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Dynamics 365 2021リリースウェ
ーブ1プラン 
2021年リリースウェーブ1のDynamics 365リリースプランには、2021年4月から2021年9月

までにリリースされるすべての新機能が記載されています。リリースプランは、オンライ

ンまたはこちらのPDFファイルでご覧いただけます。また、このPDFファイルには、Power 

Apps、Power Automate、Power Virtual Agents、Microsoft Dataverse、Microsoft Power 

Platformのガバナンスと管理、データ統合についても記載されています。 

2021年のリリースウェーブ1で登場するMicrosoft Power Platformの機能については、

別冊のリリースプランにまとめられているほか、ダウンロード可能なPDFも用意さ

れています。 

2021年リリースウェーブ1の概要 

Dynamics 365の2021年リリース ウェーブ1では、ビジネスを変革するための重要な機

能を提供する新たなイノベーションがもたらされます。このリリースには、マーケティ

ング、セールス、カスタマーサービス、フィールドサービス、ファイナンス、サプライ

チェーンマネジメント、人事、コマース、不正防止、ビジネスセントラル、カスタマー

インサイト、カスタマーボイスなど、Dynamics 365 アプリケーション全体に渡る数百

もの新機能が含まれています。 

マーケティング 

• Dynamics 365 Marketingは、より深いパーソナライゼーションを実現し、より多く

のチャネルで適切なメッセージを顧客に届けることに焦点を当てています。 

売上高 

• Dynamics 365 Salesは、販売者の生産性を向上させ、意思決定に役立つデータ駆動

型のインサイトへのアクセスをより多く提供することに重点を置いています。自動

化やシーケンシング、会話インテリジェンス、モバイルアプリのアップデートによ

り、外出先での販売者のモバイル体験が向上します。 

サービス 

• Dynamics 365 Customer Serviceは、チャネルをまたいだインテリジェントなオムニチ

ャネルルーティングを提供することで、コンタクトセンターを変革します。オールイ

ンワンのコンタクトセンターには、ロジスティックと統合されたファーストパーティ

の音声およびチャットソリューションが搭載されており、顧客の迅速な立ち上げと運

用を可能にします。 

• Dynamics 365フィールドサービスでは、顧客がセルフスケジュールでサービスや技

術者の評価を行い、最大の満足度を確保するための包括的なエクスペリエンスを導入

しています。2021年リリースの第1波では、その他の投資として、合理化されたオン

ボーディングが含まれています。 

https://aka.ms/Dynamics365Wave1ReleasePlan
https://aka.ms/Dynamics365Wave1ReleasePlan
https://aka.ms/PowerPlatformWave1ReleasePlan
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経験、包括的なカスタマー・エンゲージメント能力、そしてより幅広いリソーシン

グ・オプションを提供します。 

財務・業務 

• Dynamics 365 Finance は、予測結果に基づく自動化により、インテリジェントなキャ

ッシュフローの提供をパブリックプレビューにもたらします。ユーザーは、顧客の支払

い予測、予算の予測、実際の買掛金、売掛金、プロジェクト取引、および予測結果に基

づく予測キャッシュポジションの表示など、すぐに使える機械学習を体験することがで

きます。 

• Dynamics 365 Supply Chain Managementは、Inventory Visibility Add-inにより、在庫と

ロジスティクスのシナリオを拡張し、組織全体で在庫量を把握できるようになります。

アセットマネジメントでは、メンテナンス作業の請求書を作成することができます。製

造業では、ミッションクリティカルなプロセスを中断することなく実行するために、ク

ラウド上のスケールユニットによる実行が追加されます。 

• Dynamics 365 Project Operationsでは、プロジェクトにおける在庫のない資材の予測、

使用、請求を行うことができるようになり、豊富な経験を提供します。また、請求方法

や課金ルールなどの契約上の約束事をタスクごとに設定したり、作業内訳のスケジュー

ルを設定したりすることも可能です。Dynamics 365 Project Service Automationをご利

用のお客様は、Project Operationsへのアップグレードが可能です。 

• Dynamics 365ガイドでは、インテリジェントなワークフローに力を入れています。

HoloLensで取得したデータやAIのイノベーションをさらに活用することで、ユーザーは

これまで以上に迅速かつシンプルに作業に取り掛かって結果を確認できるようになりま

す。また、完了時間に関する新たなエンティティにより、顧客は企業独自のニーズに対

応したPower Automateフローを構築することが可能になります。 

人的資源 

• Dynamics 365 Human Resourcesは、統合APIや戦略的パートナーシップを通じて、人的

資本管理（HCM）のエコシステムを拡大し続けています。従業員の経験は、福利厚生

の通知や、従業員の福利厚生を統合して表示するサマリーステートメントをサポート

するために拡大しています。 

コマース 

• Dynamics 365 Commerceは、業界や業種を問わず幅広いビジネスモデルを可能にする統

一されたマーチャンダイジング機能とサイト管理機能を備えた1つのCommerceソリュ

ーションで、B2BとB2Cの電子商取引を統合して市場に投入します。また、Bing for 

Commerceの商品検索やカスタマーサービス、Power Virtual Agentsとのネイティブ統合

機能も拡張され、購入前と購入後のビジネスプロセスを統一しています。 
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不正行為からの保護 

• Dynamics 365 Fraud Protectionは、行動とモバイルのフィンガープリントを追加し、不

正管理ルールの精度を向上させます。 

中小企業 

• Dynamics 365 Business Centralは、パートナー企業のテナント管理、管理者のライセ

ンス管理や権限管理の簡素化と改善を目的とした新機能を提供します。アプリケーシ

ョンの強化では、Microsoft Teamsとの統合、国や地域の拡大、Visual Studio Codeへ

の移行などが行われ、開発者の生産性をさらに向上させます。 

Dynamics 365 カスタマーインサイト 

• Audience Insightsの機能は、あらゆる組織が顧客データを統合して理解し、インテリジ

ェントな洞察とアクションに活用できるようにします。Audience insightsは、カスタマ

ービューのカスタマイズと拡張機能、データ取り込み用のコネクタの追加、AIベースの

統合のためのコントロールの改善、マーケティング、セールス、サービスの専門家がチ

ャネルを超えてパーソナライズされたエンゲージメントを推進できるようにする機能を

追加しています。 

• エンゲージメント・インサイト機能は、ウェブ、モバイル、コネクテッド製品のカス

タマージャーニーのタッチポイントで、個別かつ全体的なインタラクティブ分析を可

能にします。 

お客様の声 

• Dynamics 365 Customer Voiceでは、事前に入力した回答、ファイルアップロードのサ

ポート、質問タイプのドリルダウン、カスタマイズされたアンケートヘッダーなど、フ

ィードバックを収集するための機能が拡張されています。アンケートの回答率を向上さ

せるために設計されたその他の機能としては、ユーザーが別のデバイスでアンケートに

回答できるようにするための一時停止と再開、アンケートに回答していない受信者への

自動リマインダー、オーバーアンケートの管理などがあります。Power Automate のア

ンケート回答トリガーを使用すると、フォローアップアクションのワークフローの作成

が簡単になります。 

産業アクセラレータ 

インダストリーアクセラレータは、Microsoft Power PlatformおよびDynamics 365の中で、

ISVやその他のソリューションプロバイダーが業界に特化したソリューションを迅速に構築

できるようにするための基盤となるコンポーネントです。このアクセラレータは、

Common Data Modelを拡張し、特定の業界内の概念のデータスキーマをサポートする新し

いエンティティを追加します。 

2021年リリースウェーブ1の主要日程 

このリリース計画では、まだリリースされていない可能性のある機能を説明しています。配

信 

タイムラインと予測される機能は変更されたり、出荷されない場合があります (マイクロソフ

トのポリシーを参照してください)。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332


Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365の概要 28 

 

 

2021年のリリースウェーブ1の重要な日程をご紹介します。 
 

マイルストーン 日付 説明 

リリースプランあり 2021年1月27日 Dynamics 365とMicrosoft Power Platformにまたが

る2021年のリリースウェーブ1（2021年4月～2021

年9月）で登場する新機能についてご紹介します。 

早期アクセスが可能 2021年2月1日 4月に予定されている2021年リリース ウェーブ1の一

部となる新機能をテストし、検証してから、自動的

に有効化してください。今すぐDynamics 365 2021 リ

リース ウェーブ 1 のアーリーアクセス機能をご覧い

ただけます。 

11の言語に対応したリリ

ースプランが用意されて

います 

発表予定 デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、フラ

ンス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ノルウェ

ー語、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語、ス

ウェーデン語で公開されているDynamics 365と

Power Platformのリリースプラン。 

一般的な利用可能性 2021年4月1日 2021年リリースウェーブ1の本番展開を開始しま

す。2021年4月2日に地域デプロイが開始されま

す。 

これまでのリリースの波のように、各機能がどのように環境で有効になるかを呼びかけ続

けています。 

• ユーザー、自動的に - これらの機能には、ユーザーのユーザーエクスペリエンスの変

更が含まれており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストが自動的に - これらの機能は、管理者、メーカ

ー、またはビジネスアナリストが使用することを目的としており、自動的に有効にな

ります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー - これらの機能は、管理者、メ

ーカー、またはビジネスアナリストがユーザーが利用できるように有効化または設定

する必要があります。 

どの機能が自動的に有効になるかを知って、自信を持って準備をすることができます。 

私たちは、お客様（パートナー、顧客、ユーザー）がお客様の条件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にするために、この作業を行ってきました。

また、2021年リリースの第1波に向けて、お客様のフィードバックをお聞きしたいと考え

ています。 

あなたの考えを教えてください。Dynamics 365 コミュニティ フォーラムでフィードバック

を共有してください。いただいたフィードバックは改善のために活用させていただきます。 

https://aka.ms/bagreleasecalendar
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
https://aka.ms/Dynamics365Wave1EAFeatures
https://community.dynamics.com/f
https://community.dynamics.com/f
https://community.dynamics.com/f
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2021年リリースのウェーブ
1の機能を早期アクセスで
利用可能に 
このトピックでは、お使いの環境でテストを有効にできる機能の一覧を示します。 

2021年2月1日に 

アーリーアクセスの一環として、以下のアプリの機能が利用可能です。 

• ダイナミクス365の販売 

• Dynamics 365カスタマーサービス 

• Dynamics 365フィールドサービス 

• ダイナミクス365ファイナンス 

• Dynamics 365サプライチェーンマネジメント 

• 財務およびオペレーションのクロスアプリ機能 

• ダイナミクス365の人的資源 

• ダイナミクス 365 コマース 

• Dynamics 365 Business Central 

これらのアプリの機能は、既存のユーザーエクスペリエンスを更新します。早めにオプト

インして、自分の環境でこれらの機能を有効にすることができます。これにより、これら

の機能をテストしてから、お使いの環境全体でこれらの機能を採用することができます。

これらの機能を有効にする方法については、2021年リリースのウェーブ1アップデートにオ

プトインするを参照してください。 

重要 Unified Interface または Power Automate を使用している場合、アーリーアクセス

機能の中には、ユーザーに影響を与える可能性のある機能が含まれている場合があり

ます。Microsoft Power Platform のアーリーアクセス機能については、アーリーアクセ

スで利用可能な 2021 年リリース ウェーブ 1 の機能を参照してください。 

ダイナミクス365の販売 

Dynamics 365 Salesの機能一覧は、Dynamics 365 Salesの新機能と予定を参照してくだ

さい。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利用可能性 

個人設定を強化する ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
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Dynamics 365カスタマーサービス 

Dynamics 365 Customer Service の機能一覧は、「Dynamics 365 Customer Service の

新機能と予定」をご覧ください。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

マルチセッションアプリの視覚的な

改善 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

コアサービススケジューリングソリ

ューション内の新規スケジュールボ

ードでの週次・月次表示対応 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

Dynamics 365フィールドサービス 

Dynamics 365 Field Serviceの機能一覧は、「Dynamics 365 Field Serviceの新機能と予定」

を参照してください。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

作業指示の解像度の詳細をキャプチャ ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

スケジュールボード内の組み込

みオプティマイザの機能強化 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

フィールドサービスのマッピング

機能は、デフォルトで有効になっ

ています。 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

サービスアカウントアドレスの

使い勝手の向上 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

技術者の生産性を高めるナレッジ

マネジメント記事 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

新しいスケジュールボードで地図表示

と週・月表示をサポート 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 
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特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

あらゆるフィールドサービス組織

で利用可能なリソーススケジュー

リングの最適化 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

第一線の作業者の設定を簡素化 ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

 

ダイナミクス365ファイナンス 

Dynamics 365 Finance の機能一覧は、Dynamics 365 Finance の新機能と予定をご覧くだ

さい。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

設定可能なビジネス文書 - バーコ

ードタイプの追加サポート 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

設定可能なビジネス文書 - 印刷管理の

プレビューサポート 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

国と地域の拡大 - エジプト ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

Dynamics 365サプライチェーンマネジメント 

Dynamics 365 Supply Chain Managementの機能一覧は、Dynamics 365 Supply Chain 

Managementの新機能と予定をご覧ください。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

保守計画を実行しながら作業指示をグル

ープ化するためのルールを適用する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 
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特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

メンテナンス作業のためのお客様へのご

請求 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

計画最適化のためのカバレッジ

タイムフェンスのサポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

既存製品の変更管理が可能 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

Dynamics 365サプライチェーン管理の

ためのインベントリ可視化アドイン 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

11月30日 

2020 

2021年4月 

着地コスト 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

クラウド上のスケール単位での製造実行 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年6月 

資産カウンターの累積値を基にしたプラ

ンメンテナンス 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

企画最適化のための購買要求サ

ポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

倉庫作業のスケジュール作成 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

棚卸資産標準原価再評価バウチャ

ーのデフォルトの財務ディメンシ

ョンを設定する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

クラウド上のスケール単位での倉庫実

行 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 
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倉庫管理モバイルアプリケーシ

ョン 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 
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財務およびオペレーションのクロスアプリ機能 

ファイナンスとオペレーションのクロスアプリ機能の完全なリストについては、「ファイ

ナンスとオペレーションのクロスアプリ機能の新機能と予定」を参照してください。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

Excelアドインで公開バッチサイズの設定

を可能にする 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

Microsoft Dataverseの財務・業

務データ - フェーズ4 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

グリッド内の列をフリーズ 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

組織的に保存されたビューの翻訳サ

ポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年9月 

クライアントの機能状態の更新 ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

React 17へのアップグレード 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月1日 2021年4月 

ダイナミクス365の人的資源 

Dynamics 365 Human Resources の機能の一覧は、「What's new and planned for 

Dynamics 365 Human Resources」をご覧ください。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

給与計算プロバイダーとの統合を簡素化 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 
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ダイナミクス 365 コマース 

Dynamics 365 コマースの機能一覧は、Dynamics 365 コマースの新機能と予定をご覧くださ

い。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

B2B電子商取引 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年1月14日 2021年4月 

他のすべての定期割引が適用され

た後に適用される割引を作成する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2020年11月

9日 

2021年4月 

Dynamics 365 CommerceとMicrosoft 

Teamsの統合 - 組織構造、ストア、ワ

ーカーの追加 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月29日 2021年4月 

POSで部分的に満たされた顧客の注文

を編集する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月28日 2021年4月 

メール受信の改善と新機能 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月29日 2021年4月 

排他的な閾値割引は、排他的な非閾値

定期割引と競合します。 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月29日 2021年4月 

新しいクラウド検索インフラを利用した

高パフォーマンスで拡張性の高い顧客検

索体験 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月29日 2021年7月 

連載商品のPOS注文とフルフィルメン

ト体験の向上 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月28日 2021年4月 

ポイント・オブ・セールでの集荷注

文処理のユーザーエクスペリエンス

の向上 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月29日 2021年4月 
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特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

インクリメンタル・ペイメント・キ

ャプチャーのためのオムニチャネル

対応 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月28日 2021年4月 

店頭チェックアウトでの支払い処

理のリファクタリング 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月28日 2021年4月 

似たような外観のショップ 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2020年10月

5日 

2021年4月 

Dynamics 365 CommerceとMicrosoft 

Teamsの間でタスク管理を相乗的に行

うことができます。 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月29日 2021年4月 

 

Dynamics 365 Business Central 

Dynamics 365 Business Centralの機能一覧は、「Dynamics 365 Business Centralの新

機能と予定」をご覧ください。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

クライアントのパフォーマンス向上 ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

アップグレード時の拡張機能の検証 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

ガイド付きで迅速な初期設定のためのス

タートアップチェックリスト 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

会社設定の経験値が向上しました ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

アプリ内コンテキストヘルプの改善 ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 
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特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

インターフェース - 時代遅れのサポート 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

Microsoft TeamsからBusiness Central

の連絡先を検索 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 

レポートの拡張性 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

ルックアップを使用する際に名前ではな

くレコードリンクを返す 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

Business Central Web クライアントのユ

ーザビリティの強化 

ユーザー、自動的に 2021年2月1日 2021年4月 
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マーケティング 

Dynamics 365 Marketing 2021リリースウェーブ1の概要 

世の中は去年と同じではありません。エンゲージメントのルールが変わり、顧客の期待も

進化しています。企業が顧客に伝わり、雑音の上に耳を傾けることが難しくなってきてい

ます。強い関係を築くためには、企業は顧客が共感し、生活に付加価値を与えられるよう

なパーソナライズされたメッセージを届けなければなりません。企業は、適切なメッセー

ジを適切なタイミングで、顧客が選択したチャネルを使って、顧客を理解し、気にかけて

いることを示すために、明示的にも暗黙的にも、適切なメッセージを配信する必要があり

ます。企業が成長していくためには、あるいは生き残っていくためには、新規顧客を獲得

するだけでなく、既存顧客を一回限りの顧客からリピーターへ、そして最終的には企業の

ファンへと成長させなければなりません。深いエンゲージメントと有意義なつながりを築

くことは、今日ほど重要なことではありません。 

Dynamics 365 Marketingのアプローチは、お客様のデータの力を最大限に引き出し、AIを

活用してお客様に意味のあるメッセージを届けることです。お客様の目標達成を支援する

ための機能を構築する際には、製品を使いやすくすることが私たちの指針となっています。

今回のリリースでは、お客様からのフィードバックを受けて、コミュニケーションのより

深いパーソナライゼーションを実現すること、チャネルの枠にとらわれない方法でより多

くのことを行うこと、そしてマーケティング活動からより良い結果を出すための洞察力を

提供することを主なテーマとしています。 

より深いパーソナライゼーションで顧客を巻き込みます。 

• 新しいポイントアンドクリックのインターフェイスにより、動的コンテンツのオーサリン

グを簡単に行うことができます。 

• より柔軟なデータソースのセットから、深くパーソナライズされたメールを作成します。 

• 再帰性、頻度、収益化などの属性を使用してAIが生成したセグメントをター

ゲットにして、高解約リスクの顧客や高価値の顧客をターゲットにします。 

より多くのチャンネル、より多くの力、より多くの簡単な方法で、適切なメッセージであな

たの顧客に到達することができます。 

• 新しいメールエディタの体験を使って、妥協せずに、少ない労力で、迅速にメール

を作成します。 

• 検索、バージョン管理、管理、AIを使ってデジタル資産にタグを付けて、新しい集

中型資産ライブラリを利用することができます。 

• AI駆動のレコメンデーションを使用して、メッセージに最適な画像、動画、文書、断

片を選択して配信しましょう。 

• SMSメッセージを作成し、任意の携帯電話に送信します。 

• AndroidやiOSのアプリにプッシュ通知を配信します。 
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アナリティクスで結果を改善し、ビジネスの目標を達成する 

• 新しいビルトイン分析ダッシュボードと旅先を横断するインサイトのセットで、旅先

の効率性を向上させます。 

• リアルタイムでカスタマージャーニーとチャネルのKPIを監視します。 

• 旅のための事業目標を設定し、目標への進捗を測定します。 

• 結果を出すために最適化するために、旅の中で次の行動を実験してみましょう。 

Dynamics 365 Marketingの新機能と予定について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

エーアイパワー 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

AIが生成したセグメントを使用し 管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

再現性、頻度、および マーケッターや   

ターゲットに合わせたマネタイズ属

性 

アナリスト   

高額顧客 ひとりでに   

アナリティクス 

アナリティクスで結果を改善し、ビジネスの目標を達成する 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

で次のアクションを試してみます。 管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

結果を出すための最適化の旅 マーケッターや   

 アナリスト   

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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 ひとりでに   
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

で旅の効果を高める 管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

ビルトイン分析の新しいセット マーケッターや   

ダッシュボードとクロスジャーニー アナリスト   

洞察力 ひとりでに   

リアルタイムで顧客を監視 管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

ジャーニーとチャネルのKPI マーケッターや   

 アナリスト   

 ひとりでに   

ジャーニーの事業目標を設定し 管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

ゴールまでの進捗を測る マーケッターや   

 アナリスト   

 ひとりでに   

 

チャンネル 

より多くのチャンネル、より多くの力、より多くの簡単な方法で、適切なメッセージであな

たの顧客に到達することができます。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

SMSメッセージの作成と送信 管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

どの携帯電話でも マーケッターや   

 アナリスト   

 ひとりでに   

低コストで素早くメールを作成 管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

努力と妥協のない マーケッターや   

 アナリスト   

 ひとりでに   

プッシュ通知を任意の 管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

AndroidまたはiOSアプリ マーケッターや   

 アナリスト   
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 ひとりでに   
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

検索、バージョン、管理、タグ付

け 

管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

デジタル資産を新しい マーケッターや   

ちゅうおうしさんライブラリ アナリスト   

 ひとりでに   

 

パーソナライゼーション 

より深いパーソナライゼーションで顧客を巻き込みます。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

ダイナミックコンテンツを簡単に

作成 

管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

新しいポイントアンドクリックで マーケッターや   

インターフェイス アナリスト   

 ひとりでに   

深くパーソナライズされたメール

を作成する 

管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

より柔軟なデータセットで マーケッターや   

源流 アナリスト   

 ひとりでに   

継続的に更新して使用してくださ

い。 

管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年4月 - 

 

多重データソースセグメント マーケッターや   

顧客のインサイト アナリスト   

マーケティングキャンペーン ひとりでに   

カスタマージャーニーを利用して

ターゲットを絞る 

管理人さん、メーカ

ーさん 

2021年8月 - 

 

コンタクトに加えてリード マーケッターや   

 アナリスト   

 ひとりでに   

* 2021年2月1日のアーリーアクセスでは、ユーザーに影響を与えるすべての必須の変更

を含め、いくつかの機能を利用することができます。詳細については、アーリーアクセ

スFAQをご覧ください。 

カラム値の有効化の説明 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
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• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 
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• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

エーアイパワー 

AIが生成したセグメントと頻度、頻度、収益化属性を使用して、価値の

高い顧客をターゲットにします。 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

Dynamics 365 Marketingでは、Dynamics 365 Customer InsightsのAIを活用して、再来性、

頻度、収益化などの属性に基づいて生成されたセグメントを活用して、高解約リスクの

顧客や高価値の顧客を簡単にターゲットにすることができます。 

特徴の詳細 

Customer InsightsのRecency、Frequency、マネタイズデータに基づいた推奨セグメント。 

アナリティクス 

概要 

• 新しいビルトイン分析ダッシュボードと旅先を横断するインサイトのセットで、旅先

の効率性を向上させます。 

• リアルタイムでカスタマージャーニーとチャネルのKPIを監視します。 

• 旅のための事業目標を設定し、目標への進捗を測定します。 

• 結果を出すために最適化するために、旅の中で次の行動を実験してみましょう。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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新しいビルトイン分析ダッシュボードとクロス・ジャーニー・インサイトのセッ

トで、旅の効果を向上させる 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

ダッシュボードと横断的なインサイトは、単一または複数のジャーニーにまたがるメトリ

クス、ビュー、インサイトをまとめて表示し、ジャーニー、チャネル、コンテンツのパフ

ォーマンスを深く理解することができます。組み込みのダッシュボードはエンゲージメン

ト目標に焦点を当てているため、ジャーニー、チャネル、コンテンツの効果を微調整する

ことができます。 

特徴の詳細 

• 目的に対する旅の効果を評価する。 

• 摩擦の領域を特定することにより、旅のトラブルシューティングを行います。 

• 同じアプローチを他の場所で増幅したり、再現したりできるように、何が機能

しているのかを発見してください。 

• 様々なコミュニケーションチャネルの有効性を理解する。 
 

ダッシュボードとクロス・ジャーニーのインサイトでは、旅を横断してまとめられたメト

リクス、ビュー、インサイトが提示されています。 
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カスタマージャーニーとチャネルのKPIをリアルタイムで監視します。 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

リアルタイムのアナリティクスアップデートでカスタマージャーニーの効果を評価します。

アナリティクス・オーバーレイを使用すると、カスタマージャーニー全体を一目で調べる

ことができます。内蔵のサンケイチャートを使用して、各ステップにおけるカスタマージ

ャーニー参加者のフロー密度を強調表示します。配信ファネルと未配信カテゴリの円グラ

フの内訳を使用して、チャネルのパフォーマンスを分析します。目標達成チャートを使用

して、目標達成度を監視します。 

特徴の詳細 

• 旅先でのオペレーションの健全性をリアルタイムで監視します。 

• 旅のさまざまなステップやチャネルの成功と影響を追跡します。 

• 旅の流れにおける重要なボトルネックを特定します。 

• あなたの旅のどのチャンネルやステップが不調になっているかをすぐに確認できます。 

• 参加者がカスタマージャーニーのチャネルやステップに参加したり、参加しなかった

りしている理由を特定します。 

旅のビジネス目標を設定し、目標への進捗状況を測定する 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

ほとんどのカスタマージャーニーは、購入、イベントへの参加、古い定期購読の更新など、

特定の顧客の行動や行動を促すために作成されます。これで、カスタマージャーニーのゴ

ールとしてこの意図した行動を選択し、達成したい目標を設定することができるようにな

りました。目標を使用することで、カスタマージャーニーの成功を継続的に測定すること

ができます。目標を設定することで、目標をより迅速かつ効果的に達成するための段階的

な改善を行うことができます。 
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特徴の詳細 

• 顧客エンゲージメント、顧客満足度、一般的なオンボーディング、または

購入を促進するための目標を定義します。 

• 目標の測定基準およびターゲットを使用して継続的にカスタマージャーニーの成功を

測定しなさい。 

• 旅のゴールに基づいてA/Bテストとチャネルの選択を最適化します。 

• 目標をカウントやパーセンテージで表現して、旅のパフォーマンスを判断し

ます。 

結果を出すために最適化するために、旅の中で次の行動を実験する 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

Dynamics 365 Marketingでは、同じメッセージを異なるチャネル、異なるメッセージ、ま

たは次のアクションを含むA/Bテストを作成し、カスタマージャーニーを最適化できるよう

になりました。これにより、マーケターはカスタマージャーニーの中で、同じメッセージ

を2つのバリエーションでテストすることができるようになりました。新しいA/Bテストツ

ールがあれば、マーケターは自信を持って最適なチャネルで最も魅力的なメッセージを配

信し、カスタマージャーニーのROIを向上させることができます。 

特徴の詳細 

• 同じメッセージの異なるチャネル、同じチャネルの異なるメッセージ、異なるメッ

セージの異なるチャネル、同じメッセージのわずかなバリエーション（件名や内容

が異なる）、カスタマージャーニーでのアクションなど、2つのバリエーションを互

いにテストします。 

• 勝利の指標は、メッセージ固有のもの（例えば、メールがクリックされた）、または

ジャーニーゴール（例えば、カートでのチェックアウト）のいずれかにすることがで

きます。 

• 2つのバリアントの間の視聴者分布を制御します。 

• 勝利した variant が宣言されたら自動的にテストを終了するか、指定された日付でテ

ストを終了します。 

• 指定された日付までに明確な勝者が宣言されなかった場合、デフォルトのバージョンを送

信することを選択します。 
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チャンネル 

概要 

• 新しいメールエディタの体験を使って、妥協せずに、少ない労力で、迅速にメール

を作成します。 

• 検索、バージョン管理、管理、AIを使ってデジタル資産にタグを付けて、新しい集

中型資産ライブラリを利用することができます。 

• AI駆動のレコメンデーションを使用して、メッセージに最適な画像、動画、文書、断

片を選択して配信しましょう。 

• SMSメッセージを作成し、任意の携帯電話に送信します。 

• AndroidやiOSのアプリにプッシュ通知を配信します。 

妥協せずに低労力で素早くメールを作成する 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

改訂されたメールエディタでは、魅力的で関連性の高いコンテンツを作成するための

全く新しい方法を設計しました。改良されたメールエディタは、リアルタイムのエラ

ー情報を含む生産的なワークフローに最適化されているため、より少ない時間と労力

でプロフェッショナルなメールを簡単に作成することができます。 

特徴の詳細 

• モダンなルック＆フィールを備えた高速で流動的なエディタ。 

• AIを活用したコンテンツのレコメンド。 

• 強力で再利用可能なコンテンツの断片。 

• 柔軟なレイアウトオプションにより、妥協なくメールを作成することができます。 

• 更新されたワークフローは、編集の経験をガイドします。 

• 高度なイメージ操作と、より多くのフォントとスタイル。 

• 信頼性の高いメールプレビュー。 

• 迅速かつ簡単にテストセンドを行うことができます。 

• すぐにエラーを発見する。 
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刷新されたメールエディタ 

 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

新しい一元化されたアセットライブラリでデジタル資産の検索、バージョン管理、

管理、タグ付けを行うことができます。 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

成功するマルチタッチ体験を構築するためには、企業は質の高いコンテンツを適切なタイ

ミングで、適切な形で提供しなければなりません。しかし、多くの企業にとって、企業の

資産を360度見渡して管理することはできません。そのため、コンテンツの管理、追加、

共有が非常に困難になっています。新しいアセットライブラリは、Dynamics 365 

Commerceと共有しています。アセットライブラリでは、画像、動画、バイナリの検索、

作成、更新、削除、バージョン管理を行うことができます。また、新しいアセットライブ

ラリは、メッセージ内の壊れたアセット参照を回避するのに役立ちます。インテリジェン

トなAIベースの画像タグ付けにより、検索体験が向上しています。 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=db843d59-cbd7-e811-b96f-0003ff68b41d
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=db843d59-cbd7-e811-b96f-0003ff68b41d
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特徴の詳細 

• Dynamics 365にまたがる単一のアセットライブラリ。 

• 画像、動画、バイナリの検索、作成、更新、削除。 

• バージョン、リバート。 

• チャンネルコンテンツは、壊れたアセット参照を防ぐために、アセットの更

新や削除を意識しています。 

• 画像、ビデオ、バイナリの一括インポートと管理。 

• AIを活用した画像や動画のインテリジェントなタグ付けで効果的な検索を実現 

 

 

Dynamics 365 Marketingには、高度で一元化されたアセットライブラリが含まれています。 

SMSメッセージを作成し、任意の携帯電話に送信 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

Dynamics 365 Marketingのモバイルチャネルを利用したSMSメッセージングは、モバ

イルユーザーとの新たな接点を創出します。SMSチャネルは、迅速なトランザクショ

ンを可能にします。 
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キャンペーンや顧客サービスのコミュニケーションの一環として、コミュニケーシ

ョンやマーケティングメッセージングを行います。 

 

特徴の詳細 

• SMSメッセージチャネルには、フリーダイヤル番号とショートコードを介した

トランザクションとマーケティングのSMSとMMSメッセージングが含まれて

います。 

• 既存の電話番号を北米・欧州の選択地域にまたがって購入・利用する場合のオ

プションです。 

• SMS エディタ内のパーソナライズされたメッセージでエンドツーエンドの体験を作

り、モバイル ユーザーへのタイムリーな配信を調整します。 
 

Dynamics 365 Marketingのモバイルチャネルを利用したSMSメッセージング 

 

AndroidまたはiOSアプリにプッシュ通知を配信 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 
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事業価値 

モバイルアプリを使用している企業は、Dynamics 365 Marketingを使用して、美しくパー

ソナライズされたプッシュ通知を作成し、顧客の関心を維持することが可能になりました。 

特徴の詳細 

• モバイルプッシュチャンネルには、画像、動画、音声でカスタマイズされたメッセージ

など、豊富な通知機能が搭載されています。 

• アプリ内でもアプリ外でもプッシュ通知を送信できます。 

• プッシュクリックは、リンクやディープリンクにつながる可能性があります。 

• カスタムアクションボタンは、好みのアクションやアプリ内外のページにリンクする

ことができます。 
 

モバイルアプリを使用したビジネスで、Dynamics 365 Marketingを使用してパーソナライズ

されたプッシュ通知を作成できるようになりました。 

パーソナライゼーション 

概要 

• コンタクトに加えて、カスタマージャーニーを使用して、リードと機会をターゲットにし

ます。 

• 新しいポイントアンドクリックのインターフェイスにより、動的コンテンツのオーサリン

グを簡単に行うことができます。 

• より柔軟なデータソースのセットから、深くパーソナライズされたメールを作成します。 

• 再帰性、頻度、収益化などの属性を使用してAIが生成したセグメントをター

ゲットにして、高解約リスクの顧客や高価値の顧客をターゲットにします。 
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より柔軟なデータソースのセットを使用して、深くパーソナライズされたメールを作

成します。 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

顧客にパーソナライズされたコンテンツを送信することは、エンゲージメントを高めるた

めの素晴らしい方法です。今回のリリースでは、コンタクトレコードに取り込まれた情報

以外にもパーソナライズ機能を拡張しています。データのリストなど、Microsoft Dataverse

に接続できるあらゆるデータソースをパーソナライズ用のデータとして使用できるように

なりました。 

より深くパーソナライズされたメッセージに加え、動的データのみで異なる複数のメッセ

ージを1つのメッセージにまとめることで、管理やメンテナンスが容易になります。 

特徴の詳細 

• 連絡先の記録だけでなく、パーソナライズのために任意のデータを使用してください。 

• データのリストを使用します。 
 

Dynamics 365 Marketingでは、より柔軟なデータソースからコンテンツをパーソナライズ

することができます。 
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新しいポイントアンドクリックのインターフェイスで簡単にダイナミックなコンテン

ツを作成 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

高度なダイナミックコンテンツは、パーソナライズされた高度なメッセージを顧客に届け

るための鍵となります。しかし、動的コンテンツの設定が複雑なため、生産性が低下する

ことがあります。このリリースでは、条件に基づいてコンテンツのブロックを表示したり、

データの動的なリストを繰り返し表示したりするなどの高度な動的コンテンツを、使いや

すい UI エディタから簡単に作成できます。 

特徴の詳細 

• ダイナミックコンテンツエディタ。 

• ポイントアンドクリックでコンテンツを表示するための条件作成 

• データのリストをポイントアンドクリックで反復します。 
 

アップデートされたDynamics 365 Marketingのダイナミックコンテンツエディタは、パ

ーソナライズされたメッセージを素早く作成します。 
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コンタクトだけでなく、カスタマージャーニーを使ってリードを狙う 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年8月 - - 

事業価値 

カスタマージャーニーエディターでは、連絡先に加えて、リードとオポチュニティとして

表現される顧客をターゲットにできるようになりました。これにより、セグメントやジャ

ーニーで顧客にリーチするための新たな柔軟な手段が生まれます。 

特徴の詳細 

• 親コンタクトを作成することなく、リードエンティティまたはオポチュニティ

エンティティを通じて顧客をターゲットにします。 

• リードとオポチュニティのエンティティにダイナミックコンテンツを挿入して、メッセー

ジをパーソナライズします。 

継続的に更新されるカスタマーインサイトのマルチデータソースセグメントをマー

ケティングキャンペーンに活用します。 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

Dynamics 365 Customer Insightsとの統合により、Dynamics 365 Marketingのセグメン

テーション機能が強化され、正確なオーディエンスターゲティングが可能になり、キ

ャンペーンの効果を高めることができます。 

特徴の詳細 

• カスタマーインサイトのセグメントを即座に発見し、セグメント作成ロジックを確認

し、マーケティングのカスタマージャーニーにセグメントを使用することができます。 

• マーケティングのカスタマーインサイトのセグメントは、カスタマーインサイトとマ

ーケティングが接続されている限り、動的に更新されます。 

• Customer Insights の動的セグメントのスナップショットを、Marketing の静的セグメント

として保存します。 
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• ネイティブマーケティングのダイナミックセグメントと同様に、カスタマーインサイ

トのセグメントをカスタマージャーニーで直接使用することができます。 
 

カスタマーインサイトのセグメントは、キャンペーンの実行のためにマーケティングの中で
自動的に使用することができます。 
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売上高 

Dynamics 365 Sales 2021リリースウェーブ1の概要 

Dynamics 365 Salesは市場をリードするセールスツールであり続けています。データ、イン

テリジェンス、エクスペリエンスを活用して、顧客の購買意欲を理解することで、あらゆ

る組織がより多くの販売を行うことができます。Dynamics 365 Salesは、顧客との関係性を

重視しています。Dynamics 365 Salesは、顧客のニーズを理解し、より関連性の高い真のエ

ンゲージメントを促進し、より効率的な販売を実現します。 

Dynamics 365 Salesの2021年リリースの第1波では、お客様からの貴重なフィードバックを

もとに、いくつかのアップデートや最適化を行い、いくつかのバグ修正を含む、エキサイテ

ィングな新機能をリリースします。お客様からの継続的なフィードバックは、私たちにとっ

て重要なものです。 

2021年のリリースウェーブ1に含まれる重点分野は以下の通りです。 

• あなたの時間を節約します。販売に集中するために、より簡単にタスクを取得します。 

販売者は、適切な顧客を特定し、次に取るべき行動を見極めるために、いくつかのステ

ップを踏む必要があります。私たちは、顧客の変化するニーズや行動に適応する、より

多くの自動化とシーケンスを導入することに興奮しています。レコードサイドパネルで

は、独自のビジネス要件に合わせてワークスペースをカスタマイズし、重要なアクショ

ンをトリガーすることができます。ディールマネージャーのワークスペースを使用する

ことで、売り手は適切なディールを素早く表示し、適切なコンテキストを取得し、ワン

クリックでアクションを起こすことができるようになります。 

• 指先でのインテリジェンス。意思決定に役立つデータドリブンな洞察を提供しま

す。 

売り手は、日々の意思決定に役立つデータを求めていますが、同時に、ノイズを切り分

けるために重要なインサイトを明らかにする必要があります。カンバセーションインテ

リジェンスは、ビデオ通話や複数の参加者との通話に加えて洞察を提供します。ディー

ルマネージャーのワークスペースに新しいフィルターが追加されたことで、売り手は検

索したり、カラムフィルターを素早く設定したり、時間ベースのスライサーを選択した

りすることで、案件を簡単に見つけることができるようになりました。また、インタラ

クティブで設定可能な、すぐに使える新しいデータビジュアライゼーションも導入して

います。 

販売者は、パイプラインを素早く理解するのに役立つように、すぐに計算されたメト

リクスである「統計」を選択することもできるようになります。 

• 外出先での支援。外出先での販売者のモバイル体験を強化します。 

フィールドセラーは、モバイルデバイスから業務を管理できることが求められています。

Dynamics 365 Salesのモバイル エクスペリエンスを利用することで、売り手は、会議参

加者に関するLinkedInの最新情報、案件に関する洞察、AIと統合されたアカウントや連

絡先、ファイル、メモ、メールなどに簡単にアクセスすることができます。また、売り

手は自分の活動を簡単に管理し、フォローアップアクションを迅速に取ることができる

ようになった。最後に、Microsoft Teamsのカスタマーコールや 

https://aka.ms/SalesIdeas
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オンライン会議をDynamics 365の記録に書き起こして割り当てることができ、AI

によって売り手はインサイト、センチメント、フォローアップアクションにアク

セスすることができます。 

Dynamics 365 Salesの新機能と予定について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

デジタル販売 

強力なパイプラインを構築し、コンテキストを提供し、販売プロセスを通じて自動化さ

れたレコメンデーションを浮上させることで、インサイドセラーがよりスマートに販売

できるように支援することを目的としています。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

ディスカバー・セールス・プ

レミアム 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- - 2021年4月 

トライアル経験の向上 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- - 2021年4月 

個人設定を強化する ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

自動化と適応シー

ケンス 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

作業キューをパーソナライズ

する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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リード獲得サービスから

のリードの問い合わせ 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

販売者のKPIとマネージ

ャーのダッシュボードで

生産性を向上させる 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年6月 - 

 

 

エンゲージメントプラットフォーム 

様々な通信事業者とDynamics 365 Salesとのスムーズな連携を可能にし、デジタルセー

ルス機能を簡単に導入できるようにすることを目指します。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

すぐに使える機能を使っ

て、テレフォニー・プロバ

イダーを簡単に統合できま

す。 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 - - 

あらゆるタイプのセールス

コールのトップにビジネス

の洞察力を提供する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 発表予定 

モバイル 

モバイルは、今日の営業組織が直面している最大の課題の1つを解決するために不可欠なも

のです。それは、販売者が必要なものに、必要な時に、必要な場所でアクセスし、リアル

タイムでの情報の記録と共有を容易にする方法です。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

顧客との関係を築くための

準備をしてください。 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

顧客情報の検索、対話、作

成を簡単に行うことができ

ます。 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

情報を簡単に記録して共

有 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 - 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

顧客との関わりの詳細を

見逃すことはありません 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年6月 - - 

 

パイプラインマネージャのワークスペース 

新しいパイプラインマネージャーのワークスペースは、最適化されたユーザー中心のエク

スペリエンスを提供し、販売者が効果的にパイプラインを健全な状態に保つことができる

ようにします。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

レコードサイドパネルの

フォームをカスタマイズ

して構成する機能 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

高度な編集可能なグリッド

は、列をパーソナライズす

る機能を持つ取引を更新す

る 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

新記録側パネルフォームで

生産性を向上 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

Sales Insightsでワークスペー

ス体験を強化 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

売り手によってパーソナライ

ズされることができるインタ

ラクティブなビジュアルチャ

ート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

セールスハブやその他のカス

タムアプリからアクセス可能

な、魅力的で直感的な新しい

ワークスペース体験 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 
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データスライサーを使

ってワークスペース内

のデータを素早くフィ

ルタリング 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

スタッツで最も関連性

の高いメトリクスを追

跡 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

グリッドやレコードサイ

ドパネルから直接キーア

クションやアクティビテ

ィをトリガーします。 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

 

* 2021年2月1日のアーリーアクセスでは、ユーザーに影響を与えるすべての必須の変更

を含め、いくつかの機能を利用することができます。詳細については、アーリーアクセ

スFAQをご覧ください。 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

モバイル 

概要 

モバイルは、今日の営業組織が直面している最大の課題の1つを解決するために不可欠なも

のです。それは、販売者が必要なものに、必要なときに、必要な場所で、必要な情報にア

クセスし、リアルタイムでの情報の記録と共有を容易にする方法です。顧客体験を簡素化

し、販売者が販売に集中できるようにするための取り組みの一環として、直観的なモバイ

ル体験を導入し、顧客情報への迅速なアクセスを提供し、その情報を簡単に最新の状態に

保つことができるようにします。 

このアプリケーションは、マイクロソフトの資産とデバイスの機能を活用し、日々の販売

者のコアなシナリオに最適化された体験を提供します。iOSおよびAndroidプラットフォー

ムで利用可能な新しい販売アプリケーションを使用することで、フィールドセラーはいつ

でもどこでも生産的な作業を行うことができます。 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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情報を簡単に記録して共有 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

事業価値 

顧客関係管理システムの価値は、売り手がどのような情報をロギングしているかに決定的

に左右されます。ログ付けや共有の行動に手間がかからないほど、その可能性が高くなり、

顧客関係管理システムの価値は高まります。この付加価値により、売り手はより多くの情

報を繰り返し訪問し、消費し、対応し、ログに記録することに魅力を感じます。 

特徴の詳細 

• カードとメモをスキャンします。 

• ノートの分析とタスクの抽出。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

 

顧客との関わりの詳細を見逃すことはありません 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年6月 - - 

事業価値 

カスタマーエンゲージメントの詳細を見逃すことはありません。売り手は毎週何十件もの

カスタマーエンゲージメントを行いますが、その多くはモバイルデバイスからです。それ

ぞれのエンゲージメントには、暗黙的な情報と明示的な情報がありますが、特に取引が新

しい場合や売り手が新しい場合は、見落としがちな情報もあります。売り手の注意は、話

している間に複数の項目に分散されているかもしれませんし、メモを取ることができない

状況かもしれません。 

特徴の詳細 

• 各通話やオンライン会議の自動テープ起こし。 

• 各コールを関連するDynamics 365エンティティに自動的に割り当て、Dynamics 365内に

データを入力します。 

• 会話のインサイトとアクションアイテムの抽出。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 
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顧客との関係を築くための準備をしてください。 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

事業価値 

売り手は常に顧客と関わりを持ち、準備する時間もなく、集中的に取引を行っています。

顧客と関連する取引に関する必要な情報を得ることが、勝敗を分けることになります。 

特徴の詳細 

• LinkedInとDynamics 365のインサイトから取得した参加者ごとの充実した情報。 

• 個人の連絡先にアクセスし、Dynamics 365との統合を迅速に行うことができます。 

• ファイル、メモ、メールなどのエンゲージメント関連のリソースにアクセスできます。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

顧客情報の検索、対話、作成を簡単に行うことができます。 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

事業価値 

顧客関係管理システムは、モバイルデバイスからの使用が苦痛な硬直したデータベースで

あってはなりません。販売者が顧客情報と快適に対話し、関連するデータを素早く見つけ、

迅速にフォローアップ行動を取ることができれば、販売組織からの利益が増え、最終的に

はより多くの販売が可能になります。 

特徴の詳細 

• 活動管理のinboxとto-do体験。 

• ワンクリックでのフォローアクション。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 
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デジタル販売 

概要 

インサイドセラーは顧客リストを管理します。営業組織は様々で、コンバージョンする

必要があるリードを管理する場合もあれば、獲得する必要があるオポチュニティを管理

する場合もあります。当社のビジョンは、リード、オポチュニティ、カスタムエンティ

ティの管理など、特定のビジネスニーズを満たすためにセールスアクセラレーションを

カスタマイズすることです。 

作業キューをパーソナライズする 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

営業担当者は、大量のタスク、会議、電子メール、顧客との電話などで毎日忙しくしてい

ます。売り手のタスクに合わせて作業面を適応させるために、作業リストには、柔軟なビ

ューであらゆるタイプのタスクの更新情報が含まれている必要があり、売り手が異なるタ

イプのアプリケーションを切り替えることなく、顧客の記録から直接電話を開始したり、

メールを送信したりすることが容易になり、迅速にタスクを完了させることができます。 

特徴の詳細 

ユーザーのパーソナライゼーション。 

• 作業キューのユーザー定義の高度な設定とビュー。 

今後の会議。 

• Outlookの会議に統合されたビュー。 

• アクセラレーター内から新しいMicrosoft Teamsのミーティングを開始します。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

この機能は別途アドインライセンスが必要な場合があります。詳しくはプラン比較をご

覧ください。 

トライアル経験の向上 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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事業価値 

現在、「Sales Insights Add-in for Dynamics 365 Sales」のトライアル体験が最適化されてお

らず、お客様は機能のインストール、設定、価値を実感することができません。今回の新

SKUでは、管理者やビジネスユーザーが簡単かつ迅速にプレミアム機能の価値を実感できる

よう、トライアルを最適化していきます。 

特徴の詳細 

• アドオンのインストールがより速く、より簡単になりました。 

• 新しいトライアルのサンプルプレミアムデータ。 

• サンプルデータを管理します。 

• トライアル体験を向上させる。 

• ようこそトライアル画面へ 

• ライセンス表示の強化。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

販売者のKPIとマネージャーのダッシュボードで生産性を向上させる 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年6月 - - 

事業価値 

KPIとダッシュボードは、組織の売上目標を整理し、売り手とそのマネージャーにとって

継続的に更新するための効果的な方法です。これらのデータポイントがなければ、組織

の売上の状況を知ることができず、売り手がどれだけ早く目標を達成できるか、また、

売上プロセスをスピードアップさせるために指導や支援が必要かどうかを知ることがで

きません。 

特徴の詳細 

マネージャーダッシュボード。マネージャーがチームのパフォーマンスを表示し、販

売者をコーチやガイドすることができます。 

• 過去の期間と比較して、組織内のアクティブなリードの数。 

• リードとオポチュニティのコンバージョン率。 

• ソースタイプ別のリード。 

• 売り手ごとのリード。 

リアルタイムの売り手のKPI。組織が売り手のために主要なパフォーマンス指標を定義し、

リアルタイムで進捗状況を確認できるようにする機能。 

• 有資格者のリード数。 
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• 通話回数。 

• 会議の数。 

• 推定値です。 

注: この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。この機能を利用

するには、別途アドインライセンスが必要な場合があります。詳細については、プラン

比較を参照してください。 

ディスカバー・セールス・プレミアム 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

現在、Sales Insightsの機能は、既存のSales SKUの管理者が簡単に発見することができま

せん。既存顧客がプレミアム機能を有効に活用し、売上を伸ばしている。機能を通じて、

管理者によるプレミアム機能の発見を増やしていきます。 

特徴の詳細 

• プレミアム機能の認知度を高める。 

• メイン設定エリアでプレミアム機能を促進します。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

この機能は別途アドインライセンスが必要な場合があります。詳しくはプラン比較をご

覧ください。 

個人設定を強化する 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

新しいエディタを使用してメールテンプレートとメール署名を作成するためのオプション

と柔軟性をユーザーに与える。個人設定を専用エリアに移動し、販売者の牽引力を高め、

セールスとセールスインサイトの両方の個人設定をホストできるようにします。 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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特徴の詳細 

• モダンなメールテンプレートと署名エディタにアクセスできます。 

• Dynamics 365 Salesのハブアプリで、個人設定を専用エリアスイッチャーに移動します。 

• 個人設定の項目を整理します。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

自動化と適応シーケンス 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

今日、売り手は顧客の状況を確認し、それに応じて次のタスクを決定し、新しいメールタ

スクを作成し、関連する情報でメールを編集し、顧客に送信し、応答を待つことが求めら

れています。このプロセスは自動化することができ、必要に応じて売り手からの明示的な

アクションが必要になりますので、売り手は他のビジネスチャンスを閉じるための余暇を

過ごすことができます。 

特徴の詳細 

シーケンスの自動化。電子メール活動がシーケンスの次のステップであるときに自動的に

電子メールを送信するなど、売り手の介入を必要とせずに自動的に活動を実行します。 

• メール自動化のサポートを追加しました。 

• 販売者アカウントから送信するパーソナライズメールテンプレート 

シーケンス フォーク。外部または内部のトリガーに基づいて次のステップをスマートに選

択できる反応型シーケンス。 

シーケンスリスナー。 

• メールエンゲージメントのためのリスナーの追加：メールの開封、メールリンクのク

リック、添付ファイルの閲覧、センチメント。 

• 電話や会議の会話にリスナーを追加する：感情、キーワード、競合、言及など。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

この機能は別途アドインライセンスが必要な場合があります。詳しくはプラン比較をご

覧ください。 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans


Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ダイナミクス365の

販売 

67 

 

 

リード獲得サービスからのリードの問い合わせ 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

サードパーティのリード獲得サービスと統合することで、見込み客獲得の経験を次のレ

ベルに引き上げます。これらの統合により、売り手は特定のセグメントや基準に合致す

る新しいリードを検索することができます。サービスプロバイダーによっては、類似の

連絡先や企業を検索して、新たな潜在的な機会を発見したり、顧客ベースを充実させた

りすることができ、情報が完全で最新のものになるようにします。 

特徴の詳細 

リード獲得サービスからのリードの問い合わせ 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

この機能は別途アドインライセンスが必要な場合があります。詳しくはプラン比較をご

覧ください。 

パイプラインマネージャのワークスペース 

概要 

販売パイプラインの管理は、インパクトの強い活動です。そのためには、データの迅速な

消費と、クイックエディットアクション、データの可視化、コラボレーション、タスク管

理などのためのツールが必要です。 

今回のリリースでは、パイプライン管理のために最適化された新しいパーソナライズさ

れたワークスペースを導入します。このワークスペースでは、売り手はワークサーフェ

スから離れて移動することなく、取引を素早くフィルタリングし、必要な情報を表示し、

直接行動を起こすために必要なインコンテクスト体験を提供することで、取引機会の表

示、管理、実行を行うことができます。 

新しいパイプラインマネージャーのワークスペースにより、販売者は販売パイプラインを

健全な状態に保つことができるようになりました。 

データスライサーでワークスペース内のデータを素早くフィルタリング 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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事業価値 

適切な機会を見つけるのは難しい。現在、ユーザーは特定の機会のセットを見つけたいと思

うたびに新しいビューを作成する必要があります。ディールマネージャーワークスペースの

データフィルタリング機能により、ユーザーは、検索、迅速なカラムフィルタの設定、また

は時間ベースのスライサーを選択することで、簡単に機会を見つけることができるようにな

ります。 

特徴の詳細 

• グリッド列をベースにしたデータスライサーです。 

• 異なる時間パラメータに基づいてデータをフィルタリングするためのタイムスライサー。 

• 検索フィルターを使ってレコードを素早く検索します。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

 

レコードサイドパネルのフォームをカスタマイズして構成する機能 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

完全なオポチュニティフォームが必要ない場合もあります。売り手は、最も関連性の高い

情報を素早く閲覧し、最新の活動をキャッチアップしたいと考えています。そのために、

私たちはレコードサイドパネルを導入しています。レコードサイドパネルは、パイプライ

ン管理ワークスペースの一部としてサイドパネルを通して配信されるフォームの合理化さ

れた表現です。組織は、独自のビジネス要件に合わせてレコードサイドパネルのフォーム

をカスタマイズすることができるようになります。 

特徴の詳細 

• オポチュニティ、コンタクト、アカウントエンティティのための、すぐに使えるレコード

サイドパネルフォーム。 

• すぐに使えるレコードサイドパネルフォームをカスタム属性でカスタマイズする機能。 

• ビジネスルールに対応しています。 

• サーバー側のプラグインをサポートします。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

セールスハブやその他のカスタムアプリからアクセス可能な、魅力的で直感的な新

しいワークスペース体験 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ 2021年4月 - - 
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事業価値 

