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AvePoint Pipeline Pro について 

AvePoint Pipeline Pro for Microsoft Dynamic CRM は、顧客とのやり取りを、オフィスの外でもよ

り効率よく実行したいと考えているユーザーのお手伝いをするツールです。Pipeline は、モバイル デバイスに

特化した統合型インターフェイス上で、オープンな営業案件をすべて表示することができます。これにより、営

業案件の確率とクローズ日をすばやくかつ簡単に調整するだけでなく、個人や地域、チーム、特定ユーザー

に関連する営業案件を、グラフ化してわかりやすく表示することができます。 

AvePoint Pipeline Pro は Microsoft Dynamics CRM 2013 (オンライン・オンプレミス) および Mi

crosoft Dynamics CRM 2011 (オンライン・オンプレミス) 環境で使用することができます。 

AvePoint Pipeline Pro で利用できる言語は以下のとおりです。 

 英語 

 日本語  
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必要な権限  

Pipeline Pro ソリューションを正しくインストールして使用するために、権限に関する要件を満たしていること

を確認してください。  

 Pipeline Pro ソリューションを Microsoft Dynamics CRM にインポートするユーザー

は、Microsoft Dynamics CRM の システム管理者 セキュリティ ロールを持っている必

要があります。 

 Pipeline for Microsoft Dynamics CRM を使用するユーザーは Microsoft Dyna

mics CRM の AvePoint Pipeline Pro User Account セキュリティ ロールを

持っている必要があります。  

 Pipeline プロファイルを管理するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

o エンティティやフィールド、関連付け、システム フォーム、ビュー、Web リソースに対

する 読み取り 権限 

o AvePoint Pipeline 構成に対する 読み取り および 書き込み 権限 

o AvePoint Pipeline プロファイルに対する 作成、読み取り、書き込み、削除、

割り当て、共有 権限 
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インストールと構成の概要 

AvePoint Pipeline Pro を Microsoft Dynamics CRM に正しくインストールするには、以下の手順

を実行してください。リンクをクリックすると、それぞれのセクションに移動します。 

Microsoft Dynamics CRM システム管理者として、以下の手順を実行してください。 

 Pipeline Pro ソリューションのインポート 1.

 ライセンスの登録  2.

 プロファイルの作成  3.

 Pipeline Pro プロファイルの構成  4.

 Pipeline Pro プロファイルの順位付け 5.

 セキュリティ ロールの付与  6.

Microsoft Dynamics CRM システム管理者アカウントまたは AvePoint Pipeline Pro user accou

nt を使用して、以下の手順を実行してください。 

 Pipeline を使用する Windows 8 オペレーティング システムへのインストール 7.

以上の作業が完了した後、Pipeline は Dynamics で構成した AvePoint Pipeline プロファ

イルを使用して構成情報を読み込みます。上記の手順が構成されていない場合、既定の設定が

使用されます。 

 AvePoint Pipeline Pro の使用 8.
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Pipeline Pro ソリューションのインポート  

 Pipeline Pro ソリューションの機能を使用するには、Pipeline Pro ソリューションを Dynamics にイン

ポートする必要があります。Pipeline Pro ソリューションを Microsoft Dynamics CRM 2013/2011 

にインポートするには、以下の手順に従ってください。 

 Microsoft Dynamics CRM 2013/2011 にログインします。 1.

*注意: Pipeline のインポートには、Microsoft Dynamics にログインするユーザーが Microso

ft Dynamics CRM の システム管理者 セキュリティ ロールを持っている必要があります。 

 [設定] > [カスタマイズ] > [ソリューション] の順に移動します。   2.

 リボン上で [インポート] をクリックして、ソリューションをインポートします。ソリューション パッケージ3.

の選択 ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

 

図1: [インポート] をクリックしてソリューションをインポート (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

 ソリューション パッケージの選択 ポップアップ ウィンドウで、[参照] をクリックします。Pipeline P4.

ro ソリューションを含む AvePoint_Pipeline_Pro_Managed_Serial_Number.zip 

ファイルを選択します。 

 

図2:ソリューション パッケージの選択 ポップアップ ウィンドウ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

 [次へ] をクリックすると、ソリューション情報 ページが表示されます。 5.
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 ソリューション情報 ページで、ソリューションの 名前、発行元、パッケージの種類 を確認します。  6.

