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Salesforce Spring '16 リリースノート
Spring '16 リリースを使用してすばやく行動を起こしましょう。携帯電話でさらに多くのことができます。
Salesforce1 の強化された対話型グラフを使用すれば、顧客が何を望んでいるかを予測できます。コミュニティ
ダッシュボードと安全でスケーラブルなプラットフォームにより、パートナーや開発者の生産性が向上しま
す。カスタマーサクセスプラットフォームの機能を活用すれば、これまでにない速さでビジネスを成長させる
ことができます。
このセクションの内容:
リリースノートの使用方法
リリースノートでは、Salesforce の新機能や既存の機能の機能強化について簡潔に説明しています。また、
設定情報、開始にあたって役に立つ実装のヒント、継続的な成功のためのベストプラクティスも記載され
ています。
機能が使用可能になる方法と状況
Spring '16 の一部の機能は、リリースの公開直後にすべてのユーザに影響を与えます。その変更に対して準
備ができるようにリリース前にユーザに通知してください。その他の機能については、ユーザが新機能を
利用する前にシステム管理者による対応が必要です。
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
新しい Salesforce ユーザエクスペリエンスが開発されました。Lightning Experience は、まったく新しい概念の
インターフェースです。さらに、UI プラットフォームで構築されているため、ニーズに伴いエクスペリエ
ンスの成長および進化が可能です。この直感的で効率的なインターフェースの利点について説明します。
その後で、いつ切り替えるかを自由にご判断ください (今まで本番組織で個人取引先を使用していた場合、
Lightning Experience は、Spring '16 リリース後 24 時間以内に使用可能になります。それ以外の場合はすぐに使
用可能になります)。
セールス: 商談、キャンペーン、その他
マーケティングチームと営業チームが会社の業務を促進できるようにサポートします。営業担当が注意を
要する活動に専念できるようにします。また、営業チームが Lightning Experience で営業の生産性を高められ
るように支援します。
分析
Salesforce レポートおよびダッシュボードと Wave Analytics のデータと分析でビジネス上の意思決定を促進し
ます。
サービス: エージェント向けのフィールドサービスの導入、システム管理者の定期設定タスクの廃止
作業注文がある現地にサポートチームのサービスを拡張します。自動作成される記事タイプと標準ページ
レイアウトを使用してナレッジをすばやく設定したり、Salesforce への問い合わせや設定の検索を行わずに
ソーシャルサービスを設定します。
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モバイル: 外出先で実行できる操作の増加
オフィスでの 作業は必ずしも必要でなくなりました。営業担当とサービスエージェントは、あらゆる場所
で必要な作業をさらに簡単に行えます。Lightning Experience の機能強化された対話型グラフや、購入された
商品および顧客向けに行った作業注文を追跡するオブジェクトの新しいサポートが追加され、Salesforce1モ
バイルアプリケーションはさらに効率性が高まっています。刷新された使いやすい Salesforce Authenticator モ
バイルアプリケーションの利点は、すべてのユーザが活用できます。新しい 2 要素認証アプリケーション
により、不便で時間のかかる操作をユーザに求めなくても、強力な保護が組織に提供されます。
コミュニティ: コミュニティの Chatter、テンプレートの改善、モデレーションの拡張など
Spring '16 には、テンプレートのカスタマイズを容易にする変更が数多く含まれています。カスタムオブジェ
クトページでより多くの Salesforce データを表示したり、グローバルアクションを使用してレコードを作成
したり、コミュニティのページをさらに簡単に管理したりできます。また、Chatter Lightning コンポーネント
を使用して Chatter の全機能をコミュニティに追加できるようになりました。これらの機能は、Salesforce Classic
でのみ使用できます。[設定] を除き、Lightning Experience ではコミュニティはサポートされていません。
Chatter: ブロードキャストグループ、バナー写真、その他の投稿の編集
ブロードキャストグループを作成し、ユーザおよびグループのバナー写真を楽しみ、ファイルやリンクを
含む投稿を編集します。さらに、グループ、ユーザプロファイル、フィード、個人のダイジェストメール
が改善されました。
ファイル: Lightning での Files の共有、Chatter なしの Files の使用、その他
Chatter が有効化されているかどうかに関係なく、Files が動作するようになりました。Lightning Experience で、
ユーザやグループとファイルを共有します。ファイルへのアクセスを新しい方法で管理します。Lightning
で投稿するファイルを選択するときに、[ファイル] ホームや Files Connect 外部ソース内でライブラリを移動
します。このセクションで、魅力的なすべての新機能および他の詳細について学習してください。
検索: 情報検索
ユーザが必要な情報をすばやく見つけるのに役立ちます。検索語のスペル修正機能など、Spring '16 に加え
られた検索の一部の変更は、容易に認識されます。Lightning Experience では、検索結果の並び替え、インス
タント結果の拡張形式、拡張された検索可能オブジェクト構成、検索内でのカスタムオブジェクトとカス
タムレコードの新規ボタンが導入されました。バックグラウンドでですが引き続き改善されている検索の
操作性として、シノニムグループの範囲の拡張があります。
Data.com: Lightning Experience の見込み客の探査、リードの重要な組織情報など
会社階層、プロスペクティングインサイト、取引先の取引先責任者を検出する機能など、Data.com プロス
ペクタのいくつかの主要機能を Lightning Experience で使用できるようになりました。また、今回のリリース
では、Data.com プレミアムクリーンアップを使用するお客様が、貴重な企業詳細を使用してリードを自動
的に強化できるようになりました。
カスタマイズ: 簡単な設定、オブジェクト管理とフロー、その他
Lightning Experience でもいくつかの主要な機能が強化されました。たとえば、ユーザのナビゲーションメ
ニューを更新できるようになったほか、移行に役立つ専用リソースが追加されました。選択リストも改良
を重ね、制限付き選択リストが刷新され、グローバル選択リストも改善されています。さらに、プロセス
ビルダーの達人であれば、新しいドラッグアンドドロップ操作でプロセスのコンテンツをいとも簡単に並
び替えることができます。
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リリースノートの使用方法

セキュリティと ID: 改善された認証、柔軟なトランザクションポリシー、暗号化カバー率の増加
2 要素認証が改善され、検証履歴が追加されました。独自の認証プロバイダプラグインを作成できます。ト
ランザクションポリシーで外部 Web サービスを使用できるようになったため、ポリシー固有の大量のコー
ドを作成する必要がなくなりました。また、コミュニティのデータを保護するためにプラットフォームの
暗号化を使用できるようになりました。
リリース
変更を組織に新しい方法でリリースできるようになりました。リリースの変更には、変更セットのテスト
オプションが含まれます。Sandbox の機能強化には、新しい Sandbox コピーエンジンや、Developer Sandbox ラ
イセンスの増加が含まれます。
開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成
Force.com は、組織で役立たせたり、別の組織に再販したりするための新しいアプケーションおよびインテ
グレーションの開発に役立ちます。
マーケティング
Marketing Cloud は、1 対 1 のカスタマージャーニーで優れた顧客体験を提供するプレミアプラットフォーム
です。あらゆるソースからの顧客利用データを 1 か所で表示し、ビジネス目標に基づいて一意のカスタマー
ジャーニーを計画および最適化できます。最適なタイミングですべてのチャネルとデバイスにパーソナラ
イズされたコンテンツを配信し、リアルタイムでアプローチを最適化してより優れた結果をもたらすこと
ができるように、ビジネスにおける各インタラクションの影響を評価します。
Salesforce 全体: Lightning Experience の変更など
Lightning Experience でより多くのレコードの所有者を変更できるようになったことにより、全体的な Salesforce
の操作性が改善されました。さらに、すべての新規組織で、重複レコード管理機能が有効になります。
重要な更新
このリリースに含まれている更新は、パフォーマンス、ロジック、Salesforce の使い勝手を向上するもので
すが、既存のカスタマイズが正しく機能しなくなる可能性もあります。
ヘルプ & トレーニング
優れたコンテンツが用意され、制限ドキュメントが改善されています。ウォークスルーおよび Trailhead モ
ジュールも追加されました。また、信頼とコンプライアンスに関するドキュメントの一部も更新されまし
た。
その他の Salesforce 製品

リリースノートの使用方法
リリースノートでは、Salesforceの新機能や既存の機能の機能強化について簡潔に説明しています。また、設定
情報、開始にあたって役に立つ実装のヒント、継続的な成功のためのベストプラクティスも記載されていま
す。
• PDF 版と HTML 版が用意されています。
• デフォルトで、HTML 版のリリースノートに表示される言語はブラウザの言語設定によって決まります。リ
リースノートを表示している言語は簡単に変更できます。ページの下部にあるフッターまでスクロールし
て [言語を変更] をクリックし、言語を選択します。
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HTML リリースノートの検索条件

• これらのリリースノートは、新機能や変更された機能に関するものであり、既知の問題に関するものでは
ありません。既知の問題についての詳細は、Salesforce の「既知の問題」のサイトを参照してください。
メモ: 本番組織で新しい Salesforce リリースが使用可能になるまで、Salesforce ヘルプ、実装ガイド、開発者
ガイド、その他のドキュメントへのリリースノート内のリンクは機能しないか、以前の Salesforce リリー
スのドキュメントにリダイレクトされます。一部のドキュメントには、Salesforceリリースの数週間前に参
照できるプレビューバージョンがあります。Salesforce Developers で開発者ガイドのプレビューバージョン
にアクセスするには、[ドキュメントバージョン] ドロップダウンリストから [プレビュー] を選択します。
このセクションの内容:
HTML リリースノートの検索条件
検索条件を使用すると、最も関心のあるニュースに焦点を絞ることができます。複数の画面間をスクロー
ルする代わりに、該当するリリースノートに直接アクセスします。これらの検索条件は、画面の右側にあ
るリリースノートのリストを絞り込むもので、左側の内容を絞り込むものではありません。セクション全
体に目を通すのではなく的を絞った検索をする場合は、これらの検索条件を使用して検索結果を絞り込み
ます。
Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic の機能の簡単な把握
Salesforce Lightning Experience およびその提供内容には高い関心が寄せられています。また、今後数回のリリー
スでは Salesforce Classic のみを使用したり、使用経験を積んでから Lightning と併用するなど、多くの組織で引
き続き Salesforce Classic を使用することも把握しています。
お客様のご要望
IdeaExchange でご要望があった機能を実現しました。
その他のリソース
これらのリリースノートの他にも、すばやく概要を把握するためのリソースが用意されています。
リリースノートの変更
ここには、リリースノートの更新内容が記載されています。
フィードバックについて
貴社が成功を収めるために、ドキュメントがいかに重要であるかを認識しています。そのため、成功要因
と失敗要因を把握したいと考えています。

HTML リリースノートの検索条件
検索条件を使用すると、最も関心のあるニュースに焦点を絞ることができます。複数の画面間をスクロールす
る代わりに、該当するリリースノートに直接アクセスします。これらの検索条件は、画面の右側にあるリリー
スノートのリストを絞り込むもので、左側の内容を絞り込むものではありません。セクション全体に目を通す
のではなく的を絞った検索をする場合は、これらの検索条件を使用して検索結果を絞り込みます。
エディション
使用可能な機能強化は、エディションごとに異なります。リリースノートのリストを絞り込んで、ご使用
のエディションでリリースされる機能強化のみを表示します。
機能の影響
すべてのリリースには、ユーザがその効果を得る前に有効にしたり設定したりする機能がいくつかありま
す。システム管理者は、それらの機能に焦点を当てたり非表示にしたりするためにリリースノートを絞り
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Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic
の機能の簡単な把握

込むことができるようになりました。また、ユーザに対して自動的に有効になる機能のみを表示すること
もできます。
製品エリア
組織で使用する製品のみを表示します。組織がセールスを行いサポートは行わない場合、セールス関連の
ニュースのみが表示されるようにリリースノートを設定します。
リリースノートのリストを絞り込むには、画面の右側にある [条件を表示] をクリックします。

検索条件を選択したら、リリースノートの絞り込まれたリストを他のユーザと共有できます。検索条件を選択
した後、URL をコピーして、その URL を任意の方法で配信します。

Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic の機能の簡単
な把握
Salesforce Lightning Experience およびその提供内容には高い関心が寄せられています。また、今後数回のリリース
では Salesforce Classic のみを使用したり、使用経験を積んでから Lightning と併用するなど、多くの組織で引き続
き Salesforce Classic を使用することも把握しています。
この移行期間を成功させる鍵は、1 つ、両方、またはすべての Salesforce 環境で使用できる機能を把握すること
です。そのため、リリースノートには情報が適用される最上位レベル (クラウド全体またはクラウド内の個々
の機能) での環境情報を追加しました。次の 3 つの例を見てみましょう。
• 現在、コミュニティおよびそのすべての機能はSalesforce Classicでのみ使用可能であるため、コミュニティの
「エディション」表にその点を示しています。「使用可能なエディション: Salesforce Classic」と記載されてい
ます。
• Service Cloud 機能であるケースフィードは、両方のデスクトップ環境 (Lightning と Classic) で使用可能であるた
め、「この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。」と記載されています。
• Sales Cloud の新機能である商談ワークスペースは Lightning Experience でのみ使用可能であるため、「この機能
は、Lightning Experience でのみ使用できます。」と記載されています。
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お客様のご要望

モバイルアプリケーションである Salesforce1 で主要機能が使用可能な場合は、機能の説明でその点を示してい
ます。Salesforce1 の新機能の完全なリストの「モバイル」セクションを確認することもできます。

お客様のご要望
IdeaExchange でご要望があった機能を実現しました。
IdeaExchange

実現したアイデア

Lightning Experience
個人取引先の Lightning との互換性

個人取引先: Lightning Experience でのサポート (ベータ)

ユーザが変更を保存せずにページから離れようとし
たときに警告が必要

Lightning Experience でのインライン編集

新規/編集ページでの数式項目の表示

Lightning Experience での数式項目のサポート

レポートとダッシュボード
個人レポートフォルダへのシステム管理者アクセス

allPrivate クエリ範囲を使用したすべてのユーザの非公
開フォルダに保存されているレコードのクエリ

無効なユーザに属するレポートおよびダッシュボー
ドの削除

全ユーザのレポートおよびダッシュボードの管理

サービス
ナレッジ記事での入力規則の有効化

記事タイプの入力規則によるデータ整合性の制御 (正
式リリース)

ナレッジ記事での完全なページレイアウト機能の使
用の許可

標準ページレイアウトに似た記事タイプページレイア
ウトの機能 (正式リリース)

納入商品階層 (複数レベル)

階層納入商品による複雑な商品のモデル化

モバイル
SalesForce1 での標準オブジェクト「納入商品」のサ
ポートの追加

Salesforce1: 納入商品を使用した購入済み商品の追跡 (部
分的に実現)

Chatter
投稿後に Chatter 投稿を編集する機能

ファイルまたはリンクを含む Chatter 投稿の編集

カスタマイズ
Chatter パブリッシャーアクションにフィードに投稿し クイックアクションの実行時にフィード項目が作成さ
ないオプションが必要
れるかどうかの選択
プロセスビルダーでの連続する条件の順序変更

ドラッグアンドドロップによるプロセス内の条件の容
易な並び替え
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その他のリソース

実現したアイデア

プロセスビルダー: 他のステップ間への新しいステッ ドラッグアンドドロップによるプロセス内の条件の容
プの追加と順序変更機能
易な並び替え
プロセスビルダー: コピー時のデフォルトプロセス名 プロセスの新しいバージョンを作成する場合の名前と
説明の再利用
プロセスビルダー: 新規バージョン作成時の名前の自 プロセスの新しいバージョンを作成する場合の名前と
動挿入
説明の再利用
プロセスビルダー - パネルおよび項目入力のフロート プロセス内の項目名を一目で確認
表示の許可
セキュリティ
パートナーおよびカスタマーポータルユーザへの「暗 コミュニティでのデータの暗号化
号化されたデータの参照」権限の付与
開発
Sandbox 環境をビジネス対応にするための、データ操 Sandbox の作成および更新後のスクリプトの実行
作またはビジネスロジックタスクの自動化
単体テストでの CreatedDate 項目の設定と変更の許可

Apex テストの CreatedDate 項目の設定および変更

その他のリソース
これらのリリースノートの他にも、すばやく概要を把握するためのリソースが用意されています。
• Release Readiness & Feature Adoption コミュニティ。Salesforce エキスパートのコミュニティに参加しましょう。
• リリースデモ。このリリースで導入される機能の概要を動画で簡単に確認できます。

リリースノートの変更
ここには、リリースノートの更新内容が記載されています。
最新の情報 (以下の日付以降の差分) は英語版ご覧ください。

2016 年 3 月 16 日
全ユーザのレポートおよびダッシュボードの管理
クエリのスペルミスが修正されました。
Salesforce1 for Android がオフライン時に使用可能なデータおよび UI 要素
パフォーマンス上の理由により、ダッシュボードに関するSalesforce1要素テーブルの行が削除されました。
当社ではこれらの問題の解決に取り組んでいます。
画像や動画を使用したコミュニティの強化
画像や動画は Spring '16 以降に追加されたリッチテキストコンポーネントのみでサポートされることが明確
化されました。
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2016 年 3 月 9 日
数式を使用した ID 項目の更新
数式を使用した ID 項目 (所有者 ID など) の更新に関する注記が追加されました。
Twitter ダイレクトメッセージ招待の簡単なディープリンク
ダイレクトメッセージ招待のディープリンクの送信に関する情報が追加されました。
ゲストユーザに対する堅牢な項目レベルセキュリティ
コミュニティでゲストプロファイルを有効にする場合は、項目レベルセキュリティを設定する必要のある
ことが明確化されました。
データインポートウィザードを使用した個人取引先のインポート
データインポートウィザードを使用して個人取引先を組織に追加する場合のエディションおよび説明が追
加されました。また、ユーザに対して有効化された場合の機能強化を示す機能の影響の表が修正されまし
た。これまでは機能の影響の表に、システム管理者および開発者に対して有効化された場合の機能強化が
示されていました。
データインポートウィザードを使用したキャンペーンメンバーの追加および更新
データインポートウィザードと従来のキャンペーン更新ウィザードの違いに関する情報が追加されました。
また、データインポートウィザードを使用してキャンペーンメンバーを追加および更新するさまざまな方
法の説明が示されています。
キャンペーンレコードおよびケースレコードからのメールの送信
ケースレコードではメールが部分的にしかサポートされないことが明確化されました。
新規および変更された Chatter REST API リソース
フィード要素のファイルまたはソーシャル投稿機能にアクセスするための新しいリソースが追加されまし
た。
Employee Communities で取引先、ケース、取引先責任者、ドキュメントに対して行える操作の増大
標準オブジェクトに対する拡張権限、および Company Community ユーザライセンスや Company Community for
Force.com 権限セットライセンスに対するユーザ権限が追加されました。これらの権限は、2016 年 3 月 23 日
から使用できます。

2016 年 3 月 2 日
Excel 用の Wave Connector によるデータセットの作成のための特別なシステム管理者設定の排除
Wave Connector の新バージョンのリリースが発表されました。このバージョンは Microsoft Office 用アプリスト
アから入手できます。
Salesforce for Outlook v3.0.1 による Microsoft® .NET Framework 4.5.2 のサポート
Salesforce for Outlook の最新バージョンのための Microsoft .NET の要件の詳細が追加されました。
動画
Salesforce Authenticator、移行アシスタント、および Salesforce for Outlook に関する動画が追加されました。
Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションの新機能
Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションバージョン 9.0 のリリースが発表されました。2016
年 3 月初旬に、9.0 アプリケーションが 2 ～ 3 週間かけて徐々にユーザにロールアウトされます。組織で使
用可能になると、Android ユーザが新しいバージョンを Google Play からダウンロードできます。
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Salesforce1 for iOS ダウンロード可能アプリケーションの次のバージョンは、Summer '16 の期間中にリリースさ
れる予定です。詳細は、「Salesforce1: Salesforce1 for iOS リリース計画の最新情報」を参照してください。
Salesforce1 for Android をオフラインで使用時のレコードの作成および編集 (パイロット)
Salesforce1 for Android バージョン 9.0 では、公開パイロットプログラムを通してオフラインサポートが強化さ
れ、モバイルユーザがオフラインで作業時に Salesforce レコードを作成および編集できます。このパイロッ
ト機能 (組織で有効にする方法など) について説明します。
Lightning Experience でのインライン編集
「SFX インライン編集」権限により、[作成]、[編集]、[コピー] ページに Visualforce オブジェクトおよび計算項
目がどのように表示されるのかを説明する注記が追加されました。これらのオブジェクトや項目が各ペー
ジで適切に機能するように設定していない場合は、「SFX インライン編集」権限を無効にできます。
ID 検証のセキュリティの改善
リリースノートのタイトルが変更されました。

2016 年 2 月 24 日
Exchange Sync による Microsoft® Exchange Server 2016 のサポート
Microsoft Exchange Server 2016 を実行している会社は、Exchange Sync を使用して営業担当が取引先責任者と行動
を同期させるようにを設定できます。
コミュニティ管理の Lightning ダッシュボード
AppExchange パッケージの名前が Salesforce Communities Management に更新されました。
Salesforce Lightning インスペクタを使用した Lightning コンポーネントのデバッグ
Google Chrome の開発者ツール (DevTools) のこの新たな拡張により、コンポーネントツリーを移動して、コン
ポーネントの属性を調べ、コンポーネントのパフォーマンスのプロファイルを作成できます。
メモのスペルチェック
メモの自動スペルチェックに関する情報が追加されました。
Chatter デスクトップ: Spring '17 で廃止
Chatter デスクトップの廃止およびサポートの終了が発表されました。
Chatter Messenger: Spring '17 で廃止
Chatter Messenger の廃止およびサポートの終了が発表されました。
Outlook for Mac 2016 の使用のサポート
Outlook for Mac 2016 と併用する Salesforce App for Outlook with Outlook の使用のサポートが発表されました。
ID 検証のセキュリティの改善
ユーザに ID の検証を指示する回数を少なくする方法に関する情報が追加されました。

2016 年 2 月 17 日
アプリケーション設定ダッシュボードによる設定ウィザードの選択の追跡
アプリケーションの作成時に設定ウィザードで使用した値を記録する新しいダッシュボードが Sales Wave に
追加されました。
コミュニティでのデータの暗号化
追加情報: 取引先名が暗号化されている場合は異なるコミュニティロール名が表示されます。
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Lightning Connect
追加情報: Lightning Connect の名前が Salesforce Connect に変更されました。Salesforce のユーザインターフェース
およびドキュメントは、Summer '16 からこの新しい機能名に更新されます。
活動アラームおよびメール: Salesforce Classic の [設定] ユーザインターフェースの改善
Spring '16 で、表示ラベルに行われた変更の説明が修正されました。[行動と ToDo] セクションは、[活動アラー
ム] ではなく、[アラーム設定] に変更されています。新しいセクションの名前は、[活動メール] ではなく、
[メール設定] です。
動画
セキュリティヘルスチェックに関する動画が追加されました。
全ユーザのレポートおよびダッシュボードの管理
「すべての非公開レポートおよびダッシュボードを管理」という必須のユーザ権限が追加されました。
ユーザ検索レイアウトのロール項目
削除されたロール項目に関する情報が追加されました。
HTTPS 接続のトランスポートレイヤセキュリティ (TLS) バージョンのアップグレード
古くなった暗号化プロトコル TLS 1.0 の無効化が発表されました。
さまざまな語形の検索語で返される検索の一致結果
リリースノートが追加されました。

2016 年 2 月 10 日
『セキュリティ実装ガイド』の更新
『セキュリティ実装ガイド』にトランザクションセキュリティ機能が追加されました。
ユーザのファイル検索方法に関する総計値の取得
ウォークスルーへのリンクが追加されました。
データローダ
Java をインストールして、JAVA_HOME 環境変数を設定する場合のアラームが追加されました。また、Windows
の Java JRE 1.8 の 32 ビットバージョンが明記されました。データローダの最新バージョンのスクリーンショッ
トが追加されました。
Salesforce1: 商談を成立させるためのチーム組成
Salesforce1 の商談チームに関する詳細が追加されました。
Lightning Experience および Salesforce1 での URL カスタムボタンとリンクのサポート
Salesforce1 の URL カスタムボタンの動作に関する注記が追加されました。

2016 年 2 月 3 日
ヘルプ & トレーニング
[ヘルプ & トレーニング] セクションが追加されました。
Salesforce App for Outlook のサービス中断を避けるためのセキュリティプロトコルの検証
Salesforce App for Outlook ユーザが TLS 1.0 の無効化に向けて準備する方法の詳細が追加されました。
Exchange Sync のサービス中断を避けるためのセキュリティプロトコルの検証
Exchange Sync ユーザが TLS 1.0 の無効化に向けて準備する方法の詳細が追加されました。
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Salesforce for Outlook のサービス中断を避けるための近日中のアップグレード
Salesforce for Outlook ユーザが TLS 1.0 の無効化に向けて準備する方法の詳細が追加されました。
Salesforce1: Salesforce1 for iOS のリリース計画の更新
8.0 バージョンのリリースをブロックしていた iOS の互換性の問題の解決に伴い、Salesforce1 for iOS ダウンロー
ド可能アプリケーションの新しいリリース計画に関する注記が追加されました。
ライセンス管理アプリケーションでの割り当てシート数の増大
ライセンス管理アプリケーションで、登録者 1 人につき割り当て可能な、ライセンス供与のシート数の増
大を知らせる注記が追加されました。
タブのフロート表示によるタブの内容のプレビュー
タブのフロート表示を使用できないエンティティのリストが追加されました。
データインポートウィザードが従う項目アクセス許可設定の増加
ページレイアウトの項目アクセス設定および項目レベルセキュリティが、データインポートウィザードの
管理ユーザに適用されるようになったことが発表されました。
Salesforce コンソール API (インテグレーションツールキット)
tabObjectId ペイロード要素の動作が明確化されました。
より習得しやすくなったダッシュボード JSON の変更
一部のダッシュボード JSON プロパティの名前と値が分かりやすいように変更されました。ダッシュボード
を保存すると、Wave により JSON 内のプロパティが更新されます。また、新しいプロパティをウィジェット
に適用することもできるようになりました。
モバイルデバイスのダッシュボードのレイアウト JSON への変更
今回のリリースで、モバイルデバイスのダッシュボードの書式設定に使用可能な layouts JSON に新しい
構文の追加やその他の変更が行われています。
新しい変更セットコンポーネント
Wave アプリケーションおよび Wave データセットのパイロットコンポーネントに関する注記が削除され、
「メタデータ API の新しい型」という注記からこれらの型が削除されました。

2016 年 1 月 27 日
新しい行動への日時の事前入力
Salesforce1 または Lightning Experience の活動タイムラインの行動を作成するためのユーザインターフェースが
改善されていることが明記されました。開始時刻は次の 1 時間、終了時刻は 1 時間後に事前入力されるよ
うになりました。
ID 検証のメールメッセージへのユーザ名の追加
ユーザが認識されないデバイスからログインしようとしたときに受信する ID 検証メールに、ユーザ名が表
示されるようになることを知らせる注記が追加されました。

2016 年 1 月 20 日
Sales Wave アプリケーションに追加されたパイプ活動および取引先の概要ダッシュボード
探索機能を拡張する 2 つの新しいダッシュボードが Sales Wave に追加されました。
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Force.com 移行ツールを使用したセキュリティ機能の拡張
TLS 1.2 がサポートされ、TLS 1.0 のサポートは終了します。
カスタム選択リスト項目のサポートの追加 (ベータ)
さまざまな組織でのカスタムメタデータ型のカスタム選択リスト項目のサポートに関する情報が追加され
ました。
新規 Apex インターフェース
AuthProviderPlugin インターフェースの新しい getUserInfo メソッドに関する注記が追加されまし
た。
PushTopic ストリーミングイベントの再生 (ベータ)
デュラブル PushTopic ストリーミング (ベータ) のサンプルへのリンクが追加されました。
Employee Communities で取引先、ケース、取引先責任者、ドキュメントに対して行える操作の増大
Employee Community ライセンスに行われた更新を説明する新しいリリースノートが追加されました。
管理分析アプリケーションを使用したイベント監視データの分析 (パイロット)
管理分析アプリケーションは、正式リリースではなく、パイロットプログラムを通して一部のお客様が使
用できます。

2016 年 1 月 16 日
住所の地理コードの自動取得
この機能を知らせるリリースノートが削除されました。自動地理コードは、非公開のベータ機能です。こ
のベータプログラムへの参加についての詳細は、Salesforce にお問い合わせください。

2016 年 1 月 13 日
レコード情報タブコンポーネントのタブのカスタマイズ
レコード情報タブコンポーネントのタブを配置変更したり非表示にしたりします。
[最近使ったデータ] コンポーネントの entityNames 値のリスト方法の変更
複雑な値である Lightning コンポーネントの属性の処理方法に対するこの変更に関する情報が追加されまし
た。
Heroku Connect を使用した暗号化データへのアクセス
Heroku Connect はプラットフォームの暗号化をサポートします。
SObject を使用した項目の暗号化の検出
Ajax Toolkit を使用して項目の暗号化の状況を取得します。
レコード情報タブコンポーネントのタブのカスタマイズ
レコード情報タブコンポーネントのタブを配置変更したり非表示にしたりします。
SalesforceA for Android バージョン 3.0
SalesforceA for Android の最新リリースについて説明します。
ロールベースの外部ユーザに対するダッシュボードの更新制限の緩和
コミュニティのすべてのロールベースの外部ユーザが、組織あたり 1 日 1,000 回までダッシュボードを更新
できるようになりました。
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差し込み印刷: サポートの終了
無効化スケジュールの最新のタイムラインを示す「Salesforce よる TLS 1.0 の無効化」記事へのリンクが追加
されました。
Connect for Office: サポートの終了
無効化スケジュールの最新のタイムラインを示す「Salesforce よる TLS 1.0 の無効化」記事へのリンクが追加
されました。
Salesforce for Outlook による Microsoft® Windows Vista® のサポートの終了
無効化スケジュールの最新のタイムラインを示す「Salesforce よる TLS 1.0 の無効化」記事へのリンクが追加
されました。
Pardot: 取引先責任者とリードの同期の効率化
Pardot のリリースノートが追加されました。

2016 年 1 月 6 日
お客様のご要望
当社が配信したアイデアが追加されました。
Napili でサポートされるオブジェクトの増加
現在 Napili でサポートされるオブジェクトの完全リストが追加されました。
トピックカタログでの整理されたコミュニティコンテンツの表示
この機能を活用するためのテンプレートの (単なる更新ではなく) 変更に関する重要な注記が追加されまし
た。関連トピックにテンプレートの変更に関する詳細を示すヘルプトピックへのリンクが 2 つ追加されま
した。
高度なページレイアウトエディタでのカスタムリストビューボタンの使用の終了
この変更の説明と変更が必要であった理由が追加されました。
Apex テストの CreatedDate 項目の設定および変更
新しい System.Test.setCreatedDate メソッドに関する注記が追加されました。このメソッドは以前、
「変更された Apex クラス」でのみ言及されていました。
新しいオブジェクト
NavigationMenuItemLocalization オブジェクトが追加されました。
変更されたオブジェクト
AuraDefinition オブジェクトへの変更が追加されました。DefType 項目の選択リストに TOKENS 値が追加さ
れました。
ユーザオブジェクトに BannerPhotoUrl と IsProfilePhotoActive という 2 つの新しい項目が追加され
ました。
メタデータ API の型
AuraDefinitionBundle 型への変更が追加されました。type 項目の列挙に Tokens 値が含まれるようになりま
した。
アクセス権チェック違反に関するブラウザコンソール警告の重要性
Spring '16 では、アクセスを許可する access システム属性のない Lightning コンポーネントや属性にアクセ
スすると、ブラウザコンソールに警告が表示されます。この警告を無視しないでください。無視すると
Summer '16 がロールアウトされたときにコードが破損します。
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リリースノートの変更

リード: Salesforce Classic での変換済みのリードの詳細の更新
営業チームが変換済みのリードを編集できる新しいオプションに関する詳細が追加されました。
マーケティング
9 月および 10 月のマーケティングリリースノートへのリンクが追加されました。
DML や Savepoint の後の PageReference.getContent() へのコールの実行
非同期 Apex 内での getContent() の使用に対する柔軟性の向上に関する注記が追加されました。
Lightning コンポーネント
forceChatter:fullFeed というベータコンポーネントの使用上の注記が追加されました。

Salesforce App for Outlook: クラウドでの Microsoft と Salesforce の統合
顧客が注意する必要が生じるまで、TLS 1.0 の無効化の準備に関する詳細が削除されることになりました。
Exchange Sync: ソフトウェアなしで Microsoft® の取引先責任者と行動を同期 (ベータ)
顧客が注意する必要が生じるまで、TLS 1.0 の無効化の準備に関する詳細が削除されることになりました。
Salesforce for Outlook: Microsoft® Outlook® と Salesforce の統合
顧客が注意する必要が生じるまで、TLS 1.0 の無効化の準備に関する詳細が削除されることになりました。
Force.com サイトの帯域幅および時間の制限適用の改善
Force.com サイトの帯域幅および時間の制限適用の機能強化が追加されました。
Lightning Experience ユーザのナビゲーション操作のカスタマイズ
ナビゲーションメニューをカスタマイズする新しい Lightning Experience 機能の説明が追加されました。
Lightning Experience でのインライン編集
インライン編集を行う新しい Lightning Experience 機能の説明が追加されました。
認証プロバイダのクライアント設定 URL の改善
認証プロバイダのクライアント設定 URL の改善に関する注記が削除されました。この機能は現在使用でき
ません。
コミュニティの認証プロバイダのクライアント設定 URL の改善
コミュニティの認証プロバイダのクライアント設定 URL の改善に関する注記が削除されました。この機能
は現在使用できません。

2015 年 12 月 23 日
セールス機能: Lightning Experience にない機能
Lightning Experience のキャンペーンのサポートに対する制限事項がいくつか追加されました。
ナビゲーションおよびアクション: Lightning Experience にない機能
カスタム Lightning Experience ナビゲーションメニューでサポートされる Salesforce オブジェクトのリストが追
加されました。
Lighting Experience で検索可能なオブジェクトの増加
検索可能なオブジェクトのリストにキャンペーンが追加されました。
グローバルアクションおよびコンポーザウィンドウ: Lightning Experience の任意の場所からのメモ取り、行動
や ToDo の追加、および活動の記録
このトピックは大幅に改訂されました。
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フィードバックについて

API を使用した高保証リソースアクセスのセキュリティの強化
標準セッションから高保証リソースにアクセスできない API のリストからメタデータ API が削除されまし
た。
その他のリソース
Release Readiness & Feature Adoption コミュニティへのリンクが追加されました。
メモ: 任意の Lightning ページからの作成および営業担当による以前のバージョンの復元
メモの色付きのテキストおよび強調表示への参照が削除されました。

フィードバックについて
貴社が成功を収めるために、ドキュメントがいかに重要であるかを認識しています。そのため、成功要因と失
敗要因を把握したいと考えています。
• フィードバックフォーム: Salesforce ヘルプ、リリースノート、Salesforce Developers の開発者ガイドのすべての
ドキュメントには、フィードバックフォームと賛成/反対投票があります。必要に応じてコメントを追加で
きます。
• Twitter: Twitter で @salesforcedocs をフォローすると、新しいドキュメントの公開や、既存のドキュメントへの
重要な更新について通知を受けることができます。@salesforcedocs 宛にツイートしてください。

機能が使用可能になる方法と状況
Spring '16の一部の機能は、リリースの公開直後にすべてのユーザに影響を与えます。その変更に対して準備が
できるようにリリース前にユーザに通知してください。その他の機能については、ユーザが新機能を利用する
前にシステム管理者による対応が必要です。

Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエ
ンス
新しい Salesforce ユーザエクスペリエンスが開発されました。Lightning Experience は、まったく新しい概念のイン
ターフェースです。さらに、UI プラットフォームで構築されているため、ニーズに伴いエクスペリエンスの成
長および進化が可能です。この直感的で効率的なインターフェースの利点について説明します。その後で、い
つ切り替えるかを自由にご判断ください (今まで本番組織で個人取引先を使用していた場合、Lightning Experience
は、Spring '16 リリース後 24 時間以内に使用可能になります。それ以外の場合はすぐに使用可能になります)。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Lightning Experience が Salesforce 組
織に適しているかどうかの判断
Lightning Experience への移行
Lightning Experience の考慮事項
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機能が使用可能になる方法と状況

セールス: 商談、キャンペーン、その他
マーケティングチームと営業チームが会社の業務を促進できるようにサポートします。営業担当が注意を要す
る活動に専念できるようにします。また、営業チームが Lightning Experience で営業の生産性を高められるよう
に支援します。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

主要なセールス機能: Lightning Experience を使用して営業担当の販売をサポート
取引先: Lightning Experience での担当する個人または法人に関する情報の保存
個人取引先: Lightning Experience での
サポート (ベータ)
取引先インサイト: Lightning Experience
の表示およびナビゲーションの改
善
取引先インサイト: Lightning Experience
のニュースの関連性の改善
売上予測: カスタム会計年度でのコ
ラボレーション売上予測の使用
キャンペーン: Lightning Experience での新規ビジネスおよび反復ビジネスの獲得 (ベータ)
営業活動を補完するマーケティン
グ活動の作成
マーケティングキャンペーンにメ
ンバーを一度に追加
キャンペーンメンバーの状況の追
跡
リード、取引先責任者、個人取引
先のキャンペーンメンバーの表示
パイプラインでのキャンペーンの
商談への影響の確認
商談: Lightning Experience での商談の追跡と管理
「商談ボード」が「商談看板」に
変更
Lightning Experience で商談を成立させ
るためのチーム組成
生産性機能: Lightning Experience を使用して営業担当の生産性向上をサポート
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

リストビュー: Lightning Experience でデータをすばやく検索
Lightning Experience でデータをすばや
く取得するための絞り込みとカス
タマイズ (正式リリース)
Lightning Experience での列のサイズ変
更
ホーム: ミーティングのスケジュー
ルと ToDo リストの把握
グローバルアクションおよびコン
ポーザウィンドウ: Lightning
Experience の任意の場所からのメモ
取り、行動と ToDo の追加、活動の
記録
メール: Lightning Experience でのポップアウトコンポーザウィンドウや更新可能なテンプレートなどによる生
産性の向上
コンポーザウィンドウからのメー
ルおよびテンプレートの効率的な
作成
メールテンプレートの更新と管理
の簡易化
キャンペーンレコードおよびケー
スレコードからのメールの送信
活動: Lightning Experience でビジネスのスピードに遅れずについていく
活動のグローバルアクション: 必要
に応じてその場で活動を作成
活動タイムライン: 表示する必要が
ある活動に焦点を絞る
カレンダー: 時間枠のクリックによ
るミーティングの作成
ToDo リスト: 期限切れの ToDo の待機
活動のその他の変更
メモ: 任意の Lightning ページからの作成および営業担当による以前のバージョンの復元
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

