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AvePoint Timeline Pro について 

AvePoint Timeline Pro for Microsoft Dynamics CRM は、オフィスの外でも顧客とのやり取りを効率

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。AvePoint Timeline 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に、すべての営業活動を表示します。これにより、営業活動に関連するコメント

を迅速かつ簡単に追加するだけでなく、取引先企業、取引先担当者、取引先連絡先、キャンペーン、サポー

ト案件、営業案件などに関連する情報を表示することができます。 

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

soft 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 Timeline Pro で使用可能な言語は、英語と日本語です。 
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必要な権限 

Timeline 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。  

 Timeline 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、Micros

oft 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。 

 Timeline for Microsoft Dynamics CRM を使用するユーザーは Microsoft Dynamics CR

M の AvePoint Timeline 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。 

 Timeline 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 Timeline 構成に対する 読み取り および 書き込み 権限 

o AvePoint Timeline 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 

o AvePoint Timeline スター付きレコードに対する 作成、読み取り、書き込み、削除、追加 

権限 
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インストールと構成の概要 

AvePoint Timeline Pro を Microsoft Dynamics CRM に正しくインストールする方法については、以下

の手順を参照してください。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。 

 Timeline 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.

 プロファイルの編集 4.

 プロファイルの順位付け設定の構成 5.

 セキュリティ ロールの構成 6.

 Timeline を希望のデバイス (iPhone、iPad、Android ™ phone、Windows 7 オペレーティン7.

グ システム、Windows 8 オペレーティング システム) にインストールします。  

 Windows 7 システムへのインストールについては、Timeline を使用する Windows 7 オ

ペレーティング システムへのインストール を参照してください。 

 お使いのシステムおよびデバイス アプリ ストアを使用して、Timeline を iPhone、iPad、An

ｆｖdroid phone、および Windows 8 オペレーティング システムにインストールすることが

できます。 

上記の手順が完了した後、Timeline は Dynamics で構成した AvePoint Timeline プロファイルを使用

してエンティティおよび活動を読み込みます。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。 

以下の手順は必須ではありません。 

 必要に応じて、スター および Timeline で開く 設定を構成することができます。詳細については  1.

[スター] と [Timeline で開く] 設定の構成 を参照してください。 

 スター付きレコードのクリーンアップ ジョブの定期的なアイテムを変更することができます。詳細については 2.

スター付きレコードのクリーンアップ  を参照してください。 
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Timeline Pro ソリューションのインポート  

Timeline Pro ソリューションの機能を使用するには、Timeline 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。Timeline Pro ソリューションを Microsoft Dynamics CRM 2013/2011 にインポ

ートする方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Microsoft Dynamics CRM 2013/2011 にログオンします。 

*注意: Microsoft Dynamics CRM 2013/2011 にログオンするユーザーは Microsoft Dyna

mics CRM の システム管理者 セキュリティ ロールを持つ必要があります。 

本ガイド内のスクリーンショットはすべて、Microsoft Internet Explorer を使用して Microsoft D

ynamics CRM 2013 環境で取られたものです。  

2. 設定 > カスタマイズ > ソリューション の順に移動します。 

3. [インポート] をクリックすると、ソリューションがインポートされます。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) 
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4. 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。ソリューションを含

む AvePoint_Timeline_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) 

5. [次へ] をクリックします。ソリューション情報 ページが表示されます。 

6. 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。  
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図 3: ソリューション情報 ページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境)  

7. 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。  

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。 

 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。 

 発行者の詳細 – 電話番号、電子メールなどが表示されます。 

 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。 
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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) 
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8. Dynamics CRM 2013 の場合: [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。] チェックボックスを選択します。  

Dynamics CRM 2011 の場合: [ソリューションに含まれているすべてのプロセスをアクティブ化し、

すべての SDK メッセージ処理手順を有効にします。] チェックボックスを選択します。 

 

