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注意: 

このドキュメントの内容は 2015 年 4 月現在の

リリース目標を反映しています。このドキュメ

ントは詳細な仕様を記載したものではなく、個

別のシナリオや機能は、市場の動向とお客様の

ニーズに応じて、追加、修正、優先度の変更が

行われる可能性があります。 

このリリース プレビュー ガイドに含まれる機

能の価格設定とライセンス方法については、営

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

業が優れたカスタマー エクスペリエンスを提供できていると考えていても、顧客は必ずしもその

ように受け止めていないのが現状です。今日の世界において、企業の皆様はカスタマー ジャーニ

ー (顧客の意思決定プロセス) とカスタマー エンゲージメント モデルをとらえなおす必要がある

とマイクロソフトは考えます。 

 

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

ージメントを通じて、企業の皆様が優れたカスタマー エクスペリエンスを提供できるように支援

することです。エンドツーエンドのカスタマー エンゲージメント ソリューションにより、企業

の皆様は、顧客 1 人ひとりに合わせた、先回りの対応によるカスタマー エクスペリエンスを予測

に基づいて提供することが可能になります。 

 

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

タマー ジャーニーを作り上げ、適切なタイミングで適切な場所に適切なメッセージを提示

することで顧客に働きかけます。 

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

実施するべきかを判断します。 

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

成果の予測を行います。 

 

このドキュメントでは、お客様が優れたカスタマー エクスペリエンスを提供できるように支援す

る Spring 2015 リリースの機能について説明します。このリリースには、Microsoft Dynamics 

CRM Online (2015 Update 1)、Microsoft Dynamics Marketing (2015 Update 1)、Microsoft Social 

Engagement (2015 Update 1、旧称 Microsoft Social Listening)、および Parature, from Microsoft 

*(2015 Update 1) など、すべてのオンライン サービスのアップデートが含まれます。Microsoft 

Dynamics CRM Online および Microsoft Dynamics Marketing は、お客様がご自身で適用するアッ

プデートとしてオンラインのお客様に提供されます。 

  



 
 
 

4 

 

Microsoft Dynamics CRM 2015 

リリース プレビュー ガイド 

 
 

  

主な機能強化の概要 
お客様がよりスマートにマーケティングを行い、効果的に営業を行い、どこからでもサービス対

応を行えるように、以下の分野で機能強化を実施しています。 

 

マーケティング 

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

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

ケティング成果を最初から最後まで測定することにより、マーケティングのビジョンを現実のも

のとすることができます。そして企業の皆様は、チャネルを介して 1 対 1 で顧客と向き合い、営

業パイプラインを構築して、リアルタイムにマーケティング投資の成果を明らかにすることがで

きるのです。 

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

するために継続して取り組んでいます。その一環として、電子メール マーケティング、デジタル

資産管理、キャンペーン管理、リード管理、リード ナーチャリング、営業との連携、分析 

(Power BI を基盤とする役割ベースのカスタマイズ可能なダッシュボードなど) といった高度な機

能について、全面的な機能強化を行っています。また、サービスの展開、管理、アップグレード

を容易にする機能強化を通じて、総所有コストの削減にも力を入れています。さらに、サービス

のスケーリングや統合を容易にするために、バックエンド インフラストラクチャに対しても強化

を図っています。 

 

電子メール マーケティング、リード管理、デジタル資産管理の機能強化 

マイクロソフトはお客様の声に耳を傾け、主要な統合マーケティング管理の分野でどのような機

能強化が必要とされているかを認識しました。 
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電子メール マーケティング 

顧客に二重の承諾を求めるダブル オプ

トイン方式が要求されるシナリオにおい

て、連絡先への電子メール送信可否の設

定を詳細に構成、追跡できるようになり

ます。これは、多数の市場、特に一部の

ヨーロッパ諸国で非常に重要な規制要件

です。また、電子メールの重複配信回避

機能が強化され、電子メールの送信時や

キャンペーンの開始時の重複回避ルール

をより柔軟に構成できるようになります。マーケティング担当者は、重複回避機能によってブロ

ックされた電子メールを追跡することができます。 

 

デジタル資産管理 

複数キーワードでの検索、複数アセットのダウンロードがサポ

ートされます。また、PSD ファイルのマークアップのサポート

も追加されます。 

 