今日、売り手はパイプラインを管理するために、ダッシュボードを表示し、機会のリスト

に移動し、特定の取引を掘り下げ、取引を前進させるために必要なコンテキストを取得す

ることが期待されています。これらは、売り手がワークフローから離れてしまう多くのス

テップです。 

ディールマネージャーのワークスペースでは、直感的でモダン、かつパーソナルな新しい

体験を提供します。ワークスペースの体験は、売り手と機会との関わり方を変え、売り手

の生産性を高め、最終的には取引を成功に導くことができるようになります。 

特徴の詳細 

• 販売ハブの新しいサイトマップエントリは、ユーザーがディールマネージャーを指すよう

になりました。 

• すべてのコンポーネントが箱から出して出荷されたワークスペースコンテナ。 

• カスタムアプリを利用した組織のワークスペースをサポート 

 

 

ディールマネージャー 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ダイナミクス365の

販売 

71 

 

 

売り手によってパーソナライズされることができるインタラクティブなビジュアルチ

ャート 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

案件を視覚的に迅速に表示する機能は、売り手からの要望の中でも最も高いものの一つで

す。これにより、売り手は、次に取り組むべき案件を一目で見極めるために必要な洞察を

得ることができます。 

ディールマネージャーのワークスペースでは、売り手に機会の可視化を提供するだけで

なく、これらの機会をフィルタリングすることができる、すぐに使えるチャートを導入

しています。 

特徴の詳細 

• 3つのアウトオブボックスチャート（バブルチャート、ファンネルチャート、バーチャー

ト）。 

• チャートはインタラクティブで、選択するとフィルターとして機能します。 

• チャートフィールドは、売り手がニーズに合わせて設定することができます。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

 

Sales Insightsでワークスペース体験を強化 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

この機能は、迅速な次のアクションのために、リレーションシップスコア、予測機会ス

コア、その他のインサイトを使用して、強化された経験とインサイトを提供します。 

特徴の詳細 

• レコードサイドパネルのセールスインサイトのスコア 

• グリッド内の関係スコアとインサイト。 

• レコード側のパネルビューからアクセス可能なオポチュニティスコアと予測オポチ

ュニティスコア。 

• バブルチャートの予測機会スコアと健康グレード。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 
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この機能は別途アドインライセンスが必要な場合があります。詳しくはプラン比較をご覧

ください。 

高度な編集可能なグリッドは、列をパーソナライズする機能を持つ取引を更新する 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

パイプラインを管理する際、売り手は重要な情報を迅速に更新したいと考えています。ディ

ールマネージャーのワークスペースには、インライン編集可能なグリッドが配置されていま

す。 

ユーザーは、表形式で素早く機会をふるい分け、即座に更新を行うことができます。また、

販売者はグリッドをパーソナライズして、自分に関連する列だけを含めることもできます。 

特徴の詳細 

この機能は、機能を提供しています。 

• フィールドをインラインで編集します。 

• グリッド内のデータをフィルタリング、ソート、検索、並び替えします。 

• グリッド内の列を表示または非表示にします。 

• グリッドに列を追加します。 

• 数値列については、集計を参照してください。 

• グリッドアクションでビジネスロジックを実行します。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

新記録側パネルフォームで生産性を向上 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

完全なオポチュニティフォームが必要ない場合もあります。売り手は、最も関連性の高い

情報を素早く閲覧し、最新の活動をキャッチアップしたいと考えています。そのために、

私たちはレコードサイドパネルフォームを導入しています。レコードサイドパネルフォー

ムは、パイプライン管理ワークスペースの一部としてサイドパネルを介して配信されるフ

ォームの合理化された表現です。レコードサイドパネルフォーム 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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サイドパネルフォームは、移動したり、コンテキストを失うことなく更新すること

ができる機会の記録への迅速かつ簡単なアクセスを提供します。 

 

特徴の詳細 

• サイドパネルから読み込まれた新記録サイドパネルフォームのレイアウト。 

• クイックエディット機能。 

• 主要な活動やアクション（メモやタスク）にアクセスできます。 

• レコードサイドパネル内の連絡先やアカウントにドリルインします。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

 

スタッツで最も関連性の高いメトリクスを追跡 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

重要なパフォーマンス指標を素早く可視化することは、売り手が現在の進捗状況を理解す

る上で重要です。ディールマネージャーのワークスペースでは、販売者がパイプラインを

素早く理解するのに役立つように、統計量と呼ばれる計算されたメトリクスをすぐに選択

できる機能を提供しています。事前に設定されている7つの統計情報が含まれており、ユー

ザーはそれらの中から選択し、関連するオポチュニティフィールドにマッピングするよう

に設定することもできます。 

特徴の詳細 

• 事前に定義された統計（オポチュニティ管理からのメトリクス）。 

• 事前に定義されたセットからメトリクスを選択する機能。 

• 統計を構成する能力。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

グリッドやレコードサイドパネルから直接キーアクションやアクティビティを

トリガーします。 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - - 

事業価値 

今日では、新しいノート、電子メール、またはタスクを作成するために、ユーザーは機会の

フォームに移動する必要があります。 
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パイプラインマネージャーのワークスペースでは、販売者はグリッドやレコードサイド

パネルから直接キーアクションを素早くトリガーしたり、アクティビティを管理したり

することができます。このように素早くアクセスできるため、販売者は作業面から離れ

て移動することなく、効率的に作業を進めることができます。 

特徴の詳細 

• メモやタスクを管理するための新しい最適化されたエクスペリエンス。 

• グリッドまたはレコードサイドパネルからメモ、タスク、予定に素早くアクセスでき

ます。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

エンゲージメントプラットフォーム 

概要 

各種通信事業者とDynamics 365 Salesとの連携をスムーズに行い、デジタルセールス機能

を簡単に導入できるようにすることを目指しています。 

あらゆるタイプのセールスコールのトップにビジネスの洞察力を提供する 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - 発表予定 

事業価値 

組織は、産業別、ドメイン関連、地理的、その他のビジネスニーズの多様化に伴い、様々

な方法で顧客と交流しています。企業や企業では、営業チーム（デジタル・エージェント

やマネージャー）が音声での会話を行うオンプレミスの電話システムを使用する傾向があ

りますが、中小企業では、ほとんどの場合、オンライン・ミーティング・プロバイダーを

介してビデオ通話を行います。インサイドセラーは通常、1対1の通話を行いますが、アカ

ウントマネージャーは複数の参加者で会話をする傾向があります。 

会話は、文化的な理由や規制上の理由に合わせて、さまざまな形式や品質でキャプチ

ャされます。これらすべてのインタラクションを統一しているのは、ビジネスに不可

欠なインサイトを抽出する必要があるということだけです。 

特徴の詳細 

• ビデオ通話の上部に洞察を提供します。 

• 複数参加型コールのビジネスインサイトを分析し、抽出します。 

• オンライン会議をサポートし、参加者（エスカレーション、ドメインエキスパート）を追

加することができます。 

• Dynamics 365内での電話応対をサポートし、トップのインサイトを提供します。 
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注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

この機能は別途アドインライセンスが必要な場合があります。詳しくはプラン比較をご

覧ください。 

すぐに使える機能で、お使いのテレフォニー・プロバイダーを簡単に統合できます。 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

特徴の詳細 

• ダイヤル録音の再生Dynamics 365 Channel Integration Frameworkを利用してCTI

（Computer Telephony Integration）のニーズに対応しているお客様は、通話を録音し、

Dynamics 365 SalesのSales Insightsアドイン内の会話インテリジェンスを利用できるよ

うになりました。 

• 戦略的パートナーシップをより多くのレコーディングプラットフォームに拡大する。

レコーディング・プレーヤーやテレフォニー・システムとの連携を継続し、展開し

やすい統合を構築します。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

この機能は別途アドインライセンスが必要な場合があります。詳しくはプラン比較をご

覧ください。 

https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
https://dynamics.microsoft.com/pricing/sales/#plans
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サービス 

Dynamics 365カスタマーサービス2021リリースウェーブ1

の概要 

Dynamics 365 Customer Serviceは、複数の顧客エンゲージメントチャネルにまたがるセ

ルフサービスやアシストサービスのシナリオを網羅した、エンドツーエンドの顧客サポ

ートサービスです。 

Customer Serviceは、エージェントのための包括的かつ効率的なケースルーティングと管理

を提供します。また、インサイトやオムニチャネルエンゲージメントのためのアドオンを

提供し、ナレッジマネジメント記事のオーサリングと消費を可能にします。2021年のリリ

ースウェーブ1では、以下の領域に注力しています。 

• 顧客が迅速に稼働できるようにします。 

• オールインワンのコンタクトセンターをお届けします。 

• コンタクトセンターのルーティングを変換します。 

Dynamics 365カスタマーサービスの新機能と予定について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

エージェントの体験談 

カスタマーサービスのエージェント体験には、カスタマーサービスのワークスペース、カ

スタマーサービスのオムニチャネル、カスタマーサービスのハブなどがあります。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

コアサービススケジューリング

ソリューションに含まれる予約

データ 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

Invoke Power カスタマ サービス 

ワークスペースのマクロからの

フローの自動化 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

マルチセッションアプリのナ

ビゲーション改善 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

マルチセッションアプ

リの視覚的な改善 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

コアサービススケジューリング

ソリューション内の新規スケジ

ュールボードでの週次・月次表

示対応 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

 

エージェントの生産性 

エージェントの生産性向上ツールは、エージェントが顧客をより効率的かつ効果的に支援す

ることを可能にします。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

AIが提案する知識記事や類似事

例の複数言語対応 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

ケースマネジメント 

カスタマーサービスのエージェント体験におけるケース管理機能の改善。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

顧客サービス管理者のための

組み込み分析の改善 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

解決済み・取消済みのケースを

更新できるようにするための設

定 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年2月 2021年4月 

 

電子メール 

メールはDynamics 365の重要なコミュニケーションツールであり、カスタマーサービスの

現場でも大いに活用されています。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

ユーザーエクスペリエンスの向上 管理人さん、メーカ

ーさん 

- 2021年2月 2021年4月 

電子メールの設定可能性を介して マーケッターや    

 アナリスト    

 ひとりでに    

ナレッジマネジメント 

ナレッジマネジメントソリューションと経験の大幅な拡大により、適切なコンテ

ンツを適切なタイミングで、適切なチャネルで提供します。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

知識記事の検索フィルタを

設定する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

知識記事作成のための言語設

定、検索体験のためのフィルタ

をパーソナライズする 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

知識検索分析 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

10月1日 

2020 

- 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

新しいフォームデザイナーで知

識検索コントロールを設定する 

管理者、メーカ

ー、マーケッタ

ー、アナリスト

が自動的に 

2021年2月 - 2021年4月 

連帯型知識検索 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

 

オムニチャネルチャット 

チャットは、Microsoft Teamsのコミュニケーションサービス「Microsoft Teams IC3」をベ

ースに構築されたMicrosoftのファーストパーティチャットチャンネルです。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

チャットとデジタルメッセージ

ングのための組み込み分析 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

チャットとデジタルメッセージ

ングの運用監視のための強化さ

れたスーパーバイザー体験 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

すべてのチャンネルの過去のト

ピックのクラスタリング 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

オムニチャネルチャットとデジ

タルメッセージングのための近

代的な管理経験 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 
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オムニチャネル音声 

Dynamics 365 Customer Serviceの一部として、包括的で統合されたファーストパーティ

の音声ソリューションを出荷することで、オールインワンのコンタクトセンターを実現

します。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

コールインテリジェンス 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

通話録音 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

通話録音とリアルタイムセン

チメント分析 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

相談と転送 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

ダイレクトアウトバウンドコール 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

音声チャネルのための組み込

み型アナリティクス 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

Power Virtual AgentsとMicrosoft 

Bot Frameworkを介したインテ

リジェントなボイスボット 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

オムニチャネル音声（番号管

理）の近代的な管理経験 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

通信サービスを利用したオムニ

チャネルSMSの現代管理（番号

管理 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

スーパーバイザーの監視とバージ 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

音声のためのトピッククラスタリ

ング 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年8月 

音声チャネルは、Azure 

Communication Servicesによっ

て供給されます。 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

10月28日 

2020 

- 2021年8月 

 

サービスレベル契約 

サービスレベル契約により、企業は契約上のサポート契約を追跡し、それを実現すること

ができます。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

SLAのユーザビリティの向上と 管理人さん、メーカ

ーさん 

- - 2021年4月 

向上 マーケッターや    

 アナリスト    

 ひとりでに    

タイムライン 

タイムラインは、Dynamics 365のユーザーが時間の経過とともに発生するアクティビティ

やインタラクションの集合体を確認するのに役立ちます。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

のための設定の強化 管理人さん、メーカ

ーさん 

- - 2021年4月 

新しいフォームデザイナーのタイ

ムライン 

マーケッターや    

 アナリスト    

 ひとりでに    
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

オートポスト設定のた

めの近代的な管理経験 

管理者、メーカ

ー、マーケッタ

ー、アナリスト

が自動的に 

- - 2021年4月 

タイムラインの使い勝手の

向上 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

 

統一されたルーティング 

すべてのチャネルにインテリジェントなオムニチャネルルーティングを提供すること

で、コンタクトセンターのルーティングを変革し、問題解決時間と顧客満足度を向上

させます。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

レコード値に基づく動的な割り

当てルール 

管理者、メーカ

ー、マーケッタ

ー、アナリスト

が自動的に 

- - 2021年4月 

エンティティとチャンネル

のインテリジェントなルー

ティングと割り当て 

管理者、メーカ

ー、マーケッタ

ー、アナリスト

が自動的に 

- - 2021年4月 

改良された分類のため

のインテリジェントな

スキルファインダ 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- - 2021年4月 

分類と割り当てルールのための

近代的なオーサリング経験 

管理者、メーカ

ー、マーケッタ

ー、アナリスト

が自動的に 

- - 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

アウトオブボックスの割り当て 管理人さん、メーカー

さん 

- - 2021年4月 

ラウンドロビンを含む戦略 マーケッターや    

と最高容量 アナリスト    

 ひとりでに    

作業項目の優先順位付けルール 管理人さん、メーカー

さん 

- - 2021年4月 

エージェントの割り当てに使用さ

れる 

マーケッターや    

 アナリスト    

 ひとりでに    

ルールベースのサポート 管理人さん、メーカー

さん 

- - 2021年4月 

属性を用いた分類と マーケッターや    

かんれんじったい アナリスト    

 ひとりでに    

* 2021年2月1日のアーリーアクセスでは、ユーザーに影響を与えるすべての必須の変更

を含め、いくつかの機能を利用することができます。詳細については、アーリーアクセ

スFAQをご覧ください。 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

エージェントの体験談 

概要 

Dynamics 365 Customer Service 2021リリースウェーブ1では、引き続き、ユーザビリテ

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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ィエクスペリエンスの改善や機能強化に投資し、エージェントエクスペリエンスの向上

を図っています。 
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Invoke Power カスタマ サービス ワークスペースのマクロからのフローの自動化 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

マクロを使用することで、一般的で反復的なタスクを自動化することでエージェントの生

産性を向上させ、大規模なチーム全体でこれらのタスクの一貫性と品質を確保することが

できます。Power Automateフローを実行するためのマクロを使用することで、複雑なロジ

ックを自動化プロセスに適用し、エージェントの負担を軽減し、顧客を支援するための納

期を短縮することができます。 

特徴の詳細 

サービス管理者は、Run Flowコネクタを使用してPower Automateフローを実行するマクロ

を定義できます。その後、エージェントがカスタマサービスワークスペース内でマクロを実

行すると、論理的な条件が評価され、マクロで定義された適切なステップが実行されます。

いくつかのシナリオの例を示します。 

• マクロを実行して顧客を認証します。 

• マクロを実行して、ケースフォームから外部システムに顧客情報を渡す。 

 

マルチセッションアプリの視覚的な改善 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

カスタマーサービス・ワークスペースとオムニチャネル・フォー・カスタマーサービ

スでは、エージェントが複数の顧客案件を同時にマルチタスクで処理し、進行中の作

業のコンテキストを失うことなく、シームレスに案件間を切り替えることができます。 

特徴の詳細 

マルチセッションアプリでは、以下のようなルックアンドフィールの強化が行われ

ています。 

• マルチセッションタブのアイコン 

• 高さを抑えたマルチセッションタブ 

• ブラウザタブのラベルにはアプリ名が表示されます。 
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コアサービススケジューリングソリューション内の新規スケジュールボードでの週

次・月次表示対応 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

2020年リリースウェーブ2でリリースされたレガシースケジュールボードから、重要な機

能を新しいスケジュールボードに持ち込んでいます。これらのアップデートにより、スケ

ジューラはレガシーボードと新ボードを切り替えることなく、予約可能なリソーススケジ

ュールを管理できるようになります。新ボードでは、ユーザーエクスペリエンスが向上し、

スケジューラーの生産性が向上します。 

特徴の詳細 

カスタマーサービスのスケジューリング機能は、以下のように改善されます。 

• ウィークリービューとマンスリービュー。スケジューラは、毎週および毎月のビュ

ーで予約を表示し、予約可能なリソースをスケジュールすることができるようにな

ります。 

• リソース情報カードの機能強化。スケジューラーは、複数日分の予約体験を編

集できるようになります。 

コアサービススケジューリングソリューションに含まれる予約データ 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

現在のところ、Outlookの可用性情報はスケジューリングでは考慮されていません。この

ため、スケジューラーは2つのツール（OutlookとDynamics 365）を切り替えて、可用性を

完全に把握しなければならず、スケジューリングエラーや時間のロスにつながる可能性が

あります。 

再スケジューリングを行うことができます。コアサービスのスケジューリングにOutlookデー

タを含めることで、スケジューラーの 

生産性を向上させ、回避可能なスケジューリングエラーを削減します。 

 

特徴の詳細 

この機能により、コアサービスのスケジューリングオペレーションでは、予約と連動して

予約を使用し、スケジューリングプロセス中に空席情報を提供することができます。スケ

ジュールボードビューでは、予約に加えて予約も表示されます。 
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マルチセッションアプリのナビゲーション改善 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

Customer Service workspaceとOmnichannel for Customer Serviceは、マルチセッション・

アプリで、カスタマーサービス担当者が複数の顧客案件を同時にマルチタスクで処理し、

進行中の作業のコンテキストを失うことなく、シームレスに課題を切り替えられるように

します。今回のリリースでは、これらのアプリのナビゲーションが改善されたことで、エ

ージェントの生産性が向上します。 

特徴の詳細 

カスタマーサービスのワークスペースとカスタマーサービスアプリのオムニチャネルの機

能強化には、以下のデフォルトアクションが含まれています。 

• ホームセッションやダッシュボードページからレコードを開くとセッションが開始されま

す。 

• セッション内のアンカータブから関連するレコードを開くと、タブが開きます。 

• レコードを作成するためのフォームは、新規を選択すると新しいセッションで開きます。 

さらに、すでにセッションとして起動しているレコードを開くと、現在開いているセッシ

ョンにフォーカスが置かれます。 

ケースマネジメント 

概要 

今後もDynamics 365 Customer Serviceのケースマネジメント機能を強化していきます。 

解決済み・取消済みのケースを更新できるようにするための設定 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

管理者やカスタマイザーは、解決済みまたはキャンセルされた状態にあるケースレ

コード（インシデントエンティティ）を更新することができます。 
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特徴の詳細 

管理者やカスタマイザーは、解決済みまたはキャンセルされたステータスのケースに対し

て、Power Automate のフロー、API、またはプラグインを使用してケース情報を更新でき

るようになりました。ケースフォームのユーザーエクスペリエンスは、引き続き読み取り

専用となります。 

顧客サービス管理者のための組み込み分析の改善 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

従来のダッシュボードは、インタラクティブな機能が限られており、組織全体の視野が狭

くなっています。オムニチャネルのチャットとデジタルメッセージングのための組み込み

分析は、サービスマネージャーが過去のデータから問題領域と改善の機会を特定すること

を可能にし、Power BIを利用した豊富なスライス＆ダイス機能を提供します。 

特徴の詳細 

再設計されたレポートには多くの変更点が含まれており、スーパーバイザーは、エージェ

ントやキューがどのようにパフォーマンスを発揮しているかを理解するために、時間の経

過とともにボリューム、CSAT、センチメントなどの主要なメトリクスを包括的に把握でき

るようになっています。新たに追加された重要な洞察カードは、コアメトリクスの注目す

べき傾向や、スーパーバイザーが包括的なレポートの中でさらに調査すべき重要なトピッ

クを垣間見ることができます。エージェントに焦点を当てたビューでは、エージェントが

取り組んだ主な分野やコーチングの機会がどこにあるのかをよりよく理解するために、コ

アメトリクスが表示されます。 

• ケースやエージェントの歴史的な分析ダッシュボード。 

• トピックのクラスタリングを含む統合されたAI機能。 

エージェントの生産性 

概要 

当社は、顧客サービス担当者がより迅速に顧客をサポートし、全体的な顧客満足度を

向上させることができるように、エージェントの生産性向上のための新しいツールへ

の投資を継続的に行っています。 
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AIが提案する知識記事や類似事例の複数言語対応 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

エージェントは通常、顧客のケースを効率的に解決し、一貫した対応を提供するために複数

のリソースを使用します。最高の知識記事や類似のケースを適切な言語のAIで浮かび上がら

せることで、エージェントは適切なソリューションを迅速に見つけ、エージェントの生産性

を高め、顧客へのより良い迅速なサービスを提供することができます。 

特徴の詳細 

AIを活用し、ケースや会話のリアルタイムなコンテキストに基づいて、カスタマーサービ

スのワークスペースやオムニチャネルでの知識記事や類似ケースの提案をエージェントに

提供する機能です。 

以下のようなエージェントを支援します。 

• 正しい解決策を見つけてください。 

• 生産性を高める。 

• 顧客により良いサービスを提供し、より迅速なサービスを提供する。 

2020年のリリースウェーブ2で一般的に利用できるようになったこの機能は、英語コンテ

ンツのみをサポートし、管理者が基本言語を英語に設定している組織でのみ設定できるよ

うになっていました。 

このリリースでは、以下の言語がサポートされています。 

• フレンチ 

• ドイツ語 

• スペイン語 

• 蘭語 

• イタリア語 

• にほんご 
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タイムライン 

概要 

私たちは、Dynamics 365のユーザーが時間をかけてアクティビティやインタラクションの

履歴を確認し、顧客の履歴を360度見ることができるようにするために、タイムラインコ

ンポーネントとその設定機能のアップデートを続けています。 

タイムラインの使い勝手の向上 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

タイムラインコントロールは、ケース、アカウント、連絡先を横断して顧客の履歴を見る

ことができる簡単で没入感のある体験を提供します。この体験により、エージェントは顧

客の履歴をよりよく理解することができ、効率的かつ効果的な方法でよりパーソナライズ

されたサービスを提供することができます。 

特徴の詳細 

タイムラインコントロールの機能強化には以下のようなものがあります。 

• ユーザーの投稿記録のためのリッチテキストと埋め込み画像をサポートします。 

• ノートのアットサイン(@mention)機能。 

• 考察の使い勝手を改善しました。 

• タイムラインのレコードをステータスの理由でフィルタリングする機能。 

オートポスト設定のための近代的な管理経験 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

タイムラインコントロールは、簡単で没入感のある体験を提供します。 

案件、アカウント、または連絡先を横断して履歴を確認することができます。このような経

験をすることで、エージェントは 

顧客の履歴を理解することで、エージェントはよりパーソナライズされたサービスを提供す

ることができます。 

効率的かつ効果的な方法でサービスを提供します。 
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特徴の詳細 

この機能により、Unified Interfaceの新しい自動投稿設定エクスペリエンスを利用できるよ

うになり、従来のWebクライアント設定エクスペリエンスでアクティビティフィードを使

用する必要がなくなります。この新しいエクスペリエンスを使用して、どのアクティビテ

ィレコードタイプがタイムラインに情報を自動的に投稿するかを設定することができます。 

新しいフォームデザイナーでのタイムラインの設定の強化 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

タイムラインの設定体験では、ケース、アカウント、連絡先にまたがる顧客の履歴を

タイムラインに表示することができます。このエクスペリエンスにより、管理者は各

タイムラインに表示される情報を設定することができます。 

お客様の歴史を理解しているので、よりパーソナライズされたサービスを提供することがで

きます。 

 

特徴の詳細 

管理者は、エージェントの生産性を最大化し、注意散漫を最小限に抑えるための設定オプ

ションを必要としています。このリリースでは、タイムライン設定の機能強化として、以

下の機能が含まれています。 

• レコードの種類ごとにコマンドボタンを設定します。 

• タイムラインに適用するデフォルトのフィルターを選択します。 

• 不要なフィルターを削除します。 

• 各レコードタイプのフィールドとラベルを視覚的に設定します。 

タイムライン制御の各インスタンスは、独立して構成することができる。 

ナレッジマネジメント 

概要 

ナレッジマネジメントは、組織が世界クラスのカスタマーケアを提供する上で重要な役割

を果たしています。エージェントがリッチで高品質なナレッジリソースを作成し、エンゲ

ージメントモダリティ（セルフサービス、アシストサービス、オンサイトサービスを含む）

全体にわたって適切なナレッジコンテンツを表示することで、問題解決を迅速化し、顧客

とエージェントの満足度と生産性を向上させることができます。ガートナーによると、コ

ンテクストに基づいたナレッジ配信の改善 
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は、回答までの時間を20～80%短縮し、顧客サービスのコストを最大25%削減することが

できます。 

多くの企業が直面する課題は、知識が組織全体で断片化され、ドキュメント、ビデオフ

ァイル、ブログ、Wiki、構造化された知識など、さまざまな形式で保存されていること

が一般的であるということです。このため、適切なコンテンツをキュレーションして表

面化させることが困難になっています。また、デジタルメッセージング（SMSや

WhatsApp）、ボット、ソーシャルサイトの出現により、知識を表面化させるためのエ

ンゲージメントポイントが増加しています。 

連帯型知識検索 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

事業価値 

組織内の知識は、通常、SharePoint サイト、OneDrive、サードパーティの知識管理シス

テムなど、複数のソースに分散しています。できるだけ多くのソースからナレッジを迅速

に見つけて共有する能力は、代理店の生産性を高め、顧客の問題をより迅速に解決するの

に役立ちます。 

特徴の詳細 

お客様は、ナレッジ検索体験に外部の検索プロバイダーを差し込むことができるように

なります。SharePoint 検索、Microsoft 検索（Microsoft 365 アプリやそのコネクタを介

してインデックス化されたその他の外部コンテンツの検索サービス）、および Cross-

Dynamics 365 検索用のコネクタを提供する予定です。顧客からのフィードバックに基づ

いて、後にさらに多くのコネクタを追加する予定です。 

知識検索分析 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2020年10

月1日 

- 2021年4月 

事業価値 

顧客の問題に取り組んでいるときにエージェントが何を探しているかを理解することは、

組織がナレッジベースの内容を改善し、すべてのエージェントの顧客支援能力を向上さ

せるのに役立ちます。 
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特徴の詳細 

ナレッジマネージャーは、ユーザーが直面している問題を可視化し、ナレッジコンテンツ

がそれらの問題を効果的に解決しているかどうかを把握することができます。管理者は、

「一致するナレッジ記事がない上位検索語」や「エンゲージメント率が低い上位検索語」

などのレポートを使用して、ナレッジコンテンツのギャップを迅速に特定し、対処するこ

とができます。 

検索アナリティクスには以下のようなものがあります。 

• 検索用語のボリューム 

• 検索用語 平均クリック位置 

• 検索用語エンゲージメント率 

• ボリュームなどのKPIで上位の検索キーワード 

• 結果を返さない検索 

• エンゲージメント率の低い検索 

 

も参照してください。 

ナレッジ検索アナリティクスダッシュボード（docs 

 

知識記事の検索フィルタを設定する 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

エージェントは、利用可能な標準フィールドに加えて、カスタムフィールドで知識

記事の検索結果をフィルタリングすることができます。 

特徴の詳細 

現在、カスタマーサービスのエージェントは、ステータス、可視性、更新日、および言語

に基づいてナレッジアーティクルの検索結果をフィルタリングすることができます。この

機能により、管理者はカスタムフィールドをフィルタとして設定することができ、エージ

ェントに追加の柔軟性を提供することで、検索結果を素早く絞り込み、生産性を向上させ

ることができます。 

知識記事作成のための言語設定、検索体験のためのフィルタをパーソナライズす

る 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-service/knowledge-search-analytics-cs
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事業価値 

エージェントは、記事を書いたり検索したりする言語をパーソナライズすることができ

ます。これにより、効率性と生産性が向上します。 

特徴の詳細 

パーソナライゼーションの設定を使用して、エージェントは、記事を書くために使用するデ

フォルトの言語と記事検索のための優先フィルターを設定することができます。 

現在、デフォルトの言語は、新しい知識の記事をオーサリングするためのUI言語です。パ

ーソナライゼーション機能により、記事を執筆する際のデフォルト言語を著者が設定でき

るようになりました。 

同様に、エージェントは現在、ステータス、可視性、更新日、言語などの特定のフィルタ

ーに基づいて記事を検索することができる。パーソナライゼーション機能により、エージ

ェントは記事を検索するためのフィルターの優先順位を設定することができる。 

新しいフォームデザイナーで知識検索コントロールを設定する 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年2月 - 2021年4月 

事業価値 

新しいフォームデザイナーで知識検索コントロールを設定できるようになったことで、レ

ガシーなフォームデザイナーに切り替える必要がなくなり、メーカーのユーザーエクスペ

リエンスが向上します。 

特徴の詳細 

現在、メーカーはナレッジ検索コントロールを設定するために、レガシーフォームデザイ

ナーに切り替える必要があります。この機能により、メーカーは新しいフォームデザイナ

ー内でナレッジ検索コントロールを追加して設定することができます。レガシーフォーム

デザイナーでサポートされているすべてのナレッジ検索コントロールの設定機能は、新し

いフォームデザイナーで利用可能になります。 

オムニチャネル音声 

概要 

9月に開催されたイグナイトでは、Dynamics 365カスタマーサービスの音声チャネルを発表

しました。マイクロソフトが構築したソリューションを使用することで、従来のクラウドコ

ンポーネント統合の複雑さを解消し、よりシンプルな管理・管理体験を提供しています。こ

れを採用することで 
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シンプルであることで、お客様はマイクロソフトのクラウドの目的に合わせて構築された

抽象化の恩恵を受けながら、コアビジネスの成果に集中することができます。 

今回のリリースでは、音声、SMS、デジタルメッセージングチャネル、Power Virtual 

Agentsによるインテリジェントな対話型音声応答（IVR）、リアルタイムの音声インテリジ

ェンス、全チャネルにわたる洞察、音声ベースのセルフサービス、インテリジェントなス

キルベースのルーティングを統合しました。 

音声チャネルは、Azure Communication Servicesによって供給されます。 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2020年10月

28日 

- 2021年8月 

事業価値 

この新しいカスタマーサービス用の音声チャネルは、断片化や手動でのデータ統合を必要

とせずに、オールインワンのカスタマーサービスソリューションを実現し、価値を生み出

すまでの時間を短縮します。当社のソリューションは、エージェントがすべてのチャネル

でパーソナライズされたサービスを提供できるようにする顧客の単一のビューを提供し、

エージェントとスーパーバイザーの両方に真のオムニチャネル分析と洞察力を提供します。

マイクロソフトが直接提供するテレフォニーの選択肢を組織に提供することで、ビジネス

の音声チャネルを迅速かつ簡単に導入することができます。 

特徴の詳細 

Microsoft Dynamics 365 Customer Service のオムニチャネル機能を拡張し、Microsoft Azure 

Communication Services 上に構築された新しい音声チャネルを追加することを発表します。

このチャネルが追加されたことで、企業は世界中のMicrosoft Teamsを支える通話プラット

フォームの規模と信頼性を手に入れることができます。ネイティブボイスにより、企業は単

一のソリューション内でシームレスなエンドツーエンドのオムニチャネル体験を得ることが

でき、すべてのエンゲージメントチャネルで一貫性のあるパーソナライズされたつながりの

あるサポートを実現します。この機能は以下のとおりです。 

エンドツーエンドのソリューションは、顧客とのやりとりデータのすべてのポイントを

統合することで、企業はプロセスを簡素化して合理化し、傾向を即座に把握し、AI主導

の支援から迅速な解決を実現することができます。 

一般的に、カスタマーサービス組織は、スタンドアロンのテレフォニー・ソリューション

とCRMソリューションを手動で統合しなければならず、その結果、エンゲージメント・チ

ャネルをまたいでエージェントと顧客の体験が断片的になってしまいます。最終的には、

複数のプロバイダーが提供するこれらのつなぎ合わせたソリューションは、展開や保守が

複雑になるだけでなく、顧客とのやりとりやチャネル間のエージェントのパフォーマンス

に関する切り離されたインサイトを持つデータサイロを生み出してしまいます。音声チャ

ネルが追加されたことで、カスタマーサービスは、カスタムビルドされた複雑な統合によ

る障害ポイントを最小限に抑え、以下の能力を最大限に発揮するソリューションを企業に

提供できるようになりました。 

https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
https://azure.microsoft.com/blog/build-rich-communication-experiences-at-scale-with-azure-communication-services/
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より良い顧客体験と代理店体験を創造することができます。また、この単一の総合的

なソリューションにより、変化するビジネスニーズに対応するための拡張が容易にな

ります。 

この新しいカスタマーサービス用の音声チャネルは、断片化や手動でのデータ統合を必要

とせずに、オールインワンのカスタマーサービスソリューションを実現し、価値を生み出

すまでの時間を短縮します。当社のソリューションは、エージェントがすべてのチャネル

でパーソナライズされたサービスを提供できるようにエージェントを支援する顧客の単一

のビューを提供し、エージェントとスーパーバイザーの両方に真のオムニチャネル分析と

洞察力を提供します。 

この機能により、組織はオムニチャネルで音声プロバイダーとしてAzure 

Communication Servicesをネイティブに採用することができ、以下の機能を容易に

利用できるようになります。 

• 電話番号の調達・管理 

• 電話の着信を処理し、配信する能力 

• アウトバウンドコールを行う能力 

• SMS（インバウンドとアウトバウンド）の管理能力 

• オムニチャネルのコア機能に音声を深く統合 

• リアルタイムセンチメント分析 

• リアルタイム転写 

• リアルタイム翻訳 

• リアルタイムのスマートアシスト提案 

• 運用管理の思考スーパーバイザーのダッシュボード 

• 電話の録音・管理能力 

 

音声チャネルのための組み込み型アナリティクス 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

従来のダッシュボードでは、インタラクティブな機能が限られており、組織全体の視野

が狭くなっていました。音声チャネル用の組み込み分析機能は、過去のデータを利用し

て、サービス管理者が問題領域と改善の機会を特定できるようにし、Power BIを利用し

た豊富なスライス＆ダイス機能を提供します。 

特徴の詳細 

カスタマーサービスのマネージャーやスーパーバイザーは、電話チャネルを介して毎日顧

客の問い合わせを解決するために働くエージェントを管理する責任があります。今回のリ

リースでは、埋め込まれたアナリティクスは、エージェントとキューがどのような状況に
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あるかを理解するために、ある期間の傾向を提供します。 
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これにより、サービスマネージャーは是正措置を講じ、代理店に適切な指導を行い、カス

タマーサポート体験を向上させることができます。主要な洞察カードでは、コアメトリク

スの注目すべき傾向や、スーパーバイザーが包括的なレポートの中でさらに調査すること

が重要なトピックを一目で確認できます。エージェントに焦点を当てたビューでは、コア

メトリクスが表示され、エージェントが担当した主な分野をよりよく理解し、コーチング

の機会を特定することができます。 

このような見方をすれば、監督者はできる。 

• インバウンドコール、対応したコール、放棄率、平均通話時間、平均応答速度などの運

用メトリクスを、チャネル、キュー、エージェント、トピックにわたって監視します。 

• チャネル、キュー、エージェント、トピックのセンチメント分析を通じて、サポートの

品質を監視します。 

地理的地域 

この機能は、以下のMicrosoft Azureの地理的エリアにリリースされます。 

• 合衆国 

• カナダ 

オムニチャネル音声（番号管理）の近代的な管理経験 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

一般的に、顧客サービス組織は、スタンドアロンのテレフォニーと顧客関係管理（CRM）

ソリューションを手動で統合しなければならず、その結果、経験が断片化され、エラーが

発生しやすいデータ統合になってしまいます。管理者は、テレフォニー・プロバイダーの

アプリでリソースと電話番号を管理し、この情報をCRMソリューションに手動で移行する

必要があります。多くの場合、このセットアッププロセスでは、ビジネス管理者とIT管理者

の連携が必要となり、すでに長引いているプロセスに遅れをもたらしています。 

Azure Communication Servicesの利用可能性により、Omnichannel for Customer Serviceは

ネイティブな音声チャネルを提供するようになりました。このオールインワンソリューシ

ョンは、ビジネス管理者が独自にテレフォニーリソースを展開し、数ステップで電話番号

を取得することを可能にし、迅速かつ一貫した体験を提供します。 

特徴の詳細 

これまでは、管理者が別のテレフォニーアプリケーションでリソースを作成して電話番

号を管理し、CRM ソリューションに手動で番号を配置していました。これまでは、管理

者がリソースを作成し、電話番号を管理していました。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365カスタマーサービ

ス 

96 

 

 

長く断片化されたプロセスは一貫性がなく、両方のアプリケーションを同期させるために

継続的なメンテナンスが必要です。 

ネイティブ・ボイス・チャネルを利用することで、ビジネス管理者はオムニチャネル管

理アプリから離れることなく、テレフォニー・リソースを展開し、電話番号を取得する

ことができます。 

この機能の主なハイライトは以下の通りです。 

• 接続文字列またはAzureアカウントへのサインインを使用したテレフォニーリソースの展

開。 

• 様々な種類やプランの電話番号を取得。 

• 電話番号を公開します。 

通信サービスを利用したオムニチャネルSMSの現代管理（番号管理 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

一般的に、顧客サービス組織は、スタンドアロンのテレフォニーと顧客関係管理（CRM）

ソリューションを手動で統合しなければならないため、経験の断片化やエラーが発生しや

すい手動のデータ統合が発生します。管理者は、リソースと 

電話会社のアプリで電話番号を入力し、その情報を手動でCRMソリューションに転送しま

す。多くの場合、このセットアッププロセスでは、ビジネス管理者とIT管理者の連携が必

要となり、すでに長いプロセスにさらなる遅延をもたらしています。 

Azure Communication Servicesの利用可能性により、Omnichannel for Customer Serviceは、

ネイティブの新しい音声チャネルを提供するようになりました。このオールインワンソリ

ューションは、ビジネス管理者が独自にテレフォニーリソースを展開し、数ステップで電

話番号を取得することを可能にし、迅速かつ一貫した体験を提供します。 

特徴の詳細 

これまでは、管理者がリソースを作成して電話番号を管理し、別のテレフォニー・アプリ

ケーションで番号を管理した後、CRM ソリューションに手動で番号を配置していました。

長く断片化されたプロセスは一貫性がなく、両方のアプリケーションを同期させるために

継続的なメンテナンスが必要でした。 

ネイティブ・ボイス・チャネルを利用することで、ビジネス管理者はオムニチャネル管

理アプリから離れることなく、テレフォニー・リソースを展開し、電話番号を取得する

ことができます。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365カスタマーサービ

ス 

97 

 

 

この機能の主なハイライトは以下の通りです。 

• 接続文字列またはAzureアカウントへのサインインを使用したテレフォニーリソースの展

開。 

• 様々な種類やプランの電話番号を取得。 

• 電話番号を公開します。 

 

音声のためのトピッククラスタリング 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

トピックはAIを使用して自動的に生成され、類似した課題をグループに整理します。同じト

ピックにグループ化された課題のメトリクスを集約することで、組織は各トピックのKPIと

メトリクスの影響を完全に把握することができます。たとえば、組織は、特定のトピックの

平均処理時間、センチメント、およびCSATを表示し、そのトピックがこれらのメトリクス

のいずれかの主要な推進要因となっているかどうかを確認できます。 

特徴の詳細 

意味的に類似したサポート課題を表すトピックは、組織が顧客が直面している課題をよりよ

く特定し、対応するのに役立ちます。これらのトピックをコアとなる履歴分析と関連付ける

ことで、量、CSATの影響、新しいケース別に共通の問題を素早く簡単に確認でき、どこに

時間を投資すべきかを特定するのに役立ちます。 

今回のリリースでは、音声チャネルにも同じ機能が適用され、トランスクリプトからトピッ

クが生成されるようになりました。これにより、組織は顧客が直面している問題や、エンゲ

ージメントの範囲を超えたコアビジネスメトリクスへの影響をよりよく理解できるようにな

ります。 

スーパーバイザーの監視とバージ 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

サービスマネージャーは顧客サービスの全体的な品質を管理する責任があり、顧客と電話

をしている顧客サービス担当者を観察する必要があることが多いです。 

オムニチャネル・フォー・カスタマーサービスでは、スーパーバイザーが電話での会話に

耳を傾け、必要に応じて会話に参加することができます。これにより、監督者は顧客の問

題を解決する可能性を高め、適切なビジネス慣行を実施し、トレーニングの機会を特定す

ることができます。 
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特徴の詳細 

スーパーバイザーがアプリケーションにサインインすると、進行中の電話のリストが表示

されます。このリストから、非表示の参加者として匿名で参加するオプションで通話に参

加することができます。上司が介入したい場合は、「バージング」と呼ばれる通話に参加

することができ、これがグループ通話になります。 

通話録音 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

カスタマーサービスのエージェントは、通常、顧客との電話の通話を確認する必要があり

ます。通話録音は、エージェントがエージェントと顧客の間の電話を録音することを可能

にします。これにより、組織は、顧客の問題を自分の言葉でよりよく理解し、顧客の問題

や疑問を解決する可能性を高めるために、対話を再検討することができます。通話録音は、

組織がチーム間で素晴らしい顧客とのやりとりの例を共有することができるトレーニング

シナリオにも役立ちます。 

特徴の詳細 

顧客とエージェントの間で電話の会話が始まると、エージェントは電話を録音するオプシ

ョンを持っています。エージェントはいつでも録音を一時停止したり再開したりすること

ができるため、無関係な情報や機密情報が録音されるのを防ぐことができます。通話録音

はDynamics 365にネイティブに保存され、会話、案件、顧客に関連しています。通話録

音を通話録音と併用することで、エージェントは会話の検索や詳細情報の取得が容易にな

ります。 

通話録音とリアルタイムセンチメント分析 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

カスタマーサービスのエージェントは、電話中に顧客をサポートしながらメモを取る必要

があります。電話のトランスクリプションは、電話の会話を文字に変換することで、エー

ジェントが取る必要のあるメモの量を減らし、アクセスのしやすさを向上させます。さら

に、センチメント分析では、会話を調査し、顧客の一般的な感情やムード（例えば、顧客

が少し怒っているか、非常に失望しているかなど）を特定します。電話 
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転写とセンチメント分析の両方をシステムが積極的にケースを分析し、問題解決のた

めの提案をエージェントに提供するために使用されています。 

 

特徴の詳細 

通話トランスクリプションは、電話の会話を文字に変換し、通話中にプレーンテキストと

して保存します。受賞歴のあるAIに基づいて構築されたセンチメント分析は、会話の先頭

にセンチメントをタグ付けし、会話の発展に合わせて常に更新されます。 

通話転写とセンチメント分析の両方が、追加のセットアップや設定なしで、箱から出して

すぐに含まれています。 

相談と転送 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

カスタマーサービスのオムニチャネルは、カスタマーサービス担当者が他のカスタマーサー

ビス担当者と簡単に相談したり、電話を転送したりする機能を提供し、担当者が顧客の問題

を解決する機会を増やすことを支援します。 

特徴の詳細 

顧客との通話中に、エージェントは顧客を保留にし、特定の専門知識を必要とする問題に

ついて別のエージェントやマネージャーに相談することができます。エージェントは、特

定のカスタマーサービスエージェントに通話を転送することもでき、これはウォームトラ

ンスファーと呼ばれています。他のシナリオでは、エージェントは電話をキューに転送し

て、お客様のビジネスによって設定されたルールに基づいて最適なエージェントに転送す

ることができます。 

Power Virtual AgentsとMicrosoft Bot Frameworkを介したインテリジェントなボイ

スボット 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

音声対応のPower Virtual Agentを使用することで、ビジネスユーザーは、内蔵の自然言語処

理機能を使用してインテリジェントな音声ボットを構築して更新することができ、顧客と会

話をしながら、常にパーソナライズされたセルフサービスを提供することができます。ボッ

トは一度構築すれば、メッセージングと音声チャネルにまたがって展開することができます。 
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効率性と一貫性を高めることができます。より高度なシナリオでは、企業は Microsoft Bot 

Framework で構築されたボットを統合して音声チャネルで機能させることができます。 

 

特徴の詳細 

この機能により、企業は、メッセージングと音声を問わず、すべてのカスタマーサービス

ボットのオーサリングに慣れ親しんだ経験を得ることができます。顧客は、柔軟性のない

メニューツリーではなく、柔軟で自由なサービス体験を楽しむことができます。ボットは、

会話の履歴とコンテキストを収集した上で、人間のエージェントに電話を簡単に渡すこと

ができます。これにより、オムニチャネル・フォー・カスタマーサービスは、ボットから

最適なライブエージェントへと顧客を誘導し、シームレスで文脈に沿ったハンドオフを提

供することができます。 

この機能の主なハイライトは以下の通りです。 

• Power Virtual AgentsとMicrosoft Bot Frameworkのボットを有効にして、音声チャネ

ル上でインテリジェントなボイスボットを提供します。 

• ボットと対話するための第二の手段として、内蔵のデュアルトーン多周波（DTMF）

をサポートしています。 

• 完全なトランスクリプトとコンテキストで人間のエージェントに通話を転送します。 

• コール後のアンケートにボットを使う 

 

コールインテリジェンス 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

通話のトランスクリプトと特定の通話録音の詳細な分析は、組織が顧客とのエンゲー

ジメントがどのように進行したかをよりよく理解し、エージェントのトレーニングの

機会を提供するのに役立ちます。 

特徴の詳細 

履歴分析を通じて、監督者は特定の通話を掘り下げて詳細を確認することができます。各

通話には、通話比率、通話速度などの音声固有のメトリクスが含まれています。また、ス

ーパーバイザーは通話全体の詳細なセンチメント（詳細な分析のためにトランスクリプト

と一緒に表示されます）を見ることができます。この表示により、スーパーバイザーは通

話がどのように行われたかをよりよく理解し、改善すべき領域を特定することができます。  

このケイパビリティは、通話のトランスクリプションとセンチメント分析を活用し

て、次のようなメトリクスを生成します。 

• 話す速度 

• 時間当たりのスイッチ数 
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• 話す前にポーズ 

• 一番長いお客様の独白 

 

ダイレクトアウトバウンドコール 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年8月 

事業価値 

エージェントが音声通話を介して顧客に連絡する能力は、カスタマーサービスにおける

最も重要な顧客対応方法の1つであることに変わりはありません。ダイレクトアウトバウ

ンドコールでは、エージェントがAzure Communication Servicesをベースとした完全に統

合されたネイティブの音声チャネルを使用して顧客と連絡を取ることができますが、音

声はエージェントとスーパーバイザーのための別のチャネルにすぎません。 

特徴の詳細 

エージェントは、音声通話を使用して顧客に連絡することができます。ダイレクトアウト

バウンドコールは、以下の電話番号フィールドから直接クリックトゥコールで開始するこ

とができます。 

• 事例紹介 

• 顧客プロファイル 

• コールバック活動 

• 進行中のチャット会話 

• 電話のダイヤラーを経由して 

アウトバウンドコールは、ケース/顧客ごと、タイムラインごとに、会話履歴に会話と

して表示されます。監督者は、他の顧客とのやりとりと同様に、発信コールを監視す

ることができます。 

この機能には、以下のような重要なハイライトが含まれています。 

• サードパーティの音声統合なしで完全に統合されたアウトバウンド音声チャネル。 

• 音声チャネルのプロビジョニングで自動的に設定されたアウトバウンド音声チャネルのサ

ンプル。 

• オムニチャネル管理者の経験の中で簡単にチャネル管理を行うことができます。 

• アウトバウンドの音声会話は、オムニチャネルにおける別の会話の種類にすぎません。 

• 監督者は、他のエージェントや顧客とのやりとりと同様に、継続的な会話ダ

ッシュボード内からアウトバウンドコールを監視することができます。 
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統一されたルーティング 

概要 

伝統的に、組織は「キューベースルーティング」を使用しています。ここでは、入ってきた

サービス要求は関連するキューにルーティングされ、エージェントはそれらのサービス要求

をキューから選ぶことで作業を行います。エージェントがより簡単なサービスリクエストを

選択し、優先度の高いリクエストをキューに残しておくと、組織はサービスレベルの合意を

逃す可能性があります。このシナリオに対処するには、エージェント間でサービス要求を定

期的に分配するためのカスタムワークフローを作成するか、組織や顧客の好みに合わせてエ

ージェント間でサービス要求を公平に分配するための専任の担当者を配置するかのいずれか

の方法があります。どちらの方法も非効率的でエラーが発生しやすく、継続的なキューの監

視が必要となります。 

オムニチャネル・フォー・カスタマーサービスのインテリジェント・ルーティング・サービ

スは、AIモデルとルールを組み合わせて、すべてのチャネル（ケース、メール、チャット、

デジタルメッセージ、音声）から入ってくるサービスリクエストを、最適なエージェントに

割り当てます。割り当てルールは、優先度やオートスキルのマッチングなど、顧客が指定し

た基準を考慮に入れています。この新しいルーティングサービスは、常にキューを監視する

必要がなく、手動で仕事を分配する必要がないため、組織に業務効率を提供します。 

分類と割り当てルールのための近代的なオーサリング経験 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

ルーティングルールは複雑で、オーサリングと管理に手間がかかります。ユーザーエ

クスペリエンスを向上させることで、ルーティングで使用される分類と作業割り当て

ルールを簡素化することができます。 

 

特徴の詳細 

オーサリング機能が向上したことで、ユーザーは分類と割り当ての段階でルーティングルー

ルを簡単に作成、更新、整理することができます。簡素化された表形式のビューと、迅速か

つ簡単にインラインでルールを編集できる機能により、組織は作業項目がビジネス全体で正

しくルーティングされていることを確認することができます。 
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属性と関連するエンティティを用いたルールベースの分類をサポート 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

着信してくるサービスリクエストには、作業項目を正しくルーティングするための十

分な情報が含まれているとは限りません。分類規則により、組織は、スキル、課題、

深刻度、サポートセンター、言語などの詳細を含む作業項目を更新することができま

す。 

特徴の詳細 

ワークストリームレベルで設定された分類ルールは、ワークアイテムが最適なエージェン

トに割り当てるために必要な情報をすべて持っていることを確認するのに役立ちます。ワ

ークアイテムの属性を更新し、ワークアイテムにスキルを付与するための分類ルールは、

機械学習を介して手動または自動で行うことができます。複数のエンティティ属性に基づ

いてルールを定義するための条件を作成します。 

改良された分類のためのインテリジェントなスキルファインダ 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

ルールベースの分類に加えて、インテリジェンスを使用して、特定の作業項目に必要なス

キルなどの情報を追加することができます。インテリジェントスキルファインダーは、管

理者がカスタムモデルを作成する代わりに機械学習を使用することで、このような機能を

提供します。 

特徴の詳細 

インテリジェントスキルファインダーは、機械学習モデルベースの分類ルールの一つです。

これらのルールを利用して、AI Builderのテキスト分類を利用して、作業項目にスキルを付

与することができます。 

管理者は、既存のエンティティからのデータを使用してモデルをトレーニングするか、ト

レーニングデータセットをアップロードすることから始めます。承認されると、テキスト

またはタグのペアは、その組織に合わせてカスタマイズされた分類モデルを訓練するため

に使用されます。訓練されると、分類ルールを作成して、どの作業項目の属性が訓練され

て公開されたモデルに送信されるかを設定することができます。ルールが実行されると、

入力がモデルに送られ、返されたタグがスキルとして添付されます。 
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を作業項目に入力します。出来上がったスキルは、AIを使ってスタンプを押したことをユー

ザーに示すために、電球のアイコンと自信のスコアが表示されます。 

ラウンドロビンや最高キャパシティを含むアウトオブボックスの課題戦略 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

割り当て方法は、作業項目が利用可能なエージェントにどのように割り当てられるかを

決定し、特定のキューにカスタマイズすることができます。一般的なパターンは、ユー

ザーがカスタムルールを作成することなく、迅速に割り当てを設定するのに役立つよう

に、すぐに提供されています。 

特徴の詳細 

ユーザーは、ラウンドロビンや最高キャパシティなどの標準的な割り当て戦略から始める

ことができます。これらの事前に設定されたオプションには、優先順位付けと割り当てル

ールが自動的に設定されており、割り当てステージの作成と管理を簡素化します。カスタ

ム割り当て方法も利用可能で、ユーザーは様々なパラメータに基づいて優先度と割り当て

ルールを作成することができます。 

いくつかの提供された課題戦略は以下の通りです。 

• 最大キャパシティを持つもの。着信された作業項目は、利用可能な最大キャパシティを

持つエージェント、分類段階で特定されたスキルを持つエージェント、および作業スト

リームの許可されたプレゼンスで指定されたプレゼンスを持つエージェントに割り当て

られます。 

• ラウンドロビン（Round robin）: 着信したチャットは、分類段階で識別されたスキル

を持ち、ワークストリームの許可されたプレゼンスで指定されたプレゼンスを持つエー

ジェントの中で、リスト上の最初のエージェントから順にエージェントに割り当てられ

ます。 

レコード値に基づく動的な割り当てルール 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365カスタマーサービ