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。 

9. Dynamics CRM 2013 の場合: [インポート] をクリックし、操作が完了するのを待ってください。 

Dynamics CRM 2011 の場合: [次へ] をクリックし、操作が完了するのを待ってください。 
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図 6: インポートするソリューション ページ (Dynamics CRM 2013 環境) 

10. ソリューションが正常にインポートされた後、[閉じる] をクリックして インポートするソリューション ページ

を閉じます。 

11. AvePointTimelinePro 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。  

 

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

AvePointTimelinePro ソリューションのインポート後、30 日間有効のデモ ライセンスが自動的に適用されま

す。購入した Pro ライセンスの使用については、以下の説明を参照してください。 

1. ソリューションのインポート後、Microsoft Dynamics CRM 2013/2011 を更新します。 

2. 設定 > カスタマイズ > AvePoint Timeline プロファイル の順に移動します。AvePoint Ti

meline プロファイル インターフェイスが表示されます。 

 

図 8: [その他のコマンド] ボタン (Dynamics CRM 2013 環境) 
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3. Dynamics CRM 2013 の場合: リボン上の [その他のコマンド] ボタン ( ) をクリックして、ドロッ

プダウン リストから [ライセンス マネージャー] を選択します。Timeline Pro の登録 ポップアップ ウ

ィンドウが表示されます。 

Dynamics CRM 2011 の場合: リボン上で [ライセンス マネージャー] を選択します。Timeline 

Pro の登録 ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

 

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

4. 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 Timeline Pro の登録 インターフェイス

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

ウが表示されます。 

 

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

6. [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。 

7. 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。 

 

図 11: ライセンスの適用 (Dynamics CRM 2013 環境)  
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 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 Pro – 製品の登録に必要な正式ライセンスです。このライセンスの有効期間は、購

入ライセンスの種類に基づきます。 

 ライセンス数 - このソリューションが存在している Dynamics CRM サーバーに接続できるユ

ーザーの最大人数です。 

 組織 GUID – Microsoft Dynamics CRM がインストールされている組織の GUID です。

Pro ライセンス購入の際に必要となります。  

 有効期間 - Timeline Pro ソリューションを使用可能である有効期間です。 
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プロファイルの作成 

AvePoint Timeline 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。 

1. AvePoint Timeline プロファイル インターフェイスで、リボン上の [新規] をクリックします。 

2. 新規 AvePoint Timeline プロファイル インターフェイスで、次の設定を構成します。 

a. 名前 – 作成するプロファイルの名前を入力します。 

b. 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。  

Dynamics CRM 2013 の場合: 検索ボタン ( ) をクリックして、ドロップダウン リストから 

[他のレコードの検索] リンクを選択します。レコードの検索 ポップアップ ウィンドウに検索条

件を入力すると、プロファイルを所有する他のユーザーまたはチームを検索します。  

Dynamics CRM 2011 の場合: 検索 ( ) ボタンをクリックします。レコードの検索 ポップ

アップ ウィンドウが表示されます。 

c. 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。 

d. 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。 

3. [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。  

プロファイルに関する注意点 

Timeline での AvePoint Timeline 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 もしくは すべての人に公開 プロファイルのみが存在する場合、