キャンペーンおよびリード管理 

セグメンテーション機能が強化され、マーケティングの連絡先に対してリード情報に基づいたク

エリを実行できるようになります。また、タスクの同期 (CRM のタスクをサポートするカスタマ

イズ可能なフィールド) が利用可能になります。また、Web サイトの訪問に関してレコード検索

が構成できるようになります。Web サイト名または URL に基づいて Web サイト (Microsoft 

Dynamics Marketing の Web サイト エンティティ。Web サイトに追跡用スクリプトを設定) を検

索できます。 
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導入コストの削減 

マイクロソフトは、マーケティング ワークロードの実行に伴う企業のコストを削減するべく継続

して取り組んでいます。2015 Update 1 では、Dynamics CRM と同様に、お客様が管理者として

アップグレードのスケジュールに関して設定、変更を行うことができます。また、Connector の

セットアップはワンクリックで実行可能です。2015 Update 1 以降、マイクロソフトが Azure の

キューを管理し、お客様はスイッチを切り替えることで Connector を有効化または無効化できま

す。 

 

マーケティング分析 

PowerBI.com サービスとのネイティブ統合のサポートが拡張され、製品の一部として、新しい役

割ベースの PowerBI.com アプリとクリックスルー レポートが提供されます。また、サービスの一

環として、主要なマーケティングの役割を対象とした、事前設定不要ですぐに使用できる役割ベ

ースのダッシュボードとレポートを無料で利用できます。これらのアプリのほかに、自然言語に

よる Q&A もサポートされ、データから必要とする有益な情報を引き出すことができます。 

 

MDM サービスで利用可能な OData フィードが強化され、営業案件、多数のエンティティの 

UDF、チャネル、地域、予算などの多くのエンティティが含まれるようになりました。利用可能

なエンティティの数は、2014 リリースでは 42 個でしたが、2015 Update 1 リリースでは 255 個

に増えています。 
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営業 

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

ンターネットに接続し、ソーシャル ネットワークを活用して独自に情報を集めています。つま

り、従来の営業方法が通用しなくなっているということです。今日の顧客は情報に精通し、より

多くのことを求めるようになり、新たな方法で企業とかかわろうとしています。今後も効果的に

営業活動を行おうとするなら、営業担当者はやり方を変えなくてなりません。これには積極的な

取り組みと多くの時間が求められます。そのため、最も価値の高い活動を行うには、つまり優れ

たカスタマー エクスペリエンスの提供を実施するためには、販売効率を最大限に高め、時間を確

保することがこれまで以上に重要になっています。社内からの圧力や顧客の新たな行動と期待に

よって前例のない課題が生まれつつあるこの新しい時代において、営業担当者は Microsoft 

Dynamics を利用して営業を行うことで、優れた営業成績を達成できるようになります。 

 

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

能を提供します。 
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Outlook アプリ 

マイクロソフトの戦略は、営業活動の方法や場所について担当者のニーズに応えることです。そ

の 1 つとして、デスクトップ版とブラウザー版の Outlook で主要な営業機能を提供しています。

デスクトップ版の Outlook に対しては既に Outlook 用 CRM を提供しており、営業担当者は日常

的に使用している生産性アプリケーションで、オフラインにも対応した豊富な営業機能を利用す

ることができます。今回のリリースでは、Dynamics CRM のコンテキスト情報が受信トレイに直

接表示されるため、生産性の維持がさらに容易になります。Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 

アプリ1  では、電子メールの追跡

のほか、CRM への連絡先の作成

や、電子メールの送受信者の連

絡先情報と関連するレコード (活

動、サポート案件、営業案件、

カスタム レコードなど) の表示を

簡単に行うことができます。 

電子メールの追跡 

新しい直観的な方法で Exchange の受信メールを追跡で

きるようになります。受信トレイの任意の Exchange フ

ォルダーを使用して追跡用フォルダーを設定してから、

受信メールをそのフォルダーにドラッグすると、CRM で

追跡できるようになります。追跡用フォルダーは、取引

先企業や営業案件など、特定の CRM レコードに関連付

けることができるため、追跡用フォルダーにメッセージ

を移動すると、そのメッセージはそうした特定のレコー

ドに自動的にリンクされます。追跡用フォルダーには 

Exchange の受信トレイのルールが適用され、受信メー

ルの管理や追跡の自動化がさらに簡単になります。 

 

 

                                              
1 システム管理者による有効化が必要です。すべてのユーザーがサポート対象のすべての Outlook アプリのクライアントで利用できます (インス

トール不要)。Microsoft Dynamics CRM の一般提供開始時点では利用できませんが、数か月以内に Office ストアから入手可能になります。 
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Excel を操作しているかのようなエクスペリエンス 

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

されます。これにより、ビジネス プロセスの最中に複数のアプリケーションを切り替える時間と

手間が省けます。作業を続けながら、営業データを使い慣れた Excel スプレッドシートに表示し

たり、what-if 分析を実施したり、変更をアップロードしたりすることができます。 

組み込みの OneNote 

今回のリリースでは、Microsoft 

Dynamics CRM に組み込まれた OneNote 

を使用して、情報をより簡単に共有する

ことができます。作業中の取引先企業や

営業案件などの CRM レコードに関連し

て、テキスト、写真、音声、スプレッド

シート、自由形式の描画を含むノートを

作成、表示できます。 
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Group によるコラボレーション 