任意のページからのメモの簡単な
作成
旧バージョンのメモの表示と復元
メモへの画像の追加
メモリストビューの絞り込み
メモで Chatter が不要に
メモのスペルチェック
Microsoft® とのインテグレーション: Microsoft メールシステムと Salesforce 間の同期および操作
Salesforce App for Outlook: クラウドでの Microsoft と Salesforce の統合
Outlook for Mac 2016 の使用のサポー
ト
Microsoft メールアプリケーションで
の Salesforce レコードの直接作成
社内の Microsoft® Exchange 2013 を使用
した Salesforce へのメールの関連付
け
[私のドメイン] での Salesforce App for
Outlook のサポート
Email Connect という名前が不要に
サービスの中断を避けるためのセ
キュリティプロトコルの検証
Exchange Sync: ソフトウェアなしで Microsoft® の取引先責任者と行動を同期 (ベータ)
営業担当の非公開の行動の同期
Exchange Sync による Microsoft®
Exchange Server 2016 のサポート
Salesforce と Microsoft® Exchange 間の接
続のテスト
サービスの中断を避けるためのセ
キュリティプロトコルの検証
Salesforce for Outlook: Microsoft® Outlook® と Salesforce の統合
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機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

機能

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce for Outlook v3.0.1 による
Microsoft® .NET Framework 4.5.2 のサポー
ト
サービスの中断を避けるために早
めのアップグレードを
Pardot: 取引先責任者とリードの同期の効率化
Salesforce コネクタ: 最後に更新され
たレコードの同期
Salesforce コネクタ: 見込み客の自動
マージおよび削除
データコンプライアンス: Cookie の
有効期間の指定
リスト: セグメント化ルールと動的
リストのプレビューの表示と共有
レポート: 訪問者グラフの表示
Engage for Gmail: Gmail での見込み客
の詳細へのアクセス
Sales Cloud のその他の変更
テンプレートおよびメールの差し
込み項目の簡単な検索
送信するメールのコピーの取得
送信前の一括メール送信除外イン
ジケータと不達インジケータの取
得
未解決の項目: Lightning Experience
で使用可能
リード: Salesforce Classic での取引開
始済みリードの詳細の更新
契約の設定の編集に必要な権限
データインポートウィザード: ホー
ムページからの一部のオブジェク
トのデータのインポート
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分析
Salesforce レポートおよびダッシュボードと Wave Analytics のデータと分析でビジネス上の意思決定を促進しま
す。

機能

システム管理者/
ユーザに対する 開発者に対する システム管理者
有効化
有効化
の設定が必要

レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience でのデータの分析
Lightning Experience でのマトリック
スレポートの詳細表示
Lightning Experience でのダッシュ
ボードの絞り込み
Lightning Experience での他のユーザ
としての動的ダッシュボードの表
示
Lightning Experience でのダッシュ
ボードへのテーブルの表示
Lightning Experience のレポートおよ
びダッシュボードのホームページ
の改善
Lightning Experience のその他のグラ
フオプション
全ユーザのレポートおよびダッシュ
ボードの管理
Wave Analytics: データ分析の進化
データの統合
派生項目によるデータセットの強
化
複製による複数のデータフローの
作成 (パイロット)
Excel 用の Wave Connector によるデー
タセットの作成のための特別なシ
ステム管理者設定の排除
Sales Wave Analytics アプリケーション
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Sales Wave アプリケーションに追加
されたパイプ活動および取引先の
概要ダッシュボード
アプリケーション設定ダッシュボー
ドによる設定ウィザードの選択の
追跡
探索、視覚化、デザイン
Flex ダッシュボードデザイナを使用
した反応型グリッドベースのダッ
シュボードの迅速な作成 (ベータ)
統合されたツールを使用したレン
ズとダッシュボードのより容易な
カスタマイズ
自動ファセット SAQL クエリレンズ
によるダッシュボードの対話性の
向上
ダッシュボードレイアウトデザイ
ン時の精度向上
より習得しやすくなったダッシュ
ボード JSON の変更
新しいグラフの種類による視覚化
機能の拡張
Wave の操作性を改善するためのイ
ンターフェースのその他の変更
コミュニティと新規アクションによる Wave の機能拡張
Wave Analytics をコミュニティのパー
トナーや顧客と安全に共有 (正式リ
リース)
カスタムアクションメニューによ
る標準 Salesforce アクションのサポー
トの拡大
最新の iOS 機能による Wave Mobile
の操作性
Wave REST API を使用した開発
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

Wave REST API の Limelight への移動
新しい API エンドポイントによる
Wave アプリケーションの拡張
SAQL を使用した強力なクエリの作成
新しいウィンドウ関数によるデー
タのドリルダウン
平均以上の集計
算術関数の拡張

サービス: エージェント向けのフィールドサービスの導入、システム
管理者の定期設定タスクの廃止
作業注文がある現地にサポートチームのサービスを拡張します。自動作成される記事タイプと標準ページレイ
アウトを使用してナレッジをすばやく設定したり、Salesforce への問い合わせや設定の検索を行わずにソーシャ
ルサービスを設定します。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Lightning Experience のカスタマー
サービスツール
フィールドサービス
フィールド技術者の現地派遣: 作業
指示の概要 (正式リリース)
納入商品
階層納入商品による複雑な商品の
モデル化
納入商品のその他の変更
ナレッジ
記事タイプの入力規則によるデー
タ整合性の制御 (正式リリース)
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

標準ページレイアウトに似た記事
タイプページレイアウトの機能 (正
式リリース)
ナレッジのその他の変更
Console for Service
開いているタブ数の制限によるパ
フォーマンスの向上
タブのフロート表示によるタブの
内容のプレビュー
エージェントがタブを閉じられな
いようにすることによるベストプ
ラクティスの促進
お知らせ: IE 8 のサポートの終了
ケースフィード
追加機能による Lightning Experience
でのメール表示の改善
Lightning Experience でのエージェン
トによるメールテンプレートの使
用および作成
REST API からのケースの作成
Live Agent
チャット転送の拡張
チャットボタンまたはキューへの
チャットの転送
エージェントの転送オプションの
選択
チャット転送および会議メッセー
ジを使用したサポートエージェン
トの同期の保持
オムニチャネル
転送タイムアウトを使用した待機
中要求の自動再転送
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

SOS
SOS セッション時の顧客のカメラへ
のアクセスによるサポートの改善
(ベータ)
SOS エージェント対応可能状況 API
を使用したアプリケーションでの
カスタマーサポート環境の改善
ソーシャルカスタマーサービス
Salesforce 内での使用している Social
Studio アカウントの把握 (正式リ
リース)
ソーシャル投稿の簡単ですばやい
モデレート (正式リリース)
ソーシャルカスタマーサービスの
その他の変更 (正式リリース)
macros
フィードベースのレイアウトを使
用する任意のオブジェクトに対し
てマクロを実行し、エージェント
の生産性を向上
API を使用したプログラムによるマ
クロの実行
組織同期
接続が一時停止されたときの [公開
オブジェクト] および [登録オブジェ
クト] 関連リストの非表示
特定の数のエンティティの一括同
期による時間の節約
新しい 進行中 接続状況の表示によ
る明確化の改善
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機能が使用可能になる方法と状況

モバイル: 外出先で実行できる操作の増加
オフィスでの 作業は必ずしも必要でなくなりました。営業担当とサービスエージェントは、あらゆる場所で
必要な作業をさらに簡単に行えます。Lightning Experienceの機能強化された対話型グラフや、購入された商品お
よび顧客向けに行った作業注文を追跡するオブジェクトの新しいサポートが追加され、Salesforce1 モバイルア
プリケーションはさらに効率性が高まっています。刷新された使いやすい Salesforce Authenticator モバイルアプ
リケーションの利点は、すべてのユーザが活用できます。新しい 2 要素認証アプリケーションにより、不便で
時間のかかる操作をユーザに求めなくても、強力な保護が組織に提供されます。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce1: 拡張グラフや Service Cloud オブジェクトなどによるモバイル生産性の向上
このリリースでの Salesforce1 の機能強化
Salesforce1: Salesforce1 for Android での
TLS 1.1/1.2 のサポート
Salesforce1: 検索結果のスペルチェッ
ク
Salesforce1: シノニムグループを使用
した関連性の高い検索結果の取得
Salesforce1: 取引先インサイトの取得
(タブレットのみ)
Salesforce1: 商談を成立させるための
チーム組成
Salesforce1: 作業指示を使用した
フィールドサービスの合理化 (正式
リリース)
Salesforce1: 納入商品を使用した購入
済み商品の追跡
Salesforce1: 拡張グラフの表示 (携帯端
末のみ)
Salesforce1: 関連性の高いメンション
の提案
Salesforce1: ブロードキャストグルー
プの作成
Salesforce1: 外部の Microsoft および
Google ファイルのアクセスおよび共
有
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce1: Microsoft Office 365 ファイル
の編集
Salesforce1: MDM を使用して Salesforce1
for Android のセキュリティ強化の実
装を開始する方法
Salesforce1: Salesforce1 for Android を使
用したオフラインでのレコードの
作成と編集 (パイロット)
Salesforce1: Salesforce1 for Android の新
しいカラーパレット
Salesforce1 と Salesforce フルサイト
との違い
Salesforce1 アプリケーション開発の
概要
2 要素認証に対応した Salesforce
Authenticator モバイルアプリケー
ション、バージョン 2.0
SalesforceA
SalesforceA for Android バージョン 3.0

コミュニティ: コミュニティの Chatter、テンプレートの改善、モデ
レーションの拡張など
Spring '16 には、テンプレートのカスタマイズを容易にする変更が数多く含まれています。カスタムオブジェク
トページでより多くの Salesforce データを表示したり、グローバルアクションを使用してレコードを作成した
り、コミュニティのページをさらに簡単に管理したりできます。また、Chatter Lightning コンポーネントを使用
して Chatter の全機能をコミュニティに追加できるようになりました。これらの機能は、Salesforce Classic でのみ
使用できます。[設定] を除き、Lightning Experience ではコミュニティはサポートされていません。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Spring '16 でコミュニティテンプレー
トのアップグレードが必要な理由
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

一部のテンプレートコンポーネン
トの名前変更
コミュニティテンプレートの Chatter
Napili コミュニティへのグループの
追加によるコラボレーションの促
進
新規ユーザプロファイルコンポー
ネント
プロファイルでのユーザの関連リ
ストの表示
コミュニティのニーズに合わせた
フィードコンポーネントの組み合
わせ
パブリッシャーでのリッチテキス
ト編集とリンクプレビュー
コミュニティのファイル
コミュニティで使用できるように
なった Lightning のファイルプレ
ビュープレーヤー
1 つの投稿への複数のファイルの添
付
コミュニティでの統合ファイル選
択
コミュニティテンプレート
Napili のレコード機能の拡張
コミュニティメンバーによるレコー
ド作成の許可
コミュニティメンバーがアクセス
可能なレコードに対するアクショ
ンの増加
新規追加および改善されたレコー
ドリストコンポーネント
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

レコード情報タブコンポーネント
のタブのカスタマイズ
最も必要とする場所でのレコード
詳細の表示
コミュニティページでの関連レコー
ドデータの表示
Napili でサポートされるオブジェク
トの増加
レコードの参照項目
コミュニティユーザのナビゲーショ
ンの改善
トピック、サブトピック、およびトピックカタログ
Napili コミュニティナビゲーション
構造へのサブトピックの設定
トピックカタログでの整理された
コミュニティコンテンツの表示
トピックのおすすめによるメンバー
のコンテンツ検出支援
コミュニティでの記事の迅速な検
索とトピックの適用
Lightning コンポーネントを使用し
た拡張可能な Aloha テンプレート
拡張されたランキング表によるエ
ンゲージメントの向上
コミュニティユーザプロファイル
ページからの知識のあるメンバー
の支持
画像や動画を使用したコミュニティ
の強化
外部ユーザによるアカウントへの
簡単なアクセス
コミュニティでのメールおよびパ
スワードの容易な変更
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

コミュニティビルダー
拡張されたページマネージャによ
るページ管理の簡易化
改善されたページ作成によるデー
タの最大限の活用
新しいレイアウトやカスタムレイ
アウトを使用したページの変更
[設定] からコミュニティビルダーへ
の直接アクセス
ページの <head> へのマークアップ
の追加によるコミュニティのカス
タマイズ
Lightning コンポーネントのエラー
処理の改善
ページ読み込みの操作性の拡張
デフォルトの Koa または Kokua ヘッ
ダーの非表示またはカスタマイズ
コミュニティの設定
Lightning Experience で使用可能に
なった [コミュニティ設定]
コミュニティの最大数が 50 に増加
コミュニティの 2 要素認証の設定の
合理化
ユーザによる暗号化データの参照
コミュニティ管理
コミュニティで許可されるファイ
ルのサイズおよび種類の制限
コミュニティモデレーションの制
限の緩和
すべてのフィード種別に対応する
モデレーションサポートの拡張
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機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

機能

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

モデレーションルールのユーザメッ
セージでのブロックされたキーワー
ドの表示
モデレーションルールのユーザメッ
セージの翻訳
キーワードリストでの特殊文字と
スペースのサポート
API を使用したモデレーションルー
ルの設定
おすすめの対象コミュニティメン
バー利用者の設定
おすすめの表示場所の制御
コミュニティレポートおよびダッシュボード
すべてのロールベースの外部ユー
ザのレポート管理
ロールベースの外部ユーザに対す
るダッシュボードの更新制限の緩
和
モデレーション、おすすめ、およ
びユーザプロファイル用の新規カ
スタムレポートタイプおよび項目
Wave Analytics のコミュニティとの
共有 (正式リリース)
コミュニティのインサイトおよび分析
[コミュニティ管理] の Lightning ダッ
シュボード
[コミュニティ管理] の新しい改善さ
れたインサイト
コミュニティのその他の変更
ファイルまたはリンクが含まれる
投稿の編集
カスタマーコミュニティのユーザ
制限の緩和
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

カスタマーコミュニティライセン
スで取引先および取引先責任者の
メモと添付ファイルにアクセス可
能
大規模なコミュニティグループの
すべての投稿でのメールの受信
Employee Communities で取引先、
ケース、取引先責任者、ドキュメ
ントに対して行える操作の増大
ゲストユーザに対する堅牢な項目
レベルセキュリティ

Chatter: ブロードキャストグループ、バナー写真、その他の投稿の編
集
ブロードキャストグループを作成し、ユーザおよびグループのバナー写真を楽しみ、ファイルやリンクを含む
投稿を編集します。さらに、グループ、ユーザプロファイル、フィード、個人のダイジェストメールが改善さ
れました。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

グループ
ブロードキャストグループによる
的を絞ったディスカッションの維
持 — 正式リリース
バナー画像でグループに色彩や遊
び心を追加
Lightning Experience での顧客グルー
プのサポート開始
グループレポートでのグループメ
ンバー活動の監視
グループの増加に伴うコラボレー
ションの増大
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Napili コミュニティでのグループの
サポート
グループで許可されていないカス
タムオブジェクトのグループ内で
のレコード作成
グループへのお知らせのメール通
知の送信 (ベータ)
ユーザプロファイル
バナー写真でユーザプロファイル
にひと工夫 (リリース遅延)
写真のアップロードおよび編集操
作の改善
円形写真プレビュー
[人] ページのプロファイル写真
Lightning Experience にアクセスでき
る Chatter ユーザの増加
ユーザ検索レイアウトのロール項
目
フィード
ファイルまたはリンクを含む Chatter
投稿の編集
関連性の高い @メンションの提案
Lightning Experience での Chatter
フィードの迅速な更新
ダイジェストメール
個人のダイジェストメール: 再設計
およびグループダイジェストとの
調整 (正式リリース)
Chatter Messenger: Spring '17 で廃止
Chatter デスクトップ: Spring '17 で廃
止
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

Chatter デスクトップ: バージョン
3.2.3 のリリース
Files

ファイル: Lightning での Files の共有、Chatter なしの Files の使用、そ
の他
Chatter が有効化されているかどうかに関係なく、Files が動作するようになりました。Lightning Experience で、ユー
ザやグループとファイルを共有します。ファイルへのアクセスを新しい方法で管理します。Lightning で投稿す
るファイルを選択するときに、[ファイル] ホームや Files Connect 外部ソース内でライブラリを移動します。この
セクションで、魅力的なすべての新機能および他の詳細について学習してください。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Chatter なしの Files
Lightning Experience での人およびグ
ループとのファイルの共有
Lightning Experience での Files Connect
外部 Google ドキュメントのプレ
ビュー
Lightning Experience でのファイル選
択時における Files Connect 外部ソー
スの参照
SharePoint Online および OneDrive for
Business からのワンクリックによる
ファイルのオープン
Files Connect for Box (パイロット)
Lightning Experience の [ファイル]
ホームでのライブラリの移動
Lightning Experience での複数ファイ
ルのコミュニティレコードフィー
ド投稿の表示
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce Classic での [メモ & 添付
ファイル] リストへのファイルの
アップロード
共有ファイルの新しい「レコード
による設定」アクセス
Files Sync による OSX El Capitan のサ
ポート

検索: 情報検索
ユーザが必要な情報をすばやく見つけるのに役立ちます。検索語のスペル修正機能など、Spring '16 に加えられ
た検索の一部の変更は、容易に認識されます。Lightning Experienceでは、検索結果の並び替え、インスタント結
果の拡張形式、拡張された検索可能オブジェクト構成、検索内でのカスタムオブジェクトとカスタムレコード
の新規ボタンが導入されました。バックグラウンドでですが引き続き改善されている検索の操作性として、シ
ノニムグループの範囲の拡張があります。

機能

システム管理者/
ユーザに対する 開発者に対する システム管理者
有効化
有効化
の設定が必要

シノニムグループが有効なオブジェ
クトの増加と最大制限の緩和 (リ
リース遅延)
スペル修正の対象オブジェクトの
増加 (リリース遅延)
さまざまな語形の検索語で返され
る検索の一致結果
ユーザのファイル検索方法に関す
る総計値の取得
検索結果の並び替えによるレコー
ドの高速検索
インスタント結果の表示の改善
Lighting Experience で検索可能なオ
ブジェクトの増加
ルックアップ内からのカスタムオ
ブジェクト項目の作成
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機能が使用可能になる方法と状況

Data.com: Lightning Experience の見込み客の探査、リードの重要な組
織情報など
会社階層、プロスペクティングインサイト、取引先の取引先責任者を検出する機能など、Data.com プロスペク
タのいくつかの主要機能を Lightning Experience で使用できるようになりました。また、今回のリリースでは、
Data.com プレミアムクリーンアップを使用するお客様が、貴重な企業詳細を使用してリードを自動的に強化で
きるようになりました。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

Data.com プロスペクタ
Lightning Experience での商談成立に
向けた適切な取引先責任者の検索
Lightning Experience で取引先のビジ
ネスの全体像を把握
Lightning Experience に会社階層を表
示して新しい見込み客をすばやく
特定
Data.com クリーンアップ
重要な組織情報を使用したリード
の自動強化 (ベータ)
Data.com Social Key の廃止

カスタマイズ: 簡単な設定、オブジェクト管理とフロー、その他
Lightning Experience でもいくつかの主要な機能が強化されました。たとえば、ユーザのナビゲーションメニュー
を更新できるようになったほか、移行に役立つ専用リソースが追加されました。選択リストも改良を重ね、制
限付き選択リストが刷新され、グローバル選択リストも改善されています。さらに、プロセスビルダーの達人
であれば、新しいドラッグアンドドロップ操作でプロセスのコンテンツをいとも簡単に並び替えることができ
ます。

機能

システム管理者/
ユーザに対する 開発者に対する システム管理者
有効化
有効化
の設定が必要
全般的な管理

Lightning Experience ユーザのナビゲーション操作のカスタマイズ
Lightning Experience のナビゲーション
メニューの作成
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

カスタムナビゲーションメニュー
の考慮事項
Lightning Experience および
Salesforce1 の URL カスタムボタンお
よびリンクサポート
クイックアクションの実行時に
フィード項目が作成されるかどう
かの選択
クイックアクションのカスタム成
功メッセージの作成
高度なページレイアウトエディタ
でのカスタムリストビューボタン
の使用の終了
Lightning Experience の [設定] からの
一部のユーザへの代理管理者権限
の割り当て
制限付き選択リストによる選択リ
ストの乱雑さの軽減 (ベータ)
グローバル選択リストの試用の簡
易化 (パイロット)
複数言語でのグローバル選択リス
トの翻訳 (パイロット)
標準の [お知らせ] ホームページコン
ポーネントでの JavaScript、iFrame、
CSS、その他の高度なマークアップ
のサポート終了
Lightning Experience の数式項目のサ
ポート
Force.com サイトの帯域幅および時
間の制限適用の改善
Lightning Experience への移行
Lightning Experience の [設定]
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

設定: 右クリックして Lightning
Experience の新しいタブまたはウィ
ンドウに表示
Lightning アプリケーションビルダー
Lightning アプリケーションビルダー
のドロップダウンメニューでの入
力支援
最近使ったデータコンポーネント
の entityNames 値の記述方法の変更
データのカスタマイズ
データインポートウィザードの機能強化
データインポートウィザードを使
用した個人取引先のインポート
データインポートウィザードへの
アクセス
データインポートウィザードのイ
ンポート状況
データインポートウィザードを使
用したキャンペーンメンバーの追
加および更新
カスタムオブジェクトをインポー
トするためのユーザ権限
データインポートウィザードが従
う項目アクセス許可設定の増加
データローダ
Lightning Connect
CSRF 保護を要する外部システムで
の書き込み可能な外部オブジェク
トの有効化
暗号化されたデータへの Lightning
Connect 経由でのアクセス
プロセスビルダー
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

ドラッグアンドドロップによるプ
ロセス内の条件の容易な並び替え
プロセスの新しいバージョンを作
成する場合の名前と説明の再利用
プロセス内の項目名を一目で確認
[Chatter への投稿] アクションでのよ
り簡単なメンション
数式を使用した ID 項目の更新
ToDo と行動に関するメールアラー
トの送信
共有
最適化された並列処理による共有
ルールの再適用
監視
ログインフォレンジックによるな
りすまし詐欺の防止 (正式リリース)
管理分析アプリケーションを使用
したイベント監視データの分析 (パ
イロット)

セキュリティと ID: 改善された認証、柔軟なトランザクションポリ
シー、暗号化カバー率の増加
2 要素認証が改善され、検証履歴が追加されました。独自の認証プロバイダプラグインを作成できます。トラ
ンザクションポリシーで外部 Web サービスを使用できるようになったため、ポリシー固有の大量のコードを
作成する必要がなくなりました。また、コミュニティのデータを保護するためにプラットフォームの暗号化を
使用できるようになりました。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

認証と ID
2 要素認証向けに追加された ID 検証
方法
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

シングルサインオンユーザおよび
ソーシャルサインオンユーザ向け 2
要素認証設定の合理化
ログイン時のセッションセキュリ
ティレベルの新しいプロファイル
ポリシー
変更されたプロファイル設定のセッ
ションタイムアウト名
デバイスの有効化のセッションセ
キュリティレベルの制御
ユーザ ID 検証の追跡
Apex を使用したカスタムソリュー
ションでの ID 検証の実装
ID 検証のセキュリティの改善
API を使用した高保証リソースアク
セスのセキュリティの強化
パスワード変更時の特殊文字の新
しいサポート
接続アプリケーションのモバイル
アプリケーション設定の新しい時
間値
External Identity ユーザによる取引
先、個人取引先、納入商品、取引
先責任者の操作が可能
Apex を使用したカスタム認証プロ
バイダプラグインの作成
ID 検証のメールメッセージへのユー
ザ名の追加
プラットフォームの暗号化
コミュニティでのデータの暗号化
メールの添付ファイルの暗号化
デフォルトで付与されない鍵の管
理権限

39

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce Spring '16 リリースノート

機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

PCI-DSS 準拠の暗号化された項目
暗号化されたデータへの Lightning
Connect 経由でのアクセス
取引先および取引先責任者のその
他の項目の暗号化
メールプラグインを使用したデー
タの暗号化の禁止
Heroku Connect を使用した暗号化
データへのアクセス
SObject を使用した項目の暗号化の
検出
トランザクションセキュリティポ
リシーによるセキュリティ問題へ
の対応
プラットフォームセキュリティ
ヘルスチェックを使用したセキュ
リティリスクの表示と対応
デフォルトの証明書は 2048 ビット
HTTPS 接続のトランスポートレイヤ
セキュリティ (TLS) バージョンの
アップグレード

リリース
変更を組織に新しい方法でリリースできるようになりました。リリースの変更には、変更セットのテストオプ
ションが含まれます。Sandbox の機能強化には、新しい Sandbox コピーエンジンや、Developer Sandbox ライセン
スの増加が含まれます。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

サービス更新中のリリース環境の
改善
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

Force.com 移行ツールを使用したセ
キュリティ機能の強化
Sandbox の機能強化
Sandbox テンプレートを使用した
Partial Copy および Full Copy の
Sandbox コピーエンジンの改善 (正
式リリース)
Developer Sandbox ライセンスの増
加
Sandbox の作成および更新後のスク
リプトの実行

開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成
Force.com は、組織で役立たせたり、別の組織に再販したりするための新しいアプケーションおよびインテグ
レーションの開発に役立ちます。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

カスタムメタデータ型
カスタムメタデータレコードの一
括作成
カスタム選択リスト項目のサポー
トの追加 (ベータ)
カスタムメタデータレコードの更
新/挿入
Visualforce
Visualforce for Lightning Experience
(ベータ)
Lightning Experience ナビゲーション
メニューへの Visualforce ページの追
加
User.UITheme および
UserInfo.getUiTheme() を使用した
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

ユーザエクスペリエンスコンテキ
ストの判別
「Visualforce ドメインからの静的リ
ソースの提供」の重要な更新の延
期
「PageReference getContent() および
getContentAsPDF() メソッドがコール
アウトとして動作」の重要な更新
の延期
Apex コード
より堅牢な Apex テストの作成およびより柔軟なテストの実行
よく使用される Apex テストクラス
のテストスイートの作成
失敗するテスト実行の停止
Apex テストでの CreatedDate 項目の
設定と変更
Apex テストで確実に制限をリセッ
トするための Test.startTest() のコール
Apex テストでの重大な
MIXED_DML_OPERATION エラーを回避
するための @future の使用
Apex テストでの通貨と小数の比較
WSDL ベースの非同期コールアウト
のテスト
Apex Flex キュー内のジョブの検索
プラットフォームキャッシュトラ
イアルによるパフォーマンス改善
のテスト
プラットフォームキャッシュの購
入
DML および Savepoint の後の
PageReference.getContent() へのコー
ルの実行

42

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce Spring '16 リリースノート

機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

『Apex 開発者ガイド』の掲載場所
と名前の変更
新規および変更された Apex クラス、列挙、例外、インターフェース
新規 Apex クラス
変更された Apex クラス
新規 Apex Enum
新規 Apex 例外
新規 Apex インターフェース
ConnectApi (Chatter in Apex)
新規および変更された Chatter in Apex
クラス
新規および変更された Chatter in Apex
入力クラス
新規および変更された Chatter in Apex
出力クラス
新規および変更された Chatter in Apex
Enum
Lightning コンポーネント
Lightning Out を使用した Lightning
コンポーネントアプリケーション
の任意の場所での実行 (ベータ)
Lightning コンポーネントトークン
を使用した設計変数の取得 (開発者
プレビュー)
アクセス権チェック違反に関する
ブラウザコンソール警告の重要性
Salesforce Lightning Inspector を使用
した Lightning コンポーネントのデ
バッグ
format() による表示ラベルパラメー
タの動的な入力
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

安全なクライアント側キャッシュ
によるパフォーマンスの改善
$A.error() の廃止
Sfdc JavaScript グローバルの削除
List または Map パラメータを使用し
た Apex コントローラでのエラーの
解決
Lightning コンポーネント
API
API ログインのエンドポイントルー
ティングの廃止
新規追加、変更、および廃止されたオブジェクト
新しいオブジェクト
変更されたオブジェクト
廃止されたオブジェクト
SOQL
allPrivate クエリ範囲を使用したすべ
てのユーザの非公開フォルダに保
存されているレコードのクエリ
位置情報に基づく SOQL クエリでの
DISTANCE() サポート
SELECT convertCurrency() ステートメン
トでの別名指定
SELECT 句の数値、日付、時刻、通貨
項目の書式設定
REST API
フレンドリー URL によるより少ない
API コール数での同じ要求数の実行
新規リソース: パラメータ化された
検索
新規リソース: SObject リレーション
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

SOAP API
変更されたコール
Chatter REST API
新規および変更された Chatter REST
API リソース
新規および変更された Chatter REST
API リクエストボディ
新規および変更された Chatter REST
API レスポンスボディ
レポートおよびダッシュボード REST API
レポートおよびダッシュボード REST
API のリクエストボディとレスポン
スボディの変更
Data.com API
Bulk API
Bulk API の JSON サポート
ストリーミング API
汎用ストリーミングイベントの再
生 (正式リリース)
PushTopic ストリーミングイベントの
再生 (ベータ)
Tooling API
Tooling API の新規オブジェクトと変
更されたオブジェクト
Tooling API コールおよびメソッド
メタデータ API
メタデータ API コール
メタデータ API の型
データサービス
Bulk API for BigObjects
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
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非同期 SOQL の機能強化 (パイロッ
ト)
Salesforce コンソール API (インテグ
レーションツールキット)
ISVforce
Lightning Experience での組織の作成
と管理
ライセンス管理アプリケーション
で割り当てるシート数の増大
ISV パートナー向けの API の機能強化
Chatter REST API の機能強化
API その他の機能強化

Salesforce 全体: Lightning Experience の変更など
Lightning Experience でより多くのレコードの所有者を変更できるようになったことにより、全体的な Salesforce の
操作性が改善されました。さらに、すべての新規組織で、重複レコード管理機能が有効になります。

機能

システム管理者/
ユーザに対する 開発者に対する システム管理者
有効化
有効化
の設定が必要
サポートされるブラウザ

Lightning Experience でサポートされ
るブラウザ
Salesforce Classic でサポートされる
ブラウザ
新規組織での重複管理の有効化
Lightning Experience でのエディショ
ン名
Lightning Experience で所有者を変更
できるレコードタイプの増加
Lightning Experience でのインライン
編集

46

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce Spring '16 リリースノート

機能

Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエ
クスペリエンス

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

メールテンプレートおよびレター
ヘッドでのスクリプトのサポート
終了

ヘルプ & トレーニング
優れたコンテンツが用意され、制限ドキュメントが改善されています。ウォークスルーおよび Trailhead モジュー
ルも追加されました。また、信頼とコンプライアンスに関するドキュメントの一部も更新されました。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

最も必要な状況でより優れたコン
テンツを提供
Salesforce 制限ドキュメントの改善
ウォークスルー
動画
Trailhead モジュール
信頼とコンプライアンスに関する
ドキュメント
『セキュリティ実装ガイド』の更
新

Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリ
エンス
新しい Salesforce ユーザエクスペリエンスが開発されました。Lightning Experience
は、まったく新しい概念のインターフェースです。さらに、UI プラットフォー
ムで構築されているため、ニーズに伴いエクスペリエンスの成長および進化が
可能です。この直感的で効率的なインターフェースの利点について説明します。
その後で、いつ切り替えるかを自由にご判断ください (今まで本番組織で個人取
引先を使用していた場合、Lightning Experience は、Spring '16 リリース後 24 時間以
内に使用可能になります。それ以外の場合はすぐに使用可能になります)。
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このセクションの内容:
Lightning Experience が特別な理由
Salesforce の新しく迅速で優れたユーザエクスペリエンスである Lightning Experience へようこそ。セールス主
体の考え方に基づき、セールスプロセスのサポートを改善するため、デスクトップ環境の再構想に焦点を
絞っています。その結果、営業担当がより自然に作業でき、商談をさらに迅速に成立させるのに役立つ直
感的でインテリジェントなインターフェースが導入されました。新しいインターフェースの一部の主要機
能を確認し、Lightning Experience が一部または全部のユーザに適したものであるかをご判断ください。
このリリースの Lightning Experience の機能
次に、Lightning Experience をより効率的かつ迅速な販売を行うためのインターフェースにする強力な機能お
よび機能強化の完全なリストを示します。このリストを使用して、各機能の詳細にすばやくアクセスして
ください。
Lightning Experience が Salesforce 組織に適しているかどうかの判断
Lightning Experience は多くの関心を集めています。この新しいインターフェースが数多くの利点を営業チー
ムに提供することは明白です。ただし、Salesforce は非常に奥が深いため、一度にすべてを再構築すること
はできません。このリリースには、全機能を備えた Salesforce の前身である Salesforce Classic と完全に同じ機
能は備えられていません。いくつかの使用事例で Lightning Experience と Salesforce Classic の違いを説明します。
この情報を参考にして、現時点で切り替えることが適切かどうかを判断してください。また、新しいイン
ターフェースで組織のプレビューを確認することもできます。
Lightning Experience への移行
成功です。これで、Lightning Experience への切り替えが可能であると判断できました。まず、ロールアウト
のガイドとなる戦略を策定することをお勧めします。次に、適切なタイミングで、次の手順に従って新し
いユーザインターフェースを有効にします。
Lightning Experience の操作方法
まったく新しい Lightning Experience に少し困惑していますか? その気持ちはよくわかります。特に元のイン
ターフェースでは目を閉じても操作できるような場合、再設計されたアプリケーションの操作に混乱する
かもしれません。Lightning Experience に慣れるために、最も一般的な Salesforce 機能が新しいインターフェー
スのどこにあるのかを見ていきましょう。
Lightning Experience の考慮事項
このリリースの Lightning Experience には、Salesforce Classic の機能のうち、含まれていないものがあります。次
のトピックを参照して、ビジネスに不可欠な機能がこのリリースで制限されたり、使用できなくなったり
していないか確認してください。この情報は、Lightning Experience への切り替え時にユーザに対して行うト
レーニングにも役立ちます。

Lightning Experience が特別な理由
Salesforce の新しく迅速で優れたユーザエクスペリエンスである Lightning Experience へようこそ。セールス主体の
考え方に基づき、セールスプロセスのサポートを改善するため、デスクトップ環境の再構想に焦点を絞ってい
ます。その結果、営業担当がより自然に作業でき、商談をさらに迅速に成立させるのに役立つ直感的でインテ
リジェントなインターフェースが導入されました。新しいインターフェースの一部の主要機能を確認し、
Lightning Experience が一部または全部のユーザに適したものであるかをご判断ください。
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機能

適切である理由

ホーム

新しいインテリジェントなホームページで 1 日が開始します。主要な取引先につ
いて目標までのパフォーマンスを監視し、インサイトを取得します。アシスタン
トでなすべきことを正確に確認することで、予定を維持します。

商談ワークスペース

アクションが最適化されたこのワークスペースからセールスプロセスの各フェー
ズで、適切な動作を促進します。ステップごとにコーチングスクリプトをカスタ
マイズできます。営業担当は、便利なコンポーザを使用して自分の商談でより効
率的に作業でき、活動の記録、ToDo の作成、メールの送信などをすばやく行うこ
とができます。

商談看板

パイプラインのフェーズごとに整理された商談の状況を視覚的に確認します。
ユーザは、1 つのフェーズから別のフェーズに商談をドラッグしたり、主要な商
談でアクションを必要とする場合はアラートを表示したりできます。

コンポーザウィンドウ

コンテキストを切り替えることなく、日中に急遽発生する小さいが重要な活動を
効率的に処理します。たとえば、レポートの確認中に顧客から電話があったとし
ます。関連する案件を検索したり、別のレコードに切り替えることなく、すばや
くその活動を記録できます。コンポーザウィンドウは現在のページ上で開き、
ユーザが活動を記録し、レコードに関連付けることができる行動、ToDo、メモを
作成できます。
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適切である理由

活動タイムラインと ToDo 商談、リード、取引先、取引先責任者ごとに、未完了の ToDo、予定されたミー
リスト
ティング、達成事項を活動タイムラインで確認します。
または、ToDo リストを使用して、未完了の ToDo、本日が期日の ToDo、完了した
ToDo の完全なリストを並べて、特定の ToDo の詳細を確認します。マネージャは、
代理ビューを使用して、ロール階層内で自分より下位のユーザに割り当てられた
ToDo を確認できます。
取引先と取引先責任者

新しいレイアウトから、一目で情報を検索してインサイトを収集します。統合さ
れた Twitter と顧客の取引先インサイトで顧客に関する最新ニュースを取得し、今
後の活動や完了済みの活動を確認し、項目レベルの重複照合を使用してデータを
クリーンな状態に保ちます。

拡張されたメモ

自動保存、リッチテキスト機能、インライン画像、バージョン設定、およびメモ
を複数のレコードに関連付ける機能を使用して、より適切なメモを取ります。

ファイルプレビュープレー Adobe Flash Player を必要としない豊富なファイルプレビュー環境を利用します。ベ
ヤー
クターベースのプレビュー画像は、高品質で表示され、高解像度画面で画質が低
下せず、かつ迅速に読み込まれます。新しいコントロールでは、複数ページのド
キュメントのスクロール、アニメーション GIF のプレビュー、全画面表示、ファ
イルアクションのアクセスが可能です。
レポートとダッシュボー
ド

データをさらに効率的に活用します。新しいレポート実行ページは、読み取りと
絞り込みが簡単です。アニメーションを使用した対話型グラフにより、組織の
データが活性化します。また、新しいダッシュボードエディタでは、列と行にま
たがった柔軟なレイアウトとコンポーネントをサポートしています。

リストビュー

カスタムリストビューをシームレスに作成および編集して、関連データをすばや
く見つけることができます。より直観的なリストビューを使用して、データをす
ばやく表示します。便利なリストビューグラフを使用してデータを視覚化した
り、必要に応じて検索条件を適用してデータを絞り込みます。

検索

最近のレコードと上位の結果を含む改善された検索により、レコードをすばやく
検索します。

設定ツリーとオブジェク
トマネージャ

簡略化された組織とクリーンアップされたデザインを使用して、設定ページに移
動します。すべての標準オブジェクトとカスタムオブジェクトがさらに簡単に検
索できる 1 つのリストにまとめられた、新しいオブジェクトマネージャを使用し
ます。

関連トピック:
Trailhead: システム管理者向けトレイル - Lightning Experience への移行
Trailhead: 開発者向けトレイル - Lightning Experience
Lightning Experience および Salesforce1 の URL カスタムボタンおよびリンクサポート
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このリリースの Lightning Experience の機能
次に、Lightning Experienceをより効率的かつ迅速な販売を行うためのインターフェースにする強力な機能および
機能強化の完全なリストを示します。このリストを使用して、各機能の詳細にすばやくアクセスしてくださ
い。