 

図3: ソリューション情報 ページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

 さらに詳しい情報が必要である場合は、ソリューション パッケージの詳細を表示することができます。  7.

a. [ソリューション パッケージの詳細の表示] をクリックすると、詳細情報が表示されます。 

o ソリューションの詳細 – バージョン、パッケージの種類などが表示されます。 

o ソリューション コンポーネント – インポートするソリューション コンポーネントが表

示されます。  

b. [閉じる] をクリックすると、ソリューション情報 ページに戻ります。 

c. [次へ] をクリックして続行します。 

  



8  

 
AvePoint Pipeline Pro for Microsoft Dynamics CRM  

 

 

図4:ソリューションの詳細 および 発行者の詳細 ページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

 下図のように ソリューションに含まれているすべての SDK メッセージ処理手順を有効にします 8.

チェックボックスを選択して、インポート プロセスを完了します。  

 

図5:インポート オプション ページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

*注意: 上記のチェックボックスを選択しない場合、プラグインのインストールがアクティブ化されない

ため、プロセスを完了することができません。 

 2013 環境の場合は [インポート]、2011 環境の場合は [次へ] をクリックします。 9.
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図6:インポートするソリューション ページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

 ソリューションのインポート完了後、[閉じる] をクリックすると インポートするソリューション ページを10.

閉じます。 

 AvePointPipelinePro が すべてのソリューション リストに表示されていることを確認します。  11.

 

図7:AvePointPipelinePro ソリューション (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境)  
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ライセンスの登録 

AvePoint Pipeline Pro ソリューションのインポート後、30 日間の試用版をご利用いただくことができます。

試用期間の終了後、ライセンスを適用する必要があります。以下の説明を参照して実行してください。 

 ソリューションのインポート後、Microsoft Dynamics CRM を更新します。 1.

 リボン上で [設定] を選択し、ドロップダウン メニューから [AVEPOINT PIPELINE プロファイ2.

ル] を選択します。  

 

図8:[AVEPOINT PIPELINE プロファイル] をクリック (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

 リボン上で [その他のコマンド] ボタン ( ) を選択し、2013 環境の場合はドロップダウン メ3.

ニューから、2011 環境の場合は AvePoint Pipeline プロファイル タブから、[ライセンス マネー

ジャー] を選択します。Pipeline Pro の登録 ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

 

図9: Pipeline Pro の登録 ポップアップ ウィンドウ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

 ライセンス ファイルを メモ帳 で開き、ファイル内のコンテンツを Pipeline Pro の登録 インターフェ4.

イス上のテキスト ボックスにすべて貼り付けます。  
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 [適用] をクリックしてライセンスを適用します。Pipeline Pro のライセンス契約 ポップアップ ウィ5.

ンドウが表示されます。 

 

図10:Pipeline Pro のライセンス契約 ポップアップ ウィンドウ (Microsoft Dynamics CRM 2013 

環境) 

 [ライセンス条約の条項に同意します] チェックボックスを選択し、[保存] をクリックします。 6.

 ライセンスを適用すると、ライセンス情報が ライセンスの詳細 エリアに表示されます。 7.

 製品 - ライセンスを適用する製品の情報です。 

 ライセンス タイプ - ライセンス タイプの情報を表示します。  

o デモ – 有効期間は 30 日間です。 

o Enterprise – 製品に登録される正式なライセンスです。このライセンスの有効

期間は、ライセンスを購入する際に決定されます。 

 ユーザー ライセンス数 - Pipeline ソリューションを使用可能であるユーザーの合計数で

す。アクティブなユーザー数が許可されるユーザー数を超えた場合は、許可数を超過した

ユーザー数が赤字で表示されます。弊社営業担当までお問い合わせいただくと、適切なラ

イセンスをご購入いただくことができます。 
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 組織 GUID – Microsoft Dynamics CRM がインストールされている組織の GUID 

です。Enterprise ライセンス購入の際に必要となります。  

 有効期間 - Pipeline Pro ソリューションを使用可能である有効期間です。 

 

 図11:ライセンスの適用に成功すると表示される画面 (Microsoft Dynamics CRM 2013 環

境) 

 閉じる ( ) ボタンをクリックすると、Pipeline Pro の登録 ポップアップ ウィンドウを閉じます。  8.
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プロファイルの作成 

AvePoint Pipeline プロファイルを使用すると、お使いの AvePoint Pipeline アプリをカスタマイズするこ

とができます。プロファイルの構成時に、アプリで使用する機能を選択することができます。 

AvePoint Pipeline プロファイルを新規作成する方法については、以下の説明を参照してください。 

 AvePoint Pipeline プロファイル タブのリボン上で [新規] をクリックします。新規 AvePoin1.

t Pipeline プロファイル インターフェイスが表示されます。 

 このセクションでは以下の設定を構成します。 2.

