と通
知。

•

候補者への面接日時枠リストの提示。
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採用担当者や採用マネージャーなどが、面接スケジューラーになる場合があります。スケジューラーは
スケジュール設定ウィザードで数回クリックするだけで、候補者の面接スケジュールを作成することが
できます。提案されたスケジュールを変更したり、1 つ以上の面接枠を使用して延長したりすることが
でき、1 つの枠に 1 人または複数の面接官を割り当てることもできます。スケジューラーは、個々の面
接の開始時刻と時間枠の長さを設定し、その枠の詳細を決定して、会議室を指定できます。面接スケジ
ュールが決まったら、スケジューラーが面接官に招待を送ります。これに対する面接官の承認または拒
否のステータスを追跡でき、任意の時点で、スケジューラーがスケジュールを候補者と共有することを
決定できます。

高度な面接スケジューラー

評価アクティビティ
採用マネージャーと採用担当者は、採用プロセスに評価アクティビティを追加できます。2 種類の評価
を使用して、候補者に関する追加情報を集め、それらを客観的に比較することができます。この 2 種類
の評価は、Gauge と Koru で行います。

Gauge (パブリック プレビュー)
Gauge では、採用マネージャーや採用担当者が評価アクティビティの一環としてアンケートを作成
し、候補者に送信することができます。候補者には専用アプリで、新しいタスクが発生したことが通知
されます。候補者は簡単な操作でアンケートに回答し、評価を完了することができます。採用マネージ
ャーと採用担当者は、Attract で直接このプロセスと結果を追跡できます。
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Gauge との統合

Koru
Koru は、予測分析を応用して、特定の組織に対する候補者の適性の評価、スコアリング、ランク判定
を行っているサードパーティ企業です。Koru との統合により、お客様は候補者のスコアとランクを付
けて、最適な人選につながる予測を実施できます。採用マネージャーと採用担当者が Koru プロジェク
トを評価アクティビティとして採用プロセスに追加し、候補者が Koru の評価を受けます。その結果
は、Attract で直接確認することができます。

Dynamics 365 for Talent – Onboard
Spring 2018 リリースの主な更新として、強力なテンプレート、レポート機能、自動化を利用して、部
門レベルでの導入を効率化しました。お客様からのフィードバックに基づいて、Onboard のコラボレ
ーション機能を強化し、より多くの人がオンボーディング エクスペリエンスを作成して導入できるよう
になりました。また、Onboard のテンプレート編集ワークフローを利用すると、テンプレートの更新
を、そのテンプレートからインスタンス化されたすべてのインスタンスに展開することができます。

Spring 2018 における Talent – Onboard の新機能の概要
2018 年 3 月 - 一般提供
•

カスタマイズ可能なようこそメール。

•

期日のプレースホルダー。

•

Excel へのエクスポート。

2018 年 4 月 – パブリック プレビュー
•

他のガイドやテンプレートからのインポート アクティビティ。
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カスタマイズ可能なようこそメール
マネージャーはようこそメールをパーソナライズして、オンボードの際に新入社員に送信することがで
きます。この機能を使用して相手に合わせて働きかけることで、メールの返信率が高まります。

期日のプレースホルダー
マネージャーは、新入社員の初日からのオフセットとして、初日の 2 週間後や 3 日前といった期日の
プレースホルダーを挿入できます。新入社員の初日を変更すると、期日も自動的に更新されます。

Excel へのエクスポート
採用マネージャーは、自分で作成または関与したガイドをすべて Excel ファイルにエクスポートし、レ
ポート作成と Power BI 用に使用することができます。

インポート (パブリック プレビュー)
採用マネージャーは、他のガイドやテンプレートからコンテンツをインポートして、常に最新のコンテ
ンツを反映しておくことができます。この機能により、業務をすばやく開始することができ、上司や部
門のリーダーから入手した最新のコンテンツを簡単に取り込めるようになります。
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Business Central
Dynamics 365 Business Central
Dynamics 365 Business Central は、Spring 2018 リリースから、14 の国または地域で Dynamics
NAV の全機能をクラウドに導入し、Dynamics 365 for Finance and Operations、Business エディ
ションに代わって提供されます。既存の Dynamics 365 for Finance and Operations、Business エデ
ィションのお客様は、次回のサービス アップグレード時に自動的に Dynamics 365 Business Central
にアップグレードされます。
Dynamics 365 Business Central は、全世界で 140,000 社のお客様と数百万のユーザーを抱える主
要なマイクロソフト ビジネス アプリケーション製品、Dynamics NAV の後継製品です。Dynamics
365 Business Central は、きわめて柔軟なソリューションであり、地域や業界、個々のお客様のニー
ズに合わせて活用しやすくなっています。
Spring 2018 リリースでは、主に次のような強化が行われています。
•

クラウドでフル スイートのアプリケーション機能を提供。

•

モダンなユーザー エクスペリエンスに刷新し、インサイトと生産性を最適化。

•

AppSource からアプリを入手して簡単に拡張。

Spring 2018 における Business Central の新機能の概要
2018 年 3 月 - 一般提供
さまざまな地域での提供
•

14 の市場 - Dynamics 365 Business Central は 14 の市場で提供されます。

フル スイートのアプリケーション機能
•

Essential - ほとんどのビジネスで業務の遂行に必要な幅広い機能が含まれています。

•

Premium - サービス管理と製造に関する機能が加わりました。

ルック アンド フィール
•

モダン ユーザー エクスペリエンス - モダンなユーザー エクスペリエンスに刷新し、インサイトと
生産性を最適化しました。

拡張しやすさ
•

AppSource - AppSource からアプリを入手して、エクスペリエンスをカスタマイズできます。

•

Power BI、PowerApps、Flow - PowerApps と Microsoft Flow を組み合わせて、新しいアプリケ
ーションを作成し、既存の業務プロセスを拡張できます。Power BI を統合して、カスタム ダッシ
ュボードと構成可能なレポートを実現します。

•

拡張 - 拡張テクノロジに多くの改善が行われ、ベースとなるアプリケーションからソリューション
を切り離して、アップグレード可能な形で拡張、カスタマイズ、作成できるようになりました。
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個別のカスタマイズ - ユーザーがエクスペリエンスをパーソナライズできます。また、パートナー
様は、個別または複数の顧客のエクスペリエンスをカスタマイズできます。

•

ビジネス API - 強力な API を使用して、外部のシステムやサービスを統合できます。

•

モダンな開発者エクスペリエンス - ファイルベースの開発環境と新しい開発言語を使用できます。

コンプライアンス
•

一般データ保護規則 (GDPR) - 欧州のプライバシー関連法の要件に対応しています。詳細について
は、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。

•

アクセシビリティの機能強化 - 業界最高レベルのアクセシビリティ標準の詳細については、Trust
Center の情報を参照してください。

•

ISO と SOC のコンプライアンス。

さまざまな地域での提供
リリース時点で、Dynamics 365 Business Central は 14 の市場で提供されます。
•

•

ヨーロッパ:
o

オーストリア

o

ベルギー

o

デンマーク

o

ドイツ

o

フィンランド

o

フランス

o

イタリア

o

オランダ

o

スペイン

o

スウェーデン

o

スイス

o

イギリス

北米:
o

カナダ

o

アメリカ
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モダン ユーザー エクスペリエンス
Spring 2018 リリースでは、Dynamics 365 Business Central をモダンなユーザー エクスペリエンス
に刷新し、インサイトと生産性が得られるよう最適化しました。

Business Central の新しくなったインターフェイスの例

Essential と Premium
Dynamics 365 Business Central では、Essential と Premium という 2 つの価格設定が用意され
ています。
Essential ライセンスは、ほとんどのビジネスで業務の遂行に必要とされるビジネス領域をカバーして
います。これらの領域は以下のセクションで説明します。Premium ライセンスは、サービス注文管理
と製造に関する機能を追加し、普及している Dynamics NAV アプリケーション全体をクラウドに導入
します。

財務管理
基本的な総勘定元帳
会社を設定し、総勘定元帳、勘定科目表、一般仕訳帳、VAT 施設、繰り返し仕訳帳、ソース コードへ
の転記を開始できます。
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予算
総勘定元帳勘定で予算を扱います。
繰延
あらかじめ定義された期間にわたって収益と費用の繰延処理を自動化する、繰延テンプレートを設定で
きます。
基本的な固定資産
固定資産と、取得、減価償却、評価減、増加、廃棄などの関連トランザクションを追跡できます。
監査証跡
どのトランザクションにも監査証跡と転記の説明が自動的に割り当てられます。また、ユーザーが理由
コードを定義して、補完的な監査証跡を作成することもできます。
銀行口座管理
複数の銀行口座を作成、運用、管理して、多様なビジネス ニーズや各種の通貨に対応します。
調整
口座取引明細書データを自動的に調整して、銀行口座の元帳エントリを開き、すべての口座取引明細書
を追跡します。
分析コード
高度なトランザクション分析を実行するために、任意の元帳に対して分析コードを無制限に追加できま
す。
通貨
買掛金、売掛金、総勘定元帳レポート、リソースと在庫品目、銀行口座など、システム全体で複数の通
貨を管理できます。
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Business Central 経理担当ロール センターの例

顧客関係管理
連絡先
お客様が保有する連絡先の概要を管理し、すべてのビジネス関係に関する連絡先情報を記録します。
キャンペーン
お客様が定義した連絡先のセグメントに基づいて、キャンペーンを編成します。
営業案件管理
営業案件を追跡して、営業プロセスをいくつかの段階に区分し、得られた情報を利用して営業案件を管
理します。
Dynamics 365 for Sales との統合
Dynamics 365 for Sales との統合により、簡単な手順で、販売注文、品目の在庫状態、測定単位、通
貨などのお客様のデータを同期できます。
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タブレット デバイスで開いた Business Central の例

サプライ チェーン管理
販売注文管理
販売注文、一括販売注文、販売注文プロセスを管理できます。
基本的な売掛金
仕訳帳に販売トランザクションを転記し、売掛金を管理できます。一般仕訳帳を使用してお客様を登録
し、売掛金を管理します。
発注管理
購入、一括注文、発注書の処理を管理できます。
場所
製造工場、流通センター、倉庫、ショールーム、小売店、サービス カーといった複数の場所の在庫を管
理できます。
製品移動
在庫の保管場所を移動する場合に追跡を行い、さまざまな場所で移動中の在庫の価値を評価できます。
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基本的な倉庫保管
在庫置き場レベルで製品を管理できます。空間効率とピッキング プロセスを最適化するためのレポート
を使用して、特定の置き場から製品を運び出し、置き場間を移動することができます。

Business Central の新しい倉庫からの出荷の例

人事管理
社員
社員の情報をグループ化して追跡し、経験、スキル、教育、訓練、組合所属など、さまざまな情報に基
づいて社員データを編成します。
経費管理
社員カードに経費を記録し、社員の支出を追跡して精算します。
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Business Central 社員リストの例

プロジェクト管理
リソース
リソースの登録と販売を行い、複数の関連リソースを 1 つのリソース グループに集約し、個々のリソ
ースを追跡できます。
見積もり
リソース使用状況を監視し、各リソースに対するキャパシティの包括的な概要を把握して、可用性に関
する情報と注文や見積もりに対して計画されているコストを表示します。
ジョブ
顧客への請求用にジョブとデータの使用量を追跡します。固定価格のジョブと時間または実費払いのジ
ョブの両方を管理できます。
タイム シート
タイム シートを使用すると、時間の登録とマネージャーによる承認を簡単かつ柔軟に行うことができま
す。タイム シートには、サービス、ジョブ、基本的なリソースの機能が統合されています。
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Business Central プロジェクト リストの例

その他
Essential ライセンスでは、さらに多様なビジネス領域にまたがる幅広い機能を利用できます。
複数の言語
必要な言語が利用できる場合に、リアル タイムで顧客に対する言語を切り替えることができます。
理由コード
システム全体でトランザクションごとに割り当てることができる理由コードのセットを定義して、ユー
ザー定義の監査証跡を提供できます。
拡張されたテキスト
在庫品目、リソース、総勘定元帳の勘定を説明する行数を無制限に設定できます。
イントラスタット レポート
統計局へのイントラスタット情報の報告に必要なデータを自動的に取得できます。お客様の会社にレポ
ートなどの提出義務があるかどうかについて、地域の当局から通知を受ける場合もあります。
Outlook との統合
お客様の To Do アイテムと連絡先が Outlook 内の会議、タスク、連絡先と同期されます。

目次に戻る

126

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

サービス注文管理
Premium ライセンスのお客様は、サービス管理機能を利用できます。
サービス注文
サービス要求、サービス期限、サービス注文、修正要求など販売後の問題を登録します。
サービス価格管理
サービス価格を設定、管理、監視することができます。
サービス品目管理
契約情報、コンポーネント管理、BOM 参照および保証情報などの、あらゆるサービス品目を記録また
は追跡できます。
サービス契約管理
サービス レベル、応答時間、割引レベルについての詳細を記録し、各契約のサービス履歴についても、
サービス品目と部品、作業時間などを記録できます。
プランニング
作業指示書に担当者を割り当て、作業指示書の処理やステータスなどの詳細を記録できます。
派遣
サービス担当者や現場技術者の情報を管理し、可用性、スキル、在庫品目に応じてフィルタリングでき
ます。

製造業
Premium ライセンスのお客様は、製造業向け機能を利用できます。
製造オーダー
製造オーダーを作成して管理し、消費量と出力を製造オーダーに転記できます。
バージョン管理
さまざまなバージョンの製造部品表とルーティングを作成して管理できます。
アジャイル製造
複数の計画策定オプションを使用して、ラッシュ アワーの計画と例外の作成を行い、プロセスに対する
直前の変更に対処できます。
基本的な供給計画
需要に応じて材料要求を計画でき、マスター生産スケジュールと材料要求計画をサポートします。
需要予測
需要予測と共に利用可能な在庫レベルと要求計画のパラメーターを考慮して、製造オーダーと発注を計
画して作成できます。
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キャパシティ プランニング
製造プロセスにキャパシティを追加できます。ルーティングを設定し、製造オーダーや材料要求計画
で、これらのルーティングを使用できます。
マシン センター
複数のレベルでキャパシティを管理できます。マシン センターについては詳細なレベルで、ワーク セ
ンターについては統合的なレベルでキャパシティ管理が可能です。
有限負荷計画
キャパシティの制約を考慮して、一定期間内に実行可能と見込まれる量以上の業務をワーク センターに
割り当てないようにできます。

拡張性
AppSource
Dynamics 365 Business Central 内で、AppSource に登録されているアプリを利用して、機能を追加
することができます。開発者の方は、強力な拡張を作成して、利用者が見つけやすいように
AppSource に追加できます。4 月のリリースでは拡張テクノロジに多くの改善が行われ、パートナー
様がベースとなるアプリケーションからソリューションを切り離して、アップグレード可能な形で拡
張、カスタマイズ、作成できるようになりました。

Power BI、PowerApps、Flow
Dynamics 365 Business Central は、Power BI、PowerApps、Flow と手軽に統合できるため、お客
様は 1 行もコードを書かずに機能を構成し、ビジネス フローを実装することができます。

個別のカスタマイズ
フィールドの追加や削除などの操作によって、Dynamics 365 Business Central をパーソナライズす
ることができます。埋め込みデザイナーでフィールドを移動したり、エクスペリエンスを整理したりし
て、ユーザー インターフェイスをカスタマイズできます。
パートナー様は、個別または複数の顧客にカスタマイズを適用できます。Dynamics 365 Business
Central で同じ変更をすべての顧客に適用したり、それぞれの顧客に必要な微調整を加えたりすること
が可能です。

モダンな開発者エクスペリエンス
Visual Studio Code を使用すると、最新のファイルベース開発環境と言語で、強力な拡張を作成する
ことができます。Azure Functions などの Microsoft Azure サービスと簡単に統合を行うために、画期
的な言語機能が備わっています。
Dynamics 365 Business Central ビジネス API と 44 のエンティティを使用して、サードパーティ ソ
リューションとの間で簡単かつ柔軟に、すばやく相互運用性を確立できます。
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ビジネス アプリケーション プラッ
トフォーム
PowerApps
PowerApps は、マイクロソフトの高生産性アプリケーション開発プラットフォームです。今回のリリ
ースでは、マイクロソフトは Dynamics 365 の豊富な機能と PowerApps の俊敏性を組み合わせ、単
一の統合プラットフォームを開発しました。この PowerApps プラットフォームを基盤として、
Dynamics 365 for Sales、Service、Marketing、Talent の各アプリケーションがネイティブに構築さ
れています。また、今回のリリースでは、Common Data Service for Apps (PowerApps に付属のデ
ータ プラットフォーム) とクライアント ユーザー エクスペリエンス作成ツールに対する大きな機能強
化が行われました。これらの新機能は Dynamics 365 プラットフォーム (xRM プラットフォームと呼
ばれることも多い) に対する下位互換性があるため、Dynamics 365 のカスタマイザーとパートナーの
皆様は既にお持ちのスキルを活用して、PowerApps を使用するアプリを作成することができます。
PowerApps は Office 365 にも密接に統合されています。同じツール セットを使用して、増加を続け
ている Office 365 アプリをカスタマイズして拡張することや、200 以上のデータ ソースに接続するス
タンドアロン型ビジネス アプリケーションを開発することができます。
新しい機能には、次のようなものがあります。
•

モデル駆動型アプリ。PowerApps で、モデル駆動型アプリという新しいタイプのアプリケーショ
ンを作ることができます。モデル駆動型アプリは、アプリ デザイナーを使用して、直接
PowerApps.com から作成とカスタマイズを行います。エンティティ、フォーム、ビュー、ダッシ
ュボード、グラフ、業務プロセスを組み合わせると、強力な基幹業務アプリケーションが生成され
ます。モデル駆動型アプリの作成は手軽に始めることができます。モデル駆動型モードに切り替え
て、基礎を学び、優れたサンプル アプリを試してみてください。
o

エンティティ フォーム。PowerApps.com のモデル駆動型モードから直接、Common Data
Service for Apps エンティティの優れたフォームを作成し、カスタマイズできます。豊富なコ
ントロール ライブラリから取得できるさまざまなカスタム コントロールを使用して、ドラッグ
アンド ドロップで操作する視覚的なデザイナーでフォームを作成できます。

o

エンティティ ビュー。PowerApps.com のモデル駆動型モードから直接、Common Data Service
for Apps エンティティのビューを作成し、カスタマイズできます。ポイントとクリックで操作す
るツールを使用して、フィルターの作成、並び順の設定、表示する列の選択を行います。

o

業務プロセス フロー。1 つ以上の業務プロセス フローをモデル駆動型アプリに関連付け、一連
のガイド付き手順を通じて、ユーザーのエクスペリエンスを構築できます。

o

ダッシュボード。カスタムの対話型ダッシュボードを作成し、Common Data Service for
Apps エンティティから取得したデータをさまざまなグラフ コントロールで活用できます。モ
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デル駆動型アプリケーション ダッシュボードに Power BI ダッシュボードを埋め込み、アプリ
ケーションから直接、クロスシステムの詳細なデータ分析を実行できます。
o

応答性に優れたメタデータ駆動型ユーザー エクスペリエンス。エンティティ作成時に、モデル
駆動型アプリケーションのユーザー エクスペリエンスが自動的に生成されます。ナビゲーショ
ン モデル、基本的なフォーム、ビューのサブセットを使用して、カスタマイズを行うことがで
きます。ユーザー エクスペリエンスはメタデータ駆動型で、応答性に優れています。アプリケ
ーションは Web でもモバイルでも、あらゆる画面で一貫して動作し、右から左に記述される言
語もサポートしています。

o

標準のままでアクセス可能なアプリ。統合インターフェイス インフラストラクチャを使用した
モデル駆動型アプリは、マイクロソフト アクセシビリティ標準に準拠しています (業界をリー
ドするアクセシビリティ標準の詳細については、Trust Center を参照してください)。ユーザー
は、キーボード操作のみ、またはタッチ操作のみであっても、これらのアプリケーションを使
用して重要な作業を行うことができます。さらに、スクリーン リーダーともよく連携し、ワン
クリック デバイスなどの他のアクセシビリティ ツールの使用も妨げません。

o

モバイル プレーヤー。モバイル デバイスでモデル駆動型アプリを実行できます。タブレットと
スマートフォンの場合は、アプリケーションが自動的に各デバイス向けに最適化されます。