ス 

105 

 

 

事業価値 

キューの割り当てルールは、どのように作業項目を利用可能なエージェントに割り当てる

ことができるかを決定します。カスタムの割り当てルールは、ビジネス要件に応じて設定

することができます。 

動的な割り当てルールは、割り当てパラメータと入力されるワークアイテムフィールド

間の比較を可能にすることで、割り当てシナリオを簡素化します。 

特徴の詳細 

代入ルールは、エージェントをフィルタリングし、条件に一致した後にエージェントを並

べ替えるために使用される条件のセットを表します。実行時には、一番上の割り当てルー

ルが最初に評価されます。 

動的割り当てルールは、対応するエージェントの能力と作業項目の要件を動的にマッチン

グさせることで、最適なエージェントに作業項目を割り当てるのに役立ちます。例えば、

あるルールが「優先顧客タイプが会話接触メンバーシップレベルに等しい」という条件を

持つ場合、このルールでは、すべてのエージェントの優先顧客タイプが、作業項目に関連

付けられた顧客のメンバーシップレベルと動的に計算されたものと照合されます。動的マ

ッチングは、可能な値の順列や組み合わせごとに複数の静的ルールを記述して維持する手

間を軽減します。 

エージェントの割り当てで使用される作業項目の優先順位付けルール 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

割り当て段階の一部として、作業項目は、それらがどの順番で割り当てられる必要がある

かを決定する異なるプロパティを持っているかもしれません。優先順位付けルールを指定

することで、キューに入ってくる作業項目が正しい順番で割り当てられることを保証しま

す。 

特徴の詳細 

優先順位付けルールセットは、入ってくる作業項目が正しい順序で割り当てられているこ

とを確認するのに役立つルールの順序付けされたリストです。すべての優先順位付けルー

ルは、キュー内の優先順位バケットを表します。優先順位付けルールでは、条件のセット

と 'order by' 属性を指定することができます。評価の間、優先順位付けルールは、それら

がリストされている順に実行されます。最初の優先順位付けルールでは、その条件に一致

するキュー内の作業項目は、同じ優先順位のバケツに入れられます。そのバケツの中で、

優先度ルールで指定された順番でさらにソートされます。2 番目のルールは、キュー内の

残りの項目に対して実行され、次の優先度の高いバケットを特定し、そのバケットを 

'order by' 属性でソートします。 
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エンティティとチャンネルのインテリジェントなルーティングと割り当て 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

組織は一般的にキューベースのルーティングを使用しています。これはエラーが発生しや

すく、非効率的であり、継続的なキューの監視が必要となります。インテリジェントなル

ーティングと割り当て機能は、ルールベースの分類と機械学習による分類を活用して、入

ってきた作業項目が最適なワーカーまたはキューにルーティングされるようにします。 

特徴の詳細 

インテリジェントルーティングとアサインサービスは、人工知能モデルとルールの組み合わ

せを使用して、ケース、チャット、デジタルメッセージ、カスタムエンティティを含むすべ

てのチャネルから着信したサービスリクエストをアサインします。一貫性のあるエンジンに

より、エージェントの作業がチャネルに関係なく正確に処理されることを保証します。この

サービスは、レガシールーティングと並行して動作し、常にキューを監視したり、手動で作

業を分配したりする必要性を排除することで、組織に運用効率を提供することができます。 

サービスレベル契約 

概要 

Dynamics 365 Customer Service のサービスレベルアグリーメント機能へのユーザ

ビリティ投資を継続的に行っています。 

SLAのユーザビリティの向上と強化 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365カスタマーサービ

ス 

107 

 

 

事業価値 

サービスレベルアグリーメント（SLA）は、企業がカスタマーサービスで顧客に提供するこ

とに同意するサービスやサポートのレベルを定義するのに役立ちます。SLAの強化により、

サービス管理者やカスタマーサービス担当者は、顧客により良いサービスを提供できるよ

うになります。 

特徴の詳細 

SLA機能の強化には以下のようなものがあります。 

• Power Automate のテンプレートを使ったメール送信の使い勝手を改善します。 

• 両方に同じエンティティ属性が使用されている場合の検証経験を改善します。 

該当するタイミングと成功条件 

電子メール 

概要 

今後もDynamics 365のメールの機能強化とユーザビリティの向上を図っていきます。 

 

メールの設定が可能なため、ユーザーエクスペリエンスが向上 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

電子メール設定エクスペリエンスを使用することで、ユーザーは電子メールを使用して顧

客とコミュニケーションを取る際に、より効果的かつ効率的な方法で電子メールを使用す

ることができます。このエクスペリエンスを使用することで、管理者は、ニーズに最も適

した方法で電子メールのエクスペリエンスを設定することができます。 

特徴の詳細 

管理者は、ユーザーが生産性を最大限に高め、注意力を散漫にしないようにするための設

定機能を必要としています。このリリースでは、Eメールエディタ、Eメールテンプレート

ビルダー、およびEメール署名ビルダーが、リッチテキストエディタコントロールの完全

な設定機能を受け入れることができるように改善されました。 

主な改善点は以下の通りです。 

• 利用可能なフォントのリストをカスタマイズします。 

• デフォルトのフォントを設定します。 

• 独自のフォントを追加します。 
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• ツールバーの位置やボタンを調整します。 

• コンテンツに合わせてエディタの高さを自動的に上げます。 

• HTMLにアクセスします。 

設定機能の完全なリストについては、「リッチ テキスト エディタ コントロールの設定オプ

ション」を参照してください。 

オムニチャネルチャット 

概要 

チャットは、会話型のチャットインターフェースを使用して、顧客がリアルタイムで

エージェントと接続することを可能にします。 

チャットとデジタルメッセージングのための組み込み分析 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

従来のダッシュボードは、インタラクティブな機能が限られており、組織全体の視野が狭

くなっています。オムニチャネルのチャットとデジタルメッセージングのための組み込み

分析は、サービスマネージャーが過去のデータから問題領域と改善の機会を特定すること

を可能にし、Power BIを利用した豊富なスライス＆ダイス機能を提供します。 

特徴の詳細 

カスタマーサービスマネージャーまたはスーパーバイザーは、様々なサービスチャネ

ル、チャット、デジタルメッセージングチャネルを介して毎日顧客の問い合わせを解

決するために働くエージェントを管理する責任があります。 

今回のリリースでは、チャットとデジタルメッセージング用の組み込みアナリティクスに

より、サービスマネージャーはエージェントとキューがどのようなパフォーマンスを発揮

しているかを把握することができます。アナリティクスは、問題領域と機会に基づいた傾

向を提供し、サービスマネージャーが取ることのできる是正措置を分析し、エージェント

に適切なガイダンスを提供し、カスタマーサポート体験を向上させることができます。キ

ーインサイトカードでは、コアメトリクスの注目すべき傾向や、スーパーバイザーがさら

に調査すべき重要なトピックを垣間見ることができます。 

埋め込み型のアナリティクスを使えば、監督者はそれを実現することができます。 

• チャネル、キュー、エージェント、および着信会話、処理された会話、放棄率など

のトピック全体の運用メトリクスを監視します。 

• 平均初応答時間、平均応答速度、平均応答時間など、チャネルとキュー間の SLA を監視

します。 

https://aka.ms/richtexteditor
https://aka.ms/richtexteditor
https://aka.ms/richtexteditor
https://aka.ms/richtexteditor
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• チャンネル、キュー、エージェント、平均センチメントやCSATのようなトピック

のセンチメント分析を介してサポート品質を監視します。 

オムニチャネルチャットとデジタルメッセージングのための近代的な管理経験 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

最新の管理エクスペリエンスを使用すると、管理者は数回クリックするだけで簡単に最

初のチャット会話を開始し、Omnichannel for Customer Service を使用したチャット会

話の即時の価値を確認することができます。現代の管理経験は、直感的に従うことがで

き、管理者はすぐに理解して設定手順を実行することができます。 

特徴の詳細 

管理者がチャットチャネルを自動的に設定し、最初のチャット会話を開始するのを支援す

るためのファーストランエクスペリエンスを導入します。また、管理者がカスタマーサー

ビスのオムニチャネルでエンドツーエンドの構成を設定するためのガイドとして、現代的

な管理体験を導入します。 

この機能の主なハイライトは以下の通りです。 

• チャットチャンネルの初体験。 

• デジタルメッセージングチャンネルのワークストリーム、キュー、グローバル設定

設定の合理化された簡素化された管理ユーザーエクスペリエンス。 

すべてのチャンネルの過去のトピックのクラスタリング 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

トピックはAIを使用して自動的に生成され、類似した課題をグループに整理します。同じト

ピックにグループ化された課題のメトリクスを集約することで、組織は各トピックのKPIと

メトリクスの影響を完全に把握することができます。たとえば、組織は、特定のトピックの

平均処理時間、センチメント、およびCSATを表示し、そのトピックがこれらのメトリクス

のいずれかの主要な推進要因となっているかどうかを確認できます。 
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特徴の詳細 

意味的に類似したサポート課題を表すトピックは、組織が顧客が直面している課題をよりよ

く特定し、対応するのに役立ちます。これらのトピックをコアとなる履歴分析と関連付ける

ことで、量、CSATの影響、および新しいケースごとに共通の問題を迅速かつ簡単に確認で

き、どこに時間を投資すべきかを特定することができます。 

今回のリリースでは、チャットやデジタルメッセージングチャネルにも同じ機能が適用さ

れるようになりました。これにより、組織は顧客が直面している問題をよりよく理解し、

エンゲージメントの範囲にわたってコアビジネスメトリクスへの影響を把握できるように

なります。 

チャットとデジタルメッセージングの運用監視のための強化されたスーパーバイザ

ー体験 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

監督者は、サービスレベルの目標を達成し、それを超えるために業務上の意思決

定を行うために、重要な測定基準とチャネル固有のパフォーマンス指標を必要と

しています。 

 

特徴の詳細 

コンタクトセンターが複数のチャネルを導入して顧客サービスのオムニチャネル体験を提

供すると、管理者は次のような方法で業務効率化のための関連するメトリクスを表示して

追跡することができます。 

• チームリーダーがチャネル固有のパフォーマンス指標を監視し、単一チャネルに特化し

たエージェントを処理できるように装備します。 

• シニアチームのリーダーやサービスデリバリマネージャーが、すべてのチャネルでオ

ールアップのメトリクスを監視できるようにします。 

• ビューを素早く切り替える機能を提供します。 
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Dynamics 365フィールドサービス2021リリースウェ

ーブ1の概要 

Dynamics 365 フィールドサービスは、人、場所、物を接続して顧客中心のサービスを提供

することで、サービスオペレーションを変革するエンドツーエンドのソリューションです。

フィールドサービスは、従来のリアクティブなサービスからプロアクティブなサービス、

予測可能なサービスへの移行を可能にし、成果ベースのサービスや「何でもサービス」と

いった新しいビジネスモデルの導入を可能にします。 

2021年のリリースウェーブ1では、以下のようないくつかの分野でリッチなシナリオをお届け

します。 

• 生産的な環境でフィールドサービスを使用するための時間を短縮するための合理

化されたオンボーディング体験。 

• 企業が顧客と密接なコミュニケーションをとるための包括的なカスタマーエン

ゲージメント機能。 

• コアとなるフィールドサービス内に組み込まれたスケジュールの最適化により、

より幅広いリソースの選択肢を提供します。 

Dynamics 365 フィールドサービスの新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

エンドユーザーとのエンゲージメント 

2021年リリースウェーブ1のエンドカスタマーエンゲージメント機能。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

技術者の位置追跡と直接顧客からの

フィードバックで顧客体験を近代化 

管理者、メーカ

ー、アナリスト

によるユーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

顧客のためのセルフサービス

のスケジューリング 

管理者、メーカ

ー、アナリスト

によるユーザー 

2021年4月 - 2021年7月 

 

プロアクティブなサービス提供 

2021年リリースウェーブ1のプロアクティブなサービス提供機能。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

作業命令の採用を簡素化 管理者、メーカ

ー、マーケッタ

ー、アナリスト

が自動的に 

- - 2021年4月 

作業指示の解像度の詳細をキャプチ

ャ 

ユーザー、

自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

フィールドサービスのマッピング

機能は、デフォルトで有効になっ

ています。 

ユーザー、

自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

サービスアカウントアドレスの

使い勝手の向上 

ユーザー、

自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

第一線の作業者の設定を簡素化 ユーザー、

自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 
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スケジューリング 

2021年リリースウェーブ1のスケジューリング機能。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

リソーススケジューリングに

含まれる予約データ 

管理者、メーカ

ー、アナリスト

によるユーザー 

- - 2021年4月 

スケジュールボード内の組み込

みオプティマイザの機能強化 

ユーザー、

自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

新しいスケジュールボードで地図表

示と週・月表示をサポート 

ユーザー、

自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

あらゆるフィールドサービス組織

で利用可能なリソーススケジュー

リングの最適化 

ユーザー、

自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

技術者の成功 

2021年リリースウェーブ1の技術者サクセス特集。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

技術者の生産性を高めるナレッジ

マネジメント記事 

ユーザー、

自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

* 2021年2月1日のアーリーアクセスでは、ユーザーに影響を与えるすべての必須の変更

を含め、いくつかの機能を利用することができます。詳細については、アーリーアクセ

スFAQをご覧ください。 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
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Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

スケジューリング 

概要 

2021年リリースウェーブ1のスケジューリング機能。 

 

あらゆるフィールドサービス組織で利用可能なリソーススケジューリングの最適化 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

新規および既存のフィールドサービスのお客様は、リソーススケジューリングの最適化機

能により、スケジューリングのニーズを完全に自動化することができます。これにより、

派遣者は他の作業に集中する時間を確保することができ、生産性の向上や技術者の移動時

間の短縮など、ビジネスの目標をより簡単に達成することができます。 

特徴の詳細 

2020年リリースのウェーブ2では、スケジュールボードを介してリソーススケジューリング

の最適化機能を有効にし、ディスパッチ担当者がビジネス目標を達成するために力を与え

ました。このため、お客様はリソーススケジューリング最適化アドオンを購入し、設定す

る必要がありました。2021年リリースのウェーブ1では、既存・新規を問わず、フィールド

サービスのお客様にこのステップを削除し、リソーススケジューリング最適化機能を提供

します。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

新しいスケジュールボードで地図表示と週・月表示をサポート 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

レガシースケジュールボードの重要な機能を、2020年のwave 2リリースで一般的に利用

できるようになった新しいスケジュールボードに移植しました。これらのアップデートで 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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ディスパッチャーは、以前のスケジュールボードと新しいスケジュールボードを切り

替えることなく、技術者のスケジュールを管理することができます。新しいスケジュ

ールボードは、より良いスケジューリング体験のために強化されたユーザー体験と最

適化機能が組み込まれており、ビジネス目標を達成しながら、ディスパッチャの生産

性を向上させます。 

特徴の詳細 

この機能は、以下の主な機能で有効になります。 

• マップビュー。派遣者はマップビューを使用して、予定外の作業指示、予定された予約、

技術者の場所やルート、組織単位を確認したり、対象となる技術者の作業指示をスケジ

ュールしたりすることができます。 

• ウィークリービューとマンスリービュー。派遣者は、毎週および毎月のビューで予約

を表示し、対象となる技術者をスケジュールすることができます。 

これらの更新に伴い、複数日分の予約体験の編集など、リソース情報カードの機能強化をリ

リースします。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

 

リソーススケジューリングに含まれる予約データ 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

- - 2021年4月 

事業価値 

現在、Outlookの可用性情報はスケジューリングでは考慮されていないため、スケジュー

ラーは可用性を完全に把握するために2つの別のツール（OutlookとDynamics 365）を切り

替えなければなりません。また、スケジューリングエラーのリスクや、回避可能なミスを

回避するための再スケジューリングに時間を費やすことになります。リソーススケジュー

リングにOutlookのデータを含めることで、スケジューリング者の生産性が向上し、回避

可能なスケジューリングミスを減らすことができます。 

特徴の詳細 

この機能を使用すると、リソースのスケジューリングオペレーションは、Microsoft 

Dataverse の予約と連動して、スケジューリングプロセス中にアベイラビリティを提供しま

す。これには、予約に加えて予定を反映させるためのスケジュールボードビューが含まれて

います。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 
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スケジュールボード内の組み込みオプティマイザの機能強化 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

組込み型オプティマイザーは、2020年リリースのウェーブ2で10月にプレビューとしてリリ

ースされました。今回のリリースでは、ディスパッチャの生産性を向上させ、日々の活動

にかかる時間を短縮するための新機能を搭載して強化します。 

特徴の詳細 

• スケジューラの生産性を向上させ、回避可能なスケジューリングエラーを削減します。 

• ビジネスの専門家（スケジューリングの目的と制約）に応じて、スケジューリングル

ールのさまざまなテンプレートを作成し、管理します。 

• レンダリングされる結果を待つことなく、複数のスケジュールボードタブで同時に作

業できるようになりました。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

技術者の成功 

概要 

2021年リリースウェーブ1の技術者サクセス特集。 

技術者の生産性を高めるナレッジマネジメント記事 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

ナレッジマネジメントをフィールドサービスプロセスに埋め込むことで、技術者は作業指

示を確実に解決し、最初に資産を設置することができます。これにより、顧客満足度が向

上し、フォローアップ訪問を回避することでコストを削減することができます。 
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特徴の詳細 

この新しい体験は、次のような主な機能で可能になります。 

• 知識記事をオーサリングして作業指示につなげることで、技術者が最初に問題を修正

して資産を適切に設置できるようにします。 

• 新しいフィールドサービス（Dynamics 365）のモバイルアプリで、オンラインまたは

オフラインで記事を活用。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

プロアクティブなサービス提供 

概要 

2021年リリースウェーブ1のプロアクティブなサービス提供機能。 

第一線の作業者の設定を簡素化 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 フィールドサービスをご利用のお客様にとって、できるだけ迅速かつ効率

的に製品を導入することは重要です。この導入の一環として、管理者が新しい技術者を

プロビジョニングする機能があります。私たちは、この経験を簡素化し、新しい技術者

のセットアップをより迅速に簡単に行えるようにしています。 

特徴の詳細 

この新しい体験は、次のような主な機能で可能になります。 

• 管理者が組織内で新しい技術者をプロビジョニングし、展開を支援するためのユーザ

ーエクスペリエンスを簡素化。 

• フィールドサービスへの個人またはバルク技術者のための合理化された作成とセ

ットアップにより、フィールドサービスのモバイルアプリを使用できるようにな

りました。 

• 新しい技術者には、モバイルアプリをダウンロードするためのメールが届きます。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 
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サービスアカウントアドレスの使い勝手の向上 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

サービスアカウントは、フィールドサービスプロジェクトの中心となるフィールドサ

ービスの顧客を捕捉します。Bing Mapsの推奨アドレスを利用することで、管理者は

アカウントのアドレスを素早く入力することができ、データ入力のミスを減らすこと

ができます。 

特徴の詳細 

この新しい体験は、アカウントレコードタイプのフォームとクイック作成で有効になります。 

• アドレスフィールドが統合され、完全なアドレスを読みやすくなります。 

• 編集時には、アドレスの推奨事項が提供されます。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

フィールドサービスのマッピング機能は、デフォルトで有効になっています。 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

管理者は、プロジェクトで可能な限り最高の体験を提供するために、フィールドサービ

ス機能の設定に時間の大部分を費やしています。この新しい経験により、管理者は、最

も使用される機能の多くがデフォルトで有効になっていることがわかり、プロジェクト

の労力と設定時間を削減し、プロジェクトに価値を提供する時間を増やすことができま

す。 

特徴の詳細 

この新しいエクスペリエンスでは、Bing Mapsが有効になるので、新しいデプロイメント

では以下の機能がデフォルトで利用できるようになります。 

• インライン地図とドライブルートのリンク。 

• アドレスの推奨事項。 

• アドレスを自動的にジオコーデ

ィングします。管理者はこの機能を

無効にすることもできます。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 
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作業指示の解像度の詳細をキャプチャ 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

組織にとって、トレーサビリティやチャージアビリティなど、さまざまな理由で作業指示が

どのように解決されたかをレポートできることは非常に重要です。これにより、作業がどの

ように解決されるかについて顧客の可視性が高まり、システムが意味のある解決提案を提供

し始めるためのデータが提供されます。 

特徴の詳細 

作業指示の解決により、組織は、問題がどのように解決されたかを詳細に把握すること

で、作業指示や作業指示インシデントレベルで顧客の問題がどのように積極的に解決さ

れたかを追跡することができます。各作業指示と作業指示インシデントは、多くの解決

アクションが考えられる作業範囲を表しており、将来の分析と洞察への道を開き、フィ

ールドサービス管理者が顧客の作業指示とインシデントの傾向をよりよく理解できるよ

うにします。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

作業命令の採用を簡素化 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

作業指示書の設定と管理は、あらゆるフィールドサービスの導入の中心となります。この

機能により、顧客はシステムを使用して最初の作業指示書を作成しようとしたときに開始

し、セルフナビゲートすることができるようになり、フィールドサービスの使用をより早

く開始することができるようになります。 
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特徴の詳細 

この機能では、作業指示書を作成するためのキュレーションされた自己ガイド付きの採

用エクスペリエンスをリリースし、アプリケーション内でフィールドサービスソリュー

ションのいくつかの重要な要素をユーザーが理解するのにも役立ちます。ガイド付き採

用体験には、以下のコンポーネントが含まれます。 

• 作業指示の種類 

• 製品・サービス 

• プライスリストとプライスリストアイテム 

• 税務コード 

• サービスタスクの種類 

• インシデントの種類 

• 作業指示書と作業指示書サブレコード 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

エンドユーザーとのエンゲージメント 

概要 

2021年リリースウェーブ1のエンドカスタマーエンゲージメント機能。 

 

顧客のためのセルフサービスのスケジューリング 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - 2021年7月 

事業価値 

デバイスから直接自分の時間にスケジューリングできる柔軟性を提供することで、顧客の

スケジューリング体験を向上させることができます。これにより、顧客はよりパーソナラ

イズされた体験を得ることができ、スケジューリングエラーやイベントの再スケジュール

を減らすことができます。顧客サービスに集中するためのリソースを解放し、スケジュー

リングコールのボリュームを減らすことにより、組織のバックオフィスのコストを削減し

ます。 

特徴の詳細 

この新しい体験は、次のような主な機能で可能になります。 

• レスポンシブな顧客インターフェースを備えたあらゆるデバイスからのセルフスケジュー

ル。 

• リソースの空き状況に応じて、利用可能な時間帯を提案します。 

• スケジューリングリクエストの一環として、重要な訪問サービスの顧客情報を収集します。 
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• 迅速なソリューション展開により、顧客に迅速に権限を与えることができます。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 

技術者の位置追跡と直接顧客からのフィードバックで顧客体験を近代化 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年2月 - 2021年4月 

事業価値 

今後のサービス訪問の可視性を提供することで、顧客体験を向上させます。自動化されたサ

ービス訪問のリマインダーにより、技術者が到着したときに顧客の準備が整い、利用できる

ようになるため、顧客が利用できないことによる無駄な出張を排除できます。技術者が移動

中にリアルタイムで位置を追跡することで、顧客はサービス訪問を中心とした一日の計画を

立てることができます。サービス訪問後の顧客からの直接のフィードバックは、フィールド

サービス技術者の労働力内での改善を促進します。 

特徴の詳細 

このビジネス価値は、以下のような能力で提供されます。 

• 自動化されたサービススケジュールのリマインダーとサービス時間の変更の通知は、電

子メールとSMSを介して顧客に送信されます。 

• サービス当日に、技術者の到着予定時刻を顧客に通知し、目的地までの技術者の進行状

況をリアルタイムで追跡する機能を備えた通知を送信します。 

• 顧客の経験に関するフィードバックを収集し、現場技術者の組織内での改善と成長

を促進します。 

注：この機能は、ユニファイドインターフェイスでのみ使用できます。 
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財務・業務 

Dynamics 365 Finance 2021リリースウェーブ1の概要 

Dynamics 365 Finance は、ユーザーにインテリジェンスと自動化を提供し続けています。

今回のリリースでは、予測結果に基づく自動化機能を備えたインテリジェントなキャッシ

ュフローの提供を公開しました。ユーザーは、顧客の支払い予測の表示、予算の予測、実

際の買掛金、売掛金、プロジェクト取引と予測結果に基づく予測キャッシュポジションの

表示など、財務業務のための機械学習をすぐに体験することができます。 

回収に関する予測に基づく自動化は、以下のようなビジネス戦略を強化します。 

プラスのインカムキャッシュフローにさらに影響を与えます。 

Dynamics 365 Financeの新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

コア財務情報 

コア・ファイナンスのこのリリースは、キャッシュ・フロー予測への機能の組み込

みと、すべての財務分野にわたる継続的な機能強化に焦点を当てています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

キャッシュフロー予測 - プロ

ジェクトの統合 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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ファイナンスインサイト 

AIと自動化でデジタルトランスフォーメーションを加速 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

顧客の支払い予測 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

キャッシュフロー予測の

ための外部データ 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

予想銀行残高 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

インテリジェントな予算案 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

トレジャラーのワークスペース 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 

グローバル化 

今回のリリースでは、エジプトでのローカライズ、電子請求書作成アドオンの一般的

な利用可能性、税務サービスの公開プレビュー、その他要望の多かった機能の提供に

焦点を当てています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

Dynamics 365用電子請求書作

成アドオン（一般提供 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年4月 

拡張されたチェコ共和国の

ローカライゼーション - 買

収前の取引のための買収提

案 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年4月 
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請求書作成 - 強化された請求書の

日付管理 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年4月 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ダイナミクス365ファ

イナンス 

123 

 

 

 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

請求書発行 - 時系列の請求書と伝

票番号の拡張 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年4月 

規制構成サービス 

- グローバリゼーションサービ

スのための簡素化されたグロー

バリゼーション機能管理 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年4月 

レギュラトリー・コンフィギュ

レーション・サービスが欧州へ

の地域カバレッジを拡大 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年4月 

税金 - グローバル源泉

徴収税の強化 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年4月 

税金 - 荷造り伝票の日付を税金

計算日とする 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年4月 

設定可能なビジネス文書 

- バーコードタイプの追加サポー

ト 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月 2021年4月 

設定可能なビジネス文書 

- 印刷管理のプレビュー対

応 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月 2021年4月 

国と地域の拡大 - エジプト ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

SAF-T リトアニア用 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

拡張されたイタリア語ローカ

リゼーション - 支払いのトレ

ーサビリティーの改善 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

- 2021年5月 

タックスサービス - 複数のVAT 

IDをサポート(プレビュー) 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 発表予定 

税務サービス - 振込順に税金

をサポート（内覧会 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 発表予定 

税務サービス（内覧会 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 発表予定 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

コア財務情報 

概要 

コア・ファイナンスのこのリリースは、キャッシュ・フロー予測への機能の組み込

みと、すべての財務分野にわたる継続的な機能強化に焦点を当てています。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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キャッシュフロー予測 - プロジェクトの統合 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

プロジェクト予測モデルを使用すると、プロジェクト管理と会計で予測されていたコスト

が、現金管理と銀行管理で利用可能なキャッシュフロー予測に表示されるようになります。

予測可能なプロジェクト・コストと収益が含まれているため、この情報は、より完全なキ

ャッシュ・フロー予測を作成するのに役立ちます。 

特徴の詳細 

コストと収益の予測に予測モデルを使用しているプロジェクトは、キャッシュ・アンド・バ

ンク管理のキャッシュ・フロー予測機能に含めることができます。キャッシュフロー予測の

設定で予測モデルを選択すると、キャッシュ・アンド・バンク管理のキャッシュ概要-現在

の会社のワークスペースまたはキャッシュ概要-すべての会社のワークスペースを表示する

ときに、予測されたコストと収益が含まれます。含めるプロジェクトの種類とコスト取引の

種類は、キャッシュフロー予測の設定時に指定できます。 

ファイナンスインサイト 

概要 

ファイナンス・インサイトは、財務プロセスにAIのパワーを導入することで、デジタルトラ

ンスフォーメーションを加速させます。組織が迅速な意思決定を行い、リスクを軽減し、戦

略的な取り組みに集中するためには、財務を反復的で時間のかかる、価値の低い日常業務か

ら解放することが重要です。AIの力を活用した財務インサイトは、企業のキャッシュポジシ

ョンを迅速に把握して行動するだけでなく、その改善に向けて積極的に行動することを可能

にします。煩雑な作業は自動化または削除され、AIの専門知識を開発または雇用する障壁は

回避され、ビジネスを前進させるための洞察力を得ることができます。 

2021年リリースの第1波では、Dynamics 365 Financeは、企業のキャッシュフローを正確か

つインテリジェントに予測するための、設定可能で拡張性の高いモデルを提供しています。

顧客の支払い予測では、どのような顧客が期日通りに支払うか、遅れるかを予測し、どのよ

うな要因がその予測に寄与しているかを表示します。予算や外部データを含めたキャッシュ

インとキャッシュアウトを使用して、予測された銀行残高とキャッシュフローを長期的に表

示することができます。 
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顧客の支払い予測 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 

事業価値 

顧客の未払いの請求書がすべて支払われる可能性が高い時期や、特定の請求書が支払わ

れる可能性が高い時期を予測することで、ビジネスの回収活動の開始を最適化すること

ができます。 

特徴の詳細 

顧客の支払い予測は、次のような質問への回答や建設的な回答に役立ちます。 

• 請求書や売上金の支払いはいつ頃になりますか？ 

• 時間通りに支払うお客さんと遅刻するお客さん、どちらになるのか？ 

• どのような請求書や注文が支払われるのか？ 

 

予想銀行残高 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 

事業価値 

Finance Insightsのキャッシュフロー予測機能は、企業が現金残高を効果的に監視し、

管理するのに役立ちます。また、管理者が現在のキャッシュポジションとの関連で機

会を最適化するための意思決定を行うのにも役立ちます。 

特徴の詳細 

銀行残高の予測は、顧客からの支払いやベンダーからの支払いなどの情報と同様に、定期

的な活動に基づいて行われます。残高予測は、財務担当者が特定の時期に資金が利用可能

かどうかをより正確に把握するのに役立つ。 
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インテリジェントな予算案 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 

事業価値 

組織は予算の作成に多くの時間とリソースを費やしていますが、その多くは反復的な低付

加価値の作業です。また、各部門の予算をライン単位で作成するため、追加の作業が必要

となります。インテリジェント予算提案は、実績や予算から過去のデータを簡単に収集し、

Dynamics 365 Finance内での予算編成に活用することができます。 

そのデータを使って、過去のデータにはないような知識や見識を持ったスタッフがさらに

磨きをかけることで、新たな予算を生み出すことができるのが特徴です。 

特徴の詳細 

インテリジェント予算提案機能では、過去のデータを利用した信頼性の高い予算案を自動で

作成することができます。 

キャッシュフロー予測のための外部データ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 

事業価値 

キャッシュフロー予測に外部データを入力したり、インポートしたりすることができ、機

械学習予測モデルに幅広いデータセットを含めることで、予測の精度を向上させることが

できます。 

特徴の詳細 

この機能により、キャッシュフロー予測に外部データを含めることができます。これによ

り、サポートシステムからキャッシュフローエンジンに外部データをインポートする機能

が提供され、キャッシュフロー予測の精度が向上します。 

トレジャラーのワークスペース 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 
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事業価値 

ファイナンス・インサイトのキャッシュフロー予測機能は、企業が現金残高を効果的

に監視・管理するのに役立ちます。 

特徴の詳細 

この機能は、財務担当者が組織のキャッシュをうまく管理するために必要な分析と活動を

完了するために必要な要素をすべて含んだ新しいワークスペースを追加します。 

グローバル化 

概要 

グローバルに事業を展開するためには、企業は、税務、電子請求書発行、監査、規制報告、

銀行業務、ビジネス文書のレイアウトなどの分野で、国ごとに異なる複雑なグローバル化

の要件を満たさなければなりません。これらの要件の中には、特定の国や地域で法的に要

求されているものもあれば、現地のビジネス慣行に基づいて採用されているものもありま

す。地方自治体や税務当局は、これらの要件を頻繁に変更しており、しばしば非常に厳し

い法律施行日が設定されています。 

Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain Management、Dynamics 365 

Project Operations、Dynamics 365 Commerceの3つの分野に重点を置いたグローバリ

ゼーション投資を行っています。 

• 当社は常に、すぐに使える国や地域の法律の変更を監視し、政府の期限に合わせてこ

れらの変更に対応した規制の更新を出荷しています。お客様とパートナーは、LCS問

題検索で、今後リリースされる規制更新を追跡することができます。また、LCSアラ

ートサービスのコミュニティに参加して、どのような法律変更アラートが来るかを確

認したり、独自のアラートを送信したりすることもできます。 

• 当社では、既存の国と地域のカバレッジを拡張し、既存の国と地域のローカリゼーショ

ン機能を強化しています。当社のグローバリゼーションISVは、ローカリゼーションソ

リューションを作成してAppSourceで公開することで、当社のグローバルカバレッジを

さらに拡大しています。現在、Dynamics 365 Finance、Supply Chain Management、

Project Operations、Commerce向けに40以上のISVローカリゼーションソリューション

をAppSourceで公開しています。 

• 当社では、ローコードで構成可能なグローバリゼーションツールとサービスを強化し、

複数の国や地域で絶えず変化する規制や現地の要件に対応するための複雑さをさらに軽

減しています。お客様とパートナーは、これらのツールやサービスを使用して、すぐに

使える国や地域のローカリゼーションを拡張し、120カ国以上で13,000以上のカスタム

機能を作成しました。 

2021年のリリースウェーブ1では、エジプト向けのローカライズに注力しました。これによ

り、すぐに利用できる国と地域の数は43に、言語の数は48に拡大しました。また、

Dynamics 365用の電子請求書作成アドオンの一般提供版を出荷しました。 
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金融、商取引、サプライチェーン管理、プロジェクト・オペレーションの各分野において、

より優れたスケーラビリティ、変化する法的要件に対応するための俊敏性、電子請求書発行

（60以上）や企業間取引のシナリオを必要とする国や地域が増加している中での一貫した

経験を提供しています。また、アイデアポータルで要望の多かった、税金、請求書発行、設

定可能なビジネス文書の分野におけるいくつかの機能をリリースしました。 

SAF-T リトアニア用 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

この機能により、一部の税務当局の監査手続きに必要なSAF-Tレポートを作成してエクスポ

ートすることで、税務要件へのコンプライアンスを維持することができます。 

特徴の詳細 

新しいSAF-Tレポートは、リトアニアの税務報告要件に合わせて配信されます。レポート

は、国際的なOECD標準のSAF-Tスキーマに基づいており、国別の要件を満たすのに役立つ

追加機能を備えています。レポートは、総勘定元帳とすべてのシステムサブレジャとモジ

ュールから、必要な形式でデータを抽出します。また、1つのファイルで整合性を確認す

るためのサマリー情報も提供します。報告書は、税務当局がランダムに、また報告された

取引のランダムな期間について要求することができます。2021年には、事業規模に関わら

ず、リトアニアの各企業から報告書の提出が求められるようになります。 

請求書発行 - 時系列の請求書と伝票番号の拡張 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

この機能により、より多くの国や地域の文書番号年表に関する法的要件を満たすことがで

きます。また、この機能は、追加モジュールの番号順設定の柔軟性を高めます。 

特徴の詳細 

利用可能な文書参照に対して期間有効な数列グループを構成し、特定の数列にリンクさ

せることができます。そうすると、適切な数列 
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グループは、文書の日付に応じて関連文書を作成する際に自動的に識別されます。 

 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

請求書作成 - 強化された請求書の日付管理 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

この機能は、内部監査手続きを厳格化するために、転記前の請求書日付の追加管理の可

能性を実現します。さらに、この機能は、請求書登録時の手作業によるミスを防止し、

ミスがあった場合には修正するのに役立ちます。 

特徴の詳細 

許可されていない請求書の入力をブロックするか許可するか、または特別な理由が定義さ

れている場合にとにかく請求書を入力するかを選択することができます。 

拡張されたチェコ共和国のローカライゼーション - 買収前の取引のための買収提案 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

この機能を利用することで、大量の固定資産を取得前の取引で扱いやすくなります。 

 

特徴の詳細 

買収提案を作成するときに、プロセスが既存の事前取得取引を選択する日付まで指定でき

ます。日付が選択されていない場合、事前取得取引はフィルタリングされず、すべての既

存取引が考慮されます。 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=bdd868cf-5446-e911-867a-0003ff68f3db
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=bdd868cf-5446-e911-867a-0003ff68f3db
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拡張されたイタリア語ローカリゼーション - 支払いのトレーサビリティーの改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年5月 

事業価値 

この機能は、より良いユーザー体験を提供し、公共部門の契約で監査目的で必要とされる

システム内のCIGとCUPコードの追跡可能性を向上させます。 

特徴の詳細 

プロジェクトマスターデータにCIGコードとCUPコードを定義し、公共部門の契約に関連

する顧客とベンダーの取引に必須コードが提供されているかどうかを検証することができ

ます。バリデーションにより、請求書発行と支払い処理中のエンドツーエンドのトレーサ

ビリティが保証されます。 

設定可能なビジネス文書 - 印刷管理のプレビューサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

設定可能なビジネス文書については、ユーザーは、異なる印刷管理アクションのための宛

先を定義することができます。つまり、シナリオ「プレビュー/印刷」>「オリジナル」は

プレビューに、「プレビュー/印刷」>「印刷管理を使用」は電子メールや印刷に使用する

ことができます。 

国と地域の拡大 - エジプト 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

エジプトのグローバル化は、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain 

Management、Dynamics 365 Project Operationsの3つの分野で展開されています。 
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特徴の詳細 

エジプトのグローバリゼーション機能には次のようなものがあります。 

• リバースチャージ 

• エジプトへの請求書と信用状 

• 売買取引報告書 

• Microsoft ExcelファイルとしてのVAT申告 

• ラインレベルでの源泉徴収税額の計算 

• 源泉徴収税の申告書41 

• 源泉徴収票の申告書11 

Dynamics 365用電子請求書作成アドオン（一般提供 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

組織がグローバルに成長し、地域を超えて事業を拡大していく中で、業務の複雑さとリス

クはますます増大しています。コンプライアンスを維持し、頻繁に変化する規制に対応す

ることが課題となっており、請求書発行に関しては特に重要となっています。請求書発行

は、企業が紙の文書や手作業による集中的なプロセスに依存しているため、従来はコスト

が高く、エラーが発生しやすいものでした。しかし、コストを削減し、エンドツーエンド

のプロセスをスピードアップするために、企業は紙の請求書から離れ始めています。 

さらに、政府は、税務のデジタル化の重要な要素として、電子請求書発行にますます目を

向けるようになっています。 

組織にリアルタイムの税務情報を電子的に税務当局に提出することを義務付けることで、

政府は脱税や操作を最小限に抑え、不正行為を減らすことができるようになります。公共

部門でも民間部門でも、電子請求書発行の重要性は増しており、世界はペーパーレスの文

書処理に移行しつつあります。電子請求書発行を導入しないと、コンプライアンス上の問

題や不必要なコストが発生し、競合他社に後れを取るリスクがあります。 

特徴の詳細 

電子文書を作成して送信する際に、電子請求書アドオンを使用することができます。

Dynamics 365 FinanceやDynamics 365 Supply Chain Managementで利用できる設定可能な

オプションは、文書の変換に限られています。アドオンでは、設定可能な統合機能を追加

することで、これらのオプションを拡張することができます。 
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計画されたフィーチャーのハイライト 

• Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain Management、Dynamics 365 

Project Operations、Dynamics 365 Commerceとすぐに統合できます。 

• すべての国と地域の電子請求書プロセスの設定と監視のための一貫したユーザー体験。 

• 電子請求書発行ソリューションをより早く、より簡単に、より安価に導入することができ

ます。 

• RCS（Regulatory Configuration Service）によるサービスの設定とグローバル化機

能の設定 

• RCSで定義された設定を用いて、業務データを複数の電子請求書フォーマット（XML、

JavaScript Object Notation[JSON]、TXT、カンマ区切り値[CSV]）に変換します。 

o 電子請求書変換の設定ができなかった国や地域で利用可能な電子報告書フォー

マット 

• 電子署名による認証処理を含む、外部Webサービスへの電子請求書の提出を設定可

能。 

o ビルトインで、簡単に拡張でき、設定可能な統合で、複数の国や地域の追加コン

テンツを追加できます。 

• 設定可能な例外メッセージ処理を含む、Web サービスからの応答の処理。 

• 電子署名のサポート（XMLDSig署名アルゴリズムの使用など）。 

• 電子請求書メッセージの一括処理。 

税務サービス（内覧会 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

事業価値 

Tax service は、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain Management、

Dynamics 365 Project Operations の税務判定・計算機能を強化する設定可能なグローバル

化マイクロサービスです。現地の税務規制に対応した柔軟な税務判定マトリクスと設定可

能な税務計算デザイナーを提供します。 

特徴の詳細 

• Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain Management、Dynamics 365 

Project Operationsとすぐに統合できます。 
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• スタンドアロンサービスとして利用可能な電子報告デザイナーの強化版である

RCS(Regulatory Configuration Service)を介した税務サービスの設定。 

• 税法と税率を自動的に決定するための設定可能なタックスマトリックス。 

• VAT IDを自動的に決定するための設定可能なタックスマトリックス。 

• 計算式や条件を定義するための設定可能な税金計算デザイナー。 

• 法人間で共有された税務判定・計算ソリューション 

タックスサービス - 複数のVAT IDをサポート(プレビュー) 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

事業価値 

Tax service は、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain Management、

Dynamics 365 Project Operations の税務判定・計算機能を強化する設定可能なグローバル

化マイクロサービスです。現地の税務規制に対応した柔軟な税務判定マトリクスと設定可

能な税務計算デザイナーを提供します。本機能は、1つの法人とその取引先に対して複数

のVAT IDの決定をサポートする税務サービスの一部です。 

特徴の詳細 

• 複数のVAT IDを1つの法人の下で管理することができます。 

• 複数のVAT IDを1つの顧客またはベンダーの下で管理することができます。 

• 取引上の正しい法人のVAT IDを自動判定します。 

• 取引の正しいカウンターパーティーVAT IDを自動判定します。 

 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

税務サービス - 振込順に税金をサポート（内覧会 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55


Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ダイナミクス365ファ

イナンス 

135 

 

 

事業価値 

Tax serviceは、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain Management、

Dynamics 365 Project Operationsの税務判定・計算機能を強化する設定可能なグローバリ

ゼーションマイクロサービスです。Tax serviceは、柔軟な税務判定マトリクスと設定可能

な税務計算デザイナーを提供し、現地の税務規制に対応します。 

この機能は、税務サービスの機能を活用して、在庫振替注文取引の間接税の決定、計

算、転記、精算をサポートするための税務サービスの一部です。 

特徴の詳細 

• 振替注文の発送に伴う間接的な税の決定・計算・転記サポート。 

• 振替注文を受ける際の間接的な税務判断・計算・転記サポート。 

• 振替注文取引の間接的な税務決済支援。 

• 送料振込注文のVAT ID判定対応 

• 振替受注のVAT ID判定支援 

 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

税金 - グローバル源泉徴収税の強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

多くの国で源泉徴収が義務付けられています。のプロセスを強化しました。 

源泉税の必要性の判断とその計算・計上・精算 

 

特徴の詳細 

グローバルな源泉徴収税の強化には、以下のようなものがあります。 

• 買掛金の項目別源泉徴収税額群（ラインレベルでの税額）について 

• 源泉所得税の支払い 

• 売掛金の源泉徴収 

• 請求金額のしきい値 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=6d3c5995-3452-e911-b047-0003ff688d55
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• 雑費の源泉徴収税額の計算 

• 源泉徴収される請求書の金額 

• 税務当局の業者口座に対する源泉徴収税の支払い 

税金 - 荷造り伝票の日付を税金計算日とする 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

事業価値 

多くの国や地域では税率が頻繁に変更されており、商品が出荷された時期に基づいてシ

ステム内の税率が正しく反映されている必要があります。この機能は、顧客が正しい税

率を取得するのに役立ちます。 

特徴の詳細 

現在、税率を決定するための日付オプションは3つあります。この機能では、4つ目の日

付オプションを提供しています。 

• 文書の日付 

• 請求書の日付 

• 納期 

• 梱包伝票の日付（新オプション 

販売注文ラインに梱包伝票が生成されると、ユーザーは書類上で梱包伝票の日付を選択す

ることができ、システムはこの日付を使用して税率を検索するために税コード値テーブル

に表示されます。 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

設定可能なビジネス文書 - バーコードタイプの追加サポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年2月 2021年4月 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=19b6f07e-87dc-ea11-bf21-0003ff68e671
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=19b6f07e-87dc-ea11-bf21-0003ff68e671
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特徴の詳細 

構成可能なビジネス文書のバーコードデータソースでサポートされているバーコ

ードのリストが、Intelligent Mail Barcode（IMB）で拡張されました。 

レギュラトリー・コンフィギュレーション・サービス - グローバル化

サービスのための簡素化されたグローバリゼーション機能管理 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

現在、電子請求書発行アドオンと税務サービスのユーザーは、これらのサービスをセット

アップするためにいくつかのコンポーネントを設定する必要があります。これを簡素化す

るために、RCS（Regulatory Configuration Service）から直接Electronic Invoicing Add-on 

and Tax Serviceにデプロイできるように、関連する成果物のバンドル化をサポートするグ

ローバリゼーション機能を開発しました。 

特徴の詳細 

この2021年のリリースウェーブの一環として、グローバル化機能の機能が一般的に利用可

能となり、電子請求書作成アドオンと税務サービスをご利用の方は、以下の機能をサポー

トしています。 

• マイクロソフトが制作したグローバリゼーション機能を発見し、アクセスすることができ

ます。 

• 電子レポート形式の構成、処理アクション、および対応する機能のセットアップを含

む関連機能コンポーネントのレビューと構成。 

• グローバリゼーションの機能を組織全体で集中的に保存し、共有することができます。 

• 設定したグローバリゼーション機能を、グローバリゼーションサービスや接続ア

プリケーション環境で使用するために、RCSから直接導入します。 

電子請求書作成アドオンのグローバル化機能のスクリーンショット 
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レギュラトリー・コンフィギュレーション・サービスが欧州への地域カバレッジを拡

大 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

この地域拡大により、国や地域の異なるお客様は、機能が限られているDynamics 365 

Financeに組み込まれている構成設計者に頼るのではなく、ローカルデータの居住要件を満

たし、RCS（Regulatory Configuration Service）の追加メリットを利用することが可能にな

ります。 

特徴の詳細 

RCS の継続的な機能強化の一環として、RCS 環境をデプロイできる地域の範囲が拡大され

ています。最初のサービスサインアップを行う際に、システム管理者は、既存のサポート

されているリージョンにRCS環境を展開するか、新たにサポートされているリージョンにイ

ンスタンスを展開するかを選択することができます。 

RCS環境は、以下の国または地域に展開することができます。 

• 米国（すでに入手可能 

• インド 

• フランス 

• ヨーロッパ 

RCS プロビジョニングフローの一部として、環境をプロビジョニングする地理的に位置

するデータセンターを選択できます。 
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Dynamics 365 Supply Chain Management 2021リリースウ

ェーブ1の概要 

Dynamics 365 Supply Chain Managementは、エンドツーエンドのサプライチェーン

ソリューションであり、企業はサプライチェーンの可視性、回復力、効率性を得る

ことができます。 

2021年リリースウェーブ1 

2021年リリースのウェーブ1では、Dynamics 365 Supply Chain Managementのユーザーは

さらに以下のことが可能になります。 

• インベントリの可視化アドインを使用して、手元の在庫量のための単一の、組織全体

の真実のソースを提供します。 

• 輸送中の貨物の可視化を可能にし、陸揚げコストを使用して出荷時の陸揚げコストを

計算します。 

• アセットマネジメントのユーザーのために透明性と効率性を高め、実施されたメ

ンテナンスの費用を顧客に請求できるようにします。 

• トレーニングの時間とコストを削減し、新鮮でユーザーフレンドリーなモバイルア

プリケーションで倉庫作業員の生産性を向上させます。 

• グローバルインベントリ会計アドインにより、国際的な会計基準への準拠を実現し

ます。 

• リベート管理を利用して、リベートや控除プログラムを維持するために必要な管

理の時間と労力を削減します。 

• お客様が中断することなく、規模に応じてミッションクリティカルな業務を実行できる

ようにし、エッジスケールのユニットに拡張することで、製造および倉庫業務に回復力

を構築します。 

• 製造会社のプランナーが生産スケジュールを管理し、納期を決定するのに役立ち、リー

ドタイムバッファと計画の地平線の両方をより柔軟に管理することができます。 

Dynamics 365 Supply Chain Managementの新機能と予定について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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アセットマネジメント 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

保守計画を実行しながら作業指示をグル

ープ化するためのルールを適用する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

メンテナンス作業のためのお客様へのご

請求 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

資産カウンターの累積値を基に

したプランメンテナンス 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

IoTシグナルに基づいて資産の使用状況

を追跡 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年6月 2021年7月 

在庫と物流 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

着地コスト 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

倉庫作業のスケジュール作成 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

棚卸資産標準原価再評価バウチャ

ーのデフォルトの財務ディメンシ

ョンを設定する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

クラウド上のスケール単位での倉庫実

行 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

倉庫管理モバイルアプリケーシ

ョン 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

ベンダーから提出された銀行情報を

承認し、保存する 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

在庫と物流のための保存されたビュー 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

Dynamics 365サプライチェーン管理の

ためのインベントリ可視化アドイン 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

11月30日 

2020 

2021年4月 

リベート管理 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年4月 

Dynamics 365 Supply Chain 

Managementのためのグローバルイン

ベントリ会計アドイン 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年6月 

スケールユニットを使用した倉庫実

行機能の増分強化 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 2021年6月 

カスタム・ハードウェア上でのエッ

ジ・スケール・ユニットによる倉庫

の実行 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 2021年7月 

 

製造業 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

生産管理用に保存されたビュー 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

クラウド上のスケール単位での製造実行 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年6月 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

顔認証による作業者のサインイン 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 2021年6月 

カスタムハードウェア上でのエッジスケ

ールユニットによる製造実行 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 2021年7月 

製造のための生産現場実行インター

フェイスの強化 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年6月 2021年7月 

 

プランニング 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

計画最適化のためのカバレッジ

タイムフェンスのサポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

企画最適化のための購買要求サ

ポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

計画された注文のための保存されたビュ

ー 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

計画最適化のための予測サブモデルの

サポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

計画最適化のための無限のキャパシテ

ィをサポートするスケジュール 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 2021年6月 

計画最適化のための再注文マージ

ンと発行マージンのサポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年6月 2021年8月 
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製品情報管理 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

既存製品の変更管理が可能 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

バリエーション提案ページの改善 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 2021年6月 

製品の準備状態のチェック 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年5月 2021年7月 

法人の境界を越えて製品情報を共有 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年5月 2021年7月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

製品情報管理 

概要 

このリリースでは、製品マスタデータが完全であることを確認するタスクを簡素化し、製

品バリアントの生成パフォーマンスを向上させ、エンジニアリングを追加するための段階

的な改善が行われています。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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製品の準備状態のチェック 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 2021年7月 

事業価値 

製品のライフサイクルが常に縮小し、品質と信頼性に対する要求が高まり、製品の安全性

が重視されている世界では、製品が取引で使用されるようになる前に、必要なすべてのデ

ータが完全に設定されていることを確認する必要があります。準備チェックは、すべての

必要なフィールドが必要に応じて設定されていることを確認するのに役立ちます。 

特徴の詳細 

製品準備チェックとは、各製品が取引で使用される前に、必要なデータがすべてセットア

ップされていることを確認するための自動または手動のチェックのセットです。チェック

には、システムチェック、マニュアルチェック、チェックリストの3種類があります。 

• システムチェックでは、特定のフィールドに値があるかどうかをシステムが自動的に検

証します。(データを定義し、その正確さを確認するためにユーザー入力が必要な場合

は、手動チェックまたはチェックリストを使用します)。 

• 手動チェックは、ユーザーが特定の情報（デフォルトの注文設定など）が製品に対し

て正しく設定されているかどうかを確認することを期待されている事前定義されたチ

ェックです。ユーザーは、特定の領域に焦点を当て、必要な情報を定義することが期

待されます。 

• チェックリストとは、ユーザーが従わなければならない定義されたステップやフォ

ーカスエリアのセットのことです。各チェックリストは、企業のニーズに合わせて定

義し、設定することができるアンケートです。 

準備態勢チェックは準備態勢ポリシーにグループ化されており、特定の製品への管理や割

り当てが簡単に行えるようになっています。各レディネス・ポリシーには、特定の製品ま

たは製品のセットに適用されるチェックのセットが含まれています。製品にレディネスポ

リシーを割り当てると、その製品をトランザクションで使用する前に、そのすべてのチェ

ックが完了している必要があります。 

以前のバージョンでは、製品の準備完了チェックは、エンジニアリング製品（エンジニア

リング変更管理プロセスによって管理される製品）でのみ利用可能でした。この機能によ

り、製品レディネスチェックのサポートがすべての製品に拡張されました。 

既存製品の変更管理が可能 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 
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事業価値 