コアセールス
個人取引先: Lightning Experience でのサポート (ベータ)
個人取引先は、標準の B2B 取引先モデルに B2C セールスを含めるように拡張されているため、取引を行う個
人に関する情報を取得できます。Lightning Experience で個人取引先が使用可能になり、これまでにないやり
方でセールスプロセスをサポートできます。
取引先インサイト: Lightning Experience での表示とナビゲーションの改善
取引先インサイトのニュースの表示方法についていくつかの改良が行われ、ユーザはこれまで以上に関連
性が高くタイムリーなニュースにすぐアクセスできます。
取引先インサイト: Lightning Experience でのニュースの関連性の向上
ユーザは、インサイトを参照するときに Salesforce にフィードバックを送信できます。このフィードバック
は、インサイトに含まれる内容の関連性と適切性の向上に役立ちます。
キャンペーン: Lightning Experience での新規ビジネスおよび反復ビジネスの獲得 (ベータ)
ビジネスを企業に推進する外部向けマーケティングキャンペーンを生成および追跡します。営業チームと
マーケティングチームはキャンペーンメンバーをインポートしてメンバーの状況を更新し、パイプライン
でキャンペーンが関連案件に及ぼす影響を確認できます。
「商談ボード」が「商談看板」に変更
商談看板は、商談レコードタイプのすべての商談を視覚的に要約します。商談看板は単なるボードではな
く、営業担当が商談を円滑に進めるのに役立つツールです。看板という語は、生産を継続的に増やしワー
クロードを調整するために作業を最適化するためのシステムを表します。
Lightning Experience で商談を成立させるためのチーム組成
営業担当は、成功率の高い商談チームを Lightning Experience で統合することにより、営業チームの商談への
アクセスを改善および簡略化できるようになりました。商談とその関連レコードへの商談チームメンバー
のアクセスが改善されました。

営業の生産性
リストビュー: Lightning Experience でデータをすばやく検索
Lightning Experience にはカスタムリストビューと条件の作成および編集機能があるため、営業担当とサービ
ス担当は関連データをすばやく検索できます。また、オブジェクトホームとリストビューの列をサイズ変
更して、表示領域を最適化できます。
ホーム: ミーティングのスケジュールと ToDo リストの把握
ホームが営業担当のコントロールセンターとしてさらに強化されました。ホームページから離れることな
く、次回のミーティング、今日が期日の ToDo、および関連取引先に関するその他の情報を確認できるよう
になりました。

51

Salesforce Spring '16 リリースノート

このリリースの Lightning Experience の機能

グローバルアクションおよびコンポーザウィンドウ: Lightning Experience の任意の場所からのメモ取り、行動
や ToDo の追加、および活動の記録
営業担当とサービス担当はグローバルアクションおよび新しいコンポーザウィンドウを使用して、まった
く新しいレベルのマルチタスクを達成できます。[グローバルアクション] メニューから、簡単にクイック
メモを書き留めたり、進行中の他の作業から切り替えることなく活動を記録したりできます。このメニュー
には、頻繁に使用されるグローバルアクションが表示されます。これは、Salesforce Classic および Salesforce1
モバイルアプリケーションで使用できるものと同じです。チームメイトは作業項目を終了する前に適切な
レコードを検索する手間を省くことができます。また、同時に複数のメモや活動を作成するためだけに複
数のブラウザタブを操作する必要はなくなりました。グローバルアクションは現在のページのコンポーザ
ウィンドウに開かれます。
メール: Lightning Experience でのポップアウトコンポーザウィンドウや更新可能なテンプレートなどによる生
産性の向上
Lightning メールの効率と使いやすさが向上し、さらにキャンペーンの完全サポートと個人取引先 (Lightning
Experience のベータ) およびケースの部分的サポートが提供されるようになりました。ユーザは便利なポップ
アップウィンドウでメールを作成できます。差し込み項目を検索してテンプレートや個々のメールで使用
することもできます。自動 BCC では、ユーザが受信箱にある送信済みメールのコピーを取得できます。受
信者が一括メールの送信除外対象となっている場合、ユーザには除外インジケータが表示されます。受信
者へのメールが以前不達だった場合は、送信前にユーザに通知されます。
活動: Lightning Experience でビジネスのスピードに遅れずについていく
行動と ToDo を作成および管理する新しい方法によって、営業担当が今までよりも早く案件や取引先を把握
できます。
メモ: 任意の Lightning ページからの作成および営業担当による以前のバージョンの復元
メモの拡張バージョンでは柔軟性がさらに増し、営業担当は任意の Lightning ページからメモを作成できま
す。また、以前のバージョンのメモを表示または復元したり、メモに画像を追加したりすることもできま
す。
未解決の項目: Lightning Experience で使用可能
Salesforce でレコードに割り当てられなかったメール項目が [未解決の項目] キューに送信された場合、担当
者はそれらの項目を Lightning Experience から直接管理できます。
データインポートウィザード: ホームページからの一部のオブジェクトのデータのインポート
営業担当は、特定のセールスオブジェクトのホームページから直接データインポートウィザードにアクセ
スして、所要時間とクリック数を減らすことができるようになりました。

レポートとダッシュボード
レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience でのデータの分析
多数の新機能によって、Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードは Salesforce Classic のレポートお
よびダッシュボードとより同等になりました。Lightning Experience に切り替えてから、ダッシュボードを絞
り込み、他のユーザとして表示し、表形式データを読み取ることができます。マトリックスレポートの詳
細の表示と非表示が完全にサポートされるようになりました。グラフの色を変更し、参照行を設定できま
す。リストビューから直接レポートおよびダッシュボードを実行、編集、または削除できます。
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サービス
納入商品
Lightning Experience で納入商品を使用できるようになり、セールスプロセスとサポートプロセスがより簡単
になりました。
ケースフィード
ケースフィードのメールがより使いやすくなり、サポートエージェントは定義済みのメールテンプレート
を挿入したり、独自のメールテンプレートを作成できるようになりました。
作業注文
作業注文を使用すると、顧客の商品に対して実施する作業を追跡できるため、サポートエージェントや
フィールド技術者の作業が容易になります。

Chatter
Lightning Experience のブロードキャストグループ — 正式リリース
ブロードキャストグループとは、公開グループ、非公開グループ、リストに記載しないグループの特殊な
種別で、グループ所有者とグループマネージャのみが投稿を作成できます。グループメンバーは投稿に返
答できます。1 人のユーザまたは一連のユーザが大規模なユーザグループと情報を定期的に共有する必要が
ある場合に、ブロードキャストグループを作成することをお勧めします。
バナー画像でグループに色彩や遊び心を追加
グループのバナーを独自の画像で更新し、グループページに会社のブランド設定を含めたり、色彩や遊び
心を加えたりします。これまで Lightning Experience では、公開グループ、非公開グループ、リストに記載し
ないグループのそれぞれにカスタマイズできないバナー画像が使用されていました。
Lightning Experience での顧客グループのサポート開始
顧客を許可するグループを作成して、Lightning Experience のこれらのグループに顧客を追加します。
バナー写真でユーザプロファイルにひと工夫
バナー写真を使用して、他のユーザがプロファイルを参照したときの表示方法をカスタマイズできます。
写真は、Lightning Experience のプロファイルページの最上部に表示されます。ユーザは任意の写真をアップ
ロードできますが、1280×300 ピクセル以上のパノラマ画像を使用することをお勧めします。
写真のアップロードおよび編集操作の改善
ユーザがアップロードアイコンをクリックしたときに表示されるドロップダウンメニューが追加され、プ
ロファイル写真の操作が簡便になりました。ユーザは写真の表示、更新、削除をすばやく選択できます。
円形写真プレビュー
ユーザが写真をアップロードするときに、プレビューはプロファイルでの表示とまったく同じように表示
される必要があります。写真操作が改善され、ユーザはプレビューまたはトリミング時に写真の円形バー
ジョンを確認できるようになりました。
[人] ページのプロファイル写真
ペットでも、スーパーヒーローでも、自身のベストショットでも、写真があればお互いを認識し理解しや
すくなります。[人] ページにユーザの写真が追加され、使いやすさや親しみやすさが改善されました。
Chatter ユーザの Lightning Experience へのアクセス権の拡大
Chatter Free、Chatter Plus、および Chatter External ライセンスを持つユーザは、Lightning Experience を使用できる
ようになりました。
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関連性の高い @メンションの提案
情報が従来よりも迅速に、常に全員に通知されるようになりました。ユーザの @メンションの提案の関連
性がより高くなり、アルファベット順のリストではなく最も頻繁にやりとりしているユーザがリストされ
ます。また、顧客がリストに表示されるのは、その顧客がメンバーであるグループを開いている場合のみ
で、他のコンテキストでは表示されません。
Lightning Experience での Chatter フィードの更新の高速化
アンケート結果や Chatter 投稿への同僚のコメントを従来よりも迅速に確認できます。ユーザは、ページ全
体を更新することなく Chatter フィードを更新できるようになりました。

Files
Chatter なしの Files
Chatter が有効化されているかどうかに関係なく、Salesforce Files を使用できるようになりました。Chatter を使
用せずに Salesforce Files の優れた機能を活用する場合でも、 問題ありません。ファイルは自由に使用できま
す。
Lightning Experience での人およびグループとのファイルの共有
ファイルの共有がさらに簡単になりました。人やグループとファイルを直接共有します。ファイルへのア
クセスを 1 か所で管理します。他のユーザがファイルを共有および共有解除できるかどうかを制御します。
推奨される人およびグループを追加することで、入力時間を節約します。
Lightning Experience での Files Connect 外部 Google ドキュメントのプレビュー
Lightning のファイルプレビュープレーヤーで Google ドキュメントを再生できるようになりました。Google ド
ライブが Files Connect 外部ソースの 1 つとして設定されている場合は、ビューがさらに改善されます。Google
ドキュメント、シート、スライドが、Lightning Experience のファイルプレビュープレーヤーでわかりやすく
表示されます。
Lightning Experience でのファイル選択時における Files Connect 外部ソースの参照
Lightning Experience でフィード投稿に添付するファイルを選択するときに、Google ドライブ、ボックス、
SharePoint などの Files Connect 外部ソースを参照できるようになりました。
SharePoint Online および OneDrive for Business からのワンクリックによるファイルのオープン
SharePoint Online および OneDrive for Business から Files Connect を使用したファイルへのアクセスがさらに簡単に
なりました。ユーザがファイルをクリックして開くと、ファイルの詳細ページではなく、適切な Microsoft
オンラインアプリケーション (Word、Excel、PowerPoint など) にリダイレクトされるようになりました。ク
リック回数が少なくなるので、時間を効率的に使用できます。
Lightning Experience の [ファイル] ホームでのライブラリの移動
Lightning の [ファイル] ホームで、アクセス権のあるライブラリを表示し、そのライブラリを移動して含まれ
るファイルを表示できるようになりました。
Lightning Experience での複数ファイルのコミュニティレコードフィード投稿の表示
コミュニティユーザは、1 つの投稿に複数のファイルを添付できるようになりました。コミュニティのレ
コードで複数ファイルが添付されたフィード投稿を Lightning で表示する場合、複数のサムネイルとプレ
ビューが表示されます。
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検索
シノニムグループが有効なオブジェクトの増加と最大制限の緩和
すべてのシノニムグループが、Salesforce ナレッジ記事、ケース、Chatter フィード、ファイル、アイデア、
質問で使用できるようになりました。組織あたりのシノニムグループの最大制限も 3,000 から 10,000 に緩和
されました。ユーザが検索を行うと、より関連性の高い検索結果が一度で表示されます。
スペル修正の対象オブジェクトの増加
Salesforce ナレッジ記事、Chatter フィード、Chatter グループ、ファイル、および質問で、結果がない検索語を
ユーザが入力すると、検索語の修正されたスペルに一致する結果が表示されます。スペル修正は英語のみ
で使用できます。
ユーザのファイル検索方法に関する総計値の取得
ファイル検索活動カスタムレポートタイプを使用して、ユーザが調べた上位 300 個の検索語について、平
均クリック順位、返された検索結果数、ユーザが入力した検索語を確認できます。レポートの情報に基づ
いて、ユーザが必要なファイルを見つけられているかどうかや、ファイルを編集または作成する必要があ
るかどうかを判断します。
検索結果の並び替えによるレコードの高速検索
使用可能な場合は、検索結果ページに並び替えドロップダウンが表示されるようになりました。さらに、
ユーザは列ヘッダーをクリックして結果を並び替えられます。特定のオブジェクト種別内であっても検索
結果が多すぎる場合には、並び替えが役立ちます。
インスタント結果の表示の改善
インスタント検索結果の数値、日付、時刻、住所項目の項目書式が改良され、ユーザが適切なレコードを
選択しやすくなりました。可能な場合は、自動推奨インスタント結果のレコード名の下にセカンダリ項目
が含まれ、検索レイアウト項目からのコンテキスト情報が表示されます。場所などの追加情報を使用して、
適切な自動推奨レコードをより簡単に選択できます。
Lighting Experience で検索可能なオブジェクトの増加
検索結果に納入商品、キャンペーン、個人取引先、作業注文、作業注文品目の結果が表示されるようにな
りました。
ルックアップ内からのカスタムオブジェクト項目の作成
[新規] ボタンを使用することで、ユーザは参照項目を完成させるレコードを作成するためにルックアップ
ウィンドウを離れる必要はありません。そのため、作業をより短時間で完了できます。

Data.com
Data.com プロスペクタ
今回のリリースで、Lightning Experience で Data.com プロスペクタのいくつかの主要な機能を使用できるよう
になりました。クラウドソーシングした数百万もの取引先責任者を検索して、取引先の適切な取引先責任
者を取得します。取引先の主な業務、財務、会社階層、業界データを示すプロスペクティングインサイト
を確認してください。会社階層を使用して、取引先の企業階層を参照し、クリックして新しい取引先を
Salesforce に追加します。
Data.com クリーンアップ
高品質のデータを維持し、レコードを完全かつ最新の状態に保つため、さらに多くの方法がData.com クリー
ンアップで提供されるようになりました。新しいクリーンアップルールを使用して、重要な組織情報を
Salesforce リードに追加できます。営業担当は、必要な情報を必要なときに取得できます。
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全般的な管理
Lightning Experience ユーザのナビゲーション操作のカスタマイズ
以前のリリースでは、すべてのユーザに同じナビゲーションメニューが表示されていました。今回、営業
担当、営業マネージャ、役員など、さまざまな種別のユーザごとに異なるメニューを作成し、ナビゲーショ
ン操作を調整できるようになりました。項目を追加、削除、および移動できるため、ユーザは最もよく使
用する場所にワンクリックで移動できます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
Lightning Experience および Salesforce1 での URL カスタムボタンとリンクのサポート
コンテンツソースが URL として定義されているカスタムボタンとリンクが、Lightning Experience と Salesforce1
モバイルアプリケーションでサポートされるようになりました。
Lightning Experience の [設定] からの一部のユーザへの代理管理者権限の割り当て
Lightning Experience の [設定] を使用して、システム管理者ではないユーザに限定的なシステム管理者権限を
割り当てることができるようになりました。特定の作業の代理権限を特定のユーザに割り当てることで、
システム管理者はその他の作業に集中できます。たとえば、カスタマーサポートチームのマネージャを代
理管理者にして、サポートマネージャロールとその下位のすべてのロールのユーザを管理させることがで
きます。
Lightning Experience での数式項目のサポート
ハイパーリンクおよび画像付きの数式項目が Lightning Experience でサポートされるようになりました。

設定
Lightning Experience への移行
Lightning Experience が組織に適しているかどうか、本番移行の準備ができているかどうかなどを確認する場
合、移行アシスタントのガイドに従って各ステップを進めることができます。
Lightning Experience でコミュニティの設定を使用可能
Lightning Experience の [設定] メニューでコミュニティの設定の有効化や変更を行えるようになりました。
Salesforce Communities 製品は Lightning Experience では完全にはサポートされていないため、コミュニティを作
成、管理、または使用するには、Salesforce Classic を使用する必要があります。
設定: Lightning Experience での右クリックによる新規タブまたはウィンドウの表示
ブラウザの右クリック機能を使用して、新しいタブまたはウィンドウで [設定] ノードまたはユーザの個人
設定を開くことができます。Lightning Experience では、この機能はすべての [設定] ノードで動作します。[設
定] 内の個々のページでは動作しません。

Lightning アプリケーションビルダー
Lightning アプリケーションビルダーのドロップダウンメニューでの入力支援
Lightning アプリケーションビルダーのドロップダウンメニューで項目を検索するときに、何文字か入力す
ると、入力に一致するすべての使用可能な項目が表示されるようになりました。
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データのカスタマイズ
データインポートウィザードを使用した個人取引先のインポート
ユーザに最適な環境を提供するため、Salesforce では個人取引先の個々のインポートウィザードの終了を開
始しました。[設定] で、個々の個人取引先インポートウィザードが使用できなくなりました。けれども、
心配はいりません。統合データインポートウィザードにより、生産性がさらに向上します。

開発
Lightning Experience 用の Visualforce (ベータ)
このリリースには、Visualforce for Lightning Experience のベータバージョンが含まれています。本番品質ではあ
りますが、既知の制限があります。
Lightning Experience のナビゲーションメニューへの Visualforce ページの追加
Visualforce タブを追加して、Lightning Experience のナビゲーションメニューをカスタマイズできます。
User.UITheme および UserInfo.getUiTheme() によるユーザエクスペリエンスコンテキストの判断
User.UITheme および User.UIThemeDisplayed グローバル変数と UserInfo.getUiTheme() および
UserInfo.getUiThemeDisplayed() Apex ユーティリティメソッドは、Salesforce1 モバイルアプリケーショ
ンおよび Lightning Experience をサポートするように改善されました。
安全なクライアント側キャッシュによるパフォーマンスの改善
ブラウザの安全なデータキャッシュが追加され、サーバとの往復処理回数の追加を避けることでページの
再読み込みパフォーマンスが改善されました。
Lightning Experience での組織の作成と管理
Lightning Experience で環境ハブを使用できるようになりました。開発、テスト、およびトライアル組織を、
直観的で効率のよいユーザインターフェースで作成および管理できます。

全般的な機能強化
Lightning Experience でのエディション名
Salesforce 組織のエディションが Lightning Experience の [組織情報] ページに表示されるようになりました。
Salesforce Classic では、エディションは引き続きブラウザタブおよび [組織プロファイル] ページに表示されま
す。
Lightning Experience で所有者を変更できるレコードタイプの増加
ユーザが作業注文やキャンペーンのレコード所有者を変更したり、リード、ケース、作業注文、カスタム
オブジェクトなどの一部のレコードをLightning Experienceのキューに割り当てたりできるようになりました。
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Lightning Experience が Salesforce 組織に適しているかどうかの判断
Lightning Experience は多くの関心を集めています。この新しいインターフェース
が数多くの利点を営業チームに提供することは明白です。ただし、Salesforce は
非常に奥が深いため、一度にすべてを再構築することはできません。このリリー
スには、全機能を備えた Salesforce の前身である Salesforce Classic と完全に同じ機能
は備えられていません。いくつかの使用事例で Lightning Experience と Salesforce
Classicの違いを説明します。この情報を参考にして、現時点で切り替えることが
適切かどうかを判断してください。また、新しいインターフェースで組織のプ
レビューを確認することもできます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience は現時点では営業チームを対象としているため、他のクラウ
ドのほとんどの機能はまだ使用できません。さらに、一部のセールス機能も使
用できません。Lightning Experienceは今後のリリースでより多くの機能を含めるように拡張されますが、これら
の今後追加される機能が現在のビジネスニーズにとってどの程度重要であるかを評価する必要があります。
Lightning Experienceは一部のユーザに対して有効にできることも考慮してください。この柔軟性によって、営業
チームを今すぐ新しいインターフェースに移行し、サービス組織では引き続き Salesforce Classic を使用すること
ができます。または、この新しい環境でニーズが満たされることを確認できるまで、大多数のユーザの環境は
変更せずに、少人数のユーザグループで Lightning Experience パイロットを実行することもできます。
このセクションの内容:
Lightning Experience 導入後も Salesforce Classic は使用可能
Salesforce Classic はまだ使用可能であり、Lightning Experience ユーザでは新旧インターフェース間を簡単に移動
できます。そのため、Lightning Experience が現時点では最適でなくても、システム管理者やユーザは失敗な
く適合性を試してみることができます。
Lightning Experience でサポートされているエディションおよびユーザライセンス
サポートされているエディションおよびユーザライセンスを調べ、組織で Lightning Experience を有効にして
使用できるかどうかを確認してください。
Lightning Experience の最適な使用事例
このリリースの Lightning Experience に適切な組織の種別について説明します。また、現時点では適切ではな
い可能性がある使用事例もいくつか紹介します。
Lightning Experience と Salesforce Classic の比較
新しいインターフェースで何ができ、何ができないのかを理解することは、Lightning Experience への切り替
えを判断するための重要な部分です。ここでは、Lightning Experience を Salesforce Classic で使用していた機能と
比較し、主要な点をまとめました。
既存の Salesforce カスタマイズの動作
Lightning Experience では、既存の設定とカスタマイズを尊重するように努めてきました。ポイントアンドク
リック操作とプログラムによる実装の多くは、新しいインターフェースでもシームレスに動作します。た
だし、一部のカスタマイズは新しいインターフェースには適用されず、Lightning Experience のすべての機能
を利用するには更新が必要な場合があります。いくつかの考慮すべき問題を次に示します。
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Lightning Experience での組織のプレビュー
Lightning Experience で実際の組織はどうなるのでしょうか。まだユーザを切り替える準備ができていない場
合でも 確認できる機能があります。Lightning Experience 移行アシスタントを利用します。移行アシスタント
のプレビュー機能を使用すると、Lightning Experience で本番組織を探索できるため、新しいインターフェー
スで実際のデータと現在のカスタマイズがどう機能するかを正確に確認できます。他のユーザの操作を妨
げることはありません。
関連トピック:
Lightning Experience でサポートされているエディションおよびユーザライセンス
Lightning Experience でサポートされるブラウザ
Lightning Experience の考慮事項

Lightning Experience 導入後も Salesforce Classic は使用可能
Salesforce Classic はまだ使用可能であり、Lightning Experience ユーザでは新旧イン
ターフェース間を簡単に移動できます。そのため、Lightning Experience が現時点
では最適でなくても、システム管理者やユーザは失敗なく適合性を試してみる
ことができます。
初めて Lightning Experience をユーザに対して有効にした場合、新しいインター
フェースはユーザのデフォルトの推奨環境になります。Lightning Experience ユー
ザのすべてのニーズがこの新しいインターフェースで満たされることが理想的
ですが、 従来のインターフェースに重要な機能やツールがある場合、ユーザは
システム管理者のサポートなしにいつでも Salesforce Classic に切り替えることがで
きます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Salesforce Classic に戻すには、スイッチャを使用します。Lightning Experience ヘッダーでプロファイル画像をクリッ
クし、[Salesforce Classic に切り替える] を選択します。
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このスイッチャは、デフォルト設定を Salesforce Classic に変更します。スイッチャを使用して Lightning Experience
に戻すまで、従来のインターフェースのままになります。新しいインターフェースに戻すと、それがデフォル
ト設定になります。このしくみを理解してください。
Salesforce Classic でスイッチャを使用するには、右上隅の名前をクリックして [Lightning Experience に切り替え]
を選択します。

ユーザが自分自身でインターフェース間を移動できることで、Lightning Experienceの使用を開始する時期の判断
にも影響があるでしょう。チームが時々使用するいくつかの機能のみが Lightning Experience に不足している場
合は、新しい環境の利点を考慮して、ユーザにインターフェースを切り替えるように依頼することは容認でき
るトレードオフと言えます。ただし、サポートされていないセールス機能に毎日アクセスするユーザや、サー
ビス機能を定期的に使用するユーザの場合は、少なくとも現時点では Salesforce Classic のままにすることが最適
です。
関連トピック:
ユーザが Lightning Experience と Salesforce Classic 間を切り替えるときに発生する可能性がある問題
Lightning Experience のユーザの設定
Spring '16 の Lightning Experience で使用できない機能

Lightning Experience でサポートされているエディションおよびユーザライセン
ス
サポートされているエディションおよびユーザライセンスを調べ、組織で Lightning Experience を有効にして使
用できるかどうかを確認してください。
エディション
サポートされているエディ
ション

• Group Edition
• Professional Edition
• Enterprise Edition
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エディション
• Performance Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
サポートされていないエディ • Personal Edition
ション
• Contact Manager Edition
• Database.com Edition
• Chatter.com Edition

ユーザライセンス
サポートされているライセン • Salesforce
ス
• すべての Salesforce プラットフォームおよび Force.com (Force.com Free を除く)
• Identity ユーザ
サポートされていないライセ • 従業員コミュニティ、カスタマーコミュニティ、カスタマーコミュニティ
ンス
プラス、パートナーコミュニティ
• すべてのポータルライセンス
• Force.com Free
• Data.com
• Work.com
• Database.com
• Content Only
• Ideas Only
• Knowledge Only
• Site.com Only

Lightning Experience の最適な使用事例
このリリースの Lightning Experience に適切な組織の種別について説明します。ま
た、現時点では適切ではない可能性がある使用事例もいくつか紹介します。

エディション

次の条件が該当する場合は組織の一部または全員が Lightning Experience を使用す
ることを検討してください。

使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

• 営業チームが取引先、取引先責任者、リード、商談、カスタムオブジェク
ト、および新しいユーザインターフェースでサポートされているその他の
セールス機能を使用して企業間営業を行っている。
• 営業担当者のグループで新しいユーザインターフェースを試そうとしてい
る。
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• Salesforce を再実装しようとしている。いずれにせよ変更管理が必要なため、これは新機能を導入する良い
機会です。
次の条件が該当する場合は Salesforce Classic の継続使用を検討してください。
• 営業チームが Lightning Experience ではまだ使用できない機能 (見積、売上予測、テリトリー管理など) を定期
的に使用している。
• 主にカスタマーサービスツールまたは他のセールス以外の機能を使用している。
• 営業チームとサービスチームが単一の環境を使用する必要がある。

Lightning Experience と Salesforce Classic の比較
新しいインターフェースで何ができ、何ができないのかを理解することは、Lightning Experienceへの切り替えを
判断するための重要な部分です。ここでは、Lightning Experience を Salesforce Classic で使用していた機能と比較し、
主要な点をまとめました。
メモ: 次のリストには、Lightning Experience で使用できない機能がすべて含まれているわけではありませ
ん。判断する場合には、「Lightning Experience の考慮事項」も参照してください。

Salesforce データ
機能

Lightning Experience

Salesforce Classic

Lightning Experience

Salesforce Classic

セールスオブジェクト: 取引先、キャ
ンペーン、取引先責任者、リード、
商談、個人取引先、価格表、商品
カレンダー、行動、ToDo
サービスオブジェクト: 納入商品、基
本ケース、作業注文
カスタムオブジェクト
Chatter フィード、グループ、および
人
Salesforce Files
その他のセールスオブジェクトと
サービスオブジェクト

ホーム
機能
パフォーマンスグラフ
アシスタント
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Lightning Experience

Salesforce Classic

取引先インサイト
最も重要な商談
ToDo
行動*
カレンダー*
フィードとパブリッシャー
未承認申請
カスタマイズ可能なダッシュボード
カスタマイズ可能なホームページコ
ンポーネント

*

Lightning Experience では、ユーザのカレンダーに本日残っているイベントのみが [ホーム] に表示されます。ユー
ザは、[ホーム] のカレンダーリンクまたはデフォルトのナビゲーションメニューからすべてのイベントにアク
セスできます。

取引先と取引先責任者
機能

Lightning Experience

取引先インサイト
活動タイムライン
拡張されたメモ
「参照」ページレイアウト
関連リスト
インテグレーションメールおよびテ
ンプレート
Twitter ハイライト
個人取引先
(ベータサポート)
取引先チーム
取引先および取引先責任者階層
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キャンペーン (ベータ)
機能

Lightning Experience

Salesforce Classic

Lightning Experience

Salesforce Classic

Lightning Experience

Salesforce Classic

キャンペーンメンバーの状況グラフ
キャンペーンメンバーのインポート
個々のキャンペーンメンバーの追加
インポートによるキャンペーンメン
バーの状況の更新
キャンペーンメンバーのコピー
リストビューからのキャンペーンメ
ンバーの追加と管理

リード
機能
ワークスペースページレイアウト
活動タイムライン
セールスパス
拡張されたメモ
リード所有者のキューへの変更
インテグレーションメールおよびテ
ンプレート
API を使用したリードの取引開始に関
するカスタマイズ
重複するリードの検索およびマージ

商談
機能
ワークスペースページレイアウト
活動タイムライン
セールスパス
拡張されたメモ

64

Salesforce Spring '16 リリースノート

機能

Lightning Experience が Salesforce 組織に適しているかど
うかの判断

Lightning Experience

Salesforce Classic

Lightning Experience

Salesforce Classic

Lightning Experience

Salesforce Classic

商談の視覚的表示 (Kanban)
インテグレーションメールおよびテ
ンプレート
商談チーム
商談分割
類似商談
大規模商談アラート

Data.com
機能
取引先責任者と会社の見込み客
クリーンアップルールのクリーン
アップ状況
クリーンアップルールの効果の確認
Data.com 取引先責任者のリードとし
ての追加

レポート
機能
拡張レポートグラフ
レポートビューでの合計と小計の非
表示
レポート表示時の対話型検索条件の
作成
レポートビルダー
バケット項目
カスタム集計項目
マトリックス、サマリー、表形式の
レポート形式
表、じょうごのグラフの種類
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Lightning Experience

Salesforce Classic

レポートフォルダの共有*
レポートフォルダの作成
結合レポート
累積折れ線、複数総計値、円、散布
図のグラフの種類
レポートの更新のスケジュール
フォローレポート
レポート通知
レポートのエクスポート

*

Lightning Experience ではフォルダ共有を設定できませんが、Salesforce Classic で作成されたフォルダが Lightning
Experience に表示される場合は割り当てられた権限をすべて継承します。

ダッシュボード
機能

Lightning Experience

Salesforce Classic

4 列以上の表示
ダッシュボードビルダー
絞り込まれたダッシュボードの表示
動的ダッシュボードの表示
ダッシュボードの更新のスケジュー
ル*
ダッシュボードコンポーネントの
フィードへの投稿
ダッシュボードのフォロー
Visualforce コンポーネント

*

Lightning Experience ではユーザがダッシュボードをスケジュールできませんが、Salesforce Classic でスケジュール
されたダッシュボードは Lightning Experience でもそのとおりに実行されます。
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リストビュー
機能

Lightning Experience

Salesforce Classic

グラフ
検索条件の即時作成
リストの作成および編集
並び替え可能な列
サイズ変更可能な列
共有設定*
高度な検索条件ロジック

*

Lightning Experience では、「自分にのみ表示」または「すべてのユーザに表示」がマークされたリストビュー
の共有がサポートされています。特定のユーザグループとの共有はサポートされていません。

その他の機能と商品
機能

Lightning Experience

Salesforce Classic

活動関連のコンポーザウィンドウ
レコードの作成および編集
レコード詳細項目のインライン編集
リストでのインライン編集
売上予測
テリトリー管理
Salesforce Communities*
パートナーポータル
Service Cloud
Work.com

*

Salesforce Communities の設定は Lightning Experience で使用できますが、コミュニティでの作成、管理、および操
作は Salesforce Classic でのみ使用できます。
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既存の Salesforce カスタマイズの動作
Lightning Experienceでは、既存の設定とカスタマイズを尊重するように努めてきました。ポイントアンドクリッ
ク操作とプログラムによる実装の多くは、新しいインターフェースでもシームレスに動作します。ただし、一
部のカスタマイズは新しいインターフェースには適用されず、Lightning Experienceのすべての機能を利用するに
は更新が必要な場合があります。いくつかの考慮すべき問題を次に示します。

Lightning Experience のナビゲーションメニュー
Lightning Experience では、Salesforce Classic のタブバーがページの左側に表示される折りたたみ可能なナビゲーショ
ンメニューに置き換えられます。従来のインターフェースでタブバーに行ったカスタマイズはナビゲーション
メニューには反映されません。代わりに、複数のカスタムナビゲーションメニューを作成して、ユーザプロ
ファイルに割り当てることができます。これによって、営業担当、営業マネージャ、役員など、さまざまな種
類のユーザに、それぞれのビジネスニーズに固有のナビゲーション操作を提供できます。
カスタムナビゲーションメニューには、標準 Salesforce オブジェクト、カスタムオブジェクト、Lightning コン
ポーネント、Visualforce タブや、その他の項目 (ホーム、メインフィード、人、グループ、ファイル、ダッシュ
ボード、レポート、ユーザの ToDo リストとカレンダー) など、さまざまな項目を追加できます。
実際に、アプリケーションランチャーに表示される項目のほとんどは、カスタムナビゲーションメニューに追
加できます。例外は、接続アプリケーション、Lightning ページタブ、Lightning Experience でサポートされない一
部のSalesforceオブジェクトなど、わずかです。カスタムナビゲーションメニューに追加できない項目は、いつ
でもヘッダーの

をクリックしてアプリケーションランチャーから使用できます。

詳細は、Salesforce ヘルプの「カスタム Lightning Experience ナビゲーションメニュー」および「Salesforce1 でのナ
ビゲーションとアクション: Lightning Experience にはない機能」を参照してください。

ページレイアウトとコンパクトレイアウト
Salesforce Classic でカスタムオブジェクトおよび標準オブジェクトに対して行ったレコードページのカスタマイ
ズは、Lightning Experience のレコードページにも影響します。ただし、Lightning Experience では一部のページ要素
が異なって表示され、一部はサポートされていません。
コンパクトレイアウトは、Lightning Experience でも Salesforce1 モバイルアプリケーションの場合と同じ役割を果
たし、レコードページの強調表示パネルにレコードの重要な項目が表示されます。Lightning Experienceでは、強
調表示パネルに現在のコンパクトレイアウトの最初の 5 項目が表示されます。

アクションとボタン
Salesforce Classicでアクションの作成や使用を行う場合、アクションは Chatter パブリッシャーに表示され、レコー
ドページの詳細の上に標準ボタンとカスタムボタンが表示されます。Salesforce1 では、すべてのアクション種
別とボタンは Salesforce1 アクションバーに混在します。Lightning Experience では、引き続きアクションとボタン
の境界が曖昧になっています。ただし、1 か所に表示する代わりに、アクションとボタンはレコードページの
いくつかの異なる領域に種別ごとにグループ化されています。
デフォルトでは、Lightning Experience にはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce1 および Lightning
Experience アクション] セクションで定義されたアクションとボタンが含まれます。または、オブジェクトペー
ジレイアウトの同じセクションを使用してカスタマイズできます。アクションやボタンがレコードページのど
こに表示されるかを判断するロジックは次のとおりです。
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• 行動、メモ、および ToDo に対する [活動の記録] アクション種別または [レコードを作成] アクション種別を
含むグローバルアクションは、ヘッダーの [グローバルアクション] メニューに表示されます。
• ほとんどのクイックアクション、生産性アクション、標準ボタン、およびサポート対象のカスタムボタン
は、ページレベルのアクションメニューに追加されます。
• [活動の記録]、[新規行動]、[新規 ToDo]、[メール] などのオブジェクト固有の活動関連のアクションは、[活
動] タブのコンポーザに表示されます。
• 標準の Chatter アクションは、[コラボレーション] タブのコンポーザに表示されます。
各領域のアクションの順序は、グローバルパブリッシャーまたはオブジェクトページレイアウトに追加された
順序に基づきます。
詳細は、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience のアクション」を参照してください。

カスタムボタン
JavaScript コンテンツソースを使用するカスタムボタンは、Lightning Experience ではサポートされていません。こ
れらのボタンの一部の機能は、プロセスビルダー、Visual Workflow、コード駆動型アプローチなどのポイント &
クリックツールを使用して置き換えることができます。
コンテンツソースが URL または Visualforce ページとして定義されているカスタムボタンは、期待どおりに動作
します。

Visualforce および Lightning コンポーネント
Salesforce Classic から Lightning Experience への変更は大きなものですが、Visualforce ページが動作しなくなるわけで
はありません。このリリースの Lightning Experience では、Visualforce のベータサポートは含まれていません。既
存の多くの Visualforce ページは、変更することなく Lightning Experience で動作します。新しいインターフェース
では色々と移動されているため、Visualforce ページを期待どおりに動作させるにはいくつかの処理が必要な場
合があります。現時点では、Lightning Experience では動作しないいくつかの Visualforce 機能があります。
いくつかの考慮すべき基本詳細を次に示します。
• Visualforce ページで JavaScript を使用している場合は、確認が必要な事項があります。Lightning Experience に表
示されるときは Visualforce がページ全体を「所有」していません。そのため JavaScript コードはいくつかの新
しいルールに従う必要があります。
• Visualforce ページで組み込み標準コンポーネントを使用している場合は、ユーザが新旧どちらのインター
フェースにアクセスした場合でも Salesforce Classic のデザインになります。ページを Lightning Experience スタ
イルにする場合は、いくつかの作業が必要です。
この作業をサポートするために、Lightning Experience に適合するインターフェースを作成するための設計パ
ターン、コンポーネント、ガイドラインのコレクションである Salesforce Lightning Design System (SLDS) を公開
します。SLDS は、www.lightningdesignsystem.com から入手できます。
成功要因と失敗要因に関する完全なスキニーは、『Developer Trail - Lightning Experience』 Trailhead トレイルの
「Visualforce および Lightning Experience」モジュールを参照してください。
新しい UI のカスタマイズには Lightning コンポーネントフレームワークを使用します。Lightning コンポーネント
フレームワークは、デスクトップおよびモバイルデバイス用の動的な Web アプリケーションを開発するため
の新しい UI フレームワークです。このフレームワークまたは Visualforce を新しいプロジェクトで使用します。
UI 開発についての詳細は、「Lightning Experience Development」 Trailhead モジュールの「ユーザインターフェース
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開発の考慮事項」を参照してください。Lightning コンポーネントについての詳細は、「Developer Trail - Lightning
Experience」 Trailhead モジュールの「Lightning コンポーネント」を参照してください。

Force.com Canvas
Force.com Canvas を使用すると、サードパーティアプリケーションを簡単に Salesforce に統合できます。Lightning
Experience でのキャンバス機能は、Salesforce Classic での機能と同じです。引き続き Visualforce ページやサポート対
象のあらゆる場所にキャンバスアプリケーションを埋め込むことができます。さらに、Lightning コンポーネン
トで キャンバスアプリケーションを公開できます。

Salesforce API および Apex
今まで使用していたプログラム型ツールやプロセスの多くは、Lightning Experienceによる影響をほとんど受けま
せん。新しいリリースによって Salesforce API の連動関係が機能しなくなることはありません。ワークベンチな
どのツールは変更されていません。開発環境は今までと同じです。
Apex クラスと API コールは正常に動作しますが、Lightning Experience ではまだサポートされていない機能がいく
つかあります。ユーザが新しいインターフェースを使用し、サポートされていない機能を操作する Apex コー
ドを実行すると、そのタスクは完了できません。この状況に対応するため、API と Apex の両方からユーザのイ
ンターフェース設定を判断する機能が追加されました。この機能を使用して、ユーザがエラーに遭遇しないよ
うに既存のコードにロジックを追加できます。完全な詳細は、「Lightning Experience の開発」 Trailhead モジュー
ルの「他の開発ツールへの変更について」を参照してください。