Timeline は優先度が最も高いプロファイルを使用します。  

 所有者に公開 と すべての人に公開 プロファイル両方が Dynamics に存在する場合、所

有者に公開 状態のプロファイルは すべての人に公開 状態のプロファイルより優先度が高くな



 17 

 
Timeline Pro for Microsoft Dynamics CRM インストール・構成ガイド 

ります。同じ状態のプロファイルの間では、最高優先度のプロファイルが Timeline に使用され

ます。 

 所有者に公開 と すべての人に公開 プロファイルのいずれも Dynamics に存在しない場合、

指定のエンティティおよび活動を読み込む際に既定の設定が使用されます。 

プロファイルの優先度は プロファイルの順位付け設定 で構成されます。プロファイルの順位付け設定の詳細に

ついては、本ガイドの プロファイルの順位付け設定の構成 セクションを参照してください。  

プロファイルの編集 

Dynamics CRM 2013 の場合: [その他のコマンド] ( ) ボタンをクリックし、ドロップダウン リストから [構

成] を選択すると、作成したプロファイルを編集することができます。 プロファイルの編集 ポップアップ ウィンドウ

が表示されます。  

Dynamics CRM 2011 の場合: リボン上の [構成] をクリックすると、プロファイルの編集 ポップアップ ウィン

ドウが表示されます。 

プロファイルの編集 ポップアップ ウィンドウで、以下の設定を構成します。 

 エンティティ ページ – Timeline で使用するロールおよび各ロールのエンティティを指定します。 1.

a. ロール カテゴリー – Timeline で使用するロールおよび各ロールの該当エンティティを指定し

ます。既定のロールは、Management、Sales、Marketing、Service です。Timeli

ne では、ロールの情報を表示・管理することができます。 

o ロールの管理 –  をクリックすると、新しいロールを追加します。各ロールの隣の  

をクリックすると、該当のロールを編集します。各ロールの隣の  をクリックすると、該

当のロールを削除します。削除されたロールは エンティティ エクスプローラー にリスト

アされます。  

o エンティティの管理 – エンティティを追加する場合は、 エンティティ エクスプローラー 

からエンティティをドラッグして、… のエンティティ エリアの希望の場所に置きます。ロー

ルからエンティティを削除する場合は、エンティティを選択して、ファイルの編集 インタ

ーフェイスの右上の [削除] をクリックします。  
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スケッチ マップ をクリックすると、Timeline における指定のビューの該当するロールが表示さ

れます。Windows 8、iPad、iPhone、Android をクリックすると、Timeline のプラット

フォームを変更することができます。 

*注意: 指定したロールには、1 件以上のエンティティを指定する必要があります。エンティティ

を指定しない場合、[次へ] をクリックしても次のページに進むことはできません。 

b. エンティティ ビュー – ロール カテゴリー で選択されたステップが、エンティティ フィールドに表

示されています。各エンティティのビューを指定します。ビュー エクスプローラー からビューをドラ

ッグして、…ビュー エリアの希望の場所に置くと、ビューが追加されます。ビュー エクスプローラ

ー 内の各ビューをクリックすると、ビューの エンティティ タイトル プレビュー がビューの下に表

示されます。 

スケッチ マップ をクリックすると、指定したビューの Timeline での該当場所が表示されます。

Windows 8、iPad、iPhone、Android をクリックすると、Timeline のプラットフォーム

を変更することができます。 

 Timeline ページ – Timeline で使用するフィルターのタイプ、活動の優先度、活動の詳細、マイル2.

ストーン、取引先担当者の詳細を指定します。 

a. フィルター タイプ – 活動のフィルター情報を指定します。Timeline で選択するフィルターを

変えると、異なる活動が表示されます。フィルター ポリシーには、一般タイプ と その他 が存在

します。活動 & メモ エクスプローラー からフィルターをドラッグし、希望の場所に置くと、フィル

ターが追加されます。[削除] をクリックすると、選択したフィルターを削除します。削除されたフ

ィルターは、エクスプローラーにリストアされます。 

スケッチ マップ をクリックすると、Timeline における指定のビューの該当するロールが表示さ

れます。Windows 8、iPad、iPhone、Android をクリックすると、Timeline のプラット

フォームを変更することができます。 

b. 活動の優先度 – 活動またはメモの優先度を指定します。活動またはメモは、Timeline で

はそれぞれの優先度に基づいて表示されます。優先度は、 オープン、クローズ、取り消し、ス

ケジュール済み、既定 の 5 件が存在します。既定の優先度は 既定 です。フィールド エク

スプローラー からフィールドを優先度にドラッグすると、フィールドが追加されます。[削除] をク

リックすると、選択したフィールドを削除します。 
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スケッチ マップ をクリックすると、指定したフィールドの Timeline での該当場所が表示されま