•

キャンバス アプリ。現在 PowerApps では、キャンバス アプリとモデル駆動型アプリという 2 種
類のアプリケーションを作成できます。"キャンバス アプリ" という用語は、インターフェイスを完
全に制御できる WYSIWYG 画面デザインを使用して作成されるアプリを指しています。キャンバ
ス アプリを使用する場合は、最初に空のキャンバスを使用して、用途に合ったユーザー インターフ
ェイスを作成します。次に、そのユーザー インターフェイスを、200 個の中から選択したデータ
ソースに接続します。キャンバス アプリは Web 用、モバイル用、タブレット用のアプリケーショ
ンとして作成できます。モデル駆動型アプリを作成する場合は、最初にお客様自身のデータ モデル
を使用します。Common Data Service for Apps 内のお客様のコア ビジネス データとプロセスか
らアプリを作成し、フォームやビューなどのコンポーネントをモデル化することができます。モデ
ル駆動型アプリでは、各種デバイスでの応答性に優れた質の高いユーザー インターフェイスが自動
的に生成されます。
o

制御可能な委任上限。委任可能でないデータ ソースに対する委任上限を最大 2,000 レコードに
制御できます。これにより、クライアント側でより大規模なデータセットを運用することが可
能になりました。

o

SQL ビュー。SQL Server のデータを PowerApps に取り込む前に、SQL ビューを使用してデ
ータを結合し、パフォーマンスの問題を防止します。

o

外部キーのリレーションシップを使用した簡単なエンティティ アクセス。Common Data
Service for Apps に格納されているエンティティ間のリレーションシップ (外部キー) に含まれ
るエンティティへの直感的なアクセス方法により、キャンバス アプリ内の関連エンティティを
ごく簡単に使用できるようになりました。

•

アプリ共有エクスペリエンスの強化。キャンバス アプリのエクスペリエンスが強化されたことで、
アプリが使用するデータ ソースを確認しやすくなり、そのデータにアクセスするユーザー権限を簡
単に設定できるようになりました。モデル駆動型アプリでは、Common Data Service for Apps 内
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のエンティティとデータにアクセスするための適切なセキュリティ ロールをユーザーに割り当て
て、アプリを共有できます。
•

SharePoint に接続したアプリによる添付ファイルの利用。SharePoint Online に接続したアプリ
で、画像やドキュメントなどの添付ファイルの表示とアップロードが実行できるようになりまし
た。

•

管理者用サポート チケット機能の改善。新しいビジネス プラットフォーム管理センターから、マイ
クロソフト サポート担当者にサポートを依頼できます。

•

GDPR コンプライアンス。EU の一般データ保護規則 (GDPR) に対応するために、管理者は
PowerApps ユーザーに関するデータ主体の権利要求をサポートすることができます。

•

PowerShell による統制の自動化。PowerApps PowerShell コマンドレットのリリースにより、管
理者は、管理センターの管理機能をプログラム的に使用できるようになりました。

Spring 2018 における PowerApps の新機能の概要
2018 年 4 月 - 一般提供
モデル駆動型アプリ
モデル駆動型アプリのエンティティ フォーム
モデル駆動型アプリのエンティティ ビュー
モデル駆動型アプリの業務プロセス フロー
モデル駆動型アプリのダッシュボード
応答性に優れたメタデータ駆動型ユーザー エクスペリエンス
標準のままでアクセス可能なモデル駆動型アプリ
モデル駆動型アプリのモバイル プレーヤー
キャンバス アプリ
キャンバス アプリに関する制御可能な委任上限
キャンバス アプリの SQL ビュー
外部キーのリレーションシップを使用した簡単なエンティティ アクセス
アプリ共有エクスペリエンスの強化
SharePoint に接続したアプリによる添付ファイルの利用
管理者用サポート チケット機能の改善
GDPR コンプライアンス
PowerShell による統制の自動化

モデル駆動型アプリ
PowerApps に以前から備わっていたキャンバス アプリ開発のほかに、もう 1 つ、アプリのユーザー
エクスペリエンスを完全にビジュアル制御することができる、高生産性アプリの開発方式が加わりまし
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た。その新方式であるモデル駆動型アプリケーションでは、キャンバス アプリとは異なり、アプリ開発
者のデータ モデルを使用してアプリ作成を開始します。開発者はエンティティとそれに関連するビジネ
ス ルール、プロセス、フォーム、ビュー、ダッシュボードをモデル化し、このモデルから、アプリ デ
ザイナーを使用して、簡単に没入型ユーザー エクスペリエンスを生成することができます。
モデル駆動型アプリを開始するには、デザイナーで次の操作を行います。
•

サイト マップを定義する。アプリのナビゲーションをモデル化して、ユーザーに必要な情報のサブセ
ットのみを含めます。複数のレベルで構成される階層と、外部リソースの参照機能を利用できます。

•

ダッシュボードを追加する。モデル駆動型ダッシュボードまたは埋め込み Power BI コンテンツを
アプリに含めることができます。

•

エンティティとコンポーネントを追加する。対象のエンティティ向けのフォーム、ビュー、ダッシ
ュボード、グラフを追加して、ユーザー エクスペリエンスをデザインします。

モデル駆動型アプリのリスト

モデル駆動型アプリ デザイナー
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アプリ デザイナーの詳細については、「アプリ デザイナーを使用して、カスタム ビジネス アプリを設
計」を参照してください。

エンティティ フォーム
モデル駆動型エンティティ フォームは、Dynamics 365 アプリケーションの重要なコンポーネントで
あり、PowerApps で作成されたスタンドアロンのモデル駆動型アプリとして利用できます。
エンティティ フォームには次のような機能があります。
•

複数のタブ。どのエンティティにも特定用途向けタブを設定できます。

•

サブグリッド。他のエンティティから取得した関連レコードのリストを表示します。

•

応答性の高い自動リフロー。デバイスの種類やサイズ、さまざまな Web ブラウザーの解像度に合
わせて、フォームを自動的に調整します。

•

フォームファクター ターゲティング。特定用途向けビューとしてモバイルにのみ表示するカスタム
コントロールを選択できます。

•

埋め込みの業務フロー。一連の手順を通じてユーザーをガイドできます。

•

ナビゲーション。他の関連エンティティへのナビゲーション リンクを追加できます。

フォーム デザイナー

フォーム デザイナーの使用方法の詳細については、「フォーム エディターのユーザー インターフェイ
スの概要」を参照してください。
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エンティティ ビュー
モデル駆動型ビューにより、一般の開発者やユーザーは、任意のエンティティのレコード セットを表示
するカスタム ビューをすばやく定義できます。
エンティティ ビューには次のような機能があります。
•

ドラッグ アンド ドロップ操作で、高度な条件ロジックを設定したフィルターを作成できます。

•

列の表示と非表示を切り替え、表示順を設定できます。

•

エンティティ グラフを使用してビジュアル スナップショットを提供できます。ユーザーは特定のグ
ラフ用に、基盤となるビューのサブセットを対話的な操作で作成できます。

•

ユーザー独自のパーソナル ビューを作成できます。

エンティティ ビューの詳細については、「アプリケーション デザイナーを使用して、共有またはシス
テム ビューを作成および編集」を参照してください。

業務プロセス フロー
業務プロセス フローを使用して、ユーザーが目的の結果を得るために実行する一連の手順を定義するこ
とができます。これらの手順は、ユーザーが業務プロセスのどこにいるかを視覚的に示す目印になりま
す。業務プロセス フローを導入すると、新しいユーザーがどのエンティティを使用すべきかを考えずに
済むので、トレーニングの必要性が低下します。プロセスによってユーザーを導くことができます。
たとえば、セールス グループが良い成績を達成できるように、一般的な営業手法をサポートする業務プ
ロセス フローを構成できます。または、サービス グループ向けに、新しいスタッフが業務を迅速に遂
行し、顧客に不満を抱かせる可能性のあるミスの防止できるように業務プロセス フローを構成すること
もできます。ユーザー エクスペリエンスを調整することで、異なるセキュリティ ロールを持つ人々が
それぞれの業務にふさわしい形で PowerApps を利用できるように環境を構築できます。
業務プロセス フローの詳細については、「プロセスを標準化する業務プロセス フローの作成」を参照
してください。

ダッシュボード
機能が豊富で対話的なダッシュボードを作成し、モデル駆動型アプリケーション内で Common Data
Service for Apps から取得したデータを視覚化できます。
ドラッグ アンド ドロップで操作するデザイナーにより、次のダッシュボードの作成プロセスが簡略化
されます。
•

複数のエンティティから取得したグラフやリストを含む、ホームページ ダッシュボード。

•

情報の視覚的なフィルタリングと並べ替えが可能な、エンティティ固有の対話型ダッシュボード。

ホーム ページに Power BI ダッシュボードを埋め込むことで、モデル駆動型アプリ内に直接、充実し
た Power BI 機能を設置できます。ダッシュボードには、Common Data Service for Apps などの任
意のソースから取得したデータを含めることができます。
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対話型ダッシュボード

Power BI が埋め込まれたダッシュボード

ダッシュボードの詳細については、「ダッシュボードの作成または編集」を参照してください。
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応答性に優れたメタデータ駆動型ユーザー エクスペリエンス
モデル駆動型アプリは、さまざまなフォーム ファクターやデバイスで高い応答性を発揮するので、外出
先でもすばやく業務の続きを進めることができます。
応答性に優れたユーザー エクスペリエンスによって、以下の機能が実現されます。
•

自動的にリフローするフォーム、ダッシュボード、リストの単一のレイアウト。

•

効率的なタッチ操作を可能にする、モバイル デバイスに適したナビゲーションとグリッド。

•

タッチ操作に最適化され、魅力的なユーザー エクスペリエンスを作成できるビジュアル コントロー
ル。たとえば、スライダー、円弧、カレンダーなどのコントロールです。

デスクトップ コンピューター用の取引先企業フォーム
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スマートフォン用の取引先企業フォーム

標準のままでアクセス可能なアプリ
モデル駆動型アプリは、メタデータ駆動型です。ユーザー エクスペリエンスの中核を成すダッシュボー
ドやリスト、ナビゲーション、フォーム、コマンドなどのコンポーネントは、エンティティの作成時に
生成されます。グラフ、リスト、コントロールなどの標準コンポーネントは、マイクロソフト アクセシ
ビリティ標準に従って設計されています (業界をリードするアクセシビリティ標準の詳細については、
Trust Center を参照してください)。これらのコンポーネントを使用して作成されたアプリ自体も、既
定で高いアクセシビリティを備えます。また、コントロールの基盤となるカスタム コントロール フレ
ームワークにも、ユーザー補助の手段が用意されているので、新たに作成したコントロールに簡単にア
クセシビリティを持たせることができます。

モデル駆動型アプリのモバイル プレーヤー
Dynamics 365 モバイル プレーヤーで、任意のモデル駆動型アプリケーションを実行できます。アプ
リケーションは、Windows タブレット、iPhone、iPad、Android フォン、Android タブレットなどの
モバイル デバイスで実行可能です。モデル駆動型アプリの管理は、エンタープライズ シナリオ向けの
Intune 統合を介して行うことができます。
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スマートフォンで表示したアカウント フォームの [概要] タブと [タイムライン] タブ

スマートフォンで表示した対話型ダッシュボード
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キャンバス アプリ
現在 PowerApps では、キャンバス アプリとモデル駆動型アプリという 2 種類のアプリケーションを
作成できます。"キャンバス アプリ" とは、WYSIWYG 画面デザインを使用して作成したアプリを指し
ます。

キャンバス アプリ

スマートフォン用キャンバス アプリ
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キャンバス アプリに関する制御可能な委任上限
委任可能でないデータ ソースに対する委任上限を最大 2,000 レコードに制御できるようになり、クラ
イアント側でより大規模なデータセットを運用することが可能になりました。この機能で意図的に上限
を下げることで、処理の委任が欠けているために発生する問題を特定することもできます。

キャンバス アプリの SQL ビュー
SQL Server のデータを PowerApps に取り込む前に、SQL ビューを使用して対象のデータを結合でき
ます。
この一般的なシナリオは、単一のテーブル (製品カテゴリ) で、製品番号、名称、価格などのデータ ポ
イントを格納した他のテーブル (製品) を参照するケースです。
事前に両方のテーブルを PowerApps に取り込み、カテゴリのギャラリーを作成して、製品情報の詳細
を参照する必要があります。これが正しく行われないと、SQL Server に対する多数のデータ呼び出し
によってパフォーマンスの問題が発生することがあります。
別の実行可能なシナリオとして、PowerApps に取り込む前にデータを集約 (グループ化と合計) してお
く方法があります。この場合は、すべてのレコードを PowerApps に取り込んで合計機能を使用するの
ではなく、SQL Server で高度な処理をすべて済ませることができます。

外部キーのリレーションシップを使用した簡単なエンティティ アクセス
作成者がエンティティ間でシームレスに機能する式を記述して、関連情報を参照できるようになりまし
た。
たとえば、Accounts エンティティ内のレコードに Primary Contact フィールドがあり、このフィール
ドが Contacts エンティティ内のレコードを参照するとします。以前は、エンティティ間で手動でレコ
ードを調べ、外部キーを把握して処理を行う必要がありました。これが現在は、簡単に次のように書く
だけです。
First( Accounts ).PrimaryContact.FullName
これによって作成者は、Fullname フィールドや EmailAddress フィールドなど、すべての
PrimaryContact フィールドにアクセスできます。

アプリ共有エクスペリエンスの強化
キャンバス アプリ。キャンバス アプリのアプリ共有エクスペリエンスが強化されたことで、アプリが
使用するデータ ソースのリストをすばやく確認し、そのデータにアクセスするユーザー権限を設定でき
るようになりました。たとえば、アプリが SharePoint リストと Common Data Service for Apps に
接続している場合は、[データのアクセス許可] セクションにデータ ソースの一覧が表示されます。
Common Data Service for Apps に関しては、アプリで使用するエンティティのリストが表示されま
す。これらのエンティティに対して、読み取り専用、読み取りと書き込み、フル アクセスなどのクイッ
ク アクセス許可を選択し、適用することができます。クイック アクセス許可がニーズに合わない場合
は、セキュリティ ロールを使用してカスタムの許可を割り当てることができます。
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アプリの共有: データ ソースとアクセス許可

モデル駆動型アプリ。Common Data Service for Apps 内のエンティティとデータにアクセスできる
適切なセキュリティ ロールを割り当てることで、モデル駆動型アプリをユーザーと共有できます。

セキュリティ ロールによるモデル駆動型アプリの共有
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SharePoint に接続したアプリによる添付ファイルの利用
ファイルが添付されている SharePoint リストに接続したアプリは、PowerApps で SharePoint サイ
トへの添付ファイルの読み取りと書き込みを行うことができます。添付ファイルはデータ ソースにフィ
ールドとして表示され、フォームにデータ カードの一部として追加できます。データ カードの一部と
しての添付ファイル コントロールや、ギャラリー内の参照添付ファイルを使用することで、ゼロからア
プリケーションを作成できます。

管理者用サポート チケット機能の改善
新しいビジネス アプリケーション プラットフォーム管理センターでは、管理者が困難に直面したときに、
サポート チケット機能を使用してマイクロソフト サポート担当者にすぐ連絡することができます。
注: ビジネス アプリケーション プラットフォーム管理センターは、データ損失防止ポリシーを確立す
る機能や環境を管理する機能、組織内のアクティブな PowerApps ユーザーと Flow ユーザーを監視す
る機能など、現行の PowerApps 管理センターの既存の機能も備えています。
新しいサポート エクスペリエンスを試すには、次の手順を実行します。
1. ビジネス アプリケーション プラットフォーム管理センターに移動し、左のナビゲーション バ
ーで [ヘルプ]、[サポート] の順に選択します。
2. [新しいサポート リクエスト] を選択し、問題の詳細を入力して、関連のあるスクリーンショッ
トを添付し、[送信] を選択します。

新しいサポート リクエスト フォーム
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GDPR コンプライアンス
マイクロソフトは、PowerApps を含むマイクロソフトのクラウド サービス全体で、一般データ保護規
則 (GDPR) のコンプライアンスに取り組んでいます。Azure Active Directory (AAD) からユーザーが
削除されると、テナント管理者に、そのユーザーが企業のディレクトリから削除されたことが電子メー
ルで通知されます。
この時点で、管理者は削除されたユーザーが所有していたアプリを特定し、PowerShell 管理コマンド
レットを使用して、それらの所有権を再度割り当てることができます。管理者は、組織内で使用されな
くなったアプリケーションを削除することもできます。
新しく割り当てられたアプリ所有者は、そのアプリケーションの表示、名前変更、編集、削除を行うこ
とができます。特定のユーザーが Azure Active Directory から削除されると、そのユーザーが作成し
た接続 (例: Customer Connector や SQL Server などへの接続) に依存しているアプリは、新しい所
有者が以下の手順で対応するまで使用できなくなります。
1. 必要な接続を再作成します。
2. PowerApps Studio でアプリを更新し、新しい接続をポイントします。
3. アプリケーションを保存して公開します。

接続の更新

GDPR の詳細については、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照してください。
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PowerShell による統制の自動化
新しい PowerShell 管理コマンドレットにより、PowerApps 管理者は組織の PowerApps と Flow の
使用状況を視覚化し、管理することができます。これらのコマンドレットで最も重要な点は、大規模組
織の管理者がアプリケーション ライフサイクル管理を自動化し、以下の領域を監視するための機能を備
えていることです。
•

環境と環境へのアクセス許可

•

PowerApps とアプリへのアクセス許可

•

Flows とフローへのアクセス許可

•

環境間でのリソース パッケージのエクスポートとインポート

•

PowerApps と Flow のライセンス レポート (アクティブ ユーザーに関するもの)

PowerShell の管理
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Common Data Service for Apps
Common Data Service for Apps は、PowerApps、Office、Dynamics 製品スイートが、ビジネス デ
ータの単一レコード システムと統合するための手段です。Common Data Service for Apps は、以下
のアプリケーションに関するレコードのネイティブ システムになります。
•

Dynamics 365 for Sales

•

Dynamics 365 for Service

•

Dynamics 365 for Field Service

•

Dynamics 365 for Project Service Automation

•

Dynamics 365 for Marketing

•

Dynamics 365 for Talent アプリケーション ファミリ

•

スタンドアロン型 IT ビジネス アプリ

また、新しいデータ インテグレーター (Power Query を利用) により、Dynamics 365 for Finance
and Operations から取得したデータと Common Data Service for Apps のデータを容易に統合する
ことができます。
つまり、Common Data Service for Apps は、Dynamics 365 の機能とロールの全体にわたってビジ
ネスを把握できる一貫したビューだと言えます。たとえば、顧客リスト、製品カタログ、または社員デ
ィレクトリを一本化することができます。この単一レコード システムを基盤として、デジタル トラン
スフォーメーションを推進することができます。
新しい機能には、次のようなものがあります。
•

追加のデータ型のサポート。データ型を追加して、より複雑なエンティティ定義をサポートし、豊
かなエクスペリエンスを実現します (キャンバス アプリとモデル駆動型アプリに適用)。

•

エンティティの作成とカスタマイズの機能向上。PowerApps.com から直接、Common Data
Service for Apps でエンティティの作成とカスタマイズを行うことができます。新しくなったエク
スペリエンスには、パフォーマンスの向上、よりユーザーフレンドリーになった UI、インライン
オプション セットの作成などの役立つ機能などがあります (キャンバス アプリとモデル駆動型アプ
リに適用)。

•

検証用のサーバー側ロジック。Common Data Service for Apps に入力されたデータを検証する、
サーバー側のビジネス ルールを作成できます (キャンバス アプリとモデル駆動型アプリに適用)。

•

計算フィールドとロールアップ フィールド。Common Data Service for Apps エンティティの計
算フィールドとロールアップ フィールドを、PowerApps.com から直接作成できます (キャンバス
アプリとモデル駆動型アプリに適用)。

•

Common Data Service for Apps 用 Excel アドインの機能向上 Common Data Service for
Apps Excel アドインは、Common Data Service for Apps のアップグレードされた機能をサポー
トしています。
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ソフトウェア開発キット (SDK)。開発者は、Common Data Service for Apps ソフトウェア開発
キット (SDK) を使用して、Common Data Service for Apps 用のカスタマイズをコードベースで
作成できます。

•

アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM)。Common Data Service for Apps 内のソリューシ
ョンで、カスタマイズを整理し、環境間でエクスポートやインポートができるため、組織内や ISV
と顧客間のアプリケーション ライフサイクル管理シナリオをサポートできます。(モデル駆動型ア
プリに適用)

•

Common Data Service OData Web API。高度な知識を持つユーザーは、新しい OData Web
API を使用して Common Data Service for Apps に格納されているデータにアクセスできます。

•

Power Query を使用した Common Data Service for Apps へのデータ インポート。Web 上
で Power Query を使用して、複数のソースから Common Data Service for Apps にデータを直
接インポートできます。