AppExchange アプリケーション
AppExchange の多くのアプリケーションには、カスタムオブジェクト、カスタムボタン、Visualforce ページなど
のカスタマイズが含まれています。Salesforce パートナーは、Lightning Experience でそれぞれのアプリケーション
をテストし、Lightning 対応認定を申請しています。Lightning 対応のアプリケーションは Lightning Experience で動
作し、他の Lightning ページと一貫性のある操作性を提供します。アプリケーションが Lightning Experience でサ
ポートされている場合は、AppExchange リスト内で Lightning 対応マークが表示されます。アプリケーションが
Lightning Experience でサポートされていない場合は、代わりに Salesforce Classic で使用します。
メモ: 組織で Lightning 対応認定のないアプリケーションを Lightning Experience で使用することはできます
が、一部の機能が使用できない場合や期待どおりに動作しない場合があります。これらのアプリケーショ
ンの中には、Salesforce Classic のスタイルを使用しているために Lightning Experience での表示の視覚的な一貫
性がなくなるものもあります。最適な操作性を得るために、Lightning 対応として認定されていないアプリ
ケーションには Salesforce Classic を使用してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のアクション
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのアクションの順序
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Lightning Experience での組織のプレビュー
Lightning Experience で実際の組織はどうなるのでしょうか。まだユーザを切り替
える準備ができていない場合でも確認できる機能があります。Lightning Experience
移行アシスタントを利用します。移行アシスタントのプレビュー機能を使用す
ると、Lightning Experience で本番組織を探索できるため、新しいインターフェー
スで実際のデータと現在のカスタマイズがどう機能するかを正確に確認できま
す。他のユーザの操作を妨げることはありません。
プレビュー機能は、隔離された参照のみのツアーではありません。データ、設
定、権限などを変更できます。ただし、本番組織を使用していることに注意し
てください。変更するのは実際の環境であり、Salesforce Classic を使用している
ユーザに変更内容が見えてしまいます。
開始するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning」と入力
し、[Lightning Experience] を選択します。[プレビュー] をクリックすると開始し
ます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

ユーザ権限
Lightning Experience 移行ア
シスタントを表示する
• 「設定・定義を参照す
る」
Lightning Experience 移行ア
シスタントを編集する
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」

Lightning Experience への移行
成功です。これで、Lightning Experience への切り替えが可能であると判断できま
した。まず、ロールアウトのガイドとなる戦略を策定することをお勧めします。
次に、適切なタイミングで、次の手順に従って新しいユーザインターフェース
を有効にします。
このセクションの内容:
Lightning Experience のロールアウト戦略の策定
Lightning Experience をロールアウトする際に最適な投資の 1 つは、明確な計画
を立てることです。計画は、正しい順序で物事を進め、重要なリソースを特
定し、全員とコミュニケーションを取り、明確な終了日を設定するために役
立ちます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience の有効化
Lightning Experienceは、スイッチを切り替えるだけの簡単な操作で有効にできます。ただし、Lightning Experience
を有効にしたらユーザが新しいインターフェースの機能をフル活用できるように、まず他のいくつかの機
能を設定することをお勧めします。次に、適切なユーザにLightning Experienceへのアクセス権を設定します。
また、小規模なパイロットグループに新しいインターフェースを徐々にロールアウトする方法と、一度に
組織の全員に対して有効にする方法があります。
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Lightning Experience のロールアウト戦略の策定
Lightning Experience をロールアウトする際に最適な投資の 1 つは、明確な計画を立てることです。計画は、正し
い順序で物事を進め、重要なリソースを特定し、全員とコミュニケーションを取り、明確な終了日を設定する
ために役立ちます。
組織の規模に応じて、変更管理部門と連携するか、プロジェクトマネージャをロールアウトに割り当てること
ができます。または、システム管理者がロールアウトの開始から終了までを計画して実行することもできま
す。作業がどのように分割される場合でも、Trailhead の『管理者向けトレイル - Lightning Experience への移行』の
「Lightning Experience のロールアウト」モジュールを使用すると役立ちます。
ロールアウトは、ほとんどの場合次のフェーズに分類されます。
学習

• Lightning Experience について学ぶ
• 関係者と担当役員を特定する
• プレゼンテーションとデモで社員を教育する
• 「Lightning Experience と Salesforce Classic の比較」と「Lightning Experience の考慮事項」
を確認する
• ギャップ分析を実施してニーズが満たされることを確認する

立ち上げ

• Lightning Experience のパイロットユーザを特定する
• スーパーユーザを特定して有効にする
• プロジェクトスケジュールを作成する
• 成功基準を定義する
• マーケティング戦略とトレーニング戦略を策定して実行する
• カスタマイズしてテストする (Sandbox 環境での実施が理想的)
• 稼動させる

反復処理

• 稼働状況を評価して成功基準に達しているかどうかを確認する
• ユーザの満足度と不満な点を調査する
• レポートとダッシュボードを使用して総計値とフィードバックを追跡する
• エグゼクティブサマリーを提出する

計画を進めるには、「Lightning Experience のロールアウト」モジュールに含まれる Lightning Experience Customer
Enablement Pack をダウンロードしてください。Enablement Pack には、プレゼンテーションデッキ、リスクの重要
度マトリックス、プロジェクトスケジュールテンプレート、サンプルのメールドリップキャンペーン、ロール
アウトチェックリストなど、集中して順調に進めるための価値あるリソースが数多く詰め込まれています。
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Lightning Experience の有効化
Lightning Experience は、スイッチを切り替えるだけの簡単な操作で有効にできま
す。ただし、Lightning Experience を有効にしたらユーザが新しいインターフェー
スの機能をフル活用できるように、まず他のいくつかの機能を設定することを
お勧めします。次に、適切なユーザに Lightning Experience へのアクセス権を設定
します。また、小規模なパイロットグループに新しいインターフェースを徐々
にロールアウトする方法と、一度に組織の全員に対して有効にする方法があり
ます。
Lightning Experience 移行アシスタントを次の手順を進めるためのコントロールセ
ンターとして使用します。Salesforce Classic の [設定] から、[Lightning Experience] を
クリックします。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

このセクションの内容:
Lightning Experience の推奨機能
Lightning Experience を有効にする前に、いくつかの「補助」機能を有効にして設定することを検討してくだ
さい。これらの機能により、新しいユーザインターフェースがフルに最適化され、営業担当のセールスの
迅速化と効率化に役立ちます。
Lightning Experience のユーザの設定
次は、目的のユーザが Lightning Experience にアクセスできるようにします。デフォルトでは、標準の Salesforce
プロファイルを持つすべてのユーザに対して「Lightning Experienceユーザ」権限が自動的に有効になります。
ただし、カスタムプロファイルや権限セットを使用して Lightning Experience へのアクセス権を微調整できま
す。つまり、パイロットグループに限定してロールアウトしたり、新しいインターフェースからメリット
が得られる特定のユーザのチームを有効化したりできます。組織全体に一括してリリースすることもでき
ます。このように、リリース方法を柔軟に決めることができます。
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組織の Lightning Experience の有効化
ここまで、ロールアウト計画の項目を「学習」して「開始」しました。また、Salesforce 機能を設定して新
しいユーザインターフェースを最適化したり、 適切なユーザを有効にしてトレーニングを実施したりしま
した。ユーザは、こうした変更のリリースを心待ちにしています。本番を開始する準備は整いました。
Lightning Experience は、移行アシスタントを使用して簡単に有効化できます。
関連トピック:
Lightning Experience でサポートされているエディションおよびユーザライセンス

Lightning Experience の推奨機能
Lightning Experience を有効にする前に、いくつかの「補助」機能を有効にして設
定することを検討してください。これらの機能により、新しいユーザインター
フェースがフルに最適化され、営業担当のセールスの迅速化と効率化に役立ち
ます。
関連ファイル
標準の Salesforce オブジェクトとカスタムオブジェクトから、Salesforce Files の
充実した機能と柔軟性を活用できます。新しい [ファイル] 関連リストをペー
ジレイアウトに追加すると、ユーザは、ファイルをレコードにアップロード
し、レコードに関連付けられたファイルを表示できます。また、視覚的に充
実した最新のプレビュープレーヤーで、ファイルをページ単位ですばやく参
照できます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

拡張されたメモ
拡張されたメモ取りツールで、情報を常に整理できます。リッチテキストのメモを簡単に作成し、すばや
く特定のレコードに関連付けることができます。メモを有効にするときには、新しい [メモ] 関連リストを
ページレイアウトに追加して、ユーザがレコードから直接メモを作成および参照できるようにします。
セールスパス
営業担当が、組織のセールスプロセスに従って簡単に商談を成立させることができるようにします。商談
フェーズ、リードの状況、それらが商談およびリードワークスペースの [セールスパス] に表示される順序
をカスタマイズできます。[セールスパス] のフェーズや状況ごとに独自のコーチング手順を追加してさら
に調整することもできます。
重複管理
ユーザが重複レコードの作成を試みるとアラートが表示されるように重複ルールを作成できます。重複ルー
ルを作成することで、Salesforce 内に重複レコードを作成することをユーザに許可するかどうか、および許
可する条件を制御できます。
リードの取引の開始
営業担当が評価済みリードを取引先責任者、取引先、または商談に変換できるようにすることで、セール
スプロセスを促進します。[変換] ボタンをリードページレイアウトに追加できます。
取引先インサイト
営業担当が、取引先に関連するニュース記事にタイムリーにすばやくアクセスできます。この機能は英語
のみで提供されるため、組織が別の主言語を使用している場合、このオプションは不要な場合があります
(この機能に伴うプライバシーの問題についての詳細は、Salesforce ヘルプの「取引先インサイト」を参照し
てください)。
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ソーシャル取引先、取引先責任者、およびリード
営業担当が取引先、取引先責任者、およびリードを一致する Twitter プロフィールにリンクできるようにす
ることで、チームが常に最新の情報を得られるようにします。ユーザは、共有する Twitter ユーザプロフィー
ルと人を Salesforce で表示し、すばやくツイートにアクセスできます。
Shared Activities
営業担当が複数の取引先責任者を個々の行動や ToDo に関連付けられるようにすることで、活動リレーショ
ンがより正確に表されます。Shared Activities は期限なく使用できます。Shared Activities は有効にすると、無効
にできません。

Lightning Experience のユーザの設定
次は、目的のユーザがLightning Experienceにアクセスできるようにします。デフォ
ルトでは、標準のSalesforceプロファイルを持つすべてのユーザに対して「Lightning
Experience ユーザ」権限が自動的に有効になります。ただし、カスタムプロファ
イルや権限セットを使用して Lightning Experience へのアクセス権を微調整できま
す。つまり、パイロットグループに限定してロールアウトしたり、新しいイン
ターフェースからメリットが得られる特定のユーザのチームを有効化したりで
きます。組織全体に一括してリリースすることもできます。このように、リリー
ス方法を柔軟に決めることができます。
重要: Group Edition または Professional Edition を使用している場合は、上記の説
明と若干異なります。組織の標準プロファイルから「Lightning Experienceユー
ザ」権限を削除することはできず、カスタムプロファイルは使用できませ
ん。つまり、「全体にリリースするか、まったくしないか」しか選べず、
Lightning Experience を有効化した場合は、すべてのユーザが直ちに新しいイ
ンターフェースに切り替えられます。必ず、ユーザが新しい Salesforce エク
スペリエンスに向けて準備できるようにし、Lightning Experience に変更する
ときには事前通知を行います。また、Salesforce Classic に残ることを希望する
ユーザは、いつでも自分でスイッチャを使用して元に戻すことができます。
ただし、Professional Edition でカスタムプロファイルを有効にしている場合は
異なります。以下をお読みください。

エディション
プロファイルと権限セッ
トを使用可能なエディ
ション: Salesforce Classic
と Lightning Experience の
両方
プロファイルを使用可能
なエディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition
権限セットを使用可能な
エディション: Group
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

まず、標準プロファイル (まだ Lightning Experience を使用できない) を持つユーザ
がいるかどうかを確認します。これらのユーザを「Lightning Experienceユーザ」権限のないカスタムプロファイ
ルに移動します。
カスタムプロファイルを持つユーザのうち、Lightning Experienceに移行するユーザを決定します。カスタムプロ
ファイルに「Lightning Experienceユーザ」権限が自動的に設定されることはないため、システム管理者が判断す
る必要があります。次のオプションを検討します。
• カスタムプロファイルユーザの小規模なグループで Lightning Experience をテストし、カスタムプロファイル
に割り当てられているすべてのユーザでは有効化しない場合。「Lightning Experience ユーザ」権限を含む権
限セットを作成します。作成した権限セットをパイロットユーザごとに適用します。Lightning Experience を
有効にすると、パイロットユーザにのみ新しいインターフェースが表示されます。
権限セットの使用に慣れていない場合は、 次のウォークスルーを確認してください。
限セットを作成、編集、および割り当てる
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• Lightning Experience を特定のカスタムプロファイルにロールアウトする場合、 または、すべてのカスタムプ
ロファイルユーザを有効にする準備ができている場合。「Lightning Experience ユーザ」権限をプロファイル
に追加するのが、最も手早く新しいユーザインターフェースを一括して有効化する方法です。
扱うプロファイルが多い場合、データローダを使用して同時に処理することができます。ただし、権限が
大きいほど、責任も大きくなります。知らないうちに他の機能を有効化または無効化しないように注意し
てください。
Lightning Experienceを一部のユーザに制限する場合、機能チームのメンバー全員のエクスペリエンスを同じにし
ておくことをお勧めします。頻繁にリンクを共有し、緊密に協力し合うチームメンバーがいる場合は、そのメ
ンバー全員をパイロットに含めます。詳細は、「ユーザが Lightning Experience と Salesforce Classic 間を切り替える
ときに発生する可能性がある問題」を参照してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: プロファイル
Salesforce ヘルプ: 権限セット
Lightning Experience 導入後も Salesforce Classic は使用可能

組織の Lightning Experience の有効化
ここまで、ロールアウト計画の項目を「学習」して「開始」しました。また、
Salesforce 機能を設定して新しいユーザインターフェースを最適化したり、 適切
なユーザを有効にしてトレーニングを実施したりしました。ユーザは、こうし
た変更のリリースを心待ちにしています。本番を開始する準備は整いました。
Lightning Experience は、移行アシスタントを使用して簡単に有効化できます。
Salesforce Classic の [設定] から、[Lightning Experience] をクリックします。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

ユーザ権限
Lightning Experience 移行ア
シスタントを表示する
• 「設定・定義を参照す
る」
Lightning Experience 移行ア
シスタントを編集する
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」

Lightning Experience 移行アシスタントページで、[Lightning Experience] ボタンをク
リックして [有効化] に設定します。
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完成です! 有効化されたユーザは、現在のセッションが更新されるか、次回ログインすると、自動的にLightning
Experience の使用を開始できます。

Lightning Experience の操作方法
まったく新しい Lightning Experience に少し困惑していますか? その気持ちはよくわ
かります。特に元のインターフェースでは目を閉じても操作できるような場合、
再設計されたアプリケーションの操作に混乱するかもしれません。Lightning
Experience に慣れるために、最も一般的な Salesforce 機能が新しいインターフェー
スのどこにあるのかを見ていきましょう。
このセクションの内容:
Lightning Experience でのプロファイルおよび個人設定の検索

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Salesforce Classicでは、プロファイルおよび個人設定は、自分の名前のメニュー
にあります。Lightning Experience でもそれほど変わりません。これらのオプ
ションのリンクは、どちらもプロファイル写真をクリックすると表示されます。Lightning ExperienceとSalesforce
Classic を切り替える場合の、 リンクも用意されています。
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Lightning Experience での各項目の検索
Salesforce Classic では、タブを使用して取引先やリードなどのオブジェクトにアクセスします。タブには、
[ホーム] ページや Chatter などのその他の機能も表示されます。Lightning Experienceでは、タブバーはオブジェ
クト、アプリケーション、その他の項目が含まれる折りたたみ可能なナビゲーションメニューに置き換え
られます。接続アプリケーションの場合、 項目がナビゲーションメニューになければ、アプリケーション
ランチャーを探します。
Lightning Experience でのリストビューの検索
Lightning Experience では、直観的なレイアウト、便利なナビゲーション、シームレスなリスト作成および編
集により、Salesforce Classic のリストビュー操作が改善されました。
Lightning Experience でのレコードの操作方法
Salesforce Classic では、レコードの詳細、関連リスト、およびレコードフィードが同じページに表示されま
す。このレイアウトでは、特に大量のデータがあるレコードの場合、多くのスクロールが必要になります。
Lightning Experience では、レコードの詳細、関連情報、およびレコードフィードが、簡単に切り替えること
ができる専用のタブに表示されます。
Lightning Experience でのアクションおよびボタンの検索
Salesforce Classic では、Chatter パブリッシャーにアクションが、レコードの詳細ページにボタンが表示されま
すが、Lightning Experience ではこれらの要素の区別があいまいになっています。新しいインターフェースで
は、アクションとボタンが混ざり合っており、機能に基づいてさまざまな領域に配置されます。
Lightning Experience での関連リストの検索
Salesforce のレコードには、他の関連レコードの詳細やそのリンクが含まれます。Salesforce Classic では、ペー
ジ下部付近のリストに関連レコードが表示されます。Lightning Experience では、関連リストカードに関連情
報が表示されます。リードや商談 (ワークスペースを含むオブジェクト) の場合、[関連] タブから関連リスト
カードにアクセスします。取引先や取引先責任者などの参照オブジェクト、およびグループやユーザの場
合、関連リストカードはページの右側に表示されます。
Lightning Experience での Chatter 機能の検索
Lightning Experience では、使い慣れた Salesforce Classic と同様に、他のユーザやグループとつながり、ビジネス
情報を安全かつリアルタイムに共有できます。新しいインターフェースでは、Chatterフィード、グループ、
およびプロファイルへのアクセス方法が若干異なりますが、 この簡単な概要を確認すれば慣れることがで
きます。
Lightning Experience でのヘルプの検索
ヘルプにすぐにアクセスできます。また、ヘルプは今までの Lightning Experience よりも改善されており、コ
ンテキストヘルプメニューに動画、ウォークスルー、ヘルプトピック、トレイルなどのターゲットコンテ
ンツが表示されるようになっています。これは非常に便利です。
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Lightning Experience でのプロファイルおよび個人設定の検索
Salesforce Classic では、プロファイルおよび個人設定は、自分の名前のメニューに
あります。Lightning Experience でもそれほど変わりません。これらのオプション
のリンクは、どちらもプロファイル写真をクリックすると表示されます。Lightning
Experience と Salesforce Classic を切り替える場合の、 リンクも用意されています。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience では、プロファイル写真をクリックすると、プロファイルおよび個人設定へのリンク (1) が
表示されます。写真を追加する前は
のようになっています。これはあまりよい画像とは言えないので、
[プロファイル] をクリックして写真を追加し、人物の画像にします。
Salesforce Classic に戻す必要がある場合、スイッチャ (2) を使用します。選択内容は記録され、デフォルトとして
設定されます。Lightning Experience に戻す場合は、 Salesforce Classic ヘッダー内の名前をクリックして、スイッチャ
(2) をクリックします。

Lightning Experience での各項目の検索
Salesforce Classic では、タブを使用して取引先やリードなどのオブジェクトにアク
セスします。タブには、[ホーム] ページや Chatter などのその他の機能も表示さ
れます。Lightning Experienceでは、タブバーはオブジェクト、アプリケーション、
その他の項目が含まれる折りたたみ可能なナビゲーションメニューに置き換え
られます。接続アプリケーションの場合、 項目がナビゲーションメニューにな
ければ、アプリケーションランチャーを探します。

79

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Salesforce Spring '16 リリースノート

Lightning Experience の操作方法

Lightning Experience では、ナビゲーションメニューを使用して、ホーム、Salesforce オブジェクト、Chatter フィー
ド、グループ、人、ダッシュボード、レポート、生産性ツール、アプリケーションなどの項目にアクセスしま
す。組織は、デフォルトのナビゲーションメニューを使用するか、カスタムナビゲーションメニューを使用し
てユーザプロファイルに割り当て、ユーザに必要な項目のみを表示することができます。目的の項目のアイコ
ン (1) をクリックするだけで、スクロールダウンしてメニューのすべてを表示します。[ナビゲーションメニュー]
アイコン (2) をクリックして、メニューを展開し、項目名を表示します。項目のアイコンに慣れたら、メニュー
を折りたたみます。
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Salesforce Classic では、アプリケーションランチャー Force.com メニュー (1) を使用して、使用可能なアプリケー
ションにアクセスします。Lightning Experience では、[アプリケーションランチャー] アイコン (1) にマウスポイン
タを置いて (全体が虹色になる) クリックし、[アプリケーションランチャー] ページ (2) でアプリケーションを見
つけます。
ナビゲーションメニューにない項目や、Lightning Experience でまだ使用できない項目を探している場合、 機能
のクラウドのタイルをクリックし、その機能へのリンクにスクロールダウンします。リンクをクリックする
と、別のブラウザタブで Salesforce Classic の機能が開きます。たとえば、コラボレーション売上予測を使用する
場合、[営業] をクリックし、[売上予測] リンクにスクロールダウンします。そのリンクをクリックすると、別
のブラウザタブで Salesforce Classic の [売上予測] タブが表示されます。
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Lightning Experience でのリストビューの検索
Lightning Experience では、直観的なレイアウト、便利なナビゲーション、シーム
レスなリスト作成および編集により、Salesforce Classic のリストビュー操作が改善
されました。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

• ドロップダウンメニュー (1) からリストビューを選択する。
• リストビュー (2) を作成、編集、削除する。
れるレコードを絞り込みます。

を使用して、すばやくビューの検索条件を変更し、表示さ

• リストビューから直接レコード (3) を作成する。
• 特定のレコードを編集または削除 (4) する。
Lightning Experience のリストビューには、Salesforce Classic では使用できないいくつかの新機能が含まれています。
• 検索して特定のリストビューをすばやく見つける (5)。
• 商談の場合のみ、標準リストビューグリッドと、視覚的にパイプラインを監視する機能である新しい商談
ボード (6) 間を切り替える。
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• いずれかの種類のグラフ (縦棒グラフ、横棒グラフ、ドーナツグラフ) でリストビューデータを視覚化する
(7)。

Lightning Experience でのレコードの操作方法
Salesforce Classic では、レコードの詳細、関連リスト、およびレコードフィードが
同じページに表示されます。このレイアウトでは、特に大量のデータがあるレ
コードの場合、多くのスクロールが必要になります。Lightning Experience では、
レコードの詳細、関連情報、およびレコードフィードが、簡単に切り替えるこ
とができる専用のタブに表示されます。
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• Salesforce Classic では、[フィードを表示] (1) でレコードの Chatter フィードが表示されるかどうかを制御しま
す。Lightning Experience では、[コラボレーション] タブ (1) で常にレコードのフィードおよびフィードコンポー
ザを使用できます。
• [詳細] (2) タブですべてのレコードの詳細が表示されます。
• Salesforce Classic では、レコードに関連リスト (3) が含まれますが、Lightning Experience では、関連リストカー
ド (3) に関連情報が表示されます。新しいインターフェースと従来のインターフェースの関連情報の処理方
法についての詳細は、「Lightning Experience での関連リストの検索」を参照してください。
関連トピック:
Lightning Experience でのアクションおよびボタンの検索

Lightning Experience でのアクションおよびボタンの検索
Salesforce Classic では、Chatter パブリッシャーにアクションが、レコードの詳細
ページにボタンが表示されますが、Lightning Experience ではこれらの要素の区別
があいまいになっています。新しいインターフェースでは、アクションとボタ
ンが混ざり合っており、機能に基づいてさまざまな領域に配置されます。
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• Lightning Experience では、[投稿] および [アンケート] の標準 Chatter アクション (1) は、[コラボレーション] タ
ブのコンポーザに表示されます。ただし、[感謝] や [リンク] などの他の標準アクションは、新しいインター
フェースでは使用できません。
• オブジェクトのページレイアウトの [活動の記録]、[新規 ToDo]、および [新規行動] アクション (2) は、[活動]
タブのコンポーザに表示されます。オブジェクトのページレイアウトに [メールの送信] ボタンが含まれて
いる場合、[メール] アクションもこのコンポーザに表示されます。これらのアクションでは、ユーザが表
示中のレコードに関連するレコードが作成されます。
または、ヘッダーの[グローバルアクション]メニュー (
) を使用して、活動を記録したり、現在のレコー
ドに関連しない行動、メモ、ToDo を作成したりできます。
• ページレイアウトの標準ボタンおよびサポート対象のカスタムボタン (3) ([編集] ボタンなど) は、アクショ
ンメニューに表示されます。他のグローバルアクションおよびオブジェクト固有のアクション (Visualforceア
クションや Force.com Canvas アクションなど) もメニューに表示されます。

85

Salesforce Spring '16 リリースノート

Lightning Experience の操作方法

• Salesforce Classic と同様に、カスタムリンクもレコードの詳細に含まれます。これらは、[詳細] タブをクリッ
クすると表示されます。
関連トピック:
Lightning Experience でのレコードの操作方法
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のアクション
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのアクションの順序
Salesforce ヘルプ: ナビゲーションおよびアクション: Lightning Experience にない機能

Lightning Experience での関連リストの検索
Salesforceのレコードには、他の関連レコードの詳細やそのリンクが含まれます。
Salesforce Classic では、ページ下部付近のリストに関連レコードが表示されます。
Lightning Experience では、関連リストカードに関連情報が表示されます。リード
や商談 (ワークスペースを含むオブジェクト) の場合、[関連] タブから関連リスト
カードにアクセスします。取引先や取引先責任者などの参照オブジェクト、お
よびグループやユーザの場合、関連リストカードはページの右側に表示されま
す。
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レコードの最初の 8 個の関連リストカードは、次のように表示されます。
• 関連リストのボタン (1) は、各関連リストカードの右上隅にあります。複数のボタンがある場合、プルダウ
ンメニューを使用してアクセスします。
• 関連リストカードの各項目には、関連レコードを開くリンク (2) が含まれます。
• レコード固有のアクション (3) は、各関連レコードの横にあるプルダウンメニューにあります。
• 関連リストカードがページの右側にある場合、各カードには最大 3 個のレコードが表示されます。参照オ
ブジェクトの場合、関連リストカードには最大 6 個のレコードが表示されます。どちらの場合も、ドリル
ダウン (4) して、関連レコードの完全なリストを表示できます。
レコードの関連リストが 8 個より多い場合、追加の関連リストカードにはオブジェクトの名前のみが表示され
ます。関連リストカードの名前をクリックすると、完全な関連リストが開きます。このリストには、カードに
は含まれない関連リストボタンとレコード固有のアクションが含まれます。
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Lightning Experience での Chatter 機能の検索
Lightning Experience では、使い慣れた Salesforce Classic と同様に、他のユーザやグ
ループとつながり、ビジネス情報を安全かつリアルタイムに共有できます。新
しいインターフェースでは、Chatter フィード、グループ、およびプロファイル
へのアクセス方法が若干異なりますが、 この簡単な概要を確認すれば慣れるこ
とができます。
Salesforce Classic では、通常、Chatter タブのサイドバーから Chatter 機能にアクセス
します。Lightning Experienceでは、ナビゲーションメニューから直接メインフィー
ド (1)、同僚のプロファイル (2)、グループ (3) にアクセスします。
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Lightning Experience の場合、レコード (4) に関するコラボレーションを行うには、[コラボレーション] タブを探し
ます。Salesforce Classic と同じように、更新の投稿、アンケートの作成、およびファイルの共有を行うことがで
きます。ただし、[フィードを非表示] リンクや [フィードを表示] リンクを使用する必要はなくなりました。
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フィードの使用
Chatter のメインフィードを変更して、投稿の特定のサブセット (1) を表示できます。Lightning Experience では、
ページの上部にあるタブを使用します。[自分がフォローするもの] フィードはデフォルトフィードのままで
す。
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Lightning Experience のフィードには、Salesforce Classic で使用できる多くのオプションが含まれています。
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• [投稿] および [アンケート] アクションは、[コラボレーション] タブのコンポーザ (2) で使用できます。コン
ポーザをクリックして、ファイルのアップロードやユーザへのメンションを行うボタンにアクセスします。
Salesforce Classic のパブリッシャーに表示される他の標準 Chatter アクション ([感謝] や [リンク] など) は、Lightning
Experience では使用できません。
• 投稿またはコメントの新しい順でフィード (3) を並び替えます。Lightning Experience では、フィードを絞り込
むオプションは使用できません。
• Lightning Experience では、フィードを更新 (4) して最新の情報を表示します。
• フィード検索 (5) で特定のフィードの情報を探します。
• 投稿のアクション (6) は、どちらのインターフェースでも同じです。ただし、Lightning Experience では、ト
ピックは使用できません。
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Lightning Experience でのヘルプの検索
ヘルプにすぐにアクセスできます。また、ヘルプは今までの Lightning Experience
よりも改善されており、コンテキストヘルプメニューに動画、ウォークスルー、
ヘルプトピック、トレイルなどのターゲットコンテンツが表示されるようになっ
ています。これは非常に便利です。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Salesforce Classic では、大半のページおよび関連リストが 1 つのコンテキストヘルプトピックにリンクされてい
ます。Lightning Experience のヘルプメニュー (1) には、作業対象に最も関連する内容 (動画、ウォークスルー、ヘ
ルプトピック、トレイル) へのリンクが表示され、より多くのオプションが提供されます。
どちらのインターフェースにも、[ヘルプ & トレーニング] メインポータル (2) へのリンクがありますが、Lightning
Experienceのリンクでは、直接検索ページにアクセスして必要なヘルプをすばやく見つけることができるため、
時間を節約できます。
フィードバックをお寄せください。[フィードバックを送信] リンク (3) をクリックすれば、Lightning Experience や
その他の Salesforce に関するコメントを共有できます。よろしくお願い申し上げます。
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Lightning Experience の考慮事項
このリリースの Lightning Experience には、Salesforce Classic の機能のうち、含まれて
いないものがあります。次のトピックを参照して、ビジネスに不可欠な機能が
このリリースで制限されたり、使用できなくなったりしていないか確認してく
ださい。この情報は、Lightning Experience への切り替え時にユーザに対して行う
トレーニングにも役立ちます。
このセクションの内容:
ユーザが Lightning Experience と Salesforce Classic 間を切り替えるときに発生する
可能性がある問題

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience と Salesforce Classic 間の切り替えはすばやく簡単にできます。
ただし、インターフェース間の切り替えは基盤となる URL ルーティングロジックに影響し、リンクの解決
時に予期しない結果になる場合があります。つまり、組織に Lightning Experience の使用が許可された一部の
ユーザとSalesforce Classicを引き続き使用するユーザが混在している場合は、ブックマーク、メール内の共有
リンク、または Chatter 投稿に影響が出る可能性があります。
Spring '16 の Lightning Experience で使用できない機能
Spring '16 リリースの Lightning Experience では、多くの新機能と拡張機能が導入されます。ここでは、これら
の新機能と拡張機能のうち、Salesforce Classicで使用可能なすべての機能は備えていないもの、このリリース
では一部に制限があるものを挙げます。このリストを確認する際には、Salesforce Classicに切り替えれば、新
しいユーザインターフェースで現在サポートされていない機能をいつでも使用できることを忘れないでく
ださい。
Chatter が無効な場合の Lightning Experience の機能制限
組織で Chatter を使用していない場合、Lightning Experience インターフェースのいくつかの機能を使用できま
せん。ここでは、Lightning Experienceでの変更点と、Chatter なしでは使用できない重要な機能を確認します。

ユーザが Lightning Experience と Salesforce Classic 間を切り替えるときに発生す
る可能性がある問題
Lightning Experience と Salesforce Classic 間の切り替えはすばやく簡単にできます。た
だし、インターフェース間の切り替えは基盤となる URL ルーティングロジック
に影響し、リンクの解決時に予期しない結果になる場合があります。つまり、
組織に Lightning Experience の使用が許可された一部のユーザと Salesforce Classic を引
き続き使用するユーザが混在している場合は、ブックマーク、メール内の共有
リンク、または Chatter 投稿に影響が出る可能性があります。
初めて Lightning Experience をユーザに対して有効にした場合、新しいインター
フェースはユーザのデフォルトの推奨環境になります。ユーザがスイッチャを
使用してインターフェースを切り替えるたびに、ユーザのデフォルト設定は現
在の環境に合わせてリセットされます。この動作に基づく一般的なリンクルー
ティングの相互作用を次に示します。
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ユーザに「Lightning
Experience ユーザ」権限
があるか?

ユーザのデフォルト環境

あり

Lightning Experience

リンクが開く場所

Lightning Experience でサポートされているページの場
合、リンクは (Salesforce Classic で生成されたリンクで
も) 新しいインターフェースで開きます。
サポートされていないページへのリンクは Salesforce
Classicにリダイレクトされ、新しいタブで開きます。
この一時的なリダイレクトでユーザのデフォルト設
定が Salesforce Classic に変更されることはありません。
次回ユーザが新しいインターフェースでサポートさ
れているリンクを選択するときに、Salesforce Classic タ
ブは再読み込みされ、リンクが Lightning Experience で
開きます。

あり

Salesforce Classic

通常、リンクは Salesforce Classic で開きます。
リンクが Lightning Experience で生成された場合 (URL に
/one/one.app が含まれる場合)、リンクは Lightning
Experience で開きます。ユーザのデフォルト設定は
Lightning Experience に変更されません。

なし

Salesforce Classic

リンクは Salesforce Classic のみで開きます。
リンクが Lightning Experience で生成された場合 (URL に
/one/one.app が含まれる場合)、ユーザは Lightning
Experience にアクセスできないためリンクは開きませ
ん。

これらのルーティング動作を考慮すると、ユーザが Lightning Experience リンクを Salesforce Classic ユーザと共有し
ている場合、混乱が生じる可能性があることがわかります。この問題を避けるため、緊密に連携して作業する
すべてのユーザに対して新しいインターフェースを有効にすることをお勧めします。
また、この 2 つの環境間でリンクとブックマークがどのように動作するかを Lightning Experience ユーザに説明す
ることもお勧めします。
関連トピック:
Lightning Experience 導入後も Salesforce Classic は使用可能

95

Salesforce Spring '16 リリースノート

Lightning Experience の考慮事項

Spring '16 の Lightning Experience で使用できない機能
Spring '16 リリースの Lightning Experience では、多くの新機能と拡張機能が導入さ
れます。ここでは、これらの新機能と拡張機能のうち、Salesforce Classic で使用可
能なすべての機能は備えていないもの、このリリースでは一部に制限があるも
のを挙げます。このリストを確認する際には、Salesforce Classic に切り替えれば、
新しいユーザインターフェースで現在サポートされていない機能をいつでも使
用できることを忘れないでください。
メモ: Lightning Experience で使用できない機能と制限事項の完全なリストを参
照するには、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience で使用できない機能」
を参照してください。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

このセクションの内容:
データアクセスおよびビュー: Lightning Experience にはない機能
セールス機能: Lightning Experience で使用できない機能
生産性機能: Lightning Experience にはない機能
カスタマーサービス機能: Lightning Experience で使用できない機能
レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience にはない機能
ファイルおよびコンテンツ: Lightning Experience にはない機能
Chatter: Lightning Experience にはない機能
ナビゲーションおよびアクション: Lightning Experience にはない機能
検索: Lightning Experience にはない機能
Data.com: Lightning Experience にはない機能
アプリケーションおよびパッケージ: Lightning Experience にはない機能
関連トピック:
Lightning Experience 導入後も Salesforce Classic は使用可能

データアクセスおよびビュー: Lightning Experience にはない機能
リストビュー
Lightning Experience でリストビューを作成および編集する場合、次の点に留意してください。
• リストビューを作成するとき、新しいページには移動しません。代わりに、同じページ上でポップアッ
プダイアログボックスにリストビュー名を入力します。ページの右側でスライド表示されるパネルで、
リストをカスタマイズするための条件を追加します。
• リストビューは、[すべて] または [私の] を選択することでのみ制限できます。キュー、キャンペーン、
価格表による制限など、他のオプションは使用できません。
• 検索条件では、相対的な日付範囲 (今日、明日、昨日、今週、今月、当四半期、今年、先週、先月、前
四半期、昨年) のみがサポートされます。
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• Lightning Experience のリストビューでは、ID 項目の検索条件として「次の文字で始まる」はサポートされ
ていません。ID 項目は、レコードを識別する 15 文字の項目です。たとえば、取引先責任者オブジェク
トの [取引先 ID] 項目は取引先責任者が関連付けられている取引先を識別します。その他の項目では
検索条件として「次の文字列で始まる」を使用できます。
インライン編集
Lightning Experience では、レコードの [詳細] タブにある項目のインライン編集を使用できます。ただし、レ
コードの強調表示パネルにある個々の項目やリストビューの項目は編集できません。

セールス機能: Lightning Experience で使用できない機能
個人取引先 (ベータ)
• [設定] から個人取引先にアクセスできません。Salesforce Classic に切り替えて、個人取引先を設定します。
• 適用されない場合でも、取引先および取引先責任者のすべての検索結果に個人取引先が含まれます。た
とえば、個人取引先が取引先責任者の取引先として使用できない場合でも、取引先責任者レコードの取
引先参照項目に個人取引先が含まれます。
• 個人取引先リンクにマウスポインタを置いた場合、個人取引先リンクの場所に応じてクイックビューの
表示が異なります。リンクが取引先責任者を表す項目 ([氏名] または [取引先責任者] など) にある場合
は、取引先責任者情報が表示されます。リンクが取引先を表す項目 ([関連先] または [取引先] など) に
ある場合は、個人取引先情報が表示されます。
• すべての法人取引先のクイックアクションが個人取引先に対して有効でなくても、法人取引先のクイッ
クアクションが個人取引先ページレイアウトに含まれます。たとえば、個人取引先ページレイアウトに
新規取引先責任者クイックアクションが含まれますが、取引先責任者をこの方法で個人取引先に関連付
けることはできません。
• 個人取引先が取引先責任者リストビューに含まれている場合、個人取引先レコードには取引先の行レベ
ルのアクションが表示され、取引先責任者レコードには取引先責任者の行レベルのアクションが表示さ
れます。組織で共有設定と表示設定がどのように設定されているかによって、ユーザの取引先責任者リ
ストビューの個人取引先と取引先責任者に異なるアクションが表示されることがあります。
• 一部の参照項目では、個人取引先アイコンの代わりに取引先アイコンまたは取引先責任者アイコンが表
示されます。
• コミュニティビルダーベースのテンプレートから作成したコミュニティでは、ユーザが個人取引先レ
コードに常に正しくリンクされるわけではありません。特に、ユーザが取引先責任者参照項目から個人
取引先をクリックすると、個人取引先レコードではなく個人取引先責任者レコードにリダイレクトされ
ます。
• 取引先責任者参照項目では、最近のレコードのリストに個人取引先が表示されません。個人取引先を検
索した場合は、個人取引先が参照項目に表示されます。ただし、個人取引先の名 (ファーストネーム) の
完全な値を入力する必要があります。部分検索およびワイルドカードはサポートされていません。
• 個人取引先のケースを作成するときに、ユーザが個人取引先を [取引先責任者名] または [取引先名] 項
目に追加した場合、ケースが保存されるまでもう一方の項目は自動入力されません。
• 個人取引先レコードからメールを作成する場合、取引先責任者レコードからメールを作成する場合のよ
うに、[宛先] 項目に個人取引先のメールアドレスが自動入力されません。
• テンプレートを使用して法人取引先からメールを作成する場合、テンプレートに個人取引先の差し込み
項目が含まれ、メールを送信できなくなることがあります。同様に、テンプレートを使用して個人取引
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先からメールを作成する場合、テンプレートに法人取引先の差し込み項目が含まれ、メールを送信でき
なくなることがあります。
• 個人取引先へのメールで差し込み項目を使用すると、差し込み項目の検索結果に取引先責任者の差し込
み項目が表示されません。そのため、取引先責任者の差し込み項目は手動で入力する必要があります。
キャンペーン
• 階層をまたがったキャンペーン結果
• キャンペーンの影響
• キャンペーンメンバーのコピー
• リストビューからの複数のキャンペーンメンバーの追加
リード
リードの所有者をキューに変更できるようになりました。ただし、リードのキューだけでなく、有効なす
べてのキューが表示されます。
商談チーム
Spring '16 では、Lightning Experience で商談チームを表示、更新、削除することはできますが、Salesforce Classic
に戻して次の操作を実行することはできません。
• 商談チームの設定ページにアクセスする。
• チームメンバーの表示順序を変更する。
• デフォルトの商談チームを操作する。
• 商談チームメンバーを一括割り当てまたは一括再割り当てする。
• 1 つのボタンを使用して、すべてのチームメンバーのアクセスレベルを表示したり、すべてのチームメ
ンバーを削除したりする。
• 単一ページで複数の商談チームメンバーを追加する。
商談商品
商品が関連する商談をコピーすることはできません。