す。Windows 8、iPad、iPhone、Android をクリックすると、Timeline のプラットフォ

ームを変更することができます。 

*注意: 各優先度に追加することのできるフィールドは 1 件のみです。 

c. 活動の詳細 – 各活動の詳細情報を指定します。Timeline で活動は指定したフィールドで

構成されます。概要 は、Timeline に表示される活動の既定ビューです。概要に追加できる

フィールドは 2 件存在します。詳細ヘッダー および 詳細本文 は Timeline の活動の詳細

情報に表示されます。フィールド エクスプローラー からフィールドをドラッグし、希望の場所に

置くと、フィールドが追加されます。[削除] をクリックすると、選択したフィールドを削除します。 

スケッチ マップ をクリックすると、指定したフィールドの Timeline での該当場所が表示されま

す。Windows 8、iPad、iPhone、Android をクリックすると、Timeline のプラットフォ

ームを変更することができます。 

d. マイルストーン – エンティティのマイルストーン情報を指定します。Timeline でエンティティ入

力後、マイルストーンがタイムラインに表示されます。 

スケッチ マップ をクリックすると、指定したマイルストーンでの Timeline での該当場所が表示

されます。Windows 8、iPad、iPhone、Android をクリックすると、Timeline のプラッ

トフォームを変更することができます。 

e. 取引先担当者の詳細 – 各取引先担当者の活動の詳細情報を指定します。活動の情報

が Timeline の 取引先担当者 インターフェイスに表示されます。フィールド エクスプローラ

ー からフィールドをドラッグし、希望の場所に置くと、フィールドを追加します。[削除] をクリック

すると、選択したフィールドを削除します。削除されたフィールドは、エクスプローラーにリストアさ

れます。 

スケッチ マップ をクリックすると、指定した取引先担当者の詳細の Timeline での該当場所

が表示されます。Windows 8、iPad、iPhone、Android をクリックすると、Timeline 

のプラットフォームを変更することができます。 

プロファイルの編集の完了後、[保存] をクリックすると、このプロファイルの変更を保存します。 
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プロファイルの順位付け設定の構成 

Timeline プロファイルの作成・構成完了後、Timeline で適切なプロファイルが使用されるよう、順位付け設

定を構成することができます。以下の説明を参照してください。 

 Dynamics CRM 2013 の場合: AvePoint Timeline プロファイル インターフェイスの [その他1.

のコマンド] ( ) ボタンをクリックして、ドロップダウン リストから [プロファイルの順位付け設定] オプ

ションを選択します。プロファイルの順位付け設定 ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

Dynamics CRM 2011 の場合: リボン上の [プロファイルの順位付け設定] をクリックします。プロ

ファイルの順位付け設定 ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

 作成したすべての Timeline プロファイルがこのウィンドウに一覧表示されます。構成済みのプロファイ2.

ルはメイン画面に一覧表示されます。新規作成されたプロファイルは 新しいプロファイル エリアに表示

されます。 

*注意: 優先度値が付くのは、構成済みのプロファイルのみです。 

 各プロファイルの隣の下矢印 ( ) ボタンをクリックして、ドロップダウン リストからプロファイルの優先度を3.

選択します。 

 [保存] をクリックして、新しいプロファイルの順位付け設定を保存します。 4.
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セキュリティ ロールの構成 

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

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

ファイルを使用することができるのは、このセキュリティ ロールまたはそれ以上の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。十分な権限を持っていないユーザーは Timeline の既定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 ロールを持つユーザーは、他のユーザーにセキュリティ ロールを割り当てるこ

とができます。 

 設定 > システム > 管理 > ユーザー または チーム の順に移動します。 1.

 ユーザー または チーム を選択して、リボン上の [編集] をクリックします。 2.