 プロファイル名 – 作成するプロファイルの名前を入力します。 

 所有者 – このプロファイルの所有者を入力します。既定の所有者は Dynamics にログ

イン中のユーザーです。検索 ( ) ボタンをクリックすると、別のユーザーまたはチームをプロ

ファイルの所有者として選択することができます。  

 プロファイル状態 – このプロファイルの状態を選択します。  

o 所有者に公開 – 所有者のみがこのプロファイルを使用可能です。 

o すべての人に公開 – 別の Dynamics ユーザーもこのプロファイルを使用可能で

す。 

 説明 – このプロファイルの説明 (必須ではありません) を入力します。 

 [上書き保存] をクリックすると、新規に作成したプロファイルを保存します。  3.
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Pipeline Pro プロファイルの構成 

Pipeline Pro プロファイルでは、Pipeline アプリで管理するエンティティ、ビュー、フィルターおよびフィールド

を定義します。Pipeline ビュー および 詳細ビュー から表示したいフィールドを選択することもできます。   

Pipeline Pro プロファイルを構成する方法については、以下の説明を参照してください。 

 AvePoint Pipeline プロファイル タブで、新規に作成したプロファイルを選択します。 1.

 リボン上でその他のコマンド ( ) ボタンをクリックし、2013 環境の場合はドロップダウン メニューか2.

ら、2011 環境の場合はリボンから、[Pipeline の構成] を選択します。プロファイルの構成 イ

ンターフェイスが表示されます。 

 エンティティ ページ – エンティティ、ビュー、フィルターの条件を構成します。 3.

a. エンティティ - エンティティ エクスプローラーから 1件以上のエンティティを エンティティ 

フィールドへドラッグします。既定では 営業案件 が エンティティ フィールドに表示されてい

ます。エンティティ エクスプローラー からエンティティ フィールドへ別のエンティティを 1 件

以上ドラッグした後、営業案件エンティティを エンティティ エクスプローラー にドラッグする

こともできます。 

b. ビューの管理 – 各エンティティのビューを定義します。使用可能なビューはすべて ビュー 

エクスプローラーに表示されます。各エンティティのビューを定義するには、以下の手順に

従ってください。 

i. エンティティ フィールドからエンティティを選択します。 

ii. ビュー エクスプローラー フィールドからビューを 1 件以上ドラッグします。 

*注意:各エンティティには最低 1 件のビューが必要です。 

iii. 選択したエンティティで個人用ビューを使用する場合は、個人用ビュー フィールド

の [個人用ビューを有効にする] チェックボックスを選択します。 

iv. 上記の手順を参考にして、その他のエンティティを構成します。 

c. [スケッチ マップ] をクリックすると、Pipeline における指定のビューの該当する場所が表

示されます。  

d. [次へ] をクリックして次のページへ移動します。 

*注意:エンティティ インターフェイスで構成したすべてのエンティティのビューを定義する必

要があります。定義しない場合、[次へ] をクリックしても次のページに移動しません。  
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e. フィルター構成 – エンティティ インターフェイスで構成した各エンティティのフィルター条件を

定義します。Pipeline 内の使用可能なフィルター条件はすべてフィールド エクスプロー

ラーに表示されます。各エンティティのフィルター条件を構成するには、以下の手順に従っ

てください。 

i. エンティティ フィールドからエンティティを選択します。 

ii. フィールド エクスプローラーからフィルターを 1 件以上ドラッグします。 

*注意:各エンティティには最低 1 件のフィルターが必要です。 

iii. 上記の手順を参考にして、すべてのエンティティのフィルターを構成します。 

f. [スケッチ マップ] をクリックすると、Pipeline における指定のフィルター条件の該当する場

所が表示されます。  

g. [次へ] をクリックして次のページへ移動します。 

 Pipeline ページ – Pipeline ビューへマッピングし、詳細ページに表示する各エンティティのフィー4.