エンジニアリング変更管理では、複数のバージョンを使用して、製品のライフサイクル全

体での変更を追跡します。企業は、標準製品をエンジニアリング製品に変換することで、

バージョニングとエンジニアリング変更管理のメリットを既存の製品に適用することがで

きます。 

特徴の詳細 

エンジニアリング変更管理では、複数のバージョンを使用して、エンジニアリング製品

のライフサイクル全体での変更を追跡します。これは、履歴的な変更記録を保持する必

要がある場合や、強力なデータ管理を使用する場合に有益です。新しい製品を追加する

たびに、それをエンジニアリング製品（バージョン管理と変更管理を使用する）にする

か、標準製品（使用しない）にするかを選択できます。以前は、この指定は永続的なも

のでしたが、標準製品をいつでもエンジニアリング製品に変更することができるように

なりました。つまり、既存の製品であっても、エンジニアリング・チェンジマネジメン

トの機能を活用し、変更管理の規律を高めることができます。 

エンジニアリング製品として作成された製品とは異なり、標準製品をエンジニアリング製品

に変換すると、結果として得られるエンジニアリング製品はトランザクションでバージョン

追跡されないことに注意してください（言い換えれば、変換された製品ではバージョン・デ

ィメンジョンは利用できません）。 

バリエーション提案ページの改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年6月 

事業価値 

更新されたバリアント提案ページは、多数の製品寸法の組み合わせを持つ企業のパフ

ォーマンスと使いやすさを向上させます。プロセスの改善により、生成されたバリア

ント提案がより関連性の高いものになるため、ユーザーの生産性が向上します。 

特徴の詳細 

この機能は、バリアントを作成するためのディメンションの組み合わせの数が多い場合

に、バリアント提案ページのパフォーマンスと使いやすさを向上させます。以下の変更

点が含まれています。 

• バリアント提案の生成を延期しました。バリアント提案ページは、最初に開いたとき

に提案を表示しなくなりました。その代わりに、提案を生成するためのボタンを明示

的に選択する必要があります。これにより、プロセスがより目に見えてインタラクテ

ィブになるため、ユーザーの信頼性が高まります。 
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• ディメンジョン値の選択。多くの寸法値がある場合、通常は、そのうちのいくつかの

寸法値だけを含むバリアント提案を生成することに関心があります（新しい色やスタ

イルのセットを導入する場合など）。改良されたデザインでは、製品のバリアント提

案を生成するディメンジョン値を選択できます。これにより、提案されるバリアントの

関連性が大幅に向上し、システムパフォーマンスとユーザの生産性の両方が向上します。 

法人の境界を越えて製品情報を共有 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 2021年7月 

事業価値 

多くの法人や大規模な製品ポートフォリオ（大規模な販売・流通ネットワークなど）を持

つ企業では、多くの場合、製品データの重複が発生します。この機能を使用すると、リリ

ースされた製品データを法人間で共有することができるため、維持しなければならないデ

ータ量を削減しながら、製品マスタデータの維持作業を簡素化することができます。 

特徴の詳細 

リリースされた製品データを共有する法人のセットを指定できます。たとえば、製品を購入、

生産、配布、または販売するすべての法人間で製品データを共有することができます。各製

品は、それを共有するすべての法人で表示されるようにするために、一度だけリリースする

ことができます。その後の製品の更新も、製品関連の情報を複製することなく、それらのす

べての法人で共有され、可視化されます。 

プランニング 

概要 

本リリースでは、Dynamics 365 Supply Chain ManagementのPlanning Optimization Add-in

のMRP II（Material Requirements Planning II）機能を紹介します。MRP IIは、製造業の計画

者が生産スケジュールを管理し、納期を決定するのに役立ちます。また、今回のリリース

では、購買要求や段階的な需要予測モデルからの入力を活用し、リードタイムバッファと

計画地平線の両方を柔軟に制御できるように、計画最適化機能の改良が加えられています。 
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計画された注文のための保存されたビュー 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

この機能は、計画された注文のための簡略化されたビューを提供します。各ビューには、

最も頻繁に使用されるフィールドのみが含まれており、それにより、より迅速な概要と合

理化された作業プロセスを提供します。サプライチェーンマネジメントの以下のページの

簡易ビューが含まれています。 

• 受注予定一覧ページ 

• ご注文予定の詳細ページ 

 

計画最適化のための無限のキャパシティをサポートするスケジュール 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年6月 

事業価値 

生産スケジューリングでは、サプライチェーン管理のためのPlanning Optimization Add-

inを使用して、ルート情報から導き出された実際のリードタイムを考慮したマスタープラ

ンニングを可能にします。また、スケジューリングエンジンは、運用要件と利用可能な

リソースの能力に基づいて、適用可能なリソースを検索します。 

特徴の詳細 

経路情報からのスケジューリングに基づくMRP（資材所要量計画）を可能にする機能です。

従来、計画最適化によるMRPスケジューリングは、関連製品の在庫（生産）リードタイム

を静的に設定して行っていましたが、本機能により、以下のようなメリットが得られます。

これにより、以下のようなメリットがあります。 

• プランナーは、リソース負荷を表示し、納期を決定することができます。 

• 登山情報、登山ルートの紹介。 

• 無限の能力を持つ生産提案をスケジュールします。 

この機能は、計画最適化のための資材資源計画II（MRP II）機能の一部です。MRP IIは、

製造業の計画者が生産スケジュールを管理し、資源負荷を管理し、納期を決定するのに

役立つ。なぜなら 
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最適化は別のサービスとして実行され、システムの他の部分の速度を落とすことなく、

高性能の生産計画を促進することができます。 

生産スケジューリングのためのPlanning Optimizationをサポートすることで、メーカー

は生産スケジューリングの恩恵を受けることができます。 

• 大容量データでパフォーマンスを向上させました。 

• マスタープランニングを自社サービスに移行したことで、システムのパフォーマン

スが向上しました。 

• 要件の変更をほぼリアルタイムで把握することができます。 

 

地理的地域 

この機能は、以下のMicrosoft Azureの地理的エリアにリリースされます。 

• 合衆国 

• ヨーロッパ 

• イギリス 

• オーストラリア 

• カナダ 

計画最適化のための予測サブモデルのサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

計画者は、計画最適化により、マスタープランニング時に使用される予測モデルにリンク

された複数のサブモデルからの需要予測入力を含めることができます。これにより、複数

のサブモデルからの集約された予測需要をカバーする供給提案を作成することができます。 

特徴の詳細 

この機能により、計画最適化では、マスタープランのために定義された予測モデルに関連

する予測サブモデルを組み込むことができます。 

プランニングの最適化により、プランナーは以下のようなメリットを得ることができます。 

• 大容量データでパフォーマンスを向上させました。 

• マスタープランニングを自社サービスに移行したことで、システムのパフォーマン

スが向上しました。 

• 要件の変化をほぼリアルタイムで把握。 
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地理的地域 

この機能は、以下のMicrosoft Azureの地理的エリアにリリースされます。 

• 合衆国 

• ヨーロッパ 

• イギリス 

• オーストラリア 

• カナダ 

企画最適化のための購買要求サポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 Supply Chain ManagementのPlanning Optimization Add-inは、購買要求を会

計化し、必要な計画購買発注書を自動的に作成します。これにより、購買依頼書をもとに

手動で発注書を作成する必要がなくなります。 

特徴の詳細 

この機能を使用すると、購買要求書に基づいて計画された注文を生成するための計画最適

化が可能になります。購買要求は、購買部門がアイテムやサービスを購入することを許可

する内部文書です。購入要求が承認された後、それは購入注文を生成するために使用する

ことができます。この機能を利用することで、計画最適化により、既存の購買依頼書を分

析し、必要な計画購買発注書を自動的に作成することができます。 

プランニングの最適化により、プランナーは以下のようなメリットを得ることができます。 

• 大容量データでパフォーマンスを向上させました。 

• マスタープランニングを自社サービスに移行したことで、システムのパフォーマン

スが向上しました。 

• 要件の変更をほぼリアルタイムで把握することができます。 

 

地理的地域 

この機能は、以下のMicrosoft Azureの地理的エリアにリリースされます。 

• 合衆国 

• ヨーロッパ 

• イギリス 
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• オーストラリア 

• カナダ 

 

計画最適化のための再注文マージンと発行マージンのサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年6月 2021年8月 

事業価値 

再注文と発行マージンを使用すると、追加のバッファマージンを集中管理し、リードタイ

ムとは別に処理することができるため、流通と生産の両方のシナリオでリードタイムの設

定を簡素化することができます。 

特徴の詳細 

この機能は、サプライチェーン管理のための計画最適化アドインで、マスタープランニン

グの間に再注文マージンと発行マージンのタイプの安全マージンを含めることを可能にし

ます。安全マージンは、通常のリードタイムを超えた余分なバッファタイムを提供するセ

ットアップを可能にします。 

再注文マージン - サプライオーダーを発注するためのバッファ時間。 

システムは、マスタープランニング中に計画されたすべての注文に対して、アイテムリー

ドタイムの前に再注文マージンを追加し、それによって供給注文を発注するための十分な

時間を確保します。このマージンは、通常、サプライオーダーの作成中に必要となる承認

プロセスやその他の内部プロセスのための時間を確保するためのバッファとして使用され

ます。再注文マージンは、供給注文日と開始日の間に配置されます。 

問題のマージン - 出荷物を処理するためのバッファ時間 

システムは、マスタープランニング中に、需要要求日から発行マージンを差し引きます。こ

れにより、入ってくる需要注文に対応して出荷するための時間を確保することができます。

このマージンは通常、出荷と関連するアウトバウンドの倉庫プロセスのための時間を確保す

るためのバッファとして使用されます。 

プランニング最適化のメリット 

プランニングの最適化により、プランナーは以下のようなメリットを得ることができます。 

• 大容量データでパフォーマンスを向上させました。 

• マスタープランニングを自社サービスに移行したことで、システムのパフォーマン

スが向上しました。 

• 要件の変更をほぼリアルタイムで把握することができます。 
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並び替えと発行マージンの使用を可能にする 

 

地理的地域 

この機能は、以下のMicrosoft Azureの地理的エリアにリリースされます。 

• 合衆国 

• ヨーロッパ 

• イギリス 

• オーストラリア 

• カナダ 

 

計画最適化のためのカバレッジタイムフェンスのサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

この機能により、企業はPlanning Optimizationが最長のリードタイムに加えてバッファ（例

えば、次の60日分）を加えた計画受注のみを確実に生成できるようになります。これにより、

長期予測をカバーする提案を避けることができます。 

特徴の詳細 

この機能により、Planning Optimizationのユーザーは、マスタープランニングの出力を選

択した期間に制限するタイムフェンスを設定することができます。これにより、プランナ

ーや購入者は、長期予測をカバーする提案を避けながら、近い将来にアクションを必要と

する計画受注に焦点を当てることができます。これにより、今のところ注意を払う必要の

ない計画受注からノイズを取り除き、プランナーや購入者は関連する供給要件に集中する

ことができます。 

プランニングの最適化により、プランナーは以下のようなメリットを得ることができます。 

• 大容量データでパフォーマンスを向上させました。 

• マスタープランニングを自社サービスに移行したことで、システムのパフォーマン

スが向上しました。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365サプライチェーンマネジメ

ント 

151 

 

 

• 要件の変化をほぼリアルタイムで把握。 

 

地理的地域 

この機能は、以下のMicrosoft Azureの地理的エリアにリリースされます。 

• 合衆国 

• ヨーロッパ 

• イギリス 

• オーストラリア 

• カナダ 

在庫と物流 

概要 

今回のDynamics 365 Supply Chain Managementのリリースでは、サプライチェーンの可視

性、回復力、効率性を高めるために、いくつかの在庫とロジスティクスの新機能が追加さ

れています。まず、インベントリの可視性アドインは、組織全体の在庫残高の真実の情報

源を提供します。また、輸送中の商品の可視性を提供し、出荷の推定および実際の陸揚げ

コストを計算するために設計された新機能である陸揚げコストも発表しています。再設計

された倉庫モバイルアプリケーションは、倉庫作業員に新鮮でユーザーフレンドリーなデ

ザインをもたらし、倉庫作業員が迅速にトレーニングを行うことができ、毎日効率的に作

業を行うことができます。新しいグローバルインベントリ会計アドインは、国際的な業務

を行う組織が様々な会計基準に柔軟に対応できるようにします。リベート管理は、リベー

トや控除プログラムの維持に関連する管理作業を軽減します。 

棚卸資産標準原価再評価バウチャーのデフォルトの財務ディメンションを

設定する 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

この機能は、標準原価の再評価プロセスを合理化します。標準原価再評価バウチャーは、

通常、新しい標準原価をアクティブにすると生成されます。この機能はプロセスを簡素化

し、システムがインベントリの標準原価再評価バウチャーに財務ディメンジョンをどのよ

うに割り当てるかを選択することができます。 
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特徴の詳細 

この機能では、システムが棚卸資産の標準原価再評価伝票に財務ディメンジョンを割り

当てる方法を選択できるオプションを提供します。この機能を有効にすると、原価管理 

> 棚卸資産会計ポリシーの設定 > パラメータに進み、その設定を管理することができ

ます。新しい設定は、次のオプションを提供します。 

• 該当事項はありません。再評価トランザクションに財務ディメンジョンが計上されてい

ません。アカウント構造に必要な財務ディメンジョンが含まれている場合でも、再評価

プロセスは実行されますが、財務ディメンジョンがない会計項目が作成されます。この

場合、ユーザは最初に警告メッセージを受け取るので、必要に応じて再評価をキャンセ

ルできます。 

• 表を掲載しています。再評価取引には、項目の財務ディメンションが掲載されていま

す。(これはデフォルト設定であり、本来のシステムの動作と一致している)。 

• 掲示します。再評価される取引の財務ディメンジョンは、再評価取引に計上されま

す。デフォルトでは、元のトランザクションの在庫勘定の財務ディメンジョンが在

庫勘定と再評価勘定の両方に使用されます。 

倉庫管理モバイルアプリケーション 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

この機能により、組織は全体的な倉庫業務の効率を向上させることができます。倉庫管理

モバイルアプリケーションは、直感的で使いやすく、処理を合理化するコア倉庫管理ロジ

ックの堅牢な強化によってサポートされた、新鮮で現代的なデザインが含まれています。

新しいデザインコンセプトは、幅広い労働者層を含む広範なユーザビリティ調査に基づい

ています。このソリューションは、作業員がより効率的で生産性が高く、より正確に作業

を完了できるように設計されています。 

特徴の詳細 

このモバイルアプリケーションの新鮮で新しいデザインは、広範なユーザビリティスタデ

ィに基づいています。これらの調査では、モバイルアプリケーションを使用してエンドツ

ーエンドの倉庫プロセスを実行する際に経験する長所と苦痛の両方を特定しました。この

調査結果は、アプリケーションの新しいデザインと、それをサポートするコア倉庫管理ロ

ジックの基本的な機能強化の指針となりました。新しいソリューションは、次のような利

点と機能を提供します。 

• 作業者の効率化が図られています。 

o 大きな入力コントロールで素早く数量をダイヤルすることができます。 
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o 最も重要な情報を最も見やすく、大きなフォントで設定しました。 

o 保存されたワーカーの設定やデバイス固有の設定を一元管理できるようになりました。 

• エルゴノミクスを改善しました。 

o 大きなタッチターゲットなど、手袋をしたままでも使いやすいアプリになっています。 

o 汚れた画面でもクリアな文字が得られるハイコントラストデザイン。 

o 各ワーカーのグリップ、デバイス、ハンドネスに合わせてボタンの位置をカスタマイ

ズ。 

• 新人労働者の増員を早める。 

o 各ステップの明確なタイトルとイラスト。 

o 全画面写真で商品の選択を確認できる 

• ビジュアルスタイルとインタラクションのためのFluent Design Systemガイドラインとの

整合性。 

• WCAGガイドラインで定義されている状況的障害に焦点を当てたBグレードの

アクセシビリティ基準のサポートを拡大しました。 

スケールユニットを使用した倉庫実行機能の増分強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年6月 

事業価値 

スケールユニット上で実行される倉庫実行ワークロードにより、企業はミッションクリテ

ィカルな製造プロセスを中断することなく実行することができます。この機能により、こ

れらのワークロードの機能がさらに強化され、組織の増大する要件をよりよく満たすこと

ができるようになります。 

特徴の詳細 

このリリースの倉庫実行ワークロードでは、スケール単位で以下の機能が追加されてい

ます。 

• アウトバウンドシナリオの倉庫作業員は、スケール単位でのトランスファーオーダーの

ための簡単なピッキングや積み込み作業を行うことができます。 

• ウェーブラベルへの対応を含め、スケール単位でのラベル印刷が可能になります。 

• 倉庫作業員は、出荷のためのクラスタピッキングとウェーブ処理を開始することができま

す。 

• 作業項目では、作業員の変更、キャンセル、場所移動、作業完了を素早く報告できる

ため、売上や振込依頼にも対応できます。 

https://www.microsoft.com/design/fluent/%23/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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カスタム・ハードウェア上でのエッジ・スケール・ユニットによる倉庫の実行 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年7月 

事業価値 

企業は、インターネット接続が時折不安定な状況下でも、ミッションクリティカルなウェ

アハウジングプロセスを中断することなく、規模に応じて実行することができます。 

 

特徴の詳細 

自社のショップフロアに設置された物理アプライアンス上で動作するエッジ・スケール・

ユニットを使用することで、倉庫プロセスの耐障害性を向上させることができます。エッ

ジ・スケール・ユニットはハブから独立して動作するため、接続障害が発生しても倉庫の

運用を維持することができます。 

専有処理能力を利用したスケールを実現しながら、クラウドインスタンスから独立して保

守管理を行うことができます。 

エッジ スケール ユニットに接続されたコンピュータやハンドヘルド デバイスを使用して

いる作業者は、クラウド スケール ユニットに対して作業を行う場合と同じ機能を持つこ

とになります。これには、以下のシナリオが含まれます。 

• 倉庫管理者は、販売注文や振替注文（需要補充やコンテナ化を含む）に使用される波動

処理方法を選択することができます。 

• 倉庫作業員は、倉庫モバイルアプリ（倉庫アプリ）を使って 

o 倉庫内作業での販売命令、振込命令、補充要求の実行。 

o 発注書の登録、発注業務を行います。 

o 在庫の動きを実行する。 

o 手元在庫の照会を行う。 

o ナンバープレートを印刷し、バッチ番号の追跡されたアイテムを処理します。 

o 売上や振込依頼を処理する際に、アウトバウンドの例外処理を行う。 

o アウトバウンドを想定して、簡単なピッキング作業や転送注文の積み込み作業を行う。 

o ウェーブラベルなどのラベルを印刷します。 

o クラスターピッキングと出荷時の波動処理を開始する。 

o 作業員の変更、キャンセル、場所移動、作業完了などの作業項目を調整します。 
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着地コスト 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

この機能により、組織はサプライチェーンの可視性を高め、アイテムの収益性を最大化す

ることができます。着地コストは、インバウンドオーダーの出荷を定義し、輸送中の商品

を旅程全体で追跡する機能を提供します。また、豊富な配分ルールのセットに基づいて、

調達や輸送に関連する項目コストを計算する機能も提供します。 

特徴の詳細 

陸上コストモジュールを使用すると、サプライヤーの倉庫から始まり、出荷ドック、貨物

運送業者を経て、陸上ドックと貨物会社、そして最終的には目的地の倉庫に至るまで、輸

送中の商品の各セグメントを定義し、追跡することができます。この可視性により、到着

が予測可能になり、倉庫の計画と効率が改善されます。 

着地コストは、荷受プロセスを合理化することができます。購入注文や転送注文などのイ

ンバウンド注文の出荷は、様々な輸送レッグに定義して整理することができます。脚は、

サプライヤー、出荷ドック、貨物輸送業者、上陸ドック、貨物会社などによって定義する

ことができます。着地コスト機能を使用して、輸送中の貨物のコンテナを追跡・追跡し、

倉庫に到着した時点で受け取ることができます。これにより、社内の営業、カスタマーサ

ービス、物流関係者に明確な情報を提供することで、顧客サービスを向上させます。また、

顧客の配送に影響を与える可能性のある在庫の遅延を即座に可視化することができます。 

着地コストは、組織がアイテムコストを予測し、それによって価格決定を改善するのに役

立ちます。自動コスト計算は、製品を倉庫に届けるために発生する様々な輸送モード、関

税、およびその他の料金について設定することができます。コストと配分方法は、さらに、

出荷全体、コンテナ別、注文書、注文書ライン、転送注文書ラインなど、さまざまなレベ

ルで定義することができます。推定コストは、計画されたインバウンド注文の集合体であ

るインバウンド注文を、一回の出荷でサプライヤーから受け取るための陸揚げコストとし

て定義される。推定コストに基づいて、購入の発生は、商品が受信されるずっと前に記録

することができます。その後、実際の貨物やその他の処理請求書が到着したときに、見積

原価は実際のコストの金額を反映するように調整されます。 

着地原価は、管理や原価計算のミスを減らすことにもつながります。標準原価計算方法を

使用する場合、特定の項目の標準原価に加えて、見直しを行い更新した原価が必要になる

ことがあります。着地原価は、出荷シナリオをシミュレーションして、ある品目の標準原

価価格を予測するために使用することができます。推定原価定義、またはシミュレーショ

ンシナリオごとに入力された原価を使用することで、システムは、シミュレーションされ

た出荷シナリオ内の項目に割り当てられた原価を予測することができます。 
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出荷にも対応しています。これにより、戦略的ソーシング能力が強化され、アイ

テムの収益性を高めることができます。 

Dynamics 365 Supply Chain Managementのためのグローバルインベ

ントリ会計アドイン 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年6月 

事業価値 

この機能により、組織（特に国際的な組織）が複数の原価計算台帳を利用して棚卸し会計

を行うことが可能となり、複数の会計基準への対応と内部管理会計を同時に行うことが可

能となる包括的なソリューションを提供します。 

特徴の詳細 

組織、特に国際的に事業を展開している組織では、管理会計の設定の一部として標準原価

による棚卸資産の会計処理を好んで行うことがよくあります。しかし、地方自治体、税務

当局、国際財務報告基準財団(IFRS)は、通常、標準原価を会計原則として認識せず、平均

または特定の識別を要求することが多い。さらに、組織はしばしば、現地通貨と機能通貨

の両方を使用して在庫を会計処理したいと考えています。 

これらの要件は、複数の原価計算台帳で在庫会計を実行する能力をサポートする包括的な

ソリューションで解決する必要があります。 

この新機能により、お客様は必要な数だけ原価計算台帳を定義することができます。

二重通貨と二重評価での棚卸資産会計がサポートされています。 

棚卸資産の会計は、個々の台帳で行われる。必要に応じて、組織内の各法人に対して複数

の原価計算台帳を作成することができ、それにより、複数のインベントリ表現を確実に得

ることができます。法人内に計上されたすべての文書（発注書、販売指示書、振込指示書

など）は、その法人に関連付けられたすべての原価計算台帳で会計処理されることになり

ます。 

原価計算台帳は、次のように定義されています。 

• カレンダー 

• 通貨 

• 為替レート表 

• 条約 
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コンベンションとは、1つ以上の台帳に関連付けることができる在庫会計方針の集合体のこ

とです。これにより、組織内で共通の規約を共有する機能を提供します。 

グローバルインベントリ会計アドインは、複数のインベントリ会計ポリシーをサポートし

ています。各ポリシーでは、1つのルールを選択することができ、すべての製品に適用され

ます。 

コストオブジェクトのポリシーオプション。 

• 製品 

• 製品 - サイト 

• 製品 - サイト - 倉庫 

入力測定ベースのポリシーオプション。 

• 通常の歴史 

• 標準 

コストフロー前提の政策オプション。 

• 平均値 

• 特定の識別（バッチ 

• コスト要素ポリシ

ー 記録間隔。 

• 恒久的な 

最後に、このソリューションはレポートと詳細な監査証跡を提供し、在庫会計のイベント

や測定から始まり、サプライチェーンマネジメントに投稿されたオリジナルのドキュメン

トに至るまでを追跡します。 

在庫と物流のための保存されたビュー 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

この機能は、在庫と物流のためのシンプルなビューのコレクションを提供します。各ビ

ューには、最も頻繁に使用されるフィールドのみが含まれており、より迅速な概要と合

理化された作業プロセスを提供します。サプライチェーン管理の次のページの簡易ビュ

ーが追加されます。 

• 倉庫管理。すべての波 

• 倉庫管理。すべての負荷 

• 倉庫管理。すべての出荷 
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• 倉庫管理。積載計画作業台 

• 倉庫管理のお仕事です。業務内容 

• 在庫管理。取引 

• 在庫管理。オンハンドリスト 

• 在庫管理。振替注文 

• 調達・ソーシングのお仕事です。発注内容 

2020年リリースウェーブ2では、以下のようなセールスビューが公開されています。 

• 営業とマーケティング。営業の見積もり 

• 営業とマーケティング。セールスオーダー 

• 営業とマーケティング。パッキングスリップジャーナル 

 

Dynamics 365サプライチェーン管理のためのインベントリ可視化アドイン 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2020年11月

30日 

2021年4月 

事業価値 

この機能により、組織は単一のグローバルな在庫ポジションを維持し、関連アプリケーシ

ョンを介してリアルタイムの在庫可視性を簡単に拡張することができます。Dynamics 365 

Supply Chain ManagementのInventory Visibility Add-inは、高度にスケーラブルな独立した

マイクロサービスで、大量の小売業者や製造業者が毎分数百万件の在庫更新を管理し、ク

ロスチャネルの在庫位置をリアルタイムで可視化することを可能にします。 

特徴の詳細 

Inventory Visibilityにより、企業は最小限の設定でグローバルな在庫管理を行うことができ

ます。この高度にスケーラブルなマイクロサービスは、さまざまなエンドポイントからの

同時リクエストを処理することができます。この機能には使いやすいRESTful APIが付属し

ており、補助システムとのスムーズな統合を可能にします。 

RESTful APIは、標準化されたインベントリ寸法に基づいたクエリを、設定可能な計算さ

れた数量と組み合わせてサポートしています。外部システムは、これらのディメンジョ

ンに基づいて利用可能なインベントリ数量のリストを取得するためにInventory Visibility

をクエリすることができます。 

Inventory VisibilityはMicrosoft Dataverse上に構築されており、Power Appsアプリケーショ

ンとPower BI分析を使用して拡張性を提供します。これらのシンプルなツールをInventory 

Visibilityと組み合わせることで、企業は特定のビジネスニーズを満たすための高度でカス

タマイズされた機能を提供することができます。 
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リベート管理 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

リベート管理モジュールは、リベートや控除プログラムに関連する複雑さと管理負担を大

幅に軽減します。組織は、柔軟かつ効率的なプロセスを維持しながら、これらのプログラ

ムのメリットを最大限に引き出すことに集中でき、手作業での計算の必要性を排除するこ

とができます。 

特徴の詳細 

リベート管理モジュールは、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management のリベー

トおよびロイヤリティ処理機能をアップデートしたものです。リベート、控除、ロイヤリテ

ィの計算を容易にするために、顧客やベンダーとの間で契約書、取引書、契約書を作成する

ことができます。リベート管理モジュールは、リベートや控除の取引を追跡して一元管理し、

関連するすべてのユーザーが効率的にリベートや控除を作成、レビュー、処理することがで

きます。 

リベート 

リベートとは、通常、特定の期間内に特定の数量または金額の商品を購入した場合に、

売り手または買い手が購入価格の一部を返すことです。これらのリターンは、控除と

は異なり、購入金額の完全な請求書の後に行われます。 

控除額 

控除とは、ブランド、著作権、特許などの知的財産を使用するためのライセンスや特権、

または釣り、狩猟、採掘などの天然資源の使用のために支払われる報酬、対価、または手

数料のことです。控除は通常、実現された使用からの収益または利益の割合として計算さ

れます。より多くの使用は、より大きな控除を実現しました。 

ロイヤルティ 

顧客ロイヤリティは、一方の当事者がライセンシーまたはフランチャイジーに対して、

資産を使用する権利に対して支払うものです。リベート、ロイヤリティ、および控除は

すべて、新しいリベートおよび控除モジュールでサポートされています。 
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ベンダーから提出された銀行情報を承認し、保存します。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

ベンダーコラボレーションへのこの機能強化により、ベンダーの銀行情報の精度を向上させ、

内部のメンテナンスオーバーヘッドを削減します。この機能は、ベンダーとサプライヤーが

ベンダー連携アプリケーションに独自の銀行情報を入力し、維持するためのセルフサービス

インターフェースを提供します。 

特徴の詳細 

この機能を使用すると、ベンダーやサプライヤーは、ベンダーとの連携インターフェイ

スを使用して銀行口座情報を提出し、ベンダー記録を更新することができます。各提出

物は承認プロセスを経て送信され、貴社で承認された後にのみ記録に追加されます。 

ベンダーは、新しいアカウントを登録したり、既存のアカウントを失効させるために要求す

ることができます。そうしている間に、彼らはリクエストにメモを追加することができます。

リクエストには、新しい銀行口座をベンダーの支払いのための主口座とすべきかどうかを示

すオプションも含まれています。 

ベンダーがリクエストを提出すると、買掛金または調達担当者がそれを確認しなければな

りません。承認されると、新しい銀行口座の詳細が、そのベンダーに登録されている口座

詳細のリストに追加されます。新しいプライマリ銀行口座を指定するリクエストの場合、

買掛金または調達担当者は、新しい口座をプライマリ口座として識別するために、ベンダ

ーのレコードを手動で更新する必要があります。 

倉庫作業のスケジュール作成 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

この機能により、組織は強化された倉庫管理の波動処理により、アウトバウンド注

文処理を最適化することができます。 

特徴の詳細 

この機能は、ワーク作成に並列処理を使用することで、ウェーブ処理のスループットを向

上させるのに役立ちます。これは、従来のCreate work wave処理の方法を、Schedule work 

creation in wave templatesという新しい方法に置き換えることで動作します。 
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クラウド上のスケール単位での倉庫実行 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

企業は、ミッションクリティカルな製造プロセスを大規模に実行し、主要な倉庫プロセスに

回復力を構築することができます。 

 

特徴の詳細 

Dynamics 365 Supply Chain Managementのクラウドスケールユニットアドインを使用する

と、各倉庫の近くにスケールユニットを配置することで、倉庫の回復力を高めることがで

きます。スケールユニットは独立して動作するため、接続障害やメンテナンスの停止など

のイベントが発生した場合でも、倉庫の稼働を維持することができます。 

このリリースのウェアハウス実行ワークロードは、スケールユニットで実行すると以下の

機能を提供します。 

• 倉庫管理者は、販売注文や転送注文（需要補充やコンテナ化を含む）に使用される波

動処理方法を選択することができます。 

• 倉庫作業員は、倉庫モバイルアプリ（倉庫アプリ）を利用して、倉庫作業のための売

却命令、振込命令、補充要求を実行することができます。 

• 倉庫作業員は、倉庫アプリを利用して仕入れの登録や入れ替えを行うことがで

きます。 

• 倉庫作業員は、倉庫アプリを使って在庫の動きを作成し、実行することができます。 

• 倉庫作業員は、倉庫アプリを使って手元在庫の照会を行うことができます。 

• 倉庫作業員は、倉庫アプリを使ってナンバープレートを印刷したり、バッチ番号が

追跡されたアイテムを処理したりすることができます。 

 

も参照してください。 

クラウドおよびエッジスケール単位の倉庫管理ワークロード（docs 

製造業 

概要 

このリリースでは、お客様がミッションクリティカルな製造プロセスを中断するこ

となく、大規模に実行できるようにすること、および主要な製造プロセスに耐障害

性を構築することに焦点を当てています。 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/cloud-edge/cloud-edge-workload-warehousing
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製造現場のエッジ・スケール・ユニットでクラウド・ハブを拡張することで、製造プロ

セスを改善することができます。また、資産管理の統合など、生産現場での実行インタ

ーフェイスの強化と新たなイノベーションをもたらします。 

製造のための生産現場実行インターフェイスの強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年6月 2021年7月 

事業価値 

この機能により、プロセス業界のメーカーは、生産現場の実行インターフェイスに重要な

機能を追加することで、スケール・ユニット・アーキテクチャの利点を活用することがで

きます。消費された材料のバッチ番号とシリアル番号のトレーサビリティを確保し、推定

消費量ではなく実際の消費量を記録することで、コストと在庫記録の精度を向上させます。

また、生産現場での洞察力と予測可能性も向上します。 

特徴の詳細 

この機能により、プロセスメーカーや、材料消費量の明示的な登録が必要なメーカーは、

スケールユニットの製造作業負荷として稼働している場合に、生産フロア実行インタフェ

ースを活用することができます。この機能で 

• プロセスメーカーは、生産フロア実行インターフェイスを使用して、副産物や

副産物を報告することができます。 

• 作業者は、原材料のバッチ番号とシリアル番号を選択し、生産フロアの実行インタ

ーフェイス内で原材料の消費量を調整することができます。 

• ワーカーは求人一覧から求人を検索することができます。この機能はスキャンに最適化さ

れています。 

• メーカーは、クロックイン登録とクロックアウト登録のみをサポートするように、

生産フロア実行インターフェイスを構成することができます。 

• 作業者は、問題が発生するとすぐに生産現場の実行インターフェイスからメンテナン

スを依頼することができます。資産管理との緊密な連携により、自動的にメンテナン

スを依頼することができます。 

• オペレータは、機械のダウンタイムを説明と理由コードで登録することができます。ダ

ウンタイムの登録は、機械の効率を計算するために使用することができます。 

• 最大4つのタイルを構成することができ、生産フロアの実行インターフェイスでマシン

の選択されたアセットカウンタの値を表示します。これらは、機械資産の健全性と状態

を監視するために使用することができます。 

• IoTセンサーの信号や他のプロセスからのデータは、組み込みのPower BIアナリティ

クスを使用して、生産現場の実行インターフェイスで可視化することができます。 
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も参照してください。 

作業員が生産現場の実行インターフェースをどのように使用するか（docs 

 

クラウド上のスケール単位での製造実行 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年6月 

事業価値 

企業は、ミッションクリティカルな製造プロセスを中断することなく、規模に応じて実行

し、重要な製造プロセスに回復力を構築することができます。 

特徴の詳細 

製造ワークロードを実行するクラウド・スケール・ユニットでクラウド・ハブを拡張する

ことで、製造プロセスの耐障害性を向上させることができます。各製造ワークロードは、

選択したサイトの特定の製造実行関連データとプロセスを所有します。 

このリリースの製造作業負荷は、以下の機能と利点を提供します。 

• クラウドスケールユニットは、リージョナルクラウドに専用の処理能力を提供し、処理

を中断することなくサポートするために必要なスケーリング機能を提供します。 

• 製造工程の実行フェーズは、現場の作業員が分散モードで実行し、作業計画と最

終化はハブで集中的に行われます。 

• 作業者は、クロックインとクロックアウト、複数のジョブを一度に選択して開始した

り、新しいジョブを並行して開始したり、出力とスクラップの報告、休憩と非アクテ

ィブの登録などを行うことができます。 

• 作業者のための新しい生産現場実行インターフェイスは、モダンでカスタマイズ可能

で、タッチ操作に最適化されています。 

• 作業員は、問題が発生するとすぐに生産現場の実行インターフェイスからメンテナンス

を要求することができます。資産管理との緊密な連携により、正式なメンテナンス要求

が自動的にシステムに追加されます。 

• オペレータは、機械のダウンタイムを説明と理由コードで登録することができます。ダ

ウンタイムの登録は、機械の効率を計算するために使用することができます。 

• 最大4つのタイルを構成して、生産フロアの実行インターフェイスでマシンの選択され

たアセットカウンタ値を表示することができます。これらは、機械資産の健全性と状態

を監視するために使用することができます。 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/supply-chain/production-control/production-floor-execution-use
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顔認証による作業者のサインイン 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年6月 

事業価値 

顔認証は、迅速かつシームレスな本人確認を提供します。つまり、作業員がサインインす

るためにバッジを携帯する必要がなく、作業員がバッジを交換することができた場合に発

生する可能性のある不正行為のリスクを軽減することができます。 

特徴の詳細 

この機能により、生産現場の作業員がカメラを見るだけで生産現場の実行インターフェイ

スにサインインできる顔認証機能が追加されます。これにより、企業はサインインにバッ

ジを使用する必要がなくなり、作業員にハンズフリーのサインイン体験を提供することが

できます。 

生産管理用に保存されたビュー 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

この機能は、製造のための簡略化されたビューのコレクションを提供します。各ビューに

は、最も頻繁に使用されるフィールドのみが含まれており、より迅速な概要と合理化され

た作業プロセスを提供します。サプライチェーン管理の次のページの簡略化されたビュー

が追加されます。 

• 生産受注一覧ページ 

• 制作依頼詳細ページ 

• 受注生産BOMページ 

• 生産順ピッキング一覧ページ 

カスタムハードウェア上でのエッジスケールユニットによる製造実行 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年7月 
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事業価値 

企業は、インターネット接続が不安定な場合も含めて、ミッションクリティカルな製造プ

ロセスを中断することなく、大規模に実行することができます。 

特徴の詳細 

自社の製造現場に設置された物理アプライアンス上で動作するエッジ・スケール・ユニット

を使用することで、製造プロセスの耐障害性を向上させることができます。エッジ・スケー

ル・ユニットはハブから独立して動作するため、接続障害が発生しても生産設備の稼働を維

持することができます。クラウド・インスタンスとは独立してメンテナンスをスケジュール

することができます。 

エッジスケールユニットに接続されたコンピュータやハンドヘルドデバイスを使用する作

業者は、クラウドスケールユニットに対して作業を行う場合と同様の機能を持つことにな

ります。 

アセットマネジメント 

概要 

本リリースは、Dynamics 365 Supply Chain ManagementのAsset Management Add-inの機

能を利用して、顧客が保有する資産のメンテナンスを行う企業に対して、効率性と透明性

を提供します。これにより、メンテナンスを実施した費用を顧客に請求することが可能に

なります。また、メンテナンスのスケジューリングや計画的な実施の効率化、使用状況セ

ンサーのデータを基にした適切なタイミングでのメンテナンスの実施など、段階的な改善

が可能になります。 

メンテナンス作業のためのお客様へのご請求 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

顧客の資産に対して行われるメンテナンス作業の作成、請求、処理のプロセスで効率

性と透明性を向上させます。 

この機能は、メンテナンス作業の作成、処理、請求書作成時に効率性と透明性を高める

機能を紹介しています。 

• 顧客が所有する資産のメンテナンス作業指示書を作成します。 

• お客様が所有する資産の作業を処理する際に、時間、材料、費用、手数料を登録し

ます。 

• それらの顧客が所有する資産のメンテナンス作業のために顧客に請求します。 
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特徴の詳細 

この機能を使用すると、顧客が所有する資産に対して行われたメンテナンス作業を作成、処

理、および請求書を作成することができます。これにより、以下のことが可能になります。 

• 顧客と所有する資産を結びつける。 

• 顧客を選択し、作業指示書を作成する際に顧客が所有する資産を表示します。 

• 顧客ごとに親プロジェクトを設定します。 

• 顧客の親プロジェクトから該当する作業指示プロジェクトにプロジェクト契約書を自

動的にコピーします。 

• 作業指示に対して時間、項目、費用、料金を登録し、その後、お客様への請求書提案

書を作成していただきます。 

また、アセットマネジメントでは、受注予測と受注日誌の両方で「フィー」プロジェクト

のトランザクションタイプを使用できるようになりました。 

保守計画を実行しながら作業指示をグループ化するためのルールを適用する 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

保守作業指示の実行計画を最適化することで、保守作業員の効率化を図る。 

 

特徴の詳細 

この機能拡張により、システムが保守計画に基づいて作業指示書を自動的に生成するよう

に設定されている場合に、1つの作業指示書の下に作業指示書の行をグループ化するルール

を設定できるようになりました。以前は、自動生成された作業指示書には単一の行しか含

めることができませんでしたが、資産ごと、資産タイプごと、または機能的な場所ごとに

グループ化することができるようになりました。 

IoTシグナルに基づいて資産の使用状況を追跡 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年6月 2021年7月 

事業価値 

製造現場の資産の生産性、品質、効率を向上させる。 
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特徴の詳細 

この機能は、モノのインターネット（IoT）から届く信号に基づいて、資産の健全性、状態、

および使用状況を追跡するための新しい機能を追加します。これらのメトリクスは、生産現

場の実行インターフェイスで可視化することができます。 

資産カウンターの累積値を基にしたプランメンテナンス 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

必要な整備計画を最適化し、設備の有効活用を確保する。 

 

特徴の詳細 

この機能により、蓄積された資産カウンタの値をもとに保守計画を立てることが可能に

なります。これは、出力が変動するプロセスに特に有効です。例えば、非常用ウォータ

ーポンプが前回のメンテナンスから1,000時間運転された時に、その都度、計画的なメ

ンテナンス記録を生成するように設定することができます。 

この機能は、保守計画ラインに新しいインターバルタイプを追加することで動作します。 

累積カウンタ値。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365プロジェクトオペ

レーション 

168 

 

 

Dynamics 365プロジェクト運用2021リリースウェーブ1の概
要 

Dynamics 365 Project Operationsは、営業、リソーシング、プロジェクト管理、財務の各

チームを1つのアプリケーションで接続し、より多くの案件を獲得し、納期を短縮し、従業

員に権限を与え、収益性を最大化します。Dynamics 365 Project Operationsは、サービス

を基盤としたビジネスやチームのあらゆる機能の柱に対応する豊富な専門知識と既存のア

プリケーションを活用することで、プロジェクトベースの組織の成功を可能にします。

Microsoft Power Platformを搭載したお客様は、誰もが組織全体で分析、行動、自動化を可

能にする比類のない機能セットを提供し、サービスビジネスをゼロから変革します。取引

管理から財務管理まで、プロジェクトの運営に必要なすべての機能が1つのアプリケーショ

ンで提供されます。 

2021年のリリースウェーブ1では、以下のようないくつかの分野で機能的にリッチ

な体験を提供します。 

• プロジェクトにおける在庫のない材料の予測、使用、請求書作成能力。 

• タスクや作業内訳のスケジュール要素ごとに、課金方法や課金ルールなどの

契約上の約束事を設定できるようにします。 

• 強化されたシームレスなALMとプロビジョニング体験。 

• Dynamics 365 Project Service Automationアプリケーションを利用しているお客様

が、Project Operationsにアップグレードできるようにします。 

Dynamics 365 プロジェクトオペレーションの新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

Dynamics 365プロジェクトサービス

自動化からDynamics 365プロジェク

ト運用へのアップグレード 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年9月 - 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

プロジェクトのための非在庫資材 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

- 2021年4月 

シームレスなプロビジョニング

とALMの体験 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

- 2021年4月 

プロジェクトのための統合された

タスクベースの課金設定 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年3月 2021年4月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

シームレスなプロビジョニングとALMの体験 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

2021年リリースのウェーブ1では、リソースと非ストックベースのシナリオの展開経験が

大幅に改善されています。これらの改善点は以下の通りです。 

• 新しいオンボーディング提供アンケート。 

• 自動的にリンクされた環境をサポートし、新規環境と既存環境の両方でデュアルラ

イトエンティティマップを使用できるようになったことで、Dynamics 365 Lifecycle 

Servicesの導入ステップが削減されました。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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• お客様のシナリオに基づいた正しいデプロイ方法をガイドし、管理者設定なしでサポー

トされている3つのオプションのいずれかを自動的にデプロイする、新しいトライアル

体験です。 

プロジェクトのための非在庫資材 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

特徴の詳細 

非在庫資材の価格設定と使用量のトラッキングは、プロジェクトベースの組織では一般

的なニーズです。2021年リリースのウェーブ1では、Dynamics 365 Project Operationsで

は、プロジェクトベースの業務で非在庫資材の使用量と消費量を見積もり、追跡するた

めの包括的なエクスペリエンスが提供されます。含まれる主な機能は以下の通りです。 

• プロジェクトの販売サイクルの中で、在庫のない材料の見積もりと価格設定。 

• プロジェクトの納品時の非ストック材の使用状況を追跡する。 

• Dynamics 365 Financeからの非在庫品のプロジェクトベースのベンダー請求書からベ

ンダーコストを統合。 

• 非在庫の材料費を使用量やベンダーの請求書から請求する。 

• プロジェクトの材料費と収益の会計処理。 

Dynamics 365プロジェクトサービス自動化からDynamics 365プロジ

ェクト運用へのアップグレード 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年9月 - 

特徴の詳細 

2021年リリースのウェーブ1には、既存のDynamics 365 Project Service Automationをご利

用のお客様が、新しいDynamics 365 Project Operationsオファリングにアップグレードで

きるようにするための投資が含まれています。既存の機能を活用して、従来のProject 

Service Automationアプリケーションから新オファリングへの摩擦のないアップグレード

を提供します。 
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プロジェクトのための統合されたタスクベースの課金設定 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年4月 

特徴の詳細 

プロジェクトベースの組織では、仕事のフェーズごとに異なる契約上の合意があるのが一

般的です。例えば、会社は、プロジェクトのプロトタイプフェーズと実際の実装のための

配置の時間と材料のタイプのための固定価格の課金セットアップを交渉することができま

す。プロジェクト上の特定のタスクは有料に分類されるかもしれませんが、他のタスクは

非有料または無料です。この機能を使用すると、プロジェクト・オペレーションの顧客は、

プロジェクトの契約ラインとプロジェクト・タスクを関連付けることができ、それによっ

て契約ライン上のものと同じ請求方法、請求頻度、および顧客にそれらを適用することが

できます。 

この協会は、プロジェクトのタスクでこの設定に従って作業するために、正確な請

求書発行、会計、および収益の見積もりと認識を保証します。 

この機能により、プロジェクト管理者は、特定のタスクを有料、非有料、または無料とし

てマークすることができ、売上値を記録したり、それらのプロジェクトタスクで発生した

コストの請求書を作成する際に強制されます。 
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Dynamics 365ガイド2021リリースウェーブ1の概要 

Microsoft Dynamics 365 ガイド」は、作業が行われている場所に段階的にホログラフィッ

クで指示を表示する複合現実感のあるアプリケーションで、従業員は複雑な作業の習得と

実行を迅速に行うことができます。 

Dynamics 365のガイドです。 

• エラーを減らし、安全性を高めます。 

• 知識のギャップを解消し、スキルを強化します。 

• リアルタイムで仕事に適応します。 

• 研修やプロセスを改善します。 

Dynamics 365ガイドでは、コンテンツ作成者、オペレーター、マネージャー/アナリストの

3つのキーペルソナのニーズに対応しています。 

著者は、簡単なPCアプリとHoloLensアプリを使うことで、3Dやプログラミングのスキルが

なくても、簡単にガイドを作成することができます。オペレーターは、トレーニングや現場

でHoloLens上のガイドを使用して、ヘッドアップでハンズフリーのスタイルで作業をしな

がらガイダンスを受けることができます。トレーナーや管理者は、使用データを分析してワ

ークフローを最適化することができます。 

2021年のリリースウェーブ1（2021年4月～2021年9月）に向けて、Dynamics 365ガイドチ

ームはインテリジェントワークフローに力を入れています。HoloLensでキャプチャしたデ

ータやAIのイノベーションをさらに活用することで、ユーザーはこれまで以上に迅速かつ

シンプルに作業に取り掛かって結果を確認できるようになります。さらに、完了時間のた

めの新しいエンティティにより、顧客は企業独自のニーズをサポートするPower Automate

フローを構築することができます。例えば、新しいエンティティを使用して、ガイドが完

了した時点で作業指示を自動的に完了としてマークすることができます。 
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財務とオペレーションのクロスアプリ機能の概要 2021年リ

リースウェーブ1 

Finance and Operations のクロスアプリ機能は、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 

Supply Chain Management、Dynamics 365 Commerce、Dynamics 365 Project 

Operations を含むすべての Finance and Operations アプリに適用されます。 

あらゆる企業がデジタルトランスフォーメーションを加速できるように、当社は財務・業

務アプリをサポートするプラットフォームとサービスを継続的に強化し、新しい機能を提

供しています。急速なペースで製品の機能強化を追加していく中で、お客様が一貫性があ

り、予測可能で、シームレスな方法で最新の状態を維持できるよう、頻繁にアップデート

（年8回のアップデート）を提供しています。2021年リリースの第1波で導入されるほとん

どの機能は、ペルソナのオプトインが可能となり、お客様が自分のペースで新機能を採用

できるようになります。すべての新機能の主要な推進力は、生産性の向上と投資収益率の

向上です。 

このリリースの波では、サービスのユーザーエクスペリエンス、パフォーマンス、信頼

性を向上させるための基礎的な部分に焦点を当て続けています。また、すべての

Dynamics 365アプリケーション（Microsoft Dataverse経由）、Microsoft Power Platform、

Azure Data Lake Storageで財務・業務データとビジネスプロセスをシームレスに利用で

きるようにする旅を続けています。 

Finance and OperationsアプリがMicrosoft Dataverseとのネイティブ統合を続ける中で、管

理者エクスペリエンスはLifecycle ServicesとPower Platformの管理者センターをリンクさせ

ることになります。また、このウェーブでは、すべての新しいエクスペリエンスを活用で

きるすべての財務・運用アプリのエンドツーエンドのエクスペリエンス（アドインを含む）

をサポートするテスト・デモ環境タイプの改善が可能になります。 

財務・業務のクロスアプリ機能の新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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クロスアプリ機能 

すべてのファイナンスおよびオペレーションアプリに役立つ機能と機能を提供します。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

Excelアドインで公開バッチサイ

ズの設定を可能にする 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

グリッド内の列をフリーズ 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

クライアントの機能状態の更新 ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

React 17へのアップグレード 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

組織的に保存されたビューの翻訳サ

ポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年9月 

データとプロセスの統合 

財務・運用アプリのデータとプロセスは、Microsoft DataverseとAzure Data Lake 

Storageで利用可能です。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

Microsoft Dataverseの財務・業

務データ - フェーズ4 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年4月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 
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Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

データとプロセスの統合 

概要 

財務・業務アプリケーションとMicrosoft Dataverse間のシームレスなデータ交

換 

今回のリリースウェーブでは、デュアルライトフレームワークの新しいアウトオブボック

スのシナリオをサポートしています。デュアルライトフレームワークは、Dynamics 365 

の財務・業務アプリケーションと顧客エンゲージメントアプリケーション間のビジネスプ

ロセスを統合するシームレスなエクスペリエンスを提供します。管理者は、Finance and 

Operationsアプリのデータエンティティを設定し、Microsoft Dataverseとほぼリアルタイ

ムに同期させることができます。 

Azureデータレイクストレージの財務・業務データ 

Azure Data Lake Storageとのファイナンスおよびオペレーションアプリの統合は、一

般的に複数のMicrosoft Azureリージョンで利用できるようになります。 

Microsoft Dataverseの財務・業務データ - フェーズ4 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

Microsoft Dataverseで財務・業務アプリケーションのデータを取得し、最新の状態に保ちま

す。 

私たちは、財務・業務アプリと顧客エンゲージメントアプリの間の収束した概念を調和さ

せることで、デュアルライトフレームワークをシームレスな体験にしています。これによ

り、企業はアプリケーションの境界を超えて、ほぼリアルタイムに近いデータを同期的に

双方向で交換することができ、ユーザーに統一された体験を提供します。 

すべてのビジネスがユニークであることを認識し、デュアル・ライト・フレームワークを

拡張可能にしました。これには、カスタムエンティティや既存のエンティティへの拡張機

能が含まれており、最も重要なビジネスデータのためにMicrosoft Dataverseとその周辺ツ

ールを完全に使用することができます。 

2020年リリースの第1波と第2波では、Microsoft Dataverseにおける企業コンセプトの導入

とともに、顧客、ベンダー、製品のマルチマスタリング機能を提供する機能を提供しまし

た。また、財務・業務アプリからのオンデマンド価格設定、統合された見積書、注文書、

請求書、資産、購入注文書、パーティやグローバルアドレス帳、アクティビティやメモ、

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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プロジェクトから現金へのシナリオなどのエンドツーエンドのシナリオを、以下の機能と

共にカバーしました。 
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財務、税務、売掛金、買掛金からのいくつかの参照データ。詳細については、

Common Data Serviceのデータ -フェーズ1と2、Microsoft DataverseのFinance and 

Operationsデータ -フェーズ3を参照してください。 

これらのシナリオは、顧客やパートナーによってさらに充実させることができ、財

務・業務アプリや顧客エンゲージメントアプリに拡張することができます。 

2021年のリリースウェーブ1では、以下のような機能が搭載されています。 
 

能力名 ステータス 最低限の要件 

マスターデータに財務ディメンションを表示 開始されていな

い 

デュアルライト 

パーティとその関連データを単一のビューで

見ることができます。 

開始されていな

い 

デュアルライト 

繰り返しになりますが、これらの機能は段階的に提供され

ます。詳細については、Dual-writeのホームページをご覧く

ださい。 

クロスアプリ機能 

概要 

2021年リリースのウェーブ1では、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain 

Management、Dynamics 365 Commerce、Dynamics 365 Project Operationsに適用さ

れる新機能が追加されています。新機能には以下のようなものがあります。 

• 組織的に保存されたビューの翻訳サポート 

• Excelアドインでのバッチサイズの設定。 

• Finance and Operationsアプリケーションで使用するReactライブラリをReact 17にアップ

グレードしました。 

 

Excelアドインで公開バッチサイズの設定を可能にする 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