 Dynamics CRM 2013 の場合: 選択したユーザーまたはチームの詳細情報ページにある [その他3.

のコマンド] ( ) ボタンをクリックして、ドロップダウン リストから [ロールの管理] オプションを選択しま

す。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。 

Dynamics CRM 2011 の場合: 選択したユーザーまたはチームの詳細情報ページで、共通 セクシ

ョンの セキュリティ ロール に移動します。リボン上で [ロールの管理] をクリックします。チーム ロール

の管理 または 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。 

 既定では、AvePoint Timeline Pro User Account ロールが表示されます。セキュリティ ロー4.

ルの権限は以下のとおりです。 

 

図 12: ユーザー定義エンティティ タブ内の権限 (Dynamics CRM 2013 環境) 



22  

 
Timeline Pro for Microsoft Dynamics CRM インストール・構成ガイド 

 

図 13: カスタマイズ タブ内の権限 (Dynamics CRM 2013 環境) 

 AvePoint Timeline Pro User Account およびロールのチェックボックスを選択します。 5.

 [OK] をクリックすると、ロールの選択を保存します。  6.
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Timeline を使用する Windows 7 オペレーティング シ

ステムへのインストール 

Windows 7 オペレーティング システムへのTimeline をインストールする方法については、以下の説明を参照

してください。なお、このオペレーティング システムはすべて英語で構成されていることにご注意ください。 

*注意: Timeline をインストールするサーバーには、4.0 またはそれ以上の .Net Framework がインスト

ールされている必要があります。  

 AvePoint_Timeline_for_CRM_Serial_Number.msi ファイルをダウンロードします。この1.

パッケージへのリンクは、AvePoint 営業担当から入手してください。 

 .msi ファイルを、Windows 7 オペレーティング システムがインストールされているサーバーに コピー し2.

ます。  

 サーバーで AvePoint_Timeline_for_CRM_Serial_Number.msi ファイルをダブルクリックします。  3.

*注意:Windows 7 オペレーティング システム インストール用のグループ ポリシーは、.msi ファイルで

管理することができます。 

 AvePoint Timeline for Dynamics CRM セットアップの Welcome インターフェイスが表示され4.

ます。 

 

 図 14: Welcome インターフェイス 

 [Start] をクリックすると、Timeline のインストールが開始されます。  5.

 License Agreement インターフェイスで、[Accept] をクリックして契約に同意します。 6.
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 図 15: License Agreement インターフェイス 

 Install Location インターフェイスで、フォルダー アイコンをクリックして Timeline をインストールす7.

る場所を指定します。[Install] をクリックして、Timeline のインストールを開始します。 

 

 図 16: Install Location インターフェイス 

 インストールの完了後、[Launch] をクリックして、このインターフェイスを閉じて Timeline のログイン 8.

ページに移動します。Timeline を起動しない場合は [Close] をクリックしてこのインターフェイスをた

だちに閉じます。 
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 図 17: Finish インターフェイス 
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[スター] と [Timeline で開く] 設定の構成 

Timeline Pro ソリューションを Microsoft for Dynamics CRM にインポートした後、スター と Timeline 

で開く 設定が自動的に構成されます。必要に応じて、これらの設定を手動で構成することもできます。以下の

説明を参照して実行してください。 

 Dynamics CRM 2013 の場合: AvePoint Timeline プロファイル インターフェイスで [その他1.

のコマンド] ( ) ボタンをクリックします。ドロップダウン リストから [他の設定] オプションを選択します。 

Dynamics CRM 2011 の場合: リボン上の [他の設定] をクリックします。 

 他の設定 ポップアップ ウィンドウで、以下の設定を構成します。 2.