Office 製品全体で Group を使用して、よ

り広範に共同作業を行うことができま

す。Group とはチーム メンバーが利用で

きるワークスペースで、その中でファイ

ル、電子メール メッセージ、会話、カレ

ンダー、Microsoft OneNote のノートを

共有できます。チーム メンバーが CRM 

Online にアクセスできない場合でも、

Group を使用すれば連携が可能です。た

とえば、営業チームのグループを作成

し、他の Office 365 ユーザーをグループ

に招待して、特定の取引先企業や営業案

件に関連するドキュメント、電子メー

ル、会話、会議の情報、OneNote のノー

トを共有することができます。 

 
 

 

 

ソーシャルな営業活動 

マイクロソフトは、営業担当者によるソーシャルな営業活動を引き続き支援します。Microsoft 

Social Engagement の最新リリースでは、ソーシャル ネットワークの投稿からリードや営業案件

を直接作成することができます。営業担当者は、ソーシャル ネットワークを新たな情報源として

活用し、ソーシャル上の会話に表れた購入のサインに基づいて、質の高いリードや営業案件をタ

イムリーに獲得することができます。 
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モバイルでの営業活動 

Web、タブレットに加えて、スマートフォンにもシームレスな営業エクスペリ

エンスが提供されます。スマートフォン向けの Microsoft Dynamics CRM は、

iPhone、Android、Windows Phone をサポートする刷新されたスマートフォン

用アプリで、コンテキストに応じたビジネス プロセスを実施しながら、外出先

から営業データを管理できます。インターネットに接続していない場合でも、

オフライン ドラフト機能によって作業を進めることができ、再び接続されたと

きに自動的に同期が実行されます。アプリはスマートフォンに最適化されてい

るため、さらに多くの営業担当者が利用しやすくなり、生産性が向上します。企業の皆様にとっ

てはモバイル アプリの展開が簡単なこともメリットです。各デバイスに対して設定を行う必要は

なく、すべてのデバイスおよびフォーム ファクターに設定を伝搬することができます。 

 

分析 

分析情報に基づいて、営業担当者がより適

切な意思決定を下すことができるように支

援します。ドリルスルー、対話型、視覚化

の各機能を備えた Microsoft Power BI のリ

アルタイムのダッシュボードやレポートか

ら、営業成績をより正確に把握できます。

さらに、Power BI では自然言語による 

Q&A を使用して営業マネージャーが迅速

に答えを得ることができるので、技術スタ

ッフに依頼することなく独自に分析を加え

ることが可能です。営業部門が Power BI を速

やかに導入できるように、Microsoft Dynamics CRM には事前設定不要で接続できるほか、構築済

みの Power BI 販売テンプレートも提供されます。 

 
 
  



 
 
 

12 

 

Microsoft Dynamics CRM 2015 

リリース プレビュー ガイド 

 
 

  

ユーザー エクスペリエンス 

社内での浸透を促進し、販売効率を高めるために、次のような機能強化を行います。 

 

効率的なナビゲーション: ナビゲーション バ

ーの UI の更新により、多数のタイルを表示し

て利用しやすくします。スクロールやクリッ

クの回数が減ることで、目的のエンティティ

をより簡単かつ迅速に表示できます。 

 
  

最近使用したアイテムをひとまとめに: 最近表

示した項目やピン留めした項目がすべて一元

的なリストに表示され、最新のレコードやビ

ューに簡単にアクセスできます。 

 
 

フォームのナビゲーション: フォームはサイ

ズが大きくなっているため、目的のセクショ

ンまでスピーディに移動できます。 

 
  

UI テーマ: テーマを使用して、すべてのアプ

リケーションのデザインを統一できます。た

とえば、企業のロゴを追加したり、エンティ

ティやリンクの既定の色を変更したりできま

す。 
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カスタマー サービス 

Dynamics CRM を利用して、顧客 1 人ひとりに合わせた、先回りの対応によるカスタマー エクス

ペリエンスを予測に基づいて提供することで、長期的にわたって顧客からロイヤリティと支持を

獲得できます。Web、ソーシャル (センチメント分析、Yammer/Lync のフィードバック ポータ

ル)、チャット、電子メール、モバイル (顧客によるアクセスと、エージェント/スーパーバイザー

/SME による対応)、電話など、顧客にとって利便性の高いチャネルを通じたセルフサービスやサ

ポート サービスによって、顧客からの問い合わせに適切なタイミングで適切に対応することが可

能です。エージェントは、統合された単一のエクスペリエンスを利用して、複数のチャネルから

優れたカスタマー エクスペリエンスを提供できます。また、企業の皆様は、変化し続けるニーズ

に対応するため、サービスのインテリジェンスを利用して意図したとおりの成果を達成するた

め、また、セキュリティ、柔軟性、信頼性を確保するためのソリューションを活用して、ビジネ

スの俊敏性を維持できます。 

 