ユーザーが Excel アドインを使用してデータ レコードに変更をパブリッシュすると、更新は

バッチに分割されます。この機能により、各公開バッチに含まれる行数を柔軟に変更できま

す。システム管理者は、"Excel で開く" ワークブックの公開バッチ サイズにシステム全体の

制限を指定できます。Excel ワークブック テンプレートの作成者は、デフォルトの 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/data-common-data-service-phase-1-2
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/finance-operations-data-common-data-service-phase-3
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/finance-operations-data-common-data-service-phase-3
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/finance-operations-data-common-data-service-phase-3
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/finance-operations-data-common-data-service-phase-3
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/finance-operations-data-common-data-service-phase-3
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/finance-operations-data-common-data-service-phase-3
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/finance-operations-data-common-data-service-phase-3
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/dual-write-home-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/dual-write-home-page
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/dual-write/dual-write-home-page
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新規作成されたテンプレートの最大公開バッチ サイズを設定することができます。個々の

ユーザーは、各ワークブックに対して最大公開バッチサイズを設定することができます。 

React 17へのアップグレード 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

Finance and Operations アプリケーションで使用される React ライブラリは、React 17 (バ

ージョン 15 から) にアップグレードされています。お客様は、拡張可能なコントロールや

カスタム JavaScript コード、特に React API を使用しているものはテストして、アップグレ

ードに問題がないことを確認してください。この機能は、2021年リリースのウェーブ2で必

須となることを目標としていますが、影響を受けるAPIの移行時間を確保するため、現在は

オプションとなっています。 

組織的に保存されたビューの翻訳サポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年9月 

特徴の詳細 

この機能は、保存されたビュー機能に依存しますが、ユーザーがビュー名と説明の翻訳

を指定して、ユーザーが現在の言語でビュー名を表示できるようにすることができます。

この機能は、組織のビューでのみ利用可能です。 

グリッド内の列をフリーズ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

この機能は、新しいグリッドコントロール機能に依存しており、ユーザーはグリッド内の

列を凍結することができます。凍結された列はグリッドの先頭に表示され、ビューからス

クロールアウトすることはありません。複数の列が凍結されている場合は、必要に応じて

並べ替えることができます。グリッドへのこれらの変更は、パーソナライズによって保存

することができます。 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/saved-views
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/grid-capabilities
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クライアントの機能状態の更新 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

10.0.17リリースの必須機能。 

• アタッチメントの回復 

• 推奨分野 

• 3つのjQueryコンポーネントライブラリをアップグレードする 

10.0.17 リリースでデフォルトで有効になっている機能。これらの機能はデフォルトでオ

ンになりますが、手動で無効にすることも可能です。これらの機能はすべて、2021年のリ

リースウェーブ2で必須になることを目標としています。 

• 関連文書の添付ファイルを表示 

• タスク記録の基本的な制御値を編集する 

• タスク記録における制御状態の検証を可能にする 

https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2019wave2/finance-operations-crossapp-capabilities/attachment-recovery
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/recommended-fields
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/upgrade-three-jquery-components-libraries
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/upgrade-three-jquery-components-libraries
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/show-related-document-attachments
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave1/finance-operations-crossapp-capabilities/new-task-recorder-capabilities-rsat
https://docs.microsoft.com/dynamics365-release-plan/2020wave2/finance-operations/finance-operations-crossapp-capabilities/new-task-recorder-capabilities
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人的資源 

Dynamics 365 Human Resources 2021リリースウェーブ1

の概要 

Dynamics 365 Human Resourcesは、企業が従業員のエンパワーメントとエンゲージメント、

最新の福利厚生パッケージの提供、コンプライアンスの維持を支援します。人事担当者は、

より良い組織構造、報酬、福利厚生、休暇・休職、コンプライアンス、従業員とマネージャ

ーのセルフサービス、パフォーマンス管理プログラムを構築するために必要な従業員の洞察

力を提供することで、より戦略的な業務を行うことができます。Human Resourcesはまた、

人事データを一元化して人事エコシステムを構築し、Microsoft Power Platformを使用して

ワークフローを調整し、ビジネスインテリジェンスを向上させ、サードパーティのベストオ

ブブリードの人事ソリューションと接続することができます。Human Resources は、人と

業務データを接続して、労働力コストを最適化し、従業員のケアを向上させることができま

す。 

2021年のリリースウェーブ1では、3つの重点分野に注力していきます。 

• 人的資本管理（HCM）のエコシステムを広げる。統合APIや戦略的パートナーシップを

通じて、HCMエコシステムを継続的に拡大していきます。 

• 従業員の体験を再定義する。従業員体験への投資を拡大し、それらの体験を仕

事の流れに取り入れる。 

• アプリの統合。より優れたアプリケーションライフサイクル管理ツールと拡張性

を備えた簡素化されたプラットフォームを介して、アプリの統合を実現します。 

次のセクションでは、これらのエリアにまたがって公開している具体的な機能の詳細

をご紹介します。 

Dynamics 365 Human Resourcesの新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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福利厚生管理 

福利厚生管理は、多様な福利厚生オプションをサポートする柔軟なソリューションを提

供します。また、人事部では、貴社の提供するサービスを紹介する使いやすい従業員体

験を提供しています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

福利厚生管理における

カスタムフィールドサ

ポート 

管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

2021年3月 2021年4月 

特典のお知らせ 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年3月 2021年4月 

資格処理のためのカス

タムフィールドのサポ

ート 

管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

2021年4月 2021年5月 

福利厚生概要書 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年7月 2021年8月 

統合と拡張性 

Dynamics 365 Human Resourcesの中核をなすのは、お客様が統合やカスタマイズを通じて

アプリケーションの機能を拡張・拡張できるようにすることです。新しい統合機能を利用

できるようにし、Microsoft Dataverse を通じてカスタム統合を合理化する新機能を提供し

ています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

給与計算プロバイダーとの

統合を簡素化 

管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

2021年2月 2021年4月 

休業・休業 

休暇ワークスペースは、新しい休暇計画を作成するための柔軟なフレームワーク、申請を管

理するためのワークフロー、従業員が休暇を申請するための直感的なセルフサービスページ

を提供します。分析機能により、組織は休暇の残高と休暇計画の使用状況を測定し、監視す

ることができます。 
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

欠勤管理者が休暇を管理でき

るようにする 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年5月 2021年6月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

福利厚生管理 

概要 

福利厚生管理は、多様な福利厚生オプションをサポートする柔軟なソリューションを提

供します。また、人事部では、貴社の提供するサービスを紹介する使いやすい従業員体

験を提供しています。 

福利厚生概要書 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年7月 2021年8月 

事業価値 

従業員がカバーされている福利厚生を統合的に表示することは、従業員が福利厚生パッケ

ージを理解する上で重要な役割を果たします。福利厚生管理者は、従業員のさまざまなセ

クションや勤務地を横断して表示することで、従業員のセグメントや福利厚生の種類ごと

の平均支出額の合計を把握することができ、福利厚生計画の立案に役立てることができま

す。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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特徴の詳細 

福利厚生概要書には、以下のように記載されています。 

• 給付領域とプランタイプ別の適用範囲。 

• 福利厚生分野に対する従業員拠出金の総額 

• 雇用者の総支出。 

• フレックスクレジットの利用（該当する場合）。 

• 扶養範囲。 

• 対象となるプランタイプの受益者の詳細。 

 

特典のお知らせ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

福利厚生通知は、重要なイベントや加入情報を従業員に通知する。これは、年明け早々に

導入される福利厚生管理のためのワークスペース機能の続きとなります。 

特徴の詳細 

福利厚生の通知機能が強化されたことで、福利厚生管理者は、以下のようなことができるよ

うになります。 

• オープン登録について従業員に通知します。 

• 対象となるイベントによるプランの更新を従業員に通知します。 

• 新入社員が特典を選択できるようになったら通知します。 

福利厚生管理におけるカスタムフィールドサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年3月 2021年4月 

事業価値 

多くの場合、企業は自社のビジネスに固有のデータを追跡する必要があります。カス

タムフィールドを作成する機能は、特定のビジネスプロセスをサポートするために必

要です。この機能は、福利厚生管理のフォームにカスタムフィールドを追加する機能

を提供します。 
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特徴の詳細 

カスタムフィールドのサポートには、以下のテーブルがあります。 

• プラン 

• プランカバレッジオプション 

• 労働者の福利厚生制度 

• 資格規定 

• プログラム 

資格処理のためのカスタムフィールドのサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年4月 2021年5月 

事業価値 

Human Resources は、世界中の組織のニーズとそれぞれのビジネスプロセスに合わせて

カスタマイズ可能なシステムです。福利厚生管理は、現在のところ、福利厚生管理の表示

やトランザクション目的のビジネスプロセスデータを追跡するために組織が追加した可能

性のあるカスタムフィールドをサポートしていません。 

通常、組織は労働者データにカスタム属性を追加して福利厚生の観点から分類し、システ

ムはそれらの属性を使用して適格性を判断して処理できるようにしなければなりません。

この機能は、福利厚生管理におけるそのような機能を可能にします。 

特徴の詳細 

参加資格処理でカスタムフィールドを使用できるようになることで、以下のような機能が提

供されます。 

• 資格処理で使用する従業員、ジョブ、およびポジションのカスタムフィール

ドを選択します。 

• 1つまたは複数の給付プランで使用するカスタムフィールドに基づいて資格ルールを定義

します。 

• プロセス結果ビューアで、従業員が資格ルールを満たしているかどうかを表示します。 
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福利厚生資格カスタムフィールドのサポート 

統合と拡張性 

概要 

Dynamics 365 Human Resourcesの中核をなすのは、お客様が統合やカスタマイズを通じて

アプリケーションの機能を拡張・拡張できるようにすることです。新しい統合機能を利用

できるようにし、Microsoft Dataverse を通じてカスタム統合を合理化する新機能を提供し

ています。 

給与計算プロバイダーとの統合を簡素化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年2月 2021年4月 

事業価値 

グローバル企業は、給与計算を処理するために、国内やその他のサードパーティのプロバイ

ダーに依存していることがよくあります。給与計算を効果的に処理するためには、従業員の

プロフィール、福利厚生、報酬のデータを統合する必要があります。また、従業員がデータ

を更新したり、損益計算書や税務書類を閲覧したりできるように、単一のエントリーポイン

トを提供したいと考えています。このような国内のプロバイダーに人事部との統合機能を提

供することで、これらのお客様は、ビジネスニーズに合ったあらゆる給与計算プロバイダー

を利用することができます。 
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特徴の詳細 

この機能が有効になります。 

• パートナーは、APIを使用して、以下のためのサードパーティの給与システム

への統合を構築するために使用します。 

o 従業員の給与プロファイル 

o 固定報酬（給与率 

o 給付金の拠出金と控除。 

• 1回限りの出玉（ボーナスなど 

• 残高とステータスを残す 

• 従業員や人事担当者が、シングルサインオンによるディープリンクで人事部の給

与関連情報を閲覧・更新できるようになりました。 

• 従業員や人事担当者が人事を利用して、給与関連の情報を表示したり更新したりする

ための組み込み型のエクスペリエンスを提供しています。 

休業・休業 

概要 

休暇ワークスペースは、新しい休暇計画を作成するための柔軟なフレームワーク、申請を管

理するためのワークフロー、従業員が休暇を申請するための直感的なセルフサービスページ

を提供します。分析機能により、組織は休暇の残高と休暇計画の使用状況を測定し、監視す

ることができます。 

欠勤管理者が休暇を管理できるようにする 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 2021年6月 

特徴の詳細 

組織によっては、ピープルマネージャーがチームの休暇を管理していない場合もありま

す。その代わりに、複数の部署やチームにまたがるチームメンバーのために、休職管理

者がこのプロセスを担当することもあります。 

欠勤管理者は、以下のような能力で休暇管理ができるようになります。 

• 代替の階層に基づいてオフタイムを検討し、承認する。 

• チームメンバーの残高を表示します。 

• チームの欠席カレンダーを表示します。 
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コマース 

Dynamics 365 Commerce 2021リリースウェーブ1の概要 

Dynamics 365 Commerceは、eコマース、店頭、コールセンター、そしてサードパーティの

マーケットプレイスやソーシャルプラットフォームなどの新たなチャネルで、顧客とのエン

ゲージメントを可能にするオムニチャネルコマースソリューションです。統合されたバック

オフィスは、一元化された管理活動を合理化し、すべてのタッチポイントの設定と管理を容

易にします。 

Dynamics 365 Commerceを利用することで、企業はDynamics 365（またはサードパーティ

のエンタープライズリソースプランニングソリューション）上で商取引に関連するすべて

の業務を実行しながら、支払いやアカウントの保護、店内での紛失防止のためのDynamics 

365 Fraud Protection、店内業務を改善するためのリアルタイムの観測データを提供する

Dynamics 365 Connected Store（RAP as a Service）、Microsoft Power Platformとのネイテ

ィブ統合により、スマートで安全かつスケーラブルなローコードデータプラットフォーム

で数千ものアプリケーション、フロー、インテリジェントエージェントの作成と実行を可

能にします。 

Dynamics 365 コマースは、以下の方法でより良いビジネス成果を実現します。 

• パーソナライズされた顧客との関わりを通じて、より強いブランドロイヤリティを確立し

ます。 

• 従業員の生産性を向上させ、新興の小売チャネルをサポートすることで、収益を増加さ

せることができます。 

• 業務を最適化し、サプライチェーンの効率化を推進することで、全体的なコストを削減し

ます。 

 

2021年リリースウェーブ1 

2021年リリースのウェーブ1では、Dynamics 365 Commerceのユーザーは、バリューチェ

ーン全体で効率的に業務を遂行しながら、顧客をよりよく理解し、サービスを提供し、顧

客との関わりを深めることができるようになります。摩擦のない情報フローとDynamics 

365のエコシステムを活用したインプロセスインサイトにより、企業はデジタルトランスフ

ォーメーションのビジョンを実現するための装備をこれまで以上に充実させることができ

ます。 

Dynamics 365 Commerceは、この波の間に以下の分野の新機能をリリースします。 

• 統一されたマーチャンダイジングとサイト管理機能を備えた単一のコマースソリューシ

ョンで、B2BとB2CのEコマースを統合的に提供し、業界や業種を超えた幅広いビジネス

モデルを可能にします。 

• デバイス、言語、地域、オーディエンスごとにデジタルコマースのコンテンツを

ターゲットにすることができます。 

• Microsoft Teamsを介して、カービングサイドピックアップのシナリオとタスク管理をサ

ポートします。 
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• AIを活用した没入型のインテリジェントなショッピング機能のロックを解除することで、

お客様は視覚的な合図や豊富な説明に基づいて商品のおすすめを表示することができ、

投資収益率を高めることができます。 

• Bing for Commerce検索とのネイティブ統合によるインテリジェントな製品検索。 

• Dynamics 365 Commerce、Dynamics 365 Customer Service、Power Virtual Agentsとの

ネイティブ統合により、購入前と購入後のビジネスプロセスを統合し、より強固なライ

フサイクル管理を実現します。 

• 堅牢で柔軟性のあるサービスの構成可能なセットに基づいて構築されたAPIの強化と拡

張ポイント。 

• 豊富な診断機能を備えた店内コンポーネントと電子商取引サービスでシステム監視を

容易にします。 

• デジタルコマースページのSEO管理機能を改善し、Openschema.orgをサポート

しました。 

Dynamics 365 Commerceの新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

B2B電子商取引 管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

2021年1月 2021年4月 

似たような外観のショップ 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2020年10月5

日 

2021年4月 

他のすべての定期割引が適用され

た後に適用される割引を作成する 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2020年11月9

日 

2021年4月 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

POSで部分的に満たされた顧

客の注文を編集する 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

連載商品のPOS注文とフル

フィルメント体験の向上 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

インクリメンタル・ペイメン

ト・キャプチャーのためのオ

ムニチャネル対応 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

店頭チェックアウトでの支払い処

理のリファクタリング 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

メール受信の改善と新機能 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

排他的な閾値割引は、排他

的な非閾値定期割引と競合

する 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

ポイント・オブ・セールでの集荷

注文処理のユーザーエクスペリエ

ンスの向上 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

MPOS、CPOS、HWS、CSU拡張

のための独立したデプロイメン

トおよびインストールパッケー

ジ 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

- 2021年4月 

簡素化されたコマースSDKのアッ

プデートと開発者の経験 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

- 2021年4月 

ブラジルでの商取引のローカリゼー

ション 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

- 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

財政統合の枠組みに基づくフラン

スの小売取引のデジタル署名 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

- 2021年4月 

Dynamics 365 Commerceと

Microsoft Teamsの統合 - 組織構

造、ストア、ワーカーの追加 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

Dynamics 365 Commerceと

Microsoft Teamsの間でタスク管理

を相乗的に行うことができます。 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年4月 

ブラジル向けAdyenペイメン

トコネクター 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

- 2021年7月 

ブラジルのSAT統合 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

- 2021年7月 

新しいクラウド検索インフラを利

用した高パフォーマンスで拡張性

の高い顧客検索体験 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年1月 2021年7月 

POS在庫ルックアップ操作

の改善 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年4月 2021年7月 

POSから店舗間の在庫移動をサポ

ート 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年4月 2021年7月 

POSからの在庫調整対応 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年4月 2021年7月 

コマースの店舗内コンポーネント

のシステム監視と診断 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

2021年3月 2021年7月 
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

電子商取引の商品ページの検索エ

ンジン結果を強化 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年4月 2021年7月 

電子商取引のためのシステム監視

と診断 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

2021年5月 2021年7月 

インベントリを意識したeコマ

ースの商品発見を強化 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年5月 2021年7月 

電子商取引の在庫状況検索APIの

機能強化 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年5月 2021年7月 

パワーバーチャルエージェント

とオムニチャネルによるカスタ

マーサービスのための商取引で

のチャット 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

2021年4月 発表予定 

似たような説明でショップ 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年4月 発表予定 

顧客のセグメンテーション

とターゲティング 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年7月 発表予定 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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他のすべての定期割引が適用された後に適用される割引を作成す

る 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2020年11月9日 2021年4月 

事業価値 

小売業者は、競合他社と価格を一致させたり、販売目標を達成するために、特定の商品に

新しいプロモーションを素早く作成したいと考えることがよくあります。この新機能では、

既存の割引がすべて適用された後に割引を適用することができ、そのようなシナリオを可

能にします。 

特徴の詳細 

この機能がない場合、小売業者が既存の割引との複合割引を作成したい場合は、割引の同

時実行モードを「複合」に設定して新しい割引を作成する必要があります。 ただし、「排

他的」または「最高価格」とマークされている商品には他の既存の割引がある可能性があ

りますが、この新しい割引がすべての商品に適用されるという保証はありません。 

この機能では、「常に適用」と呼ばれる新しい割引同時実行モードを有効にしました。常

に適用」モードを使用して作成されたすべての割引は、既存のすべての定期的な割引が適

用された後、適切なアイテムに適用されます。つまり、排他的割引やベストプライス割引

にも適用されます。ただし、レジでの追加割引などの手動割引の前に適用されます。 

インベントリを意識したeコマースの商品発見を強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 2021年7月 

事業価値 

顧客は一般的に、在庫がない場合や在庫が少ない場合に何をすべきかを判断できるように、

ECサイトがブラウジング体験を通して在庫を認識していることを期待しています。現在、

「バイボックス」、「カート」、「ストアピッカー」モジュールでは、商品の在庫チェッ

クを有効にするオプションを提供しており、在庫がある場合にのみ商品の購入を許可して

います。今後は、eコマースのショッピングジャーニーの製品発見ステップにも同様のチ

ェックを適用し、エンドツーエンドのストーリーを明るくしていきたいと考えています。 
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特徴の詳細 

本機能は、在庫データを組み込んだ電子商取引の商品検索サービスを強化し、ユーザー

に提供するものです。 

• 商品検索結果から在庫切れの商品を絞り込みます。 

• 商品検索結果ページやカテゴリ商品一覧ページに在庫レベルのメッセージを表示しま

す。 

• 商品検索結果を在庫状況でソートします。 

• 精製業者の在庫レベルで製品を絞り込むことができます。 

ブラジルのSAT統合 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年7月 

事業価値 

統合されたSAT装置（Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos）

に小売販売用の電子会計書類を登録することは、ブラジルのサンパウロ州の小売業者が利

用できる会計登録方法の一つです。特徴は、CF-e電子会計書類（Cupom Fiscal eletrônico、

モデル 

59)の小売POS(Point of Sale)での販売取引およびSAT会計装置への電子会計書類の登録。 

特徴の詳細 

ハードウェアステーションに接続されたSAT機器に小売売上の会計登録を行うことができま

す。この機能は、Fiscal Integrationのフレームワークを利用しており、組み込みのFiscal 

Integrationの機能をすべてサポートしています。アウトオブボックスソリューションに含ま

れていますが、使用するには設定が必要です。 

電子財政文書モデル５９（ＣＦ-ｅ）の生成は、電子報告構成に基づいて、Ｃｏｍａｓｓｈ

ランタイムの一部である電子報告ランタイムエンジンによって行われる。 

この機能は現在、POSでピックアップする顧客注文には対応していません。顧客注文のピ

ックアップ操作のサポートは後ほど追加される予定です。 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/general-electronic-reporting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/general-electronic-reporting


Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ダイナミクス 365 コマー

ス 

193 

 

 

ブラジル向けAdyenペイメントコネクター 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年7月 

事業価値 

Dynamics 365 Payment Connector for Adyenは、様々な決済手段にグローバルに対応した、

すぐに使える決済コネクタです。この機能を利用することで、ブラジルにある店舗での

決済業務にも対応することができます。 

特徴の詳細 

本機能は、Dynamics 365 Payment Connector for Adyenを拡張し、ブラジル特有の以

下の機能を搭載しています。 

• 多目的カードに対応しています。 

• 売上取引におけるカートの種類や取引コード（NSU）などの支払関連データを保

存し、電子会計文書NFC-e/NF-e/CF-eで報告する。 

MPOS、CPOS、HWS、CSU拡張のための独立したデプロイメントお

よびインストールパッケージ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

事業価値 

現在の拡張機能のパッケージ化モデルでは、Hotfix の適用やアップグレードの際に、拡張機

能とコアアプリケーションのコードを一緒にパッケージ化する必要があります。これでは、

Hotfix の適用やアップグレードのたびにマージと再パッケージ化が必要になるため、手間が

かかります。また、Commerce コンポーネントがカスタマイズされている場合は、Hotfix を

適用するたびに同じプロセスを繰り返さなければなりません。これでは、継続的な統合と

継続的なデプロイメントプロセスが制限されてしまいます。Modern POS（MPOS）、Cloud 

POS（CPOS）、Cloud Scale Unit（CSU）、Hardware Station（HWS）向けの新しい独立し

たデプロイメントおよびインストールパッケージにより、マージや再パッケージ化の手間

を省くことができます。また、この機能により、ユーザーは拡張機能とコアを別々に独立

してパッケージ化し、手動でデプロイし、サービスを提供することができるようになりま

す。 

特徴の詳細 

新しい独立パッケージ機能は、拡張機能をコアから分離し、独立してインストールしてサ

ービスを受けることができる拡張機能のみのパッケージを作成するオプションを提供しま

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/dev-itpro/adyen-connector
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コアインストーラフレームワークは、コアインストーラと拡張インストーラを分離するた

めに完全に再設計されています。また、MPOS、CPOS 開発、パッケージングフレームワー

クも強化され、Windows オプションパッケージ、Desktop Bridge、MSIX テクノロジーを

継承して、この独立したパッケージとインストールモデルをサポートします。この新しい

拡張フレームワークをサポートするために、MPOS、CPOS、パッケージングモデルは、新

しい拡張テンプレート、UIコントロール、パッケージング、およびデプロイメントツール

で更新されます。 

この新しいモデルでは、すべてのMPOS拡張機能は別個のAPPXファイルとして作成され、

コアPOSはこれらのAPPXファイルをアドインとしてロードします。アドイン（拡張機能 

APPX）は、コンテキストのコア MPOS アプリのアイデンティティの下で実行されます。以

前は、コアPOSと拡張機能は1つのAPPXとしてパッケージ化されていましたが、今後はコア

APPXと拡張機能APPXが1つになり、独立したインストールやサービスをサポートするよう

になります。拡張機能のAPPXは単独では実行できません。コア APPX からのみロードされ

ます。古いMPOS拡張をこの新しいモデルに移行するには、コードを新しい拡張テンプレー

トに移行します。これには、新しい UI コントロールとフレームワークをサポートするため

に、コードのリファクタリングが必要になるかもしれません。 

HWS と CSU のインストーラフレームワークは、拡張コンポーネントのみを含むインストー

ラを作成するために再設計されました。新しいインストーラでは、HWS と CSU は、拡張機

能とアウトオブボックスコンポーネントの両方に対して独立してサービスを提供すること

ができます。 

注）この機能には、拡張パッケージの開発・作成のみが含まれます。Dynamics 365 

Lifecycle Services の展開とサービスは含まれません。これらの機能拡張は、後のリリー

スで追加される予定です。 

簡素化されたコマースSDKのアップデートと開発者の経験 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 Commerce SDKのアップデートは、Dynamics 365 Lifecycle Servicesで公開さ

れ、ライフサイクルサービスのワークフローを利用して、または手動プロセスですべての

開発環境にSDKを適用することができます。このプロセスは数時間で完了し、毎月のすべて

のアップデートに対して繰り返し行う必要があります。新しいアプローチでは、SDKのアッ

プデートはすべてNuGetとGitHubの公開リポジトリに公開されるため、アップデートをダ

ウンロードして数分で環境に適用することができます。このアプローチにより、開発者の

時間と労力を節約することができます。 

特徴の詳細 

• 拡張機能の開発。コマースSDKの開発は、ほとんどがライフサイクルサービスで利用可

能な開発者仮想マシン（VM）から行うことができます。しかし、クラウド上でホスト
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されている場合は、追加コストが発生します。そのコストとLifecycle Servicesの開発

VMへの依存を減らすために、Commerceの開発経験をLifecycle Servicesの開発者VMか

ら切り離し、開発をサポートすることになります。 
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開発者 VM の外で開発を行うことができます。コマース開発環境の構成をサポートし

ている開発マシンであれば、どの開発マシンでも開発が可能です。 

• Commerce SDKのリファレンスをNuGetへ。Commerce SDK リファレンスはリファク

タリングされ、拡張機能が消費するための新しい NuGet フィードに公開されます。

Commerce SDK\Referenceフォルダ内のバイナリを手動で参照する代わりに、拡張機能

はNuGetパッケージからダウンロードし、NuGetパッケージマネージャのワークフロー

を使用してパッケージを簡単に最新の利用可能なバージョンに更新することができま

す。 

• Commerce SDKのサンプルをGitHubに公開コマースSDKの全サンプルをGitHubの公

開リポジトリに公開し、Dynamics 365 Commerceソリューションをカスタマイズして

カスタムビジネスプロセスをサポートする方法を、拡張機能を参照して学ぶことがで

きるようにします。更新されたサンプルは、Lifecycle ServicesからバイナリのHotfixを

ダウンロードして適用することなく、この公開リポジトリにクローンすることで、簡

単にダウンロードして参照することができます。 

Dynamics 365 CommerceとMicrosoft Teamsの統合 - 組織構造、スト

ア、ワーカーの追加 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 

事業価値 

企業は、Dynamics 365 Commerceの中で明確に定義された組織構造を活用し、Microsoft 

Teamsを提供することで、地域管理者、店舗管理者、店舗従業員がMicrosoft Teamsを活

用して、迅速なスタートを切ることができるようになります。 

特徴の詳細 

本機能は、Microsoft Teamsのプロビジョニング機能を提供し、Dynamics 365 Commerceか

ら組織構造を簡単にMicrosoft Teamsに反映させることができます。店舗ごとにチームが作

成され、店舗のワーカーブックに登録されている従業員がメンバーとして追加されます。 

ポイント・オブ・セールでの集荷注文処理のユーザーエクスペリエンス

の向上 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 

事業価値 

この機能により、POS（Point-of-Sales）のリコールオーダーまたはオーダーフルフィル

メントページからピックアップするためのアイテムを選択する際のユーザーエクスペリ
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エンスが向上します。 
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特徴の詳細 

この機能は、顧客のピックアップ注文を操作する際のPOSでのユーザーエクスペリエンスを

向上させます。ユーザーがPOSのRecall OrderまたはOrder Fulfillmentページからピックア

ップ操作を選択すると、ピックアップ対象のアイテムを選択する際のユーザーエクスペリ

エンスが向上します。 

これは、2021年リリースのウェーブ1でリリースされた最終機能で、オンラインでの購

入、ピックアップインストア（またはカーブスサイド）の体験を全体的に改善します。

以前にリリースされた機能は 10.0.15 と 

10.0.16では、このエリアに沿って配置されているものをこの機能と共に有効にするこ

とで、店舗でのピックアップ体験を全体的に向上させることができます。 

• 複数の集配モードをサポート（機能管理により制御）。 

• 店舗ピックアップのタイムスロットを設定するためのオプションのサポート

（Commerce HQで設定）。 

• POSでのリコールオーダー業務の改善（機能管理による管理）。 

• 配信モード別にトランザクションメールテンプレートをカスタマイズできます

（機能管理により制御されます）。 

• ハードウェアステーションなしでのピックアップ注文のためのカード非現存処理（レ

ジスター上のコマースHQで設定）。 

電子商取引の在庫状況検索APIの機能強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 2021年7月 

事業価値 

Dynamics 365 Commerceでは、商品在庫の確認を必要とする様々なEコマースシナリオに

対応するために、「GetEstimatedAvailability」と

「GetEstimatedProductWarehouseAvailability」のAPIを提供しています。例えば、商品説

明ページ（PDP）に在庫レベルのメッセージを表示したり、「数量ピッカー」や「店舗ピ

ッカー」モジュールの在庫状況を確認したりすることができます。今後も市場内のお客

様からのフィードバックをもとに、より多くのEコマースシナリオをサポートするための

APIの改善投資を行うとともに、カスタマイズを排除するために現在のAPIの限界に対処

していきます。 

特徴の詳細 

この機能により、GetEstimatedAvailabilityと 

GetEstimatedProductWarehouseAvailability APIs. 

• APIからSell unit of measure (UOM)の数量を取得する機能。APIはInventory UoMに

基づいた数量のみを返します。を使用するように製品を構成する小売業者のために 
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Inventory UoMとSell UoMが異なる場合、単位変換を処理するためのカスタマイズが

必要となります。この機能拡張により、Sell UoMに基づいて数量を取得するためのオ

プションがAPIで提供されます。 

• APIから集約された在庫データを取得する機能。商品のフルフィルメントを容易にする

ために、複数の倉庫を使用するようにeコマースサイトを設定する小売業者が増えてい

ます。そのような場合、PDPで在庫レベルを表示したり、在庫に基づいて購入適格性を

判断したりする際には、単一の倉庫ではなく、関連するすべての倉庫からの商品の手

元在庫を考慮する必要があります。現在、APIは個々の倉庫ごとに在庫データを返すだ

けです。この機能拡張により、ユーザーは、関連するすべての倉庫、すべての出荷倉

庫、またはすべての集荷場所に基づいて、APIから集約された数量と在庫レベルを取得

できるようになります。 

• 推定在庫を計算する際に、POS（Point-of-Sales）側の未計上在庫の変化を考慮します。

APIでは、チャネル側の計算ロジックが最適化されているため、推定手持ち在庫が表面

化されます。現在、この計算は、コマース本部に同期されていない電子商取引のみを考

慮しています。オムニチャネルのコンテキストでは、小売店で発生したトランザクショ

ン（キャッシュアンドキャリー販売など）も、E コマース販売の在庫状況に影響を与え

る可能性があります。この機能拡張により、POS経由で販売された未収納在庫を含むよ

うに計算ロジックが更新され、同じ倉庫内の同じ製品がオンラインチャネルとPOS在庫

ルックアップページから一貫した推定在庫を表示するようになります。 

POSから店舗間の在庫移動をサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年7月 

事業価値 

小売業者の中には、店舗内の複数の場所（例えば、バックルームと売り場の場所）を管

理しており、ある場所から別の場所に在庫を移動させる機能を必要としているところも

あります。コマースPOS（Point of Sale）は、大多数の小売業者に共通する包括的な店舗

内在庫管理機能を提供し、店舗内で複数のアプリケーションを使用する必要性を排除し

ます。 

特徴の詳細 

本機能により、店舗倉庫内のある場所から別の場所へ、1つ以上の特定の商品の在庫を移動

させることができる、Commerce POSからアクセス可能な新しい操作が可能になります。

この機能は、Commerce本社の在庫移動ジャーナルのコンセプトを活用して、在庫移動処理

を推進します。 
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電子商取引の商品ページの検索エンジン結果を強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年7月 

事業価値 

Dynamics 365 Commerceでは、eコマースの商品ページでschema.org/商品メタデータのネ

イティブサポートが可能になります。これにより、商品ページの検索結果のエクスペリエ

ンスが向上し、最新の検索エンジンを利用する消費者のコンバージョンを促進します。e

コマースの商品ページでは、既存のコマース本部の商品データを使用することで、マーチ

ャンダイジングのワークフローを簡素化し、効率化することができます。 

特徴の詳細 

この機能により、eコマース製品ページでの schema.org/製品メタデータのネイティブサポ

ートが可能になります。コマース本部でオーサリングされた標準的な商品データは、ネイ

ティブのコマースモジュールライブラリを介して自動的に商品ページに流入することがで

きます。schema.org/product構造は、最新の検索エンジンの標準であり、この機能により、

既存の商品データの使用が簡素化され、eコマース検索エンジンの検索結果を向上させるこ

とができます。 

顧客のセグメンテーションとターゲティング 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年7月 発表予定 

事業価値 

Dynamics 365 コマースでは、小売業者が特定の顧客セグメントをターゲットにして、関

連性の高い体験を提供することで、エンゲージメントを促進し、全体的なコンバージョン

率を向上させることが可能になります。サイトビルダー内のページレイアウトやコンテン

ツのセグメンテーションが可能になり、システムルールを活用して、デバイスの種類、地

理的位置、市場、言語などでコンテンツをターゲティングすることが可能になります。 

特徴の詳細 

この機能により、顧客のブラウザインスタンスから収集したデバイスタイプ、ジオロケー

ション、市場、言語などの顧客データのセグメンテーションが可能になります。その後、

サイトビルダーを使用して、デジタルコマースチャネル全体のキャンペーンや実験に適用

できるオーディエンスのグループ化を生成することができます。 
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コンテンツのバリアントは、サイトビルダーでオーサリングし、ターゲティングル

ールと関連付けて、強力な結果で簡単にオーサリングできるようにすることができ

ます。 

セグメント化されたターゲティングは、サイトビルダー内でページレイアウトやコン

テンツベースのシナリオをサポートします。 

新しいクラウド検索インフラを利用した高パフォーマンスで拡張性の

高い顧客検索体験 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年7月 

事業価値 

顧客データは企業の生命線ですが、ほとんどすべての企業が顧客記録の重複という問題に

直面しています。データのクリーンアップは非常にコストがかかりますが、マーケティン

グ部門など多くのビジネスラインが効果的に機能するためには欠かせません。多くの場合、

記録の重複は、POS（Point of Sale）での店舗での顧客検索の不備に起因しています。販売

員が顧客レコードを簡単に見つけることができない場合、新しいレコードを作成すること

になり、データの重複が発生してしまう可能性があります。そのため、様々な顧客属性で

検索できる柔軟性を提供し、アソシエイトに迅速な顧客検索体験を提供することが非常に

重要です。 

特徴の詳細 

この機能強化により、小売業者は、現在の顧客検索体験をSQLベースの検索からクラウド型

検索に簡単に切り替えることができます。この切り替えにより、小売業者はパフォーマン

スが向上するだけでなく、豊富な絞り込みや関連性の向上などの恩恵を受けることができ

ます。この新しい検索は、ビジネスニーズに合わせて自動的にスケールアップし、大規模

な顧客データセットでも効率的に実行できるようになります。 

似たような説明でショップ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

事業価値 

商品説明などの主要な特徴に基づいて商品を発見する方法を増やすことで、買い物客にと

ってより魅力的で堅固な発見の旅が可能になります。このようなレコメンデーションによ

り、顧客は必要な商品や欲しい商品を簡単かつ迅速に見つけ（関連性のある）、本来の目

的以上の商品を見つけ（クロスセル、アップセル）、それと同時に、以下のことが可能に

なります。 
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満足度の高い体験をしてもらうことで、顧客の満足度を高めることができます。小売業者に

とって、この機能は、すべての顧客と製品のコンバージョンの機会を促進し、結果として、

より多くのオールアップの売上高と顧客満足度をもたらします。 

特徴の詳細 

AIと機械学習の力を利用して、買い物客は似たような説明文の商品をより多く見つける

ことができます。特に画像では十分な詳細が得られない場合には、テキストベースのナ

ラティブに大きく依存して商品を宣伝している小売業者にとって、テキストで強化され

たレコメンデーションは、より適切な選択肢を買い物客に提供することができます。 

似たような外観のショップ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2020年10

月5日 

2021年4月 

事業価値 

ショップの似たような外観は、AIと機械学習の力を利用して、新鮮で魅力的な選択肢をショ

ッピング体験の最前線にもたらすことができます。この効果は、買い物客が使いやすいビジ

ュアル体験の中で欲しいものをより多く見つけられるようになり、さらなる販売力を生み出

すことができます。この機能は、既存の商品カタログの画像を利用しており、店頭とオンラ

インストアの体験の両方で利用できるようになります。 

特徴の詳細 

Shop similar looksは、Dynamics 365 Commerceの新しいAI機能で、シード商品の画像を使

用して、カタログ内の他の商品がどのように似ているかを発見することができます。この

機能をCommerceのすべての小売チャネルで利用できるようにすることで、小売業者は、顧

客がより直感的な方法で欲しい商品を簡単に見つけられるようになることで、顧客満足度

を向上させることができます。 

も参照してください。 

ショップの似たような外観」の推奨事項を有効にする (docs) 

Dynamics 365 CommerceとMicrosoft Teamsの間でタスク管理を相乗

的に行うことができます。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/shop-similar-looks
https://docs.microsoft.com/dynamics365/commerce/shop-similar-looks
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事業価値 

小売店は、Microsoft Teamsのモバイルアプリを通じて、現場の作業員にモバイル端末

で通知することができるようになります。また、Dynamics 365 CommerceとMicrosoft 

Teamsの間でタスク管理を相乗的に行い、生産性を向上させることができるようになり

ます。 

特徴の詳細 

この統合により提供されます。 

• POS（Point-of-Sales）アプリケーションでAzure Active Directory（Azure AD）アカウン

トでサインインする機能。 

• プランナーをリポジトリとして使用する、CommerceとMicrosoft Teams間のタスクのた

めのコネクテッドエクスペリエンス。 

• Microsoft Teamsのモバイルアプリを使用して、前線の労働者に近日中のタスク

や期限切れのタスクを通知する機能。 

メール受信の改善と新機能 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 

事業価値 

電子メールによるレシートは、小売業者に顧客エンゲージメントの機会を提供すると同時

に、非接触型ショッピングのシナリオにおいて重要なコンポーネントとして機能します。

このリリースでは、電子メールによる領収書に新たな柔軟性とカスタマイズ性を提供して

います。 

特徴の詳細 

このリリースでは、以下の新しいメール受信機能が提供されます。 

• 一般的なレシートタイプをメールで送信できるようになりました。お客様が通常チェッ

クアウト時に、ギフトカードの残高照会の一環として、または仕訳を通して受け取るレ

シートタイプは、電子メールで送信できるようになりました。現在、電子メールで送信

できるレシートタイプは、売上レシート（レシートタイプ1）のフォーマットのみです。

この制限は削除されます。 

• 領収書タイプをカスタムメールテンプレートに関連付けることができます。すべての

領収書タイプを特定のメールテンプレートにマッピングできるようになりました。 

• 電子メールで送信される領収書の詳細な設定。領収書の種類は、電子メールで送信

するように個別に設定することができます。各領収書の領収書フォーマットには、

常に電子メールを送信する、電子メールを送信しない、ユーザーにプロンプトを表

示するなどのオプションがあります。 
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• 電子メールによるギフトレシートのオプション。レジ係は、印刷されたギフトレシ

ートとは別に、メールで送られてくるギフトレシートに含める商品を選択すること

ができます。 

• メールレシートのオーサリングが改善されました。電子メールの領収書にHTMLをアッ

プロードしても、改行や改行を削除する必要がなくなりました。 

連載商品のPOS注文とフルフィルメント体験の向上 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 

特徴の詳細 

この機能は、シリアル番号で管理されている製品のPOS（Point-of-Sales）アプリケーショ

ン内での販売と注文ラインの履行のためのユーザーエクスペリエンスを向上させます。新し

い検証ロジックでは、アイテムや倉庫の「アクティブ」、「販売プロセスでアクティブ」、

「空白の発行を許可」、および「物理的なネガティブ在庫」の構成をチェックし、POS内の

ユーザーがシリアル番号が管理されたアイテムの販売やPOS注文を実行する際に、正確で必

要なシリアル番号データを入力できるようにします。 

シリアル番号のディメンション設定で「アクティブ」として構成されているアイテムの

場合、POSアプリケーションはまた、チャネル側の在庫スナップショット情報に基づい

て、店舗の在庫にないように見えるシリアル番号を販売している場合に、ユーザーを防

止または警告するために、在庫の可用性に対して販売されているシリアル番号を検証し

ます。 

POSで部分的に満たされた顧客の注文を編集する 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 

特徴の詳細 

現在のインマーケットアプリケーションでは、店舗チャネルまたはオンラインチャネルで

作成された顧客の注文は、注文がまだ完全に開いていて、数量のピッキング、梱包、請求

書発行（またはキャンセル）が行われていない場合にのみ、POS（Point-of-Sales）アプリ

ケーションを介して編集することができます。この機能により、POSのユーザーは、もとも

と店舗やオンラインチャネルで作成された注文のうち、部分的に注文が成立しているもの

を編集できるようになります。ユーザーは、部分的に満たされた顧客の注文にラインを追

加したり、完全な数量がまだ処理されていないラインを編集または無効にしたり、場合に

よっては、ライン上の数量の一部がすでに満たされていたり、請求書が発行されているラ

インに限定的な変更を加えたりすることができるようになります。 
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この機能により、「注文完了を有効にする」をオンにしてコールセンターの注文が作

成された場合、コールセンターチャンネルで作成された注文のフルフィルメント状態

に関わらず、POSユーザーが注文を編集することができなくなります。 

B2B電子商取引 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年1月 2021年4月 

事業価値 

世界の電子商取引業界は過去20年間で急速な成長を遂げてきましたが、成長に伴い変化

が生じています。これは、数百万人の起業家がB2C市場でビジネスを競い合っているた

めか、B2B（企業間取引）販売の機会はあまり注目されていないようです。 

しかし、このデータは、B2B電子商取引の途方もない可能性を長く無視できないことを

反映しています。米国のB2B電子商取引は、2013年の5590億ドルから2015年末には7800

億ドルへと40％成長しています。フォレスター・リサーチによると、2018年だけでも、

米国のB2B電子商取引の売上高は、継続的な成長が予測され、1兆ドルを超えると推定さ

れている。 

さらに、B2Bバイヤーの74%がオンラインでリサーチを行い、30%が仕事で購入する商品の

半分以上をオンラインで購入しています。製造業者、流通業者、卸売業者は、予測される

成長に合わせて拡張可能なワールドクラスのオンライン購入体験を提供するために、次世

代エンタープライズ B2B コマース技術に多額の投資を行っています。このような投資の波

の結果、製造業や卸売業の企業は、10年後までに B2C 小売業の同業者よりもコマース技術

に多くの投資を行うことになるでしょう。 

eビジネスチームが市場でソリューションを探す際には、GraingerのようなB2Bの同業者

だけでなく、AmazonやWalmartのようなB2Cのリーダーと比較して、将来のオンライン

購入体験をベンチマークしています。堅牢なマーケティングやマーチャンダイジング、

エクスペリエンス管理ツールなど、クラス最高のB2C機能を備えたソリューションを必要

としています。契約価格、見積価格リスト、電子調達、製品構成とカスタマイズ、ガイ

ド付き販売、大量注文入力、アカウント、契約、予算管理などのユニークなB2B機能は、

その後、その上に重ねることができます。 

特徴の詳細 

B2B eコマースの初期提供の一環として、以下の機能が有効になります。 

• ビジネスパートナーのオンボーディング。 

• オーダーテンプレートです。 

• 量のしきい値（最小、最大、複数）。 
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• 口座でのお支払い方法です。 

• 取引先への営業職。 

• 顧客預金の取り扱い。 

• 明細書、請求書の印刷。 

• 売上請求書の支払い。 

• 迅速な注文入力。 

• Dynamics 365の販売統合。 

• 返品注文と返品商品承認（RMA）。 

• 注文キャンセル。 

• 注文入力のためのマトリックス制御。 

パワーバーチャルエージェントとオムニチャネルによるカスタマー

サービスのための商取引でのチャット 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年4月 発表予定 

事業価値 

消費者にパーソナライズされた楽しいコマース体験を提供するためには、一流のカスタマ

ーサポート体験が最も重要です。今日では、実店舗、オンライン・チャネル、ソーシャ

ル・チャネルなど、複数のコマース・タッチポイントが存在しており、消費者はこれらす

べてのチャネルでパーソナライズされたサポート・エクスペリエンスを期待しています。

すべてのコマース・チャネルにまたがる顧客サービスのためのファーストパーティ・ソリ

ューションは、単なる期待ではなく、顧客にとっての要件となっています。 

特徴の詳細 

Dynamics 365 Omnichannel for Customer ServiceとPower Virtual Agentsの機能を活用し、

Dynamics 365 Commerceにカスタマーサービス機能を追加します。新機能には、eコマース

サイト上でのチャットやPower Virtual Agentsのチャットボットベースのサポートが含まれ

ます。カスタマーサービスのエージェントは、Dynamics 365のアプリ上でプロファイルや

トランザクションデータを統一的に表示することで、顧客サービスの向上を図ることができ

るようになります。エージェントは、サービスチャネルのデータに基づいて行動します。サ

イト管理者は、さまざまな基準に基づいたプロアクティブな通知機能を備えたECサイトの

チャットウィジェットを設定することができます。 

Power Virtual Agentsのスターターコンテンツパックが利用可能になり、小売業者は導入

を急ピッチで開始し、ビジネスニーズに合わせた修正を行うことができるようになりま

す。内容は以下の通りです。 
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コンテンツパックでは、Power Automate がどのように Commerce 本部と Commerce 

Server API を接続し、Power Virtual Agents を通じて顧客に代わってアクションを起こすか

を紹介します。 

財政統合の枠組みに基づくフランスの小売取引のデジタル署名 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

フランスの現地のレジ規制によると、小売販売はすべてデジタル署名が必要で、その署名

の抜粋を顧客の領収書に印刷しなければなりません。この新機能は、会計統合のフレーム

ワークを拡張し、デジタル署名の要件をカバーします。これにより、グローバルおよびロ

ーカルのDynamics 365 Commerceをご利用のお客様は、フランスのレジ規制に対応するこ

とができます。 

特徴の詳細 

フランスの小売取引のデジタル署名は、財政統合のフレームワークを利用しています。こ

の機能は、すぐに使えるソリューションに含まれていますが、使用するには設定が必要で

す。この機能により、様々なキャッシュアンドキャリー販売や顧客注文のシナリオにおい

て、デジタル署名による売上の会計登録や、様々なタイプの監査イベントの会計登録が可

能になります。 

今回の更新により、2021 年 2 月～3 月に予定されている次回の NF 525 認証審査に合格し

ます。 

POSからの在庫調整対応 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年7月 

事業価値 

多くの小売業者は、サンプルのために店舗在庫を使用したり、販売ではなく手動で調整を行

うことを好むその他の目的など、標準的なビジネスプロセスを考慮して在庫の出入りを調整

する機能を必要としています。コマースのPOS（Point of Sale）は現在、大多数の小売業者

に共通する包括的な店舗内在庫管理機能を提供し、店舗内で複数のアプリケーションを使用

する必要性を排除しています。 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel
https://docs.microsoft.com/dynamics365/retail/localizations/fiscal-integration-for-retail-channel


Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ダイナミクス 365 コマー

ス 

209 

 

 

特徴の詳細 

本機能は、POSからアクセス可能な操作を提供し、権限を持ったユーザーがビジネスシナ

リオに応じて在庫の入出庫調整を行うことができるようにします。この機能は、コマース

本部の移動ジャーナルと調整ジャーナルの両方の概念をPOSで活用できるようにするオプ

ションを提供します。ユーザーは、使用されるジャーナルタイプを決定する理由コードを

調整にリンクすることができるようになります。 

インクリメンタル・ペイメント・キャプチャーのためのオムニチャネル

対応 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 

事業価値 

この機能は、合理的な時間枠内で処理された注文が複数の認証を受けることがなくなるた

め、顧客満足度の向上に役立ちます。また、1回の注文あたりの認証数が少ないというこ

とは、処理手数料が減ることを意味し、注文の残額が認証できないケースが減ることを意

味します。 

特徴の詳細 

インクリメンタルキャプチャは、単一の支払い承認を使用して時間をかけて注文を処理す

る機能を追加します。例えば、顧客が3回の出荷で注文を処理する場合があります。この

機能がない場合、出荷が請求されるたびに、請求された金額分の支払いが捕捉され、残り

の分の新しい承認が作成されます。このシナリオでは、注文を処理する間に 3 つの認証が

必要になります。このため、オーソリゼーションが注文の合計金額を超えてしまったり、

オーソリゼーションがカード会員の利用可能なオープンクレジットを超えてしまったため

に断られてしまったりすることがあります。 

この機能を有効にすると、流通センターや店舗からの注文に対する支払いは、元の承認

が有効である限り、元の承認を参照するようになります。その結果、辞退が減り、顧客

の混乱が減り、支払いと請求書の照合が容易になります。 

店頭チェックアウトでの支払い処理のリファクタリング 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 
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事業価値 

この機能により、決済処理業者への認証リクエスト数を削減し、決済処理手数料を削減す

ることができます。また、銀行による顧客認証と注文金額の認証要求を組み合わせること

で、欧州連合の強力な顧客認証（SCA）にも対応しています。 

特徴の詳細 

ヨーロッパでは、SCAは、顧客がカードを使用してオンライントランザクションの支払い

を行う場合、ウェブサイトは、顧客をカード所有者として直接銀行に認証を依頼すること

をサポートしなければならないと定めています。顧客が認証リクエストの前に銀行で認証

を受けることができれば、トランザクションはより安全であると考えられ、責任は加盟店

から遠ざかります。今日では、カードトークンを取得する際に顧客認証が行われます。こ

のカードトークンは、その後の認証リクエストで使用されます。マーチャントの立場から

すると、この後続の認証リクエストは、カードトークンまたはカードオンファイルを使用

して行われたものであるため、責任の移動はありません。これは、ストアフロントを使用

しているマーチャントにとっては混乱を招く可能性があります。 

この機能を有効にすると、カードトークンと認証を取得するための単一のリクエストが行

われます。このリクエストには、SCAリダイレクトも含まれます。その結果、マーチャン

トは、SCAが適用される場合には、ライアビリティシフトを含む1つのオーソリゼーション

リクエストを見ることになります。SCA要件の対象となる加盟店とそうでない加盟店では、

この機能により、認証リクエストの数が減り、処理手数料が削減されます。 

ブラジルでの商取引のローカリゼーション 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

ブラジル向けのコマースローカリゼーションには、小売売上に適用される税金の計算、事業

内容を記載した税務・企業報告書の作成に使用される決算書類の作成、電子決算書類の作成、

当局への提出など、ブラジルでDynamics 365 Commerceを導入する上で重要な機能が含ま

れています。Nota Fiscal eletrônica (NF-e) および Nota Fiscal do Consumidor eletrônica 

(NFC-e)、現地の決済プロバイダーとの統合、デビットカードやクレジットカードによる支

払いのサポートなどがあります。 

ブラジルで事業を展開しているCommerceのお客様は、最新のDynamics 365 Commerceサ

ービスに移行し、ブラジル国内の規制要件に準拠した導入が可能になります

（docs.microsoft.comで公開されているブラジルのローカライゼーションの範囲に限定され

ます）。 
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特徴の詳細 

この機能は、以下の機能を提供します。 

• ブラジル固有の税金の計算と小売販売のための財政書類の作成 

• 小売販売用電子決算書NFC-e/NF-eの生成、行政のWebサービスを利用した電子決算書

の提出、DANFE NFC-e/NF-eの印刷。 

• 小売販売用電子決算書CF-e（Cupom Fiscal eletrônico）の生成とSAT決算装置への電子

決算書の登録 

• POS（Point of Sale）からのブラジル固有の顧客登録番号の入力、閲覧、修正、小売

販売のレシートへの登録番号の印刷などの管理。 

• 人気のあるローカルおよびグローバルな決済プロバイダーとの統合を含む、POS用

のEFT統合。 

現在、以下の機能は、ブラジル向けの Commerce ローカライゼーションが一般公開された

後にリリースされる予定です。 

• 電子財政文書CF-e（Cupom Fiscal eletrônico）を生成し、SATの財政装置に登録します。

この機能は現在、2021年7月に予定されています。 

• Dynamics 365 Payment Connector for Adyenを拡張し、ブラジルでの決済業務を

サポート。現在、2021年7月を予定しています。 

• リンクされたNF-eの生成と提出 

• 顧客注文のNFC-e/NF-eの生成と提出。 

• N-1対応により、店舗でDynamics AX 2012 R3を稼働させているお客様は、アップグ

レード後もDynamics 365 Commerce本部との連携が可能となります。 

• POSで登録番号から顧客を検索する 

• コールセンターで顧客マスターレコードをマージする際に、税務登録番号など

のブラジル固有のフィールドをサポート。 

• ブラジル向けのEコマース機能。 

ブラジルの決算書（SPED Fiscal、SPED Contributions、ICMS-ST compensation and 

restitution statements for RS, SC, PR, SP）には、現在のところリテール決算書を入れる

予定はありません。 

地理的地域 

この機能は、以下のMicrosoft Azureの地理的エリアにリリースされます。 

• 南米 
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POS在庫ルックアップ操作の改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年7月 