 Timeline で開く – Timeline で開く Dynamics CRM エンティティを指定します。エン

ティティ エクスプローラー からエンティティをドラッグし、エンティティ エリアの希望の場所に置く

と、エンティティを追加します。このインターフェイスでは、活動 オプションもエンティティとして見な

されます。[削除] をクリックすると、選択したエンティティを削除し、エクスプローラーにリストアし

ます。 

 スター – スター機能を使用可能にするエンティティを指定します。エンティティ エクスプローラ

ー からエンティティをドラッグし、エンティティ エリアの希望の場所に置くと、エンティティを追加し

ます。このインターフェイスでは、活動 オプションもエンティティとして見なされます。[削除] をクリ

ックすると、選択したエンティティを削除し、エクスプローラーにリストアします。 

 設定の構成の完了後、[保存] をクリックして変更を保存します。 3.

レコードのスター付け 

スター機能を使用すると、Dynamics および Timeline でエンティティ、活動のレコードにタグを付けることがで

きます。すべてのスター付きレコードは Dynamics と Timeline 間で同期されます。Timeline の スター付き 

フィルターを使用すると、スター付きレコードをフィルターすることができます。  

Dynamics CRM 2013/2011 では、エンティティ レコードおよび活動レコードに対して スター 機能を使用

することができます。  

*注意: Dynamics CRM 2011 の場合、リボン上で スター・スターの取り消し ボタンをクリックします。  
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 複数のエンティティ レコードにスターを付ける方法は以下のとおりです。スター機能が有効なエ

ンティティにアクセスし、1 件または複数のレコードを選択します。リボン上の [その他のコマン

ド] ( ) ボタンをクリックします。ドロップダウン リストから スター オプションを選択し、スター ド

ロップダウン リストから スター オプションを選択します。Dynamics と Timeline 両方で選

択したレコードにスターが付けられます。スター ドロップダウン リストから スターの取り消し オプ

ションを選択すると、選択したレコードのスター マークが取り消されます。 

 1 件のエンティティ レコードにスターを付ける方法は以下のとおりです。スター機能が有効なエ

ンティティのレコードにアクセスして、リボン上の [その他のコマンド] ( ) ボタンをクリックします。

ドロップダウン リストから スター オプションを選択します。Dynamics と Timeline 両方でこ

のレコードにスターが付けられます。[スターの取り消し] オプションを選択すると、スター マーク

が取り消されます。 

 複数の活動レコードにスターを付ける方法は以下のとおりです。活動エンティティにアクセスして、

関連するエンティティのスター機能が有効な活動のレコードを 1 件または複数選択します。リ

ボン上の [その他のコマンド] ( ) ボタンをクリックします。 ドロップダウン リストから スター オ

プションを選択して、スター ドロップダウン リストから スター オプションを選択します。Dynami

cs と Timeline 両方で選択した活動レコードにスターがマークされます。スター ドロップダウン 

リストから [スターの取り消し] オプションを選択すると、スター マークが取り消されます。 

 1 件の活動レコードにスターを付ける方法は以下のとおりです。スター機能が活動レコードにア

クセスして、リボン上の [その他のコマンド] ( ) ボタンをクリックします。ドロップダウン リスト

から スター オプションを選択します。Dynamics と Timeline 両方でこのレコードにスターが

マークされます。[スターの取り消し] オプションを選択すると、スター マークが取り消されます。 

[Timeline で開く] 機能 

Timeline で開く 機能を使用すると、エンティティ レコードまたは活動レコードを開く際、選択した Timeline 

インターフェイスを起動することができます。Dynamics CRM 2013/2011 では、エンティティ レコードに Tim

eline で開く 機能を使用する方法が 2 種類存在します。 

*注意: Dynamics CRM 2011 を使用する場合、リボン上で Timeline で開く ボタンをクリックすることが

できます。 

 Timeline で開く 機能が有効なエンティティにアクセスします。レコードを選択し、リボン上の 

[その他のコマンド] ( ) ボタンをクリックして、ドロップダウン リストから [Timeline で開く] 
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オプションを選択します。選択したレコードの Timeline でのインターフェイスがポップアップ表示