カスタマー サービス部門の課題は、デバイスを問わず、セルフサービスからサポート サービス

に移行したすべての顧客に対し、コンテキストに応じたカスタムの対応を行うと同時に、ビジネ

ス目標を達成することです。昨今のカスタマー サービス部門は、企業が自社のブランドを差別化

し、顧客のロイヤリティと支持を獲得するための中核的な役割を担っています。それには、イノ

ベーションのスピードに合わせて、顧客と自社ブランドのニーズを調整、予測する俊敏なサービ

ス環境が必要です。 

 

傑出したカスタマー エクスペリエンスを提供するためには、すべてのやり取りが重要になりま

す。今日では、顧客の半数以上が Web サービスを利用して問題を自己解決しています。しか

し、チャットや電話によるサポートを希望する場合、既存の顧客であれば、企業との過去のやり

取りや履歴を把握しているエージェントにスムーズに引き継いでほしいと期待しているでしょ

う。エージェントがやり取りのコンテキストを把握し、回答に必要なリソースにアクセスして、

単一の画面から必要な情報をすべて入手できれば、サポートの効率もエージェントの満足度も向

上します。実際、満足度の高いエージェントが重要な顧客満足度の指標に影響を及ぼす確率は、

満足度の高くないエージェントと比較すると 2 倍になります。企業の 90% がカスタマー サービ

スは重要だと述べていますが、企業が本当に優れたカスタマー エクスペリエンスを提供している

と感じている顧客はわずか 30% です。その一方で、86% の顧客が、より質の高いカスタマー エ

クスペリエンスが得られるなら、サービス料金が多少高くてもかまわないと考えています。 
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Microsoft Dynamics CRM を利用してカスタマー サービスを提供すれば、複数のチャネルにわた

るサービスの実現、エージェントの生産性向上、チャネルのガイダンス、適応可能なサービス モ

デルを通じて、長期的な顧客を獲得することができます。 

 

サポート情報の統合 

Parature を基盤とする Microsoft Dynamics CRM の高度なサポート情報管理機能により、各サポ

ート案件に適したエージェント エクスペリエンスを提供します。システムが推奨する記事を表示

する機能や記事を検索できる機能などを利用して、日常的なカスタマー サービスの対応にサポー

ト情報を統合できるようにして、エージェントを支援します。 

 

 
 

Parature のサポート情報記事を作成するには、サポート情報を管理するための Parature ライセン

スが必要です。サポート情報を検索するには、Parature のサポート情報権限が必要になります 

(最小限のサポート情報の読み取り専用)。 

 

任意のエンティティ フォーム (カスタム フォームを含む) と、[ソーシャル] ペインを含むエンテ

ィティ フォームの任意のセクションにサポート情報の検索コントロールを配置できます。サポー

ト案件のエンティティに対しては、既定で有効になっています。 

エンティティの属性に基づいて、サポート情報の候補が自動的に提示されます。 

Web および USD クライアントがサポートされます。 
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モバイルでのサポート案件管理 

タブレットやスマートフォンでのサポート案件管理に完全に対応し、エージェ

ントやスーパーバイザーが自由に作業できるモバイル環境が実現されます。タ

ブレットおよびスマートフォン向けの Dynamics CRM アプリケーションでは、

CRM のサポート案件機能がサポートされるため、エージェントは外出中でも

サポート案件を管理できるようになります。 

 
 

 

 