生産性機能: Lightning Experience にはない機能
ホーム
ホームには当日の今後の行動が表示され、その日にスケジュールされたすべての行動を表示するリンクが
含まれます。ただし、Salesforce Classic ホームページにあるようなフルカレンダーは含まれません。代わり
に、ナビゲーションメニューから [カレンダー] 項目にアクセスできます。
[グローバルアクション] メニュー
Lightning Experience の [グローバルアクション] メニューのコンテンツは、グローバルパブリッシャーレイア
ウトの Salesforce1 および Lightning Experience アクションのセクションにあるグローバルアクションから取得さ
れます。現在、次のアクション種別のアクションのみがこのメニューでサポートされています。
• 活動の記録
• レコードの作成 (行動、メモ、ToDo 用)
グローバルパブリッシャーレイアウトにあるその他のグローバルアクション (カスタムオブジェクト、取引
先、または商談のレコードを作成するアクションなど) は、このメニューには表示されません。
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インテグレーションメール
インテグレーションメールは取引先、キャンペーン、ケース、取引先責任者、リード、および商談オブジェ
クトで完全にサポートされますが、カスタムオブジェクトではサポートされません。個人取引先レコード
タイプは部分的にサポートされています。取引先責任者の差し込み項目は使用できません。これらのオブ
ジェクトのレコードから、Salesforce で管理されている取引先責任者、リード、ユーザだけでなく、有効な
外部メールアドレスにもメールを送信できます。
テンプレートに使用できる項目は、テンプレートの作成元オブジェクトに基づく項目とユーザの項目です。
たとえば、商談レコードを開いていてテンプレートを作成する場合は、商談の項目とユーザの項目のみを
テンプレートに追加できます。同様に、特定のオブジェクト用に作成されたメールテンプレートを別のオ
ブジェクトで使用することはできません。たとえば、リードオブジェクトに使用するために作成されたテ
ンプレートは、商談レコードから送信されるメールでは使用できません。

カスタマーサービス機能: Lightning Experience で使用できない機能
Lightning Experience でケースを使用する場合のいくつかの新しい考慮事項について説明します。
クローズケースレイアウト
簡易化のため、クローズケースレイアウトは使用できませんが、クローズ状況をケース編集ページに追加
することはできます。[設定] の [サポート設定] ページで、[クローズケースの状況項目を表示] を選択しま
す。
ケースの割り当てルール
ケースの割り当てルールはサポートされていませんが、Lightning プロセスビルダーを使用して類似したルー
ルを作成できます。ケースページレイアウトで [[ケース割り当て] チェックボックス] を選択すると、ケー
スで [有効な割り当てルールによりケースを割り当てる] が表示されますが、それを選択しても割り当てルー
ルはトリガされません。

レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience にはない機能
レポートのオブジェクトサポート
Lightning Experience ではまだすべての標準 Salesforce オブジェクトはサポートされていませんが、Lightning
Experience のレポートビルダーではすべてサポートされています。ユーザはすべての標準オブジェクトのレ
ポートを作成および表示できます。Lightning Experience ではまだサポートされていないオブジェクトに関連
するレポートは新しいインターフェースで直接開き、その他のレポートと同様に動作します。
条件設定済みダッシュボード
Lightning Experience では、ユーザは条件設定済みダッシュボードの作成、編集、削除や、ダッシュボード検
索条件の追加、変更、削除を行うことはできません。ただし、条件設定済みダッシュボードの表示はでき
ます。条件設定済みダッシュボードは、常に検索条件が適用されない状態で開きます。Salesforce Classicで追
加された検索条件は適用またはクリアできます。
表形式グラフ
表形式グラフを作成するには、Salesforce Classic に切り替える必要があります。Lightning Experience では、表形
式グラフは表示されますが、合計が表示されません。
じょうごグラフ
Salesforce Classicのじょうごグラフはレポートに正しく表示されます。ただし、ダッシュボードでは棒グラフ
として表示されます。
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ファイルおよびコンテンツ: Lightning Experience にはない機能
ファイル同期
ファイル同期は Lightning Experience では使用できません。ただし、[ファイル] ホームには [同期済み] フィル
タがあるため、Salesforce Classic で同期したファイルに簡単にアクセスできます。
Salesforce CRM Content
Lightning Experience ではライブラリの作成や管理はできませんが、ライブラリ内にあるファイルは新しいイ
ンターフェースで使用できます。ライブラリ内のファイルには [ファイル] ホームからアクセス可能で、
Salesforce Filesと同様にファイルの共有と操作を行うことができます。ユーザはアクセス権のあるライブラリ
を参照し、[ファイル] ホームの絞り込まれたビューからライブラリ内のファイルにアクセスできます。
Files Connect
ユーザは、Lightning Experience の [ファイル] ホームからは外部データソースのコンテンツを参照できません
が、フィード投稿に添付するファイルを選択するときには外部データソースのコンテンツを参照できます。
Salesforce Classic で作成された外部ファイル参照にもアクセスできます。

Chatter: Lightning Experience にはない機能
Chatter での承認
Lightning Experience ユーザは、Chatter またはレコードの活動タイムラインで承認申請を表示することはでき
ません。ユーザの承認を待機中のすべての申請リストを表示するには、Salesforce Classic に切り替える (また
は Salesforce1 モバイルアプリケーションを使用する) 必要があります。
人とプロファイル
Chatter External ライセンスを持つユーザはプロファイルを編集できません。

ナビゲーションおよびアクション: Lightning Experience にはない機能
タブバーから Lightning Experience ナビゲーションメニューへの変更
Lightning Experience にはオブジェクトを表すタブという概念はありません。新しいインターフェースでは、
以前の Salesforce Classic タブバーが更新され、ページの左側に沿って表示される折りたたみ可能なナビゲー
ションメニューになりました。
デフォルトのナビゲーションメニューでは、Lightning Experience で使用可能な標準 Salesforce オブジェクト、
ホーム、Chatter項目 (メインフィード、人、およびグループ)、ファイル、ダッシュボード、レポート、ユー
ザの ToDo リストとカレンダーにアクセスできます。
アプリケーションとカスタムオブジェクトはアプリケーションランチャーで使用可能
デフォルトでは、アプリケーション (Salesforce タブセットアプリケーションと接続アプリケーションを含む)
およびカスタムオブジェクトはデフォルトの Lightning Experience ナビゲーションメニューには含まれていま
せん。組織でデフォルトのナビゲーションメニューを使用している場合、ユーザはヘッダーの
をクリッ
クしてアプリケーションランチャーからこれらの項目にアクセスできます。カスタムオブジェクトは、[そ
の他の項目] のリストに表示されます。
Lightning Experience では Salesforce Classic タブパラダイムは使用されませんが、カスタムオブジェクトを新しい
インターフェースで使用できるようにするには、引き続きカスタムオブジェクトタブを作成する必要があ
ります。
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カスタム Lightning Experience ナビゲーションメニューでのほとんどのアプリケーションとオブジェクトのサ
ポート
カスタム Lightning Experience ナビゲーションメニューを作成してユーザプロファイルに割り当て、さまざま
なユーザのビジネスニーズに合わせて調整したナビゲーションメニューを提供できます。一部の例外を除
いて、Lightning Experience アプリケーションランチャーに表示されるアプリケーション、オブジェクト、お
よびその他のタブ (Visualforce タブと Lightning コンポーネントタブを含む) の多くを含めることができます。
カスタムナビゲーションメニューには、Salesforce オブジェクトとして取引先、納入商品、キャンペーン、
ケース、取引先責任者、ファイル、ダッシュボード、行動、ナレッジ記事、リード、商談、価格表、商品、
レポート、ToDo、テナント、作業注文、カスタムオブジェクトを含めることができます。さらに、ホーム、
メイン Chatter フィード、グループ、人も追加できます。
このリリースでは、カスタム Lightning Experience ナビゲーションメニュー に次の項目を含めることはできま
せん。
• 接続アプリケーション (Gmail™、Microsoft Office 365™、Salesforce ISV からのその他のアプリケーションなど)
• Lightning ページのタブ
ユーザは、引き続きアプリケーションランチャーからこれらの項目にアクセスできます。
Lightning Experience ナビゲーションメニューと Salesforce1 ナビゲーションメニューに関連性はありません。
Salesforce1 ナビゲーションメニューを変更しても、デフォルトまたはカスタム Lightning Experience ナビゲー
ションメニューには影響しません。その逆も同様です。
新しいブラウザウィンドウまたはタブでリンクを開く
通常、Lightning Experience では右クリックおよび Windows や Mac のキーボードショートカットを使用して、
新しいブラウザウィンドウまたはタブでリンクを開くことができます。ただし、次のようなアプリケーショ
ンの一部の領域では、これらのオプションがサポートされていません。
• [ホーム] の [最も重要な商談] カードや [最近のレコード] カードのリンク
• レコードのアクションアイコン、ボタン、およびメニュー項目
• メモへのリンク
• ダッシュボードの [レポートの表示] リンク
• Lightning Experience の [設定] ページのリンク
ショートカットでは、[設定] メニューのノードが新しいタブまたはウィンドウで開きます。ただし、スキー
マビルダーおよびデータインポートノードは Lightning Experience ではなく Salesforce Classic で開きます。

検索: Lightning Experience にはない機能
検索可能なオブジェクト
検索結果には取引先、納入商品、添付ファイル、キャンペーン、ケース、Chatter フィード、Chatter グルー
プ、取引先責任者、カスタムオブジェクト、ダッシュボード、ドキュメント、ファイル、リード、メモ、
商談、人、個人取引先、価格表、商品、レポート、作業注文、作業注文品目オブジェクトしか表示されま
せん。ToDo および行動項目は検索できません。
検索結果を絞り込めない
[完全に一致する語句を含む] および [私の所有データ] 検索条件オプションは、検索結果ページで使用できま
せん。また、検索結果の絞り込みもできません。Chatter グループおよびファイル以外の並び替えはできま
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す。検索結果のテキスト項目が長すぎて列幅に収まらない場合は、検索結果に完全なテキストを表示でき
ません。列幅を増やすことはできません。
ルックアップでは、ユーザ定義のルックアップ検索条件項目とシステム管理者定義の連動ルックアップ検
索条件はサポートされていません。
検索結果の通貨値が書式設定されない
たとえば、$1,000.00 は USD1000 と表示されます。
連動ルックアップ検索条件はサポートされない
システム管理者は、現在のオブジェクトレコード (ソース) の項目を参照するルックアップの検索条件を設
定できません。たとえば、同じレコードのケースの [取引先名] 項目で選択した取引先に関連付けられてい
る取引先責任者のみが表示されるように、ケースの [取引先責任者] 項目を設定することはできません。た
だし、有効な値と検索結果を制限する関連ルックアップ検索条件はサポートされています。たとえば、同
じレコードの有効なユーザのみを表示する [取引先所有者] ルックアップ項目を設定できます。
ルックアップダイアログ検索の新しいボタンでは一部のオブジェクトのみがサポートされる
Lightning Experience では、ルックアップダイアログ検索ウィンドウから取引先、ケース、取引先責任者、カ
スタムオブジェクト、行動、リード、メモ、商談、価格表、商品、および ToDo オブジェクトを作成できま
す。その他のオブジェクトでは、ルックアップダイアログ検索を使用してレコードを関連付ける前に、必
要なオブジェクトまたはレコードを作成します。

Data.com: Lightning Experience にはない機能
Data.com プロスペクタ
Lightning Experience ユーザは、次の見込み客のみを探すことができます。
• すでに Salesforce にある取引先の取引先責任者
• すでに Salesforce にある取引先と同じ会社階層内の会社
Data.com クリーンアップ
Lightning Experience では、ユーザはレコードの [クリーンアップ状況] 項目、[リードの会社情報] クリーン
アップルールの状況、および [リードの会社情報] クリーンアップルールの動作状況を確認することのみで
きます。
Data.com Social Key
この機能は Lightning Experience では使用できません。

アプリケーションおよびパッケージ: Lightning Experience にはない機能
ISVforce アプリケーション
Spring '16 では、Lightning Experience でライセンス管理アプリケーションを使用してライセンスを管理し、登
録者をサポートできます。また、Lightning Experience で環境ハブを使用して開発組織、テスト組織、トライ
アル組織を作成および管理できます。
次の ISVforce 機能は、Lightning Experience では未サポートのままです。
• Channel Order App
• Trialforce
• Usage Metrics Visualization (利用状況総計値の可視化) アプリケーション
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Chatter が無効な場合の Lightning Experience の機能制限
組織で Chatter を使用していない場合、Lightning Experience インターフェースのい
くつかの機能を使用できません。ここでは、Lightning Experience での変更点と、
Chatter なしでは使用できない重要な機能を確認します。
組織全体に対して、または権限セット経由で一部のユーザに対して Chatter を無
効にした場合、次のような制限があります。
• フィードとグループを使用できません。
• ユーザプロファイルは引き続き使用できますが、プロファイルでフィードと
グループを使用できません。
• レコードで [コラボレーション] タブを使用できません。

エディション
Lightning Experience で
Chatter を使用可能なエ
ディション: Group
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

• ユーザはレコードと他のユーザをフォローできません。

セールス: 商談、キャンペーン、その他
マーケティングチームと営業チームが会社の業務を促進できるようにサポートします。営業担当が注意を要す
る活動に専念できるようにします。また、営業チームが Lightning Experience で営業の生産性を高められるよう
に支援します。
このセクションの内容:
主要なセールス機能: Lightning Experience を使用して営業担当の販売をサポート
営業担当が適切な販売ツールにアクセスできるようにサポートします。
生産性機能: Lightning Experience を使用して営業担当の生産性向上をサポート
営業担当は、商談を円滑に進めるための作業に賢く時間を費やすことができます。インテグレーションメー
ル、活動タイムライン、およびカレンダーや行動の操作性の向上により、営業担当は、迅速に商談を成立
させるための重要な作業に集中できます。
Microsoft® とのインテグレーション: Microsoft メールシステムと Salesforce 間の同期および操作
ユーザは Microsoft メールシステムと Salesforce 間で取引先責任者、行動、および ToDo を同期できます。ま
た、Salesforce レコードを Outlook® やその他の Microsoft メールアプリケーションから直接操作することもでき
ます。
Pardot: 取引先責任者とリードの同期の効率化
Salesforce との同期をこれまでになく向上させるいくつかの機能が追加されました。見込み客項目の同期動
作を制御できるようになり、見込み客の Salesforce レコードが更新されたときに見込み客をインテリジェン
トにマージおよび削除できます。また、Gmail 用の [エンゲージ] サイドパネルも追加され、営業担当はメー
ルから離れることなく見込み客の詳細を確認し、見込み客を育成プログラムに追加できます。
Sales Cloud のその他の変更
使い勝手を向上するために加えられたその他の変更について説明します。
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主要なセールス機能: Lightning Experience を使用して営業担当の販売
をサポート
営業担当が適切な販売ツールにアクセスできるようにサポートします。
このセクションの内容:
取引先: Lightning Experience での担当する個人または法人に関する情報の保存
Lightning Experience で個人取引先を使用できるようになりました。さらに、改善されたナビゲーションと新
しいフィードバックオプションで取引先インサイトが強化されました。
売上予測: カスタム会計年度でのコラボレーション売上予測の使用
カスタム会計年度を使用するビジネスでコラボレーション売上予測を使用できるようになりました。お客
様独自の会計年度は、Salesforce のカスタム会計年度を使用して、会計年度、四半期、週を柔軟に定義でき
ます。コラボレーション売上予測で、カスタム会計期間または四半期の期待収益を計算できるようになり
ました。
キャンペーン: Lightning Experience での新規ビジネスおよび反復ビジネスの獲得 (ベータ)
ビジネスを企業に推進する外部向けマーケティングキャンペーンを生成および追跡します。営業チームと
マーケティングチームはキャンペーンメンバーをインポートしてメンバーの状況を更新し、パイプライン
でキャンペーンが関連案件に及ぼす影響を確認できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方で使用できます。
商談: Lightning Experience での商談の追跡と管理
商談チームメンバーを Lightning Experience で使用できるようになりました。また、「商談ボード」という名
前が「商談看板」に変わりました。

取引先: Lightning Experience での担当する個人または法人に関する情報の保存
Lightning Experience で個人取引先を使用できるようになりました。さらに、改善
されたナビゲーションと新しいフィードバックオプションで取引先インサイト
が強化されました。
このセクションの内容:
個人取引先: Lightning Experience でのサポート (ベータ)
個人取引先は、標準の B2B 取引先モデルに B2C セールスを含めるように拡張
されているため、取引を行う個人に関する情報を取得できます。Lightning
Experienceで個人取引先が使用可能になり、これまでにないやり方でセールス
プロセスをサポートできます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。

エディション
法人取引先を使用可能な
エディション: すべてのエ
ディション
個人取引先を使用可能な
エディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

取引先インサイト: Lightning Experience の表示およびナビゲーションの改善
取引先インサイトのニュースの表示方法についていくつかの改良が行われ、ユーザはこれまで以上に関連
性が高くタイムリーなニュースにすぐアクセスできます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用でき
ます。
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取引先インサイト: Lightning Experience のニュースの関連性の改善
ユーザは、インサイトを参照するときに Salesforce にフィードバックを送信できます。このフィードバック
は、インサイトに含まれる内容の関連性と適切性の向上に役立ちます。この機能は、Lightning Experience で
のみ使用できます。

個人取引先: Lightning Experience でのサポート (ベータ)
個人取引先は、標準の B2B 取引先モデルに B2C セールスを含めるように拡張されているため、取引を行う個人
に関する情報を取得できます。Lightning Experience で個人取引先が使用可能になり、これまでにないやり方で
セールスプロセスをサポートできます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できま
す。
メモ: このリリースには、Lightning Experience にベータバージョンの個人取引先が含まれています。機能の
品質は高いですが、既知の制限があります。
個人取引先には、一般的に法人取引先責任者として保存する情報 (姓、名など) が格納されるため、通常は
個人取引先を取引先責任者のように扱うことができます。たとえば、個人取引先にメールを送信したり、
個人取引先を ToDo に割り当てたりできます。ただし、場合によっては個人取引先は法人取引先のように
機能します。たとえば、商談を個人取引先に追加できます。固有の個人取引先アイコンは、レコードが
取引先でも取引先責任者でもなく、より多機能な個人取引先であることを示します。

個人取引先の設定についての詳細は、Salesforce ヘルプの「個人取引先の有効化」を参照してください。個人取
引先と他の Salesforce 機能の連携についての詳細は、Salesforce ヘルプの「個人取引先の処理」を参照してくださ
い。
重要: Spring '16 より前に組織で個人取引先を使用していた場合、本番組織で Lightning Experience を有効化で
きませんでした。しかし、もう待つ必要はありません。Spring '16 リリース後 24 時間以内に Lightning を有
効化できます。
関連トピック:
セールス機能: Lightning Experience で使用できない機能
Idea Exchange: Make Person Accounts Compatible with Lightning (個人取引先の Lightning との互換化)

取引先インサイト: Lightning Experience の表示およびナビゲーションの改善
取引先インサイトのニュースの表示方法についていくつかの改良が行われ、ユーザはこれまで以上に関連性が
高くタイムリーなニュースにすぐアクセスできます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
1 ページに最大 20 個のインサイトを表示できる [すべて表示] ボタンが [ニュースの表示件数を増やす] に変更さ
れました (1)。また、取引先ページを離れずにインサイトをスクロールできるようになりました (2)。最後に、
ユーザは 個々のインサイトに対するフィードバックを提供し、インサイトの関連性を改善できます (3)。
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関連トピック:
Salesforce1 の取引先インサイト

取引先インサイト: Lightning Experience のニュースの関連性の改善
ユーザは、インサイトを参照するときにSalesforceにフィードバックを送信できます。このフィードバックは、
インサイトに含まれる内容の関連性と適切性の向上に役立ちます。この機能は、Lightning Experienceでのみ使用
できます。
次に、フィードバックオプションを示します。
類似のニュースの表示件数を増やす
インサイトが「関連性あり」としてマークされ、今後、他の類似のニュースが含まれるようになります。
類似のニュースの表示件数を減らす
インサイトが「関連性なし」としてマークされ、今後、他の類似のニュースが含まれなくなります。
このインサイトを報告
インサイトが不適切として報告され、ユーザのビューから削除されます。同じ組織の別のユーザがこのイ
ンサイトを報告すると、組織のすべてのユーザのビューから削除されます。別の組織のユーザもこのイン
サイトを報告すると、すべての組織のビューから削除され、完全に消去されます。
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売上予測: カスタム会計年度でのコラボレーション売上予測の使用
カスタム会計年度を使用するビジネスでコラボレーション売上予測を使用でき
るようになりました。お客様独自の会計年度は、Salesforce のカスタム会計年度
を使用して、会計年度、四半期、週を柔軟に定義できます。コラボレーション
売上予測で、カスタム会計期間または四半期の期待収益を計算できるようにな
りました。
すべてのビジネスで、グレゴリオ暦が会計年度に使用されているわけではあり
ません。Salesforce では、カスタム会計年度はビジネスのニーズに合わせて簡単
に定義できます。たとえば、暦月でなく、4、4、5 週の 3 期間で構成される 13 週
の四半期を作成できます。
Salesforce でのカスタム会計年度の使用についての詳細は、「会計年度」を参照
してください。
カスタム会計年度を使用するお客様は、カスタマイザブル売上予測を使用して
いるかどうかに関わらず、コラボレーション売上予測を使用できるようになり
ました。

エディション
Salesforce Classic でコラボ
レーション売上予測を使
用可能なエディション:
Professional Edition (商談の
分割またはカスタム項目
の売上予測を除く)、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition
Lightning Experience および
Salesforce Classic でカスタ
ム会計年度を使用可能な
エディション:
Database.com Edition を除
くすべてのエディション

キャンペーン: Lightning Experience での新規ビジネスおよび反復ビジネスの獲
得 (ベータ)
ビジネスを企業に推進する外部向けマーケティングキャンペーンを生成および
追跡します。営業チームとマーケティングチームはキャンペーンメンバーをイ
ンポートしてメンバーの状況を更新し、パイプラインでキャンペーンが関連案
件に及ぼす影響を確認できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方で使用できます。
メモ: このリリースには、Lightning Experience にベータバージョンのキャン
ペーンが含まれています。機能の品質は高いですが、既知の制限がありま
す。
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このセクションの内容:
営業活動を補完するマーケティング活動の作成
Lightning Experience でチームが直接作成するキャンペーンで、マーケティング担当と営業担当がマーケティ
ング活動を追跡します。
マーケティングキャンペーンにメンバーを一度に追加
マーケティング担当および営業担当向けに、リードと取引先責任者をカンマ区切り値 (CSV) のファイルで
キャンペーンメンバーとしてインポートします。
キャンペーンメンバーの状況の追跡
キャンペーンの各メンバーの状況からそのエンゲージメントを把握します。インポートウィザードを使用
して、状況の詳細を簡単に更新します。
リード、取引先責任者、個人取引先のキャンペーンメンバーの表示
マーケティング担当と営業担当が、リード、取引先責任者、個人取引先について、過去および現在のキャ
ンペーンの参加を表示します。
パイプラインでのキャンペーンの商談への影響の確認
キャンペーンから、関連商談を通じて ROI を追跡します。

営業活動を補完するマーケティング活動の作成
Lightning Experienceでチームが直接作成するキャンペーンで、マーケティング担当と営業担当がマーケティング
活動を追跡します。
マーケティング担当と営業担当は簡単にキャンペーンを作成および追跡できます。
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マーケティングキャンペーンにメンバーを一度に追加
マーケティング担当および営業担当向けに、リードと取引先責任者をカンマ区切り値 (CSV) のファイルでキャ
ンペーンメンバーとしてインポートします。

キャンペーンメンバーがまだないチームメイトは (1)、インポートウィザードを使用して一度にまとめてメン
バーをインポートできます (2)。
担当者がキャンペーンメンバーを選択する必要がある場合は、取引先責任者とリードのレコードから個々のメ
ンバーを追加できます。または、Salesforce Classic に切り替えて、保存したリストビューからキャンペーンメン
バーを個別に追加できます。
関連トピック:
データインポートウィザードを使用したキャンペーンメンバーの追加および更新

キャンペーンメンバーの状況の追跡
キャンペーンの各メンバーの状況からそのエンゲージメントを把握します。インポートウィザードを使用し
て、状況の詳細を簡単に更新します。
ドーナツグラフを次に示します。このグラフによって、マーケティングおよびセールスチームメイトがキャン
ペーンのレスポンス率を視覚的に把握できます。チームメイトはインポートウィザードを使用して、多数の
キャンペーンメンバーの状況を更新することもできます。
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[すべて表示] リンクをクリックすると、キャンペーンメンバーのリストが表示されます。

リード、取引先責任者、個人取引先のキャンペーンメンバーの表示
マーケティング担当と営業担当が、リード、取引先責任者、個人取引先について、過去および現在のキャン
ペーンの参加を表示します。
リード、取引先責任者、および個人取引先から、各レコードのキャンペーン履歴を表示します。
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パイプラインでのキャンペーンの商談への影響の確認
キャンペーンから、関連商談を通じて ROI を追跡します。

ここには、Spider 3 ラップトップのキャンペーンですでにいくつかの評価済み商談が生成されていることが示
されています。

商談: Lightning Experience での商談の追跡と管理
商談チームメンバーをLightning Experienceで使用できるようになりました。また、
「商談ボード」という名前が「商談看板」に変わりました。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

このセクションの内容:
「商談ボード」が「商談看板」に変更

商談看板は、商談レコードタイプのすべての商談を視覚的に要約します。商談看板は単なるボードではな
く、営業担当が商談を円滑に進めるのに役立つツールです。看板という語は、生産を継続的に増やしワー
クロードを調整するために作業を最適化するためのシステムを表します。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。
Lightning Experience で商談を成立させるためのチーム組成
営業担当は、成功率の高い商談チームを Lightning Experience で統合することにより、営業チームの商談への
アクセスを改善および簡略化できるようになりました。商談とその関連レコードへの商談チームメンバー
のアクセスが改善されました。
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「商談ボード」が「商談看板」に変更
商談看板は、商談レコードタイプのすべての商談を視覚的に要約します。商談
看板は単なるボードではなく、営業担当が商談を円滑に進めるのに役立つツー
ルです。看板という語は、生産を継続的に増やしワークロードを調整するため
に作業を最適化するためのシステムを表します。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Lightning Experience
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience で商談を成立させるためのチーム組成
営業担当は、成功率の高い商談チームを Lightning Experience で統合することによ
り、営業チームの商談へのアクセスを改善および簡略化できるようになりまし
た。商談とその関連レコードへの商談チームメンバーのアクセスが改善されま
した。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

商談チームの関連リストには、チームに属しているメンバーが表示されます (1)。
他のチームメンバーを表示するには、[すべて表示] をクリックします。

メモ: Lightning Experience では、商談チームの設定をまだ使用できません。チームセリング設定を有効化し
たり、チーム内の役割をカスタマイズしたり、デフォルトの商談チームにアクセスしたりするには、
Salesforce Classic に切り替えてください。
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生産性機能: Lightning Experience を使用して営業担当の生産性向上を
サポート
営業担当は、商談を円滑に進めるための作業に賢く時間を費やすことができます。インテグレーションメー
ル、活動タイムライン、およびカレンダーや行動の操作性の向上により、営業担当は、迅速に商談を成立させ
るための重要な作業に集中できます。
このセクションの内容:
リストビュー: Lightning Experience でデータをすばやく検索
Lightning Experience にはカスタムリストビューと条件の作成および編集機能があるため、営業担当とサービ
ス担当は関連データをすばやく検索できます。また、オブジェクトホームとリストビューの列をサイズ変
更して、表示領域を最適化できます。
ホーム: ミーティングのスケジュールと ToDo リストの把握
ホームが営業担当のコントロールセンターとしてさらに強化されました。ホームページから離れることな
く、次回のミーティング、今日が期日の ToDo、および関連取引先に関するその他の情報を確認できるよう
になりました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
グローバルアクションおよびコンポーザウィンドウ: Lightning Experience の任意の場所からのメモ取り、行動
と ToDo の追加、活動の記録
営業担当とサービス担当はグローバルアクションおよび新しいコンポーザウィンドウを使用して、まった
く新しいレベルのマルチタスクを達成できます。[グローバルアクション] メニューから、簡単にクイック
メモを書き留めたり、進行中の他の作業から切り替えることなく活動を記録したりできます。このメニュー
には、頻繁に使用されるグローバルアクションが表示されます。これは、Salesforce Classic および Salesforce1
モバイルアプリケーションで使用できるものと同じです。チームメイトは作業項目を終了する前に適切な
レコードを検索する手間を省くことができます。また、同時に複数のメモや活動を作成するためだけに複
数のブラウザタブを操作する必要はなくなりました。グローバルアクションは現在のページのコンポーザ
ウィンドウに開かれます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
メール: Lightning Experience でのポップアウトコンポーザウィンドウや更新可能なテンプレートなどによる生
産性の向上
Lightning メールの効率と使いやすさが向上し、さらにキャンペーンの完全サポートと個人取引先 (Lightning
Experience のベータ) およびケースの部分的サポートが提供されるようになりました。ユーザは便利なポップ
アップウィンドウでメールを作成できます。差し込み項目を検索してテンプレートや個々のメールで使用
することもできます。自動 BCC では、ユーザが受信箱にある送信済みメールのコピーを取得できます。受
信者が一括メールの送信除外対象となっている場合、ユーザには除外インジケータが表示されます。受信
者へのメールが以前不達だった場合は、送信前にユーザに通知されます。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。
活動: Lightning Experience でビジネスのスピードに遅れずについていく
行動と ToDo を作成および管理する新しい方法によって、営業担当が今までよりも早く案件や取引先を把握
できます。
メモ: 任意の Lightning ページからの作成および営業担当による以前のバージョンの復元
メモの拡張バージョンでは柔軟性がさらに増し、営業担当は任意の Lightning ページからメモを作成できま
す。また、以前のバージョンのメモを表示または復元したり、メモに画像を追加したりすることもできま
す。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
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リストビュー: Lightning Experience でデータをすばやく検索
Lightning Experience にはカスタムリストビューと条件の作成および編集機能があ
るため、営業担当とサービス担当は関連データをすばやく検索できます。また、
オブジェクトホームとリストビューの列をサイズ変更して、表示領域を最適化
できます。
このセクションの内容:
Lightning Experience でデータをすばやく取得するための絞り込みとカスタマイ
ズ (正式リリース)
ユーザは Salesforce Classic でデータの並び替えと絞り込みを行うことができま
すが、さらに Lightning Experience の直感的なインターフェースから絞り込みを
その場で行えるようになりました。この機能は、Lightning ExperienceとSalesforce
Classic の両方で使用できます。

エディション
Lightning Experience で使用
可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Personal Edition、Group
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

Lightning Experience での列のサイズ変更
オブジェクトホームとリストビューの列はサイズ変更が可能になったため、営業担当は特定の列の表示領
域を最適化できるようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できま
す。

Lightning Experience でデータをすばやく取得するための絞り込みとカスタマイズ (正式リリー
ス)
ユーザは Salesforce Classic でデータの並び替えと絞り込みを行うことができますが、さらに Lightning Experience の
直感的なインターフェースから絞り込みをその場で行えるようになりました。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。
[リストビューコントロール]
から[新規]を選択し、リストに名前を付けて、共有オプションを設定し、
リストビューを簡単に作成できます。
ユーザが設定した条件に基づいて、表示レコードを絞り込みます。オプションは、オブジェクト種別によって
異なります。検索条件を追加する場合、項目 (1) と演算子 (2) を指定し、値 (3) を選択または入力します。たと
えば、一部の営業担当がサンフランシスコへの出張を計画している場合、[市区郡(請求先)] [次の文字列と一致
する] [サンフランシスコ] という検索条件を設定して訪問する取引先のリストを作成できます。業種やその他
の項目でリストをさらに絞り込むことができます。

114

Salesforce Spring '16 リリースノート

生産性機能: Lightning Experience を使用して営業担当の
生産性向上をサポート

ユーザがリストビューを作成すると [条件] パネルが外側にスライドします。[リストビューコントロール] から
[検索条件を編集] を選択するか、
横並びで表示されます。

をクリックします。[条件] パネルに、検索条件と結果のリストデータが

ユーザは、リストビューに含まれるレコード数、その並び替え方法および絞り込み方法が一目でわかります。

Lightning Experienceのリストビューには、リストビューのレコードとそのデータを視覚的に表すグラフも用意さ
れています。

Lightning Experience での列のサイズ変更
オブジェクトホームとリストビューの列はサイズ変更が可能になったため、営業担当は特定の列の表示領域を
最適化できるようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
ユーザがリストビューの列をサイズ変更すると、そのリストビューのその後の再読み込みでも新しい幅が保持
されます。ただし、[最近参照したデータ] リストビューでは、列をサイズ変更しても新しい幅は保持されませ
ん。
列のサイズ変更は、取引先、ケース、取引先責任者、リード、商談など、すべてのオブジェクトのホームペー
ジで使用できます。[商談] ホームページの場合、グリッドビューでは列のサイズ変更を使用できますが、商談
Kanban では使用できません。列ヘッダーの表示ラベルの長さにより、列の最小幅が決まります。
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キーボードを使用して列をサイズ変更するには、サイズ変更する列の仕切り (1) に移動するまで Tab キーを押
します。次に、左または右のキーを押して、列幅を増減します。

ホーム: ミーティングのスケジュールと ToDo リストの把握
ホームが営業担当のコントロールセンターとしてさらに強化されました。ホー
ムページから離れることなく、次回のミーティング、今日が期日の ToDo、およ
び関連取引先に関するその他の情報を確認できるようになりました。この機能
は、Lightning Experience でのみ使用できます。
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1. 取引先インサイトでは、営業担当がホームページから離れることなくインサイトをスクロールできます。
営業担当は、個々のインサイトに対するフィードバックを提供し、インサイトの関連性を改善できます。
2. [今後の行動] には、営業担当のカレンダーで本日スケジュールされている次の最大 5 つのミーティングが表
示されます。過去の行動は、時間の経過に沿ってリストから削除されます。当日のフルカレンダーにアク
セスするには、[カレンダーを表示] をクリックします。
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3. [今日の ToDo] には、本日が期日の最大 5 つの ToDo が表示されます。営業担当はワンクリックで ToDo を「完
了」とマークしたり、[すべて表示] をクリックして ToDo ページに移動したりできます。[アシスタント] に
は、本日が期日の ToDo や期限切れの ToDo は表示されなくなりました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での行動の管理
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での ToDo の管理
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
生産性機能: Lightning Experience にはない機能
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のアクション
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience で ToDo リストをカスタマイズする場合の考慮事項

グローバルアクションおよびコンポーザウィンドウ: Lightning Experience の任
意の場所からのメモ取り、行動と ToDo の追加、活動の記録
営業担当とサービス担当はグローバルアクションおよび新しいコンポーザウィンドウを使用して、まったく新
しいレベルのマルチタスクを達成できます。[グローバルアクション]メニューから、簡単にクイックメモを書
き留めたり、進行中の他の作業から切り替えることなく活動を記録したりできます。このメニューには、頻繁
に使用されるグローバルアクションが表示されます。これは、Salesforce Classic および Salesforce1 モバイルアプリ
ケーションで使用できるものと同じです。チームメイトは作業項目を終了する前に適切なレコードを検索する
手間を省くことができます。また、同時に複数のメモや活動を作成するためだけに複数のブラウザタブを操作
する必要はなくなりました。グローバルアクションは現在のページのコンポーザウィンドウに開かれます。こ
の機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
グローバルアクションメニューは常にヘッダーから使用できるため、任意のページから簡単にグローバルアク
ションにアクセスできます。このメニューには、グローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce1 および
Lightning Experience アクション] セクションにあるグローバルアクションのサブセットが表示されます。具体的
には、次のグローバルアクションが表示されます。
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Lightning Experience の活動コンポーザによって、メモ、行動、ToDo、および記録された活動はすでに簡単に特定
のレコードに関連付けられるようになっています。さらにグローバルアクションメニューによって新たな側面
が追加され、現在のページに関連しないメモや活動を簡単に作成できるようになりました。
たとえば、営業担当の Joan が案件に取り組んでいるときに、育成しているリードから折り返し電話を受けると
します。このとき、Joan は他の場所に移動することなく、すぐに活動を記録できます。ヘッダーの
をク
リックし (1)、ページ上に開かれたコンポーザウィンドウでコメントを入力します (2)。さらに、その電話を適
切なリードレコードに関連付けます (3)。その後、中断した案件に戻って作業を続行します (4)。
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ところがこの時、 Joan はリードの取引を開始するための良いアイデアを思いつきました。しかし、それにはプ
レゼンテーションスライドを更新して同僚の協力を得る必要があるとします。このような時でも、Joan は一度
に複数のグローバルアクションを実行できるので心配いりません。そこで、Joan はそのアイデアに関するメモ
を取り、プレゼンテーションを更新する ToDo を作成します。さらに、営業チームとのミーティングまで設定
します。これらはすべて、横並びで開いた個別のコンポーザウィンドウから行うことができます。
コンポーザウィンドウは、ページの下部にドッキングされます。画面にすべての開いているコンポーザウィン
ドウが収まらない場合は、オーバーフローメニューで積み重なって表示されます (5)。