Spring 2018 における Common Data Service for Apps の新機能の概要
2018 年 4 月 - 一般提供
追加のデータ型のサポート
エンティティの作成とカスタマイズの機能向上
検証用のサーバー側ロジック
計算フィールドとロールアップ フィールド
Excel アドインの機能向上
ソフトウェア開発キット (SDK)
アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM)
Common Data Service for Apps OData Web API
Power Query を使用した Common Data Service for Apps へのデータ インポート

追加のデータ型のサポート
Common Data Service for Apps では、標準エンティティとカスタム エンティティにデータを格納す
る際に、新しいデータ型リストを使用することができます。データ型は、フィールドに格納されるデー
タの基本的な検証手段であり、正しい種類のデータが確実に収集されるように各種エクスペリエンスを
アプリ内で実現します。
漢字のような複雑な文字や記号に適した IME モードをサポートしたことで、単一行と複数行のテキス
ト データ型に対応しました。
新しいデータ型には以下のものがあります。
•

MultiSelect オプション セット。ドロップダウンから複数の値を選択できます。

•

2 つのオプションブール型と似ていますが、カスタマイズ可能な選択肢です。
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•

浮動小数点数。10 進数型と似ていますが、精度をより細かく制御できます。

•

顧客 Common Data Service for Apps 内のアカウントと連絡先のリストに対する検索を作成しま
す。

既存のデータ型は以下のとおりです。
•

1 行テキスト。

•

電子メール、URL、株式銘柄コード、電話用の新しい形式。

•

複数行のテキスト。

•

オプション セット: 再利用可能なオプションに加えて、1 回限りのオプションを新たにサポート。

•

整数。

•

10 進数。

•

通貨。

•

日時。

•

画像。

•

検索。

データ型の詳細については、「フィールドの種類とフィールド データの種類」を参照してください。

エンティティの作成とカスタマイズの機能向上
PowerApps.com から実行される Common Data Service for Apps エンティティの作成とカスタマイ
ズの機能が、以下のように向上しました。
•

エンティティ エクスペリエンスの改良。最新の Common Data Service for Apps の機能と最新の
エクスペリエンス標準を活用できるように、エンティティの表示、編集、作成に関するエクスペリ
エンスを再設計しました。

•

必要なものだけを表示。エンティティ リストをフィルタリングして推奨されるビューを表示し、必
要なものを見つけやすくします。フィルターを [すべて] に変更すると、システム エンティティと
他の使用頻度が低い項目が表示されます。エンティティを作成してフィールドを追加する際に、イ
ンラインで最も重要な決定事項に専念し、必要に応じて高度なオプションを検討することができま
す。

•

簡略化されたインライン エクスペリエンス。エンティティをカスタマイズする際に、オプション セ
ットを直接インラインで作成してエンティティにフィールドを追加することで、生産性を向上させ
ることができます。コンテキストを切り替える必要はありません。
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改良されたエンティティ エクスペリエンス

検証用のサーバー側ロジック
Common Data Service for Apps エンティティに対するビジネス ルールを使用して、キャンバス アプ
リとモデル駆動型アプリに対するサーバー側のビジネス ロジックを視覚的に定義できます。
ビジネス ルールを使用して、以下を行うことができます。
•

論理パラメーターに基づき、フォーム フィールドの既定値を設定する。

•

任意のエンティティ フィールドまたはフィールドの組み合わせに対する、シンプルでマルチステッ
プな検証ロジックを作成する。

•

ルール ロジックから直接、ワークフローや他のプロセスをトリガーする。
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ビジネス ルール デザイナー

ビジネス ルール デザイナーの詳細については、「フォームにロジックを適用するために業務ルールお
よびビジネス レコメンデーションを作成する」を参照してください。

計算フィールドとロールアップ フィールド
Common Data Service for Apps エンティティの計算フィールドとロールアップ フィールドは、任意
のフィールドの値を簡単に計算し、複数のレコードを 1 つのロールアップ計算で集計することができま
す。
計算フィールドとロールアップ フィールドは、以下の操作が必要な場合に作成します。
•

Excel のような数式を使用して、数値ベースの計算を作成する。

•

テキストの連結と更新を行う。

•

関連するエンティティの値を使用して、計算を作成する。

•

数値フィールドのロールアップを作成する。

•

他のフィールドの値に基づいて、条件付きの計算を適用する。

•

日付フィールドのロールアップを作成する (MAX(Datefield) など)。
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計算フィールド

計算フィールドの詳細については、「計算フィールドを定義して手動計算を自動化する」を参照してく
ださい。ロールアップ フィールドの詳細については、「値を集約するロールアップ フィールドを定
義」を参照してください。

Excel アドインの機能向上
Common Data Service for Apps に格納されているデータは、更新された PowerApps と Common
Data Service for Apps Excel アドインを使用して表示、作成、編集することができます。
Excel アドインを使用すると、Excel から以下の操作を実行できます。
•

Data Service for Apps から取得した標準またはカスタムのエンティティに格納されるデータを作
成または編集する。

•

データ編集を容易にするために、関連するエンティティやオプション セットを検索する。

•

サーバー側ロジックを適用して、ビジネス ルールや計算フィールドなどのデータ変更を行う。

ソフトウェア開発キット (SDK)
SDK には、Common Data Service for Apps のアーキテクチャの概要、エンティティ モデル、セキュ
リティ モデル、Web サービスが含まれています。また、機能を紹介するサンプル コードとチュートリ
アルも備えています。
開発者が、Common Data Service for Apps 内でコードを使用してコンポーネントをカスタマイズす
る際に利用できる情報も含まれています。
注: 旧バージョンの Common Data Service 用 SDK プレビューをお使いになったお客様は、新しい
SDK (Dynamics 365 で利用可能なバージョン) に多くの変更点があることにお気づきになるでしょ
う。以前の SDK は今後もプレビューのまま継続されます。その SDK を使用するアプリは、新しい
SDK で動作するように更新する必要があります。
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開発者は SDK を使用して、以下の対象を作成またはカスタマイズできます。
•

エンティティ (フィールドとビューを含む)。

•

グラフとダッシュボード

•

業務プロセス。

•

仮想エンティティ。

さらに SDK は、次のような高度なシナリオにも使用できます。
•

プラグイン、Azure 拡張機能、webhook。

•

コードベースのデータ生成とインポート。

•

ソリューションの作成と管理 (ALM)。

SDK の詳細については、『Dynamics 365 Customer Engagement の開発者ガイド』を参照してくだ
さい。

Microsoft Flow
マイクロソフトは、生産性、CRM、ERP のアプリケーションの業務プロセスを最新化し、あらゆるビ
ジネスで人々の働き方を変革しやすくする取り組みを続けています。このミッションの成功に中核的な
役割を担うのは、マイクロソフトのワークフローおよび業務プロセス管理プラットフォームである、
Microsoft Flow です。これは、使用するアプリケーションにかかわらず、ユーザーやアプリ開発者がデ
ジタル トランスフォーメーションを進める際に、接着剤のように利用できます。Flow は、PowerApps
や Power BI と共に、ビジネス アプリケーション プラットフォームを構成します。
Spring 2018 リリース の Flow の新機能には、次のようなものがあります。
•

業務プロセス フローの作成。業務プロセス フローは、Common Data Service for Apps をベース
とした、ステートフルでヒューマン インタラクティブな新しいタイプのフローです。これらの新し
いフローを使用して、業務に必要な一連のステージとステップを定義できます。ステージとステッ
プは、必要に応じて前後に移動できます。

•

業務プロセス フロー エンティティのカスタマイズ。業務プロセス フロー エンティティをシステム
に表示でき、グリッド、ビュー、グラフ、ダッシュボードでエンティティ レコード データを利用で
きます。

•

業務プロセス フローへのアクションの追加業務プロセス フローにボタンを追加し、そのボタンで、
お客様のデータを処理するアクションやワークフローをトリガーすることができます。

•

失敗したフローに対する修正を推奨する電子メール送信。フローが失敗すると、詳しい修正の推奨
事項がメールで届きます。これらのステップバイステップの推奨事項は、よくある失敗の修正に必
要な情報に直接リンクしています。

•

SharePoint に組み込まれた承認の要求フロー。SharePoint でファイルまたはアイテムを選択す
ると、新しい承認の要求フローが表示されます。このフローは、構成や設定をしなくても、1 回の
クリックで承認の要求を送信できます。
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Flow による SharePoint コンテンツ承認のカスタマイズ。サイト管理者は、SharePoint ページ
ライブラリのコンテンツ承認ワークフローに Flow を活用できます。

•

SharePoint リストとライブラリによるフローの "所有"。SharePoint リスト (ライブラリ) を使
用するフローを、そのリストと共有できるようになりました。これにより、フローは、個人やグル
ープではなく、リストにアクセスできる全員と共有されます。対象のリストやライブラリのメンバ
ーが変更されると、ユーザーにフローへのアクセス権限が自動的に付与されます。

•

サンプル データを使用したフローのテスト。フローの作成では、開発プロセス中に多少の試行錯誤
が必要になることがあります。フローの作成時に、サンプル データを使用してそのフローをテスト
し、期待どおりに動作するかを確認できます。

•

Excel からのフローの作成と実行。新しい [Flow] ボタン (リボンの [データ] タブからアクセス)
を使用して、Excel のテーブル データで Flow から自動化を作成し、トリガーすることができま
す。データ処理やデータのコピー/インポートを自動化できます。

•

Outlook Web App での Microsoft To-Do 用フローの作成。Outlook Web App で他の人への
@ メンションを行うと、フロー作成のショートカットが表示されます。このフローは、メールの内
容に基づき、@ でメンションされた人のタスクを Microsoft To-Do で自動作成します。

•

フローから PowerApps へのデータの返送。PowerApps で作成したアプリから呼び出され、その
アプリにデータを返すフローを作成できます。視覚的にドラッグ アンド ドロップで操作するフロー
デザイナーを使用して、アプリに必要なロジックを作成できます。

•

ヘルプやサポートへのクイック アクセス。ワークフローの失敗など、Flow で直面した問題の状況
に応じて、サポート チケットを開くことができます。失敗の詳細をマイクロソフト サポート エン
ジニアに自動的に送信し、すばやい解決を目指します。

•

GDPR コンプライアンス。EU の一般データ保護規則 (GDPR) に対応するために、管理者は、Flow
ユーザーに関するすべてのデータをエクスポートまたは削除する要求を出すことができるようにな
りました。

•

Common Data Service for Apps での最新の承認の利用。Flow の最新の承認データは、
Common Data Service for Apps の最新バージョンをベースとしています。そのため、送受信した
承認のステータスによってトリガーされるフローや、ステータスを読み取るフローを作成すること
ができます。

Spring 2018 における Microsoft Flow の新機能の概要
2018 年 4 月 - 一般提供
業務プロセス フローの作成
業務プロセス フロー エンティティのカスタマイズ
業務プロセス フローへのアクションの追加
失敗したフローに対する修正を推奨する電子メール送信
SharePoint に組み込まれた承認の要求フロー
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Flow による SharePoint コンテンツ承認のカスタマイズ
SharePoint リストとライブラリによるフローの "所有"
サンプル データを使用したフローのテスト
Excel からのフローの作成と実行
Outlook Web App での Microsoft To-Do 用フローの作成
フローから PowerApps へのデータの返送
ヘルプやサポートへのクイック アクセス
GDPR コンプライアンス
Common Data Service for Apps での最新の承認の利用

業務プロセス フローの作成
業務プロセス フローを使用して、ユーザーが目的の結果を得るために実行する一連の手順を定義するこ
とができます。セールス グループが良い成績を達成できるように、一般的な営業手法をサポートする業
務プロセス フローを構成できます。また、サービス グループ向けに、新しいスタッフが業務を迅速に
遂行し、顧客に不満を抱かせる可能性のあるミスの防止できるように業務プロセス フローを構成するこ
ともできます。
業務プロセス フローを使用して、業務を進めるための一連のステージとステップを定義します。

業務プロセス フロー
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各ステージは、複数のステップで構成されます。各ステップは、データを入力できるフィールドになっ
ています。[次のステージ] ボタンをクリックすると、次のステージに進みます。利用者が適切なフィー
ルドにデータを入力しなければ次のステージに進めないように、ステップを必須にすることができま
す。これは一般的に "ステージゲート法" と呼ばれる手法です。また、業務プロセス フロー内からワー
クフローを呼び出すことができます。
業務プロセスにアクセスするには、Flow ポータルで [プロセス] を選択します。表示されたページで、
新しい業務プロセス フローの作成や既存の業務プロセス フローの監視を行うことができます。
業務プロセス フローの詳細については、「プロセスを標準化する業務プロセス フローの作成」を参照
してください。

業務プロセス フロー エンティティのカスタマイズ
業務プロセス フローは Common Data Service for Apps でエンティティとして利用できるため、リード
や営業案件などの特定のエンティティの業務プロセス フロー データをベースとしたビュー、グラフ、ダ
ッシュボードと、高度な検索結果を使用することができます。カスタム業務プロセス フローのグリッ
ド、ビュー、グラフ、ダッシュボードも、他のエンティティで作成する場合と同様に作成できます。
[Lead To Opportunity Sales Process (リードから営業案件への営業プロセス)] のような業務プロセス
フローは、ソリューション エクスプローラーでカスタマイズ可能なエンティティとして表示されます。

[Lead To Opportunity Sales Process (リードから営業案件への営業プロセス)] エンティティを表示しているソリュー
ション エクスプローラーの画面

[Active Lead To Opportunity Sales Processes (アクティブなリードから営業案件への営業プロセ
ス)] ビューをはじめ、いくつかの既定のビューはグラフとして表示できます。
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[Active Lead To Opportunity Sales Processes (アクティブなリードから営業案件への営業プロセス)] ビュー

現時点で、業務プロセス フローに基づくエンティティ用のカスタム フォームを作成することはできま
せん。

業務プロセス フローへのアクションの追加
データ処理を実行するワークフローのトリガーとなるアクションを追加できます。
たとえば、Contoso 社では、営業案件の評価プロセスの一環として、すべての営業案件に対し、指定さ
れた担当者によるレビューを義務付けています。同社は、必要に応じて、以下のアクションを実行する
必要があります。
•

営業案件レビュー担当者に割り当てるタスク レコードを作成する。

•

営業案件トピックに "レビュー待ち" と付記する。

営業案件評価プロセスにこれらのタスクを組み込むには、アクションを営業案件業務プロセス フローに
表示する必要があります。
この機能を有効にするには、[Available to Run (実行の有効化)] の下で [As a Business Process
Flow action step (業務プロセス フローのアクション ステップとして実行)] を選択します。
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業務プロセス フローとしての実行を有効化

次に、Contoso 社の営業案件業務プロセス フローにアクション ステップを追加し、プロセスを検証し
ます。

営業案件業務プロセス フローにアクションを追加
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これで Contoso 社の営業スタッフは、必要なときに [実行] を選択することで、営業案件評価の業務プ
ロセス ステップからアクションを開始できるようになりました。

アクションを実行

必要に応じてアクションまたはワークフローを実行するには、以下が必要です。
•

対象の業務プロセス フローにアクション ステップが含まれていること。アクション ステップでワ
ークフローを実行する場合は、そのワークフローを必要なときに実行できるように構成する必要が
あります。

•

アクションまたはワークフローに関連付けられているエンティティは、業務プロセス フローに関連
付けられているエンティティと同じでなければなりません。

失敗したフローに対する修正を推奨する電子メール送信
フローの失敗を検出する電子メール通知を有効にすることができます。この機能を有効にするには、
[Flow details (フローの詳細)] ページに移動して、コンテキスト メニュー (…) でフローの失敗に関す
る電子メールの受信を登録します。
この通知メールでは、以下の有益な情報が提供されます。
•

フローが失敗した理由に関する情報。

•

有効な修正手順。

•

失敗しない堅牢なフローを構築するのに役立つ追加リソース。

目次に戻る

157

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

フロー修正メール

メールは不要であるものの、修正手順や関連リソースを確認したい場合は、Flow ポータルの [実行履
歴] ビューからそれらの情報にアクセスできます。

SharePoint に組み込まれた承認の要求フロー
SharePoint の承認の要求機能は、承認を求めて組織内の人にアイテムをすばやく送信する場合に使用
します (設定は不要)。
承認の要求により、Flow と SharePoint の統合が利用できるようになります。SharePoint でファイル
またはリスト アイテム (フォルダーは対象外) を選択し、モダン ライブラリ UI で [フロー] メニュー
にアクセスして、[承認の要求] を選択します。このフローは、ライブラリに追加されている他のカスタ
ム フローと同時に表示されます。
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SharePoint の [フロー] メニューからの承認の要求

承認の要求を呼び出すと、ライブラリに [承認ステータス] という新しいテキスト列が作成されます。
この列には、要求の状態が記録されます。他のテキスト列と同じように、この列を並べ替え、フィルタ
リング、グループ化してライブラリを整理することができます。
呼び出し時に、代理で承認の要求が送信されることが通知され、同意を求められます。同意した後、承
認者を 1 人以上選択し、承認の要求に関するメッセージを記述します。複数の承認者を追加する場合
は、そのうちの 1 人がその要求を承認できます。
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1 人以上の承認者を選択し、メッセージを入力

[フローの実行] ボタンをクリックすると、要求が送信され、[承認ステータス] 列に [承認待ち] と表示
されます。
承認を送信した相手に承認の要求が届きます。これは、この機能をサポートしているクライアントでア
クション可能なメッセージです。たとえば、Outlook ユーザーは Outlook から直接、この要求を承認
できます。承認者は自身の決定を選択してコメントを入力し、リンクをクリックして当該アイテムを確
認します。
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アクション可能メッセージ

[承認ステータス] 列は、決定内容に応じて更新され、承認の要求を送信したユーザーにコメント付きの
電子メールが届きます。

決定内容に応じて、承認ステータスが更新

Flow による SharePoint コンテンツ承認のカスタマイズ
サイト管理者や所有者は、モダンな SharePoint ページ ライブラリのコンテンツについて、新しい編集
に対する承認を有効化できます。コンテンツ承認を有効にすると、ページが変更されるたびに承認待ち
モードになり、承認が申請されます。それを受けて、指定された承認者に新しい承認項目が追加されま
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す。承認者が変更をレビューし、SharePoint で埋め込み Flow エクスペリエンスを使用して直接承認
するか、承認センターや電話、または電子メールでの対応を行います。承認者が対応すると、コンテン
ツ作成者に通知が送られ、変更が公開されて、ページが更新されます。

SharePoint リストとライブラリによるフローの "所有"
最近まで、フローは個人か Azure Active Directory セキュリティ グループとしか共有できませんでし
た。今回のリリースから、SharePoint リストまたはライブラリを使用するフローを、そのリストやラ
イブラリと共有できるようになりました。これにより、リストに追加またはリストから削除されたメン
バーは、その都度、フローへのアクセス権限が変化します。共有は次の 2 種類の方法で行います。共同
所有者としてリストを追加する方法と、実行のみのユーザーとして追加する方法です。共同所有者とし
てリストを追加すると、リストのすべてのメンバーがフローに対するフル アクセスを持ちます。全員が
フローの編集と削除を行うことができ、他の人と共有することも可能です。実行のみのユーザーとして
リストを追加すると、リストのメンバーは全員がフローの実行のみを行うことができます。

共同所有者としてリストやライブラリを追加するには
SharePoint アクション (たとえば、アイテムの追加や変更など) を使用するフローに対して、以下の手
順を実行します。
1. [My flows (マイ フロー)] リストまたは [Teams flows (チームのフロー)] リストでフロー
を選択します。
2. [フローの詳細] ページで [Add another owner (別の所有者の追加)] ボタンをクリックしま
す。
3. [SharePoint] タブに移動します。
4. フローを共有するリストのサイト アドレスとリスト ID を選択して、[共有] を選択します。
リスト メンバーが SharePoint のメニューで対象のフローを選択すると、そのフローに移動します。

実行のみのユーザーとしてリストやライブラリを追加するには
実行のみのユーザーは、手動で呼び出されるフローにのみ追加することができます。たとえば、[For a
selected item (選択したアイテムに対して)] トリガーを使用するフローなどが該当します。
実行のみのユーザーとしてリストやライブラリを追加するには、以下の手順を実行します。
1. [My flows (マイ フロー)] リストまたは [Teams flows (チームのフロー)] リストでフロー
を選択します。
2. [フローの詳細] ページで、[Manager run-only users (実行のみのユーザーの管理)] セクシ
ョンの [Add another user (別のユーザーを追加)] ボタンをクリックします。
3. [SharePoint] タブに移動します。
4. フローを共有するリストのサイト アドレスとリスト ID を選択して、[共有] を選択します。
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実行のみの権限によるフローの共有

実行のみの権限でフローを共有した後は、リストのメンバー全員がリストまたはライブラリの [フロー]
メニューからフローを呼び出すことができます。

サンプル データを使用したフローのテスト
フローを作成したら、想定どおりに動作するかどうかを確かめるテストを行います。
次の 2 つの方法でテスト フローにアクセスできます。
•