事業価値 

Dynamics 365 CommerceのPOS（Point of Sale）における在庫ルックアップでは、小売業

者は店舗や流通センター全体の商品の手元在庫を全体的に見ることができます。今後も市

場内の顧客からのフィードバックに基づき、この運用のための新機能に投資し、ユーザー

エクスペリエンスの向上とカスタマイズの排除を図っていきたいと考えています。 

特徴の詳細 

この機能により、POSインベントリのルックアップ操作に以下の機能強化が追加されます。 

• インベントリルックアップページのインベントリデータをソートする機能。ソート機能

はページ上の表示されたカラムに基づいています。 

• バリアントでない商品の商品詳細ページから在庫ルックアップページを起動する機能

今日では、商品詳細ページから在庫ルックアップページへの迅速なアクセスは、バリ

アントを持つ製品でのみ利用可能です。 

コマースの店舗内コンポーネントのシステム監視と診断 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年3月 2021年7月 

事業価値 

システム診断ログにアクセスすることで、IT 管理者の可視性が向上し、ライブサイトのイ

ンシデントの検出時間、緩和時間、および解決までの時間を改善することができます。IT 

管理者は、インシデントの主な要因を特定することができるため、マイクロソフトのサポ

ート チームや、実装パートナー、ISV、その他の利害関係者を対象とした対応が可能になり

ます。 

また、システムの健全性を可視化することで、IT 管理者はユーザーに対してより多くの情報

に基づいたサポートを提供することができます。例えば、特定の店舗のレジ係からのサポー

ト・コールに対応する場合、IT 管理者は、問題がいつ発生したのか、問題が内線によって引

き起こされたのか、問題が広範囲に広がっているのか、特定の店舗や 

電子商取引のチャネルにも対応しています。さらに、IT管理者は、以下のように問題解決を

判断することができます。 
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問題が解決するとすぐに通知されます。また、IT管理者は、特定のシステムの健康状態

を事前に通知するアラートを設定することもできます。 

この特定の機能により、店舗内コンポーネントの健全性診断や、店舗内コンポーネントと

クラウド上のコンポーネント間の診断イベントの相関関係を確認することができ、システ

ムを介した問題の詳細なトレーサビリティが可能になります。さらに、店舗内コンポーネ

ントからのイベントにより、IT 管理者は数百、数千の店舗の診断イベントに集中的にアク

セスすることができます。 

特徴の詳細 

この機能により、以下のようなインストアコンポーネントの診断ログにアクセスすることが

できます。 

• ポイント・オブ・セール(POS) 

• ハードウェアステーション（POS内に内蔵 

• ハードウェアステーション（スタンドアロン 

• コマースランタイム（POS内に組み込み 

システムで生成されたイベントの詳細には、POS 操作の呼び出し、ページビュー、例外、

Commerce ランタイムと Hardware Station API の実行、成功/失敗の結果、API の実行待ち

時間、パブリッシャー（Microsoft が承認したコードパスや特定の拡張機能に問題があるこ

とを特定するのに役立ちます）などが含まれます。チャネルデータベースや Commerce 本

部への依存関係の実行も可能です。 

IT管理者は、Application Insightsでカスタムクエリを作成して、アクティビティID、タイム

スタンプ、チャネルID、POSデバイスID（該当する場合）、アプリセッション、ユーザー

セッションIDなどの幅広い基準でフィルタリングすることができます。IT管理者は、これ

らの特定の識別子をMicrosoftサポートと共有することで、コミュニケーションとコラボレ

ーションを改善し、緩和と解決にかかる時間を短縮することができます。 

プロアクティブな監視のために、IT管理者はAzure Monitorを使用して、指定されたクエ

リ結果のしきい値に基づいてカスタムアラートを構成することができます。 

電子商取引のためのシステム監視と診断 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年5月 2021年7月 

事業価値 

システム診断ログにアクセスすることで、IT 管理者の可視性が大幅に向上し、ライブサイ

トのインシデントの検出時間、緩和時間、および解決までの時間が改善されます。IT 管理

者は、インシデントの主な要因を特定することができるため、マイクロソフトのサポート 

チームや、実装パートナー、ISV、その他の利害関係者との連携を図ることができます。 
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また、システムの健全性を可視化することで、IT 管理者はユーザーにより多くの情報を得

たサポートを提供することができます。たとえば、ウェブサイトの訪問者からのサポー

ト・コールに対応する際に、IT 管理者は、問題がいつ発生したのか、問題が拡張子によっ

て引き起こされたのか、問題が広範囲に広がっているのか特定の e コマース・チャネルに

限定されているのかを簡単にピンポイントで特定できます。さらに、IT 管理者は、問題が

解決されるとすぐに問題の解決策を決定できます。また、IT 管理者は、特定のシステムの

健全性に関するアラートを設定して、事前に通知することもできます。 

特徴の詳細 

この機能により、IT 管理者は Application Insights で e コマース コンポーネントの診断ロ

グにアクセスできるようになります。以下のイベントタイプが含まれています。 

• ページビュー（全ページビュー）。 

• すべての依存関係。 

• ブラウザとNodeJSの両方からのバックグラウンドコール（ページビューの依存関係とし

てモデル化されています）。 

• 404ページを含む、ユーザーが表示したエラーメッセージ（例外としてモデル化されてい

ます）。 

• 多段カート操作（ページビューの依存関係としてモデル化されています）。 

これらのイベントを使用して、IT 管理者は、顧客から報告された問題をトラブルシュ

ーティングしたり、特定のエラー条件やしきい値がないかシステムを積極的に監視し

たりすることができます。 

排他的な閾値割引は、排他的な非閾値定期割引と競合します。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年4月 

事業価値 

しきい値引きの最も一般的な使用例は、顧客が定義されたしきい値を満たした場合に追加

の割引を行うことです。Dynamics 365 Commerce では、単純割引、数量割引、ミックスア

ンドマッチ割引が評価された後に、常にしきい値割引が評価されるため、この機能がサポ

ートされています。言い換えれば、しきい値割引は他の定期的な割引と競合しません。し

かし、時には小売業者は、最高の割引が適用されるように、しきい値割引を他の割引と競

合させたいと思うことがあります。 

特徴の詳細 

この機能により、小売業者は、排他的な閾値割引が他の排他的な非閾値割引と競合して最

良の価格を提供するように設定をオンにすることができるようになります。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ダイナミクス365 コネクティ

ッドストア 

212 

 

 

 

Dynamics 365 Connected Store 2021リリースウェーブ1

の概要 

Dynamics 365 Connected Storeは、観測信号を収集・分析してインサイトを作成し、店舗内

の小売業者のアクションを自動化するターンキー型のSaaS（Software as a Service）ソリュ

ーションです。Dynamics 365 Connected Storeは、コンピュータビジョンを利用して、観測

信号を収集・分析し、実用的なインサイトを作成します。Dynamics 365 Connected Storeの

重要な目標は、従来オンラインでしか得られなかったメリットを小売業者に提供すること

であり、フィジカルデバイドとデジタルデバイドの橋渡しをすることにあります。 

Dynamics 365 Connected Storeでは、以下のようなハイブリッドなアプローチでこれを実現

しています。 

• インテリジェントエッジ。カメラストリームをクラウドに送信される観測データに

変換するストア内のマネージドゲートウェイ。 

• インテリジェントクラウド。エッジからの観測信号を相関させて洞察を提供し、小売

業者にアクションを起こすマルチテナント型SaaSソリューション。 

新機能や予定されている機能の詳細については、引き続きご確認ください。 
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不正行為からの保護 

Dynamics 365 Fraud Protection 2021リリースウェーブ1

の概要 

今日のデジタル化が進む企業は、ビジネスの大部分をオンラインでリアルタイムに行ってい

ます。例えば、オムニチャネル・カスタマーエンゲージメント（モバイル、ウェブ、店舗内

ポータルを横断したシームレスなカスタマージャーニー）は、小売業界に革命をもたらして

います。このようなイノベーションにより、収益の向上、運用コストの削減、顧客体験の向

上が実現しています。 

しかし、オンライン・チャネルの相対的な匿名性とアクセスのしやすさを利用して詐欺行為

を行おうとする者からの深刻な脅威に企業をさらしています。例えば、電子商取引では、漏

洩したアカウントや盗まれた決済手段を利用して決済詐欺を行う可能性があります。同様に、

詐欺師は、「オンラインで購入して店頭で返品する」などのプログラムを悪用して、返品や

値引き詐欺を行い、実店舗の縮小損失につながる可能性があります。 

詐欺師は、無料トライアルや新規顧客の無料サービスを悪用するために偽のアカウントを

作成したり、偽の製品レビューを投稿したりするなど、他の活動を試みます。また、支払

い、保証、返金詐欺を行うために、既存のアカウントを危険にさらすこともあります。こ

れらの不正行為の例はすべて、企業の収益性だけでなく、評判にも影響を与えます。デジ

タル化された企業が不正行為に立ち向かい、真正な顧客やパートナーのためにドアを開け

ておくことができるように支援することが、私たちの使命です。 

Dynamics 365 Fraud Protectionは、アカウント保護、支払い保護、損失防止を統合し、加盟

店に詐欺の状況を360度見渡すことができ、詐欺を軽減するためのオペレーションを微調整

するためのツールを提供します。 

Dynamics 365 Fraud Protectionの新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

行動とモバイルフィンガープリント ユーザー、自動的に 2021年8月 

 

ルールのテストと検証 ユーザー、自動的に 2021年8月 

 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

行動とモバイルフィンガープリント 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年8月 - 

事業価値 

行動指紋とモバイル指紋で不正管理ルールの精度を向上させます。 

特徴の詳細 

詐欺との戦いは終わりのない課題であり、私たちは詐欺師の一歩先を行く必要があります。

詐欺対策に非常に役立つ新技術として、行動指紋または行動バイオメトリクスと呼ばれる

ものがあります。デバイス・フィンガープリントでは、デバイスの特性を感知して推論し、

デバイスを一意に識別することができますが、行動テレメトリでは、ユーザーがポータル

とどのようにインタラクションしているかについての信号を推論することができます。ユ

ーザーがポータルにアクセスするためにモバイル・デバイスやアプリに依存している場合、

そのシグナルは特に有益です。行動指紋は、モバイル・フィンガープリントと密接に関連

しています。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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このカテゴリーには、タイピング、スワイプ、スクロール、スクロール、住居行動から、セ

ンサーで検出されたデバイスの持ち方や動かし方、ナビゲーションやクリックに至るまで、

多種多様な信号が含まれています。この機能の目的は、特定の個人を一意に識別することで

はなく、デバイスやサービスの正常な使い方と異常な使い方を識別することにあります。 

例えば、デバイスが何の動きもなく、一定の水平姿勢を示している場合、人がそのデバイ

スと対話している可能性は低く、すべてのアクティビティは、スクリプト化されたボット

が仕掛けられたデバイスで作業している可能性が高い。同様に、デバイスの真の所有者と

不正に使用している可能性のある他の誰かを識別することを学ぶこともできますし、ある

デバイスが短期間に多くの異なる人々によって使用されていることを感じることもできま

す。行動フィンガープリンティングは、Dynamics 365のすべての不正防止機能にわたって

AIモデルの精度を向上させるのに役立ちます。 

ルールのテストと検証 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年8月 - 

事業価値 

この機能により、導入前にルールをテストして検証することができるため、本番システム

に不用意な影響を与えることがありません。また、ホリデーシーズンの販売などの予期さ

れるシナリオに備えて、事前にテスト済みのルールを作成することもできます。 

特徴の詳細 

顧客からの明確な要望としては、本番環境に導入する前にルールのテストと検証を行う

ことが挙げられます。この機能を利用することで、以下のことが可能になり、Dynamics 

365 Fraud Protection ルールエンジンの顧客満足度の向上につながります。 

• シャドーイング、A/Bテスト、または過去のトランザクションのリプレイなどの形で、

本番環境にプッシュする前にルール変更をテストする能力があります。 

• 各ルールのパフォーマンス指標を見ることができます。 

• さまざまな属性に基づいてすべてのトランザクションをクエリし、その結果をオフ

ラインのワークフローに使用する能力。 
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中小企業 

Dynamics 365 Business Central 2021リリースウェーブ1の

概要 

Dynamics 365 Business Centralは、中小規模の組織向けに設計・最適化された包括的なビジ

ネスアプリケーションソリューションを提供しています。2021年のリリースウェーブ1に向

けて、Business Centralへの投資は、新規顧客でも既存顧客でも、顧客が生産的な利用をよ

り早く開始できるようにアプリ内の改善を提供することを中心に行われます。地理的な拡大

を継続し、パフォーマンス、ユーザビリティ、印刷を改善します。ユーザーがミスをしても

生産性を高められるように、例えば総勘定元帳（G/L）入力の寸法修正を簡単に行えるよう

にしています。 

シームレスなサービス中小企業（SMB）の業種を問わず、ビジネスユーザーは信頼できる

サービスとプラットフォームを求めています。 

管理。2021年リリースのwave 1では、パートナーがテナントを管理する方法、および管理

者がライセンスと権限を管理する方法を簡素化し、改善するために設計された機能を提供

します。 

アプリケーションです。お客様の声に耳を傾け続け、銀行業務や決済など、改善要望の

多い分野の機能をお届けします。 

Microsoft 365でより良く。Business Central 2021リリースウェーブ1では、Microsoft 

Teamsでのコラボレーションビジネスプロセスの効率を向上させ、ExcelとOutlookのアド

インを強化しています。 

国と地域。Business Central 2021リリースウェーブ1では、Business Centralは一般的

にインドで利用可能であり、ギリシャ、ルーマニア、トルコにも展開しています。 

オンボーディング。2021年リリースの第1波で、お客様はより早く生産的な使用方法を手に入

れることができます。 

最新の開発ツール完全に Visual Studio Code に移行したため、開発者の生産性を向上させ

る分野への投資を続けています。 

Dynamics 365 Business Centralの新機能と予定について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

管理 

Business Central 2021のリリースwave 1では、パートナーがテナントを管理する方法、お

よび管理者がライセンスと権限を管理する方法を簡素化し、改善するために設計された一

連の機能が提供されます。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

より多くの企業で大規模なデータベ

ースのエクスポート操作の信頼性を

向上させる 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年3月 2021年4月 

委任された管理者の改善 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年3月 2021年4月 

あるAzure Active Directory組織から別

の組織への環境の再割り当て

(Microsoftサポート経由) 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年3月 2021年4月 

アプリケーション 

Business Central 2021のリリース・ウェーブ1では、銀行業務、決済、パフォーマンスの継

続的な改善など、改善の要望の多かった分野に対応した機能を提供します。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

アシストセットアップは、アイテムコ

ストの調整作業をバックグラウンドに

移行させるのに役立ちます。 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

ロット・通し番号情報カードの自

動作成 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

銀行調停の改善 ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

接点と顧客の同期の変化 ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

生産の様々な段階でのロットサイ

ズの定義 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

寸法補正（G/Lエントリー用 ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

デフォルト寸法の設定をよりコント

ロールできるようになりました。 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

支払調停仕訳の改善 ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

銀行明細書ファイルの簡易インポート ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

 

Microsoft 365との相性が良い 

Business Central 2021リリースウェーブ1では、Microsoft Teamsでのコラボレーションビジ

ネスプロセスの効率化、Universal Printのサポート追加、ExcelとOutlookのアドインの強化

などが行われています。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

Microsoft TeamsからBusiness Central

の連絡先を検索 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

Business CentralでのWordマージの有

効化 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

Microsoft Universal Printを使用したク

ラウド印刷をサポート 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 
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国と地域 

2021年のリリースウェーブ1では、Dynamics 365 Business Centralがインド、ギリシ

ャ、ルーマニア、トルコでリリースされ、より多くの国で利用できるようになりま

した。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

国と地域の拡大 - ギリシャ ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

国と地域の拡大 - インド ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

国と地域の拡大 - ルーマニア ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

国と地域の拡大 - トルコ ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

マイクロソフトパワープラットフォーム 

Business Central 2021リリースウェーブ1では、Microsoft DataverseやMicrosoft Power 

Platformとの統合性を向上させています。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

Microsoft Dataverse用の仮想テーブル 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 - 

Business CentralからDynamics 365 

Salesにアイテムの在庫を同期させる 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

Power BI コネクタを使用して、Web サ

ービスのみではなく、Business Central 

API との連携を可能にします。 

ユーザー、自動的に 2021年4月 2021年5月 
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現代のクライアント 

Business Central 2021リリースの第1波では、パフォーマンス、ユーザビリティ、印刷が

改善されています。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

レポートAPIでは、レポートの実行

に必要なレイアウトを渡すことがで

きます。 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年4月 

レポートはバックグラウンドで実行され

ます 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年4月 

クライアントのパフォーマンス向上 ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

Business Central Web クライアントのユ

ーザビリティの強化 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

モバイルアプリ（スマホ・タブレッ

ト）やMicrosoft Teamsアプリからの

クラウド印刷を有効にする 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

レポートを印刷する前に、ユーザー

は割り当てられたプリンタを変更す

ることができます。 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

最新の開発ツール 

Visual Studio Code に全面的に移行したため、開発者の生産性を向上させる分野へ

の投資を続けています。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

パートナーは、ベーステーブルとテー

ブル拡張テーブルにキー（インデック

ス）を追加することができます。 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

アップグレード時の拡張機能の検証 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月 2021年4月 

インターフェース - 時代遅れのサポート 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月 2021年4月 

レポートの拡張性 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月 2021年4月 

ルックアップを使用する際に名前ではな

くレコードリンクを返す 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月 2021年4月 

 

オンボーディング 

2021年リリースのウェーブ1で、お客様はより早く生産的な使用方法を手に入れることができ

ます。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

ガイド付きで迅速な初期設定のためのス

タートアップチェックリスト 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

Power BIを使い始める際のエクスペリエ

ンスを向上させる 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

会社設定の経験値が向上しました ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

アプリ内コンテキストヘルプの改善 ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 
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• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

管理 

概要 

Dynamics 365 Business Central 2021リリースウェーブ1では、パートナー企業のテナン

ト管理、管理者のライセンス管理やパーミッション管理の簡素化と改善を目的とした機

能を提供しています。今回のリリースでは、管理センターとパーミッション管理に改善

が加えられています。 

あるAzure Active Directory組織から別の組織への環境の再割り当て(Microsoft

サポート経由) 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年3月 2021年4月 

事業価値 

事業継続性を保護し、Azure Active Directory (Azure AD) の組織レイアウトが変更された

場合でも、顧客が Business Central 環境を稼働させ続けられるようにします。 

特徴の詳細 

Business Central 環境を取得した後に、Business Central の顧客の Azure AD 組織が変更され

るケースがあります。たとえば、事業体が合併した場合や買収が行われた場合、または顧客

が特定のリージョンで 1 つの Azure AD 組織を使用し、他のリージョンで作成した他の 

Azure AD 組織の使用を停止することを決定した場合などに発生する可能性があります。ま

た、再販パートナーが誤って誤ったAzure AD組織のために環境を作成した場合にも発生す

る可能性があります。 

このような場合、顧客は元のAzure AD組織のために作成したBusiness Central環境を保

存し、代わりに新しい組織にリンクさせたいと考えています。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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今回のリリース ウェーブでは、Microsoft サポートがパートナーのサポート要求に基づい

て、ある Azure AD 組織から別の組織へ環境を再割り当てできるように、Business Central 

オンラインに新しい機能を追加しています。このようなサポート要求をログに記録する際

には、パートナーはAzure ADの両方のテナントで委任された管理者権限を証明するととも

に、環境の移動が承認されていることを顧客から確認する必要があります。 

より多くの企業で大規模なデータベースのエクスポート操作の信頼性を向上さ

せる 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年3月 2021年4月 

特徴の詳細 

より多くの企業を含む大規模なデータベースを持つ顧客は、データのエクスポートに苦労し

ています。 

トラブルシューティング、データ分析、長期的なデータ保持を目的とした.bacpac形式での

エクスポートが可能です。このような場合、Azureによってこの操作に割り当てられたリソ

ースが不足しているため、データベースのエクスポートがタイムアウトすることがよくあり

ます。私たちは、データベースエクスポートのためのより信頼性の高いソリューションに取

り組んでいます。 

委任された管理者の改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年3月 2021年4月 

事業価値 

委任された管理者として行動するパートナーユーザーに追加アクセスと機能を提供

し、顧客サービスの向上を支援します。 

 

特徴の詳細 

このリリースでは、委任された管理者が Business Central 環境でより多くのアクションを

実行できるようになりました。これまでは、これらのアクションはライセンスを取得した

顧客ユーザーのみが利用できました。これにより、パートナーは顧客に対してより良いサ

ポートを提供できるようになります。 

ジョブキューは、今日の Business Central の多くのビジネスクリティカルなシナリオで使

用されていますが、当社のパートナーは、設定したジョブキューが実際に実行できるかど

うかを確認することができませんでした。たとえば、必要なパーミッションやライセンス

を持っているかどうかを確認することができませんでした。顧客に引き渡す前に Business 

Central 環境を設定してテストすることは、パートナー（委任された管理者）にとって不可

欠な作業です。 
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ジョブキューについて、委任管理者として活動するパートナーが以下の活動を行える

ようになりました。 

• ライセンスを持つユーザがスケジューリングしたジョブキューを一時停止します。 

• ライセンスを持つユーザによってスケジュールされていた失敗したジョブキューを再起動

します。 

• ジョブキューを 1 回、1 回のフルサイクルで実行し、それが動作することを確認します。

顧客 (ライセンスユーザ) に引き渡す前に、必要に応じて何度でも呼び出すことができ、

リカレントジョブとして開始することができます。ジョブキューが完了すると、それは

保留状態になり、再スケジュールすることはできません。 

また、このリリースでは、委任された管理者が会社情報ページでBusiness Centralの

ユーザーエクスペリエンスをEssentialからPremiumに変更することができます。 

パートナーユーザーも顧客のAzureディレクトリにB2Bゲストユーザーとして登録されてい

るのが一般的で、例えば、Microsoft Teamsを介して共同作業を行うためです。これまでは、

B2Bゲストとして招待されたパートナーユーザーは、顧客のBusiness Central環境への委任

管理アクセスを失う可能性がありました。このリリースでは、顧客と委任管理関係にある

パートナーユーザーは、B2Bゲストとして追加された場合でも、Business Centralおよび

Business Central管理センターへのアクセス権が維持されます。 

アプリケーション 

概要 

Business Central 2021リリースwave 1では、銀行業務、支払い、パフォーマンスの継続的な

改善など、改善の要望の多かったいくつかの分野の機能をお届けします。アプリケーション

全体で使用されるディメンションを無制限に追加することはシンプルで簡単です。しかし、

これまではユーザーが間違った寸法を指定した場合、エラーを修正することが困難でした。

今回のリリース・ウェーブでは、総勘定元帳（G/L）エントリーのディメンションを修正す

ることができ、一時的なデータ入力ミスをメモすることなく、財務レポートが求めるインサ

イトを提供できるようになります。 

接点と顧客の同期の変化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

特徴の詳細 

顧客カード、会社のタイプの連絡先、人のタイプの連絡先の間でデータを同期させる方

法を変えています。 

Business Centralでは、Business Relationsアクションを介してリンクされている顧客記録と

連絡先記録の同期を継続しています。同様に、次のようなデータも引き続き伝搬されます。  
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マーケティング設定ページの設定を尊重しながら、会社タイプの連絡先を人タイプのリ

ンク先に変更することができます。 

このリリースの新機能は、顧客カードの[連絡先コード]と[連絡先名]で選択された連絡先が

同期に使用されなくなることです。これらのフィールドには、ドキュメントで使用される

特定の顧客のためのタイプPersonのデフォルトの連絡先が含まれています。あなたはまだ

会社タイプの連絡先を追加することができますが、それにはあまり意味がありません。代

わりにコンタクトカードから既存のアクションにリンクを使用して、顧客と会社タイプの

コンタクトの間の接続を登録することをお勧めします。詳細については、To link a contact 

to an existing customer, vendor, employee, or bank accountを参照してください。 

カスタマーカードの住所と連絡先のFastTabのフィールドは、連絡先ではなく顧客に関連

しています。連絡先コードまたは連絡先名フィールドで新しい連絡先を選択しても、これ

らのフィールドは更新されません。 

結局のところ、ほとんどの場合、Business Central が Person 型の指定された連絡先から

カスタマー カードにプライベート メールをコピーし、それを Company 型の連絡先や、

同じ会社にリンクされている Person 型の他の連絡先に同期させたいとは思わないでしょ

う。 

この新しい動作を強調するために、カスタマーカードのAddress & Contact FastTabのフィ

ールドを再編成し、Contact CodeとContact Nameを別のグループに分離しました。 

住所と連絡先タブの新しいレイアウト 

 

ロット・通し番号情報カードの自動作成 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/marketing-create-contact-companies#to-link-a-contact-to-an-existing-customer-vendor-employee-or-bank-account
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/marketing-create-contact-companies#to-link-a-contact-to-an-existing-customer-vendor-employee-or-bank-account
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/marketing-create-contact-companies#to-link-a-contact-to-an-existing-customer-vendor-employee-or-bank-account
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/marketing-create-contact-companies#to-link-a-contact-to-an-existing-customer-vendor-employee-or-bank-account
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事業価値 

業種によっては、ロット番号やシリアル番号を追跡するだけでなく、追加の情報を必要と

する場合もあります。これをサポートするために、Business Centralには「ロット番号情報」

と「SN情報」のページがあり、ロットの品質に関する情報などの注記を追加したり、必要

に応じて番号の使用をブロックしたりすることができます。これらのページは、特定の業

界向けに拡張されていることが多いです。これらのページを作成して、項目追跡ラインを

作成している間に直接詳細を追加することができます。また、ロットやシリアル番号を一

括で作成する場合は、在庫取引を投稿する際に自動的に詳細を追加することができます。 

特徴の詳細 

ジャーナルやドキュメントを投稿する際に情報カードを作成するには、「商品追跡コード」

ページにアクセスし、「投稿時にSN情報を作成」または「投稿時にロット番号情報を作

成」のトグルをオンにします。さらに詳細な制御を行うには、[商品追跡行] ページにアク

セスし、[新規 SN 情報カード] または [新規ロット情報カード] アクションを使用します。

カスタマイズされたSNの作成またはシリアル番号の割り当てアクションを使用してシリ

アル番号を一括で作成した場合、SN情報の作成を有効にすることができ、各トラッキング

ラインに情報カードが作成されます。 

詳細はこちらをご覧ください。シリアル番号とロット番号での作業 
 

商品追跡コード 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/walkthrough-tracing-serial-lot-numbers
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カスタマイズされたシリアル番号 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

も参照してください。 

デザインの詳細。アイテムトラッキングラインページ（docs 

アシストセットアップは、アイテムコストの調整作業をバックグラウンドに移行させ

るのに役立ちます。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

特徴の詳細 

エクスペリエンスを最適化するために、Business Centralのほとんどの機能はデフォルトで

オンになっています。ただし、時間の経過とともにデータが蓄積されるため、パフォーマ

ンスに影響を与える可能性があります。負荷を軽減するには 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=a20f6f5a-eda9-e911-b083-0003ff68d51f
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=a20f6f5a-eda9-e911-b083-0003ff68d51f
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/design-details-item-tracking-lines-window
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アプリケーション上では、バックグラウンドで実行するタスクを移動させるためにジ

ョブキューのエントリを使用すると便利なことがよくあります。 

しかし、ジョブ・キューのエントリを作成するのは、経験豊富なコンサルタントであって

も難しい場合がありますので、項目のコスト調整を簡単に行うための補助セットアップ・

ガイドをご紹介します。インベントリ・セットアップ・ページで、自動コスト計上のトグ

ルをオフにするか、自動コスト調整フィールドで「しない」を指定すると、セットアッ

プ・ガイドが利用可能になり、各ステップを支援してくれます。 
 

インベントリ設定画面での通知 
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スケジュールの費用調整とポスティングの補助設定 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

 

も参照してください。 

一般在庫情報の設定（docs 

 

デフォルト寸法の設定をよりコントロールできるようになりました。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

業務上および財務上のトランザクションの一貫した正確なディメンジョン値属性により、

ビジネス・セントラルのビジネス・データから大きな洞察を得ることができます。この機

能を使用すると、コントローラと財務・会計のユーザは、後にビジネス分析とレポートで

使用されるディメンジョン値属性を含む必要があるすべてのトランザクションを記録する

ための前提条件をより詳細に管理することができます。 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/inventory-how-setup-general
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特徴の詳細 

ディメンジョン値の投稿が [コード必須] に設定されている場合、[既定のディメンジョ

ン] ページの [許可されたディメンジョン値] を使用して、ユーザが任意のディメンジョ

ン値を選択できるようにする代わりに、管理部門、財務部門、または会計部門が 

Business Central の特定のマスタ データ、ドキュメント、またはトランザクションの投

稿で有効なものとして選択する許可されたディメンジョン値の事前定義済みリストから

選択できるようになりました。 

例えば、Business Central のドキュメントにあるこの例のように、AREA ディメンジョンを

使用して地域別の顧客収益を追跡したいとします。財務部門は、[既定のディメンジョン] 

ページの AREA ディメンジョンの [値の投稿] 列で [コード必須] を選択して、すべての顧

客収益トランザクションに AREA ディメンジョンの値を含めるように設定します。 

例を続けて、北米と南米の両方で事業を展開しているが、太平洋地域には事業を展開して

いない顧客がいるとします。このような顧客の場合、[既定の寸法] ページの AREA ディメ

ンジョンの [値の投稿] 列で [コード必須] を選択し、[許容される寸法値] フィールドで [北

米と南米のみ] を選択します。 

このようにして、Business Centralはディメンション値をチェックし、注文処理者にAREAデ

ィメンション値を指定するように要求し、注文処理者がこの顧客の売上請求書やその他の

取引を転記する際にピックするディメンション値が北米または南米のいずれかであること

を確認します。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

生産の様々な段階でのロットサイズの定義 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

企業は、ロットサイズを定義する際に、より柔軟性があり、生産オーダーの期間を計

算する際にサイズを使用することができます。 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-dimensions#example-of-dimension-setup
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=f481e2a8-488e-ea11-99e5-0003ff68aebf
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=f481e2a8-488e-ea11-99e5-0003ff68aebf
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特徴の詳細 

ルーティングラインでロットサイズを指定する機能に加えて、以下のページでもロットサイ

ズを設定できるようになりました。 

• ルーティングバージョン。ルーティングバージョンの行 (99000767 ページ ) を参照してく

ださい。 

• プランニングワークシート。ルーティングラインのプランニング（99000830ページ）を

参照してください。 

• 直接様々な生産の注文で。Prod.オーダールーティング（99000817ページ 

デフォルトでは、これらのページではロットサイズフィールドは非表示になっていま

す。しかし、ページをパーソナライズすることで簡単に追加することができます。 
 

ロットサイズのある生産オーダールーティングライン 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

も参照してください。 

生産におけるロットサイズの取り扱い (docs) 

銀行明細書ファイルの簡易インポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=ddb18eb3-969d-e911-80e7-0003ff68d318
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=ddb18eb3-969d-e911-80e7-0003ff68d318
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-handling-lot-sizes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/production-handling-lot-sizes
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事業価値 

ほとんどのビジネスでは、ビジネスの銀行口座を反映させるために台帳を更新しておくこ

とが重要です。今回の更新では、銀行明細書のインポート機能を簡素化し、通常のフラッ

ト ファイル (.csv、.txt) を使用して、ファイルの列を Business Central のフィールドにマッ

ピングできるようにしました。 

特徴の詳細 

ユーザーは、銀行から様々なトランザクションファイル形式をダウンロードすることが

よくあります。この新しい機能により、ユーザーは、フラットファイルとカンマまたは

セミコロンで区切られたトランザクションフォーマットのインポートを設定することが

でき、設定したマッピングに合わせて作成または操作したファイルをより簡単にインポ

ートすることができます。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

支払調停仕訳の改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

仕訳上での転記プレビューの使用、仕訳の番号シリーズの定義、行ごとに異なる文書番号

を使用することができるように改善されたため、ユーザーはより効率的に支払調停仕訳を

使用することができます。 

特徴の詳細 

支払調停仕訳は、従業員の元帳エントリーに対するアプリケーションをサポートし、プレ

ビュー投稿を有効にし、別の番号シリーズ、およびユーザー定義の文書番号を持っていま

す。複数行を選択して仕訳に差分を転送することが可能になります。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

銀行調停の改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 
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ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 
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事業価値 

銀行調停は、すべてが登録され、キャッシュポジションが正しいことを確認するのに役立

つため、ほとんどの企業にとって重要な会計作業です。銀行調停の機能が改善され、自動

適用ルールがどのように適用されたかを確認しやすくなりました。銀行調停のテストレポ

ートとして知られる銀行調停レポートは、計上された銀行調停（銀行明細書）にも利用で

きるようになりました。 

特徴の詳細 

銀行口座振替のページからは、間違いで計上された銀行口座振替をキャンセルすること

ができます。Reconciliationのページでは、間違いで投稿された銀行調停をキャンセル

することができ、Bank Statementsのページでは新しい銀行調停レポートを実行するこ

とができます。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

も参照してください。 

銀行口座のリコンサイル（docs 

寸法補正（G/Lエントリー用 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

総勘定元帳(G/L)エントリのディメンジョンを修正して、一時的なデータ入力ミスをメモし

なくても、財務報告で正確な洞察が得られるようにすることができます。1つまたは複数

のG/Lエントリについて、寸法値を変更したり、寸法を追加したり、削除したりすること

ができます。 

特徴の詳細 

仕訳入力、文書投稿、または API を介して追加されたデータのいずれかでデータ入力の

ミスが発生すると、財務分析から得られるビジネスのイメージが歪んでしまいます。多

くの場合、そのデータは財務報告にのみ使用され、必ずしもソースドキュメント上で修

正する必要はありません。 

General Ledger Entries ページの Correct Dimensions アクションを使用すると、ディ

メンジョン値を編集したり、新しいディメンジョンを追加したり、削除したりすること

で、投稿されたエントリのディメンジョンを修正することができます。管理者は、修正

のために寸法をロックし、以下のように指定することもできます。 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-bank-accounts-separately
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補正は、クローズドな会計期間を尊重し、エントリを元の値に戻すために、与えられた

G/Lエントリの変更ログを表示しなければなりません。 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

 

も参照してください。 

寸法を使った作業 (ドキュメント) 

Microsoft 365との相性が良い 

概要 

Microsoft TeamsアプリでBusiness Centralのデータを使ったコラボレーションのサポートを

追加することで、コラボレーションに最適なツールとビジネスプロセスの管理に最適なツ

ールを一緒に提供します。 

さらに、ユニバーサルプリントの新しいサポートにより、ユーザーはBusiness 

Centralクライアントから直接印刷できるようになりました。 

Microsoft Universal Printを使用したクラウド印刷をサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Universal Printは、印刷管理を近代化し、シンプルでわかりやすい印刷体験を提供する

Microsoft 365サービスです。Business CentralがUniversal Printを介したクラウド印刷をサポ

ートしているため、Universal Printの管理ページで定義されたプリンターに文書やレポート

を送信することができます。 

特徴の詳細 

この機能では、新しくリリースされたMicrosoft Universal Print技術を使用したクラウド

印刷を可能にするネイティブ拡張機能が追加されます。これは、サポートされているデ

バイス（HP ePrintなど）向けの既存の電子メール印刷機能と、Business Centralパート

ナーが以前に構築したサードパーティ製の拡張機能（PrintNodeのサポートなど）に加

えてのものです。 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=3b276966-f8e6-e811-a140-0003ff68bbb7
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=3b276966-f8e6-e811-a140-0003ff68bbb7
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-dimensions
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/finance-dimensions
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Universal PrintとBusiness Centralを併用すると、以下のことが可能になります。 

• Microsoft 365クラウドを利用した印刷体験でBusiness Centralを強化します。 

• クラウドへの移行のブロックを解除し、複雑なハイブリッド印刷のセットアップな

しでAzure Active Directory（Azure AD）ユーザーの印刷をサポートします。 

• ユーザーがアクセスできるデバイスにのみ印刷します。 

• 既存のプリンタを含め、プリントサーバの管理やプリンタドライバのインストール

（ソフトウェアコネクタ、コネクタアプライアンス、または直接経由）の必要性を

排除します。 

• インターネットに接続してAzure ADに認証すれば、どこからでも印刷できます。 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

Microsoft TeamsからBusiness Centralの連絡先を検索 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

Business Centralは、営業、オペレーション、またはその他の部門の役割を担うユーザーに

とって不可欠な包括的なビジネスコンタクト管理システムを提供します。このような役割

を担うユーザーは、ベンダー、顧客、その他の連絡先とMicrosoft Teamsで通話を開始する

必要があります。Microsoft Teamsからビジネス連絡先に素早くアクセスすることで、顧客

は簡単な検索のためにアプリケーションを切り替える必要がなく、Microsoft Teams内ですべ

ての詳細を確認することができます。 

特徴の詳細 

• Microsoft Teams の検索ボックスまたはメッセージ作成エリアから Business 

Central の連絡先を検索します。 

• Microsoft Teamsでの会話中に同僚と連絡先を共有します。 

• Microsoft Teamsの詳細ウィンドウに連絡先情報や履歴データを表示し、すぐに通話

を開始することができます。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 
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Business CentralでのWordマージの有効化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Word のメールマージ機能を使用して、Business Central のデータを使用して、バルク通信

に個人的なタッチを追加することができます。 

 

特徴の詳細 

セールス キャンペーンの一環として顧客や連絡先など、多くの受信者にドキュメントを

送信したい場合は、Word のメール マージ機能を使用して、Business Central から受信者

に関するデータを取得して、各ドキュメントをパーソナライズすることができます。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

も参照してください。 

レポートとドキュメントのレイアウトを管理する(docs) 

国と地域 

概要 

2021年のリリースウェーブ1では、インド、ギリシャ、ルーマニア、トルコに拡大し

ています。これらのリリースにより、Business Centralは52の国と地域で利用できるよ

うになります。 

国と地域の拡大 - ルーマニア 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=664ead58-b068-e911-b047-0003ff68e28a
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=664ead58-b068-e911-b047-0003ff68e28a
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/ui-manage-report-layouts
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事業価値 

Dynamics 365 Business Centralのオンラインでの需要は非常に大きいです。世界中の中小企

業がより多くのことを実現できるように、より多くの国と地域をカバーするためにグローバ

ルな可用性を高めています。 

特徴の詳細 

ルーマニアへの拡大は、パートナー主導のローカリゼーションによって行われ、

AppSourceのローカリゼーションアプリとして利用できるようになります。ルーマニ

ア語に対応したDynamics 365 Business Centralは、ルーマニアの顧客にサービスを提

供できるようになります。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

国と地域の拡大 - ギリシャ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 Business Centralのオンラインでの需要は非常に大きいです。世界中の中小企

業がより多くのことを実現できるように、より多くの国と地域をカバーするためにグローバ

ルな可用性を高めています。 

特徴の詳細 

ギリシャへの拡張は、パートナー主導のローカリゼーションによって行われ、AppSource

のローカリゼーションアプリとして利用できるようになります。ギリシャ語が利用できる

ようになったことで、Dynamics 365 Business Centralはギリシャの顧客にサービスを提供

できるようになります。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

国と地域の拡大 - トルコ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 
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ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 
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事業価値 

Dynamics 365 Business Centralのオンラインでの需要は非常に大きいです。世界中の中小企

業がより多くのことを実現できるように、より多くの国と地域をカバーするためにグローバ

ルな可用性を高めています。 

特徴の詳細 

トルコへの拡張は、パートナー主導のローカリゼーションによって行われ、AppSourceの

ローカリゼーションアプリとして利用できるようになります。トルコ語の利用可能性と合

わせて、Dynamics 365 Business Centralもトルコの顧客にサービスを提供できるようになり

ます。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

国と地域の拡大 - インド 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 Business Centralのオンラインでの需要は非常に大きいです。世界中の中小企

業がより多くのことを実現できるように、より多くの国と地域をカバーするためにグローバ

ルな可用性を高めています。 

特徴の詳細 

インドへの展開は、マイクロソフトが提供する新たなローカリゼーションによって行われ、

国際ベースアプリ（W1）の上にファーストパーティアプリとしてインドの新しい

Dynamics 365 Business Central環境に搭載されます。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

マイクロソフトパワープラットフォーム 

概要 

Business Central 2021リリースウェーブ1では、Microsoft DataverseやMicrosoft Power 

Platformとの統合性を向上させています。 
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Business CentralからDynamics 365 Salesにアイテムの在庫を同期させる 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 Salesで顧客とのエンゲージメントを行い、Business Centralでフルフィルメン

トのための販売指示書を作成する際には、販売指示書に記載されている商品の在庫の有無

が、販売指示書がフルフィルメントできるかどうかを営業担当者に伝えられるかどうかが

最も重要です。 

特徴の詳細 

管理者がDynamics 365 Salesとの接続設定を行う際に、「アシスト設定」または

「Microsoft Dynamics 365 接続設定」画面で、「在庫の在庫同期」を選択することで、

在庫の在庫同期を有効にすることができます。これにより、Business Centralで在庫が変更

された場合、Dynamics 365 Salesに自動的に反映されます。 

Dynamics 365 Salesで販売注文を入力すると、販売注文の「手元数量」欄には、Business 

Centralの在庫情報が表示されます。 
 

Dynamics 365 Connection Setup ページの Automatically Synchronize Item Availability チ

ェックボックスを表示します。 
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事前にDynamics 365 Salesのセットアップをアシストし、アイテムの可用性を自動的に同期

するモードを表示します。 

注 この変更は、基本認証とウェブサービスアクセスキーの非推奨化の取り組みの一環とし

て導入されました。これについての詳細は、Deprecated Features in W1 を参照してくださ

い。 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

Power BI コネクタを使用して、Web サービスのみではなく、Business Central 

API との連携を可能にします。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年4月 2021年5月 

事業価値 

現代の組織にとって、より迅速で堅牢なデータ分析は重要な鍵となります。Business 

CentralはすでにPower BIとの緊密な統合を提供していますが、Webサービスに依存して

います。この機能により、Power BIでホストされているレポートの最新かつリッチなデ

ータソースを利用できるようになります。 

特徴の詳細 

この機能により、ページを Web サービスとして有効にする代わりに、以下の両方を含む最

新の Business Central API を使用して Power BI レポートやダッシュボードを作成できるよ

うになりました。 
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のビルトインおよびカスタマイズされた API を使用することができます。これにより、

顧客やパートナーは、Power BI のデータ分析をより良く、より迅速に利用できるよう

になります。 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

Microsoft Dataverse用の仮想テーブル 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年4月 - 

事業価値 

今回のプレビューでは、Microsoft Dataverseとの統合がさらに良くなります。仮想テ

ーブルとネイティブテーブルの関係を有効にすることで、Business Centralの仮想テ

ーブルをネイティブのMicrosoft Dataverseソリューションに統合することができます。 

特徴の詳細 

Dynamics 365 Business Centralの仮想テーブルプレビューソリューションでは、追加機能

が利用可能になります。機能としては、ネイティブテーブルと仮想テーブル間のリレー

ションの追加、複数行タイプへの対応、仮想テーブルからのデータのページネーション

などがあります。 

現代のクライアント 

概要 

Business Centralは、ユーザーがデスクで、自宅で、あるいは外出先で、より多くの成果を

上げることができるようにするために、幅広いクライアントのポートフォリオを提供して

います。多様なビジネスの役割や習熟度、地域やアクセシビリティのニーズを持つユーザ

ーを対象に、ユーザーインターフェースが直感的に使い始められ、必要に応じて強力なも

のになるように努めています。 

お客様の声は重要です。当社では、定期的に数多くのコミュニティチャンネルでフィードバ

ックを評価し、ユーザー調査を実施しています。この調査に基づいて、2021年リリースの

第1波に向けてクライアントの機能強化を特定しました。 
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モバイルアプリ（スマホ・タブレット）やMicrosoft Teamsアプリからのクラ

ウド印刷を有効にする 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

デバイスやエクスペリエンスの種類によって、ユーザーがクラウド対応プリンタへの印刷

をブロックしてはいけません。現代の従業員がさまざまなモバイルデバイスを介して

Business Centralに接続しているため、文書やレポートの印刷出力をBusiness Centralがサ

ポートするクラウド対応プリンタに送信できる機能を有効にすることが不可欠でした。 

特徴の詳細 

クラウド対応プリンターをプリンター管理ページのBusiness Centralで定義すると、

Business Centralでの作業時にクラウド経由での印刷に使用できるようになりました。 

• Microsoft Teamsのデスクトップ、タブレット、または電話にMicrosoft Teams用の

Business Centralアプリがインストールされている場合。 

• Business Centralモバイルアプリを使用して、Windowsタブレット、Apple iPad、または

Androidタブレットで。 

• AppleのiPhoneまたはAndroid携帯電話でBusiness Centralモバイルアプリを使用していま

す。 

• Microsoft StoreのBusiness Centralアプリを使用して、Windows 10デバイス上で。 

Business CentralとMicrosoft Teamsの接続方法については、Business CentralとMicrosoft 

Teamsの統合を参照してください。 

お使いのデバイスでモバイルアプリを入手するには、

https://businesscentral.dynamics.com/getapp にアクセスしてください。 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

クライアントのパフォーマンス向上 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-teams-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-teams-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-teams-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/across-teams-overview
https://businesscentral.dynamics.com/getapp
https://businesscentral.dynamics.com/getapp
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特徴の詳細 

以前のリリースでの FactBox のパフォーマンス強化の成功に基づいて、Role Center 

のホームページにも同様の最適化を適用しました。 

パーツは上から順に読み込まれ、画面に表示されている場合にのみ読み込まれます。残り

のパーツはスクロールするとオンデマンドで読み込まれるため、ロールセンターの読み込

みにかかる総時間が短縮され、ロールセンターのコンテンツとの対話をより早く開始する

ことができます。 
 

画面に表示されていないパーツが読み込まれない方法を示すロールセンターのホームページ
のイラスト 

この改善は、デスクトップおよびタブレットクライアントに適用されます。 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

Business Central Web クライアントのユーザビリティの強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年2月 2021年4月 
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特徴の詳細 

リスト内のレコードをダブルクリック 

レコードのリストは、単一のレコードをアクティブにするための迅速な方法として、ダブ

ルクリックを受け入れるようになりました。これは、リストを行として、またはタイルと

して表示する場合にも一貫して利用できます。 

レコード値の間の空のスペースをダブルクリックできるようになったとしても、ハイパ

ーリンクされた値をシングルクリックしてアクティブにしたり、ハイパーリンクされて

いない値を繰り返しクリックして選択し、テキストをコピーしたりすることができます。 

ダブルクリックすると、そのレコードのデフォルトのアクションが起動します。例え

ば、ほとんどのリストでは、そのレコードの詳細カードページをドリルダウンします。

ルックアップダイアログでは、代わりにレコードを選択してダイアログを閉じます。 

フィールドをクリックしたときに、すべてのテキストを一貫して選択する 

今日では、TabキーやEnterキーを使ってフィールドにフォーカスを設定したり、リストで編

集可能なセルを選択したりすると、常にフィールドの値全体が選択されます。これは、フ

ィールドの値をすばやく置き換えるのに便利です。 

今回のアップデートでは、シングルクリックでフィールドの値全体を選択しなかった残り

のケースを、シングルクリックで選択できるように整列させています。 

ブラウザの幅を小さくしたり、画面を拡大して作業する 

デスクトップのインターフェイスをよりレスポンシブにし、利用可能なスペースに自動

的に適応するようにしました。これにより、さまざまな画面解像度に対応し、拡大した 

UI での作業に慣れている弱視のユーザーや、Business Central Web クライアントを他の

アプリケーション内の小さなフレームに埋め込むことが可能になりました。強化された

機能は以下の通りです。 

• ページ閲覧ペインを横に折りたたむことができます。 

• 固定レイアウトとグリッド レイアウト コントロールに水平スクロールバー

を追加し、表形式の値を圧縮しないようにしました。 

• レポート要求ページのアクションボタンとすべてのダイアログは常に表示され、アクセス

可能です。 

• レポートのプレビューは利用可能なスペースを埋めるように伸び、ツールバーのボ

タンは表示されたままでアクセス可能です。 

• 横幅を小さくすると、ページの余白が自動的に縮小され、より多くのコンテンツが表示さ

れるようになります。 

• Business Centralヘッダーのボタンやメニューには、引き続きアクセス可能です。 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 
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レポートを印刷する前に、ユーザーは割り当てられたプリンタを変更することができ

ます。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

特徴の詳細 

プリンターの選択]ページを使用してレポートの宛先を定義した後、ユーザーは指定され

たレポートを印刷する前に、割り当てられたプリンターを変更できるようになりました。

この機能は、クラウド技術（電子メール印刷、Universal Print、PrintNodeなど）に関係な

く、Business Centralで利用できるクラウド対応プリンタにのみ適用されます。 

レポートAPIでは、レポートの実行に必要なレイアウトを渡すことができます。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

事業価値 

ALからもリクエストページからも、レポート生成時に使用するべきレポートレイアウト

を設定することが可能です。 

特徴の詳細 

レポート実行のタイムアウトパラメータと同様に、レイアウトはレポート実行のパラメ

ータとなります。 

レポートはバックグラウンドで実行されます 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

事業価値 

ユーザーはレポートが完了するのを待つ必要はありません。時間があれば、作業を続けて

レポートを見ることができます。 
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特徴の詳細 

リクエストページから、またはALコードからレポートを実行する場合、レポートの実行が

スケジュールされるようになりました。バックグラウンドタスクがリクエストをピックア

ップし、レポートの実行とレンダリングを開始します。この間、ユーザーはシステム内で

の作業を継続することができます。 

レポートの準備が整うと、ユーザーに通知されます。そして、レポートは、例えば

７日間などの期間、レポートの受信箱からダウンロードできるようになります。 

最新の開発ツール 

概要 

最新のリリースでは、ベースアプリケーションをALに移行し、デバッグ体験を改善し、安

定性や拡張機能の扱い方についての重要な内部作業を配信しました。また、インターフェ

イスなどの新しい言語機能も納品し、開発者の生産性やコミュニティからの要望にも引き

続き投資を行っています。今回は、Business Centralのトップバッターのアイデアであるレ

ポートの拡張性をターゲットにしています。 

2021年リリースのウェーブ1では、VS Codeのパフォーマンスの改善、ISV向けの拡張機能

ライフサイクルの遠隔測定、インターフェース機能の追加、AppSourceへのアプリ提出プ

ロセスの自動化と合理化も実現しています。テナントごとの拡張機能の検証、不必要な

アップグレードの失敗を減らし、よりシームレスなアップグレード体験のために、将来

のアップグレードで影響を受ける拡張機能をより早くアプリパブリッシャーに警告する

など、アップグレードプロセスを改善するために大規模な投資を行っています。 

ルックアップを使用する際に名前ではなくレコードリンクを返す 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年2月 2021年4月 

事業価値 

情報を入力する際の一般的なアプリケーションのシナリオは、ユーザーが検索に基づ

いてエンティティを選択できるようにすることです。これは、番号、名前、または説

明の一部を入力し、マッチする可能性のある短いリストを取得してから選択すること

を意味します。 

これまでは、マッチしたフィールドの完全な値のみが返され、アプリケーションは値とマ

ッチしてリンク先のエンティティを見つける必要がありました。これが一意の名前でない

場合、間違ったエンティティが選択される可能性がありました。 

一致した値だけを返すのではなく、トリガーの中で実際に選択されたレコードの情報を

取得し、一意の参照を確保することができるようになりました。 
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特徴の詳細 

ユーザがルックアップトリガーでエントリを選択した場合、ALでは単に名前だけで

はなく、選択したエントリのレコードリンクを取得することが可能になります。 

レポートの拡張性 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年2月 2021年4月 

事業価値 

非常に一般的なシナリオは、データセットにフィールドを追加したり、レイアウトを変更

したりしてレポートをカスタマイズすることです。これまでは、小さな変更を行うためだ

けに、レポートのデータセットの完全な所有権（コピーなど）を取得しなければならなか

ったため、パートナーは完全なレポートを維持することを余儀なくされ、拡張可能な方法

で同じレポートに複数のISVが貢献することを禁止されていました。 

レポート拡張機能を使用すると、新しいレポート拡張オブジェクトを作成して、デー

タセットに新しいフィールドや新しいレイアウトを追加することができます。 

特徴の詳細 

レポート データセットとリクエスト ページに追加的な変更を加えることで、既存のレ

ポートを拡張する機能。レポートレイアウトには拡張性モデルはありません。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

アイデアをありがとうございます。 

このアイデアを提出していただきありがとうございます。製品ロードマップに何を追

加するかを決定するために、コメントや投票と一緒にあなたのアイデアに耳を傾けま

した。 

アップグレード時の拡張機能の検証 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年2月 2021年4月 

事業価値 

テナントの新しいバージョンへのアップグレードは、アプリケーションの依存関係の欠如、

コンパイルエラー、オブジェクトIDの重複など、多くの理由で失敗する可能性があります。

これらがフローの最後に表面化するとき、例えば、顧客がすでにメンテナンスのためにダウ

https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=33aff58b-8fab-e811-b96f-0003ff68aa60
https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=33aff58b-8fab-e811-b96f-0003ff68aa60
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ンしているとき、失敗は 
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顧客にとってもマイクロソフトにとってもコストがかかります。これは、アップグレード