コンポーザウィンドウでの作業のキーボードショートカット
キーボードショートカット愛用者は、コンポーザウィンドウ内の項目間の移動や、開かれた複数のウィンドウ
間の移動を行う便利なショートカットを利用できます。
• Alt+1: ページの任意の場所からオーバーフローメニューを開く
• 上下矢印: オーバーフローメニュー内の開かれたコンポーザウィンドウのリスト内を移動する
• 左右矢印: 開かれたコンポーザウィンドウ間を移動する
• Enter (コンポーザウィンドウのヘッダーから): フォーカスをコンポーザウィンドウ内に移動する
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• Tab: コンポーザウィンドウ内の項目間を巡回する
• Esc: フォーカスをコンポーザウィンドウからウィンドウのヘッダーに移動する
関連トピック:
任意のページからのメモの簡単な作成
活動のグローバルアクション: 必要に応じてその場で活動を作成

メール: Lightning Experience でのポップアウトコンポーザウィンドウや更新可
能なテンプレートなどによる生産性の向上
Lightning メールの効率と使いやすさが向上し、さらにキャンペーンの完全サポー
トと個人取引先 (Lightning Experience のベータ) およびケースの部分的サポートが
提供されるようになりました。ユーザは便利なポップアップウィンドウでメー
ルを作成できます。差し込み項目を検索してテンプレートや個々のメールで使
用することもできます。自動 BCC では、ユーザが受信箱にある送信済みメール
のコピーを取得できます。受信者が一括メールの送信除外対象となっている場
合、ユーザには除外インジケータが表示されます。受信者へのメールが以前不
達だった場合は、送信前にユーザに通知されます。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Professional Edition、およ
び Unlimited Edition

また、EmailTemplates および UserPreference オブジェクトの API ドキュメントが更新されました。詳細は、「変更
されたオブジェクト」を参照してください。

実装に関する考慮事項
商談または他のサポートされているオブジェクトのレコードの活動コンポーザに [メール] がない場合は、ペー
ジレイアウトと権限設定を確認してください。手順は、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience での活動コン
ポーザの [メールを送信] アクションの設定」を参照してください。
システム管理者とユーザは、メール差し込み項目、テンプレート、および添付ファイルへのアクセスと共有を
理解しておく必要があります。Salesforce ヘルプの「メール差し込み項目、テンプレート、および添付ファイル
へのアクセスと共有」を参照してください。
組織でメールの添付ファイルを最大限に活用できるように、組織でコンテンツ配信を有効にすることをお勧め
します。
最適なメール ToDo を作成するために Shared Activities が有効になっていることを確認します。Shared Activities が有
効になっている場合、ユーザが複数の取引先責任者にメールを送信すると、Salesforce によってそのメールの 1
つの完了した ToDo が作成され、各取引先責任者レコードがその ToDo にリンクされます。Shared Activities が有効
になっていない場合、ユーザが複数の取引先責任者にメールを送信すると、Salesforceによって重複する完了し
た ToDo が作成されます (それらの取引先責任者ごとに 1 つの ToDo)。詳細は、Salesforce ヘルプの「Shared Activities
の有効化の考慮事項 (活動に複数の取引先責任者がある場合)」および「Salesforce レコードから送信されたメー
ルの検索」を参照してください。
最初にメールを送信する前に、すべてのシステム管理者とユーザはメールアドレスを検証する必要がありま
す。表示されるプロンプトに従ってください。
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このセクションの内容:
コンポーザウィンドウからのメールおよびテンプレートの効率的な作成
ユーザは、ボタンをクリックするだけでウィンドウをポップアウトして、メールまたはテンプレートを作
成できます。ウィンドウが開いたままの状態で現在のレコードまたは他の Salesforce ページに移動できるた
め、調査やマルチタスクが簡単になります。また、コンポーザウィンドウを拡張して作成領域を増やすこ
ともできます。コンポーザウィンドウでは、関連レコードがメールに自動的にリンクされます。
メールテンプレートの更新と管理の簡易化
まずは、わずかな変更で使用できる最適な Lightning メールテンプレートを見つけます。定期更新を行う必
要がある場合は、 そのテンプレートを選択し、編集および保存します。変更後のバージョンを新しいテン
プレートとして保存するオプションが選択可能になりました。
キャンペーンレコードおよびケースレコードからのメールの送信
メールがキャンペーンで使用可能になり、テンプレート、差し込み項目、添付ファイルなど、他のレコー
ドですでに使用できる同じ機能が提供されます。キャンペーンでは、Spring '16 で強化されたメールの機能
(ポップアウトコンポーザウィンドウ、検索可能な差し込み項目、除外情報と不達情報) も使用できます。
ケースでもメールが部分的にサポートされますが、差し込み項目、添付ファイルなどの機能や Spring '16 で
強化されたメール機能は含まれません。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
生産性機能: Lightning Experience にはない機能
個人取引先: Lightning Experience でのサポート (ベータ)

コンポーザウィンドウからのメールおよびテンプレートの効率的な作成
ユーザは、ボタンをクリックするだけでウィンドウをポップアウトして、メールまたはテンプレートを作成で
きます。ウィンドウが開いたままの状態で現在のレコードまたは他の Salesforce ページに移動できるため、調査
やマルチタスクが簡単になります。また、コンポーザウィンドウを拡張して作成領域を増やすこともできま
す。コンポーザウィンドウでは、関連レコードがメールに自動的にリンクされます。
コンポーザウィンドウでメールまたはテンプレートを作成するには、[活動] タブから [メール] をクリックして
開始します。そこからポップアウトボタンをクリックしてウィンドウを開きます (1)。このウィンドウでは、
現在のレコードが自動的に関連付けられます (2)。作成領域を増やす場合は、最大化ボタン (3) をクリックして
ウィンドウを拡張します。拡張されたウィンドウは移動できず、ウィンドウが開いたままの状態で他のページ
に移動することもできません。
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メールテンプレートの更新と管理の簡易化
まずは、わずかな変更で使用できる最適なLightningメールテンプレートを見つけます。定期更新を行う必要が
ある場合は、 そのテンプレートを選択し、編集および保存します。変更後のバージョンを新しいテンプレー
トとして保存するオプションが選択可能になりました。
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キャンペーンレコードおよびケースレコードからのメールの送信
メールがキャンペーンで使用可能になり、テンプレート、差し込み項目、添付ファイルなど、他のレコードで
すでに使用できる同じ機能が提供されます。キャンペーンでは、Spring '16 で強化されたメールの機能 (ポップ
アウトコンポーザウィンドウ、検索可能な差し込み項目、除外情報と不達情報) も使用できます。ケースでも
メールが部分的にサポートされますが、差し込み項目、添付ファイルなどの機能や Spring '16 で強化されたメー
ル機能は含まれません。
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活動: Lightning Experience でビジネスのスピードに遅れずについていく
行動と ToDo を作成および管理する新しい方法によって、営業担当が今までより
も早く案件や取引先を把握できます。
このセクションの内容:
活動のグローバルアクション: 必要に応じてその場で活動を作成
営業担当が通話を終了したり商談を先に進めたりするときに、最初に顧客の
レコードに移動する必要がなくなりました。任意のページから、すぐに活動
の記録または ToDo や行動の作成を行い、選択したリード、商談、取引先、
または取引先責任者に関連付けることができます。営業担当が別のレコード
に関連付けない活動は非公開になります。この機能は、Lightning Experience で
のみ使用できます。

エディション
Lightning Experience で使用
可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Personal Edition、Group
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

活動タイムライン: 表示する必要がある活動に焦点を絞る
活動タイムラインには、商談、リード、取引先、または取引先責任者に関するすべての活動が表示されま
す。営業担当は、電話、ToDo、ミーティング、メールなど、監視する必要があるものを除く、すべての活
動を除外できるようになりました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
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カレンダー: 時間枠のクリックによるミーティングの作成
営業担当は、ワンクリックでミーティングをカレンダーに追加できるようになりました。
ToDo リスト: 期限切れの ToDo の待機
営業担当がたくさんの期限切れの古い ToDo を抱えていませんか? 営業担当の注意力が最も優先度の高い ToDo
から散漫するのを最小限に抑えるため、こういった ToDo は脇に寄せるようにしました。[すべての期限切
れ] には、期日に関係なく期限切れの ToDo が表示されます。これまでと同様に、[私の ToDo] には期日が過
去 30 日の ToDo が引き続き表示されます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
活動のその他の変更
使い勝手とパフォーマンスを向上するため、Lightning Experience のカレンダー、および Salesforce Classic の活動
アラームとメールのユーザインターフェースが変更されました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 個人取引先の処理

活動のグローバルアクション: 必要に応じてその場で活動を作成
営業担当が通話を終了したり商談を先に進めたりするときに、最初に顧客のレコードに移動する必要がなくな
りました。任意のページから、すぐに活動の記録または ToDo や行動の作成を行い、選択したリード、商談、
取引先、または取引先責任者に関連付けることができます。営業担当が別のレコードに関連付けない活動は非
公開になります。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
任意のページで、営業担当はグローバルアクションメニュー
を使用して、[活動の記録]、[新規 ToDo]、ま
たは [新規行動] を選択できます。コンポーザウィンドウ (1) で活動が開き、営業担当は活動をレコードに関連
付けるかどうかを選択できます (2)。

126

Salesforce Spring '16 リリースノート

生産性機能: Lightning Experience を使用して営業担当の
生産性向上をサポート

関連トピック:
グローバルアクションおよびコンポーザウィンドウ: Lightning Experience の任意の場所からのメモ取り、行動
と ToDo の追加、活動の記録
コンポーザウィンドウからのメールおよびテンプレートの効率的な作成
メモ: 任意の Lightning ページからの作成および営業担当による以前のバージョンの復元

活動タイムライン: 表示する必要がある活動に焦点を絞る
活動タイムラインには、商談、リード、取引先、または取引先責任者に関するすべての活動が表示されます。
営業担当は、電話、ToDo、ミーティング、メールなど、監視する必要があるものを除く、すべての活動を除外
できるようになりました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
この商談では、営業担当が活動タイムラインを絞り込み (1)、ToDo のみを表示しています (2)。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience で行動と ToDo を一緒に追跡

カレンダー: 時間枠のクリックによるミーティングの作成
営業担当は、ワンクリックでミーティングをカレンダーに追加できるようになりました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のカレンダービュー
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ToDo リスト: 期限切れの ToDo の待機
営業担当がたくさんの期限切れの古い ToDo を抱えていませんか? 営業担当の注意力が最も優先度の高い ToDo
から散漫するのを最小限に抑えるため、こういった ToDo は脇に寄せるようにしました。[すべての期限切れ]
には、期日に関係なく期限切れの ToDo が表示されます。これまでと同様に、[私の ToDo] には期日が過去 30 日
の ToDo が引き続き表示されます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
[すべての期限切れ] には、期日に関係なく期限切れの ToDo が表示されます。

[私の ToDo] のリンクは、最近期限切れになった ToDo を継続して把握するのに役立ちます。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での ToDo の管理

活動のその他の変更
使い勝手とパフォーマンスを向上するため、Lightning Experience のカレンダー、および Salesforce Classic の活動ア
ラームとメールのユーザインターフェースが変更されました。
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このセクションの内容:
カレンダービュー: 表示される項目の制限の追加
パフォーマンスを改善するため、カレンダーには Salesforce の行動と商談完了日を合わせて 150 個以下の項
目のみが表示されるようになりました。
新しい行動への日時の事前入力
Salesforce1 または Lightning Experience の活動タイムラインで行動を作成するためのユーザインターフェースが
改善されました。開始時刻は次の 1 時間、終了時刻は 1 時間後に事前入力されるようになりました。
カレンダービュー: 長時間の行動を上部に表示
カレンダービューでは、24 時間を超えて継続する行動が終日の行動と共に上部に表示されるようになりま
した。以前は、カレンダーにはそれらの行動が日をまたがる時間枠で表示されていました。
カレンダーの週表示: 日付の追加
週表示に、曜日と共に日付が表示されるようになりました。
活動アラームおよびメール: Salesforce Classic の [設定] ユーザインターフェースの改善
使い勝手を向上するため、ユーザがアラームとメールの設定を行う [活動アラーム] ページ (以前の [アラー
ム & アラート]) が変更されました。

カレンダービュー: 表示される項目の制限の追加
パフォーマンスを改善するため、カレンダーには Salesforce の行動と商談完了日を合わせて 150 個以下の項目の
みが表示されるようになりました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のカレンダービュー

新しい行動への日時の事前入力
Salesforce1 または Lightning Experience の活動タイムラインで行動を作成するためのユーザインターフェースが改
善されました。開始時刻は次の 1 時間、終了時刻は 1 時間後に事前入力されるようになりました。

カレンダービュー: 長時間の行動を上部に表示
カレンダービューでは、24 時間を超えて継続する行動が終日の行動と共に上部に表示されるようになりまし
た。以前は、カレンダーにはそれらの行動が日をまたがる時間枠で表示されていました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のカレンダービュー

カレンダーの週表示: 日付の追加
週表示に、曜日と共に日付が表示されるようになりました。
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関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のカレンダービュー

活動アラームおよびメール: Salesforce Classic の [設定] ユーザインターフェースの改善
使い勝手を向上するため、ユーザがアラームとメールの設定を行う [活動アラー
ム] ページ (以前の [アラーム & アラート]) が変更されました。

エディション

ページを検索する手順は、次のとおりです。

Salesforce Classic で使用可
能なエディション:
Database.com Edition を除
くすべてのエディション

1. 任意の Salesforce ページ上部で、名前の横にある下向き矢印をクリックしま
す。名前の下にあるメニューで、[設定] または [私の設定] のどちらか表示さ
れる方を選択します。
2. 左のパネルで、次のいずれかを選択します。

• [設定] をクリックした場合は、[私の個人情報] > [カレンダーとアラーム] > [アラートとリマインダー] を
選択します。
• [私の設定] をクリックした場合は、[個人] > [カレンダーとアラーム] > [アラートとリマインダー] を選択
します。
変更点を次に示します。
• [アラーム & アラート] ページの名前が [活動アラーム] に変更されました。
• [行動と ToDo] セクションの名前が [アラーム設定] に変更されました。
• [私に todo が割り当てられた場合にメール送信] 設定が [メール設定] という新しいセクションに表示される
ようになりました。
• [アラーム通知のテストとプレビュー] セクションの名前が [ブラウザでアラームがブロックされていますか?]
に変更されました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic の活動アラーム
Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic での活動アラームの設定に関する考慮事項
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メモ: 任意の Lightning ページからの作成および営業担当による以前のバージョ
ンの復元
メモの拡張バージョンでは柔軟性がさらに増し、営業担当は任意の Lightning ペー
ジからメモを作成できます。また、以前のバージョンのメモを表示または復元
したり、メモに画像を追加したりすることもできます。この機能は、Lightning
Experience でのみ使用できます。
注意: メモの使用を開始するには、まずメモのページレイアウトを設定し、
メモを設定します。
このセクションの内容:
任意のページからのメモの簡単な作成
グローバルアクションを使用して、Salesforce の任意のページからユーザが簡
単にメモを追加できるようになりました。メモは、非公開のままにしたり、
1 つ以上のレコードに関連付けたりすることができます。
旧バージョンのメモの表示と復元
営業担当が以前のバージョンのメモに戻って変更内容を確認できるようにな
りました。また、以前のバージョンのメモに戻すこともできます。
メモへの画像の追加

エディション
Lightning Experience でメモ
を使用可能なエディショ
ン: Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition
Salesforce Classic でメモを
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

営業ユーザは、コンピュータや Web サイトから画像を取り込んで、わかりや
すく有益なメモを作成できるようになりました。
メモリストビューの絞り込み
営業ユーザが [メモ] ホームページでメモのリストを絞り込み、探しているメモを簡単に検索できるように
なりました。自分が所有するメモ、最近参照したメモ、ユーザと共有するメモを絞り込むことができます。
メモで Chatter が不要に
拡張バージョンのメモでは、Chatter を有効化する必要がなくなりました。メモと Chatter を独立して使用で
きるようになりました。
メモのスペルチェック
営業ユーザが拡張メモ作成ツールを使用してメモを作成または編集するときに、スペルミスが自動的に強
調表示されるようになりました。

任意のページからのメモの簡単な作成
グローバルアクションを使用して、Salesforceの任意のページからユーザが簡単にメモを追加できるようになり
ました。メモは、非公開のままにしたり、1 つ以上のレコードに関連付けたりすることができます。
ユーザは、Salesforceの任意のページからメモを作成できます。グローバルアクションメニュー
から、[新規
メモ] を選択します。コンポーザウィンドウで新しいメモが開き (1)、ユーザはメモを入力したり、メモをレ
コードに関連付けるかどうかを選択したりできます (2)。
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グローバルアクションメニューとコンポーザウィンドウの使用についての詳細は、「グローバルアクションお
よびコンポーザウィンドウ: Lightning Experience の任意の場所からのメモ取り、行動と ToDo の追加、活動の記
録」を参照してください。

旧バージョンのメモの表示と復元
営業担当が以前のバージョンのメモに戻って変更内容を確認できるようになりました。また、以前のバージョ
ンのメモに戻すこともできます。
営業ユーザがメモをレコードに追加するときに、以前のバージョンのメモを表示できるようになりました。表
示するバージョンを選択するときに、各バージョンのメモのプレビューを表示できます。以前のバージョンに
戻すには、リストからそのバージョンを選択します (1)。
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Salesforce1 モバイルアプリケーションのユーザは、選択したバージョンのメモを表示できますが、別のバージョ
ンに変更することはできません。

メモへの画像の追加
営業ユーザは、コンピュータや Web サイトから画像を取り込んで、わかりやすく有益なメモを作成できるよ
うになりました。
たとえば、商談の危険性を示すため、商談に関するメモに競合商品の画像を含めることができます。
メモに画像を追加するには、コンポーザで画像アイコンをクリックし (1)、含める画像に移動します。
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Salesforce1 モバイルアプリケーションのユーザは、メモの画像を表示できますが、メモに画像を追加すること
はできません。

メモリストビューの絞り込み
営業ユーザが [メモ] ホームページでメモのリストを絞り込み、探しているメモを簡単に検索できるようになり
ました。自分が所有するメモ、最近参照したメモ、ユーザと共有するメモを絞り込むことができます。

メモで Chatter が不要に
拡張バージョンのメモでは、Chatter を有効化する必要がなくなりました。メモと Chatter を独立して使用できる
ようになりました。

メモのスペルチェック
営業ユーザが拡張メモ作成ツールを使用してメモを作成または編集するときに、スペルミスが自動的に強調表
示されるようになりました。

Microsoft® とのインテグレーション: Microsoft メールシステムと
Salesforce 間の同期および操作
ユーザは Microsoft メールシステムと Salesforce 間で取引先責任者、行動、および ToDo を同期できます。また、
Salesforce レコードを Outlook® やその他の Microsoft メールアプリケーションから直接操作することもできます。
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このセクションの内容:
Salesforce App for Outlook: クラウドでの Microsoft と Salesforce の統合
Microsoft アプリケーションとSalesforce間を切り替えずに作業効率を向上させます。新機能、製品の変更点、
および重要な要件を確認し、暗号化プロトコルをアップグレードしてください。Lightning ExperienceとSalesforce
Classic の両方で Salesforce App for Outlook を管理できます。
Exchange Sync: ソフトウェアなしで Microsoft® の取引先責任者と行動を同期 (ベータ)
Microsoft® Exchange ベースのメールと Salesforce 間で、営業担当にソフトウェアのインストールおよび保守を
依頼することなく、営業担当の取引先責任者や行動を同期した状態で維持できます。Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方で Exchange Sync を管理できます。
Salesforce for Outlook: Microsoft® Outlook® と Salesforce の統合
Salesforce for Outlook は、営業担当が Salesforce を Outlook で直接体験できる Microsoft メールインテグレーション
機能であり、システム間で取引先責任者、行動、および ToDo を同期します。Microsoft メールを Salesforce と
統合する他の機能とは異なり、組織の営業担当または IT 管理者が Salesforce for Outlook を営業担当の Windows
デスクトップにローカルにインストールします。Salesforce for Outlook は、Lightning Experience および Salesforce
Classic の両方で管理できます。
Connect for Office: サポートの終了
Salesforce で TLS 1.0 が無効化されると、Connect for Office のサポートは終了します。
差し込み印刷: サポートの終了
Salesforceでは、TLS 1.0 の無効化に伴い、標準差し込み印刷のサポートを終了します。拡張差し込み印刷は引
き続きサポートされるため、営業担当がこの機能に移行することをお勧めします。

Salesforce App for Outlook: クラウドでの Microsoft と Salesforce の統合
Microsoft アプリケーションと Salesforce 間を切り替えずに作業効率を向上させま
す。新機能、製品の変更点、および重要な要件を確認し、暗号化プロトコルを
アップグレードしてください。Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で
Salesforce App for Outlook を管理できます。
このセクションの内容:
Outlook for Mac 2016 の使用のサポート
正式なサポートです。Outlook for Mac 2016 での Salesforce App for Outlook の使用が
サポートされることになりました。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Microsoft メールアプリケーションでの Salesforce レコードの直接作成
リード、商談、ケース、カスタムオブジェクトなどのレコードをすべて営業担当のメールアプリケーショ
ンから作成するときに、営業担当はセールスプロセスに引き続き焦点を絞ることができます。グローバル
アクションを設定および管理すると、営業担当が販売を管理しやすくなります。
社内の Microsoft® Exchange 2013 を使用した Salesforce へのメールの関連付け
社内で Exchange 2013 を使用している場合でも、重要なメールを Salesforce で追跡します。
[私のドメイン] での Salesforce App for Outlook のサポート
会社で [私のドメイン] を使用するように設定している場合に、営業チームが Salesforce App for Outlook を利用
できるようになりました。
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Email Connect という名前が不要に
Email Connect を覚えていますか? 覚えていなくても、問題はありません。これまで Email Connect は、Salesforce
App for Outlook と Exchange Sync が含まれる製品領域の名前でした。Email Connect という名前はなくなりました
が、Salesforce App for Outlook と Exchange Sync は残っています。
サービスの中断を避けるためのセキュリティプロトコルの検証
Salesforce で TLS (トランスポートレイヤセキュリティ) 1.0 暗号化プロトコルが無効になった後も Salesforce App
for Outlook を使い続けるために、ブラウザおよびオペレーティングシステムが TLS 1.1 以降と互換性があるこ
とを確認してください。

Outlook for Mac 2016 の使用のサポート
正式なサポートです。Outlook for Mac 2016 での Salesforce App for Outlook の使用がサポートされることになりまし
た。

Microsoft メールアプリケーションでの Salesforce レコードの直接作成
リード、商談、ケース、カスタムオブジェクトなどのレコードをすべて営業担当のメールアプリケーションか
ら作成するときに、営業担当はセールスプロセスに引き続き焦点を絞ることができます。グローバルアクショ
ンを設定および管理すると、営業担当が販売を管理しやすくなります。

[App for Outlook の設定] ページから、営業担当に表示するグローバルアクションを含むレイアウトを作成しま
す。

営業担当は標準アクションを使用して、行動、ToDo、取引先責任者、商談、ケース、リードを作成できます。
ただし、アクションを変更したり、取引先やカスタムオブジェクトなどの他の内容を追加したりすることがで
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きます。[設定] からグローバルアクションをカスタマイズするには、[クイック検索] ボックスに「グローバル
アクション」と入力します。

社内の Microsoft® Exchange 2013 を使用した Salesforce へのメールの関連付け
社内で Exchange 2013 を使用している場合でも、重要なメールを Salesforce で追跡します。
社内で Exchange 2013 を使用してメールを Salesforce レコードに関連付けるためのサポートが Salesforce App for Outlook
に追加されました。営業担当は、会社の Exchange サーバが社内またはオンラインのどちらであるかに関係な
く、メールを Salesforce レコードに関連付けることができるようになりました。

[私のドメイン] での Salesforce App for Outlook のサポート
会社で [私のドメイン] を使用するように設定している場合に、営業チームが Salesforce App for Outlook を利用でき
るようになりました。
営業担当がSalesforceにログインする方法をお勧めします。最初に、営業担当がブラウザでタブを開きます。次
に、Salesforce にログインします。その後、別のブラウザタブまたは Outlook アプリケーションで、Salesforce App
for Outlook の使用を開始します。

Email Connect という名前が不要に
Email Connect を覚えていますか? 覚えていなくても、問題はありません。これまで Email Connect は、Salesforce App
for Outlook と Exchange Sync が含まれる製品領域の名前でした。Email Connect という名前はなくなりましたが、
Salesforce App for Outlook と Exchange Sync は残っています。
代わりに、Salesforce App for Outlook が主要製品となり、Exchange Sync が信頼できるその同期コンポーネントとし
ての役割を果たします。

サービスの中断を避けるためのセキュリティプロトコルの検証
Salesforce で TLS (トランスポートレイヤセキュリティ) 1.0 暗号化プロトコルが無効になった後も Salesforce App for
Outlook を使い続けるために、ブラウザおよびオペレーティングシステムが TLS 1.1 以降と互換性があることを確
認してください。
営業担当の作業環境の準備方法に関する記事を確認して、TLS 1.0 が無効になった後も Salesforce App for Outlook を
引き続き使用できるようにします。
無効化のタイムラインについては、一般的な Salesforce TLS 1.0 の無効化に関する記事を確認してください。
関連トピック:

ナレッジ記事: Prepare Your Org to Continue Using Salesforce App for Outlook and Exchange Sync After TLS 1.0 Is Disabled (TLS
1.0 の無効化後も Salesforce App for Outlook および Exchange Sync を使い続けるための組織の準備)
ナレッジ記事: Salesforce による TLS 1.0 の無効化
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Exchange Sync: ソフトウェアなしで Microsoft® の取引先責任者と行動を同期
(ベータ)
Microsoft® Exchange ベースのメールと Salesforce 間で、営業担当にソフトウェアのイ
ンストールおよび保守を依頼することなく、営業担当の取引先責任者や行動を
同期した状態で維持できます。Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で
Exchange Sync を管理できます。
メモ: Exchange Sync は現在ベータ機能として使用可能です。機能の品質は高
いですが、既知の制限があります。会社でこの機能を設定するには、
『Exchange Sync Implementation Guide』を参照してください。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

このセクションの内容:
営業担当の非公開の行動の同期
営業担当が同僚の対応可能状況を明確に確認できると、ミーティングのスケジュール設定を簡単に行えま
す。Salesforce とカレンダーアプリケーション間で非公開の行動を同期可能にすることで、営業担当は対応
可能状況をより正確に共有できます。Spring '16 以降、この機能を有効にするかどうかに関わらず、非公開
の行動の同期方法が一部変更されます。これらの変更内容を理解し、営業担当に伝えてください。
Exchange Sync による Microsoft® Exchange Server 2016 のサポート
Exchange 2016 を実行している企業は、Exchange Sync を使用して営業担当者の取引先責任者や行動の同期を維
持できるようになりました。Exchange Sync を営業チームにロールアウトする前に、すべてのシステム要件を
確認しましょう。
Salesforce と Microsoft® Exchange 間の接続のテスト
問題が発生した場合にトラブルシューティングの時間を短縮して問題解決により多くの時間を費やせるよ
うに、設定時に接続状況を確認します。Exchange Sync 接続テストでは、いくつかの接続ポイントが確認さ
れ、システム管理者や Exchange 管理者が Exchange Sync を正しく設定しているかどうかの詳細が表示されま
す。Exchange サーバの設定も確認され、設定が Exchange Sync に対応していない場合にはより詳しい情報が表
示されます。
短時間のダウンタイム後に取引先責任者と行動の同期が高速化
いくつかのバックグラウンド調整が行われ、営業チームの取引先責任者と行動の同期が今までよりも高速
になりました。ただし、この改善は適用されるまで時間がかかり、Spring '16 リリース後に Exchange Sync が
使用可能になるまで最長で 72 時間かかります。ほとんどの場合、ダウンタイムはこれよりも短時間になる
見込みです。
サービスの中断を避けるためのセキュリティプロトコルの検証
Salesforce で TLS 1.0 暗号化プロトコルが無効になった後も Exchange Sync で営業担当の取引先責任者と行動の同
期を継続する場合は、Exchange 管理者と協力して Microsoft Exchange サーバで TLS 1.1 以降を有効にしてくださ
い。
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営業担当の非公開の行動の同期
営業担当が同僚の対応可能状況を明確に確認できると、ミーティングのスケ
ジュール設定を簡単に行えます。Salesforce とカレンダーアプリケーション間で
非公開の行動を同期可能にすることで、営業担当は対応可能状況をより正確に
共有できます。Spring '16 以降、この機能を有効にするかどうかに関わらず、非
公開の行動の同期方法が一部変更されます。これらの変更内容を理解し、営業
担当に伝えてください。
非公開の行動の同期を有効にすると、営業担当が非公開とマークした新規行動
と既存の行動はその営業担当の設定で決定された設定に従って同期されます。
非公開の行動は、Salesforce と営業担当のカレンダーアプリケーションのどちら
で作成または更新された場合でも同期が開始されます。

ユーザ権限
Exchange Sync 設定を作
成、編集、または削除す
る
• 「設定・定義を参照す
る」
および
「メールクライアント
設定の管理」

非公開の行動の同期が開始されるときに、参照しているシステムイベント、お
よび営業担当がSalesforceで設定しているカレンダー共有設定に応じて、特定の非公開の行動が同僚とスーパー
バイザに表示されます。
Salesforceでは、非公開の行動の開始時間と終了時間は同僚に表示されますが、行動の詳細は表示されません。
すべての非公開の行動の詳細は、行動を参照、編集、レポートできる Salesforce システム管理者に表示されま
す。営業担当は、[個人設定] でカレンダー共有レベルを変更することで、より多くの非公開の行動の詳細を
同僚と共有できます。
カレンダーアプリケーションでは、非公開の行動の詳細は従来どおり同僚およびスーパーバイザと共有されま
す。詳細は、そのカレンダーアプリケーションのドキュメントを参照してください。
非公開の行動の同期を有効にするか無効のままにするかに関わらず、すべての営業担当の Salesforce とカレン
ダーアプリケーション間の非公開の行動の同期方法が変更されます。Spring '16 より前は、行動がいつ非公開と
してマークされたかに応じて非公開の行動が同期されていました (行動が作成されるときに非公開としてマー
クされた場合、同期は行われませんでした。すでに同期されている既存の行動が後で非公開に変更された場
合、同期が行われていました。)
Spring '16 以降、非公開の行動の同期を無効のままにしている場合でも、今まで同期されていた非公開の同期は
営業担当がいずれかのシステムで行動を更新するまで引き続き同期されます。行動が更新されると、新しい非
公開の行動の同期設定が適用され、行動は再び同期されなくなります。Salesforceと営業担当のカレンダーでの
非公開の行動のバージョンは、営業担当がいずれかまたは両方を削除するまで両方ともで変更されません。
重要: Spring '16 以降、非公開の行動の同期方法に関するアラートまたは更新は、営業担当には通知されま
せん。非公開の行動の同期機能を有効にするかどうかを決定したら、どのような動作になるのかを営業
担当に伝えることが重要です。これにより、営業担当がカレンダーを Salesforce と同期する準備を整える
ことができます。また、親族の誕生日パーティなどが Salesforce 組織で共有されることがなくなります。
営業担当の非公開の行動を同期するには、次の手順に従います。
1. 同期する営業担当の Exchange Sync 設定を開きます。
2. [非公開の行動を同期] を選択します。
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3. [保存] をクリックします。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce と Microsoft® Outlook® における非公開項目の違いは何ですか?
Salesforce ヘルプ: 活動へのアクセス
Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic での自分のカレンダーの共有

Exchange Sync による Microsoft® Exchange Server 2016 のサポート
Exchange 2016 を実行している企業は、Exchange Sync を使用して営業担当者の取引先責任者や行動の同期を維持
できるようになりました。Exchange Sync を営業チームにロールアウトする前に、すべてのシステム要件を確認
しましょう。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Exchange Sync のシステム要件

Salesforce と Microsoft® Exchange 間の接続のテスト
問題が発生した場合にトラブルシューティングの時間を短縮して問題解決によ
り多くの時間を費やせるように、設定時に接続状況を確認します。Exchange Sync
接続テストでは、いくつかの接続ポイントが確認され、システム管理者や Exchange
管理者が Exchange Sync を正しく設定しているかどうかの詳細が表示されます。
Exchange サーバの設定も確認され、設定が Exchange Sync に対応していない場合に
はより詳しい情報が表示されます。

ユーザ権限
Salesforce で Exchange Sync
設定をテストする
• 「設定・定義を参照す
る」

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Exchange Sync Setup」と入力
します。
2. [接続テスト] セクションで、偽装する Exchange サービスアカウントを設定したメールアドレスのいずれかを
入力します。
3. [テスト] をクリックします。
Salesforce によって、ユーザの同期の準備が完了しているかどうか、Salesforce と Exchange サーバ間に接続の問題
があるかどうかが確認されます。可能な場合は、トラブルシューティングに役立つ接続の問題に関する詳細が
接続テストで提供されます。

短時間のダウンタイム後に取引先責任者と行動の同期が高速化
いくつかのバックグラウンド調整が行われ、営業チームの取引先責任者と行動の同期が今までよりも高速にな
りました。ただし、この改善は適用されるまで時間がかかり、Spring '16 リリース後に Exchange Sync が使用可能
になるまで最長で 72 時間かかります。ほとんどの場合、ダウンタイムはこれよりも短時間になる見込みです。
Exchange Sync の改善が適用される間、Salesforce [設定] の Exchange Sync ページが最長で 48 時間使用できなくな
ります。この期間中、Salesforceと営業担当のメールアプリケーション間で取引先責任者と行動が同期されませ
ん。
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Exchange Sync の [設定] ページが再度オンラインになってから、ダウンタイム中に発生した取引先責任者と行
動の変更が同期されるまで最長で 24 時間かかります。
ダウンタイム中に変更された取引先責任者と行動の Exchange Sync による一括同期が完了すると、同期スケジュー
ルは通常のものに戻り、営業担当が項目を追加または更新するたびに数分後に同期されます。

サービスの中断を避けるためのセキュリティプロトコルの検証
Salesforce で TLS 1.0 暗号化プロトコルが無効になった後も Exchange Sync で営業担当の取引先責任者と行動の同期
を継続する場合は、Exchange 管理者と協力して Microsoft Exchange サーバで TLS 1.1 以降を有効にしてください。
営業担当の作業環境の準備方法に関する記事を確認して、TLS 1.0 が無効になった後も Exchange Sync を引き続き
使用できるようにします。
無効化のタイムラインについては、一般的な Salesforce TLS 1.0 の無効化に関する記事を確認してください。
関連トピック:

ナレッジ記事: Prepare Your Org to Continue Using Salesforce App for Outlook and Exchange Sync After TLS 1.0 Is Disabled (TLS
1.0 の無効化後も Salesforce App for Outlook および Exchange Sync を使い続けるための組織の準備)
ナレッジ記事: Salesforce による TLS 1.0 の無効化

Salesforce for Outlook: Microsoft® Outlook® と Salesforce の統合
Salesforce for Outlook は、営業担当が Salesforce を Outlook で直接体験できる Microsoft
メールインテグレーション機能であり、システム間で取引先責任者、行動、お
よび ToDo を同期します。Microsoft メールを Salesforce と統合する他の機能とは異
なり、組織の営業担当または IT 管理者が Salesforce for Outlook を営業担当の Windows
デスクトップにローカルにインストールします。Salesforce for Outlook は、Lightning
Experience および Salesforce Classic の両方で管理できます。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

このセクションの内容:
Salesforce for Outlook v3.0.1 による Microsoft® .NET Framework 4.5.2 のサポート
.NET 4.6.1、.NET 4.6 に加えて .NET 4.5.2 も Salesforce for Outlook のサポート対象になりました。これらのバージョ
ンの Microsoft .NET を実行している営業担当は、Salesforce for Outlook v3.0.1 の最新の改善を利用できます。
サービスの中断を避けるために早めのアップグレードを
Salesforce で TLS 1.0 暗号化プロトコルが無効化されると、担当者は Salesforce サイドパネルの同期やアクセス
を引き続き使用するためにはSalesforce for Outlook 3.0.0 にアップグレードする必要があります。Salesforce for Outlook
3.0.0 は、Spring '16 リリースの開始直後に入手可能になります。
Salesforce for Outlook による Microsoftｮ Windows Vistaｮ のサポートの終了
Salesforce で TLS 1.0 が無効化されると、Salesforce for Outlook での Microsoft Windows Vista のサポートは終了しま
す。
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Salesforce for Outlook v3.0.1 による Microsoft® .NET Framework 4.5.2 のサポート
.NET 4.6.1、.NET 4.6 に加えて .NET 4.5.2 も Salesforce for Outlook のサポート対象になりました。これらのバージョンの
Microsoft .NET を実行している営業担当は、Salesforce for Outlook v3.0.1 の最新の改善を利用できます。
会社のコンピューティングシステムが .NET 4.6.1、4.6、または 4.5.2 を実行していない場合
• 営業担当が Salesforce for Outlook v3.0.1 を自分でダウンロードしてインストールしようとすると、自動的に .NET
4.5.2 がインストールされることが通知されます。
• IT 管理者が .msi インストーラを使用して Salesforce for Outlook v3.0.1 のインストールを管理する場合、
Salesforce for Outlook v3.0.1 をロールアウトする前に、サポートされているバージョンの .NET を営業担当のシス
テムにインストールする必要があります。

サービスの中断を避けるために早めのアップグレードを
Salesforce で TLS 1.0 暗号化プロトコルが無効化されると、担当者は Salesforce サイドパネルの同期やアクセスを引
き続き使用するためには Salesforce for Outlook 3.0.0 にアップグレードする必要があります。Salesforce for Outlook 3.0.0
は、Spring '16 リリースの開始直後に入手可能になります。
営業担当の作業環境の準備方法に関する記事を確認して、TLS 1.0 が無効になった後も Salesforce for Outlook を引き
続き使用できるようにしてください。
無効化のタイムラインについては、一般的な Salesforce TLS 1.0 の無効化に関する記事を確認してください。
関連トピック:

ナレッジ記事: Prepare Your Org to Continue Using Salesforce for Outlook After TLS 1.0 is Disabled (TLS 1.0 の無効化後も
Salesforce for Outlook を使い続けるための組織の準備)
ナレッジ記事: Salesforce による TLS 1.0 の無効化

Salesforce for Outlook による Microsoftｮ Windows Vistaｮ のサポートの終了
Salesforce で TLS 1.0 が無効化されると、Salesforce for Outlook での Microsoft Windows Vista のサポートは終了します。
最新のスケジュールについては、記事「Salesforce による TLS 1.0 の無効化」を参照してください。
営業担当を Windows Vista から早期に移行させることをお勧めします。そうすることで、営業担当は TLS 1.0 の無
効化の後も Salesforce と Microsoft Outlook® の同期を続行できます。