[フローの詳細] ページに移動し、コンテキスト メニュー (…) を選択して、[Test Flow (フローの
テスト)] を選択します。
-または-

•

フローを保存した後、バナーの [テスト] ボタンをクリックします。

[テスト] ペインには、フローのテスト モードが 3 つあります。
•

サンプル データを使用することで、Flow にテストをトリガーさせる。

•

フローをトリガーするアクションを実行することで、手動でテストをトリガーする。

•

以前に実行したときのデータを使用して、テストを実行する。
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フローのテストに関するサイド パネル

ただし、どのオプションでもすべてのトリガーを使用できるとは限りません。

Excel からのフローの作成と実行
新しい [Flow] ボタンを使用して、Excel のテーブル データ上の Flow から自動化の作成とトリガーを
実行し、データ処理やデータのコピー/インポートを自動化できます。SharePoint または OneDrive
for Business にホストされているスプレッドシートの任意の Excel テーブルで、選択した行に関する
オンデマンドのフローを作成し、実行することができます。
開始するには、Excel で [データ] タブの [Flow] ボタンをクリックします。[Flow launch (Flow の起
動)] パネルで、[For a selected row (選択した行)] トリガーを使用してフローを作成するか、以下の
いずれかのテンプレートから始めます。
•

For a selected row (選択した行) -> send email (メールを送信)

•

For a selected row (選択した行) -> create an entity in Dynamics (Dynamics でエンティティ
を作成)

•

For a selected row (選択した行) -> send for approval (承認を受けるために送信)

•

For a selected row (選択した行) -> post a message to Teams (Teams にメッセージを投稿)

•

For a selected row (選択した行) -> create a row in another spreadsheet (他のスプレッドシー
トで行を作成)

•

For a selected row (選択した行) -> Post a message to Twitter (Twitter にメッセージを投稿)
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フローを作成したら、行を選択し、[再生] ボタンをクリックしてフローが実行されることを確認します。

Excel で新しいオンデマンドのフローを作成

Outlook Web App での Microsoft To-Do 用フローの作成
Outlook でよく使われる機能の 1 つに、送信者が受信者リストの特定のユーザーにメール内で明示的に
呼びかけ、そのユーザーの注意を引くというものがあります。この機能では、対象者の名前の前にアッ
トマーク (@) を付けると、メール内でその人の名前が強調表示され、さらにその人のメール アドレス
が [To] 行に自動的に挿入されます。メール内でだれかを @ でメンションすることで、その人に割り
当てられたアクション アイテムに注目させることができます。
今回のリリースでは、電子メール メッセージ内でだれかに対する @ メンションが行われたときに
Microsoft To-Do でタスクを自動生成するフローが、ほんの数回のクリックで作成できるようになりま
した。これにより、対応する必要のあるタスクが Microsoft To-Do アプリの中央に配置されます。
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Outlook Web App でのフローの作成

このタスクには、メール送信者や本文といったメールのコンテキストが参照情報として含まれます。受
信者は、To-Do アプリから、期日やカテゴリなどの補足的なコンテキストを追加できます。
現在、この機能は Outlook Web App (OWA) 向けにのみ提供されています。

フローから PowerApps へのデータの返送
Microsoft Flow では、あるアプリで何らかのイベントが発生したときに 1 つ以上のタスクを実行する
ロジックを作成できます。たとえば、SharePoint リストでアイテムを作成するボタンや、電子メール
または会議の参加依頼を送信するボタン、オンライン ファイルの作成ボタンなどを構成することができ
ます。また、PowerApps にデータを返すフローを利用することも可能です。たとえば、Web エンドポ
イントや SQL Server からデータを取得し、Flow の標準アクションを使用してデータを処理するフロ
ーを構成できます。フローを開始するコントロールをアプリに構成すると、PowerApps を閉じている
場合でも継続して実行されるようになります。

ステップ 1
PowerApps からデータを呼び出すフローを設定するには、まず PowerApps トリガーを使用してフロ
ーを設定します。
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PowerApps への応答

ステップ 2
フローを作成し、必要なデータを収集したら、[Respond to PowerApps (PowerApps への応答)] ア
クションを追加します。このアクションでは、PowerApps に提供する必要のある出力フィールドを定
義します。各フィールドに名前を付け、このフローのアクションからデータを渡すために [Add
Dynamic Content (動的なコンテンツの追加)] を選択します。

ステップ 3
最後のステップでは、PowerApps にフローを追加します。フローを実行するためのコントロールを選
択し、リボン上の [アクション] タブで [Flow] を選択します。作成したフローを選択すると、数式バー
に追加されます。パラメーターをフローに渡すことができ、フローによって返されるデータのいずれか
を使用する式を設定することも可能です。

アプリからフローを呼び出し

ヘルプやサポートへのクイック アクセス
フローの作成中や実行時に問題が発生した場合や、Flow を使用するなかで他の問題に直面した場合
は、Flow Web サイトからサポート チケットを開くことができます (別のポータルに移動してサインイ
ンし、問題の詳細を再び報告する必要はありません)。失敗したフローのページからサポート チケット
を開くと、フロー ID の詳細が自動的にチケットに追加されます。チケットには、ユーザー アカウント
プランと失敗したフローの詳細が記載されます。条件に適合すれば、チケットがマイクロソフト サポー
ト エンジニアに送信され、エンジニアがすばやく問題を解決することができます。

目次に戻る

167

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

GDPR コンプライアンス
マイクロソフトは、Microsoft Flow を含むマイクロソフトのクラウド サービス全体で、GDPR のコン
プライアンスに取り組んでいます。Azure Active Directory からユーザーが削除されると、テナント管
理者に、そのユーザーが企業のディレクトリから削除されたことが電子メールで通知されます。管理者
は PowerShell スクリプトを実行して、そのユーザーが所有していたフローを特定し、Flow 管理セン
ターで所有権を再度割り当てることができます。

管理センターでの所有権の変更

新たに割り当てられた所有者は、そのフローの実行に関する詳細を表示またはエクスポートすることが
できます。

実行の詳細
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フローの所有者は、そのフローに新しい名前を付けて保存することもできます。

名前を付けて保存

このプロセス中に、接続を再確立してフローを再び機能させる必要があります。
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接続

Common Data Service for Apps での最新の承認の利用
承認データは Common Data Service for Apps に格納されるため、CDS コネクタで送受信した承認の
ステータスによってトリガーされるフローや、ステータスを読み取るフローを作成することができま
す。たとえば、次のような用途があります。
•

保留中の承認の要求に関する自動リマインダーを送信する。

•

承認が割り当てられたときに、Microsoft To-Do、Trello、Todois で To Do タスクを作成する。

•

承認の要求がチームのメンバーに割り当てられた特定のパラメーターに一致する場合に、Teams に
メッセージを投稿する。
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ビジネス インテリジェンス プラッ
トフォーム
Power BI を使用して、組織の豊富なデータを実用的なインサイトに変換することができます。Spring
2018 リリースの Power BI の新機能には、次のようなものがあります。
•

分析と探索に関するエクスペリエンス。SAP HANA を多次元的なソースとして扱う SAP HANA コ
ネクタの機能が向上し、独自のデータ視覚化によって生産性を向上させるアナリスト向けの機能が
搭載されました。たとえば、ユーザーは、文脈に応じて詳細を表すキャンバス ツールヒントを使用
することができます。Excel ユーザーはマトリックス ビジュアルを使用して、メジャーに基づく条
件付き書式を利用し、ビジュアルの各セクションを展開または折りたたむことができます。

•

あらゆるユーザーが使える自然言語分析。文書の作成者は、向上した Q&A 自然言語エクスペリエ
ンスを使用して、各自の分野に応じた固有の用語や言い回しを使うことができます。ユーザーは
Cortana や Dynamics 365 のレポートなど、自身のワークフローのコンテキストに応じて質問で
きます。また、スマート通知と強化されたクイック分析情報を使用して、データ内の傾向や変化を
検出することも可能です。

•

エンタープライズ レベルの高信頼性プラットフォームガバナンス機能が向上し、管理コントロール
の追加、ユーザー コンテンツへのアクセス、レポート作成などが強化されました。Power BI
Premium で強化された機能として、大きなノード サイズでのスケーラビリティ サポート、データ
読み込みを高速化する増分更新、世界の複数の地域にまたがる展開などをご利用いただけます。

Spring 2018 におけるビジネス インテリジェンス プラットフォームの新機
能の概要
2018 年 1 月 - 一般提供
Power BI Desktop
•

Q&A での上位 N 件型の質問 - Power BI Desktop や Power BI サービスの両方で、Q&A で上位 N
件型の質問を手軽にたずねることができます。

•

Azure Active Directory 認証 - Azure SQL Database と Azure SQL Data Warehouse への接続時
に Azure Active Directory 認証を利用します。

•

閲覧モードでのページ非表示 - ユーザーに公開するレポート ページを作成者が制御します。

Power BI サービス
•

レポートの共有とお気に入りへの登録の機能 - 共有したレポートが、ダッシュボードのように、最近
使ったもの、お気に入り、"自分と共有" リストに表示されます。

•

アプリのプッシュ - 管理者は Power BI アプリをユーザーに自動で展開できます。
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アプリからダッシュボードへのピン留め - ダッシュボードを作成し、共有されている他のダッシュボ
ード、レポート、アプリから取得した情報を統合ビューにまとめます。

•

永続フィルター - 永続フィルターでは、ユーザーのスライサーとフィルターの値を保存しておき、ユ
ーザーが再度利用したときにそれらの値を自動的に適用します。

•

カスタム ビジュアル管理者コントロール - Power BI 管理者は組織で使用するカスタム ビジュアルを
無効化できます。

Power BI Mobile
•

Visio カスタム ビジュアルのサポート - モバイル アプリでビジュアルをタップして Visio オンライン
アカウントにサインインすると、カスタム ビジュアルが表示されます。

•

電話レイアウトに最適な、レスポンシブなビジュアル - ラベルなどのテキストも、ビジュアルのサイ
ズに応じて調整されます。

Power BI Embedded
•

容量 API – 強化されたアプリケーション ライフサイクル管理機能では、API を使用して Power BI
容量にワークスペースを割り当てたり、容量から削除したりすることができます。

•

CustomData に基づく Azure Analysis Services での行レベルのセキュリティ - Azure Analysis
Services で、CustomData 関数に基づきデータをフィルタリングして、行レベルのセキュリティを
実現します。

•

カスタム レイアウト - レポート ページのサイズとレイアウト定義を動的に変更できます。Power BI
Desktop でいずれかのレイアウトを使用するか、アプリケーション要素に合わせて固定サイズを使用
します。

•

段階的な埋め込み - バックグラウンドで埋め込みコンテンツを読み込み、パフォーマンスを向上させ
ると共に、オブジェクト メタデータを取得できます。

•

単一のビジュアルの埋め込み - iFrame 内に 1 つ以上のビジュアルを埋め込むことができます。

2018 年 2 月 - 一般提供
Power BI Desktop
•

レポート レベルのスライサー - レポートの他のページをフィルタリングできます。

•

複数のビジュアルにまたがるクロスハイライト - 複数のビジュアルにまたがってデータ ポイントを複
数選択できます。

•

クイック メジャー - ライブ接続とカスタムの日付テーブルをサポートします。

Power BI Mobile
•

レポートへの招待とお気に入りへのレポートの登録の機能 - ユーザーは、自身に共有されているレポ
ートの表示、他の人とのレポートの共有、お気に入りレポートの表示、レポートのお気に入り登録を
行うことができます。

Power BI Embedded
•

Azure Monitoring - 使用状況のメトリックを使用して、リソースの使用量を監視し、しきい値に達し
たときにアクションをトリガーできます。

•

Azure US Government Cloud の提供 - Power BI Embedded は米国政府機関のお客様が利用でき
ます。
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モバイル レイアウト サポート - 埋め込みレポート ページを電話レイアウトで読み込むことができま
す。

•

モデル パラメーター API - API を使用して、定義済みのモデル パラメーターを取得、設定できま
す。

•

ビジュアル レベル フィルター - 埋め込みのビジュアルに対してフィルターを適用、取得できます。

2018 年 2 月 – パブリック プレビュー
Power BI Desktop
•

SAP HANA コネクタ - SAP HANA を多次元的なソースとして扱います。

•

組織のビジュアル ストア - Power BI 管理者によって配布されたカスタム ビジュアルを特定し、イン
ポートできます。

Power BI サービス
•

組織のビジュアル ストアの管理 - Power BI 管理者は、所属組織のカスタム ビジュアルを展開し、管
理することができます。

2018 年 3 月 - 一般提供
Power BI Desktop
•

ブックマーク機能 - レポート状態をブックマークして、探索を追跡し、説明を付け加え、カスタム ナ
ビゲーションを作成することができます。

•

新しい SAP HANA コネクタと SAP Business Warehouse (BW) コネクタ。

Power BI サービス
•

コンシューマー アカウントとのコンテンツの共有 - コンシューマー向け電子メール サービスや通信
プロバイダーが提供する電子メール アドレスを使用しているユーザーと、コンテンツを共有すること
ができます。

•

Power BI Premium のノード サイズの拡大 – 組織で P4 ノードまたは P5 ノードを使用して、
Premium 容量で以前より大規模なワークロードを実行できます。

•

Power BI Premium のパフォーマンス レポート - Premium 容量リソースの使用状況に関するイン
サイトを利用して、パフォーマンスの問題をトラブルシューティングしたり、大きいノード サイズに
アップグレードする時期を判断したりすることができます。

Power BI Mobile
•

レポート ツールヒント タッチの最適化 - タップ アンド ホールドのジェスチャで、データ ポイント
を選択できます。

•

Power BI for Mixed Reality (パブリック プレビュー) - Microsoft HoloLens を使用して、ダッシュ
ボードとレポートを表示し、環境内に配置するための複合現実エクスペリエンス。Microsoft Store
で入手できます。

•

永続フィルター - 前回のインタラクションと同じ状態でレポートのフィルタリングとスライサーを使
用し、業務を再開できます。

•

埋め込みレポートの携帯電話向けの最適化 - 携帯電話向けに最適化されたレイアウトの埋め込みレポ
ートを使用するモバイル アプリ開発者は、デバイスに合わせてビジュアルのサイズを変更し、配置を
調整できます。
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外部共有 - ユーザーはレポートやダッシュボードを外部ユーザーと共有できます。

Power BI Embedded
•

ドイツのデータセンターへの提供

•

ブックマークのサポート - 埋め込まれたレポートにブックマークを付け、API を使用して UI 要素を
制御できます。

•

ダッシュボードやタイルの更新 – 開発者は、アプリケーション ライフサイクル管理機能を使用して、展
開済みのタイルやダッシュボードに対して、元の ID を維持したまま、変更を加えることができます。

•

Azure SQL Database に対するシングル サインオン (SSO) - 必要に応じて、クエリに含まれる認証
済みの Azure AD 資格情報を Azure SQL Database に送信できます。

Power BI Report Server
•

以下の Power BI Desktop 機能は 2017 年 10 月から提供されています。
o

ページ上のすべてのビジュアルを対象としたフィルタリングによるドリルダウン

o

テーブルとマトリックス用のルールベース条件付き書式

o

テーブルとマトリックス用のセルの配置

o

レポートでのオブジェクトのロック

o

低速のデータ ソース用のレポート オプション

o

フィルタリングのパフォーマンス向上

o

選択ペインとビジュアル表示のコントロール

o

ブックマーク機能

o

レポートレベルのスライサー

o

クイック メジャー

o

複数のビジュアルにまたがるクロスハイライト

o

DirectQuery のパフォーマンス向上

2018 年 3 月 – パブリック プレビュー
Power BI Desktop
•

キャンバス ツールヒント - カスタム エクスペリエンスを実現するツールヒントとしてレポート ペー
ジをデザインできます。

2018 年 4 月 - 一般提供
Power BI Desktop
•

言語スキーマの調整 - レポート作成者は、モデル分野に固有の言い回しや同意語で言語スキーマを調
整し、ユーザーの Q&A 結果を向上させることができます。

•

レポート内 Q&A の新しいエクスペリエンス - レポート作成者は、提案される質問項目をたたき台と
して使用して、レポート利用者向けの Q&A エクスペリエンスを構築できます。このユーザー エクス
ペリエンスは Power BI サービス、Power BI Embedded、Cortana に表示されます。

•

組織のビジュアル ストア - Power BI 管理者から配布されたカスタム ビジュアルを特定し、インポー
トします。
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増分更新ポリシー - 計画された更新時にデータの増分を読み込む方法を指定できます。

Power BI サービス
•

データ ソース設定の向上 - ゲートウェイの構成と一般的なエラーの診断が容易になりました。

•

組織のビジュアル ストア - Power BI 管理者から配布されたカスタム ビジュアルを特定し、インポー
トします。

•

管理者用テナント使用状況レポート - 管理者はテナントでのワークスペース、レポート データセット
の使用状況について、ユーザー数や使用頻度などのインサイトを得ることができます。

Power BI Mobile
•

ドリルダウンとドリルアップのサポート - モバイルでレポート ビジュアル上のツールヒント メニュ
ーをタップ アンド ホールドで開き、ドリルダウンとドリルアップでデータを分析できます。

Power BI Embedded
•

Azure の負荷監視 - リソースの使用状況を監視し、しきい値に達したときにアクションをトリガーで
きます。

•

オンボーディング エクスペリエンス - オンボーディング ツールで、初期設定がすばやく簡単に実行
できます。

•

レポート ページの表示と非表示 - API を使用して、埋め込みレポート ページの表示を設定できます。

•

データ取得 API - アプリケーションが、ビジュアルに表示されるデータを抽出できます。

•

テーマのサポート - JavaScript API を使用して、埋め込みオブジェクトのテーマをセッションごとに
管理できます。

•

ビジュアル レベルの構成 - フォーカス モードやエクスポート データなど、どのビジュアル機能をユ
ーザーに公開するかを制御できます。

•

Azure 診断 - エラー ログを使用して分析と追跡を行います。

2018 年 4 月 – パブリック プレビュー
Power BI Desktop
•

Power BI と接続する Common Data Service for Analytics 機能 - レポート作成者は、Common
Data Service for Analytics 内のデータに接続し、データ モデルにエンティティを追加し、Common
Data Service for Analytics のデータと他のソースのデータをマッシュアップすることができます。

Power BI サービス
•

Azure AD グループを使用するワークスペース - ワークスペースは、Office 365 グループとは異なる
独自のロールとアクセス許可を備えており、個々のユーザーに対するワークスペース ロールの割り当
てなど、ワークスペースの管理を制御する機能が強化されました。

Power BI での Common Data Service for Analytics
•

Power BI での Common Data Service for Analytics (パブリック プレビュー) - Power BI ではデ
ータプールがアーティファクトになります。ユーザーは Power BI ワークスペース内から、新しいデ
ータプールの作成、既存のデータプールへのアクセスの管理、Common Data Service for Analytics
からのデータの更新管理、処理の監視を行うことができます。
o

Power BI を使用した Common Data Service for Analytics へのデータ インポート - 作成
ツールでデータのインポートと変換を行い、共通データモデルにマッピングできます。

目次に戻る

175

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

o
•

バージョン 18.1.1

Power BI ワークスペース内の Common Data Service for Analytics の管理

Common Data Service for Analytics 用の Power BI アプリ - ユーザーはコードを書かずに、
Power BI サービスからアプリのカスタマイズと管理を実行できます。Azure サブスクリプションは
不要です。

Power BI Insights アプリ
•

Power BI for Sales Insights – Dynamics 365 または Salesforce から主要なエンティティを取り込
むことで、営業マネージャーが製品や営業部員に関する営業実績を広く追跡できるようになります。

•

Power BI for Service Insights – Dynamics 365 for Customer Service、Field Service、Project
Service Automation のデータを活用して、それぞれの領域にインサイトをもたらします。

2018 年 5 月 - 一般提供
Power BI サービス
•

増分データ更新 - すべてのデータを再読み込みするのではなく、新しいデータの増分をデータセット
に読み込むことができます。

2018 年 6 月 - 一般提供
Power BI Desktop
•

マトリックスの展開と折りたたみ - マトリックス ビジュアルが Excel ピボットテーブルのような動作
を備え、ユーザーがセクションを展開または折りたたむことが可能になりました。

•

カスタム分析を使用したクイック分析情報の機能強化 - 閲覧するユーザーのために、提示されるビジ
ュアルと重要なカテゴリを調整できます。

•

レポート用のパフォーマンス検査 - レポート作成者は、問題のある構成を検出するレポートを使用し
て、パフォーマンスの問題を特定し、修正することができます。

Power BI サービス
•

ワークスペース検索 - アクセスが許可されているすべてのワークスペースからコンテンツを検索でき
ます。

•

複数地域での Power BI Premium の使用 - Power BI テナントではない地域に Premium 容量を作
成できます。

•

他のユーザーの電子メール サブスクリプションの設定。

•

Analysis Services と同等の XMLA 接続性および API - Analysis Services サーバーのように Power
BI Premium ワークスペースを扱い、既存のツールで接続できます。