プロセスを不必要に遅らせることになります。これらの障害のほとんどは、更新のスケジ

ューリング時や、新しい更新プログラムが利用可能になったときなど、フローの早い段階

で発見される可能性があるからです。 

特徴の詳細 

など、さまざまな側面でアプリケーションを検証する新しいパーテナント拡張(PTE)検証サ

ービスが作成されます。 

• すべての依存関係が提供されているかどうか。 

• そのコードは、上流と下流の両方をコンパイルします（例えば、必要なシンボルが両

方揃っているかどうか、下流での変更が途切れていないかどうかなどをチェックしま

す）。 

• スキーマの変更がないこと 

• IDが重複していないこと 

初期状態では、アップグレードのスケジューリング時に検証が開始されます。 

 

インターフェース - 時代遅れのサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

インターフェースは他のALオブジェクトタイプと同様に廃止することができます。 

 

パートナーは、ベーステーブルとテーブル拡張テーブルにキー（インデックス）を追

加することができます。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

事業価値 

インデックスチューニングは、デモ会社とは異なるデータ分布によるパフォーマンスの

問題に対処するためのパートナーにとって重要なツールです。 

特徴の詳細 

パートナーは、環境内のテーブルやテーブル拡張にキーを追加することができます。 
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オンボーディング 

概要 

2021年リリースのウェーブ1で、お客様はより早く生産的な使用方法を手に入れることができ

ます。 

 

Power BIを使い始める際のエクスペリエンスを向上させる 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Business CentralとPower BIを使ってどのようにスタートするのか、どこでどのようなプロ

セスを踏むのか、明確で的確なガイダンスがスムーズなオンボーディングのために重要で

す。必要なステップを簡単に踏んで繰り返すことで、新入社員の学習がよりスムーズにな

り、全体的な製品の品質が向上します。 

特徴の詳細 

今回の Business Central のエディションでは、Power BI の使用開始とオンボーディングを

簡素化しました。Power BI の使用開始」機能は、必要なすべての手順をガイドするウィザ

ードとして実行されるようになりました。この新しいエクスペリエンスの注目すべき機能

は以下のとおりです。 

• Power BIの始め方についてのガイダンスと、無料ライセンスを取得するためのリンクを追

加しました。 

• Power BIライセンスのチェックプロセスが大幅に高速化されました。 

• 簡単なステップに変換されたデモレポートの展開を制御しました。 

• 今では、全体の体験がアクセシビリティ基準を満たしています。 

• オンプレミスのお客様に必要なAzure Active Directoryの登録についてのガイダンスを追

加しました(NEW) 

• オンボードプロセスとPower BIライセンス情報をリセットするオプションを追加し、

ゼロからのスタートが可能に（トラブルシューティング用） (NEW) 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 
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ガイド付きで迅速な初期設定のためのスタートアップチェックリスト 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 Business Centralをより迅速にご利用いただけます。 

 

特徴の詳細 

お客様は、Dynamics 365 Business Centralをより簡単かつ迅速に利用したいと考えています。

新しいコンセプトの「Getting started checklists」では、コンサルタントやパートナーに

頼らず、お客様自身でラストマイルのセットアップを完了させることができるように、パ

ートナーがお客様にチェックリストをお届けします。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

アプリ内コンテキストヘルプの改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 Business Centralをより迅速にご利用いただけます。 

 

特徴の詳細 

お客様は、Dynamics 365 Business Centralをより簡単に、より早く使い始めたいと思ってい

ます。新しいビジュアルエイドは、Dynamics 365 Business Central の機能や主要なビジネス

プロセスのフィールドやアクションを表示し、お客様が製品の使用方法を自己学習し、教育

を受けることを可能にします。これらのビジュアルエイドは、パートナーが作成したものを

自社のアプリに導入することができます。 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 
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会社設定の経験値が向上しました 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に 2021年3月 2021年4月 

事業価値 

Dynamics 365 Business Centralをより迅速にご利用いただけます。 

 

特徴の詳細 

今回のリリースでは、初期の会社設定ウィザードを簡略化しています。 

 

ご意見をお聞かせください。 

Dynamics 365 Business Central の改善に向けて、アイデアを出し合ったり、提案をしたり、

フィードバックをしたりしてください。https://aka.ms/bcideas のフォーラムをご利用くだ

さい。 

https://aka.ms/bcideas
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Dynamics 365 カスタマーインサイ

ト 

オーディエンスインサイト2021リリースウェーブ1の概要 

Dynamics 365 Customer Insightsのオーディエンスインサイトは、あらゆる組織が顧客

データを統合して理解し、インテリジェントなインサイトとアクションにつなげること

を可能にします。 

データサイロを解消し、顧客データを一元化 

コネクタを使用してデータをインジェストおよび統合し、さまざまなデータソース

からトランザクションデータ、観察データ、および行動データを取り込むことがで

きます。 

顧客データをインテリジェントに変換し、共通データモデルに準拠した統一された顧

客プロファイルを構築します。 

顧客プロファイルの充実 

ファーストパーティやサードパーティのエンリッチメントから集約されたオーディエンス

インテリジェンスを組み込むことで、よりリッチな顧客プロファイルを構築します。 

パワフルなAIと洞察力を可能にする 

統一されたプロファイルの上に構築されたセグメントやメジャーなどの機能を使用して、

ビジネスに関する洞察を得ることができます。 

Azure Machine Learningを使用して、すぐに使えるAIモデルやカスタムアルゴリズムで

ビジネスプロセスを高速化します。 

ビジネスプロセスを拡張し、顧客体験をパーソナライズ 

マーケティング、セールス、サービスの専門家は、チャネル全体でパーソナライズされた

エンゲージメントを推進することができます。文脈に沿った顧客の洞察力と、Microsoftお

よびMicrosoft以外のビジネスアプリケーションと統合するカスタマイズされた顧客プロフ

ァイルカードを使用して作業します。 

既存のコネクタ、さまざまな API、Microsoft Power Platform をベースに構築して、ビジネ

スラインのエクスペリエンスを可能にし、拡張します。例えば、Power BI を使用して顧客

の深い洞察を得たり、Power Apps を使用してカスタムアプリを構築したり、Power 

Automate を使用して洞察やシグナルに基づいてワークフローをトリガーしたりすること

ができます。 

オーディエンスインサイトの新着情報と企画内容 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 
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このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

お客様の声 

このセクションでは、カスタマーインサイトのカスタマービューの更新情報を一覧表示しま

す。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

顧客視点のカスタマイズと拡張 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年4月 

 

データの取り込み 

このセクションでは、Customer Insights のデータインジェスト機能のアップデートを一覧表

示します。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

追加のパワークエリコ

ネクタ 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年9月 

 

データの統一 

このセクションでは、Customer Insights のデータ統一シナリオの更新情報を一覧表示します。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

統一プロセスの改善 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年9月 

 

データ統一プロセスの最

適化 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年4月 発表予定 
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豊かさ 

このセクションでは、Customer Insights のデータエンリッチメント機能強化のアップデート

を一覧表示しています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

顧客プロファイルのサブセ

ットを充実させる 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年4月 発表予定 

拡張性 

このセクションでは、Customer Insights の拡張性シナリオの更新を一覧表示します。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

マイクロソフトおよびサードパ

ーティサービスへの追加統合 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年4月 

 

Azure Synapse Analyticsとの

統合 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年4月 

 

輸出先ハブの改善 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年9月 

 

対策 

ここでは、「カスタマーインサイト」の対策の更新情報を掲載しています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

小節値の分布を表示 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年9月 

 

メジャー値の外れ値を表示 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年9月 

 

メジャー値のトレンドを表示 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年9月 
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セグメント 

このセクションでは、「カスタマーインサイト」のセグメントに関連する機能の更新

情報を掲載しています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

濃縮されたプロファイルからのセ

グメント 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年4月 発表予定 

システム管理 

ここでは、Customer Insightsの管理に関する改善点を列挙します。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

プロセスの完了・失敗の

通知 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年4月 発表予定 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

データの取り込み 

概要 

カスタマーインサイトのデータインジェストの機能強化には、以下のようなものがあります。 

• インレークは、Customer Insights にアタッチされているソースデータ上で変換します。 

• データ取り込みのための追加のPower Queryコネクタをサポート。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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追加のパワークエリコネクタ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年9月 - 

特徴の詳細 

その他の Power Query コネクタでは、さまざまな形式でデータをインジェストするため

のオプションが追加されています。 

拡張性 

概要 

Dynamics 365 Customer Insightsのオーディエンスインサイト機能の拡張シナリオを更新

しました。 

輸出先ハブの改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年9月 - 

特徴の詳細 

輸出ハブのデザインを一新し、使い勝手を向上させます。 

 

Azure Synapse Analyticsとの統合 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 

特徴の詳細 

Azure Synapse Analyticsと統合して、Customer Insightsのデータを使用してビジネスシナ

リオを強化します。 
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マイクロソフトおよびサードパーティサービスへの追加統合 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 

特徴の詳細 

Customer Insightsは、Microsoft製品やサードパーティのサービスとの追加統合を提供し

ており、顧客はセグメントをエクスポートして他のアプリケーションで使用することで、

キャンペーンや広告を管理・実行することができます。 

豊かさ 

概要 

このリリースのCustomer Insightsには、以下のようなデータエンリッチメント機能が含まれ

ています。 

• 第一党のエンハンスを追加し、カバー率をアップ。 

• 新たなサードパーティのエンリッチメントプロバイダー。 

 

顧客プロファイルのサブセットを充実させる 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

特徴の詳細 

定義した基準に基づいて、顧客プロファイルのサブセットのみを強化することができるよ

うになりました。例えば、特定の国や地域のプロファイルを充実させることができます。 

システム管理 

概要 

管理機能の強化には、管理シナリオの改善が含まれています。 

 

プロセスの完了・失敗の通知 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 
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特徴の詳細 

プロセスのステータスを常に把握しておくことで、ユーザーはインスタンスを効率的

に管理することができます。例えば、マッチやエンリッチメントの実行が完了したか

失敗したかを素早く知ることができます。新しい通知により、プロセスのステータス

を常にユーザーに知らせることができます。 

セグメント 

概要 

今回のリリースでは、セグメント作成エクスペリエンスの向上と新規オペレーターの

サポートが強化されています。 

濃縮されたプロファイルからのセグメント 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

特徴の詳細 

エンリッチメントのシナリオが改善され、エンリッチメントに基づいてセグメントを作

成するためのシンプルで直感的なユーザーエクスペリエンスを提供します。 

対策 

概要 

メジャーのアップデートと新機能には、新しいフィルタ、作成エクスペリエンスの改善、

追加オペレータのサポートが含まれます。 

メジャー値のトレンドを表示 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年9月 - 

特徴の詳細 

作成したメジャーの値の傾向を可視化して見ることができます。さらに、季節性など、メ

ジャーの値の具体的な洞察を見ることができます。 
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メジャー値の外れ値を表示 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年9月 - 

特徴の詳細 

メジャーの値の外れ値を見る。例えば、「顧客1人当たりの総支出額」というメジャー

がある場合、次のベスト・アクションのための支出額の高い人、低い人を見つけること

ができます。 

小節値の分布を表示 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年9月 - 

特徴の詳細 

効率的な可視化を利用した施策値の分布をご紹介します。例えば、「顧客1人当たりの総

支出額」というメジャーがある場合、支出履歴に基づいて顧客がどのように分布している

かを簡単に確認することができます。 

データの統一 

概要 

この領域の更新と改善には、高度な設定オプションが含まれています。 

データ統一プロセスの最適化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

特徴の詳細 

コア・プラットフォームへの変更は、更新されたレコードと新しいレコードのみを消

費することで、データ統合プロセスを最適化、簡素化する改善につながります。 
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統一プロセスの改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年9月 - 

特徴の詳細 

統一プロセスの改善には、以下のようなものがあります。 

• 統一経験値とマッチルールのススメを再確認。 

• 柔軟なマージポリシーと設定。 

• マッチ入力としてのAI駆動の正規化。 

お客様の声 

概要 

Customer Insightsで、ユーザーが個々の顧客プロファイルビューの要素をカスタマイ

ズできるようにします。 

顧客視点のカスタマイズと拡張 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 

特徴の詳細 

ユーザーはカスタマービューをカスタマイズするための様々なオプションを得ることがで

きます。さらに、カスタマービューは他のアプリケーションでも利用できるようになり、

B2Bのユースケースを促進するために最適化されます。 
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エンゲージメントインサイト2021リリースウェーブ1の概要 

Dynamics 365 Customer Insights のエンゲージメント インサイト（プレビュー）は、ウ

ェブ、モバイル、コネクテッド製品のカスタマージャーニーのタッチポイントを対象に、

個別かつ全体的な対話型分析を可能にします。エンゲージメントインサイトは、他のチ

ャネルのデータを介してマルチチャネル分析に拡張され、よりリッチな顧客分析、ダウ

ンストリームアクション、最適化を実現します。 

データサイロを解消し、顧客データを一元化 

エンゲージメントインサイト（プレビュー）では、アプリケーションから複数のデータソ

ースを接続することができます。オーディエンスインサイトで処理・保存されたデータと、

エンゲージメントインサイトで収集された行動シグナルは、アナリティクスのために統一

されています。 

インタラクティブな分析を有効にする 

すぐに使えるアナリティクスは、インタラクティブなデータへのアクセスを提供し、

顧客の行動に対する豊富な洞察を提供することで、ビジネスの洞察力を高めることが

できます。 

分析を行動システムにつなげる 

データに基づいたインサイトとアクティベーションを広告技術、マーケティング技

術、その他のビジネスアプリケーションに埋め込むことができます。 

高度なアナリティクスとカスタマージャーニー分析 

デジタル分析を使用して、ファネルレポート、ジャーニーマップ、フローなどを通じて顧

客のジャーニーを理解し、次の最適なアクションを導きます。 

内蔵機能により、カスタムレポート、セグメント、カスタムメトリクス、予測分析

による高度な分析が可能になります。 

エンゲージメント・インサイトの新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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コアアナリティクス 

このセクションでは、エンゲージメント インサイトのコア アナリティクスの分野における機

能を一覧にしています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

セグメントの作成 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

カスタムレポート 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

顧客プロファイルによる

レポートのフィルタリン

グ 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

すぐに使えるモバイルレポート 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

アプリのナビゲーションを更新し

ました。 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

クロスチャネルレポート 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 発表予定 

セグメントで生成された輸出

コホート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 発表予定 

すぐに使えるWebレポート 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 発表予定 

ロールベースのアクセス制御 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年5月 発表予定 

管理者体験のための情報アーキ

テクチャ 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年6月 発表予定 
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カスタムイベントと寸法 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年8月 発表予定 
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

メトリクスビルダー 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年8月 発表予定 

 

ファンダメンタルズ 

このセクションでは、エンゲージメント・インサイトのためのファンダメンタルズ領域のす

べての機能をリストアップしています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

ファンダメンタルズ - 

地域拡大 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

モバイルSDK 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

サービスインフラの

基礎知識 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

事業継続と災害復旧 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 発表予定 

課金オプション 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年9月 発表予定 

オーディエンスインサイトとの統合 

このセクションでは、エンゲージメント・インサイトとオーディエンス・インサイ

トを横断したエンドツーエンドの統合に関する機能を一覧にしています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

カスタムAzure Data Lake 

Storageアカウントをサポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年1月 2021年9月 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365 Customer Insightsのエンゲージメントイ

ンサイト 

265 

 

 

 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

カスタマーインサイトのサ

ポート-管理されたデータ

レイク 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

未知から既知へのマッピング 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 発表予定 

共通のカスタマーインサイ

ト体験 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年5月 発表予定 

 

ジャーニー分析 

このセクションでは、エンゲージメント・インサイトのジャーニー分析の分野における機能

を一覧にしています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

ウェブファンネル 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年2月 2021年9月 

モバイルファンネル 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年3月 2021年9月 

クロスチャネルファンネル 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年5月 発表予定 

マルチチャネルファンネル 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年7月 発表予定 

旅の地図 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年8月 発表予定 
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マルチチャネル分析 

このセクションでは、エンゲージメント・インサイトのマルチチャネル・アナリティクスの

分野での能力を列挙しています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

オーディエンスインサイトのセ

グメントとの統合 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年5月 発表予定 

マルチチャネルセグメントか

ら生成されたコホートをエク

スポート 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年5月 発表予定 

スーパーセグメントの作成 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年6月 発表予定 

アウトオブボックスレポートで

の顧客プロファイルとアクティ

ビティ 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年7月 発表予定 

マルチチャンネルレポート 管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年7月 発表予定 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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コアアナリティクス 

概要 

主な機能と改善点は以下の通りです。 

• アプリ体験のための情報アーキテクチャを更新しました。 

• 役割ベースのアクセス制御。 

• アウトオブザボックスのウェブおよびモバイルレポート。 

• カスタムレポート。 

• セグメントビルダーと輸出コホート。 

• メトリクスビルダー。 

• カスタムイベントと寸法。 

• レポートのフィルタリング。 

 

顧客プロファイルによるレポートのフィルタリング 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

顧客プロファイルをフィルタ次元として使用して、プロファイルごとにレポートをフィルタ

リングします。 

 

管理者体験のための情報アーキテクチャ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年6月 発表予定 

特徴の詳細 

管理センターとアプリのエクスペリエンスを統合するための情報アーキテクチャ

のアップデート。 
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アプリのナビゲーションを更新しました。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

ナビゲーションエリアの情報アーキテクチャと全体的な経験は、エンゲージメントイン

サイトを使用して容易にするための更新を受け取ります。 

ロールベースのアクセス制御 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 発表予定 

特徴の詳細 

細かく設定されたユーザーロールを使用して、ロールベースのアクセス制御（RBAC）で

サービスへのアクセスを管理します。管理者は、レポートの閲覧やレポートの作成など、

製品のさまざまな機能をどのように使用するかを定義するために、ユーザーのロールとア

クセス制御を定義することができます。 

すぐに使えるWebレポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

特徴の詳細 

すぐに使えるレポートを使用して、主要なサイトのメトリクスに素早くアクセスできます。

オーディエンスの規模、訪問者数、閲覧ページ数、どのサイトからウェブサイトへのトラ

フィックを参照したかを確認できます。閲覧されたページとクリックされた要素の両方の

観点から、サイトで最もパフォーマンスの高いページを特定します。テクノロジーの好み

（オペレーティングシステム、ブラウザ、デバイス）や地理的な場所など、特定のサイト

訪問者の属性を理解する。サイト訪問者の訪問回数と、それらの訪問がどのくらい続いて

いるかを確認します。 
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すぐに使えるモバイルレポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

顧客は、すぐに使えるレポートを使用して、アプリケーションの主要なメトリクス

に素早くアクセスすることができます。 

カスタムレポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

カスタム測定および分析シナリオについては、カスタムレポートビルダーを使用して、

必要なメトリック、ディメンジョン、およびセグメントの組み合わせに基づいてビジ

ュアライゼーションを構築することができます。 

セグメントの作成 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

セグメントを使用することで、顧客は行動データを自分にとって重要なデータにフィルタリ

ングすることができます。セグメントを使用して、ウェブサイトやモバイルアプリでの行動

に関する特定の質問に答えるために必要なデータを確認できます。 

セグメントで生成された輸出コホート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 
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特徴の詳細 

お客様は、単純なセグメントから作成されたコホートを.csvファイルにエクスポートするこ

とができます。その他のオプションについても検討中で、詳細は機能の設計に合わせて共有

する予定です。 

メトリクスビルダー 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年8月 発表予定 

特徴の詳細 

ユーザー セッションごとの平均イベント数や訪問者ごとのページビューなど、既存のメ

トリクスからカスタム メトリクスを作成します。これらの計算されたメトリクスは、よ

り関連性の高い分析と、さらに優れたアクション性を促進するのに役立ちます。 

カスタムイベントと寸法 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年8月 発表予定 

特徴の詳細 

エンゲージメントインサイトは、分析のためのカスタムデータをインジェストするカスタ

ムイベントとディメンションをサポートします。これにより、顧客は接続された製品から

データを持ち込むことができ、ウェブやモバイルイベントなどの他のデータソースで利用

可能な豊富なアナリティクス基盤と機能の恩恵を受けることができます。 

クロスチャネルレポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

特徴の詳細 

すぐに使えるレポートやカスタムレポートを、ウェブやモバイルを含む複数のチャネルのデ

ータで見ることができます。このマルチチャネルのデータをインタラクティブに分析し、そ

の構成の経時変化をレポートします。これにより、顧客とその行動データに関する洞察が得

られます。 
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ファンダメンタルズ 

概要 

主な機能と改善点は以下の通りです。 

• 地域拡大 

• モバイルSDK 

• サービスインフラ 

• 事業継続と災害復旧 

 

事業継続と災害復旧 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

特徴の詳細 

Azureの他サービスに準拠した事業継続やディザスタリカバリのサポートを確実に行うこと。 

課金オプション 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年9月 発表予定 

特徴の詳細 

一般的なサービスの利用可能性に近い形で公開される要素をもとに、利用状況を測定

してコストを算出するオプションをご紹介します。 

ファンダメンタルズ - 地域拡大 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 
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特徴の詳細 

オーディエンスインサイトがサポートするすべてのリージョンをカバーする予定です。

オーディエンスインサイトとエンゲージメントインサイトが同じリージョンで利用でき

るようになれば、すべての人に完全なカスタマーインサイト体験を提供できるようにな

ります。 

サービスインフラの基礎知識 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

• 各種最適化（性能、スケーラビリティ 

• セキュリティとプライバシーの洗練 

• アクセシビリティの修正 

• ローカライゼーションとグローバリゼーションの考察 

モバイルSDK 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

JavaScript、Python、C#、iOS、Android SDKをサポートし、実装しやすいインストルメ

ンテーションオプションを構築します。 

ジャーニー分析 

概要 

主な機能と改善点は以下の通りです。 

• 旅の地図 

• ウェブとモバイルのファンネル 

• クロスチャネルとマルチチャネルのファンネル 
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旅の地図 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年8月 発表予定 

特徴の詳細 

ジャーニーマップを使用することで、ユーザーがウェブサイトやモバイルアプリを

介して進む道筋を把握することができます。 

クロスチャネルファンネル 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 発表予定 

特徴の詳細 

エンゲージメント・インサイトは、ウェブとモバイルのデータを横断するクロスチャネル・

ファンネルのサポートを追加します。 

 

モバイルファンネル 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

エンゲージメント・インサイトは、モバイルデータに基づいたファネルレポートのサポート

を追加します。 

ファネルレポートを使用して、オーディエンスがプロセスの様々なステップをどの程度

進んでいるかを把握し、ドロップオフポイントを特定します。このデータがあれば、サ

イト、コンテンツ、プロセスのオーナーに最適化やプロセスの改善の可能性を伝えるこ

とができます。 

ウェブファンネル 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年2月 2021年9月 
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特徴の詳細 

ファネルレポートを使用して、オーディエンスがプロセスの様々なステップをどの程度

進んでいるかを把握し、ドロップオフポイントを特定します。このデータがあれば、サ

イト、コンテンツ、プロセスのオーナーに最適化やプロセス改善の可能性を知らせるこ

とができます。 

マルチチャネルファンネル 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年7月 発表予定 

特徴の詳細 

ファネルレポートを使用して、すべてのタッチポイント（ウェブ、モバイル、コネクテッド

製品、カスタマーアクティビティ）で、ウェブサイトのオーディエンスがどのように様々な

ステップを通過していくのかを理解します。ドロップオフポイントを特定し、最適化とプロ

セスの改善にこれらの洞察を使用します。 

マルチチャネル分析 

概要 

主な機能と改善点は以下の通りです。 

• オーディエンスインサイトのセグメントとの統合 

• マルチチャンネルレポートの取得 

• 顧客プロファイルと活動レポートを取得 

• 輸出コホート 

• スーパーセグメントの作成 

 

オーディエンスインサイトのセグメントとの統合 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 発表予定 

特徴の詳細 

エンゲージメントインサイトのオーディエンスインサイトから顧客セグメントと統合し、

顧客セグメント別にレポートをフィルタリングする。 
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マルチチャンネルレポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年7月 発表予定 

特徴の詳細 

顧客は、マルチチャネル・レポート機能を使用して、ウェブ、モバイル、および接続さ

れた製品全体のレポート・データや、顧客のアクティビティやプロファイルを含む取引

データや人口統計データを表示することができます。 

アウトオブボックスレポートでの顧客プロファイルとアクティビティ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年7月 発表予定 

特徴の詳細 

オーディエンスインサイトから顧客プロファイルとアクティビティを表示する、すぐに使

えるレポートを見ることができます。現在の構成顧客のプロファイルとアクティビティを

インタラクティブに分析します。顧客の構成の経年変化をレビューして、単一のペインで

顧客とその行動データの洞察を得ることができます。 

マルチチャネルセグメントから生成されたコホートをエクスポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 発表予定 

特徴の詳細 

ウェブ、モバイル、コネクテッド製品、顧客など、複数のチャネルにまたがるセグ

メントから生成された輸出コホート。 

スーパーセグメントの作成 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年6月 発表予定 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365 Customer Insightsのエンゲージメントイ

ンサイト 

276 

 

 

特徴の詳細 

顧客は、ウェブイベントやオーディエンスインサイトプロファイルなどの複数のチャネル

からのイベントを組み合わせたスーパーセグメントを作成し、ビジネス上の質問に答える

ことができます。この機能により、顧客セグメントをさらに細かくすることができ、それ

を利用して次の最適なアクションやパーソナライゼーションにつなげることができます。 

オーディエンスインサイトとの統合 

概要 

主な機能と改善点は以下の通りです。 

• カスタマーインサイトの共通体験 

• カスタマーインサイトのマネージドデータレイクのサポート 

• お客様独自のAzureデータレイクストレージをサポート 

 

カスタマーインサイトのサポート-管理されたデータレイク 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年3月 2021年9月 

特徴の詳細 

エンゲージメント・インサイトとオーディエンス・インサイトの両方がMicrosoft Dataverse

をサポートすることで、オーディエンス・インサイトの顧客は、カスタマー・インサイト

が管理するデータ・レイクを使用してエンゲージメント・インサイト機能と統合すること

が可能になります。 

未知から既知へのマッピング 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 発表予定 

特徴の詳細 

この機能により、認証されていないユーザーや不明なユーザーを既知の顧客プロファイ

ルにマッピングして、具体的な利用分析を提供することができます。 
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カスタムAzure Data Lake Storageアカウントをサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年1月 2021年9月 

特徴の詳細 

オーディエンスインサイトとエンゲージメントインサイトを使用しているお客様をより良

くサポートするために、Microsoft Dataverseのサポートを提供し、お客様が独自のData 

Lake Storageを使用できるようにします。 

共通のカスタマーインサイト体験 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年5月 発表予定 

特徴の詳細 

このシナリオを可能にする機能には、以下のようなものがあります。 

• シングルサインオンを有効にします。 

• エンゲージメントインサイトとオーディエンスインサイトのための1つのURL。 

• エンゲージメントインサイトSKUには、オーディエンスインサイトのデータが含まれてい

ます。 

• 両方の機能を統合したトライアルとサンプルデータの体験。 

• 統一された製品サポート。 

• 統一されたコミュニティサポート。 
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お客様の声 

Dynamics 365 Customer Voice 2021リリースウェーブ1

の概要 

Dynamics 365 Customer Voiceは、日々のビジネスの意思決定に顧客の声を反映させること

ができる、企業向けフィードバック管理アプリケーションです。顧客からのフィードバッ

クを常にループさせることで、アンケートの回答データをもとに、ビジネスにとって最も

重要な顧客メトリクスを簡単に把握し、タイムリーに顧客に対応することができます。

Dynamics 365 の基幹業務アプリケーションとの深い統合により、Dynamics 365 Customer 

Voice は、リアルタイムのアンケートデータを顧客記録にフィードバックすることで、豊富

なインサイトを提供します。Dynamics 365 Customer Voiceは、アンケートの作成から顧客

からのフィードバックに基づいた実用的なインサイトの作成までを、最小限の設定時間で

簡単に行うことができます。顧客が何を重視しているのか、顧客が自社の製品やサービス

をどのように見ているのかを把握することができ、データはマイクロソフトのセキュリテ

ィポリシーやコンプライアンスポリシーでサポートされているので安心して利用できます。 

Dynamics 365 Customer Voiceの新機能と予定について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

フィードバックを集める 

複数の顧客エンゲージメントチャネルにまたがってアンケートを送信できるアンケート

配信機能 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

自動プレフィルの答え 管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

部分的な回答 管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

一時停止と調査再開 管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

パワー アンケート回答

トリガーの自動化 

管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

アンケートの注意事項 管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

 

インサイトとフォローアップ 

標準化された顧客満足度の指標を定義し、顧客の問題に対するタイムリーなフォローア

ップ行動を可能にします。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

テキスト分析のサポート 管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

アンケートのオーサリングが簡単になりました。 

業務アプリケーションの顧客情報をもとに、パーソナライズされたアンケートを作成す

るためのシンプルな操作感。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

カスケード質問タイプ 管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

アンケートをパーソナライ

ズする 

管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 
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アンケート調査の実施 

管理者が組織内でアンケートの利用状況を管理できるようにします。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

アンケート招待用のカス

タムメールアドレス 

管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

カスタム調査ヘッダー 管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

過剰な調査管理 管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

レポートのみのユーザーア

クセスをサポート 

管理者、メーカー、マーケッ

ター、アナリストが自動的に 

- 2021年4月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

アンケートのオーサリングが簡単になりました。 

概要 

ビジネスユーザーが顧客ごとにアンケートを作成し、パーソナライズすることで、ア

ンケートの回答率を向上させることができます。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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カスケード質問タイプ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

カスケード形式の質問では、アンケートの所有者が関連する回答のリスト（国、都市、州

など）をアップロードして、アンケート回答者の前回の回答に基づいて回答オプションを

自動的にフィルタリングする質問を作成することができます。たとえば、国に関する質問

の回答にアメリカ合衆国を選択した場合、次の質問にはアメリカ合衆国の州のリストのみ

が表示されます。 

アンケートをパーソナライズする 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

アンケート作成者は、連絡先情報を含む.csvファイルをアップロードし、任意の連絡先属

性を使用して、アンケートの質問や招待状をパーソナライズすることができます。連絡先

情報の変更は、Dynamics 365 Customer Voiceで直接更新することができます。 

フィードバックを集める 

概要 

適切なチャネルを通じて、適切な顧客に適切なタイミングでパーソナライズされたアン

ケートを送信することができます。 

自動プレフィルの答え 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

回答の自動入力では、アンケートの所有者は、Azure Active Directoryからのアンケー

ト回答者の情報に基づいて、アンケートの回答を入力することができます（例えば、

ユーザーの電子メールを入力するなど）。 
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メールで質問されたときのアドレス)やDynamics 365(例えば、お客様が最後に購入

した製品)のアドレスを入力します。 

アンケートの注意事項 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

アンケート作成者は、アンケートの招待状のステータスを確認し、アンケートに回答して

いない受信者にリマインダーメールを送信することができます。 

部分的な回答 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

アンケート作成者は、未提出の回答を収集して報告する部分回答を受け入れるかどうかを

指定できます。アンケート回答者がアンケートを提出すると、部分回答は最終回答で更新

されます。 

一時停止と調査再開 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

アンケートの回答者は、長いアンケートに部分的に記入して一時停止し、後で再開して

アンケートを完了させることができます。この機能により、回答者は自分のペースで時

間をかけてアンケートを完了させることができます。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る Dynamics 365のカスタマーボ

イス 

282 

 

 

パワー アンケート回答トリガーの自動化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

Dynamics 365 Customer Voiceでは、カスタムフォローアップワークフローアクションの

ためのアンケート回答トリガーをすぐに利用できます。これにより、アンケート回答を受

信すると Power Automate フローがトリガーされます。ユーザーは、調査回答の値をフロ

ー内のフォローアップアクションで使用することができます。 

インサイトとフォローアップ 

概要 

企業が標準化された顧客満足度測定基準を定義し、傾向や具体的なフォローアップ行動を

含めた洞察を得ることで、顧客の問題をタイムリーに解決できるようにします。 

テキスト分析のサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

Dynamics 365 Customer Voiceでは、テキストの回答を自動的にカテゴリー分けして

いるため、顧客が話している主要な分野や、それに基づいた感情の分布を素早く把握

することができます。 

アンケート調査の実施 

概要 

テナント管理者は、顧客がアンケートを受け取る頻度のポリシーを設定したり、組織のコミ

ュニケーションポリシーに応じて送信者のメールアドレスをカスタマイズしたりすることが

できます。 
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カスタム調査ヘッダー 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

組織のブランディングに合わせてアンケートの外観をデザインすることは、アンケートを

専門的に見せるだけでなく、アンケートの受信者に信頼感を与えるためにも重要です。見

慣れた感じのアンケートであれば、顧客はアンケートを開いて回答する可能性が高くなり

ます。Dynamics 365 Customer Voice を使用すると、アンケート作成者はアンケートのヘッ

ダーをカスタマイズすることで、アンケートの見た目を簡単に設定することができます。 

過剰な調査管理 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

Dynamics 365 Customer Voiceでは、顧客のアンケートの取りすぎを防止するために、ビ

ルトイン型のオーバーアンケート管理ポリシーをサポートしています。管理者は、アンケ

ートを送信するまでの時間を指定することができます。指定した時間内に送信された調査

は停止され、過剰調査の危険性があることを調査主に警告します。管理者は、警告後にア

ンケート所有者がアンケートの送信を続行できるかどうかを指定することができます。 

レポートのみのユーザーアクセスをサポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

Dynamics 365 Customer Voiceを利用することで、プロジェクトオーナーは、ア

ンケート結果やダッシュボードをビジネスユーザーに編集権限を与えずに共有す

ることができます。 
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アンケート招待用のカスタムメールアドレス 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

Dynamics 365 Customer Voiceは、組織の管理者が送信者のメールアドレスを

Dynamics 365 Customer Voiceのデフォルトのメールアドレスではなく、組織のメール

アドレスを使用するように設定することをサポートしています。 
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産業用ソリューション 

Microsoft Cloud for Healthcare 2021リリースウェーブ1

の概要 

Microsoft Cloud for Healthcareは、業界固有のデータモデル、クロスクラウドコネクター、

ワークフロー、API、および組み込みのヘルスケアソリューションテンプレートを提供しま

す。 

マイクロソフトが提供する最高の水平型クラウドアプリとサービスを紹介します。詳細は追

ってご案内いたします。お待ちください。 

お待たせしました 
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産業アクセラレータ 

Dynamics 365金融サービスアクセラレータ2021リリース

ウェーブ1の概要 

顧客体験の最適化、銀行内のコラボレーションの改善、顧客インサイトの獲得を目的とし

た、リテールおよび商業銀行に焦点を当てたDynamics 365金融サービスアクセラレーター

です。アクセラレーターには、金融サービス業界で人気のシナリオを紹介するサンプルア

プリ、ダッシュボード、カスタマージャーニーが含まれています。2020年リリースのウェ

ーブ1では、保険金請求、保険契約、代理店などの人気の高い保険シナリオをサポートする

新機能がプレビューでリリースされました。 
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Dynamics 365教育アクセラレータ2021リリースウェー

ブ1の概要 

2018年11月に最初にリリースされた教育アクセラレータは、高等教育機関のための学生と

教員のエンゲージメントの向上と制度効果の向上を中心としています。データモデルは、

学生、教員、コース、テストスコアなどに関連する共通エンティティをサポートしていま

す。2020年1月には、高等教育のインターンシップ、奨学金、助成金の分野におけるビジネ

スパートナー管理を中心とした新しいシナリオを追加しました。 

私たちは2020年6月にK-12向けの新しいシナリオを発表し、パートナーや顧客が全体的な

学生プロファイルの作成、出席の自動化、学生の行動の追跡、学習経験や評価に基づい

たスキルベースの学習フレームワークの適用を可能にしました。 

さらに、同窓生の追跡を支援し、資金調達を通じて同窓生を巻き込むためのエンティティを

モデルに追加しました。また、学校と家族間のコミュニケーションを改善するためのシナリ

オを追加し、保護者のために学校での会議のスケジュール調整やボランティアの機会を提供

することが容易になりました。 

パンデミックの間、オンタイムでの卒業を確実にするために、学生がアドバイザーとの接

続を維持する必要性はこれまで以上に強くなっています。パートナーやお客様からのフィ

ードバックを受けて、高等教育機関向けの遠隔アドバイジングを通じて学生の成功をサポ

ートするため、2021年1月に追加機能をリリースしました。 

2021年のリリースウェーブ1では、教育アクセラレーターのK-12コンポーネントに戻り、

地区や教育省が教育者、コミュニティメンバー、保護者など様々なステークホルダーとの

積極的なコミュニケーションアプローチを効果的に行うことができるマーケティング/コミ

ュニケーション機能をリリースします。 

Dynamics 365教育アクセラレータの新機能と予定について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

マーケティングとコミュニケ

ーション能力 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

2021年4月 2021年6月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

マーケティングとコミュニケーション能力 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 2021年6月 

事業価値 

教育分野におけるコミュニケーションやアウトリーチは、多くの場合、反応的なものにな

りがちです。この機能により、教育の世界にエンタープライズ・マーケティング・ツール

の力をもたらし、組織がコミュニケーションを積極的に行えるようにします。また、より

多くの学生、教育者、保護者が教育者からのよりパーソナライズされたコミュニケーショ

ンを期待し、ターゲットを絞ったマーケティングを受け取ることに慣れているため、この

機能はこれを現実のものとし、教育機関の標準的な実践とすることができます。さらに、

この機能は、教育アクセラレーターにおける既存の資金調達のシナリオに付加価値を与え、

より効果的な寄付者のターゲティングを支援することもできます。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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特徴の詳細 

• ニュースレター、マーケティング、ターゲットを絞ったコミュニケーションをサポートす

る新しいデータエンティティ。 

• 管理者向けにオーディエンスのターゲティングを容易にするための新しいサンプルアプリ

ケーションを追加しました。 

• キャンペーンやコミュニケーションの効果をレポートする新しいPower BIダッシュボード。 

• Dynamics 365 Marketingのすぐに使える機能を活用します。 
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Dynamics 365非営利アクセラレータ2021リリースウェ

ーブ1の概要 

非営利アクセラレーターでは、非営利組織が構成員管理、資金調達、賞、プログラム配信、

インパクト・トラッキングのために一般的に活用している実体や属性に基づいて、非営利

ソリューションを開発することができます。これらのエンティティには、寄付者のコミッ

トメント、指定、取引、賞、支出、配信フレームワーク、結果、指標、および利益受領者

が含まれます。このアクセラレータには、非営利団体向け共通データモデル、サンプルア

プリ、サンプルデータ、ダッシュボード、文書が含まれています。 

前回のリリースの波では、急速なペースで提供を進化させ続け、最も包括的で相互運用性

の高い非営利データモデルを含むことで、非営利団体がグローバルな国際援助透明性イニ

シアティブ（IATI）や国連の持続可能な開発目標のような標準に準拠しながら、プログラム

の配信、受益者管理、資金調達、ボランティア管理、財務・運営を管理できるようにしま

した。2020年12月には、アセスメント管理、ボランティア管理、最前線の人道的物流に焦

点を当てた機能をリリースしました。 

2021年のリリース・ウェーブ1では、構成員、寄付者、助成金管理、プログラム配信、財

務・運営、コラボレーション、測定・学習などの機能を拡大し続け、非営利団体のバッ

クオフィスや現場の従業員やボランティアに、インパクトを測定し、組織とその資金提

供者の間の透明性を構築するミッションクリティカルなテクノロジーを提供しています。 
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Dynamics 365メディア＆エンターテイメントアクセラ

レータ2021リリースウェーブ1の概要 

2020年7月に開始されたメディア＆エンターテイメントアクセラレータの初期リリース（当

時はメディア＆コミュニケーションアクセラレータと呼ばれていました）では、インテリジ

ェントなオーディエンス測定やファンエンゲージメントをサポートする様々なユースケース

を中心としたソリューションを簡単に構築することができました。アクセラレーターの最初

のリリースには、広告代理店、スポーツチーム、スポーツリーグやクラブ、イベント会場、

スタジアム、大手ブランドの広告主が使用する人気のシナリオを駆動することに焦点を当て

た、すぐに使えるデータエンティティマッピングが含まれていました。彼らはこれを利用し

て、オーディエンスの理解を深め、オーディエンスに最適なターゲティング方法、より良い

レスポンスを得る方法、そして顧客ベースへの全体的なリーチを拡大するために利用してい

ました。 

今回のリリースでは、成功した初期リリースに続き、2つの分野で新機能を提供します。 

• メディアとエンターテイメント。世界的な大流行によるパートナーやお客様からのフィ

ードバックを受けて、バーチャルイベントや物理的な会場での健康・衛生面でのサポー

トを追加し、ファンエンゲージメントのテーマをさらに拡大します。今回のリリースに

は、バーチャルセッションやMicrosoft Teamsベースのイベントへの登録・参加を支援

する機能や、検索パーソナライゼーションを可能にするコンテンツメタデータのインポ

ート機能の追加など、主な機能強化が含まれます。 

• 電気通信分野。これにより、携帯電話事業者、インターネットサービスプロバイダー、

データプロバイダー、その他のプレーヤーや電気通信部門の参加者は、独自のビジネス

ニーズやワークフローに合わせたPower Appsをより迅速に開発することが可能になりま

す。 

これらの機能により、世界的な大流行を受けて、パートナーや顧客の声により簡単に対応

できるようになり、メディアやエンターテイメント空間で新規顧客を獲得し、既存顧客を

維持し、喜ばせることができるようになります。 

Dynamics 365のメディア＆エンターテインメントアクセラレータの

新機能と予定について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

ファンエンゲージメントの強化 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

- 2021年4月 

加入者のリードと場所の

管理 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2020年12月15

日 

2021年4月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

ファンエンゲージメントの強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

事業価値 

メディア・エンターテインメント、観光、ホスピタリティ、スポーツ業界は、世界的な大流

行の影響を受けており、ビジネスの運営と最適化を支援するための追加のデジタルツールを

必要としています。この機能により、メディア・エンターテイメント業界の顧客は、顧客を

維持し、顧客体験をパーソナライズするための顧客ロイヤルティプログラムやリワードシス

テムを拡張することができます。顧客は、デジタルバーチャルイベントをより簡単にスケジ

ュールして開催し、コンテンツを披露することができるだけでなく、物理的な会場での健康、

安全、衛生トラッキングのための新たな運用需要を最適化することができます。また、メデ

ィアコンテンツとメディア消費者の間のつながりを構築し、ターゲティング、パーソナライ

ゼーション、広告、スポンサーシップの改善に役立てることも可能になります。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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特徴の詳細 

• 仮想イベントコンテンツ、コンテンツメタデータ、その他の拡張機能のための新しいデー

タエンティティ。 

• 保健衛生業務に特化した新しいサンプルポータルアプリ 

• 顧客のロイヤルティ管理とリワードのための新しいサンプルポータルとキャンバスアプリ 

• バーチャルイベントやオールデジタルイベントをより良くサポートするために、既存の

イベント・会場管理モデル駆動型アプリを強化。 

• 新しいPower BI主導のダッシュボード。 

• Dynamics 365 Customer Insightsとの統合。 

加入者のリードと場所の管理 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2020年12月

15日 

2021年4月 

事業価値 

電気通信業界のビジネスは、顧客を引き付け、維持するための激しい競争に直面していま

す。ネットワーク、情報、データサービスプロバイダ、メッセージング、ホームセキュリ

ティ、その他のライバル企業が同じ消費者層を狙って競争しているため、現代的なデジタ

ルトランスフォーメーションソリューションが非常に必要とされています。 

この機能は、顧客の傾向を分析し、顧客の解約を予測し、内部スタッフと外部顧客への提

案を行い、契約数を増やし、顧客満足度を最大化し、顧客の損失を防ぐことを支援します。

初期のプロビジョニングとサポートのためのセルフサービスツール、コールセンターツー

ルと最適化されたコールルーティング、プラントとネットワーク管理を改善するためのフ

ィールドサービスツールを介して、顧客ケア業務を支援します。 

特徴の詳細 

• TMフォーラムのOpen DigitalFrameworkに基づいた標準的なTelcoデータエンティティ

のセットを含むCommon Data ModelのTelco固有の拡張。 

• 地理的・地域的な場所の管理。 

• 顧客/サービスエリア/住所の資格。 

• リード管理とフォローアップ。 

• 現地で入手可能な製品や価格表と拠点を結びます。 

• 在庫管理、資産管理、ネットワーク管理、資源管理を改善します。 

https://www.tmforum.org/opendigitalframework/
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• 潜在的な解約を強調するための顧客の洞察力と傾向分析とレポート。 

• 地図検索と住所の正規化を自動化します。 

• Dynamics 365 SalesやBing Mapsとの連携。 
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Dynamics 365ヘルスケアアクセラレータ2021リリース

ウェーブ1の概要 

Dynamics 365ヘルスケアアクセラレータは、ISVやパートナー、開発者がヘルスケアアプ

リケーションを迅速に構築するためのサンプルソリューションです。FHIR HL7 3.0仕様に

基づいたデータモデルを紹介し、データモデルを強調したサンプル体験談を提供していま

す。 
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2021年リリースのウェーブ
1の機能を早期アクセスで
利用可能に 
このトピックでは、お使いの環境でテストを有効にできる機能の一覧を示します。 

2021年2月1日です。アーリーアクセスの一環として、以下のアプリの機能が利用可能です。 

• パワーアプリ 

これらのアプリの機能は、既存のユーザーエクスペリエンスを更新します。早めにオプト

インして、自分の環境でこれらの機能を有効にすることができます。これにより、これら

の機能をテストしてから、お使いの環境全体でこれらの機能を採用することができます。

これらの機能を有効にする方法については、2021年リリースのウェーブ1アップデートにオ

プトインするを参照してください。 

重要 セールス、サービス、マーケティング、ファイナンス、サプライチェーン管理、ビジ

ネスセントラル、コマースなどのDynamics 365アプリをご利用の場合、アーリーアクセス

機能の中には、ユーザーに影響を与える可能性のある機能があります。Dynamics 365 のア

ーリーアクセス機能については、アーリーアクセスで利用可能な 2021 年リリース ウェー

ブ 1 の機能を参照してください。 

パワーアプリ 

Power Apps の機能の完全なリストは、Power Apps の新しい機能と予定を参照してください。 
 

特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

重複検出 統一インターフェースの体

験 

ユーザー、

自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

モバイルでのビジネスプロセスフ

ローのアクセシビリティを向上 

ユーザー、

自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

Power Apps mobileでのアプリの発見と

選択を改善 

ユーザー、

自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

モデル駆動型アプリでのグロー

バル関連性検索体験の向上 

ユーザー、

自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

モデル駆動型アプリでのナビゲーシ

ョンの改善 

ユーザー、

自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
https://aka.ms/EarlyAccessOpt-in
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特徴 に有効 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

レコードのマージが更新され、統一イ

ンターフェースが改善されました。 

ユーザー、

自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

クイックビューフォームで複数行テキ

ストコントロールを展開 

ユーザー、

自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 

クイックアクションの検索 ユーザー、

自動的に 

2021年2月5日 2021年4月 

Dynamics 365モバイルアプリのサブグ

リッドとフォームタブのUX改善 

ユーザー、

自動的に 

2021年2月1日 2021年4月 
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パワーアプリ 

Power Apps 2021リリースウェーブ1の概要 

Microsoft Power Appsは、Dynamics 365の拡張性、Microsoft 365のカスタマイズ、スタン

ドアロンのカスタムラインオブビジネスアプリケーションを世界中のお客様に提供する、

業界をリードするローコードアプリケーション開発プラットフォームです。Power Apps は、

強力なローコード開発ツール、Microsoft Dataverse のディープデータプラットフォーム、

一般的なビジネスデータソースへの何百ものコネクタを備えており、ソフトウェア開発の

コスト、複雑さ、時間を劇的に削減します。 

Power Apps の使用方法に関わらず、Power Apps のドキュメントを使用して専門家の

情報や回答を入手し、ニーズに対応することができます。 

Power Appsの新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

統一されたプラットフォーム上の洗練されたアプリ 

統一されたプラットフォーム上の洗練されたアプリ。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

キャンバスアプリ

「Monitor」でデバッ

グ機能を強化 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- - 2021年4月 

非同期 OnSave イベント 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年2月 - 2021年4月 

https://docs.microsoft.com/powerapps/
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

重複検出 統一イン

ターフェースの体

験 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

モバイルでのビジネスプ

ロセスフローのアクセシ

ビリティを向上 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

Power Apps mobileでの

アプリの発見と選択を改

善 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

モデル駆動型アプリ

でのグローバル関連

性検索体験の向上 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

モデル駆動型アプリで

のナビゲーションの改

善 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

レコードのマージが更新

され、統一インターフェ

ースが改善されました。 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

クイックビューフォー

ムで複数行テキストコ

ントロールを展開 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

Dynamics 365モバイルア

プリのサブグリッドとフ

ォームタブのUX改善 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

クイックアクションの検

索 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利

用可能性 

キャンバスアプリからド

キュメントをPDFに書き

出す 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 - - 

モデル駆動型アプリが

アプリ内通知を追加 

管理者、メーカ

ー、アナリストに

よるユーザー 

2021年4月 - 2021年6月 

* 2021年2月1日のアーリーアクセスでは、ユーザーに影響を与えるすべての必須の変更

を含め、いくつかの機能を利用することができます。詳細については、アーリーアクセ

スFAQをご覧ください。 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

統一されたプラットフォーム上の洗練されたアプリ 

概要 

Power Apps は、Microsoft Dataverse のデータをモデルにしたリッチなフォーム、ビュー、

ダッシュボードのパワーと、あらゆるデータソースに接続できる空白のキャンバスの柔

軟性を兼ね備えています。 

Power Apps mobileでのアプリの発見と選択を改善 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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事業価値 

Power Appsのモバイルアプリリスト体験は、モダンで直感的です。アプリの発見がより簡

単になり、ユーザーは自分のアプリに素早くアクセスすることができます。さらに、アプ

リリストのインラインスワイプジェスチャーにより、お気に入りに追加したり、アプリを

固定したりするのがより簡単かつ迅速になり、将来的な使用にも役立ちます。 

特徴の詳細 

Power Apps mobileでは、アプリリストのエクスペリエンスが強化されているので、ユ

ーザーは常に最も関連性の高いアプリに素早く簡単にアクセスすることができます。 

• アプリは、お気に入りや最新のものなど、関連するカテゴリできれいに整理されてい

ます。これらのアプリは単一のビューで表示されるため、より高い発見が可能です。 

• お気に入りなど、より関連性の高いアプリが前面と中央に表示され、素早く選択できます。 

• 新たに導入されたスワイプジェスチャーでは、何度もクリックすることなく、アプリを

ホーム画面に素早くピン留めしたり、お気に入りに追加したりすることができます。 

• 全体的に直感的な体験ができます。 

モデル駆動型アプリがアプリ内通知を追加 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユ

ーザー 

2021年4月 - 2021年6月 

事業価値 

ユーザーは、重要な項目のアドレスをアラートで知らせることができるので、成功する可能

性が高くなります。 

 

特徴の詳細 

モデル駆動型のアプリ内通知は、通知トーストまたは通知センターとしてユーザーに表示

されます。通知は特定のユーザーに向けられ、外部システム、Power Automate、またはシ

ステム内から送信することができます。アプリメーカーは、モデル駆動型アプリ内のユー

ザーに通知を表示させるために、この機能にオプトインする必要があります。 
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モデル駆動型アプリのアプリ内通知で乾杯 

 

 

モデル駆動型アプリのアプリ内通知センター 
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非同期 OnSave イベント 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年2月 - 2021年4月 

事業価値 

これにより、プロミスのための追加の保存検証プロセスが提供され、標準のタイ

ムアウト処理でのユーザーエクスペリエンスが向上します。 

 

特徴の詳細 

これにより、Async OnSave イベントを作成する機能が提供されます。Async OnSave イベ

ントは、プロミスが提供されたときに待機するようになりました。10秒以内に解決しない

場合、保存操作はブロックされます。 

クイックビューフォームで複数行テキストコントロールを展開 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

ユーザーは、クイックビューフォームの複数行テキストフィールドのすべての情報を表示

するためにクリックしたりスクロールしたりする必要がなくなり、クリック数を減らして

生産性を向上させることができます。 

特徴の詳細 

クイックビュー フォームの複数行テキスト フィールドのすべてのコンテンツを表示するた

めに、ユーザーがクリックしてスクロールする必要がなくなりました。クイックビュー フ

ォームがページにロードされたときに、フィールドが自動的に展開されてコンテンツ全体

が表示されるようになりました。親フォームまたはメイン フォームでクイック ビュー フォ

ームを使用しているときに、情報を表示したり読み込んだりするために追加のステップを

踏む必要がなくなりました。 
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複数行のテキストフィールドを持つクイックビューフォーム 

モバイルでのビジネスプロセスフローのアクセシビリティを向上 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

この変更は、マイクロソフトのアクセシビリティ基準と一致しています。 

 

特徴の詳細 

名前やアクティブな時間など、ビジネスプロセスの流れに関する重要な情報をモバイルで

表示できるようになります。この変更は、マイクロソフトのアクセシビリティ基準に準拠

しています。デスクトップで表示されるビジネスプロセスフローと同様に、この新しいデ

ザインは、デバイス間でシームレスなエクスペリエンスを実現し、プロセスを切り替えた

場合に、どのビジネスプロセスフローで作業しているのかを確実に把握できます。 
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業務プロセスフロー情報の名称やアクティブな時間などがモバイルで表示されるようにな