Parature, from Microsoft の豊富な機能の一部について、以下にまとめます。 

Parature, from Microsoft の Spring 2015 リリースでは 30 以上の新機能が導入されました。これに

より、生産性がさらに強化され、従業員が一貫して優れた顧客エクスペリエンスを提供できるよ

うになります。これらの新機能には、Microsoft Online Commerce Platform を使用した完全な 

Parature 環境のプロビジョニングおよび構成機能、ソーシャル、モバイル、チャットのチャネル

を通じた顧客エンゲージメントに関する主要な機能強化、待望の Parature 統合ポータル機能など

が含まれます。また、Parature ユーザーの生産性向上、サービスのカスタマイズ、マルチチャネ

ルおよび多言語のエンゲージメント、そして最終的には各顧客の満足度向上を目指し、全面的に

サポート デスクを刷新します。Spring 2015 リリースの主要な新機能は次のとおりです。 

Online Commerce の統合 

Microsoft Online Commerce Platform から Parature 環境を完全にプロビジョニング、構成、管理

できます。これにより、購入と支払いの機能が Microsoft Dynamics CRM やその他の Office 365 

アプリケーションと一本化されます。ライブ チャット、ソーシャル カスタマー サービス、追加

のマルチチャネル機能、国際市場向けのサポート時間の延長といったライセンスのアップグレー

ドが提供されます。 

多数のチャネルにおけるソーシャル カスタマー サービス 

Parature のマルチチャネルのサービス デスクの一部として、生産性の高い、顧客に合わせてカス

タマイズしたソーシャル カスタマー ケアを提供できます。ブランド化または関連付けられた 

Facebook、Twitter、LinkedIn、YouTube、Instagram の投稿の閲覧、管理、フィルタリング、返

信を行うことができます。 
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問い合わせ前の顧客に関する情報 

顧客がサポートに問い合わせる前からの、その顧客とのやり取りに関する情報を入手できます。

新しいポータル アクティビティ ウィジェットにより、エージェントは、顧客が企業のサポート 

ポータルを通じて検索、閲覧、やり取りした内容を把握することができます。エージェントは生

産性の高い、先回りしたサポートを提供できるようになり、サポート サービスが依頼される前の

顧客の行動を詳しく話してもらう必要性がなくなります。 

企業のカスタマー サービス向け統合ポータル 

企業のサポート ポータルのエクスペリエンスを強化することにより、関連性の高いセルフサービ

スのコンテンツを提供し、顧客が最も関連性の高い製品または部門にサポート依頼を申請できる

ようにします。オプションとして、購入前でも、顧客がコンテンツを表示したい製品またはサー

ビスを選択できるようにすることも可能です。40 以上の言語でサポートを提供できるほか、右か

ら左に記述する言語にも対応できます。 

グローバルな顧客エンゲージメント 

Parature の新しい統合ポータル機能を通じて、40 以上の言語でカスタマー サービスとカスタマ

ー サポートを提供します。言語パックはサポート デスクから管理することも、エクスポートし

てサードパーティが翻訳することも可能です。サポート情報やダウンロードとして提供されてい

る既存の記事やファイルにリンクした翻訳を作成できます。Parature の多言語検索でも、40 以上

の言語でコンテンツを検索できます。また、ライブ チャットではリアルタイムの機械翻訳を活用

できます。顧客が希望する言語でサポート チケットの手配や対応を行うことが可能です。 

検索の強化 

強化された検索機能により、エージェントと顧客の両者が関連性の高いサポート情報を多言語で

検索、表示できます。サポート情報とダウンロードの串刺し検索や、ファイル内検索やワイルド

カード検索を利用することもできます。また、記事の評価、追加または更新日、ドキュメントの

種類といった条件による検索など、高度なフィルタリングやファセット検索を使用できます。 
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高度なレポート機能 

自社ブランドのサポート ポータルにアクセスした顧客への対応についてレポートを作成できま

す。Parature で Poly-Portal が有効になっている場合、Standard および Premium レポートの両方

で各ポータル エイリアスについてさまざまなポータル指標 (ページの閲覧、日別の記事の閲覧、

検索、ポータル アクティビティ、サービス要求、送信されたチケット、送信された電子メール、

チャット要求、記事の提示による日別のチケットの解決、ポータルでの解決の合計) が記録され

ます。顧客ポータル アクティビティ ウィジェットを利用して、各顧客が閲覧した記事やダウン

ロードしたファイルなどのサポート ポータルでのアクティビティをすばやく確認して、チケット

にその情報を追加することができます。 

 

詳細については Parature, from Microsoft Spring 2015 リリース プレビュー ガイド (英語) をご覧

ください。  

http://download.microsoft.com/download/4/1/D/41D3D09C-1B6F-463C-BAC3-A0C5710A378B/Parature-Spring15-Release-Preview-Guide.pdf
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ソーシャル 

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

発生する可能性があります。Microsoft Social Engagement では、営業、マーケティング、サー

ビスの各チームに強力なソーシャル ツールを提供します。これにより、Microsoft Dynamics 

CRM またはスタンドアロン アプリから顧客、見込顧客、パートナーが利用しているソーシャル 

メディアに直接接続できます。ソーシャル メディア上で自社のブランド、製品、サービスにつ

いてどのような情報が飛び交っているのかを把握することで、自社に関するセンチメントを真の

意味で理解できます。 

 