•

スマート アラート - ユーザーは、データに重要な変更が行われた場合に、自動アラートを受信するこ
とができます。

Power BI Mobile
•

ドリルスルー サポート - モバイルでドリルスルーを使用して、選択したエンティティで絞り込まれた
レポート ページ間を移動できます。

Power BI Embedded
•

App-only トークンのサポート - Power BI プラットフォーム上のアプリケーションを識別でき、展
開、セキュリティ、アプリケーション ライフサイクル管理を強化できます。
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•

ワークスペース コレクションの廃止。

•

PowerPoint へのエクスポート - 埋め込みオブジェクトを PowerPoint にエクスポートできます。

•

PDF へのエクスポート - 埋め込みオブジェクトを PDF にエクスポートできます。

2018 年 6 月 – パブリック プレビュー
Power BI Desktop
•

モデルの図とナビゲーション - モデリング エクスペリエンスが強化され、多数のテーブルや計算など
のオブジェクトを使用した大規模で複雑なデータ モデルに拡張されました。

Power BI サービス
•

Power BI Premium の SSRS レポート - Power BI Premium で、SQL Server Reporting Services
(SSRS) レポートを発行し、表示できます。

Power BI での Common Data Service for Analytics
•

Azure Blob ストレージから Common Data Service for Analytics へのデータ マッピング - 既存の
Azure Blob ストレージを Common Data Service for Analytics の標準またはカスタムのエンティテ
ィにマッピングできます。マッピングされたエンティティを使用して、Power BI Desktop でデータ
セット、レポート、ダッシュボードを作成できます。

2018 年 7～9 月 – 一般提供
Power BI サービス
•

データセット メタデータの翻訳 - データセットや Analysis Services モデルで翻訳が定義されている
場合は、クライアントのロケールまたは言語でデータセット フィールドが表示されます。

•

PDF へのエクスポート - Power BI レポートを PDF 形式でエクスポートできます。

2018 年 7～9 月 – パブリック プレビュー
Power BI サービス
•

大規模データセットのクエリ アクセラレーション - データセット作成者は、インメモリ集計を作成し
て、ビッグ データに対する対話型のクエリを実行できます。
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– パブリック プレビュー

Power BI Desktop
Q&A での上位 N 件型の質問
Q&A でアドホック分析を使用して、"販売額トップ 10 の顧客は?" などの上位 N 件型の質問をするこ
とができます。ユーザーは、Power BI Desktop でビジュアルを作成しているときや Power BI サービ
スでダッシュボードを表示しているときに質問したり、モバイルの使用時に音声で質問したりすること
ができます。

ダッシュボードで質問ベースで行われるクエリの例

Azure Active Directory 認証
Azure Active Directory (Azure AD) 認証を使用して、Azure SQL Database と Azure Data
Warehouse に接続できます。組織でこの方法を採用すると、これらのデータ ソースに対するアクセス
権限の付与と管理を簡略化できます。
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閲覧モードでのページの非表示
レポート作成者は、ドリル スルーやブックマークのアクションでレポートにアクセスするまで、レポー
ト利用者のビューにページを表示しないようにすることができます。この機能は、コンテキスト外から
アクセスしたユーザーに対し、多くのページを非表示にする必要がある場合に役立ちます。Excel や
PowerPoint のユーザーには、お馴染みの機能です。

作成者はページを非表示にすることが可能
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レポート レベルのスライサー
レポート作成者は、ページ間で同期を行うスライサーを使用して、レポート全体でビジュアルを更新す
ることができます。この機能を使用すると、ページの切り替え時にコンテキストを保ったまま、動的な
ナビゲーションを実行できます。レポート作成者は、レポートでのフィルタリングを制御し、ユーザー
のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

レポート レベルのスライサー
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複数のビジュアルにまたがるクロスハイライト
複数のビジュアルにまたがってデータ ポイントを複数選択し、クロスハイライトを適用できます。ユー
ザーは、より詳細なデータ探索を実行し、見落としがちな新しいインサイトを収集することができま
す。

より詳細なデータ探索を行うためのクロスハイライトの例
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クイック メジャー
クイック メジャー機能の一般提供が開始され、[オプション] ダイアログ ボックスの [プレビュー] タ
ブでこの機能をオンにする必要がなくなりました。また、Power BI の日付の階層が、タイム インテリ
ジェンス クイック メジャーには不要になりました。代わりに、ユーザーの日付テーブルの [日付] フィ
ールドを使用できます。

Power BI Desktop 用クイック メジャー

SAP HANA コネクタ
既定では、SAP HANA コネクタは SAP HANA を SAP Business Warehouse (BW) や Analysis
Services と似た、多次元ソースとして扱います。詳細については、「DirectQuery と SAP HANA」を
ご覧ください。

SAP Business Warehouse (BW) コネクタ
SAP Business Warehouse (BW) 用の DirectQuery モードが一般提供されています。詳細について
は、「DirectQuery と SAP Business Warehouse (BW)」をご覧ください。
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組織のビジュアル ストア
Power BI 管理者は、組織のリポジトリの一部としてビジュアルを展開できます。展開されたビジュア
ルは、Power BI カスタム ビジュアル ストアの [MY ORGANIZATION (自分の所属組織)] セクション
の下に表示されます。

Power BI ビジュアルに関する Marketplace
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ブックマーク機能
先に Power BI Desktop でブックマークを作成しなくても、Power BI サービスでブックマークを作成
することができます。ブックマーク機能の一般提供が開始され、[オプション] ダイアログ ボックスの
[プレビュー] タブでこの機能をオンにする必要がなくなりました。

ブックマークの例
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キャンバス ツールヒント (パブリック プレビュー)
キャンバス ツールヒントを使用してレポート ページをデザインし、レポート内で他のビジュアル向け
のカスタム ツールヒントとして利用できます。詳細情報を提示するカードから、マウス カーソルが重
なったときに表示される小さなドリルスルー ページまで、必要な種類のカスタム ツールヒントをデザ
インすることができます。

カスタマイズ可能なキャンバス ツールヒント

言語スキーマの調整
レポート作成者は、Power BI Desktop と Power BI サービスでのユーザーの Q&A 結果を向上させる
ために、モデル分野に固有の言い回しや同意語で言語スキーマを調整することができます。
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レポート内 Q&A のユーザー エクスペリエンス
レポート作成者は、提案される質問項目をたたき台として使用して、レポート利用者向けの Q&A エク
スペリエンスを構築できます。同じエクスペリエンスが Power BI サービス、Power BI Embedded、
Cortana に表示されるため、ユーザーは好きなクライアントを使用して探索を実行することができま
す。

Power BI Desktop Q&A の例

増分更新ポリシー
Power BI Desktop の更新ポリシーを設計して、計画された更新時にデータの増分を読み込む方法を指
定できます。これにより、データ更新時に新しいデータのみを更新すれば済むため、大規模な拡張に対
応でき、優れたパフォーマンスを達成できるようになります。
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更新ポリシー用のデザイン フォーム

Power BI サービス
レポートの共有とお気に入りへの登録
ダッシュボードを共有すると、そのダッシュボードに追加されている関連リソースも共有されます。つ
まり、あるレポートのコンテンツが特定のダッシュボードにピン留めされている場合は、そのダッシュ
ボードを共有すると、そのレポートも共有されます。しかし、共有する必要のあるレポートがダッシュ
ボード上にない場合や、レポートのみを共有したい場合はどうすればよいでしょうか。
レポート共有機能は、ダッシュボード共有機能のように働きます。そのため、この機能を使用して、レ
ポートを直接共有できます。共有ペインで、レポートへのアクセス権限を制御し、承認されているユー
ザーを招待することができます。同僚とレポートを共有すると、[自分と共有] リストにレポートが表示
されます。
個人のワークスペースや自分がメンバーになっているアプリのワークスペースで、レポートを共有でき
ます。または、権限の付与を受ければ、他の所有者のレポートを共有することができます。
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レポートを共有すると、基になるデータセットも共有されます。データセットの行レベル セキュリティ
設定は同じまま保持されるので、レポート利用者には、閲覧が許可されているデータだけが表示されま
す。

レポート共有の例

アプリのプッシュ
ユーザーに Microsoft AppSource でアプリを見つけたりインストール リンクをたどったりするよう要
求するのではなく、業務に使用するアプリを [アプリ] コンテンツ リストから自動的にインストールす
ることができます。これにより、標準の Power BI コンテンツが効率的にユーザーにロールアウトされ
ます。
この機能をオンにするには、テナント管理者が Power BI 管理ポータルの [設定] タブで、ユーザーへ
のアプリのプッシュを有効にします。管理者は、この機能を組織全体と特定のセキュリティ グループの
どちらで使用するかを設定できます。
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管理ポータルのアプリのプッシュ機能

ユーザーのアプリを自動的にインストールする方法
アプリ発行者はアプリのプッシュ設定を有効にした後に、[アクセス] タブの [アクセス許可] セクショ
ンですべてのユーザーまたはグループにアプリをプッシュする必要があります。そのために、[アプリ
を自動的にインストールします] を選択し、[完了] を選択します。
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自動インストール構成の設定

プッシュされたアプリをユーザーが入手する方法
プッシュされたアプリは、[アプリ] リストに自動的に表示されます。この機能は、組織で特定のユーザ
ーや職務向けにアプリをキュレーションするのに役立ちます。

目次に戻る

190

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

キュレーションされたアプリのリスト

アプリからダッシュボードへのピン留め
ダッシュボードを使用して、共有されている他のダッシュボード、レポート、アプリから取得した情報
を組み合わせ、包括的なビューを作成することができます。ピン留めしているダッシュボードやレポー
トの所有者である場合だけでなく、アプリを介して配布されたダッシュボードからもピン留めできるよ
うになりました。個人的なダッシュボードを作成したり、情報を集めて配布したりすることができま
す。
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ダッシュボードへのアプリのピン留め

永続フィルター
Power BI の永続フィルターでは、ユーザーのスライサーとフィルターの値を保存しておき、ユーザー
が再度レポートを表示したときにそれらの値を自動的に適用します。ユーザーはフィルターをリセット
して、既定の設定に戻すことができます。

レポートに対するフィルター
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コンシューマー アカウントとのコンテンツの共有
コンシューマー向け電子メール サービスや通信プロバイダーが提供する電子メール アドレスを使用し
ているユーザーと、コンテンツを共有することができます。ユーザーは Power BI コンテンツを表示す
ることはできますが、作成はできません。Azure Active Directory を利用した詳細な管理機能を使用し
て、組織のセキュリティ ポリシーに応じて、コンシューマーの共有に関する行動を制限または制御する
ことができます。

レポートの共有

Power BI Premium のノード サイズの拡大
Power BI Premium の P4 ノードおよび P5 ノードでは、Premium 容量で以前より大規模なワークロ
ードを実行することができます。

Power BI Premium のパフォーマンス レポート
Power BI Premium のパフォーマンス レポートを利用すると、Premium 容量リソースの使用状況を
把握し、パフォーマンスの問題をトラブルシューティングしたり、大きいノード サイズにアップグレー
ドする時期を判断したりすることができます。更新スケジュールの計画やユーザーのクエリ パフォーマ
ンスの向上などの一般的な用途に使用できるメトリックが備わっています。
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データ ソース設定の向上
データ ソース設定の向上により、ゲートウェイの構成と一般的なエラーの診断が容易になりました。

向上したデータ ソース設定

増分データ更新
増分データ更新を実施すると、データセットを非常に大きなサイズに拡大できます。増分データ更新で
は、新しいデータや変更されたデータだけを読み込むことができます。Power BI Desktop でデータセ
ットを作成する際に、増分を読み込むモデルでテーブルごとに更新テーブルを構成し、Power BI
Premium ワークスペースに公開します。これにより、スケジュール設定された更新のたびに、新しい
データまたは変更されたデータのみが読み込まれます。

大規模データセットのクエリ アクセラレーション (パブリック プレビュー)
ユーザーは、Spark や Azure SQL Data Warehouse などのソースに含まれる任意のサイズのデータに
対して DirectQuery モデルを作成し、一部のデータを対象とするインメモリ集計を構築して、一般的
なクエリを高速化することができます。一般的なクエリでは、ソースに対して直接クエリを行う代わり
に、集計済みキャッシュを使用してごく短時間で結果を返します。ユーザーは大規模なデータセットを
作成でき、対話型のクエリを実装することも可能です。

データセット メタデータの翻訳
データセットや Analysis Services モデルで翻訳が定義されている場合は、Power BI ユーザーにクラ
イアントのロケールまたは言語でデータセット フィールドが表示されます。
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スマート アラート
データに重要な変更が行われた場合に、自動アラートを受信することができます。事前に作成されたア
ルゴリズムのライブラリが自動的に実行され、ユーザーに最適なインサイトが判別されて、アラートが
自動的に送信されます。アラートはカスタマイズ用の追加コントロールを備えています。

Azure AD グループを使用するワークスペース
Power BI ワークスペースは、Office 365 グループとは異なる独自のロールとアクセス許可を備えてお
り、それらを使用してワークスペースの管理を制御できます。ワークスペース ロールを個々のユーザ
ー、Azure AD セキュリティ グループ、Office 365 モダン グループに割り当てる機能も搭載されてい
ます。また、Power BI ワークスペースのガバナンスと Office 365 モダン グループのガバナンスは分
離されています。

モバイルに Power BI ワークスペースを追加
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Power BI Premium 用 SQL Server Reporting Services (SSRS) レポー
ト (パブリック プレビュー)
SQL Server Reporting Services (SSRS) レポート (*.RDL 形式) を Power BI Premium ワークスペ
ースに発行し、Power BI Web アプリ内でレポートを表示することができます。SSRS サーバーは不要
です。

Power BI Premium の SSRS レポート

他のユーザーのメール サブスクリプション設定
他のユーザーが適切な情報を受信できるように電子メール サブスクリプションを設定することができま
す。その際に、メールの件名と追加テキストをカスタマイズできます。
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Analysis Services と同等の XMLA 接続性および API

この新機能を使用すると、Power BI ワークスペースを Analysis Services サーバーのように利用でき
ます。Analysis Services で現在使用されているものと同じツールを Power BI Premium に接続する
ことができます。

Power BI の Common Data Service for Analytics 機能
Power BI の Common Data Service for Analytics は、Microsoft Common Data Model をベースと
する標準化されたスキーマを使用して、組織のデータを統合します。また、高度な分析と簡易化された
機械学習の利用を通じてデータを充実させ、対象データに関するインテリジェントで実用的なインサイ
トを得ることができます。

Power BI の Common Data Service for Analytics (パブリック プレビ
ュー)
Common Data Service for Analytics は Power BI を拡張し、Power BI サービス内に直接格納され
て操作される、ビジネス エンティティのセルフサービス データ レイクを構築します。次の要素が組み
合わされています。
•

Common Data Model。明確に定義されたセマンティクスでビジネス データ オブジェクトとアク
ティビティを表現するための、標準化された拡張可能なスキーマ (エンティティ、属性、関係) の集
合体。マイクロソフトによる公式発行。エンティティの例には、アカウント、事業単位、サポート
案件、連絡先、リード、営業案件、製品、製品カテゴリ、発注書などがあります。

•

これらのエンティティ用のフェデレーション ストレージ。これらのエンティティは、Power BI の
内部とマウントされている Azure ストレージに格納されます。

目次に戻る

197

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

•

バージョン 18.1.1

これらのエンティティを作成、入力、変換、拡充する機能。ユーザーは、ローコードまたはノーコ
ードの Power Query エクスペリエンスの進化版を使用して、これらのエンティティを作成、入
力、変換、拡充することができます。

Common Data Service for Analytics データプール
Common Data Service for Analytics では、ダッシュボード、レポート、ワークブック、データセッ
トに加えて、Common Data Service for Analytics エンティティのセットである、データプールとい
う新しい概念を導入しました。データプールは、Power BI サービス内から作成、インストール、参照
され、データ更新向けに構成されます。データ取得型のエクスペリエンスによって、ユーザーは Power
BI 内からエンティティ、属性、関係の表示と変更を実行でき、事前に作成されたコネクタとオンプレ
ミス データ ゲートウェイを活用して多種多様なデータを Common Data Service for Analytics に手
軽に取り込み、それらを拡張可能なスキーマにマッピングすることができます。プレビュー版では、
Dynamics 365 や Salesforce などのサービスとしてのソフトウェア (SaaS) ビジネス アプリケーショ
ンに、設定不要で接続できます。

設定が不要でカスタマイズも可能なアプリ
AppSource には、マイクロソフト製またはサードパーティ製の設定不要な Power BI アプリが登録さ
れています。これらのアプリは、Common Data Service for Analytics をベースとして対象分野に最
適化された分析を行うことができ、Power BI を使用してカスタマイズすることが可能です。これらの
ソリューションは、事前に作成されたダッシュボード、レポート、データセットでソリューション構築
の共通スキーマを活用および拡張し、Q&A と Cortana に最適化された分野固有のインサイトを備えて
います。これらのエクスペリエンスは、Cortana、Power BI、Dynamics 365 で利用することができ
ます。

Azure を使用して拡張が可能
Common Data Service for Analytics ストレージはオープンであるため、お客様が所有する Azure
Blob ストレージを Common Data Service for Analytics エンティティと共に使用し、Azure データ
スタックのデータを Common Data Service for Analytics で利用することができます。マッピングさ
れたエンティティは Power BI や Power BI Desktop を介して利用できるので、展開された Power BI
アプリでも使用でき、それらのエンティティを使用してデータセット、レポート、ダッシュボードを作
成することもできます。
Common Data Service for Analytics は、Power BI Pro、Power BI Premium、Power BI
Embedded で利用できます。

Common Data Service for Analytics 用の Power BI アプリ
Common Data Service for Analytics ユーザーは、Common Data Service for Analytics 上で機能す
るように設計された、設定不要の Power BI アプリケーションをインストールします。これらの
Power BI アプリは、コネクタ、Common Data Service for Analytics スキーマ、表形式モデル、
Power BI レポートとダッシュボードを利用して、ビジネス上の問題に対処する分析ソリューションを
提供します。
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ガイド付きのセットアップ
ユーザーは AppSource から Power BI アプリを入手できます。ガイド付きのセットアップ エクスペリ
エンスにより、ユーザーはアプリのインストールと設定をすばやく実行できます。Dynamics 365 資格
情報など、少数の詳細項目を入力すると、Power BI サービス アカウントにリダイレクトされ、そこで
レポートをすぐに利用することができます。データがコピーされ、アプリ利用の準備が整うと、ユーザ
ーに通知が送られます。

ビジネス ニーズに応じたアプリの調整
Power BI アプリケーションは、データ取り込みから視覚化に至るまで、カスタマイズ可能です。ユー
ザーはデータ パイプラインを変更し、ソース アプリケーションのカスタマイズを反映できます。たと
えば、Dynamics 365 からカスタム エンティティを取り入れることができます。視覚化については、
レポートに対して、配色パターンの変更、新しい計算と KPI の作成、視覚化とレポート ページの作成
といった拡張が可能です。

リッチな没入型エクスペリエンス
Power BI アプリは自然言語クエリ サポートを備えています。ユーザーは、アプリや Cortana で質問
を行い、すぐにインサイトを得ることができます。
コンテキストに応じたインサイトをユーザーに表示したい場合は、Power BI アプリを任意の場所に埋
め込むことができます。レポートをカスタマイズし、Q&A やクイック分析情報などの機能を活用する
こともできるようになる予定です。
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クイック分析情報の例

Power BI Insights アプリ
マーケティング、営業、サービス、財務、オペレーション、人材管理に固有のビジネス シナリオに合わ
せて、すぐに利用できるインサイトを得ることができます。ビジネス、生産性とコラボレーション、プ
ロフェッショナル ネットワーク データなど、独自のマイクロソフト データのサブセットに高度なイン
テリジェンスを適用して、インサイトが生成されます。また、お客様はさまざまなサードパーティ ソー
スから得た追加データを簡単に組み込んで、関連性と精度を高めることができます。Azure Data
Services の各種機能を適用して、Power BI Insights アプリをさらに調整することも可能です。

Power BI for Sales Insights
Power BI for Sales Insights アプリは、Dynamics 365 または Salesforce から主要なエンティティ
を取り込みます。営業マネージャーは、製品や営業部員に関する営業実績を追跡することができます。
また、パイプラインの正常性を監視し、リスクがある状態で注意を払う必要のあるアカウントをすばや
く特定することもできます。このアプリは、成約率、リードから顧客への変換率、年度累計 (YTD) 収
益といった主要 KPI を示します。
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Sales Insights の例

Power BI for Service Insights
Power BI for Service Insights アプリは、プロジェクト サービス自動化、カスタマー サービス、フィ
ールド サービスなど、数種類のシナリオに対する分析を設定なしで実行することができます。

Project Service Automation
Project Service Automation のレポートは、主にプラクティス マネージャー、リソース マネージャ
ー、アカウント マネージャーに欠かせない情報を扱います。アプリは、以下のように、それぞれの役割
に応じたレポートとインサイトを提示します。
•

プラクティス マネージャー。収益目標、プロジェクトの完了、提供するサービス契約に対する顧客
満足に責任を負う役職。このアプリは、粗利益、収益、費用、使用率に関する重要なインサイトを
提示し、次のような質問に答えるために役立ちます。

•

o

最も収益性の高い顧客は?

o

プロジェクトのどの部分に最大の費用がかかるか?