ルドを構成します。 

a. Pipeline ビュー - Pipeline ビューへマッピングする各エンティティのフィールドを選択しま

す。 

i. Pipeline ビュー 列にフィールド タイプが表示されます。 

ii. フィールド エクスプローラー 列内の フィールド タイプ ドロップダウン リストから、

該当するフィールド タイプを選択します。選択したタイプのフィールドは フィールド 

エクスプローラー 列に表示されます。  

*注意: フィールド エクスプローラー リストからドラッグするフィールドのタイプは、

移動先フィールドのタイプと同じである必要があります。例えば、トピック フィールド

のタイプが 文字列 である場合、フィールド エクスプローラー からドラッグすること

ができるのは 文字列タイプ のフィールドのみです。 

iii. 表示されているフィールドを 1 件以上、Pipeline ビュー 列内の該当するフィー

ルドへドラッグします。 

iv. 以上の手順に従って、このエンティティの他のフィールドを構成します。 

v. 調整設定 フィールドでは、選択したエンティティの調整方法を選択します。 
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 推定クローズ日によりエンティティを調整する - 選択したエンティティに

対して設定されている推定クローズ日によって、Pipeline でこのエンティ

ティを調整します。 

 確率によりエンティティを調整する - 選択したエンティティの確率によって、

Pipeline でこのエンティティを調整します。 

この 2 件のチェックボックスは、両方とも選択することも 1 件のみ選択することも

できます。 

vi.  エンティティ 列から別のエンティティを選択し、上記の手順に従って選択したエン

ティティのフィールドを構成します。 

b. [スケッチ マップ] をクリックすると、Pipeline における Pipeline のビューの該当する場所

が表示されます。  

c. [次へ] をクリックして次のページへ移動します。 

d. 詳細ビュー – Pipeline の詳細ページに表示される各エンティティのフィールドを選択しま

す。フィールド エクスプローラー からフィールドを 一般情報 列または 品目 列へドラッグ

すると、フィールドを追加することができます。各エンティティの詳細ビューを構成するには、

以下の手順に従ってください。 

i. インターフェイスの右上の フィールド エクスプローラー から、1 件以上のフィール

ドを 一般情報 列へドラックします。 

ii. インターフェイス右下の フィールド エクスプローラー で、エンティティ ドロップダウ

ン リストからエンティティを、ビュー ドロップダウン リストからビューを選択します。  

iii. フィールド エクスプローラー から 1 件以上のフィールドを 品目 列へドラッグしま

す。 

iv. エンティティ 列から別のエンティティを選択し、上記の手順に従って選択したエン

ティティのフィールドを構成します。 

e. [スケッチ マップ] をクリックすると、Pipeline における指定のビューの該当する場所が表

示されます。 

 [保存] をクリックすると、このプロファイルへの変更を保存します。 5.
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Pipeline Pro プロファイルの順位付け 

Pipeline Pro プロファイルの構成後、各プロファイルの順位を変更することで、Pipeline アプリに使用され

るプロファイルの優先度を指定することができます。順位を付けることができるのは構成済み Pipeline Pro 

プロファイルのみです。 

Pipeline Pro プロファイルに順位を付ける方法については、以下の説明を参照してください。 

 AvePoint Pipeline プロファイル タブに戻ります。   1.

 [順位の設定] をクリックすると、プロファイルの順位付け設定 インターフェイスが表示されます。 2.

 ここでは、以下の設定を構成・表示することができます。 3.

 優先度 - 各 Pipeline Pro プロファイルの優先度を選択します。 

 プロファイル名 - 各 Pipeline Pro プロファイルの名前を表示します。 

 プロファイルの状態 - 各 Pipeline Pro プロファイルの状態を表示します。 

 所有者 - 各 Pipeline Pro プロファイルの所有者を表示します。 

*注意: 構成されていないプロファイルは 構成されていないプロファイル フィールドに表示されます。

Pipeline Pro プロファイルの構成方法の詳細については、Pipeline Pro プロファイルの構成 を

参照してください。 

 優先度 列の下矢印 ( ) をクリックします。ドロップダウン リストが表示されます。 4.