Microsoft Social Engagement 

Microsoft Social Engagement では、ソーシャル メディアの投稿やニュース記事の分析、ソーシ

ャル Web の有効活用を支援します。19 の言語をサポートし、Twitter、Facebook、動画、ブロ

グ、ニュース配信サイトなど、幅広い情報源を網羅します。トレンドを特定し、自社の製品また

はブランドに対するセンチメントに関してアラートを受信することで、より効果的なメッセージ

ングやセールス トークを展開できます。場合によっては、主要なインフルエンサーを特定する

ことも可能です。 

 

ユーザー インターフェイス: ユーザー エク

スペリエンスをもっとシンプルなものにす

るために、アプリケーション全体の UI が完

全に刷新されます。ダッシュボードは、視

覚的なフィルタリング機能を使用して直観

的に利用できます。また、作成者、投稿の

種類、担当者、ラベルといった新しいフィ

ルターが導入されると共に、視覚的な好み

に合わせて淡色系のテーマや暗色系のテー

マを選択できるようになります。 
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ソーシャル分析: フレーズのタグ クラウ

ド、主要な好意的発信者、主要な批判的投

稿者、最も多く利用されるハッシュタグな

どを新しい方法で視覚化することで、デー

タが充実し、情報をより詳細に把握できま

す。 

 

 
ソーシャル センター: ソーシャル センター

では、ソーシャル メディア マネージャー

やコミュニティ マネージャーが顧客、好意

的投稿者、または批判的投稿者への日常的

な対応を行います。これに加え、カスタマ

ー サービス マネージャーが投稿を監視

し、事前に対応を行うことも可能です。ユ

ーザーごとに構成、共有できるストリーム

は、ソーシャルへの投稿が行われるたびに

縦長の欄に表示されます。今回のリリース

では、以下がサポートされます。 

 社内のアクション: 投稿をユーザーに

割り当てたり、ステータス ラベル 

(設定エリアで定義) を適用したりで

きます。 

 社外のアクション: Twitter の返信、

リツイート、お気に入り、ダイレク

ト メッセージ、Facebook のいい

ね!、コメント、共有、プライベート 

メッセージといったアクションで、

各ストリームから直接対応します。 
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ソーシャル プロファイル: 認証済みの 

Twitter および Facebook アカウントを追加

して、Twitter や Facebook での投稿に対し

てユーザーとやり取りを行うことができま

す。 

 
  

検索トピックの設定: 検索トピックの設定

をより簡単かつ柔軟に行えるようになりま

す。キーワード、Facebook ページ、

Twitter ハンドルといった条件を指定して、

ルールを定義できます。どのような結果が

返されるかをイメージできるように、推定

クォータ使用率と Twitter の投稿のプレビ

ューが表示されます。 
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モバイル 

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

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

成でどこにでも展開可能」なモデルを採用し、タブレットやスマートフォンなどのすべてのモバ

イル デバイスでシームレスなユーザー エクスペリエンスを提供します。 
 

スマートフォン アプリ 

スマートフォン向けの Microsoft Dynamics CRM は、iPhone、Android、Windows Phone をサポ

ートする刷新されたスマートフォン用アプリです。スマートフォン向けに設計、最適化されてお

り、関連性の高い情報に数回のタップ操作ですばやくアクセスできます。モバイル ユーザーがス

マートフォン上でもコンテキストに応じた同じビジネス プロセスを実施できるように、デバイス

間で一貫したエクスペリエンスが提供されます。また、スマートフォンのフォーム ファクターに

合わせてナビゲーションが簡素化されました。インターネットに接続していない場合でも、オフ

ライン ドラフト機能によって作業を進めることができ、再び接続されたときに自動的に同期が実

行されます。Dynamics CRM の「1 回の構成でどこにでも展開可能」なモデルによって実現され

るモバイル性が、スマートフォンのエクスペリエンスにも拡張されます。スマートフォンに特化

した最適化が実施されているため、管理者はスマートフォンに表示される情報を調整できます。 
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モバイル SDK 

モバイル性は、新たなスタンダードというよりもさらにその先を行く存在になりつつあり、そう

した中、企業では特定の従業員に対して縦割りの役割に合った独自のエクスペリエンスを必要と

するケースが増えています。このニーズに対応するために、Microsoft Dynamics CRM では、プラ

ットフォームを利用してカスタムのモバイル アプリを開発することができます。開発者には、ネ

イティブの iOS アプリ、Android アプリ、Windows ユニバーサル アプリのテンプレートを含む、

さまざまなサンプル アプリ テンプレートが提供されます。これらのサンプルは Dynamics CRM 

への接続が事前に設定され、認証とデータ アクセスを支援するライブラリが備わっています。こ

れにより、最小限のコードを記述するだけで REST/SOAP エンドポイントに接続できます。 

 