リソース マネージャー。プロジェクトに対して適切なリソースを適切なタイミングで割り当てるこ
とに責任を負う役職。このアプリは、リソースとロールの使用状況と共に、未達成の需要について
の重要なインサイトを提示し、次のような質問に答えるために役立ちます。
o

過去 6 週間の開発者に関連する使用状況はどのような状態か?

o

受信要求に応えるためのリソース能力は十分にあるか?
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アカウント マネージャー。顧客からの収益を促進することに責任を負う役職。このアプリは、成約
した取引、請求済みと未請求の販売、継続的な関係についての重要なインサイトを提示し、次のよ
うな質問に答えるために役立ちます。
o

取引の成約に要する平均時間はどのくらいか?

o

現在の契約はどのように履行されているか?

Customer Service Analytics
Customer Service Analytics レポートは、サービス マネージャーに対して、オープンされたサポート
案件、解決されたサポート案件、エスカレーションされたサポート案件に関する分析を提供し、サービ
ス レベル アグリーメント (SLA) 違反についての主要業績評価指標 (KPI) を提示します。また、顧客満
足度やアンケート調査への回答に対するインサイトも提示します。
このレポートは、次のような質問に答えるために役立ちます。
•

どのサービス エンジニアが最も多くのサポート案件を解決しているか?

•

サービス チームによるサポート案件対応の平均期間は?

Field Service Analytics
Field Service Analytics レポートは、主に出荷係やフィールド サービス担当者のロールを対象として
います。このレポートは、フィールド サービス業務の有効性を監視する際に有用な KPI を提示しま
す。レポート ページには、オープンまたはクローズした作業指示や予定などが表示されます。このアプ
リは、次のような質問に答えるために役立ちます。
•

インシデントの平均期間は?

•

それぞれのフィールド サービス エンジニアが完了した作業指示の数は?

Power BI Embedded
容量 API
容量 API を使用して、ワークスペースを容量に割り当てたり、容量から削除したり、ユーザーがアクセ
スできる容量のリストを取得したりすることができます。
現時点では、容量の割り当て権限を持つワークスペース管理者が、Power BI ポータルから [ワークス
ペースの編集] ダイアログ ボックスを使用して、ワークスペースに容量を割り当てることができます。
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ワークスペースの編集オプション

AssignToCapacity API (英語) を使用して、Power BI Premium/Azure 容量を使用するワークスペー
スを管理できます。たとえば、ワークスペースを容量に割り当てる、容量から削除する、容量間で移動
するなどの操作が可能です。
GetCapacities API (英語) を使用すると、ユーザーが容量管理者としてアクセスできるすべての容量と
それらの割り当て権限のリストを取得できます。ワークスペースが存在している容量を示す追加プロパ
ティは、既存の GetGroups API (英語) で使用できます。
これらの容量 API が追加されたことで、顧客ごとのワークスペースを使用して新規顧客の導入を支援す
る ALM エクスペリエンスが強化されました。以下の手順で、このプロセスが自動化されます。
1. 新規顧客用の分析コンテンツでワークスペースを複製 (英語) します。
2. 顧客のデータ ソースに、複製したコンテンツを接続 (英語) します。
3. 複製したワークスペースを専用の容量に割り当て、顧客を実稼働環境に移行させます。

CustomData に基づく Azure Analysis Services での行レベルのセキュ
リティ
Azure Analysis Services で CustomData 関数に基づいて、行レベルのセキュリティを使用し、デー
タをフィルタリングできます。各ユーザー セッションで Analysis Services から取得したデータをカス
タマイズしてフィルタリングを行い、各ユーザーに公開されるデータを制御できます。
Azure Analysis Services ユーザーの場合は、トークン生成時にプロパティが追加されるため、接続文
字列に CustomData プロパティを設定できます。このプロパティは CustomData 関数で使用するこ

目次に戻る

203

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

ともできます。レポート、ビジュアル、ダッシュボード、タイルといったあらゆる埋め込み型オブジェ
クトに適用できます。この機能は、Azure Analysis Services でのみ機能します。

カスタム レイアウト
カスタム レイアウト機能を使用して、レポート ページ レイアウトのサイズを設定または変更したり、
レポート ビジュアルのサイズ、位置、表示を制御したりすることができます。
•

ページ レイアウト。Power BI Desktop を使用してレポート ページを作成する際は、ページ サイ
ズ タイプとページ レイアウトという 2 つのフィールドを使用して、レイアウトを構成します。

ページ サイズ オプション

ページ レイアウト オプション

既定では、レポートを埋め込むたびに、Power BI Desktop で設定した構成が使用されます。カス
タム レイアウトを使用する場合は、アプリケーション ページ内でレポート レイアウトを最適化す
るために定義を動的に設定できます。また、セッション中に、コンテンツの変更やブラウザーのサ
イズ変更などのイベントに基づいて、レイアウトを変更できます。
•

ビジュアル レイアウト。この機能は、単一のビジュアルの埋め込みをサポートしています。カスタ
ム レイアウトを使用する場合は、表示するビジュアルを定義し、キャンバス上での大きさと位置を
指定します。ユーザー セッション中にキャンバスにビジュアルを動的に表示するための構成を詳細
に制御できます。
たとえば、さまざまな部署のユーザーが対象のアプリケーションを使用しているとします。このよ
うな場合に、同じレポートのコピーを作成したり、部署ごとのレポート ページを作成して修正を加
えたりしなくても、同じレポート ページを表示しつつ、そのユーザーに関連するビジュアルだけを
表示することができます。カスタム レイアウトを使用すれば、ビジュアルごとに配置を最適化でき
ます。
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段階的な埋め込み
バックグラウンドで埋め込みコンテンツを読み込んで、パフォーマンスを向上させ、オブジェクトのメ
タデータを取得することができます。埋め込みアーティファクトを読み込むには、埋め込み構成オブジ
ェクトと <div> 要素で囲まれた iFrame を含んだ、埋め込み呼び出しを実行します。埋め込みオブジ
ェクトを呼び出すと、ユーザー用に読み込まれ、そのオブジェクトが表示されている間、オブジェクト
を使用したインタラクションが行われます。
Spring 2018 リリースでは、埋め込みプロセスを段階的に実行するための JavaScript 呼び出しが追加
されました。
•

プリロード。powerbi.preload() 呼び出しは、埋め込みオブジェクト自体を表示する前に、ブラ
ウザーのキャッシュとダウンロード スクリプトを使用します。この方法は、複数の埋め込みレポー
トをホストするアプリケーションに有用です。プリロード アクションの完了後に、ready イベント
が発生します。

•

メタデータの読み込み。powerbi.load() 呼び出しは、オブジェクトをユーザーに表示する前に、
埋め込みオブジェクトに関する情報を取得し、バックグラウンドで設定や <div> 要素を動的に変
更できます。たとえば、この関数を使用して複数のページを取得し、ユーザーに表示するページを
決定できます。または、複数のビジュアルを取得し、ユーザーに表示するものとしないものを指定
できます。この関数を使用する場合は、render 関数を呼び出して、埋め込みオブジェクトを表示
する必要があります。読み込みが完了したら、読み込まれたイベントが発生します。

•

オブジェクトのレンダリング。powerbi.load 関数を実装している場合は、最後に render を呼び
出します。render は、埋め込みオブジェクトをレンダリングしてユーザーに表示するために必要
な最後の処理を行います。render が完了したら、レンダリングされたイベントが発生します。

load 関数と render 関数は一緒に使用する必要がありますが、preload はこれらの関数から独立して
います。preload の後に embed 関数を使用して、埋め込みオブジェクトを表示することができます。
また、preload、load、render を順番に呼び出して、すべての段階を実行することも可能です。
詳細については、「Phased Embedding API (英語)」を参照してください。

単一のビジュアルの埋め込み
アプリケーションにビジュアルを埋め込むと、ユーザーは、ページ内分析を取得して、関連が深く示唆
に富んだデータを得ることができ、データに基づく決定を下しやすくなります。
柔軟な API を使用して、各ユーザーに表示するビジュアルを指定したり、ユーザーのセッション中に同
じ iFrame でビジュアルを切り替えたりすることができます。開発者はいつでもカスタム レイアウト機
能で各ビジュアルのサイズとレイアウトを最適化できます。
タイルの埋め込みとは異なり、ビジュアルを埋め込む場合は、開発者がビジュアルを埋め込むレポート
とレポート ページを指定します。開発者はページ内のビジュアルのリストから、ビジュアルの表示と非
表示を定義できます。この方法には、いくつかの利点があります。
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ビジュアルの切り替え。同じレポート上でビジュアルを切り替えると、新しい埋め込みトークンを
生成する必要がなくなります。ビジュアルの表示の定義を切り替えると、レンダリング済みの別の
ビジュアルがすぐに表示されます。

•

複数のビジュアルの表示。複数のビジュアルからインサイトを得たいなら、1 つのビジュアルで妥
協する必要はありません。それぞれのビジュアルの表示/非表示を定義すると、同じ iFrame で複数
のビジュアルを表示するように指定して、リアルタイムでそれぞれのサイズと配置を設定すること
ができます。また、複数のビジュアルを表示することで、通常のレポートのように、ビジュアル間
のインタラクティビティとクロスフィルタリングを活用できます。

Azure Monitoring
Power BI Embedded での Azure リソースの使用を最適化するために、マイクロソフトは、使用状況
を監視、追跡し、あらゆる変更に対応するための機能の追加に取り組んでいます。具体的には、Azure
Monitor リソース メトリックを統合して、Azure ポータルの使いやすい UI で Azure リソースのステ
ータスと負荷に関するリアルタイム データを確認できるようにし、また、PowerShell コマンド (英語)
と REST API (英語) を使用してリソースを自動で監視できるようにしています。さまざまなメジャー
と期間を使用してデータを表示できます。

Azure Monitoring の例
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新たに次の 2 つのメトリックを追加して、Power BI Embedded リソースの負荷を追跡します。
•

クエリ期間。各クエリを完了するまでの期間に関する情報を示します。このメトリックに見られる
平均期間の急増は、現在の容量に十分なクエリ処理ユニット (仮想コア) がなく、容量の拡張を検討
する必要があることを示しています。
スケール アップやスケール ダウンを行うしきい値は、主に開発者が決定しますが、データや実行す
るクエリの種類によって異なります。

•

クエリ プール キューの長さ。処理待ち状態のクエリの数に関する情報を示します。クエリ数の急増
は、ご利用の容量においてクエリが同時に実行されているデータセットが多すぎて、メモリでペー
ジネーションが行われ、さらに多くのクエリが処理待ち状態になっている可能性を示しています。
この場合は、RAM の増設を検討する必要があります。それぞれの容量で利用できるメモリ量につい
ては、「Power BI Embedded の価格」を参照してください。

米国政府機関のお客様向けの提供状況
Power BI を使用する埋め込み分析機能は、政府機関コミュニティ クラウド (GCC) および GCC High
向けに一般提供されています。
•

GCC では、Power BI Premium で埋め込み分析機能を利用できます。

•

GCC High または DoD (米国国防総省) では、Azure の Power BI Embedded で埋め込み分析機
能を利用できます。

モバイル レイアウト サポート
レポートとダッシュボードのサポート レイアウトは、モバイル デバイスでの使用に最適化されていま
す。
レポートについては、Power BI Desktop で作成されたものであれば、レポート ページを電話レイアウ
トで開くことができます。新しい JavaScript API (英語) を使用して、レポート ページに電話レイアウ
トが定義されているかどうかを調べ、定義されていればそれを埋め込みます。このレイアウトは、デバ
イスが縦長の場合に最適です。デバイスが横長であれば、元のレポート レイアウトが適しています。
JavaScript API を使用して、ユーザー セッション中に電話レイアウトに従ってビューを切り替え、状
況に応じて最適なエクスペリエンスを実現します。
ダッシュボードは、モバイル デバイスですべてのタイルを上から下へと 1 列に配置するレイアウトを
使用してレンダリングできます。レポートの場合と同様に、このビューは縦長のレイアウトに適してい
ます。セッション中にアプリケーションのレイアウトを元に戻すこともできます。

モデル パラメーター API
ユーザーはモデル パラメーターを使用してパラメーターを定義し、1 つ以上のパラメーター値に応じて
クエリ フィルター、データ ソース参照、メジャー定義などをレポートやデータ モデルに含めることが
できます。パラメーターは、Power BI Desktop を使用して PBIX ファイルで定義します。詳細につい
ては、こちらのブログ記事 (英語) をご覧ください。
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開発者は、この新しい API を使用して、パラメーターの値を動的に変更し、それらの値を利用する処理
を自動化することができます。この API には、特定のデータセットで定義されているパラメーターをす
べて取得する呼び出しや、既存のパラメーターに新しい値を設定するためにパラメーター値を設定する
呼び出しが含まれています。
この新しい API を使用して、複数の顧客に関する多くの処理を自動化できます。たとえば、次のような
処理を自動化できます。
•

接続文字列の変更。接続文字列にパラメーターを構成すると、新しい顧客の導入を準備する際に、
この API を使用できるようになります。必要な操作は、レポートを複製して、顧客のデータベース
に接続するようパラメーター値を変更するだけです。Update DataSources (英語) API でサポート
されていないデータ ソースに対する接続の更新を自動化する場合にも役立ちます。

•

クエリ パラメーターの変更。API でパラメーターを定義することで、値を設定して、さまざまな結
果とデータを取得し、このレポートのユーザーに表示する内容のみを反映させることができます。

•

メジャー パラメーター。さまざまな計算メジャーを動的に変更して、同じレポートで各顧客のニー
ズに合わせた回答を提供できます。たとえば、各国のさまざまな顧客や支社用のパラメーターを使
用して通貨を設定できます。

パラメーターはデータセットに基づくため、レポートやダッシュボードごとに定義され、ユーザーのセッシ
ョン レベルでは定義されません。そのため、異なるユーザーが同時に同じレポートを表示すると、必ず同じ
パラメーターの値を目にすることになります。

ビジュアル レベルのフィルター
ビジュアル レベルでフィルターを取得、設定、削除するための API が追加されました。この API により、
既にレポートやページのレベルで使用できる Filters API が補完され、[フィルター] ペインの UI エクスペリ
エンスをすべてサポートするようになりました。詳細については、「ビジュアル レベルのフィルター (英
語)」をご覧ください。

ドイツのデータセンター向けの提供
Power BI Embedded は、他の Azure リソースやサービスと同様に、ドイツのデータセンターで利用
できるようになりました。

ブックマークのサポート
アプリケーションは API を介して、埋め込まれたレポートにブックマークを付けたり、UI 要素を制御した
りすることができます。開発者はブックマーク API を使用して、読み込み時やアプリのフローに含まれるア
クションの後に特定のブックマークを適用することで、アプリケーション ユーザーのエクスペリエンスを制
御できます。ブックマーク ペインの表示や非表示を切り替えたり、ブックマークを使用したストーリーテリ
ングを適用または無効化したりできます。また、レポートの状態を取得し、アプリケーションによって管
理、保存されるブックマークを作成することで、パーソナライズされたエクスペリエンスを作成することも
可能です。開発者は、ブックマークの使用権限を持つユーザーと、ブックマークをレポートに適用するタイ
ミングを管理できます。以下の API を使用できます。
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ダッシュボードやタイルの更新
ALM 機能が強化され、既に展開されているダッシュボードやタイルに対し、元の ID を維持したまま、
変更を加えることが可能になりました。開発者は、ダッシュボードまたはタイルを新しいバージョンに
更新した後、updateTile API を使用し、ソースとターゲットのタイルを指定することで、その更新を
実稼働環境のダッシュボードに展開できます。タイル コンテンツの更新に ID の変更を伴わないため、
更新がスムーズかつ迅速に行われます。

Azure SQL Database に対するシングル サインオン (SSO)
Power BI Embedded はアプリケーションのユーザーを認識せず、ユーザー情報も保有しません。
Azure SQL Database で行レベルのセキュリティを設定する必要があるアプリケーションの場合は、ア
プリケーションのユーザー情報を Azure SQL に渡す必要があります。
SSO オプションが有効で、ユーザーがデータ ソースを基に作成されたレポートにアクセスする場合
は、Power BI がクエリに含まれる認証済みの Azure AD 資格情報を Azure SQL Database に送信し
ます。これにより、Power BI Embedded は、データ ソース レベルで構成されているセキュリティ設
定を遵守できます。

Azure の負荷監視
利用可能なメトリックを拡張して、Power BI Embedded でリソースの使用量を監視し、しきい値でア
クションをトリガーできます。次の 4 つのメトリックが公開されています。
•

メモリ使用量

•

メモリ スラッシング

•

80 パーセント超の CPU スパイク

•

DirectQuery 使用量

また、開発者は Azure を使用して、アラートを伴う特定のアクションをトリガーするしきい値を定義
できます。たとえば、特定の監視で定義されているしきい値を超えたらリソースの自動スケールアップ
を行うなどの動作を設定できます。

Power BI Embedded のオンボーディング エクスペリエンス
Power BI Embedded の開発と展開を行うための新しい環境を設定するには、複数のエンティティの定
義と構成が必要です。新しいオンボーディング ツールを使用すると、このプロセスをよりすばやく簡単
に行うことができます。
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Power BI 埋め込み環境のセットアップ

Power BI Embedded のセットアップは、4 つのステップで行います。ステップを追うごとに、アプリ
ケーションの動作に必要な情報が、右にある [概要] タイルに追加されていきます。ツールの最後のス
テップでは、開発者向けに作成されるアプリケーションに基づいてレポートのインポートを有効にしま
す。このアプリケーションは、開始時のサンプルや参照として使用することができます。

レポート ページの表示または非表示
レポートをアプリケーションに埋め込むと、レポートのすべてのページが利用可能になります。しか
し、アプリケーションのユーザーが利用できるレポートのページを開発者が制御したい場合がありま
す。この機能は、Power BI Desktop でレポートを作成し、Power BI サービスでそのレポートを利用
する場合に使用できます。report.getPages API が更新され、実行時にアプリケーションからレポー
ト ページを制御できるようになりました。

データ取得 API
ユーザーはフィルターの設定や、レポートに含まれる他のビジュアルとの相互参照によって、アプリケ
ーションに埋め込まれたビジュアルを操作できます。分析をアプリケーションやアプリケーション ビジ
ネス ロジックの一部として組み込むために、API を使用してビジュアルに表示されているデータを抽出
できます。アプリケーションはこのデータを取得して、そのコンテキストでアプリケーション ユーザー
にとって意味のあるデータに基づいて、アプリケーション ビジネス ロジックをトリガーすることがで
きます。
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テーマのサポート
レポート テーマを使用して、レポート全体にカラー テーマを適用できます。コーポレート カラーや季
節に応じたカラーをはじめ、任意のカラー テーマを設定できます。レポート テーマを適用すると、レ
ポート内のすべてのビジュアルに、選択されたテーマの色が使用されます。

レポートへのテーマの適用

レポート テーマを適用するには JSON ファイルを用意し、このファイルを Power BI Desktop にイン
ポートして、レポートに適用します。JSON ファイルの構造とインポート プロセスは手軽で簡潔です。
API を使用して、セッション レベルで埋め込みオブジェクトにテーマを適用したり変更したりすること
もできます。

ビジュアル レベルの構成
ユーザーに公開するビジュアルに関するエクスペリエンスと機能を制御できます。既定の動作では、次
のすべての Power BI 機能が提供されます。
•

フォーカス モードでの表示

•

データのエクスポート

•

データの表示

•

スポットライト
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アプリケーションには、すべての機能またはその一部を有効化し、ビジュアルの上部にバーを表示する
かどうかを決定するコントロールが備わります。これらの設定は、ビジュアルごとに構成することもで
きます。