 ドロップダウン リストから数字を選択し、Pipeline Pro プロファイルに順位を付けます。 5.

 [保存] をクリックして構成を保存します。 6.

プロファイルに関連する注意点 

Pipeline での AvePoint Pipeline Pro プロファイルの使用ルールについては、以下の説明を参照してく

ださい。 

 Dynamics に 所有者に公開 プロファイルのみが存在する場合: 

o Pipeline にログインしているユーザーが 1 件のプロファイルの所有者である場合、

Pipeline はこのユーザーが所有するプロファイルを使用します。 

o Pipeline にログインしているユーザーが 1 件以上のプロファイルの所有者である

場合、Pipeline は優先度が最も高いプロファイルを使用します。 
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o Pipeline にログインしているユーザーが 所有者に公開 プロファイルの所有者で

はない場合、Pipeline は Pipeline アプリ内の既定のテンプレートを使用します。 

 Dynamics に すべての人に公開 プロファイルのみが存在する場合、Pipeline は優先

度が最も高いプロファイルを使用します。 

 Dynamics に 所有者に公開 および すべての人に公開 プロファイルが両方とも存在す

る場合: 

o Pipeline にログインしているユーザーが 1 件以上のプロファイルの所有者である

場合、Pipeline は所有者に公開プロファイルのうち優先度が最も高いプロファイ

ルを使用します。 

o Pipeline にログインしているユーザーが 所有者に公開 プロファイルの所有者で

はない場合、Pipeline は すべての人に公開 プロファイルのうち優先度が最も高

いプロファイルを使用します。 

 Dynamics に 所有者に公開 も すべての人に公開 も存在しない場合、Pipeline は 

Pipeline アプリ内の既定のテンプレートを使用します。 
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セキュリティ ロールの付与 

AvePoint Pipeline Pro ソリューションを Dynamics にインポートすると、Dynamics に AvePoint 

Pipeline Pro User Account ロールが自動的に作成されます。Pipeline で AvePoint Pipeline 

Pro プロファイルを使用できるのは、このセキュリティ ロール、またはこれより高い権限のあるセキュリティ ロー

ルを持っているユーザーのみです。このセキュリティ ロールより低い権限を持っているユーザーは Pipeline 内

の既定のプロファイルを使用します。ユーザーにセキュリティ ロールを割り当てる方法については、以下の説

明を参照してください。 

*注意:システム管理者 セキュリティロールを持っているユーザーは、ユーザーに対してセキュリティ ロールを割

り当てることができます。 

 [設定] をクリックし、[管理] を選択します。 1.

 [ユーザー] または [チーム] をクリックします。 2.

 

 

図 12:[設定] > [管理] > [ユーザー] または [チーム] の順に移動 (Microsoft Dynamics CRM  

2013 環境) 

 ユーザーまたはチームを選択し、リボン上で [ロールの管理] をクリックします。 3.
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 チーム ロールの管理 もしくは ユーザー ロールの管理 ポップアップ ウィンドウが表示されます。 4.

 

 図 13: [ロールの管理] をクリック (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 

 AvePoint Pipeline Pro User Account チェックボックスまたは他のロールのチェックボックス5.

を選択します。 

 [OK] をクリックして変更を保存します。 6.

 [管理] をクリックします。 7.

 [セキュリティ ロール] をクリックします。セキュリティ ロール ページが表示されます。 8.

 AvePoint Pipeline Pro User Account ロールをクリックすると、このセキュリティ ロールの9.

詳細権限が表示されます。 

 

図 14:ユーザー定義エンティティ タブの配下の権限 (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 
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図 15:カスタマイズ タブの配下の権限 (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境) 
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AvePoint Pipeline Pro の使用 

AvePoint Pipeline Pro 無料版は、30 日間使用することができます。期間終了後、Enterprise ライ

センスを購入するには、弊社営業担当までお問い合わせください。 

AvePoint Pipeline の機能についての詳細な情報については、以下の AvePoint デモ ビデオ サイト (h

ttp://www.avepoint.com/crm-management/pipeline/、英語のみ) を参照してください。 

 

  

http://www.avepoint.com/crm-management/pipeline/
http://www.avepoint.com/crm-management/pipeline/
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