モバイル アプリ向けの Azure App Service 

Azure App Service では、モバイル アプリのクラウド バックエンドが数分で用意できます。カス

タム モバイル CRM アプリで Azure のサービスを活用できるように、Dynamics CRM コネクタが

提供されます。プロフェッショナルな開発者を対象とした NuGet パッケージを使用することで、

カスタム モバイル アプリで Azure モバイル サービスのさまざまな機能と併せて Dynamics CRM 

を利用できます。また、Azure が提供するオフラインのフル機能を備えた、営業およびサービス

担当者向けのカスタム モバイル アプリのサンプルもリリースされます。高額な開発コストをか

けることなく、Azure のスケーラビリティと、オフラインなどの多様な機能を活用できます。ア

プリでは、プッシュ通知や Event Hubs など、他の Azure サービスを利用することもできます。

この統合により、Xamarin、Cordova、Sencha、Appcelerator など、Azure でサポートされている

他のプラットフォームで開発を行うことも可能になります。 

 

MAM によるモバイル セキュリティ 

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

様の成功を支援するうえで最も重要です。この取り組みの第 1 段階として、マイクロソフトは 

Good Technology 社との提携により、安全性が強化された Dynamics CRM iPad アプリをリリース

します。このソリューションでは、ローカル データの安全なコンテナーと安全なデータ トンネ

ルが提供され、Dynamics CRM タブレット アプリからの電子メールおよび Web リンクが安全に

管理されます。企業のお客様は、デバイス ワイプやパスワード管理といったポリシー管理を一元

的に実行できます。また、従業員が Dynamics CRM タブレット アプリの充実した機能にアクセス

できると同時に、顧客データに対して企業のポリシーを適用できます。 
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プラットフォーム 

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

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

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

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

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

グ パラダイムの統合に及ぶ、宣言可能な体系を提供します。以下のように、新しく複数のプラッ

トフォーム機能の強化を行い、オープンでカスタマイズおよび拡張可能なオンライン サービスを

提供する取り組みを推し進めています。 

 

API の機能強化 

ラウンドトリップの最適化を通じてパフォーマンスとスケーラビリティが向上し、データをより

簡単かつ効率的に統合できます。 

内部方向の統合 

Upsert (Update/Insert): 1 つの API メソッドの呼び出しにより、新規レコードの作成と既存レコー

ドの更新を行います。これにより、不要な重複するレコードが減り、検証の手間が省かれ、効率

性を高めることができます。 

トランザクションのバッチ処理: 1 単位の処理のみを実行し、正常に完了した場合に、トランザク

ション中のすべてのデータ変更が確定されます。 

代替キー: CRM のレコード ID を関知しない外部システムから CRM への統合を簡略化します。他

の一意の列からレコード ID を参照するためのラウンドトリップを削減し、大量データの読み込み

プロセスの全体的なスループット (特に CRM Online) を向上させます。 

オプティミスティック同時実行制御: アプリケーションの利用シナリオの多くでは、データの更新

を調整し、同時に実行された競合する更新によるデータ損失を回避する必要があります。オプテ

ィミスティック同時実行モデルでは、レコードの「バージョン」とデータのスナップショットが

クライアントに提供され、そのデータに対する変更が行われる場合にはそのバージョンのデータ

が使用されます。その後、しばらくレコードが変更されなかった場合は変更の適用を許可します

が、レコードを取得してから更新の要求が行われた時点までにレコードが変更されていた場合に

は、呼び出し元にエラーを返します。 
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更新要求: API の要求が合理化されます。下位互換性を維持するために SetState や SetParent とい

った特殊なメッセージを使用する必要がなくなります。 

 

外部方向の統合 

変更履歴: 強化された API 機能により、アプリケーションが CRM のデータに対する変更のみを

取得することができます。通常、変更履歴のメカニズムを作成するためには、トリガーの組み

合わせ、タイムスタンプ列、履歴情報を保存するテーブルを使用して多くの作業が必要となり

ます。CRM の変更履歴 API を使用することで、システム インテグレーターにカスタムの変更

履歴ソリューションの開発を依頼しなくても、サーバー間での一方向のデータ同期機能と外部

データ ストアの更新機能を利用できます。 

 

標準 

OData V4 

Spring 2015 リリースでは、システム インテグレーターが OData V4.0 のエンドポイントを使用す

ることができます。OData V4.0 は「プレビューのみ」としてリリースされます。管理者は、シス

テム設定からこの機能を明示的に有効化する必要があります。OData V4.0 の詳細については、

http://www.odata.org/documentation/odata-version-4-0 (英語) をご覧ください。 

  

http://www.odata.org/documentation/odata-version-4-0
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開発/テストの機能強化 