Azure 診断
Azure 診断は Azure に含まれる機能で、展開されたアプリケーションに関する診断データを収集しま
す。Azure 診断拡張は、このデータを Azure ストレージ アカウントに転送するか、Application
Insights などのサービスに送信することができます。このデータは、デバッグやトラブルシューティン
グ、パフォーマンスの測定、リソース使用量の監視、トラフィック分析とキャパシティ プランニング、
監査に使用できます。Power BI Embedded は Azure 診断に接続されて、アプリケーションに使用さ
れる他の Azure リソースと共に、Power BI Embedded 部分の診断が行われます。

App-only トークンのサポート
現在、Power BI Embedded アプリケーション ("アプリがデータを所有するシナリオ" とも言います)
を構築するには、いわゆるマスター ユーザー アカウントを作成し、そのアカウントの資格情報を保存
し、アプリケーション コードでその情報を使用して、Power BI に対するインタラクティブではないサ
インインを実行する必要があります。一方、Azure AD は、特定の用途向けに、ユーザー コンテキスト
を考慮せず独自の ID を使用するアプリケーション認証をサポートしています。このサポートは、Apponly 認証用に設計されており、高度な制御とセキュリティを実現しつつも制約が少なく、一般的に推奨
される手法です。マイクロソフトは、Power BI Embedded に対するアプリケーション認証のサポート
の追加を進めています。これにより、Power BI Embedded を使用している ISV アプリの展開、セキ
ュリティ、ALM が強化されます。

ワークスペース コレクションの廃止
マイクロソフトは 2017 年 6 月に、新しい API を使用して Power BI を埋め込む機能を発表し、複数
の API と Power BI サービスを統合することを表明しました。この機能は、まず Power BI Premium
製品の一部として発表され、後に Azure の Power BI Embedded 製品として公開されました。同時
に、2018 年 6 月をもってワークスペース コレクションを廃止することも発表しました。
ワークスペース コレクション ソリューションから新しい Power BI Embedded ソリューションに移行
するパスが用意されています。2018 年 6 月より、新たにワークスペース コレクションを作成するこ
とはできなくなるため、このソリューションを使用するアプリケーションは、強化された Power BI
Embedded 製品に移行する必要があります。

PowerPoint へのエクスポート
API を使用して、アプリケーションから PowerPoint に埋め込みオブジェクトをエクスポートできま
す。埋め込み分析オブジェクトはアプリケーションで主要な役割を担い、アプリケーションのユーザー
に大きな価値をもたらします。この API を使用すると、ユーザーは PowerPoint プレゼンテーション
で埋め込み分析オブジェクトを使用できます。
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PDF へのエクスポート
API を使用して、アプリケーションから PDF ファイルに埋め込みオブジェクトをエクスポートできま
す。埋め込み分析オブジェクトはアプリケーションで主要な役割を担い、アプリケーションのユーザー
に大きな価値をもたらします。この API を使用すると、ユーザーは PDF ファイルで埋め込み分析オブ
ジェクトを使用できます。

Power BI Mobile
Visio カスタム ビジュアル
Visio カスタム ビジュアルを使用して、Power BI のダッシュボードやレポート内から、Microsoft
Visio の図でデータをビジュアル化することができます。この新しいビジュアルで、SharePoint や
OneDrive for Business にホストされている Visio 図に接続することができます。基盤となる Power
BI データは、形状プロパティに基づいて、自動的かつインテリジェントに図とリンクされるので、手
動でリンクを行う必要はありません。

電話レイアウトに最適な、レスポンシブなビジュアル化
Power BI では、あらゆるサイズのデバイスに最適化されたエクスペリエンスをより多くの方法で作成
でき、大きな画面で豊かなビジュアル化を実現する一方で、レスポンシブなビジュアル化を駆使して小
さな画面でもその豊かさを維持することができます。
Power BI のレスポンシブなビジュアル化は、画面サイズにかかわらず、最大限のデータやインサイト
を表示するように動的に変化します。ビジュアル化によりサイズが変わる場合、Power BI はデータ表
示を優先します。たとえば、自動的に余白を削除し、ビジュアルの上部に凡例を移動するなどの調整を
加えて、縮小してもビジュアルの情報と美しさを保持します。
レスポンシブなビジュアル化は、Power BI プラットフォーム全体にわたり、レポートやダッシュボー
ド、電話レポート、モバイル ダッシュボードで、さらには Power BI API を使用する埋め込み Power
BI ビジュアルにおいても、最適化を行います。

レスポンシブなビジュアル化の例
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レポート ツールヒント タッチの最適化
ビジュアル内を指でドラッグして、各データ ポイントの詳細情報を確認することができます。ツールヒント

ビジュアルはモバイルでの利用に最適化されているため、ユーザーがデータ ポイントの詳細を簡単に表
示できます。

モバイルでのデータ探索の例

永続フィルター
ユーザーは作業に継続性を求めます。そのため、モバイルでレポートを使用するときに、前回の利用が
モバイルか Web かにかかわらず、そのときの終了時と同じ状態でデータが表示され、そのまま調査を
継続したいと考えます。永続フィルターを使用すると、Power BI はユーザーのスライサーとフィルタ
ーの値を保存しておき、後でユーザーがレポートを表示したときにそれらの値を自動的に適用します。

レポートへの招待とお気に入りへの登録
モバイル アプリから、ダッシュボードの共有に似た方法で、レポートを共有することができます。
レポート共有機能は、ダッシュボード共有機能とよく似ており、レポートを直接共有できます。レポー
ト用の新しい共有ペインが開き、そこでレポートにアクセス権限を付与したり、ユーザーに招待を送信
したりすることが可能です。同僚とレポートを共有すると、そのレポートが Web またはモバイル アプ
リの [自分と共有] リストに表示されます。

目次に戻る

214

Dynamics 365 リリース ノート – Spring 2018

バージョン 18.1.1

[招待] オプションは、レポートの操作バーから利用できます。個人のワークスペースや自分がメンバー
になっているアプリ ワークスペースで、レポートを共有できます。所有者から再共有の権限を与えられ
た場合にも、レポートを共有することができます。
[招待] を選択すると、[Invite a colleague (同僚を招待)] ペインが表示されます。これはダッシュ
ボードのものと同じ機能です。レポートを共有すると、レポートとその基になるデータセットの両方が
共有されます。データセットに対する行レベルのセキュリティ設定は一切変更されないので、相手には
閲覧を許可されているデータのみが表示されます。

モバイル アプリからレポートを共有

外部共有
ユーザーは、自身のテナント外のユーザーとレポートやダッシュボードを共有できます。こうした外部ユ
ーザーには、他の Azure AD テナントのユーザーや、モバイル アプリから直接一般的なコンシューマー メ
ール サービスや通信プロバイダーのメール アドレスを利用しているユーザーなどが該当します。
外部ユーザーに招待を送信する際は、外部ユーザーとアーティファクトを共有しようとしていることを
警告するメッセージがアプリに表示され、送信前の承認が求められます。
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携帯電話向けの埋め込みレポートの最適化
カスタム モバイル アプリケーションを作成する開発者は、カスタム アプリで携帯電話に最適化された
レポート レイアウトを使用できます。このレイアウトは Power BI Desktop を使用して作成し、モバ
イル カスタム アプリに埋め込むことができます。

Power BI for Mixed Reality (パブリック プレビュー)
Power BI for Mixed Reality のプレビュー リリースは、最前線のタスク ワーカーをターゲットにして
います。このアプリを HoloLens で実行すると、ユーザーはレポートやダッシュボードを現実世界に拡
張して使用することができます。
Power BI for Mixed Reality は、Power BI プラットフォームと革新的な HoloLens を組み合わせて、
Power BI のダッシュボードやレポートをリアルタイムで利用できる新しい直観的なハンドフリーの方
法を提供し、それによって最前線のタスク ワーカーやフィールド サービス ワーカーが、効果的にデー
タ駆動型の決定を下せるよう支援します。
Power BI for Mixed Reality アプリは、ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) アプリをベ
ースとして開発されており、音声コマンドやハンド ジェスチャなど、HoloLens 上で作動する独自の追
加機能を備えています。

HoloLens 統合用の複合現実アプリ

ユーザーは、HoloLens デバイスの装着中に、全画面表示ボタンに対してエアタップ ジェスチャを実行
して、クラシック Windows ビューとホログラフィック ビュー ("ホロスペース" とも言います) を切り
替えることができます。
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視線入力を使用すると、簡単にレポートの QR コードをスキャンして、ホログラフィック ビューに読
み込むことができます。レポートの QR コードを実際の物体に添付し、その対象物のインサイトを示す
ことで、レポートを利用しやすくすることも可能です。

ドリルダウンとドリルアップのサポート
モバイル ユーザーはドリルダウンとドリルアップを駆使して、データを詳しく分析することができま
す。これにより、モバイル ユーザーのデータ分析機能と調査機能が強化され、データからインサイトを
引き出すことができます。ドリルダウンとドリルアップは、レポート ビジュアルのツールヒント メニ
ューから有効化します。ビジュアル データ ポイントをタップすると、メニューが表示され、ドリルダ
ウンまたはドリルアップが定義されていれば、追加のドリル ボタンが表示され、タップすることができ
ます。

データへのドリルアップまたはドリルダウン (モバイル用)
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ドリルスルー サポート
新しいツールヒント プラットフォームを使用するモバイルは、ドリルスルー機能をサポートします。ユ
ーザーはドリルスルーを使用して、選択したエンティティで絞り込まれたレポート ページ間を移動でき
ます。この機能は Power BI Desktop で定義します。レポート ページに対するドリルスルーを定義す
ると、モバイル アプリでもツールヒント メニューのドリルスルー オプションを適用して、ドリルスル
ーを利用することができます。
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データ統合
データ統合では、外部データを Common Data Service (CDS) に取り込み、Common Data Model
(CDM) 形式で格納するためのコネクタとゲートウェイを提供します。これにより、お客様はデータを
1 か所に統合しやすくなり、ビジネス アプリケーションや分析での利用が容易になります。データ統合
は、数百万のユーザーが日々使用している Power BI や Excel と同じく、Power Query というテクノ
ロジを基盤としています。

データ統合コネクタ

データ統合は、数百のビジネスクリティカルなデータ ソースに対する直接の接続性のほか、以下の機能
を備えています。
•

オンプレミス データ ゲートウェイを介したハイブリッド接続。

•

Power BI、PowerApps、Logic Apps、Microsoft Flow、Azure Analysis Services、Office 365
(Excel の Power Query) との統合。

Common Data Model とデータ統合
Common Data Model は、さまざまなビジネスとアプリケーションの領域で広く使用される概念やア
クティビティを表す標準的なエンティティについてのオープンソースの定義です。Common Data
Model には、アカウント、事業単位、案件、連絡先、リード、営業案件、製品などの、明確に定義され
てモジュール化されている拡張可能なビジネス エンティティが含まれています。また、アクティビティ
やサービス レベル アグリーメントなど、ベンダー、作業者、顧客の間のインタラクションや関係も用
意されています。
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マイクロソフトの Common Data Service for Apps と Common Data Service for Analytics には、
Common Data Model が実装されています。これらのサービスは、Common Data Model の定義に準
拠したデータを保有します。これらのサービスの上に、パッケージ化されたアプリケーションや分析ソ
リューションを構築することで、データの取得先やマスター データの所在地にかかわらず、明確に定義
されたエンティティ シェイプを活用して、データを共有できます。カスタムの基幹業務アプリや分析ソ
リューションは、同じエンティティを利用してデータを共有できます。
マイクロソフトとパートナー企業は、Common Data Service をベースとするアプリケーションを作成
し、Common Data Model 形式でお客様のビジネス データを格納することに注力しています。豊富な
ソリューションがさらに続々と追加されており、Common Data Model 形式でデータが格納されてい
れば、いずれも設定なしですぐに使えます。新しい業務プロセスを短時間で実装し、競合や複雑な問題
を発生させずに、業務に対するインサイトを得ることができます。

Common Data Services をベースに構築され、Common Data Model エンティティを活用するアプリケーション

Common Data Model は、複数のアプリケーションや環境の間で構造と意味の一貫性を確保できる、
既知の形式でデータを統合することにより、データ管理の課題を簡略化します。業務プロセス、デジタ
ル インタラクション、製品のテレメトリ、人的交流などから収集したデータを統合し、明確化すること
ができます。
両方のサービスを利用するお客様の場合、Common Data Service for Apps に格納されたデータは、
簡単かつ自動的に Common Data Service for Analytics と統合されます。まず、お客様が既に所有し
ているエンタープライズ データとトランザクション データ (リード、キャンペーン情報、以前の顧客
購入など) を取り込み、それらを他のソースのデータ (Web ログや製品テレメトリなど) と結びつけ
て、全体像を作成します。
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Common Data Model にも拡張性があります。Common Data Model に付随するカスタム可能なエン
ティティにフィールドを追加したり、独自のカスタム エンティティを作成したりすることができます。
Common Data Model 標準は、営業、サービス、マーケティング、オペレーション、財務、人事、コ
マースの業務プロセスの全域をカバーするビジネス エンティティや、企業の業務プロセスの中核となる
顧客、人材、製品のエンティティに関する共通言語を定義します。また、Common Data Model は、
複数のチャネル、サービス実装、ベンダーの間でのデータ相互運用性も促進します。
Common Data Model と Common Data Services は、以下の機能を提供します。
•

標準エンティティの定義。Common Data Model は、ビジネスや生産性のアプリケーションで非常
によく使用されるエンティティを定義します。一般公開されている Common Data Model GitHub
リポジトリ (https://github.com/Microsoft/CDM (英語)) には、業務プロセスの全域に関係するコ
ア エンティティが含まれます。また、垂直的な産業データ モデルや、アンケート調査、検索エンジ
ン、製品テレメトリなどの横断的な情報源も考慮されます。

•

データ統合。Power Query を組み込みの Web エクスペリエンスとして利用して、既存のシステム
からデータをインポートして変換し、コードをほとんどまたは一切書かずに、オンラインやオンプ
レミスのソースから取得したデータを結合することができます。これにより、Excel や Power BI
のデータ変換スキルがシームレスに適用されます。インポートしたデータは、既存の標準的な
Common Data Model エンティティにマッピングしたり、新しいエンティティを作成してマッピン
グしたりすることができます。設定の必要がなく、すぐに使用できるデータ統合とマッピング テン
プレートによって、Salesforce.com などの一般的なデータ ソースに接続するプロセスが簡略化さ
れます。マッピング テンプレートは、柔軟なカスタマイズと幅広い拡張が可能です。

外部データのインポートと、Power Query の標準エンティティへのマッピング

•

拡張性。他のアプリとのデータ共有を妨げずに、エンティティを拡張することができます。

•

信頼性。共通のエンティティを利用できるので、それらのエンティティに関連付けられた再利用可
能なコンポーネントを作成できます。Common Data Model は、開発への投資を保護する拡張性と
バージョン管理を実現するように設計されています。

•

展開間でのエンティティの一貫性。お客様のソリューションで、生産性プラットフォームから得ら
れた情報とビジネス アプリケーションのデータを接続できます。たとえば、カレンダーの予約や
Microsoft Outlook タスクと営業案件を接続することができます。
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Common Data Service for Apps には、ビジネス アプリケーションの展開を促進する Common Data
Model が実装されています。Common Data Service for Apps を使用すると、以下のことが可能にな
ります。
•

パッケージ化されたビジネス アプリケーションを活用する。Dynamics 365 for Sales、Dynamics
365 for Service、Dynamics 365 for Field Service、Dynamics 365 for Project Service
Automation、Dynamics 365 for Marketing、Dynamics 365 for Talent などのパッケージ化さ
れたアプリケーションは、Common Data Service for Apps をベースとして構築されています。

•

ニーズに応じてアプリケーションをカスタマイズし、ネイティブの拡張を作成する。カスタマイザ
ーと開発者は、アプリケーション ライフサイクルが明確に定義されたアプリケーション ソリューシ
ョンを配布することができます。アプリケーションの拡張は、元のアプリケーションのネイティブ
な一部として位置付けられます。

•

PowerApps を使用してノーコード/ローコードの WYSIWYG アプリを作成する。パッケージ化
されたアプリケーションや他のサードパーティ アプリケーションによって作成または使用されてい
るのと同じ共有エンティティを使用して、PowerApps でスタンドアロン型の基幹業務アプリを作
成できます。

•

Microsoft Flow で業務プロセスを自動化する。業務プロセス フローを使用して、目的の成果を達
成するための一連のステージとステップを定義できます。

近日リリース予定の Common Data Service for Analytics パブリック プレビューには、以下のような
標準化された形式でのビジネス データ分析をサポートする Common Data Model も実装されます。
•

標準のデータ エンティティを使用する、パッケージ化およびカスタマイズ済みの分析ソリューショ
ン。過去の営業実績を追跡する Sales インサイト アドオンなどのアプリケーションは、マスター
データの元の保有場所にかかわらず、一貫したインサイトを提供します。これが可能になるのは、
データ統合エクスペリエンスにより、他のソース (Salesforce.com など) から得られたデータが
Common Data Model エンティティ形式にマッピングされるためです。これにより、リードや営業
案件などの明確に定義されたエンティティのデータ セマンティクスに集中でき、分析ソリューショ
ンが簡素化されます。

•

ノーコード/ローコードでの Power Query データ統合。進化した Power Query エクスペリエン
スを使用して、エンティティを作成、入力、変換、拡充できます。

•

既存の Azure ストレージの活用。Azure データ スタックを活用して、Common Data Service
for Analytics でデータを利用できます。分析ソリューションで認識される Common Data Model
形式と同じ形式で、エンティティが格納されます。

Spring 2018 リリースの重要ポイント
•

データ統合を目的とした Power Query の進化 – Power Query を使用して、Common Data
Service for Apps と Common Data Service for Analytics にデータを統合できます。Common
Data Model で定義された標準エンティティを作成、入力、変換、拡充することができます。
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新しい 27 個の PowerApps、Flow、Logic Apps 用コネクタ (パブリック プレビュー) – Excel
Online、Microsoft To-Do、ServiceNow、Workday HCM、Azure SQL Data Warehouse などの
コネクタ。詳細なリストについては、こちらをご覧ください。

•

新しい 3 個の Power BI 用コネクタ (一般提供) – Adobe Analytics、IBM Netezza、Azure
Analysis Services。

•

新しい 5 個の Power BI 用コネクタ (パブリック プレビュー) – HDInsight Interactive Query、
Data.World、Vertica、Azure Consumption Insights、Dynamics 365 for Financials。

•

主要コネクタの強化 – SQL Server、SAP HANA、SAP BW、Office 365 Outlook、
Salesforce.com、Visual Studio Team Services、Azure Blob Storage、Impala が対象です。

•

パートナー企業向けの拡張性強化 – パートナー様が独自にコネクタを作成して配布し、プラットフ
ォームにおける認定を申請できます。

•

Power Query 用のスマートなデータ準備機能 – サンプルの列の値を使用して、同列の行の値を推
測します (例から列を追加する機能)。

•

オンプレミス データ ゲートウェイの機能強化 – オンプレミスとクラウド ソースの間でのデータ マ
ッシュアップ、高可用性ゲートウェイ クラスタリング、DirectQuery ソース用シングルサインオン
(SSO) など、数多くの点が強化されました。

Spring 2018 のデータ統合に関する新機能の概要
一般提供
Power BI 用コネクタの新規追加と機能強化
•

SAP BW DirectQuery コネクタの機能強化。

•

SAP HANA DirectQuery コネクタの機能強化。

•

SAP HANA & BW 認定の機能強化。

•

新しい Adobe Analytics コネクタ。

•

新しい Azure Analysis Services コネクタ。

•

新しい IBM Netezza コネクタ。

•

Azure Blob Storage コネクタの機能強化。

PowerApps、Microsoft Flow、Logic Apps 用コネクタの機能強化
•

ビュー、ネイティブ クエリ、テンポラル テーブルをサポートする SQL Server コネクタの機
能強化。

•

Office 365 Outlook と Office 365 ユーザー コネクタの新しい操作。

•

PostgreSQL、MySQL、Teradata コネクタの書き込みサポート。

•

FTP と Azure Blob コネクタでの最大 1 GB の大容量ファイル転送のサポート。

•

Salesforce.com コネクタでの一括操作のサポート。

•

Azure Government Cloud での Logic Apps コネクタのサポート。
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英国での PowerApps コネクタと Microsoft Flow コネクタのサポート。