りました。 
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クイックアクションの検索 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

検索結果を入力すると、検索結果が表示されるようになり、検索結果の横にクイックアク

ションが表示されるので、より生産性が高まります。クイックアクションでは、入力した

クエリの提案結果から頻繁に使用するアクションにワンクリックでアクセスできます。連

絡先に電話をかけたり、割り当てたり、共有したりする際には、ワンクリックでコンテキ

ストを失うことなく、迅速に行うことができます。 

Dynamics 365モバイルアプリのサブグリッドとフォームタブのUX改善 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

iOSおよびAndroid上で動作するDynamics 365モバイルアプリのモデル駆動型アプリ向け

に、フォーム上でのデータの表示方法の使い勝手を改善しました。 

• サブグリッドには、フォーム上の他のセクションと区別するための目立つヘッダーが

あります。 

• フォームタブは画面を横にスクロールしたり、横方向にスパンすることができるので、

より発見しやすくなっています。タブを選択すると、ヘッダが調整されて次のタブが表

示されます。 

• 空のサブグリッドは、新しいレコードをインラインで追加するオプションを表示し、

レコードを追加するために必要なタップ数を減らします。 

• グリッドからジャンプバー(ABC)が削除され、以下のオプションが使えるようになりまし

た。 

コマンドの代わりにグリッドの一番上でこのビューを検索します。 

• サブグリッド上のコマンドも、ページレベルのコマンドと同じように画面下からドロ

ワーに表示されるように更新されました。 

モデル駆動型アプリでのグローバル関連性検索体験の向上 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 
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特徴の詳細 

検索機能が強化されました。 

• モデル駆動型のPower Appsのすべてのページのヘッダーにある目立つ、発見しや

すい検索バー。 

• ユーザーの最近の検索や最近アクセスしたレコードを含む、パーソナライズされた

ゼロクエリ体験。 

• Microsoft Dataverse を指先で操作できます。各結果に関連するクイックアクショ

ンを含む、入力時に表示される提案された結果が表示されます。 

• 同義語理解、意味解析、略語サポート、共通世界知識サポートなど、パブリッククラ

ウド上のすべての英語環境に対応したインテリジェントな結果が得られます。 

• 結果ページを再設計し、ランキングとグループ分けを改善して読みやすくしました。 

関連性検索をオンにすると、これらの機能強化はすべて、モバイルおよびウェブ上のすべ

てのユーザーに対してデフォルトで有効になります。 

キャンバスアプリからドキュメントをPDFに書き出す 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

事業価値 

この機能は、私たちのコミュニティのアイデアフォーラムからの長い間のトップの質問に

対応しています。ユーザーは、ユーザーがそれを使用している時点でアプリに利用可能な

情報のフルセットを使用して、カスタムフォーマットされたレポートやその他の出力をア

プリで「印刷」できるようにしてほしいとの要望がありました。 

特徴の詳細 

Power Appsメーカーは、Power Apps Studioを使用してアプリのレイアウトにドキュメント

を追加できるようになります。その後、新しいコマンドを活用して、ユーザーがアプリか

らオンデマンドでドキュメントをPDFにエクスポートできるようになります。 
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キャンバスアプリ「Monitor」でデバッグ機能を強化 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

事業価値 

Monitorを使用することで、メーカー間の連携が強化され、ユーザーが公開しているアプリ

のデバッグ機能が利用できるようになり、ユーザーはより迅速にアプリの診断やトラブル

シューティングを行うことができます。 

 

特徴の詳細 

ログファイルのインポート/エクスポート、診断セッションの共有、公開アプリ上でのユ

ーザーセッションのデバッグ、アプリの状態をリアルタイムで検査する機能が改善された

ことで、メーカーはアプリ内の問題箇所を簡単に特定して修正することができます。 

モデル駆動型アプリでのナビゲーションの改善 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 

事業価値 

シングルセッションとマルチセッションのモデル駆動型アプリの両方で、ユーザーの生産性

を向上させることができます。 

 

特徴の詳細 

2021年のリリースウェーブ1では、以下のような機能でナビゲーションが改善されます。 

• ページサイドペインでは、現在のページの奥の方にページを開き、現在のページが開

いている間は開いたままにすることができるようになります。これにより、関連デー

タの編集体験が可能になります。 

• アプリメーカーは、マルチセッションアプリのナビゲーションをオーバーライドして、

クリックしてサイドペイン、マルチセッションの新規セッション、マルチセッション

の新規ページタブに開くことができるようにすることができます。 

重複検出 統一インターフェースの体験 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 
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事業価値 

この新しいエクスペリエンスは2020年10月に導入されましたが、これを有効にするには管

理者が必要でした。2021年4月には、これがデフォルトのユーザーエクスペリエンスとな

ります。 

特徴の詳細 

重複は、ユーザーがレコードを作成または編集したとき、またはデータをインポートしたと

きに発生する可能性があります。Microsoft Dataverse は、アカウントや連絡先などのアク

ティブなレコードの重複を検出することで、潜在的な問題に対処することができます。更新

されたエクスペリエンスは、統一インターフェースダイアログとして設計されており、レコ

ードのマージとシームレスに統合されているため、重複レコードが検出された場合にデータ

の整合性を管理するのに役立ちます。この新しい重複検出機能では、重複しているレコード

を簡単に見つけて管理し、重複しているレコードをマージして、希望のレコードを保持する

ことができます。レコードをマージすると、関連するレコードや子レコードもマージされま

す。 
 

重複検出ダイアログ 

 

レコードのマージが更新され、統一インターフェースが改善されました。 
 

に有効 公開内覧会 早期アクセス 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年2月 2021年4月 
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事業価値 

この新しいエクスペリエンスは2020年10月に導入されましたが、有効にするには管理

者が必要でした。2021年4月のリリースでは、この機能はデフォルトのユーザーエクス

ペリエンスとなります。 

特徴の詳細 

重複レコードは、ユーザーがレコードを手動で作成または編集したり、データを一括でイ

ンポートしたりすると、データ内で発生する可能性があります。重複レコードが検出され

た場合、データを簡単にマージして、必要なレコードを保持することができるようになり

ました。また、ビューまたはリスト ページから最大 2 つのレコードを選択してマージし、

新しいユニファイド インターフェイスのマージ レコード ダイアログ エクスペリエンスを

使用して 1 つのレコードにデータをマージすることもできます。レコードをマージすると、

関連するレコードや子レコードもマージされます。 
 

レコードをマージ 
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力の自動化 

Power Automate 2021リリースウェーブ1の概要 

Microsoft Power Automate は、時間のかかる反復的なタスクを自動化することで、ビジネ

スの生産性を向上させることを可能にします。Power Automate は、デジタルおよびロボ

ティック・プロセス・オートメーション (RPA) を通じて、組織全体で物事を成し遂げるた

めのより良い方法を提供します。 

2021年のリリースウェーブ1の一環として、Power Automateには多くの分野で投資が行

われています。まず、デイリーアクティブユーザーが1億人を超えるMicrosoft Teamsは、

Microsoftのリモートワーク戦略の中心であり、Power Automateは、コラボレーションシ

ナリオの自動化を提供することで、Microsoft Teamsの拡張性戦略の鍵を握っています。

会議/カレンダーやその他のタイプの会話など、Microsoft Teams のエクスペリエンス全

体にわたって、より簡単なエントリーポイントを構築していきます。また、管理者が組

織内のチーム間のフローを含むソリューションをプッシュすることも可能になります。 

今後もDynamics 365、Power Apps、Power BI、Microsoft Dataverseとの連携を深め、

専門職の開発者やユーザーがMicrosoft Power Platform上でソリューションをコラボ

レーションして展開することを容易にしていきます。 

Power Automate Desktopは2020年12月に一般提供を開始し、メーカーのデスクトップ上の

多様なアプリケーションを自動化できるようになりました。今後は、既存のSoftomotiveや

UIフローの顧客への移行、セキュアなクレデンシャル管理などを提供していきます。 

Power Automate Desktop自体を超えて、センターオブエクセレンスがクラウドで必要とし

ているものを提供することで、企業の信頼を構築しています。これらの経験は、セキュリ

ティ、ガバナンス、管理を提供し、管理者がPower Platform管理センターとCenter of 

Excellenceツールキットのデスクトップフローの成果物に対する制御を拡張できるようにし

ます。 

どのような組織でも効果的な自動化は、信頼性と拡張性の高いAIに大きく依存しているた

め、私たちはコンテンツインテリジェンス、特にフォームの理解にさらに投資しています。 

ここでは、複数のレイアウトのより良いサポート、テーブルからのコンテンツの抽出、

フォーム上でのチェックボックスやラジオボタンの操作、さらに多くの言語のサポート

を追加する予定です。 

最後に、Power Automateには、プロセスアドバイザーという新しいコンポーネントがあ

ります。異なるインスタンス間での変動を示すプロセスマップとアナリティクスで、ユ

ーザーにタスクの洞察力を提供します。この知識により、顧客はプロセスの最適化を含

む、より多くの情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができ、自動化の領域

に関する推奨事項を受け取ることができます。 
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パワーオートメートの新機能と予定は？ 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

雲の流れ 

Powerの特徴 クラウドの流れを自動化します。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

接続参照を使用して、アプ

リケーションのライフサイ

クル管理を簡素化します。 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- - 2021年4月 

Microsoft Dataverseのアクシ

ョンが呼び出されたときの

トリガーフロー 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年1月 2021年4月 

新規ユーザーのオンボー

ディング体験の向上 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年3月 - 2021年4月 

関連性検索を使用して

Microsoft Dataverseでレコ

ードを検索する 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

Power Automate環境とテナ

ントのライセンスと使用状

況の可視性を向上 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年3月 - 2021年4月 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

ユーザーとフローのAPI使

用状況を表示する管理者

レポート 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 - - 

クラウドフローから財務・

業務のワークフローを作成 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 - - 

データ損失を防ぐための

ガバナンス機能 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 - - 

ソリューションベース

のフローを管理 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 - - 

 

デスクトップフロー 

デスクトップフロー（RPA）に対応した機能。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

CitrixでUIの自動化をサポー

ト 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- - 2021年9月 

クロスドメインのiFrames

にアクセスするための

Web自動化 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- - 2021年9月 
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プロセスアドバイザー 

プロセスアドバイザーは、Power Automateのプロセスマイニング機能です。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

プロセス録音の編集と注

釈 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

12月10日 

2020 

- 2021年5月 

同僚を招待して録音を処理

してもらう 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

12月10日 

2020 

- 2021年5月 

Power Automate Desktop 

を使用して、反復的な手

動プロセスを記録しま

す。 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

12月10日 

2020 

- 2021年5月 

プロセスのプロセスマップ

と分析を表示 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

12月10日 

2020 

- 2021年5月 

* 2021年2月1日のアーリーアクセスでは、ユーザーに影響を与えるすべての必須の変更

を含め、いくつかの機能を利用することができます。詳細については、アーリーアクセ

スFAQをご覧ください。 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/EarlyAccessFAQ#early-access---frequently-asked-questions
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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デスクトップフロー 

概要 

2021年のリリースウェーブ1では、デスクトップフロー（RPA（Robotic Process 

Automation）の一部として構築されたフロー）のユーザー向けに、さまざまな新機能

が追加される予定です。大まかには、アプリケーションやWebサイトのサポートの強

化や、異種環境での作業のサポートなどが含まれます。 

クロスドメインのiFramesにアクセスするためのWeb自動化 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年9月 

特徴の詳細 

現在、デスクトップフローではiFramesをキャプチャすることができません。この機能

により、iFrame要素をキャプチャできるようになり、Webページ上でiFramesを使用し

て自動化を行う必要があるシナリオのブロックを解除することができます。 

CitrixでUIの自動化をサポート 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年9月 

特徴の詳細 

今日では、デスクトップフローを使って画像認識を使ってCitrixのシステムを自動化するこ

とができます。画像認識は柔軟性があり、どのようなシステムにも対応できますが、アク

セシビリティAPIを利用してUI要素を活用するUI自動化ほど信頼性は高くありません。 

このリリースでは、ターゲットCitrix環境内にランタイムを持つことで、Citrix環境上で

のUI自動化のサポートが向上します。このランタイムは、Citrixセッションと通信し、

UI要素に直接アクセスできるようになります。 
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雲の流れ 

概要 

2021年のリリースウェーブ1では、クラウドフロー（Power Automateポータル内に構築し

たフローで、コネクタを介して400以上のサービスに接続するもの）のユーザー向けに、さ

まざまな新機能が用意されています。これは、当社が提供するデジタル・プロセス・オー

トメーションの機能であり、対象となるものです。 

• フロー作成 

• 取得と保持 

• 管理 

• ライフサイクル 

• 統合（Microsoft Dataverse、Dynamics 365、Azure、Microsoft 365、Microsoft Teams 

新規ユーザーのオンボーディング体験の向上 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年3月 - 2021年4月 

特徴の詳細 

この機能は、お客様がPower Automateでのフロー作成を容易にするための新しい体験を提

供します。 

Power Automate環境とテナントのライセンスと使用状況の可視性を向上 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年3月 - 2021年4月 

特徴の詳細 

Power Automate は、追加のレポートと分析を提供し、顧客がライセンスのエンタイトルメ

ント制限に対する使用状況をよりよく理解できるようにします。可視性は、フロー分析ペ

ージ内だけでなく、Power Platform 管理センターでも提供されます。 
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Microsoft Dataverseのアクションが呼び出されたときのトリガーフロー 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- 2021年1月 2021年4月 

特徴の詳細 

この機能を使用すると、Microsoft Dataverseでアクションが実行されたときにトリガーと

なるフローを作成することができます。この機能により、一般的なイベントモデルとの連

携が改善され、Dynamics 365 Finance and Operationsとの連携も強化されます。 
 

事業体に関連する行為が行われる 

 

関連性検索を使用してMicrosoft Dataverseでレコードを検索する 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- 2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

この機能を利用することで、Azure Cognitive Search上に構築されたAIベースのファジー検

索である関連性検索を利用してレコードを検索するMicrosoft Dataverseのアクションを含む

クラウドフローを作成することができます。 

このアクションでは、基本的なクロスエンティティ検索のほかに、 Lucene クエリ構

文に基づいたマッチもサポートしています。これにより、ブール演算子、ワイルドカ

ード、ファジー検索、近接検索、用語のブースト、正規表現のマッチングなどの機能

が提供されます。 

https://docs.microsoft.com/powerapps/developer/common-data-service/webapi/relevance-search
https://docs.microsoft.com/powerapps/developer/common-data-service/webapi/relevance-search#searchtype-simple--full-optional
https://docs.microsoft.com/powerapps/developer/common-data-service/webapi/relevance-search#searchtype-simple--full-optional
https://docs.microsoft.com/powerapps/developer/common-data-service/webapi/relevance-search#searchtype-simple--full-optional
https://docs.microsoft.com/powerapps/developer/common-data-service/webapi/relevance-search#searchtype-simple--full-optional
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標準オプションでレコードを検索するアクション 

クラウドフローから財務・業務のワークフローを作成 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

特徴の詳細 

メーカーは、財務・業務記録のコンテキストを継承しながら、財務・業務ワークフロー

を実行するクラウドフローを作成することができます。この機能により、メーカーはク

ラウドフローとファイナンスおよびオペレーションのワークフローを組み合わせて、そ

れぞれの強みを活用することができます。 

データ損失を防ぐためのガバナンス機能 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

特徴の詳細 

管理者は、コネクタの制限、コネクタアクションの制限、エンドポイントフィルタリング、

接続を共有するための制限など、データ損失を防止するためのより多くのガバナンス機能

を持つようになります。 
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接続参照を使用して、アプリケーションのライフサイクル管理を簡素化します。 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

- - 2021年4月 

特徴の詳細 

作成者は、フロー内の接続参照を使用して、フロー間の接続を共有することができます。

ソリューションをインポートすると、接続参照内で新しい接続を提供するためのガイド付

きのエクスペリエンスが提供され、インポート後にフローを正常に実行できるようになり

ます。接続参照を使用することで、アプリケーションのライフサイクル管理が簡素化され

ます。 

ユーザーとフローのAPI使用状況を表示する管理者レポート 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

特徴の詳細 

管理者は、Power Platform管理センターのライセンスレポートを使用して、フローとユーザ

ーのAPI使用状況を確認することができます。この機能を使用することで、管理者は、フロ

ーやユーザーが使用制限に近づいているかどうかを判断することができます。管理者はこの

情報を使用してライセンスを割り当てることができます。 

ソリューションベースのフローを管理 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

2021年4月 - - 

特徴の詳細 

メーカーは、ソリューションにないフローと一緒に、マイフローエクスペリエンスでソリ

ューションベースのフローを作成して管理することができます。ここでは、作成者は、ど

のようなフローでも素早くソリューションに追加することができます。 
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プロセスアドバイザー 

概要 

プロセスアドバイザーはPower Automateのプロセスマイニング機能で、自動化に最適な

反復的で時間のかかるプロセスをユーザーが識別できるように、豊富なビジュアライゼ

ーションを提供することで、人がどのように働くかについての洞察を明らかにします。 

Power Automate Desktop を使用して、反復的な手動プロセスを記録します。 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

12月10日 

2020 

- 2021年5月 

特徴の詳細 

プロセスアドバイザーを使用すると、ユーザーはプロセスを作成し、そのプロセスの記録を

デスクトップに追加することができます。最終的には、プロセスベースのプロセスマップに、

関連する分析結果を表示することができるようになります。具体的には、ユーザーは以下の

ことができるようになります。 

• 新しいプロセスを作成します。 

• そのプロセスに追加するための記録を作成します。 

• そのプロセスを分析して、プロセスマップとアナリティクスを表示します。 

同僚を招待して録音を処理してもらう 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

12月10日 

2020 

- 2021年5月 

特徴の詳細 

プロセスアドバイザーでプロセスを作成するユーザーは、タスクを実行している経験を

記録するために他のユーザーを招待することができます。このようにして、プロセスの

所有者はプロセスのさまざまなバリエーションを見ることができるようになります。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る 力の自動化 321 

 

 

プロセス録音の編集と注釈 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

12月10日 

2020 

- 2021年5月 

特徴の詳細 

この機能により、プロセスを作成したユーザーやプロセスを記録したユーザーは、記録を

編集して注釈を付けることができ、プロセスマップ上での見やすさを向上させるために、

共通のステップのセットに正規化することができます。また、編集エクスペリエンスでは、

機密性の高い個人データを削除することができます。 

プロセスのプロセスマップと分析を表示 
 

に有効 公開内

覧会 

早期ア

クセス 

一般的な利

用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、ア

ナリストが自動的に 

12月10日 

2020 

- 2021年5月 

特徴の詳細 

この機能により、ユーザーはプロセスのマップを表示したり、そのプロセスの記録と

ステップに基づいた分析のデフォルトセットを表示したりすることができます。 
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パワーバーチャルエージェント 

パワーバーチャルエージェント2021リリースウェーブ1の概要 

Power Virtual Agents は、組織内の誰もが特定のトピックについてユーザーとチャット

することができる AI を搭載したボットを作成することができます。日常的な質問に答え

たり、一般的な問題を解決したり、貴重な顧客や従業員の時間を奪うタスクを自動化し

たりすることができます。 

2021年リリースのウェーブ1では、リスト変数、ボットセッションからのトピック提案、ア

ダプティブカードなどのオーサリング体験に改善がもたらされます。また、より優れたエ

ラー処理と新しいトピックトリガー管理を備えたPower Automateの統合を構築し、ボット

のトリガー機能を向上させます。最後に、PCIとHITRUSTの認証を取得し、政府のクラウド

をサポートします。 

ボットの作成は通常、複雑で時間のかかるプロセスであり、長いコンテンツ更新サイクル

と専門家のチームを必要とします。Power Virtual Agentsは、AIの専門家、データサイエン

ティスト、または開発者チームを必要とせずに、簡単なコードフリーのグラフィカルイン

ターフェースを使用して強力なカスタムボットを作成する能力を組織内の誰にでも提供し

ます。ボットはユーザーと対話し、明確な情報を求め、最終的にユーザーの質問に答える

ことができます。 

Power AutomateとMicrosoft Bot Frameworkとの深い統合により、作者はボットを拡張し

てAPIバックエンドと統合することができ、作者の想像力によって制限されたトピックを

ボットが処理できるようになります。ボットは、Webサイト、Microsoft Teams、

Facebookを含む多くのチャンネルに配備することができます。ユーザーがボットと対話す

ることで、作者はどのトピックがうまく機能していて、どのトピックに改善の必要がある

のかを知ることができます。 

Power Virtual Agents のドキュメントを使用して、基本的なオーサリングのヒントから複雑

なボット設定のトピックまで、詳細な情報と回答を得ることができます。 

Power Virtual Agentsの新機能と計画について 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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ボットの設定 

ビジネスニーズに合わせてボットを設定します。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

Power Virtual AgentsのPCIお

よびHITRUST認証を取得しま

した。 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

- 2021年4月 

ポータルとの相性が良い 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

- 2021年4月 

セキュリティグループとボットを共

有する 

管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

- 2021年4月 

官公庁クラウドへの対応 管理者、メーカー、アナリ

ストによるユーザー 

- 2021年4月 

コアオーサリング 

Power Virtual Agentsの会話エディタを使用してダイアログを構築し、変数や同義語を追

加し、他のシステムに接続できるようにPower Automateフローを組み込むことができま

す。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

トピック ノードでの変数の割り当

てと式の追加 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

- 2021年4月 

アダプティブカードの挿入 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

- 2021年4月 

Power Automateフローの統合

を理解し、処理する 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

- 2021年4月 

リスト変数の使用 管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

- 2021年4月 
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

トピック トリガー管理のガ

イダンスを受ける 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

2021年2月 2021年4月 

トピックの異なるバージョンを使

用して表示する 

管理者、メーカー、マーケ

ッター、アナリストが自動

的に 

2021年3月 2021年5月 

 

自然言語機能の強化 

AIと自然言語機能により、複雑なユーザー言語を理解し、解析することが可能になりま

した。 
 

特徴 に有効 公開内

覧会 

一般的な利

用可能性 

ライブトラフィックから改善のき

っかけとなる意図 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

2021年4月 - 

ウェブページからマルチターン

トピックの提案を得る 

管理者、メーカー、アナ

リストによるユーザー 

- 2021年4月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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ボットの設定 

概要 

ボットは、組織の個々のニーズに合わせて設定することができ、他のサービスや機能と

のさらなる拡張性を提供することができます。これには、認証プロバイダのサポート、

ボットの機能を強化するためのMicrosoft Bot Framework Skillsの使用、Microsoft Teams

やFacebookチャンネルとの統合などが含まれます。 

セキュリティグループとボットを共有する 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

特徴の詳細 

ボット管理者やテナント内の全員にボットアクセスルールを設定できることに加えて、

ボット管理者はセキュリティグループを設定してボットへのアクセスを制御することが

できます。 

官公庁クラウドへの対応 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

特徴の詳細 

Power Virtual Agents を使用して、政府機関のために情報を安全に処理するチャット

ボットを作成します。 

Power Virtual AgentsのPCIおよびHITRUST認証を取得しました。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

Power Virtual Agentsを使用して、Payment Card Industry (PCI)およびHealth Information 

Trust Alliance (HITRUST)の規格に準拠したチャットボットを作成し、組織の情報を安全に

取り扱うことができます。 
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ポータルとの相性が良い 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

特徴の詳細 

2021年リリースのウェーブ1では、テンプレートにPower Virtual Agentsを含めることがで

き、Portalsでシームレスにボットを作成し、編集のためにPower Virtual Agentsに移行する

際の摩擦を取り除くことができます。また、ユーザーはSSOやコンテキスト共有のビジネ

スモデルのアップデートにもアクセスできるようになります。 

コアオーサリング 

概要 

Power Virtual Agents を使ったボットの作成は、ノーコードのオーサリングキャンバスを

使って簡単にでき、トピックがどのように相互作用するか、会話がどのように流れるよ

うにするか、どのように感じるべきかを管理する方法がいくつかあります。 

また、ちょっとした変更を加えるたびにボットを完全にデプロイしなくても、ボットの

テストが簡単にできます。また、シンプルなシナリオから複雑なシナリオまで、トピッ

クオーサリングをガイドするレッスントピックや、デフォルトのシステムトピックもあ

り、ボットに使用させる言語を選択することができます。 

アダプティブカードの挿入 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

特徴の詳細 

Microsoft Adaptive Cards をオーサリングエクスペリエンスから直接使用することで、コー

ドを書くことなくリッチコンテンツを簡単にオーサリングすることができます。Adaptive 

Cards は、顧客がどこにいても一貫して表示され、画像やビデオを含む画面サイズやデバイ

スの能力に合わせて調整されます。 

リスト変数の使用 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

https://adaptivecards.io/
https://adaptivecards.io/


Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る パワーバーチャルエ

ージェント 

327 

 

 

特徴の詳細 

ボット作成者はリスト変数を使用して Power Automate と Bot Framework Skills から

の配列出力を取得し、ボットの質問で選択肢のリストとして提示することができます。 

Power Automateフローの統合を理解し、処理する 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年4月 

特徴の詳細 

アクションノードの呼び出しを使用すると、フローを削除したり置き換えたりせずに、

会話の中で直接 Power Automate フローを更新したり置き換えたりすることができ、

Power Virtual Agents のオーサリングキャンバスで Power Automate で行われた変更

を直接確認することができます。 

たとえば、フローの変数名、入力、出力を変更した場合、その変更はオーサリングキャン

バスに直接反映されます。また、これらの変更に関する通知を Power Virtual Agents 内か

ら受け取ることができます。 

トピック トリガー管理のガイダンスを受ける 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年2月 2021年4月 

特徴の詳細 

パワーバーチャルエージェントは、問題のあるトリガーフレーズを特定して調整するた

めに、ボット作成者を積極的に支援し、誘導します。これにより、複数のトピックが似

たような（または同じ）意図を持っている可能性がある場合を減らすのに役立ちます。 

トピックの異なるバージョンを使用して表示する 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年3月 2021年5月 

特徴の詳細 

Power Virtual Agents を使用すると、ボット作成者が以前のバージョンのトピックに戻り、

そのバージョンのトピックを テストして公開することができます。 
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トピック ノードでの変数の割り当てと式の追加 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

特徴の詳細 

変数に静的な値を直接代入し、外部のPower Automateフローを呼び出すことなく、

Power Virtual Agent内で直接変数の上に文字列、日付、数字の操作を行うことができま

す。 

自然言語機能の強化 

概要 

Power Virtual Agents では、多くの高度な機能を利用することで、基本的なオーサリン

グを超えることができます。これらの機能は、オーサリングの経験を強化し、向上さ

せます。 

• ボットが理解している情報の種類を拡大し、解析して返すことができます。 

• FAQ などのウェブページの既存のサポートコンテンツを使用して、ボットで使用できる

堅牢なトピックセットをすばやく作成します。 

ウェブページからマルチターントピックの提案を得る 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー - 2021年4月 

特徴の詳細 

今日では、Power Virtual AgentsをFAQのウェブページに向けると、サイトをクロールして

質問と回答のペアを抽出し、提案をボットに持ち込んで、コンテンツを素早く「種付け」

するのを助けることができます。これまでのところ、これらの提案は、質問と回答として

シングルターンで行われています。 

2021年のリリースウェーブ1では、Power Virtual Agentsにマルチターンのトピック提案

を抽出する機能が追加され、トラブルシューティングやその他のシナリオで価値のある、

より精巧なダイアログを自動的に生成するようになります。 
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ライブトラフィックから改善のきっかけとなる意図 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、アナリストによるユーザー 2021年4月 - 

特徴の詳細 

ボットがユーザーの発話から意図を判断できないたびに、どのトピックをトリガーするか

をユーザーに尋ねることができます。ユーザーがこのプロセスを繰り返すと、ボットはそ

の回答から自動的に学習し、トリガーのパフォーマンスを向上させます。 
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マイクロソフトデータバース 

Microsoft Dataverse 2021リリースウェーブ1の概要 

Microsoft Dataverseは、共通のデータ、セキュリティ、ビジネスロジックを使用して、ス

ケーラブルで相互接続されたアプリケーション、自動化、エージェントを簡単に構築でき

るローコードデータプラットフォームです。 

俊敏にサービスを提供 

すぐに使える共通テーブル、拡張された属性、セマンティックな意味、コモン・データ・モ

デルによるオープンなエコシステムを使用した拡張可能なデータ・プラットフォームを使用

して、ビジネス価値を迅速に追加します。 

規模と効率を高める 

アプリケーション、プロセス、再利用可能なデータスキームを迅速に開発することで、

生産性を向上させ、コストを削減します。GitHub と Azure DevOps を使用して、アプ

リケーションを繰り返し構築、検証、デプロイします。 

データの作業をよりスマートに 

プロセスの自動化にローコードのAIツールを追加することで、正確な洞察を得ることがで

きます。ビルトインのビジネスロジックとルールを含む管理されたデータプラットフォー

ムを使用して、重複したデータや競合するデータを特定して解決します。 

信頼できるプラットフォームのセキュリティに頼る 

高度な暗号化、豊富なアクセス制御、Azure Active Directoryとの深い統合など、重要な

セキュリティとコンプライアンス機能を提供する堅牢なセキュリティ管理インフラスト

ラクチャでデータを保護します。 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ガバナンスと行政 331 

 

 

ガバナンスと行政 

Microsoft Power Platformのガバナンスと管理の概要 

2021年リリースウェーブ1 

Microsoft Power Platformは、Microsoft Power Apps、Microsoft Power Automate、

Microsoft Dataverse、Microsoft Dynamics 365 Sales、Service、MarketingなどのMicrosoft 

Power Platform製品を網羅した幅広いガバナンス機能と管理機能を提供しています。これ

らの管理・ガバナンス機能は、組織の管理者やIT専門家が、Microsoft Power Platformとそ

のコンポーネントを企業全体で使用・導入するためのセットアップ、セキュリティ確保、

管理、ガバナンス、監視を支援するために設計されています。 

Microsoft Power Platformのガバナンスと管理のための新しいこと

と予定されていること 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

管理者のための自動化とツール 

PowerShellコマンドレットや管理コネクタなどの豊富なツール体験が、Power 

Platformを管理する管理者やIT専門家に提供されています。 
 

特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

Bring Your Own Azure Data Lake for 

Power AppsとPower Automateでカス

タムレポートを作成 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

Microsoft Power Platform のテナント

分離をサポートし、テナントの許可リ

ストを指定する機能を備えています。 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 - 

Power Platform管理センターでのユー

ザーセキュリティ設定の経験 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 

 

Power Apps使用状況のテナントスコ

ープ管理レポート 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 

 

フロー使用量のテナントレベル管

理レポート 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年4月 

 

Microsoft 365メールコネクタ用の

SMTPヘッダを使用した電子メールの

脱出ブロッキング 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2020年8月1

日 

2021年4月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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管理者のための自動化とツール 

概要 

Microsoft Power Platform を管理する管理者や IT 専門家のために、PowerShell cmdlet や管

理コネクタなどの豊富なツール体験が用意されています。このツールは、既成概念にとら

われないポータルエクスペリエンスの外で使用するための追加の管理機能を提供し、完全

に自動化された管理エクスペリエンスを可能にするように設計されています。 

Bring Your Own Azure Data Lake for Power AppsとPower Automateでカスタ

ムレポートを作成 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年4月 - 

事業価値 

Bring Your Own Azure Data Lakeでは、独自の要件に基づいてデータをスライスしてサイコ

ロ状にすることができます。個々のビジネスユニットレベルでのビューや、テナントや環

境レベルでの詳細なアプリレベルのレポートなど、Power BI を使用してカスタムレポート

を作成することができます。 

また、データを自分の湖に保存しておくことで、組織のデータ保持ポリシーで必要

とされる期間だけデータを保存することができます。 

特徴の詳細 

コードを書くことなく、すべてのテナントデータを独自のAzure Data Lake Storageインスタ

ンスにエクスポートすることができます。Power Platformの管理センターを介して毎日のデ

ータエクスポートを設定する前に、Azure Data Lake Storageを設定しておく必要があります。

設定が完了すると、データは共通データモデルスキーマで利用できるようになります。共通

データモデルベースのメタデータにより、Microsoft Power Apps、Power BI、Dynamics 365、

Azureなどのアプリケーションやビジネスプロセス間でデータとその意味を共有することが

可能になります。 

データには、テナント内に存在するすべてのアプリ、コネクタ、および関連するメタデー

タの完全なインベントリと、エクスポートを開始した日からのデータで構成される使用状

況のテレメトリが含まれます。 

最初にデータをエクスポートした後は、毎日インクリメンタルな更新が行われます。デ

ータがデータレイクに入ったら、例えばPower BIのデータフローを活用してAzure Data 

Lake Storageに接続し、レポートやダッシュボードの構築を開始することができます。 

ここでは、あなた自身の湖でライトアップされるいくつかのサンプルシナリオをご紹介しま

す。 

• さまざまなビジネスユニットのアプリやフローにまたがるテナントレベルのメトリクス。 

• アプリ名とフロー名が利用順にランク付けされているアプリとフローが最も多い環境 
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• カスタムおよび標準的なコネクタの作成と使用傾向、場所、ビジネスユニットのフィ

ルタを使用しています。 

• 事業部固有の傾向。(例えば、特定のアプリやフローを使用しているマーケティング

部門の全社員をリストアップしたレポートや、特定のユーザーが使用しているすべ

てのアプリやフローをリストアップしたレポートなど) 

• アプリとフローの詳細と一緒に最も多くのアプリとフローを持つ事業部 

• コネクタの使用状況の推移と事業部別の詳細を掲載しています。 

• ビジネスユニットに基づいたアプリやフローの使用状況を分析して、次のような質問に

答えます。東部ゾーンマーケティングでは、特定のアプリやフローを使用しているユー

ザーはどれくらいいるのか？ 

• ビジネスユニットごとに、セッションまたは実行でフィルタリングされたアプリやフロー

の数が多いユーザーのリスト。 

• いずれかの事業部で働かなくなったオーナーがいるアプリやフローの一覧です。 

Microsoft Power Platform のテナント分離をサポートし、テナントの許可リスト

を指定することができます。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年4月 - 

事業価値 

管理者は、Microsoft Power Platform接続のテナント分離をオンにすることで、テナント内

のAzure ADベースのコネクタのデータ流出または侵入リスクを管理することができます。

これにより、テナントから外部テナントへの接続を禁止し、他のテナントがテナントに

Microsoft Power Platform接続を確立するのをブロックすることができます。このようなク

ロステナント接続をMicrosoft Power Platformで有効にする必要がある正当なビジネスユー

スケースでは、管理者は、クロステナント接続を許可する方向（外部テナントからのイン

バウンド、自社テナントからのアウトバウンド、またはその両方）を指定して、テナント

の明示的な許可リストを指定することができます。 

特徴の詳細 

Power Platform 管理センターを介したセルフサーブ機能を使用して、テナント分離を有効

化/無効化します。テナント分離をオンにすると、Azure AD ベースのすべてのコネクタを

使用して、テナントとの間のクロステナント接続を作成することができなくなります。以

前は、テナント分離を有効にするには、サポートチケットを作成する必要がありました。

現在は、Power Platform の管理センターから直接テナントのテナント分離設定を管理でき

るようになっています。 

テナント分離から除外されるテナントの許可リストを選択します。これはテナント分離

の新しい機能で、他のすべてが禁止されている場合でも、明示的に特定されたテナント

への接続を継続して行うことができます。ワイルドカード 



Dynamics 365。2021年リリースウェー

ブ1プラン 

バージョン

21.1.0 

目次へ戻る ガバナンスと行政 335 

 

 

は、特定のテナントを特定するのではなく、すべてのテナントをインバウンドまたは

アウトバウンド方向で有効にする必要がある場合にもサポートされます。 

Power Platform管理センターでのユーザーセキュリティ設定の経験 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年4月 - 

事業価値 

管理者は、Power Platform管理センターの最新かつ直感的な体験を利用して、

Microsoft Dataverseデータベースを使用した環境でユーザーグループのロールを管理す

ることで、セキュリティ管理の規模を拡大することができます。 

特徴の詳細 

Microsoft Dataverseデータベースを利用している環境向けのモダンで直感的なUIを通じ

て、Power Platformの管理センターで次のような環境とユーザーのセキュリティ設定の

体験が灯ります。 

• 管理者は、Power Platform管理センターのモダンでシンプルな一貫性のあるエクスペリ

エンスを通じて、Dataverseグループチームをエンドツーエンドで作成、管理すること

ができます。 

• 今日のAzure Active Directoryグループを環境に関連付ける機能を拡張し、管理者は環境

に関連付けるグループにロールを割り当てることもできます。管理者は、ユーザーが最

初にプロビジョニングされるのを待ってから、一度に1人のユーザーにロールを割り当

てる必要がなくなりました。環境にユーザーを追加するために、管理者は一人ずつ追加

する必要がなくなりました。今では、Dataverse Group Team の作成エクスペリエンスを

通じて、グループ全体を一度に追加することができます。 

• 今日のセキュリティロール管理の経験を拡張し、管理者は個々のユーザー/オーナーチ

ーム/アクセスチームをロールに割り当てることができるだけでなく、Azure ADグル

ープ（Dataverse Group Teamsによってラップされている）をロールに割り当てるこ

ともできます。 

• ユーザーのロールを管理する場合、管理者はユーザーに直接割り当てたロールと、

Dataverse Group Team メンバーシップを通じて継承したロールを簡単に区別するこ

とができます。 

• 管理者は、Power Platform管理センターからエントリーポイントにアクセスして、環

境内でアプリケーションユーザーとその役割を作成して管理することができます。 
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Power Apps使用状況のテナントスコープ管理レポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年4月 - 

事業価値 

Microsoft Power Platformサービスの管理者は、月間アクティブユーザー数（MAU）、リタ

ーンユーザーとのエンゲージメントの種類、さらにテナントレベルで使用中のアプリと使

用していないアプリのリストなどのメトリクスで使用状況を把握し、適切な投資を行うこ

とができるようになります。例えば、使用状況やインベントリのメトリクスを素早く把握

できるようにすることで、使用頻度の高いアプリに多くのリソースを割くことができるよ

うになります。 

特徴の詳細 

Microsoft Power Platform サービス管理者、Dynamics 365 管理者、Microsoft 365 グロー

バル管理者は、環境レベルまでドリルダウンするオプションを備えた Power Apps のテ

ナントレベルレポートにオプトインできるようになります。 

使用状況レポートでは、MAU、セッション、新規ユーザーとリピーターユーザー、使用

中のアプリのリスト、アプリタイプ、コネクター層、国、デバイスプラットフォーム、

プレイヤーバージョンのフィルターを使用して、MAU、セッション、新規ユーザー、リ

ピーターユーザーについての洞察を提供します。 

Maker Activity/Inventoryレポートでは、総アプリ数、アクティブなアプリ、過去30日間に

作成されたアプリ、アプリのある環境、総メーカー数、アプリ作成傾向、メーカー傾向、

所有者、公開日、所属環境、最終起動日、アプリの種類（キャンバスまたはモデル駆動型）

などの詳細が表示されます。アプリの種類、コネクター層、国別のフィルターがあります。  

テナント衛生レポートでは、フロータイプ、コネクタ層、国別にフィルタリングする機能

を使用して、使用していないアプリのリストを決定することができます。 

フロー使用量のテナントレベル管理レポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年4月 - 

事業価値 

Microsoft Power Platformのサービス管理者は、使用中のフローの使用状況を把握して適切

な投資を行うことができるようになります。例えば、使用状況やインベントリのメトリク

スを迅速に把握できるようにすることで、より多くのリソースを重要なフローや使用頻度

の高いフローに振り向けることができるようになります。 
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特徴の詳細 

Microsoft Power Platformサービスの管理者、Dynamics 365の管理者、Microsoft 365のグ

ローバル管理者は、クラウドフローとデスクトップフローのデフォルトのテナントレベル

のレポートを選択できるようになります。また、環境レベルのデータを表示するオプショ

ンも用意されています。 

クラウド・フローの使用状況レポートでは、総実行数と傾向、成功した実行と失敗した実

行と傾向、メーカー数、タイプ、所有者、成功した実行と失敗した実行、総アクション、

最終実行日、フロー環境などの情報を得ることができます。これを、フローの種類、フロ

ーの状態、コネクタの階層などの属性でフィルタリングすることができます。 

メーカーアクティビティ/インベントリーレポートでは、総フロー、過去30日間に作成され

たフローの数、過去30日間のアクションの数、フローのある環境の総数、総メーカー数、

フロー作成の傾向、フロー名、タイプ、所有者、公開日のあるフローのリストなどの詳細

が表示されます。これを特定のフロータイプ、フローの状態、コネクタティアでフィルタ

リングすることができます。 

Tenant Hygieneレポートでは、使用されていないクラウドフローのリストを、フローの種

類、コネクタ層、国/地域でフィルタリングする機能を使って判断できます。 

Microsoft 365メールコネクタ用のSMTPヘッダを使用した電子メールの

脱出ブロッキング 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2020年8月1日 2021年4月 

事業価値 

管理者は、Microsoft Power Platform内でMicrosoft 365のメールコネクタを安全に使用で

きるようにし、Exchangeのメールルールを設定することで、これらが外部ドメインへの

メールの流出に利用できないようにすることができます。 

特徴の詳細 

管理者は、Microsoft 365 Outlook コネクタを使用して Power Automate および/または 

Power Apps によって送信されたメールを監視またはブロックするための Exchange メール

フロールールを設定することができます。Microsoft Power Platform から送信される SMTP 

ヘッダーには、Microsoft Power Automate または Microsoft Power Apps がヘッダータイ

プ：" x-ms-mail-application"で含まれます。 

さらに、操作IDを特定するために、ヘッダタイプが" x-ms-mail-operation-type"の予約

語 Forward または Reply または Send が挿入されている。 

さらに、管理者は、合法的なビジネスユースケースを促進する場合に、特定のアプリやフ

ローまたは環境を脱出阻止ルールから除外するために、Microsoft Power Platformによって

公開されるSMTPヘッダーに追加されるアプリやフローのIDと環境IDの値を活用すること

ができます。 
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も参照してください。 

コネクタ(docs)のための電子メール漏洩対策 

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/block-forwarded-email-from-power-automate
https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/block-forwarded-email-from-power-automate
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データ統合 

データ統合2021リリースウェーブ1の概要 

データ統合チームのビジョンは、ビジネスユーザーのためにデータを民主化し、あらゆる

データソースからMicrosoft DataverseとAzure Data Lake Storageにデータをシームレスに

抽出、変換、ロードし、他のMicrosoft製品がこのデータを活用できるようにすることです。 

私たちはいくつかの重要な柱に投資しています。 

• Microsoft Power Platformのデータフロー。Power Queryは、業界をリードするスマート

データ準備ツールであり、データ変換にAI/MLを注入し、Microsoft Power Platformのす

べてにデータフローを拡張することで進化します。2021年のリリースウェーブ1では、

データフロー体験をTeamsのDataverseで可能にすることで、お客様がデータを簡単に入

力し、より優れたアプリケーションを構築できるようにします。 

• Microsoft Power PlatformにおけるGatewayとAzure仮想ネットワークの接続性により、

企業はGatewayを活用せずにクラウドとクラウドの統合をスケールアウトできるように

なり、真の意味で民主化されたデータプラットフォームを構築する際の複雑さと管理の

手間を取り除くことができるようになります。 

• 共通データモデル形式のデータレイクへのエクスポートによるDataverseデータ上での

分析を可能にすることによるデータ統合の強化、新たな洞察を可能にするOfficeデー

タ統合、新規および強化されたコネクタ、接続プラットフォームの改善、より多くの

エンティティへのデュアル書き込みの拡張、データエクスポートサービスの改善、企

業向けゲートウェイおよびロボティクス・プロセス・オートメーション（RPA）の強

化など。 

• エンドツーエンドの診断により、お客様はクエリやゲートウェイの問題をより良く診断

し、修正することができます。 

• 共通データモデルは、基礎となるデータの業界全体の構造とセマンティクスを確立

することで、顧客が様々なビジネスアプリケーションソリューション、分析、機械

学習（ML）アルゴリズムを通じてそのデータについて推論できるようにします。 

データ統合の新機能と予定 

このトピックでは、2021年4月から2021年9月までにリリース予定の機能を掲載しています。

このトピックには、まだリリースされていない機能が記載されているため、納期が変更さ

れたり、予定されていた機能がリリースされない場合があります。詳細については、

Microsoft のポリシーを参照してください。 

一般的な利用可能性の欄では、その機能は記載されている月内に配信されます。配信日は、

その月内の任意の日にすることができます。リリースされた機能には、リリース日を含む

完全な日付が表示されます。 

このチェックマーク （ ）は、どの機能がパブリックプレビューまたは早期アクセス用

にリリースされたか、パブリックプレビュー、早期アクセス、一般公開用にリリースさ

れたかを示しています。 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007332
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

クラスタにゲートウェイ・メン

バーを追加するための自動化 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 - 

Azure Mapsとの統合によるエンリ

ッチメント 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 

 

ゲートウェイとデータソースの詳細を

Excelにエクスポート 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 

 

出力データを複数のフォーマットや目

的地にエクスポート 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 - 

ゲートウェイ診断 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 

 

エラー管理の改善 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 - 

パーソナルカスタム関数ライブラリ 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 - 

テンプレートを使用したPower Query

クライアント間でのクエリの再利用

と共有 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 

 

ゲートウェイとデータソース管理

のセキュリティ向上 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 
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特徴 に有効 公開内覧会 一般的な利

用可能性 

Power Query Desktopでオーサリング

するためのビジュアルデータの準備

（ダイアグラムビュー）。 

管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

2021年9月 - 

データソース管理の強化 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年9月 

メールでのお知らせ 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年9月 

Power Query デスクトップの 

Power Query リボンのヘルプ タ

ブ 

ユーザー、自動的に - 2021年9月 

エラーメッセージの改善 管理者、メーカー、

マーケッター、アナ

リストが自動的に 

- 2021年9月 

Power Query Desktop のドキュメン

トへの製品内リンク 

ユーザー、自動的に - 2021年9月 

カラム値の有効化の説明 

• ユーザーは、自動的にこれらの機能には、ユーザーエクスペリエンスの変更が含ま

れ、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、マーケッター、またはアナリストが自動的に使用することを意図

しています。これらの機能は、管理者、メーカー、マーケッター、またはビジネスア

ナリストが使用することを目的としており、自動的に有効になります。 

• 管理者、メーカー、またはアナリストによるユーザー。これらの機能を利用するには、

管理者、メーカー、またはビジネスアナリストが有効にするか、設定する必要がありま

す。 

Dynamics 365 のビジネスアプリケーションを利用できる国や地域の一覧については、「イ

ンターナショナル アベイラビリティ ガイド」を参照してください。地域やデータセンター

（地域）の詳細については、Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の利用可能性のペ

ージを参照してください。 

https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/dynamics_365_international_availability_deck
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
https://aka.ms/BusinessAppsGeoAvailability
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クラスタにゲートウェイ・メンバーを追加するための自動化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

1人のゲートウェイメンバーでゲートウェイクラスタのインストールを自動化するためのゲ

ートウェイのコマンドプロンプトインストールをリリースしました。(既存のクラスタへの

ゲートウェイメンバーの追加はまだ手動です。) この新機能により、お客様は既存のゲート

ウェイクラスタへのゲートウェイメンバーの追加を自動化できるようになります。 

Azure Mapsとの統合によるエンリッチメント 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

Azure Maps API との緊密な統合により、Power Query Editor でジオベースのエンリッチメ

ント（ジオコーディングやリバースジオコーディングなど）を実行できるように、市民デ

ータアナリストの経験を簡素化します。 

ゲートウェイとデータソースの詳細をExcelにエクスポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

これらの機能を使用することで、お客様はさらなる分析や監査の目的で、ゲートウェイや

データソースのプロパティをExcelにエクスポートすることができるようになります。 

出力データを複数のフォーマットや目的地にエクスポート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 
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特徴の詳細 

本日、市民データアナリストが準備したデータをMicrosoft DataverseまたはAzure Data 

Lake Storageにプッシュする機能を提供します。この機能により、お客様は、クエリやデ

ータフローから準備された出力データを、Microsoft DataverseやAzure Data Lake Storage

を超えて、複数の形式（例えば、ExcelやCSV）や宛先にエクスポートして、ビジネス上

の意思決定を行うために簡単に消費できるようになります。 

ゲートウェイ診断 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

システム診断とクエリ診断の可視性を提供することで、管理センター上のゲートウェイ診

断の一元化に取り組んできました。2021年のリリースウェーブ1では、プロアクティブな

レコメンデーションとEメールアラートの提供とともに、このエクスペリエンスを強化す

る予定です。 

エラー管理の改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

私たちは、データフローのオーサリングと実行をより成功させたいと考えているので、エラ

ーを表示する際のエクスペリエンスを改善し、認識度を向上させています。これには、クエ

リへの簡単なナビゲート方法や、可能な場合は自動的に問題を修正する方法が含まれていま

す。 

パーソナルカスタム関数ライブラリ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

他のソースからコピー＆ペーストするのではなく、UI内で直接関連するカスタム機能に

常に簡単にアクセスできるようにすることで、メーカーはPower Queryのエクスペリエン

スをカスタマイズできるようになります。 
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テンプレートを使用したPower Queryクライアント間でのクエリの再利

用と共有 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

これまでは、Microsoft Excel と Microsoft Power Platform のデータフロー内のクエリから 

Power Query テンプレートを作成する機能をサポートしてきました。このパラダイムを

ベースに、ウェブとデスクトップのPower Queryクライアント間でテンプレートの完全な

モビリティをサポートすることで、どのクライアントで作成したクエリも簡単にエクス

ポート、共有、シームレスなインポートが可能になりました。 

ゲートウェイとデータソース管理のセキュリティ向上 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

私たちは、柔軟性と制御を提供するために、ゲートウェイとデータソースにセキュリティ

ロールを追加する予定です。例えば、これらの役割は、データソースを作成できるユーザ

ーと、ゲートウェイを管理（回復、更新など）できるユーザーを区別するのに役立ちます。 

Power Query Desktopでオーサリングするためのビジュアルデータ

の準備（ダイアグラムビュー）。 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

2021年9月 - 

特徴の詳細 

Power Query Desktop内でVisual data prep（ダイアグラムビュー）を有効にします。こ

れにより、クエリを簡単に作成し、データ準備プロセスを可視化するための完全にイン

タラクティブなインターフェイスが提供されます。私たちは、市民データアナリストが

クエリを開始するための経験を簡素化し、データ準備プロセスを高速化し、クエリがど

のように関連しているかについての「全体像ビュー」と、クエリ内の特定のデータ準備

ステップに関する「詳細ビュー」の両方を迅速に理解できるようにしたいと考えていま

す。 
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ダイアグラムビュー 

データソース管理の強化 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年9月 

特徴の詳細 

管理センターでのゲートウェイとデータソース管理の一元化に取り組んできました。

2021年のリリースウェーブ1では、Power BIのデータソース管理を強化し、この経験を

Power BIに埋め込むことで、この取り組みを継続していきます。さらに、以下をサポー

トしていきます。 

• データソースのユーザ名を可視化することで、顧客はパスワードの更新などのため

にオフラインでこの情報を維持する必要がなくなります。 

• 管理経験におけるゲートウェイ/データソースのユーザーおよびインストー

ラとしてのサービスプリンシパルの可視性。 

• データソース記述という新しいデータソースフィールドを追加しました。 

• ゲートウェイやデータソースの情報をExcelに書き出す能力 

• ゲートウェイ設置者のためのグループのサポート 

• インストールされた日付や最後に使用された日付のような新しいゲートウェイフィールド。 
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メールアラート 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年9月 

特徴の詳細 

これらの拡張機能は、ゲートウェイの新しいバージョンへの更新、パフォーマンスのボト

ルネックなど、さまざまな基準で通知するための電子メールアラートをゲートウェイ管理

者が設定できるようにするオプションを提供します。 

Power Query デスクトップの Power Query リボンのヘルプ タブ 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年9月 

特徴の詳細 

他の多くの Microsoft の経験と同様に、Power Query リボンにヘルプ タブを追加し、3 

つの主要なセクションで構成されています。 

• 製品のヘルプにアクセスしたり、フィードバックを送信したりするのに役立ちます。 

• ブログやフォーラムにアクセスしたり、アイデアを投稿したりするためのコミュニティ。 

• テンプレートやその他のリファレンスにアクセスするためのリソース 

エラーメッセージの改善 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

管理者、メーカー、マーケッター、アナリストが自動的

に 

- 2021年9月 

特徴の詳細 

私たちは、ゲートウェイのエラーメッセージをより実用的なものにするために改善を続

け、自己診断を行い、ほとんどの問題を根本から解決できるようにします。 
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Power Query Desktop のドキュメントへの製品内リンク 
 

に有効 公開内覧会 一般的な利用可能性 

ユーザー、自動的に - 2021年9月 

特徴の詳細 

製品体験のさまざまな分野でユーザーを支援するために、Power Query のユーザー インタ

ーフェイスの主要な部分に Learn more リンクを追加し、ユーザーが簡単にアクセスでき

るヘルプを利用できるように関連する公開ドキュメントへのリンクを提供しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィードバックは？ 

Dynamics 365 または Power Platform のコミュニティフォーラムでフィードバックを共有してく

ださい。フィードバックは改善のために活用させていただきます。これらのリリースノートの

更新情報については、Twitter @MSFTDynamics365 でフォローしてください。 
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