プレビュー インスタンスではサンドボックスがサポートされ (インスタンスのリセットとコピ

ー)、有料のストレージを使用しなくなったほか、オンデマンドによるベータへの更新がサポート

されるようになります。1 つのインスタンス (運用環境またはサンドボックス) につき、1 回のオ

ンデマンドのバックアップを利用でき、Azure Storage のサブスクリプションへのダウンロード、

サンドボックス インスタンスの削除、システムまたはオンデマンドのバックアップからのインス

タンスの復元を行うことができます。また、CRM 管理者は、インスタンス全体のストレージ制限

を管理したり、インスタンスの種類を運用環境またはサンドボックスに切り替えたりすることが

できます。 

 
 

複数のリージョンにわたるインスタンス展開のサポート 

単一の CRM Online テナント内で複数のリージョンに CRM インスタンスをプロビジョニングでき

るようになります。たとえば、ある企業が北米のユーザーにサービスを提供するために北米に 1 

つのインスタンスでテナントを作成したとします。その企業にフランスを拠点とする事業部があ

る場合、複数のリージョンにわたるインスタンスがサポートされることにより、EMEA (ヨーロッ

パ、中東、アフリカ) のデータセンターでホストされる 2 つ目の CRM Online インスタンスをプロ

ビジョニングし、フランスのユーザーへのサービス提供を強化することが可能になります。これ

により、単一のテナント内でユーザーと CRM インスタンスを簡単に管理できます。 
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お客様によるアップデート 

CRM Online 管理センターを利用して、CRM の管理者がサービスのアップデートの承認とスケジ

ュール設定を行えます。お客様によるアップデート (CDU) プロセスの変更点は次のとおりです。 

CRM Online の UI に通知が表示され、アップグレードのスケジュールが設定されたことを案内し

ます (SharePoint の黄色の通知と同様)。 

アップデートのスケジュール変更を行うことができます。 

希望する日時と第 2 希望の日時を選択できます。 

 

互換性 

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

し、Microsoft Dynamics CRM の互換性リスト (英語) を更新しました。このリストでは、最近およ

び今後の機能の互換性テストの結果に関する最新情報を確認できます。 

  

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

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

います。引き続き、企業の皆様が顧客 1 人ひとりに合わせた、先回りの対応によるエクスペリエ

ンスを予測に基づいて提供することで長期的な顧客関係を構築できるように支援してまいりま

す。 

 

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

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

Office 365 を含む生産性ツールにシームレスに統合できるように、CRM の各種機能を構築してい

ます。ソーシャルに関してもアプローチを刷新し、ソーシャル リスニングやセンチメントの枠を

超えたソーシャル エンゲージメントの実現を目指しています。タブレット アプリ向けのモバイ

ル CRM は、スマートフォン向けにも拡張されます。エージェント向けには、カスタマー サービ

スの対応にサポート情報をシームレスに統合します。また、Power BI との事前設定不要の統合を

強化し、優れた分析情報に基づく意思決定を支援します。 

 

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

将来にわたって、お客様に Microsoft Dynamics CRM がもたらす技術革新や、ビジネスの発展に

寄与するすばらしい機能をご案内できることを楽しみにしています。 

 
 

Microsoft Dynamics CRM チーム 

        

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

ソリューション群です。Microsoft Dynamics は使い慣れた Microsoft ソフトウェアと同様に動作し、Microsoft ソフトウェアと連携して機能しま

す。財務、顧客関係、サプライ チェーンのプロセスを自動化および効率化することで、ビジネスの成功を支援します。 

 

米国およびカナダ、フリーダイヤル 1-888-477-7989 

全世界 +1-701-281-6500 

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

 

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

報は、情報の提供のみを目的としており、このドキュメントの発行時点におけるマイクロソフトの見解を反映したものです。マイクロソフトは市

場の変化に対応する必要があるため、このドキュメントの内容に関する責任をマイクロソフトは問われないものとします。 

 

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

イクロソフトはいかなる責任も負わないものとします。 

 

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

の書面による許可なしに、このドキュメントの一部または全部を複製したり、検索システムに保存または登録したり、別の形式に変換したりする

ことは、手段、目的を問わず禁じられています。ここでいう手段とは、複写や記録など、電子的、または物理的なすべての手段を含みます。 

 

マイクロソフトは、このドキュメントに記載されている内容に関し、特許、特許申請、商標、著作権、またはその他の無体財産権を有する場合が

あります。別途マイクロソフトのライセンス契約上に明示の規定のない限り、このドキュメントはこれらの特許、商標、著作権、またはその他の
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