ゲートウェイの機能強化
•

オンプレミスとオンラインのソースを結合するクエリのサポート。

•

DirectQuery ソース用のシングル サインオン サポート。

Power Query 用のスマートなデータ準備機能
パブリック プレビュー
新しい Power BI 用コネクタ

提供状況

•

HDInsight 対話型クエリ。

データ統合機能はパブリック プレビュ

•

Data.World。

ーとして提供され、通常は製品が提供さ

•

Vertica。

れているすべての地域でご利用いただけ

•

Azure Consumption Insights。

ます。地域の完全なリストについては、

•

Dynamics 365 for Financials。

提供状況に関するガイドを参照してくだ

PowerApps、Microsoft Flow、Logic Apps

さい (英語)。

用コネクタの新規追加と機能強化
•

新しい Azure SQL DataWarehouse コネクタ。

•

Microsoft Flow と Logic Apps 用の新しい Excel Online コネクタ。

•

Teradata コネクタと Oracle コネクタのビューのサポート。

•

Visual Studio Team Services コネクタの機能強化。

•

Plumsail Forms、Plumsail SP、Kintone などの新しいパートナー製コネクタ (詳細なリスト
については、こちらをご覧ください)。

Common Data Service for Apps と Common Data Service for Analytics の統合
•

多様なデータソースから Common Data Service for Apps または Common Data Service
for Analytics へのデータ読み込み。

•

管理者向けデータ統合機能。

テンプレート
•

Salesforce.com テンプレート。

•

Field Service 統合テンプレート。

ゲートウェイの機能強化
•

高可用性と障害復旧の機能強化。

•

PowerShell ゲートウェイ コマンド ライブラリ。

拡張性
•

サードパーティによる新しいコネクタの開発を可能にする M コネクタ SDK。

•

パートナー様が Power BI、Microsoft Flow、PowerApps、Logic Apps を対象としたコネク
タを作成してリリースするために利用できる、強化された認定プログラム。
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4 月から提供されるオンプレミス データ ゲートウェイ (個人用モード) に対する M コネクタ
サポート。

Power BI 用コネクタの新規追加と機能強化
コネクタを使用して、Power BI で幅広いデータ ソースに直接アクセスすることができます。

一般提供の新しいコネクタ
•

Adobe Analytics

•

Azure Analysis Services

•

IBM Netezza

パブリック プレビューの新しいコネクタ
•

HDInsight 対話型クエリ

•

Data.World

•

Vertica

•

Azure Consumption Insights

•

Dynamics 365 for Financials

SAP BW コネクタの機能強化
•

DirectQuery コネクタ (一般提供)

•

ディメンション プロパティのサポート (キー、短い/中程度/長いテキスト、カスタム プロパティ)

•

Kerberos ベースのシングルサインオン (4 月より)

•

変数入力のユーザー エクスペリエンスの改善

•

SAP 認定 (4 月より)

SAP HANA コネクタの機能強化
•

多次元 DirectQuery コネクタ (一般提供)

•

HANA SSL 証明書の検証サポート

•

変数入力のユーザー エクスペリエンスの改善

•

SAP 認定 (4 月より)

PowerApps、Flow、Logic Apps 用コネクタの機能強化
コネクタを使用して、PowerApps、Flow、Logic Apps で幅広いデータ ソースにアクセスすることが
できます。
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SQL Server コネクタの機能強化 (一般提供)
•

PowerApps でのパフォーマンス向上と、共有接続の調整機能の強化

•

PowerApps での SQL ビューのサポートと、それによる全体的なアプリ パフォーマンスの向上

•

SQL テンポラル テーブルのサポート

Office 365 Outlook コネクタの機能強化
•

@ メンションを含む電子メールに関する新しいトリガー (パブリック プレビュー)

•

電子メールを転送する新しいアクション (パブリック プレビュー)

•

カレンダー イベントに対応する新しいアクション (パブリック プレビュー)

•

電子メールをエクスポートする新しいアクション (パブリック プレビュー)

•

承認メール送信アクション用テキストのユーザーによるカスタマイズの機能 (一般提供)

Office 365 ユーザー コネクタの機能強化 (一般提供)
•

ユーザー プロファイルを更新する新しいアクション

•

ユーザーの写真を更新する新しいアクション

•

ユーザーに関係する人物を検索する新しいアクション

•

ユーザーに関する Trending Documents に対する新しいアクション

Visual Studio Team Service コネクタの機能強化 (パブリック プレビュー)
•

作業項目のクエリを行う新しいアクション

•

ユーザーが作業項目の詳細を取得する機能 (カスタム フィールドを含む)

•

作業項目を作成/更新して追加フィールドを含めるアクションの更新

その他のコネクタ (パブリック プレビュー)
以下のコネクタの多くはマイクロソフト パートナー製で、いずれもパブリック プレビューとして利用
できます。
•

Azure コンテナー インスタンス

•

Azure Kusto

•

Azure SQL Data Warehouse:

•

Content Moderator

•

Custom Vision

•

D&B Optimizer

•

Derdack SIGNL4
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Docparser

•

Enadoc

•

Excel Online (Business)

•

Excel Online (OneDrive)

•

Flow management

•

iAuditor

•

Infobip

•

Kintone

•

Metatask

•

Microsoft Kaizala

•

Microsoft To-Do (仕事)

•

Pitney Bowes Data Validation

•

Pitney Bowes Tax Calculator

•

Plumsail Documents

•

Plumsail Forms

•

Plumsail SP

•

QnA Maker

•

ServiceNow

•

Tago

•

Workday HCM

バージョン 18.1.1

Common Data Service for Apps と Common Data Service for
Analytics の統合
ビジネス ユーザーは多様なデータ ソース (別の CRM インスタンスなど) から Common Data Service
for Apps と Common Data Service for Analytics にデータを読み込んで、視覚的にエンティティとフ
ィールドをマッピングし、データ更新のスケジュールを設定することができます。この機能は、データ
駆動型アプリを利用するお客様には欠かせません。
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多様なデータ ソースからのデータ読み込み

使用するデータ ソースの場所、資格情報、オンプレミス データ ゲートウェイのインストール済みイン
スタンス (オンプレミスのデータ ソースの場合) などの接続設定を指定できます。

接続の確立

OData フィードなどのデータ ソースに対する接続を確立した後、データ ソースに含まれるテーブルを
プレビューし、1 つ以上を選択できます。
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テーブルのプレビュー
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Power Query エディターを使用して、フィルターや変換などの処理 (さまざまなデータ ソースから得
たデータのマッシュアップなど) を行い、ソース データを Common Data Service に適した形に編集
できます。

Power Query エディター
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データ変換を適用した後、クエリ結果を Common Data Service エンティティにマッピングする方法
を定義できます (新しいエンティティとして、または既存のエンティティとしてマッピング)。

エンティティのマッピング

一般的な Power Query ツールで Common Data Service にデータを読み込むためのこのエクスペリ
エンスは、Common Data Service for Apps と Common Data Service for Analytics で共通です。
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管理者向けデータ統合機能
Common Data Service for Apps 用データ インテグレーターは、管理者向けに多くの機能が強化され
ました。
管理ダッシュボードでの監視
管理ダッシュボードでは、ワンストップのリアルタイム ビューでプロジェクトの実行情報と状態を確認
し、実行の詳細をドリルダウンできます。ダッシュボードには、状態ごとの実行総数と、実行状態ごと
の実行総数の時間的推移が表示されます。
各プロジェクトの状態は色分けされます。緑は完了したプロジェクト、黄色は警告付きの完了したプロ
ジェクト、赤は失敗です。既定では、過去 2 週間に行われた実行が表示されます。[Report timeframe
(レポート時間枠)] メニューから、レポートをカスタマイズできます。

管理ダッシュボードでの監視
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棒グラフを見ると、プロジェクトの実行日、状態、更新されたレコード数がすぐにわかります。棒グラ
フを右クリックしてビューをカスタマイズし、分割ビューでデータを表示することもできます。レコー
ドのサブセットを変更するには、ビジュアル フィルターを使用します。

管理ダッシュボードの分割ビュー
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同期できなかった特定のレコードをドリルダウンして、失敗したプロジェクトの原因を見極めることも
できます。

管理ダッシュボードでのレコードのドリルダウン
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データ インテグレーター スケジューラー
データ インテグレーター スケジューラーを使用して、定期的にデータを更新することができます。手
動でプロジェクトを実行するか、プロジェクトの更新を 1 時間おき、毎日、毎週、毎月のスケジュール
で繰り返すよう設定できます。毎分のような高い頻度で更新したり、開始と終了の日時を追加したりす
ることも可能です。

データ インテグレーター スケジューラーの構成画面

メール通知
外出中にも、メール通知を利用して、プロジェクトの正常性を監視し続けることができます。[スケジ
ュール] タブの [通知] チェック ボックスをオンにすると、ジョブの完了時やエラーによる失敗時に自
動アラートを受信できます。

データ インテグレーター メール通知の構成画面
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Power Query によるデータ インテグレーターのサポート (パブリック プレビュー)
データ インテグレーターでは、使い慣れた Power Query ユーザー インターフェイスを使用して、ソ
ース データをマッシュアップしてから、Common Data Service に読み込みます。各種の外部リソー
スから取得したデータに対し、1 行もコードを書かずに、Power Query でフィルタリング、変換、タ
ーゲティングを実行できます。

Power Query でのフィルタリング
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Power Query でのデータの変換

Power Query での条件に応じたデータの変換
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外部ソースからのデータ取得

テンプレート (パブリック プレビュー)
4 月より、Salesforce.com テンプレート、Field Service 統合テンプレート、Project Service 統合テ
ンプレートを出発点として使用し、エンティティとフィールドを入力元から出力先にマッピングするこ
とができます。これらのテンプレートをカスタム エンティティとフィールド マッピングでカスタマイ
ズして、お客様に固有のビジネス ニーズに合わせることができます。

Salesforce.com テンプレート
Salesforce.com テンプレートを使用すると、Common Data Service for Apps をベースとして作成し
たアプリで、Salesforce.com と Dynamics 365 から取得したデータを結合して、ビジネスをあらゆる
角度から把握することができます。
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Salesforce.com Opportunity フィールドから Common Data Service for Apps へのマッピング

Field Service 統合テンプレート
このデータ統合では、Dynamics 365 for Finance and Operations の外部で Dynamics 365 for Field
Service のアクティビティが実行されるシナリオをサポートします。この機能には、次のようなものが
あります。
•

Finance and Operations で、Field Service の作業指示書や契約書の請求処理を実施する。

•

倉庫と手持在庫、品目引当、使用率、調整、転送を統合する。

•

ベンダー、発注書、領収書の同期を行う発注書の統合をサポートする。

この機能の第 1 段階では、主に、Finance and Operations で Field Service の作業指示書や契約書の
請求処理が可能になります。サポートされているフローは Field Service で始まり、作業指示書の情報
が Finance and Operations に販売注文として同期されます。Finance and Operations では、その販
売注文の請求が処理され、請求書が生成されます。また、Field Service 契約請求書の情報から
Finance and Operations への同期も行われます。
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Field Service と Finance and Operations の統合

ゲートウェイの機能強化
オンプレミス データ ゲートウェイで、オンラインとオンプレミスのソースからデータを結合してマー
ジするクエリを更新することができます。
エンタープライズ ゲートウェイの管理者は、[ゲートウェイの管理] ページで、新たに追加された設定
を使用して、ゲートウェイがクラウド データ ソースを更新できるかどうかを指定できます。

クラウド データ ソースの更新を可能にする設定
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DirectQuery モードで Power BI からデータ ソース (SQL Server、Teradata、SAP HANA、SAP BW
(4 月より)、Impala (4 月より)) に接続する際に、Kerberos を活用するシングル サインオンを新たに
サポートしました。
ユーザーが Power BI の DirectQuery レポートを使用する際に、クロスフィルター、スライス、並べ
替え、レポートの編集の操作を行うと、基になるオンプレミス データ ソースに対してクエリが実行さ
れる場合があります。対象のデータ ソースに対するシングル サインオンが構成されていれば、Power
BI を操作しているユーザーの ID で (つまり、Web エクスペリエンスまたは Power BI モバイル アプ
リを介して) クエリが実行されます。そのため、それぞれのユーザーには、基になるデータ ソースのデ
ータのうち、自身が権限を有しているデータのみが表示されます。異なるユーザー間では共有データは
キャッシュされません。

サポートされているデータ ソースを追加した場合のシングル サインオン Kerberos 設定
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高可用性と障害復旧の機能強化 (パブリック プレビュー)
管理者は、オンプレミス データ ゲートウェイの高可用性機能を使用して、複数のゲートウェイ インス
タンスをグループ化することができます。これにより、堅牢で拡張性の高いアーキテクチャが確立さ
れ、単一障害点のリスクが取り除かれます。
管理者は、オンプレミス データ ゲートウェイをインストールする際に、ゲートウェイ インスタンスを
既存のクラスターと新規クラスターのどちらに追加するかを指定できます。従来のゲートウェイはそれ
ぞれのクラスターで公開されるので、ユーザーは新しいゲートウェイ インスタンスを既存のクラスター
に関連付けるか、新しいクラスターをセットアップすることができます。

既存のクラスターに新しいゲートウェイを追加して、高可用性を確保

オンプレミス データ ゲートウェイ用の PowerShell コマンド ライブラリ (パブリック
プレビュー)
オンプレミス データ ゲートウェイ PowerShell コマンドレットは、一般公開されている PowerShell
ギャラリー (英語) で入手できます。
PowerShell コマンドを使用して、次の操作を実行できます。
•

ユーザーが使用できるゲートウェイ クラスターのリストを取得する。

•

クラスターに登録されているゲートウェイ インスタンスのリストと、それぞれのオンラインまたは
オフラインのステータスを取得する。

•

クラスター内のゲートウェイ インスタンスの有効/無効ステータスや他のゲートウェイ プロパティ
を変更する。

•

ゲートウェイを削除する。
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これらのコマンドを使用するために、ゲートウェイがインストールされているのと同じコンピューター
を使用する必要はありません。

他のゲートウェイの機能強化
他に以下のゲートウェイの機能強化が行われました。
•

Azure Service Bus との通信時に、既定の TCP プロトコルが何らかの理由で失敗した場合、ゲー
トウェイは自動的に HTTPS プロトコルにフォールバックします。

•

ゲートウェイ クライアントへの追加のログインをオンにすると、マッシュアップ エンジンのログを
取得するようになります。

•

ゲートウェイ管理者は、ゲートウェイ構成ファイルの MashupDefaultPoolContainerMaxCount 設
定を変更して、ゲートウェイ マシン上でのマッシュアップ エンジン コンテナーの同時実行数を構
成できます。このファイルは、
Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config という名前で、ゲートウェ
イのインストール ディレクトリに配置されています。

•

マッシュアップ エンジンは毎月更新され、Power BI Desktop でリリースされたバージョンに一致
します。

スマートなデータ準備機能 – 例から列を追加
Power Query エディターのデータ変換機能の一部として、新しい列のサンプル値を 1 つ以上使用し
て、簡単に新しいデータ列を追加することができます。Power Query はインテリジェンス アルゴリズ
ムを適用して、列の結果を推測するために必要なデータ変換のセットを決定します。
このアプローチは、以下の状況で役立ちます。
•

新しい列に必要なデータ結果はわかっているが、どの変換 (または変換の集合) でその結果が出るか
が不明な場合。

•

必要な変換はわかっているが、ユーザー インターフェイスから変換を行う方法が不明な場合。

•

必要な変換はわかっているが、その変換に必要な表現の 1 つ (または複数) がユーザー インターフ
ェイスで使用できない場合。

Power Query エディターの [列の追加] タブから、[Add Column from Examples (例から列を追加す
る)] にアクセスできます。Power Query は、コンテキスト内で列に基づき、一般的な処理の提案事項
を提示します。提案事項は、データ サンプル ("火曜" など) とは説明テキスト ("曜日" など) に基いて
生成されます。
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例からの列の追加

列の値の例から推測された残りの行

列の例から値を推測する機能の詳細については、「Power BI Desktop で例から列を追加する」をご覧
ください。

拡張性 (パブリック プレビュー)
パートナー企業や開発者は、M コネクタ SDK を使用して、充実したコネクタ エコシステムに参加する
ことができます。また、M コネクタ サポートは、4 月より、オンプレミス データ ゲートウェイ (個人
用モード) にも提供されます。強化された認定プログラムでは、パートナー様がコネクタを作成し、
Power BI、Microsoft Flow、PowerApps、Logic Apps を対象としたレビューやリリースを申請する
ことができます。
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メディア プラットフォーム
Microsoft Stream
Microsoft Stream は、組織全体で社員がビデオを安全に作成、発見、共有するためのサービスであ
り、使用頻度の高い Microsoft Teams、SharePoint、Office 365、Dynamics 365 などのコラボレー
ション アプリから直接利用することができます。インテリジェンス機能によって、ビデオを検索して操
作する手段が増え、すばやく簡単に目的のコンテンツに到達することができます。
Microsoft Stream は、あらゆる規模の組織向けに、利用しやすいエンタープライズ レベルのセキュリ
ティを実現し、人工知能 (AI) によるスピーチからテキストへの変換と顔識別を使用して、スマートな
検索を可能にします。
組織は Microsoft Stream を使用して、次のようなメリットを活用できます。
•

馴染みがあり魅力的で安全な、使いやすいビデオ エクスペリエンスを構築。Microsoft Stream
は、社員が業務でのビデオ活用に習熟するための学習効率を最大化します。

•

日常的に使用するビジネス アプリケーションに密接に統合。Microsoft Stream は、人々が日頃利
用している生産性アプリにビデオを取り込み、シームレスな埋め込み型のエクスペリエンスを実現
します。また、ビジネス アプリケーションにビデオを埋め込んで、顧客との業務に使用するアプリ
で直接ビデオを利用できます。

•

独自のコンテンツを作成。社員はコンテンツ作成ツールを使用して、コンテンツを作成し、Microsoft
Stream に公開することができます。たとえば、Microsoft Teams での会議をレコーディングして作成
したビデオを公開し、他の人と共有できます。AI 技術を利用してコンテンツからインサイトを引き出
し、情報に基づく決定を下すことができるようにビジネス ユーザーを支援します。

Spring 2018 におけるメディア プラットフォームの新機能の概要
2018 年 4 月 - 一般提供
•

一般データ保護規則 (GDPR) のための投資により、欧州のプライバシー関連法の要件に対応して
います。詳細については、Trust Center でコンプライアンスに関する情報とリソースを参照して
ください。

•

Tier-C コンプライアンス – Microsoft Stream は、ISO や SOC2 などのコンプライアンス標準
に関する認定済み Tier-C サービスです。

•

Stream ホーム ページやグループ ページのビデオのスポットライティング – 管理者やグループ
所有者は、ビデオをハイライト (スポットライティング) して、社員の目にとまりやすくすること
ができます。

•

Microsoft Teams での会議のクラウド レコーディング – Microsoft Teams での会議を記録し
て共有できます。

•

Microsoft Teams と Yammer でのシームレスなシングル サインオン – Stream ビデオ ユーザー
用のシングル サインオン。チャネルが Microsoft Teams と Yammer に埋め込まれています。
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トランスクリプトの編集と人物タイムラインのキュレーション – 自動的に生成されたトランスク
リプトを編集し、人物タイムラインのキュレーションを行うことができます。

ビデオのスポットライティング
管理者はスポットライティング機能を使用して、Stream ホーム ページ上のビデオをできるだけ多くの
人に見てもらえるように目立たせることができます。また、グループ所有者はグループのホーム ページ
でビデオを強調することもできます。それらのビデオにアクセスする権限のある社員が Stream にサイ
ンインすると、ビデオが目立つように表示されます。

Stream ホーム ページのビデオのスポットライティング

トランスクリプトの編集と人物タイムラインのキュレーション
Microsoft Stream は AI を使用してスピーチをテキストに変換し、自動的にビデオの文字起こしを行い
ます。自動生成されたトランスクリプトは、インライン編集によって修正することができます。
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Stream のトランスクリプト エディター

Microsoft Stream はビデオ内の人物を自動検出し、画面に映っている時間帯を示すタイムライン ビュ
ーを生成します。ビデオの所有者は、組み込みのインライン エディターで他の人のシーンを非表示にし
たり、2 つのタイムラインを 1 つに統合したりして、タイムラインのキュレーションを行うことができ
ます。
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検出された顔をビデオ タイムラインに表示

Microsoft Teams での会議のクラウド レコーディング
Microsoft Stream では、Microsoft Teams での会議をクラウド レコーディングすることができます。
ユーザーが会議の進行中にレコーディングを開始します。会議が終わると、自動的にレコーディング結
果が Microsoft Stream で利用可能になり、スピーチからテキストへの文字起こしと人物の検出を行う
こともできます。会議に出席した人には、ビデオを視聴する権限が与えられ、会話のタイムライン内で
ビデオを見ることができます。
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Microsoft Teams の会議のレコーディング
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フィードバックへのご協力のお願い
releasenotes@microsoft.com までぜひコメントをお寄せください。皆様からのフィードバックは、今後の向
上のために利用させていただきます。
これらのガイドの更新時に情報を入手するには、Twitter で @MSFTDynamics365 をフォローしてください。