Connect for Office: サポートの終了
Salesforce で TLS 1.0 が無効化されると、Connect for Office のサポートは終了します。
Salesforce で TLS 1.0 が無効になった場合、営業チームが次の機能へのアクセスを試みたときに、Connect for Office
が Salesforce との接続を確立できるという保証はありません。
• 営業担当が差し込み印刷用の Salesforce データを使用してテンプレートを作成できる Microsoft Word アドイン
• Microsoft Word から差し込み印刷を作成する ActiveX コントロール
• 営業担当が Microsoft Excel で Salesforce レポートにアクセスできる Microsoft Excel アドイン
営業担当が Connect for Office を使用して接続を確立できたとしても、問題が発生したときに Salesforce がサポート
やメンテナンスを提供することはありません。
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この機能をアンインストールすることで、Connect for Office をシステムから削除できます。

差し込み印刷: サポートの終了
Salesforce では、TLS 1.0 の無効化に伴い、標準差し込み印刷のサポートを終了します。拡張差し込み印刷は引き
続きサポートされるため、営業担当がこの機能に移行することをお勧めします。
差し込み印刷は、営業担当が Microsoft Word から直接差し込み印刷を生成できるようにインストールされた機能
です。
Salesforce で TLS 1.0 が無効化されると、差し込み印刷が Salesforce と Word 間の接続を確立できることを保証でき
なくなります。営業担当が接続を確立できたとしても、Salesforceは問題が発生した場合のサポートやメンテナ
ンスは提供しません。
拡張差し込み印刷は引き続きサポートされるため、営業担当がこの機能に移行することをお勧めします。拡張
差し込み印刷は差し込み印刷とは異なり、これを使用することで営業担当がクラウドから差し込み印刷を生成
できます。また、どのオペレーティングシステムでも機能します。拡張差し込み印刷はクラウドで動作するた
め、営業担当は何もインストールせずに使用できます。
拡張差し込み印刷では差し込み印刷テンプレートは自動的に作成されませんが、営業担当は Word を使用して
手動でテンプレートを作成し、Salesforce にアップロードして Salesforce レコードから直接差し込み印刷を生成で
きます。テンプレートを手動で作成する方法については、「差し込み印刷のレコード項目名を検索する URL」
を参照してください。この記事では、テンプレートで参照するためのSalesforce項目の表示ラベルのリストを営
業担当が生成する方法が説明されています。
拡張差し込み印刷の使用を開始するには、Salesforceカスタマーサポートに連絡してお客様の組織のこの機能を
有効にしてください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 拡張差し込み印刷を使用した一括差し込み印刷ドキュメントの生成
Salesforce ヘルプ: Locate Record Field Names for Mail Merge (差し込み印刷のレコード項目名の検索)

Pardot: 取引先責任者とリードの同期の効率化
Salesforce との同期をこれまでになく向上させるいくつかの機能が追加されました。見込み客項目の同期動作を
制御できるようになり、見込み客の Salesforce レコードが更新されたときに見込み客をインテリジェントにマー
ジおよび削除できます。また、Gmail 用の [エンゲージ] サイドパネルも追加され、営業担当はメールから離れ
ることなく見込み客の詳細を確認し、見込み客を育成プログラムに追加できます。
このセクションの内容:
Salesforce コネクタ: 最後に更新されたレコードの同期
リードや取引先責任者のレコードの一貫性を保ちます。見込み客項目の同期動作を制御し、最後に更新さ
れたレコードをマスタとして使用します。
Salesforce コネクタ: 見込み客の自動マージおよび削除
重要な見込み客だけを追跡、同期できます。営業チームやマーケティングチームが Salesforce の取引先責任
者やリードを削除またはマージすると、Pardot はそれに対応する見込み客を同期プロセス中に削除します。
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データコンプライアンス: Cookie の有効期間の指定
サイトの Cookie の有効期間が世界中のデータ保持に関する法律に準拠していることを確認します。
リスト: セグメント化ルールと動的リストのプレビューの表示と共有
動的リストとセグメント化ルールが適切な見込み客を対象としていることを確認します。プレビューを作
成し、他の Pardot ユーザと共有します。
レポート: 訪問者グラフの表示
サイトの毎日のページビュー数、新規訪問者数、上位に識別された企業を一目で確認できます。
Engage for Gmail: Gmail での見込み客の詳細へのアクセス
Gmail から離れることなく、メール参加者の詳細を確認し、Pardot 育成プログラムに見込み客を追加します。

Salesforce コネクタ: 最後に更新されたレコードの同期
リードや取引先責任者のレコードの一貫性を保ちます。見込み客項目の同期動
作を制御し、最後に更新されたレコードをマスタとして使用します。

エディション

以前は、見込み客項目のマスタは Salesforce または Pardot のいずれかでした。そ
のため、担当者はレコードの一貫性を保つために両方のシステムを更新する必
要がありました。

使用可能なエディション:
Pardot Standard Edition、
Professional Edition、
Ultimate Edition

1. Pardot で [Admin (管理)] > [Configure Fields (項目を設定)] > [Prospect Fields (見込
み客の項目)] をクリックします。
2. 項目を編集します。
3. [Sync Behavior (同期の動作)] ドロップダウンリストから、[Use most recently
updated record (最近更新されたレコードを使用する)] を選択します。
関連トピック:
Syncing Prospect Field Values with Salesforce (プロスペクト項目を Salesforce と同期す
る場合)
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Salesforce コネクタ: 見込み客の自動マージおよび削除
重要な見込み客だけを追跡、同期できます。営業チームやマーケティングチー
ムが Salesforce の取引先責任者やリードを削除またはマージすると、Pardot はそれ
に対応する見込み客を同期プロセス中に削除します。
以前は、マーケティングチームや営業チームが Salesforce のリードや取引先責任
者を削除しても、対応する見込み客は Pardot に残り、データベース制限にカウ
ントされました。
この設定を使用しても、このオプションを有効にする前にマージまたは削除さ
れた Salesforce レコードに対応する見込み客は削除されません。
1. Pardot で [Admin (管理)] > [Connectors (コネクタ)] をクリックします。
2.

Salesforce コネクタの横にある
リックします。

アイコンをクリックし、[Edit (編集)] をク

3. [Automatically remove prospects if the corresponding records in salesforce.com are
deleted or merged (対応するレコードが削除されたかマージされてた場合に見
込み客を自動的に削除する)] を選択します。

エディション
使用可能なエディション:
Pardot Standard、Pro、
Ultimate エディション

ユーザ権限
Pardot Salesforce コネクタ
を設定する
• Pardot 管理者または
「コネクタの参照およ
び作成/編集」へのア
クセス権を付与する
ロール

関連トピック:
Setting up the Salesforce Connector (Salesforce コネクターの設定について)
Salesforce Connector Optional Settings Reference (Salesforce コネクターのオプション設定)

データコンプライアンス: Cookie の有効期間の指定
サイトの Cookie の有効期間が世界中のデータ保持に関する法律に準拠している
ことを確認します。

エディション

システム管理者ユーザは、Pardot 追跡 Cookie の有効期間を 6 か月から 10 年の間の
期間に設定できます。以前は、Pardot の追跡 Cookie の有効期間は 10 年に固定さ
れていました。この機能により、Pardot 追跡 Cookie が訪問者のブラウザに保持さ
れる期間を制御できます。デフォルトの設定は 10 年のままですが、その有効期
間を変更できるようになりました。

使用可能なエディション:
Pardot Standard、Pro、
Ultimate エディション

有効期間を変更すると、訪問者が Pardot 追跡対象ページで再び操作を行った後
に、Cookie の更新も行われます。
1. Pardot で、メールアドレスにマウスポインタを置いて、[Settings (設定)] > [Edit
Account (取引先の編集)] をクリックします。
2. [Max Tracking Cookie Duration (days) (追跡 Cookie の最大有効期間 (日))] までスク
ロールします。新しい有効期間の日数を指定します。最小値は 180 日、最大
値は 3,650 日です。
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3. 変更内容を保存します。
関連トピック:
Configuring Pardot Max Tracking Cookie Duration (Pardot の Cookie 追跡最大時間の設定)
How Does Pardot Track Activities? (Pardot での活動の追跡方法)

リスト: セグメント化ルールと動的リストのプレビューの表示と共有
動的リストとセグメント化ルールが適切な見込み客を対象としていることを確
認します。プレビューを作成し、他の Pardot ユーザと共有します。

エディション

マーケティングユーザは、複数のリストやセグメント化ルールのプレビューを
生成し、一意の URL を使用してプレビューを共有できます。以前は、同時に 1 つ
のリストまたはルールのプレビューしか生成できませんでした。

使用可能なエディション:
Pardot Standard、Pro、
Ultimate エディション

関連トピック:

ユーザ権限

Segmentation Rules Overview (セグメント化ルールの概要)
Creating Segmentation Rules (セグメント化ルールの作成)
Creating Dynamic Lists (動的リストの作成)

セグメント化ルールと動
的リストを作成し、プレ
ビューする
• Pardot マーケティング
または「セグメント化:
表示および作成/編
集」へのアクセス権を
付与するロール

レポート: 訪問者グラフの表示
サイトの毎日のページビュー数、新規訪問者数、上位に識別された企業を一目
で確認できます。

エディション
使用可能なエディション:
Pardot Standard、Pro、
Ultimate エディション

ユーザ権限
訪問者レポートを表示す
る。
• Pardot 管理者、マーケ
ティング、営業マネー
ジャ、または「訪問者:
表示」へのアクセス権
を付与するロール
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関連トピック:
Visitors Overview (訪問者の概要)

Engage for Gmail: Gmail での見込み客の詳細へのアクセス
Gmail から離れることなく、メール参加者の詳細を確認し、Pardot 育成プログラ
ムに見込み客を追加します。

エディション

Engage for Gmail のサイドパネルには、スレッド参加者の重要な詳細情報が表示さ
れます。Pardot スコア、最近のマーケティングアクション、取引先責任者情報を
すばやく確認できます。Engage for Gmail は Google Chrome でのみ使用できます。

使用可能なエディション:
すべての Pardot エディ
ション (Standard、Pro、
Ultimate) (Salesforce Engage
付属)

関連トピック:
Engage for Gmail

Sales Cloud のその他の変更
使い勝手を向上するために加えられたその他の変更について説明します。
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このセクションの内容:
テンプレートおよびメールの差し込み項目の簡単な検索
メールまたはテンプレートを作成する場合、使用する差し込み項目を検索できます。差し込み項目は、ユー
ザオブジェクトおよび作業している項目で使用できます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用でき
ます。
送信するメールのコピーの取得
送信するメールのコピーをユーザが保持する必要がある場合、 Lightning Experience でそれが可能になりまし
た。[自動 Bcc] を選択してコピーをユーザ自身の受信箱に取得できる方法を知らせてください。この機能
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
送信前の一括メール送信除外インジケータと不達インジケータの取得
ユーザは、メール受信者が一括メールの受信を除外したかどうか、または受信者へのメールが以前に不達
になったかどうかを簡単に確認できます。受信者名を [宛先] 項目に追加すると、インジケータでユーザに
通知されます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
未解決の項目: Lightning Experience で使用可能
Salesforce でレコードに割り当てられなかったメール項目が [未解決の項目] キューに送信された場合、担当
者はそれらの項目を Lightning Experience から直接管理できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。
リード: Salesforce Classic での取引開始済みリードの詳細の更新
取引開始済みのリードのレポートや監査を正確に行います。特別な権限を持つ営業チームメイトは、すで
に取引を開始したリードの項目や選択リストの値を更新できるようになりました。この機能は、Salesforce
Classic でのみ使用できます。
契約の設定の編集に必要な権限
契約の設定を編集するには、「アプリケーションのカスタマイズ」権限が必要です。契約の設定の管理に
必要な権限は、他のオブジェクトと同じになりました。
データインポートウィザード: ホームページからの一部のオブジェクトのデータのインポート
営業担当は、特定のセールスオブジェクトのホームページから直接データインポートウィザードにアクセ
スして、所要時間とクリック数を減らすことができるようになりました。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。

テンプレートおよびメールの差し込み項目の簡単な検索
メールまたはテンプレートを作成する場合、使用する差し込み項目を検索できます。差し込み項目は、ユーザ
オブジェクトおよび作業している項目で使用できます。この機能は、Lightning Experienceでのみ使用できます。
デフォルトでは、最初の結果が選択されます。[挿入]をクリックするだけで、テンプレートまたはメールに項
目を追加できます。
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送信するメールのコピーの取得
送信するメールのコピーをユーザが保持する必要がある場合、Lightning Experienceでそれが可能になりました。
[自動 Bcc] を選択してコピーをユーザ自身の受信箱に取得できる方法を知らせてください。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
ユーザは [私のメール設定] に移動して [自動 Bcc] を選択します。

送信前の一括メール送信除外インジケータと不達インジケータの取得
ユーザは、メール受信者が一括メールの受信を除外したかどうか、または受信者へのメールが以前に不達に
なったかどうかを簡単に確認できます。受信者名を[宛先]項目に追加すると、インジケータでユーザに通知さ
れます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
取引先責任者、リード、個人取引先レコードには、[メール送信除外] 項目があります。その項目がレコード
で選択され、ユーザがその受信者をメールに追加すると、インジケータが表示されます。不達アラートは、同
じ場所に表示されます。不達インジケータは、取引先責任者およびリードには使用できません。
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未解決の項目: Lightning Experience で使用可能
Salesforce でレコードに割り当てられなかったメール項目が [未解決の項目] キューに送信された場合、担当者は
それらの項目を Lightning Experience から直接管理できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方で使用できます。
[未解決の項目] は、営業担当が Salesforce App for Outlook、Exchange Sync、Salesforce for Outlook、またはメール to
Salesforce を使用して Salesforce に追加した項目を管理するときに役立ちます。
営業担当は自分のアバターをクリックし、[設定] > [メール] > [未解決の項目] をクリックすれば、Lightning
Experience のどのページのトップからでも [未解決の項目] にアクセスできます。

リード: Salesforce Classic での取引開始済みリードの詳細の更新
取引開始済みのリードのレポートや監査を正確に行います。特別な権限を持つ
営業チームメイトは、すでに取引を開始したリードの項目や選択リストの値を
更新できるようになりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できま
す。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザインターフェース」と入力
し、[ユーザインターフェース] を選択します。
2. [「レコードの作成時に監査項目を設定」および「無効な所有者のレコードを
更新」ユーザ権限を有効化] を選択します。

ユーザ権限
取引開始済みのリードを
更新する
• 「レコードの作成時に
監査項目を設定」
および
「無効な所有者のレ
コードを更新」

3. 変更内容を保存します。
4. 設定をプロファイルに追加します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに
「プロファイル」と入力し、[プロファイル]を選択します。プロファイルを選択し、[レコードの作成時に監
査項目を設定] を選択します。
5. 変更内容を保存します。

契約の設定の編集に必要な権限
契約の設定を編集するには、「アプリケーションのカスタマイズ」権限が必要です。契約の設定の管理に必要
な権限は、他のオブジェクトと同じになりました。
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データインポートウィザード: ホームページからの一部のオブジェクトのデー
タのインポート
営業担当は、特定のセールスオブジェクトのホームページから直接データインポートウィザードにアクセスし
て、所要時間とクリック数を減らすことができるようになりました。この機能は、Lightning Experienceでのみ使
用できます。
次のホームページからデータインポートウィザードにアクセスできます。
• 取引先
• 取引先責任者
• リード
• カスタムオブジェクト
• 個人取引先

分析
Salesforce レポートおよびダッシュボードと Wave Analytics のデータと分析でビジネス上の意思決定を促進しま
す。
このセクションの内容:
レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience でのデータの分析
多数の新機能によって、Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードは Salesforce Classic のレポートお
よびダッシュボードとより同等になりました。Lightning Experience に切り替えてから、ダッシュボードを絞
り込み、他のユーザとして表示し、表形式データを読み取ることができます。マトリックスレポートの詳
細の表示と非表示が完全にサポートされるようになりました。グラフの色を変更し、参照行を設定できま
す。リストビューから直接レポートおよびダッシュボードを実行、編集、または削除できます。
Wave Analytics: データ分析の進化
データセットを計算項目で強化し、ダッシュボードをよりすばやく簡単に作成できます。新しい Flex ダッ
シュボードデザイナにはレイアウトテンプレート、新しいグラフの種類、およびツールが付属し、カスタ
ム SAQL クエリと比較テーブルの計算項目に基づいて視覚化を作成できます。

151

Salesforce Spring '16 リリースノート

レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience で
のデータの分析

レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience でのデータの分
析
多数の新機能によって、Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードは
Salesforce Classicのレポートおよびダッシュボードとより同等になりました。Lightning
Experience に切り替えてから、ダッシュボードを絞り込み、他のユーザとして表
示し、表形式データを読み取ることができます。マトリックスレポートの詳細
の表示と非表示が完全にサポートされるようになりました。グラフの色を変更
し、参照行を設定できます。リストビューから直接レポートおよびダッシュボー
ドを実行、編集、または削除できます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

このセクションの内容:
Lightning Experience でのマトリックスレポートの詳細表示
Lightning Experience でマトリックスレポートを実行するときに、Salesforce Classic と同様に詳細を表示または非
表示にできます。
Lightning Experience でのダッシュボードの絞り込み
ダッシュボード検索条件を、Salesforce Classic と Lightning Experience の両方でダッシュボードの表示時に使用で
きるようになりました。
Lightning Experience での他のユーザとしての動的ダッシュボードの表示
Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で、動的ダッシュボードを他のユーザとして表示できるようにな
りました。
Lightning Experience でのダッシュボードへのテーブルの表示
Salesforce Classic と Lightning Experience の両方でダッシュボードにテーブルを表示できるようになりました。こ
れまで、Lightning Experience のダッシュボードではテーブルは棒グラフとして表示されていました。
Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードのホームページの改善
レポートおよびダッシュボードのホームページが若干再設計され、レポート、ダッシュボード、フォルダ
を簡単に検索、編集、整理できるようになりました。
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Lightning Experience のその他のグラフオプション
Lightning Experience のグラフを Salesforce 全体でより幅広く使用できるようになり、グラフエディタのカスタ
マイズオプションが増えました。
全ユーザのレポートおよびダッシュボードの管理
allPrivate クエリ範囲を使用して、非公開フォルダに保存されているレポートおよびダッシュボードを

検索または削除できます。「すべての非公開レポートおよびダッシュボードを管理」ユーザ権限が必要で
す。

Lightning Experience でのマトリックスレポートの詳細表示
Lightning Experience でマトリックスレポートを実行するときに、Salesforce Classic と同様に詳細を表示または非表
示にできます。
これまで、Lightning Experienceのマトリックスレポートでは常に詳細が非表示になっていました。詳細が非表示
のマトリックスレポートは、複数の軸でデータが要約された概要を示すには便利です。次の商談マトリックス
レポートでは詳細が非表示になっています。

今後、Lightning Experience では、[
] をクリックするとレポートの詳細が表示されるようになります。詳細が
表示されると、マトリックスレポートには、行と列のグルーピングを維持したまますべてのレポートデータが
表示されます。
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Lightning Experience でのダッシュボードの絞り込み
ダッシュボード検索条件を、Salesforce Classic と Lightning Experience の両方でダッシュボードの表示時に使用でき
るようになりました。
[セールス概要] ダッシュボードには、営業チームの業績が効果的に要約されていますが、ダッシュボードの閲
覧者が南西部での業績のみを参照したい場合はどうすればよいでしょうか。地域検索条件を追加し、必要な
データのみが表示されるように担当者がダッシュボードの範囲を設定できるようにします。

Lightning Experience では、Salesforce Classic で作成されたダッシュボード検索条件を適用またはクリアできます。
検索条件を追加または削除するには、あるいは絞り込まれたダッシュボードを編集、コピー、または削除する
には、Salesforce Classic に切り替えます。
Lightning Experienceでは、絞り込まれたダッシュボードからレポートにドリルインしても、レポートは絞り込ま
れません。Salesforce Classic では、絞り込まれたダッシュボードからレポートにドリルインすると、レポートは
ダッシュボードと同様に絞り込まれます。

Lightning Experience での他のユーザとしての動的ダッシュボードの表示
Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で、動的ダッシュボードを他のユーザとして表示できるようになり
ました。
営業チームのリーダーがチームメンバーに全体的なセールス概要を示すダッシュボードを見せようとしても、
メンバーに必要なアクセス権がない場合があります。また、地域の営業マネージャがアカウントマネージャの
採用の詳細を確認しようとしても、人事部ではないためにアクセス権がない場合があります。どちらの場合で
も、他のユーザとしてダッシュボードを表示すれば、チームや営業マネージャは必要な洞察を得ることができ
ます。ダッシュボードを他のユーザとして表示する場合、ダッシュボードのデータはそのユーザのデータアク
セスレベルに従って表示されます。Salesforceの他の場所では、自分のデータアクセス権に変更はありません。
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ダッシュボードの閲覧者が他のユーザとしてダッシュボードを表示できるようにするには、Salesforce Classic に
切り替えて 2 つの操作を行います。最初に、ダッシュボードがログインユーザとして実行されるように設定し
ます。次に、承認済みユーザが実行ユーザを変更することを許可します。これにより、「私のチームのダッ
シュボードの参照」または「すべてのデータの参照」権限を持つユーザは、ダッシュボードを他のユーザとし
て表示できるようになります。
動的ダッシュボードを編集、コピー、または削除するには、Salesforce Classic に切り替えます。
他のユーザとしてのダッシュボードの表示についての詳細は、Salesforce ヘルプの「動的ダッシュボードの設
定」を参照してください。

Lightning Experience でのダッシュボードへのテーブルの表示
Salesforce Classic と Lightning Experience の両方でダッシュボードにテーブルを表示できるようになりました。これ
まで、Lightning Experience のダッシュボードではテーブルは棒グラフとして表示されていました。
テーブルは、目を通しやすい形式で情報を表示するのに便利です。ダッシュボード閲覧者は、グラフで情報を
一目で把握し、テーブルではより詳細を確認できます。テーブルをダッシュボードに追加し、ランキング表と
して使用して、営業チームの健全な競争を促すことができます。
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Lightning Experience ダッシュボードにテーブルを表示するには、Salesforce Classic に切り替えてダッシュボードを
編集し、テーブルコンポーネントを追加します。

Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードのホームページの改善
レポートおよびダッシュボードのホームページが若干再設計され、レポート、ダッシュボード、フォルダを簡
単に検索、編集、整理できるようになりました。

新しい検索条件によるレポート、ダッシュボード、およびフォルダの解析 (1)
検索条件ペインが再設計され、いくつかの検索条件名が変更され、2 つの新しい検索条件が追加されまし
た。
名前が変更されたレポートおよびダッシュボード検索条件
• [最近使ったレポート] と [最近のダッシュボード] は [最近] になりました。
• [自分が作成したレポート] と [自分が作成したダッシュボード] は [私が作成] になりました。
新しいフォルダ検索条件
• 私が作成
• 共有アイテム
[説明] 項目によるレポートの識別 (2)
[説明]項目には、レポートおよびダッシュボードの説明が表示されます。[説明]項目の枠を拡大するため、
[作成者] 項目は削除されました。
リストビューからのレポートおよびダッシュボードの実行、編集、または削除 (3)
レポートを編集または削除する前に、そのレポートを開く必要がなくなりました。レポートおよびダッシュ
ボードを実行、編集、または削除するには、
をクリックします。これらのアクションは、すべてのレ
ポートおよびダッシュボードのリストビューで使用できます。
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Lightning Experience のその他のグラフオプション
Lightning Experience のグラフを Salesforce 全体でより幅広く使用できるようになり、グラフエディタのカスタマイ
ズオプションが増えました。
レポートでじょうごグラフを使用可能 (ダッシュボードでは使用不可)
じょうごグラフは、順序付けられた一連のデータ内に複数のグループが存在し、グループ間の比率を表示
する場合に使用します。じょうごグラフは、商談のフェーズを表示するのに適しています。

レポートグラフへの基準線の追加
基準線により、グラフの特定の値を強調できます。グラフに基準線を追加するには、グラフエディタを開
き、[参照行を表示] をクリックして基準線の値を入力します。必要に応じて、基準線の色を変更します。
基準線は、レポートグラフでは使用できますが、ダッシュボードコンポーネントでは使用できません。基
準線は、横棒グラフ、縦棒グラフ、折れ線グラフに使用できますが、ドーナツグラフとじょうごグラフに
は使用できません。
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レポートグラフの色の変更
グラフ要素 (棒、スライス、基準線など) の色をカスタマイズして、グラフを独自のデザインにし、重要な
詳細を強調できます。ダッシュボードコンポーネントのグラフの色は変更できません。
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Lightning アプリケーションビルダー、Visualforce ページ、およびページレイアウトエディタでの拡張グラフの
表示
洗練された対話型Lightning ExperienceグラフがSalesforce全体で幅広く使用できるようになりました。Lightning
Experience グラフは次の場所で確認できます。
• Salesforce1
• Visualforce ページ
• ページレイアウトエディタ
• Lightning アプリケーションビルダー

全ユーザのレポートおよびダッシュボードの管理
allPrivate クエリ範囲を使用して、非公開フォルダに保存されているレポートおよびダッシュボードを検索

または削除できます。「すべての非公開レポートおよびダッシュボードを管理」ユーザ権限が必要です。
時間が経つと、レポートやダッシュボードが使用されなくなったり、不要なレポートやダッシュボードを非公
開フォルダに残したままユーザが無効になったりすることがあります。これまで、ユーザの非公開フォルダに
保存されたレポートおよびダッシュボードを削除する便利な方法がありませんでした。今後、ワークベンチに
ログインしてクエリを実行すると、ユーザの非公開フォルダに保存されていて少なくとも過去 1 年間実行され
ていないレポートが返されます。
SELECT Id FROM Report USING SCOPE allPrivate WHERE LastRunDate < LAST_N_DAYS:365

特定のユーザの非公開フォルダ内に保存されているレポートをクエリすることもできます。
SELECT Id FROM Report USING SCOPE allPrivate WHERE OwnerId = '005A0000000Bc2deFG'

返されたレポート ID のリストを CSV ファイルにエクスポートし、ワークベンチで [データ] > [削除] をクリック
して CSV ファイルをアップロードします。[項目を対応付け]をクリックして ID Field を同じ名前の CSV Field
に対応付けます。[レコードを完全に削除する] と [Bulk API を経由してレコードを非同期で処理する] はオフの
ままで、[削除の確認] をクリックします。CSV でリストされたレポートが、Salesforce ごみ箱に移動します。

Wave Analytics: データ分析の進化
データセットを計算項目で強化し、ダッシュボードをよりすばやく簡単に作成
できます。新しい Flex ダッシュボードデザイナにはレイアウトテンプレート、
新しいグラフの種類、およびツールが付属し、カスタム SAQL クエリと比較テー
ブルの計算項目に基づいて視覚化を作成できます。

エディション
使用可能なエディション:
Developer Edition
有料オプションで使用可
能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition
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このセクションの内容:
データの統合
データソースから抽出される内容ではなく、既存のデータから計算できるその他の情報を追加するには、
派生項目をデータセットに追加します。複製を有効にし、複数のデータフローを作成してデータセットを
個別に作成することもできます。
Sales Wave Analytics アプリケーション
当社ではお客様の要望を反映して、Sales Wave 組み込みアプリケーションに度々機能やダッシュボードを追
加し、販売データをさらに探索しやすくしています。
探索、視覚化、デザイン
新しい Flex ダッシュボードデザイナとレイアウトテンプレートでプロフェッショナルな見た目のダッシュ
ボードをデザインできます。新しい SAQL エディタ、ドラッグアンドドロップでのグラフ設定、新しいグラ
フの種類を使用した強力な方法でデータを探索し、視覚化できます。
コミュニティと新規アクションによる Wave の機能拡張
Wave Analytics を残りの Salesforce 環境と統合できるようになりました。コミュニティを使用して視覚化を共
有できます (正式リリース)。また、Wave レンズおよびダッシュボードのカスタムメニューから追加の Salesforce
アクションにアクセスできます。
最新の iOS 機能による Wave Mobile の操作性
バージョン 2.1 には、3 グループの積み上げ棒グラフ、滝グラフ、および Spotlight と 3D Touch のサポートが
追加されています。
Wave REST API を使用した開発
Wave REST API が、ダッシュボードへのアクセスを可能にする新規エンドポイント、拡張メタデータの新しい
表現などで拡張されました。

160

Salesforce Spring '16 リリースノート

Wave Analytics: データ分析の進化

SAQL を使用した強力なクエリの作成
Salesforce Analytics Query Language (SAQL) の新しい関数を使用して、データに対するウィンドウ関数の実行など
が可能です。

データの統合
データソースから抽出される内容ではなく、既存のデータから計算できるその他の情報を追加するには、派生
項目をデータセットに追加します。複製を有効にし、複数のデータフローを作成してデータセットを個別に作
成することもできます。
このセクションの内容:
派生項目によるデータセットの強化
派生項目を使用すると、データソースから抽出される内容よりも多くの情報をデータセットに追加できま
す。たとえば、抽出された商談金額に基づいて、商談を小、中、大に分類する派生項目を追加できます。
派生項目を使用して、データへのより多くのコンテキストの追加、グルーピングの作成、および計算の事
前実行を行うことができます。
複製による複数のデータフローの作成 (パイロット)
Wave Analytics Platformライセンスがあり複製が有効化されている場合、さまざまな用途の複数のデータフロー
を作成し、独自のスケジュールで実行できるようになりました。大きいデータフローを独立した小さいデー
タフローに分割し、より高速なデータセットを作成できます。さらに、不要なデータフローを削除して無
効にし、スケジュールでの実行を一時的に停止できます。
Excel 用の Wave Connector によるデータセットの作成のための特別なシステム管理者設定の排除
Salesforce Wave Connector を使用した Microsoft Excel からのデータのインポートがこれまで以上に簡単になりま
した。

派生項目によるデータセットの強化
派生項目を使用すると、データソースから抽出される内容よりも多くの情報をデータセットに追加できます。
たとえば、抽出された商談金額に基づいて、商談を小、中、大に分類する派生項目を追加できます。派生項目
を使用して、データへのより多くのコンテキストの追加、グルーピングの作成、および計算の事前実行を行う
ことができます。
データセットの派生項目は、入力データソースから抽出された他の項目のように動作します。つまり、派生項
目へのクエリや、派生項目に基づく絞り込みおよびグループ化を実行できます。クエリの代わりに派生項目で
値を生成する利点は、データセットへのアクセス権があるすべてのユーザがすぐに値を使用できることです。
さらに、ユーザがクエリを作成する時間を節約できます。
データフローに次の変換を追加して、派生項目を作成できます。
computeExpression
データセットの同じ行内の項目に基づいて計算を実行します。別の項目の値に基づいて項目に値を割り当
てること、複数のテキスト項目を連結すること、数値項目で数学的計算を実行することなどができます。
たとえば、金額に基づいて商談を分類できます。
データフローに派生項目を定義するときは、項目名、型、およびその値の計算に使用するSAQL式を指定し
ます。式は、入力データの 1 つ以上の項目または他の派生項目を基に計算できます。
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computeRelative
データセットの別の行の同じ項目に基づいて計算を実行します。項目の最初の値、前の値、現在の値、次
の値を計算して、値の変化を調べることができます。たとえば、販売パイプラインのトレンドを分析する
ために、各商談のフェーズを通じて商談金額の変化を計算できます。
computeRelative 変換を定義する場合は、入力として sfdcDigest を指定し、レコードをパーティションに分け、
各パーティション内のレコードを並び替えます。たとえば、sfdcDigest を使用して商談履歴レコードを抽出
し、computeRelative を使用して各商談の経時的な変化を計算できます。商談レコードを商談 ID ごとのパー
ティションに分け、各パーティション内のレコードを時系列で並び替えて、前の値と次の値を正しく識別
できます。
データフロー JSON 内で、computeRelative 変換は、関連する sfdcDigest 変換の直後に指定する必要があります。
Wave では computeRelative からのロジックが、関連する sfdcDigest にマージされるため、sfdcDigest に sfdcRegister
を適用すると、両方の変換の項目がデータセットに追加されます。
メモ: この変換は、複製データフローで使用できます。複製の詳細は、「Getting Started with Wave
Replication」を参照してください。

computeExpression 変換の例
ここで、金額に基づいて商談を小、中、大のカテゴリにグループ化する例を見てみましょう。まず、Opportunity
オブジェクトから商談名と金額を抽出する sfdcDigest 変換を使用して Opportunity データセットを作成します。
次に、computeExpression 変換を使用して、次のルールに基づいて「Opportunity Size」(商談規模) 派生項目を
Opportunity データセットに追加します。
• 金額が 10,000 ドル未満の場合、商談規模は小
• 金額が 10,000 ドル以上 50,000 ドル未満の場合、商談規模は中
• 金額が 50,000 ドル以上の場合、商談規模は大
この派生項目を作成するには、次の computeExpression 変換をデータフローに追加します。
"Create_Opportunity_Size_Derived_Field": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {
"source": "Opportunity_Data",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [
{
"name": "Size",
"type": "Text",
"label": "Opportunity Size"
"saqlExpression":
"case
when Amount < 10000 then \"Small\"
when Amount >= 10000 and Amount < 50000 then \"Medium\"
else \"Large\"
end"}
]
}
}
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新しい [Opportunity Size (商談規模)] 項目では、Opportunity データセットは次のようになります。

computeRelative 変換の例
販売パイプラインを分析する例を見てみましょう。まず、OpportunityHistory オブジェクトから次のデータを抽
出する sfdcDigest 変換を追加します。

次に、以下の作業を実行する computeRelative 変換を追加します。
• 抽出したレコードを商談 ID ごとのパーティションに分ける。
• 各パーティション内で、抽出したレコードを CreatedDate の昇順に並び替える。CreatedDate によって並び替
えることにより、各商談の変化が時系列に表示されます。
• 最終的なデータセットに次の派生項目を追加する。
OpportunityCreatedDate
商談が最初に作成された日付を決定します。この日付と実際の完了日を併せて使用して、商談の成立に
要した日数を判断できます。目標は、収益を認識するまでの販売サイクルを短縮することです。
ValidToDate
商談の状態の有効期限を決定します。この項目を使用して、各レコードの商談の詳細が有効な期間を判
断できます。
AmountPrev
商談の以前の金額を決定します。この項目を使用して、商談の価値が増加しているか減少しているかを
判断できます。これは、販売目標を達成できるかどうかに影響を与えます。
CloseDatePrev
商談の以前の完了予定日を決定します。この項目を使用して、商談の販売サイクルを通じて、完了予定
日がどのように変化するかを分析できます。完了予定日の延期が続いている場合は、販売サイクルが長
引く原因となっている問題を特定する必要があります。
sfdcDigest から抽出された項目と computeRelative からの派生項目を使用して最終的なデータセットを作成するに
は、sfdcDigest を入力ソースとして sfdcRegister 変換を追加します。
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次のデータフローを作成します。
{
"extractOppHistory": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "OpportunityHistory",
"fields": [
{"name": "OpportunityId"},
{"name": "CreatedDate"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Amount"},
{"name": "CloseDate"}
]
}
},
"computeTrending": {
"action": "computeRelative",
"parameters": {
"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [
{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"
}
],
"computedFields": [
{
"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {
"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"
}
},
{
"name": "ValidToDate",
"expression": {
"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "next()",
"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"
}
},
{
"name": "AmountPrev",
"expression": {
"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"
}
},
{
"name": "CloseDatePrev",
"expression": {
"sourceField": "CloseDate",
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"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"
}
}
],
"source": "extractOppHistory"
}
},
"Register_OppportunityHistory_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "SalesPipelineTrending",
"name": "Sales Pipeline Trending",
"source": "extractOppHistory"
}
}
}

データフローを実行した後、最終的なデータセットは次のようになります。

レコードは、商談 ID ごとにパーティションに分けられ、各パーティション内で CreatedDate 項目に基づく昇順
に並び替えられています。各パーティション内の並び替え順を使用して、派生項目値が計算されています。
最終的なデータセットを使用して、項目値に対する変更を判断できます。たとえば、[Amount (金額)] 項目と
[AmountPrev (前の金額)] 項目の差を計算することにより、商談金額の変更を特定できます。

複製による複数のデータフローの作成 (パイロット)
Wave Analytics Platform ライセンスがあり複製が有効化されている場合、さまざま
な用途の複数のデータフローを作成し、独自のスケジュールで実行できるよう
になりました。大きいデータフローを独立した小さいデータフローに分割し、
より高速なデータセットを作成できます。さらに、不要なデータフローを削除
して無効にし、スケジュールでの実行を一時的に停止できます。
データ監視のデータフロービューでこれらのアクションを実行できます。

165

ユーザ権限
データフローを作成、無
効化、削除する
• 「Wave Analytics デー
タフローの編集」

Salesforce Spring '16 リリースノート

Wave Analytics: データ分析の進化

データフローを作成するときに、デフォルトでデータフローは無効になります。手動で開始して有効化し、指
定されたスケジュールで実行します。デフォルトのデータフローと複製データフローは削除できませんが、無
効化することはできます。
Wave Analytics Platform ライセンスでは、デフォルトのユーザデータフローと 1 つの複製データフローを含めて最
大 10 個のユーザデータフローを組織で使用できます。
メモ: Analytics Cloud - Sales Wave Analytics アプリケーションライセンスでは、複数のユーザデータフローは作
成できません。使用できるのはデフォルトのユーザデータフローのみです。
複製機能は、パイロットとして使用できます。複製についての詳細は、『Getting Started with Wave Replication
Tipsheet』を参照してください。

Excel 用の Wave Connector によるデータセットの作成のための特別なシステム管理者設定の
排除
Salesforce Wave Connector を使用した Microsoft Excel からのデータのインポートがこ
れまで以上に簡単になりました。

ユーザ権限

新しいバージョンの Excel 2013 用 Wave Connector アプリケーションでは、Salesforce
システム管理者が特別な設定作業を行う必要がなくなりました。以前のリリー
スを使用していた一部のお客様は、URL を CORS ホワイトリストに追加するか、
非公開アプリケーションカタログを設定する必要がありました。最新バージョ
ンは、アプリケーションをダウンロードすると、そのままで機能します。追加
設定は必要ありません。

データフローを作成、無
効化、削除する
• 「外部データを
Analytics Cloud にアッ
プロード」

Connector は、Office 用アプリストアから入手できます。詳細は、Salesforce ヘルプの「Wave Connector Excel アプリ
ケーションのインストール」を参照してください。

Sales Wave Analytics アプリケーション
当社ではお客様の要望を反映して、Sales Wave 組み込みアプリケーションに度々機能やダッシュボードを追加
し、販売データをさらに探索しやすくしています。
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このセクションの内容:
Sales Wave アプリケーションに追加されたパイプ活動および取引先の概要ダッシュボード
2 つの新しいダッシュボードを使用して、Sales Wave から Salesforce データのより詳しいインサイトを取得で
きます。
アプリケーション設定ダッシュボードによる設定ウィザードの選択の追跡
Sales Wave アプリケーションの新しいダッシュボードでは、組み込みの設定ウィザードを使用してアプリ
ケーションを作成したときに選択した回答が記録されます。