されます。 

 Timeline で開く 機能が有効なエンティティのレコードにアクセスし、リボン上の [その他のコ

マンド] ( ) ボタンをクリックして、ドロップダウン リストから [Timeline で開く] オプションを

選択します。選択したレコードの Timeline でのインターフェイスがポップアップ表示されます。 

Dynamics CRM 2013/2011 では、活動レコードに Timeline で開く 機能を使用する方法が 2 種類

存在します。 

*注意: Dynamics CRM 2011 を使用する場合、リボン上で Timeline で開く ボタンをクリックすることが

できます。 

 活動エンティティにアクセスします。関連するエンティティの [Timeline で開く] 機能が有効な

活動レコードを選択し、リボン上の [その他のコマンド] ( ) ボタンをクリックして、ドロップダウ

ン リストから [Timeline で開く] を選択します。選択した活動レコードの Timeline でのイ

ンターフェイスがポップアップ表示されます。 

 関連するエンティティの Timeline で開く 機能が有効な活動のレコードにアクセスし、リボン

上の [その他のコマンド] ( ) ボタンをクリックして、ドロップダウン リストから [Timeline で

開く] オプションを選択します。選択した活動レコードの Timeline でのインターフェイスがポッ

プアップ表示されます。 
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スター付きレコードのクリーンアップ 

スター機能が構成されると、AvePoint Timeline スター付きレコードのクリーンアップ ジョブが Dynamics で

自動的に作成されます。エンティティ レコードまたは活動レコードにスターが付けられると、このアクションを記録す

るレコードが自動的に作成されます。該当のエンティティ レコードまたは活動レコードが Dynamics から削除さ

れても、このレコードは削除されません。AvePoint Timeline スター付きレコードのクリーンアップ ジョブは、この

ようなレコードを Dynamics から削除するために使用されます。  

このジョブは、既定の頻度に基づいて実行されます。ジョブの定期的なアイテムを変更し、ジョブを管理 (延期、

一時停止、再開、キャンセル) することができます。以下の説明を参照して実行してください。 

 設定 > システム > データ管理 > レコードの一括削除 の順に移動します。 1.

 レコードの一括削除 インターフェイスで、ドロップダウン リストから [定期的な一括削除システム ジョ2.

ブ] を選択します。 

 AvePoint Timeline スター付きレコードのクリーンアップ ジョブは、待機中 のステータスで表示さ3.

れています。 

 このジョブをクリックすると、詳細情報の表示と設定の編集を実行することができます。 4.
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図 18: AvePoint Timeline スター付きレコードのクリーンアップ ジョブ (Dynamics CRM 2013 環

境) 

 [操作] をクリックして、ドロップダウン リストから 定期的なアイテムの変更 を選択します。 5.

 定期的なアイテムの変更 ポップアップ ウィンドウで、必要に応じて設定を変更します。 6.

 しない – このクリーンアップ システム ジョブを使用しません。  

 今日: – 時間を指定し、一括削除システム ジョブが今日の指定した時間に実行します。 

 定期的なアイテムのスケジュール – ジョブの実行間隔および開始時間を指定します。この一

括削除システム ジョブが開始時間に開始し、指定の実行間隔後に再度実行されます。 
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図 19: 定期的なアイテムの変更 インターフェイス (Dynamics CRM 2013 環境) 

 操作 ドロップダウン リストから該当のオプションを選択すると、このジョブに対する 延期、一時停止、再7.

開、キャンセル を実行することができます。 
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AvePoint Timeline Pro の使用 

AvePoint Timeline Pro は 30 日間まで無料で使用することができます。無料試用期間の終了後、Pro 

ライセンスを購入する場合は、AvePoint 営業担当まで連絡してください。 

AvePoint Timeline Pro の使用についての詳細情報は、以下の AvePoint デモ ビデオ サイト http://w

ww.avepoint.co.jp/resources/etutorials/ を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/resources/etutorials/
http://www.avepoint.co.jp/resources/etutorials/
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