Sales Wave アプリケーションに追加されたパイプ活動および取引先の概要ダッシュボード
2 つの新しいダッシュボードを使用して、Sales Wave から Salesforce データのより詳しいインサイトを取得できま
す。
Sales Wave ユーザからの機能追加の要望にお応えして、アプリケーションに 2 つの新しい組み込みダッシュボー
ドが追加されました。
• パイプ活動 (以下に一部表示) - 進行中の商談と成立した商談をベンチマークし、商談成立の迅速化に向けた
ベストプラクティスを判断できます。
• 取引先の概要 - 取引先の平均成立率、平均営業サイクル、進行中の商談数および成立した商談数を示しま
す。
Sales Wave をすでに使用している場合に、これらの新しいダッシュボードを使用するには、アプリケーション
の最新バージョンを作成する必要があります。

アプリケーション設定ダッシュボードによる設定ウィザードの選択の追跡
Sales Wave アプリケーションの新しいダッシュボードでは、組み込みの設定ウィザードを使用してアプリケー
ションを作成したときに選択した回答が記録されます。
Sales Wave ユーザは通常、アプリケーションの作成や削除を繰り返しながら、組織のニーズを満たすアプリケー
ションを完成させます。新しいパーソナライズ化アプリケーション設定ダッシュボードにより、このプロセス
がさらに簡単になりました。アプリケーションとともに作成されるこの新しいダッシュボードには、設定ウィ
ザードの質問に回答したときに選択した値が記録されます。また、使用したバージョン番号も記録されます。
Sales Wave をすでに使用している場合に、このダッシュボードを表示するには、最新バージョンを使用してア
プリケーションのバージョンを作成する必要があります。

167

Salesforce Spring '16 リリースノート

Wave Analytics: データ分析の進化

探索、視覚化、デザイン
新しいFlex ダッシュボードデザイナとレイアウトテンプレートでプロフェッショナルな見た目のダッシュボー
ドをデザインできます。新しい SAQL エディタ、ドラッグアンドドロップでのグラフ設定、新しいグラフの種
類を使用した強力な方法でデータを探索し、視覚化できます。
このセクションの内容:
Flex ダッシュボードデザイナを使用した反応型グリッドベースのダッシュボードの迅速な作成 (ベータ)
新しいダッシュボードデザイナでは、ドラッグアンドドロップ操作やグリッドへのスナップなどの優れた
機能を使用して、視覚的に美しいダッシュボードをすばやく作成できます。デザイナは、Spring '16 でベー
タとして提供されます。
統合されたツールを使用したレンズとダッシュボードのより容易なカスタマイズ
インターフェースに統合された新しいツールにより、レンズとダッシュボードのバックグラウンドにある
SAQL と JSON へのアクセスが容易になります。さらに、Flex ダッシュボードデザイナ内では、統合された
SAQL エディタと新しいドラッグアンドドロップ操作の視覚化設定方法を使用して、レンズを作成できるよ
うになりました。
自動ファセット SAQL クエリレンズによるダッシュボードの対話性の向上
コンパクトフォームクエリレンズと範囲ウィジェットから SAQL クエリレンズに自動的に適用する条件を有
効にできるようになりました。たとえば、ダッシュボードのウィジェット内で商品を選択すると、その商
品条件は、SAQL レンズ上で作成されたウィジェットにも適用できます。
ダッシュボードレイアウトデザイン時の精度向上
Wave で提供されるレイアウトテンプレートを使用して、よりプロフェッショナルなデザインのダッシュ
ボードを作成できます。レイアウトは、デザインのベストプラクティスに基づいています。この事前設定
されたレイアウトテンプレートにより、レイアウトのデザインに気を取られずにダッシュボードのコンテ
ンツに集中できます。
より習得しやすくなったダッシュボード JSON の変更
一部のダッシュボード JSON プロパティの名前と値が分かりやすいように変更されました。ダッシュボード
を保存すると、Wave により JSON 内のプロパティが更新されます。また、新しいプロパティをウィジェット
に適用することもできるようになりました。
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新しいグラフの種類による視覚化機能の拡張
3 つの新しいグラフの種類によって、Wave 視覚化を作成するときの選択肢が増えてより詳細な制御が可能
になったため、ビジネスに関する質問に答えるときに役立ちます。
Wave の操作性を改善するためのインターフェースのその他の変更
グラフィカル要素が新しくなり、アイコン、キーボードショートカットなどにも変更が加えられました。

Flex ダッシュボードデザイナを使用した反応型グリッドベースのダッシュボードの迅速な作
成 (ベータ)
新しいダッシュボードデザイナでは、ドラッグアンドドロップ操作やグリッドへのスナップなどの優れた機能
を使用して、視覚的に美しいダッシュボードをすばやく作成できます。デザイナは、Spring '16 でベータとして
提供されます。

新しいデザイナではダッシュボードの作成時に次の機能を利用できるようになりました。ドラッグアンドド
ロップ機能を使用してダッシュボードのウィジェットをすばやく作成できます。グリッドへのスナップ機能を
使用してウィジェットを精緻に位置合わせできます。ワークスペースを増やすために、クリップされたレンズ
やプロパティパネルを非表示にできます。ダッシュボードの表示中にブラウザのサイズを変更すると、列幅が
相対的に自動調整されます。

Flex ダッシュボードデザイナへのユーザアクセス権の付与
機能を有効にしてから、ユーザに新しいデザイナへのアクセス権を付与します。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Wave Analytics」と入力し、[設定] を選択します。
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2. [Flex ダッシュボードデザイナを有効化 (ベータ)] を選択して、[保存] をクリックします。
3. ユーザに新しいデザイナへのアクセス権を付与するには、「Wave Analytics ダッシュボードの作成および編
集」ユーザ権限を割り当てます。
ユーザは、ダッシュボードの作成または編集時に新しいデザイナを使用することを選択できます。既存のダッ
シュボードを新しいデザイナで開くことを選択しなくても、後でダッシュボードの編集時に[Flex ダッシュボー
ドデザイナ (ベータ)] ボタンをクリックすると新しいデザイナで開くことができます。

既存のダッシュボードを初めて新しいデザイナで開いたときに、Wave によって新しいデザイナ用にダッシュ
ボードのコピーが作成されます。グリッドが新しくなるため、デザイナキャンバスでウィジェットがずれるこ
とがあります。必要に応じて、位置を合わせ直してください。グリッドへのスナップ機能を使用するとすばや
く簡単にできます。ユーザはそのダッシュボードを保存できます。
メモ: 新しいデザイナに変換したダッシュボードは、元のデザイナで開けなくなります。

新しいデザイナと元のデザイナの相違点
元のデザイナと新しいデザイナについて次の相違点を考慮してください。
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• 新しいデザイナでは、ダッシュボードの [新規レンズを作成] ボタンをクリックすると、レンズをダッシュ
ボードに追加できます。
• 新しいデザイナでは、グリッドへのスナップ機能を使用してすばやく位置合わせをし、ウィジェットのサ
イズを変更できます。
• 新しいデザイナでは、ダッシュボードの設計時に、クリップされたレンズとプロパティを非表示にしてワー
クスペースを広げることができます。
• YouTube ウィジェットは新しいデザイナでは廃止されています。既存のダッシュボードを新しいデザイナで
開くと、YouTube ウィジェットはダッシュボードから削除されます。必要に応じて、リンクウィジェットを
使用して YouTube 動画にリンクできます。
• 元のデザイナのボックスウィジェットは、新しいデザイナではコンテナウィジェットに代わりました。ボッ
クスウィジェットと同様、コンテナウィジェットに背景画像を追加できます。コンテナウィジェットでは
ボックスウィジェットの動作が拡張され、ウィジェットをコンテナ内にグループ化し、それらすべてを一
度で移動できるようになりました。既存のダッシュボードを新しいデザイナで開くと、ボックスウィジェッ
トはダッシュボードから削除されます。必要に応じて、コンテナウィジェットを追加できます。
• 新しいデザイナでは、現在、次のグラフ種別はサポートされていません。
– カレンダーヒートマップ
– ドットプロット (縦方向または横方向)
– ヒートマップ
– マトリックス
– 平行座標
– ピボットテーブル
これらのグラフ種別は、ダッシュボードにクリップするか、ダッシュボード JSON に追加できます。ただ
し、新しいデザイナでは、ピボットテーブルは比較テーブルに変換され、その他のサポートされていない
グラフは横棒グラフに変換されます。
• 新しいデザイナでは、コンテナウィジェット内のウィジェットを除いて、ウィジェットを重ねることはで
きません。
• ウィジェットを新しいデザイナに追加するには、ウィジェットをキャンバスにドラッグし、クリップされ
たレンズを上部でドロップします。
• 新しいデザイナでダッシュボードを作成または保存すると、ダッシュボード JSON に新しい gridLayouts
セクションが追加されます。このセクションは、デスクトップおよびラップトップコンピュータ上の Web
ブラウザでのダッシュボードレイアウトを定義しますが、モバイルデバイスは対象外です。詳細は、「よ
り習得しやすくなったダッシュボード JSON の変更」を参照してください。
• Flex ダッシュボードデザイナ (ベータ) は、モバイルレイアウトをサポートしていません。Wave Analytics for iOS
は、Flex ダッシュボードデザイナで作成または保存されたダッシュボードをベータとしてサポートしていま
す。

リンクウィジェットをダッシュボードに追加する場合の変更
Spring '16 以降、リンクウィジェットの [対象] 選択リスト項目には、最近開いた 25 件のアセットのみが表示され
ます。まだ Spring '16 で保存されていないダッシュボードでリンクウィジェットを作成すると、選択リストに一
部のリンク先アセットが表示されない場合があります。元のデザイナにアセットが表示されない場合、まずア
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セットを開いてから、選択リストでそのアセットを探します。新しいデザイナを使用している場合は、[対象]
項目にアセット名を手動で入力します。
次のサンプルは、保存されたダッシュボードにリンクする場合のリンクウィジェットの選択リストです。

統合されたツールを使用したレンズとダッシュボードのより容易なカスタマイズ
インターフェースに統合された新しいツールにより、レンズとダッシュボードのバックグラウンドにある SAQL
と JSON へのアクセスが容易になります。さらに、Flex ダッシュボードデザイナ内では、統合された SAQL エディ
タと新しいドラッグアンドドロップ操作の視覚化設定方法を使用して、レンズを作成できるようになりまし
た。

探索時の SAQL の表示
Wave Analytics は、レンズおよびダッシュボードのバックグラウンドで Salesforce Analytics Query Language (SAQL) を
使用して視覚化のためのデータを収集します。探索しながら記述される基礎の SAQL クエリを参照できるよう
になりました。
エクスプローラで、[オプション] メニュー

をクリックして [SAQL を表示] コントロールにアクセスします。

[オン] を選択して SAQL ビューアを開きます。探索すると同時に SAQL クエリが更新され、そのクエリをコピー
して他で使用することができます。

172

Salesforce Spring '16 リリースノート

Wave Analytics: データ分析の進化

SAQL についての詳細は、『Wave Analytics SAQL Reference』を参照してください。

エキスパートエディタモード (JSON エディタ)
レンズまたはダッシュボードの JSON を編集し、エクスプローラですぐに変更を適用できます。エキスパート
エディタモードにアクセスするには、編集するレンズまたはダッシュボードを開き、Ctrl+E キー (PC) または
CMD+E キー (Mac) を押します。
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[JSON を再読み込み]ボタンにより、現在実行中のレンズまたはダッシュボードのコードが読み込まれます。こ
のボタンは、エディタの JSON が実行中の JSON と一致しない場合は常に使用できます。[ランタイムに切り替え]
ボタンをクリックするとエクスプローラに戻り、JSON への編集がレンズまたはダッシュボードにどう表示さ
れるかを確認できます。このボタンにより、実行中のレンズまたはダッシュボードの JSON がエディタの JSON
で上書きされます。ただし、編集内容はレンズまたはダッシュボードを明示的に保存するまで保存されませ
ん。
メモ: エキスパートエディタモードは、
https://your_Salesforce_instance/insights/web/lens.apexp のツールに代わるものです。Spring

'16 リリースで開くか、作成または保存したレンズとダッシュボードには、lens.apexp ページではなく
JSON エディタを使用してください。以前のリリースのレンズまたはダッシュボードはどちらでも編集で
きますが、Spring '16 リリースで保存した後は、lens.apexp ページに表示されなくなります。
JSON についての詳細は、『Wave Analytics ダッシュボード JSON ガイド』を参照してください。

Flex ダッシュボードデザイナの SAQL エディタとドラッグアンドドロップ操作でのグラフ設定による
レンズの作成 (ベータ)
Flex ダッシュボードデザイナには、レンズをダッシュボードに追加するための新しいパスが追加されていま
す。比較テーブルの計算列を視覚化に変換したり、SAQL エディタでクエリをカスタマイズしたりできるよう
になりました。どちらの方法でも、表示する基準と表示順序を指定して簡単にグラフを設定できます。
メモ: Flex ダッシュボードデザイナのクエリ-to-レンズビルダーは Spring '16 でベータとして提供されます。
まず、[レンズを表示] アイコン
および [新規レンズを作成] ボタンをクリックします。データセットを選
択し、視覚化を探索して作成します。
数式項目を使用するには、グラフギャラリーから [比較テーブル]
を選択して計算列を作成します。保存
すると、基準を含む列の視覚化での表示方法を確認または変更するように要求されます。
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クエリを絞り込むには、SAQL エディタを使用します。Flex ダッシュボードデザイナの SAQL ビューアには編集
アイコンがあります。
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SAQL エディタには、コンテキスト依存オートコンプリートの提案が表示されます。SAQL エディタで変更を加
えると、[クエリを実行] を選択してエディタでクエリが有効であることが検証されるまで [次へ] ボタンが無効
になります。

[次へ]をクリックすると、ドラッグアンドドロップダイアログボックスが表示されるので、視覚化でのグルー
プと基準の表示方法を確認または変更します。そこから[保存]をクリックすると、レンズがデザイナの使用可
能なレンズに追加されます。

自動ファセット SAQL クエリレンズによるダッシュボードの対話性の向上
コンパクトフォームクエリレンズと範囲ウィジェットから SAQL クエリレンズに自動的に適用する条件を有効
にできるようになりました。たとえば、ダッシュボードのウィジェット内で商品を選択すると、その商品条件
は、SAQL レンズ上で作成されたウィジェットにも適用できます。
次のダッシュボードの強調表示された値は、過去 12 か月間に成立した商談の平均販売価格を示しています。
この値は、SAQL クエリレンズに基づく数値ウィジェットから取得されます。
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次のダッシュボードに示すように、「Opportunity for Rios」(Rios の商談) 商談を選択すると、数値ウィジェットの
値が「2 million」(200万) から「0」に変化します。これは、基礎となる SAQL クエリレンズで自動ファセットが有
効になっているためです。
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自動ファセットを有効にするには、ダッシュボード JSON の SAQL クエリ手順を変更します。コンパクトフォー
ムクエリレンズからの条件を SAQL クエリレンズに適用するには、autoFilter と isFacet を true に設定し
ます。範囲ウィジェットからの条件を SAQL クエリレンズに適用するには、autoFilter と useGlobal を
true に設定します。autoFilter が false に設定されているか指定されていない場合、コンパクトフォー
ムクエリレンズおよび範囲ウィジェットからの条件は SAQL クエリレンズに適用されません。
ファセットレンズおよび範囲ウィジェットからの条件が適用される SAQL クエリ手順の例を次に示します。
"Id_16": {
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"isGlobal": false,
"query": {
"measures": [
[
"avg",
"comp_act"
]
],
"pigql": "q = load \"event20\"; q = foreach q generate
round({{value(results(completedActyWonOpp))- 0 || 0}}/{{value(results(all_10))- 0 || 0}})
as 'avg_comp_act';",
"autoFilter": true,
"filters": []
},
"selectMode": "single",
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"type": "aggregate",
"datasets": [
{
"name": "event20"
}
],
"visualizationParameters": {
"visualizationType": "hbar"
}
}

ダッシュボードレイアウトデザイン時の精度向上
Wave で提供されるレイアウトテンプレートを使用して、よりプロフェッショナルなデザインのダッシュボー
ドを作成できます。レイアウトは、デザインのベストプラクティスに基づいています。この事前設定されたレ
イアウトテンプレートにより、レイアウトのデザインに気を取られずにダッシュボードのコンテンツに集中で
きます。
1. テンプレートに基づいてダッシュボードを作成するには、Wave ホームページから[作成] > [ダッシュボード]
を選択します。

2. レイアウトテンプレートを選択します。
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レイアウトテンプレートを使用してダッシュボードを作成すると、ダッシュボードが元のデザイナで開きま
す。そのダッシュボードをFlex ダッシュボードデザイナに変換すると、新しいデザイナ機能を利用できます。
要件に基づいてコンポーネントを変更、削除、および追加することもできます。
独自のデザインを作成するには、レイアウトテンプレートをスキップして、空白のダッシュボードで開始しま
す。Wave には、元のデザイナと新しいデザイナのどちらで空白のダッシュボードを作成するかを選択できる
オプションがあります。

より習得しやすくなったダッシュボード JSON の変更
一部のダッシュボード JSON プロパティの名前と値が分かりやすいように変更されました。ダッシュボードを
保存すると、Wave により JSON 内のプロパティが更新されます。また、新しいプロパティをウィジェットに適
用することもできるようになりました。

プロパティ名の変更
次のプロパティ名が変更されました。ダッシュボードを開くと、Wave により ダッシュボード JSON 内の名前が
更新されます。
以前のプロパティ名

新しいプロパティ名

boxwidget

box

chartType

visualizationType

chartWidget

chart

destType

destinationType

dim

dimensions

edgemarts

datasets

em

datasets
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以前のプロパティ名

新しいプロパティ名

extra

visualizationParameters

globalfilterswidget

globalfilters

imgUrl

imageUrl

linkwidget

link

numberwidget

number

params

parameters

pos

position

textwidget

text

youtubeUrl

url

youtubewidget

url

既存のプロパティの変更された値
次のプロパティの値が変更されました。ダッシュボードを開くと、Wave により ダッシュボード JSON 内の値が
更新されます。
プロパティ

変更された値

selectMode

• multi_required が multirequired に変更され
ました。
• single_required が singlerequired に変更さ
れました。

新しいプロパティ
次のプロパティが新規追加されました。
プロパティ

説明

autoFilter

ファセットが設定された SAQL クエリレンズに適用する条件を、コンパクトフォームク
エリレンズと範囲ウィジェットから有効にします。コンパクトフォームクエリレンズか
らの条件を SAQL クエリレンズに適用するには、autoFilter と isFacet を true に設
定します。範囲ウィジェットからの条件を SAQL クエリレンズに適用するには、
autoFilter と useGlobal を true に設定します。autoFilter が false に設定され
ているか指定されていない場合、コンパクトフォームクエリレンズおよび範囲ウィジェッ
トからの条件は SAQL クエリレンズに適用されません。
詳細は、「自動ファセット SAQL クエリレンズによるダッシュボードの対話性の向上」
を参照してください。
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プロパティ

説明

borderRadius

ウィジェットの境界線の角の丸み。有効な値は、0、4、8、16 です。値が大きいほど角
が丸くなります。デフォルトは 0 (丸みなし) です。

borderWidth

ウィジェットの境界線の太さ。有効な値は、1、2、4、8 です。値が大きいほど境界線
が太くなります。デフォルトは、2 です。

computeTotal

積み上げ滝グラフウィジェットまたは滝グラフウィジェットで、測定値の合計列を含め
るか (true)、否か (false) を示します。デフォルトは、true です。

containedWidgets コンテナウィジェット内のすべてのウィジェットの配列。次の例は、コンテナウィジェッ

ト (container_1) に含まれる 2 つのウィジェット (meafilter_1 と chart_1) を示して
います。
"container_1": {
"type": "container",
"position":{
"x": 0,
"y": 0
},
"parameters":{
"containedWidgets": [
"meafilter_1",
"chart_1"
]
}
}

dualAxis

複合グラフウィジェットで、2 つの基準それぞれの軸を含めるか (true)、否か (false)
を示します。デフォルトは、true です。

gridLayouts

ウィジェットの配置、サイズ、背景色、および境界線の詳細を設定します (Flex ダッシュ
ボードデザイナのみ)。
次のダッシュボード JSON スニペットは、meafilter_1 ウィジェットの設定を含む
gridLayouts セクションを示しています。ウィジェットの左上隅は 1 行目、2 列目で
す。ウィジェットの範囲は 3 行 4 列で、すべての辺に幅 2 の境界線があり、境界線と背
景の色が設定されています。
"gridLayouts": [
{
"name": "desktop",
"selectors": [],
"version": 1,
"widgetStyle": {},
"pages": [
{
"widgets": [
{
"name": "meafilter_1",
"row": 1,
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説明
"column": 2,
"rowspan": 3,
"colspan": 4,
"widgetStyle":
{
"borderColor": "#44A2F5",
"borderEdges": ["all"],
"borderWidth": 2,
"backgroundColor": "#E2DCF2"
}
}
]
}
]
}
]

gridLayouts セクションの各属性の説明を次に示します。
name

ウィジェットの内部名。この名前は、ダッシュボード JSON でウィジェットを参照す
るときに使用します。
row

ウィジェットが開始する行番号。Column と row によってウィジェットの左上隅を
指定します。
column

ウィジェットが開始する列番号。Column と row によってウィジェットの左上隅を
指定します。
rowspan

ウィジェットがまたがる行数。ウィジェットの高さ。ダッシュボードに十分な行が
ない場合、行が追加されます。
colspan

ウィジェットがまたがる列数。ウィジェットの幅。ダッシュボードに十分な列がな
い場合、列が追加されます。
widgetStyle

境界線の種類、境界線色、および背景色を指定します。
borderColor

ウィジェットの境界線の色。デフォルトは、#FFFFFF です。境界線を指定しない場
合、ウィジェットには境界線が表示されません。
borderEdges

ウィジェットのどの辺に境界線を表示するかを指定します。有効な値は、left、
right、top、bottom、および all です。
borderWidth

ウィジェットの境界線の幅。有効な値は、1、2、4、8 です。デフォルトは、2 で
す。
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説明
backgroundColor

ウィジェットの背景色。
新しい Flex ダッシュボードデザイナの詳細は、「Flex ダッシュボードデザイナを使用し
た反応型グリッドベースのダッシュボードの迅速な作成 (ベータ)」を参照してください。
negativeColor

滝グラフで、値が減少した測定値列の色。

numberColor

数値ウィジェットのフォント色 (Flex ダッシュボードデザイナのみ)。

numberSize

数値ウィジェットのフォントサイズ (Flex ダッシュボードデザイナのみ)。デフォルト値
は 26 です。

positiveColor

滝グラフで、値が増加したか変化していない測定値列の色。

showValues

積み上げ滝グラフウィジェットまたは滝グラフウィジェットで、各測定値列の合計を表
示するか (false)、否か (true) を示します。デフォルトは、true です。

startColor

滝グラフの最初の測定値列の色。

stretchImage

画像の幅と高さをコンテナウィジェットの幅と高さと同じ値に設定するか (true)、否か
(false) を示します。デフォルトは、false です。

titleColor

数値ウィジェットのタイトルのフォント色 (Flex ダッシュボードデザイナのみ)。

titleSize

数値ウィジェットのタイトルのフォントサイズ (Flex ダッシュボードデザイナのみ)。デ
フォルト値は 26 です。

totalColor

滝グラフウィジェットの合計測定値列の色。

ダッシュボード JSON の layouts セクションに加えられた変更については、「最新の iOS 機能による Wave Mobile の
操作性」を参照してください。

新しいグラフの種類による視覚化機能の拡張
3 つの新しいグラフの種類によって、Wave 視覚化を作成するときの選択肢が増えてより詳細な制御が可能に
なったため、ビジネスに関する質問に答えるときに役立ちます。
Wave Analytics グラフピッカーを使用して、次の 3 つの新しいグラフの種類を使用できるようになりました。
• 複合
• 滝
• 積み上げ滝
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新しいグラフの種類である複合グラフでは、線と棒の両方を使用して複数の総計値を表示する視覚化を作成で
きます。総売上と総利益、収益と利益率、売上純利益率と売上総利益率、総雨量と気温など、2 組の数値を同
時に表示するには、複合グラフを使用します。

最近追加された滝グラフと積み上げ滝グラフは、これまでダッシュボードの JSON ファイルを編集して作成す
るしかありませんでしたが、Wave UI で使用できるようになりました。これらの種類のグラフ (「飛行レンガ」
グラフや「マリオ」グラフとも呼ばれる) を使用して、連続して取り込まれた正または負の値の累積影響を表
示できます。

185

Salesforce Spring '16 リリースノート

Wave Analytics: データ分析の進化

186

Salesforce Spring '16 リリースノート

Wave Analytics: データ分析の進化

Wave の操作性を改善するためのインターフェースのその他の変更
グラフィカル要素が新しくなり、アイコン、キーボードショートカットなどにも変更が加えられました。
Wave ホームページの [作成] ボタンで、ダッシュボードの作成を開始できるようになりました。

エクスプローラページの [履歴] アイコンが右側に移動しました。新しいはさみアイコンを使用してデザイナに
クリップできます。

アイコンやボタンの上にマウスポインタを置くと、ツールチップおよび括弧で囲まれたキーボードショート
カットが表示されます。キーボードから基本的なコマンドを発行できます。
キーボードショートカット

説明

S

保存

C

共有

D

削除

L

デザイナにクリップ

N

新規タブにコピー

R

リセット

E

プレビュー

CRTL+E (Windows); CMD+E (Mac)

JSON エディタを開く

ページの読み込み中に、洗練されたスピナーが表示されます。
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コミュニティと新規アクションによる Wave の機能拡張
Wave Analytics を残りの Salesforce 環境と統合できるようになりました。コミュニティを使用して視覚化を共有で
きます (正式リリース)。また、Wave レンズおよびダッシュボードのカスタムメニューから追加の Salesforce アク
ションにアクセスできます。
このセクションの内容:
Wave Analytics をコミュニティのパートナーや顧客と安全に共有 (正式リリース)
コミュニティ用の Wave Analytics が正式にリリースされました。コミュニティメンバー向けの埋め込みのダッ
シュボードやパーソナライズされたダッシュボードを使用して、生産性の向上と活発なデータ駆動型の会
話の促進を実現します。コミュニティ用の Wave Analytics を使用すると、パートナーおよびカスタマーユー
ザは、コミュニティの Visualforce ページに埋め込まれた Wave ダッシュボードの表示や探索を行うことがで
きます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
カスタムアクションメニューによる標準 Salesforce アクションのサポートの拡大
Wave のレンズおよびダッシュボードのカスタムアクションメニューから、Chatter アクションおよびカスタ
ムオブジェクトと sObject のアクションを含む Salesforce コラボレーション機能に従来よりも簡単にアクセス
できるようになりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

Wave Analytics をコミュニティのパートナーや顧客と安全に共有 (正式リリース)
コミュニティ用の Wave Analytics が正式にリリースされました。コミュニティメンバー向けの埋め込みのダッ
シュボードやパーソナライズされたダッシュボードを使用して、生産性の向上と活発なデータ駆動型の会話の
促進を実現します。コミュニティ用の Wave Analytics を使用すると、パートナーおよびカスタマーユーザは、コ
ミュニティの Visualforce ページに埋め込まれた Wave ダッシュボードの表示や探索を行うことができます。この
機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
組織の Wave Analytics 設定で、[コミュニティの Wave Analytics を有効化] を選択します。Analytics Cloud - Wave
コミュニティユーザ権限セットライセンス、および「コミュニティページでの Wave Analytics の表示」権限を含
む権限セットを持つパートナーおよびカスタマーユーザは、埋め込みの Wave ダッシュボードを表示できます。
ダッシュボードにはそのアプリケーションを共有することでアクセスできます。
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[共有] ダイアログで、コミュニティのパートナーや顧客は、外部ユーザであることを示すためにオレンジで表
示されます。これらのユーザには閲覧者アクセス権のみが付与されます。各自のコミュニティからダッシュ
ボードのドリルダウンや探索を行うことができますが、Wave のそれ以外のすべての領域はアクセスできない
ままになっています。
メモ: カスタマーコミュニティプラスまたはパートナーコミュニティライセンスを所有するユーザのみが
この機能を使用できます。この機能はコミュニティでサポートされますが、ポータルではサポートされ
ません。
コミュニティの作成についての詳細は、『Salesforce Communites 実装ガイド』を参照してください。Wave Analytics
の埋め込みについての詳細は、『Visualforce 開発者ガイド』の「標準のコンポーネントの参照」で
wave:dashboard コンポーネントを参照してください。

カスタムアクションメニューによる標準 Salesforce アクションのサポートの拡大
Wave のレンズおよびダッシュボードのカスタムアクションメニューから、Chatter アクションおよびカスタム
オブジェクトと sObject のアクションを含む Salesforce コラボレーション機能に従来よりも簡単にアクセスでき
るようになりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
カスタムアクションメニューに新機能が追加され、ユーザは Wave のレンズおよびダッシュボードから直接
Salesforce アクションを利用できるようになりました。今までサポートされていた、作成、活動の記録、Visualforce
ページ、および更新アクションに加えて、アクションメニューを使用して Chatter アクションにアクセスできる
ようになりました。
• 投稿
• ファイル
• 感謝
• リンク
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• アンケート
• 質問

アクションメニューにカスタムオブジェクトおよびすべての sObject のサポートも追加されました。これまで
サポートされていたのは、取引先、ケース、リード、および商談オブジェクトのみでした。取引先責任者、
ユーザ、およびユーザプロファイルオブジェクトに対するアクションはまだサポートされていませんが、今後
のリリースでその他のオブジェクトのサポートも追加される予定です。
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最新の iOS 機能による Wave Mobile の操作性
バージョン 2.1 には、3 グループの積み上げ棒グラフ、滝グラフ、および Spotlight
と 3D Touch のサポートが追加されています。

ユーザ権限

Wave Analytics for iOS のダウンロード
最新の機能強化を取得するには、App Store から Wave Analytics をダウンロード
します。Wave Analytics は、iOS 8 を実行する Apple iPhone 4 以降のモデルで使用
できます。

Wave Analytics から
Salesforce にログインする
• 「Wave Analyticsの使
用」

Wave Analytics for iOS の新機能
• Sales Wave ユーザはどの iOS デバイスからでも滝グラフを表示可能。

• iOS Spotlight を使用して全 Wave 組織を検索。セキュリティのコントロールは組織およびデバイスレベル
で使用できます。Wave Analytics が Spotlight 検索結果に表示されないようにするには、接続アプリケーショ
ンの SPOTLIGHT_SEARCH 属性キーを追加し、属性値に “false” を入力します。または、Wave の [設定] 画
面でデバイスの [スポットライト検索] を無効にします。
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• iPhone 6s および 6s Plus のピークアンドポップを使用してダッシュボードとレンズをプレビュー。

• iOS ホーム画面から 3D Touch 経由でショートカットを開く。iPhone 6s および 6s Plus で、Wave Analytics アイ
コンを押して検索するか、最後に使用した 3 つの Wave アセットのいずれかに直接移動します。
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• 積み上げ棒グラフに 3 つのグループを表示。

モバイルデバイスのダッシュボードのレイアウト JSON への変更
今回のリリースで、モバイルデバイスのダッシュボードの書式設定に使用可能な layouts JSON が変更さ
れています。既存のダッシュボードに layouts セクションがある場合は、Spring '15 リリースでダッシュ
ボードを開いたときに JSON が自動的に新しい構文に更新されます。
layouts セクションを新規作成する場合は、次の例の構文を使用します。layouts、pages、および rows

が配列になり、複数のページは各ページの rows 配列を使用して表されるようになりました。また、device
レイアウトオプションに default が含まれるようになりました。
"layouts": [
{
"device": "default",
"pages": [
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{
"rows": [
"buttongroup_2 | row:{height=300}",
"chart_1"
]
},
{
"rows": [
"dimfilter_1 | dimfilter_3",
"chart_1 {colspan=2}"
]
}
],
"version": 1
},
{
"device": "ipad",
"orientation": "landscape",
"pages": [
{
"rows": [
"dimfilter_1 | dimfilter_3 | buttongroup_2",
"chart_1 {colspan=3}"
]
}
],
"version": 1
}

ダッシュボード JSON へのその他の変更についての詳細は、「より習得しやすくなったダッシュボード JSON
の変更」を参照してください。

Wave REST API を使用した開発
Wave REST API が、ダッシュボードへのアクセスを可能にする新規エンドポイント、拡張メタデータの新しい表
現などで拡張されました。
このセクションの内容:
Wave REST API の Limelight への移動
パイロットで提供されていた Wave REST API が正式リリースされました。すべてのエンドポイントと表現の
バージョンは 36 になりました。
新しい API エンドポイントによる Wave アプリケーションの拡張
新しい API を使用すると、開発者はダッシュボードの作成および操作、機能へのアクセス権を持つユーザの
確認、レンズファイルプロパティの参照ができます。

Wave REST API の Limelight への移動
パイロットで提供されていた Wave REST API が正式リリースされました。すべてのエンドポイントと表現のバー
ジョンは 36 になりました。
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重要: 以前に Wave UI で使用されていた内部 API (プライベート、「Salesforce のみ」とラベル付けされていた
もの) はサポートされません。内部 API は今後 12 か月間は引き続き機能します。ただし、内部プライベー
ト API を使用するクライアントは、Spring '16 リリースのツール (ダッシュボードデザイナや新しい Flex ダッ
シュボードデザイナなど) を使用して新規作成または更新されたダッシュボードアセットにはアクセスで
きません。開発者は、そのようなクライアントを Wave API (正式リリース) に移行してください。

『Wave REST API Developer Guide』を参照してください。
API へのアクセスを設定するには、Wave Analytics の [設定] ページで [すべての Wave ユーザの Wave API を有
効化] を選択します。

新しい API エンドポイントによる Wave アプリケーションの拡張
新しい API を使用すると、開発者はダッシュボードの作成および操作、機能へのアクセス権を持つユーザの確
認、レンズファイルプロパティの参照ができます。
このセクションの内容:
新しい API リソースによる Wave ダッシュボードの操作
Wave Analytics REST API でダッシュボードの作成がサポートされるようになりました。
Wave 機能にアクセスできるユーザの確認
新しい API エンドポイントを使用して、どの機能にアクセスできるかを判別できます。
新しい API エンドポイントによるレンズファイルの管理
レンズファイルのプロパティとメタデータを処理するための新しい API エンドポイントが追加されました。
REST API での新しい拡張メタデータ表現によるダッシュボードデータの拡張
拡張メタデータのディメンションおよび基準表現が REST API でサポートされるようになりました。

新しい API リソースによる Wave ダッシュボードの操作
Wave Analytics REST API でダッシュボードの作成がサポートされるようになりました。
/wave/dashboards/${dashboardId} エンドポイントで、DELETE および PATCH メソッドがサポートされるよ

うになりました。多くの新しい表現で、ダッシュボード作成時のウィジェットとレイアウトの操作が可能にな
ります。

Wave 機能にアクセスできるユーザの確認
新しい API エンドポイントを使用して、どの機能にアクセスできるかを判別できます。
/wave/config/features エンドポイントは、どの Wave 機能を使用できるかを示すプロパティを返します。

新しい API エンドポイントによるレンズファイルの管理
レンズファイルのプロパティとメタデータを処理するための新しい API エンドポイントが追加されました。
レンズに含まれるファイルに関する情報にアクセスするには、/wave/lenses/${lensId}/files/${fileId}
を使用します。
Wave レンズファイルのメタデータを管理するには、/wave/lenses/${lensId}/files を使用します。
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REST API での新しい拡張メタデータ表現によるダッシュボードデータの拡張
拡張メタデータのディメンションおよび基準表現が REST API でサポートされるようになりました。
Wave REST API の新しい拡張メタデータのディメンションおよび基準表現を使用すると、Wave データセットと
ダッシュボードユーザインターフェースに対する開発者のアクセスと制御の権限がより大きくなります。派生
基準と派生ディメンションを、派生していない類似カテゴリのあらゆるプロパティを使用して定義できます。
特定の項目の形式、表示ラベル、表示を制御でき、項目を元の Salesforce レコードへと逆にリンクすることがで
きます。

SAQL を使用した強力なクエリの作成
Salesforce Analytics Query Language (SAQL) の新しい関数を使用して、データに対するウィンドウ関数の実行などが
可能です。
このセクションの内容:
新しいウィンドウ関数によるデータのドリルダウン
SAQL 集計関数でウィンドウ関数がサポートされるようになりました。SQL に似た構文を使用するウィンド
ウ関数では、総合計の割合、移動平均、年間成長率および四半期成長率、順位などの一般的なビジネスケー
スを容易に計算できます。
平均以上の集計
順に並んだ値のグループの中央値を見つける Median 関数は、サポートされる集計関数のリストを結合しま
す。
算術関数の拡張
サポート対象の算術関数に 4 つの関数が追加されました。

新しいウィンドウ関数によるデータのドリルダウン
SAQL 集計関数でウィンドウ関数がサポートされるようになりました。SQL に似た構文を使用するウィンドウ関
数では、総合計の割合、移動平均、年間成長率および四半期成長率、順位などの一般的なビジネスケースを容
易に計算できます。
ウィンドウ関数では、隣接したグループから集計されたデータを使用して 1 つのグループのデータを計算でき
ます。ウィンドウを使用しても、クエリから返される行数に変更はありません。ウィンドウでは、グループ内
ではなく複数グループにわたる集計を行い、集計基準として有効な数値射影を受け入れます。

『Wave Analytics SAQL Reference』を参照してください。

平均以上の集計
順に並んだ値のグループの中央値を見つける Median 関数は、サポートされる集計関数のリストを結合します。

算術関数の拡張
サポート対象の算術関数に 4 つの関数が追加されました。
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サービス: エージェント向けのフィールドサービスの導
入、システム管理者の定期設定タスクの廃止

関数

操作

Exponential (exp)

x の累乗まで乗算したオイラーの数値 e

Logarithm (log)

数値の自然対数 (基数 E) を返します

Power (power)

x を y の累乗まで乗算します

Square Root (sqrt)

数値の平方根を返します

サービス: エージェント向けのフィールドサービスの導入、シス
テム管理者の定期設定タスクの廃止
作業注文がある現地にサポートチームのサービスを拡張します。自動作成される記事タイプと標準ページレイ
アウトを使用してナレッジをすばやく設定したり、Salesforce への問い合わせや設定の検索を行わずにソーシャ
ルサービスを設定します。
このセクションの内容:
Lightning Experience のカスタマーサービスツール
Lightning Experience の他の拡張機能により、顧客をさらにすばやくサポートします。
フィールドサービス
フィールドサービスは、優れたカスタマーサポートに欠かせない要素です。作業指示を使用すると、修理、
標準メンテナンス、その他のサービスを効率的に追跡できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。
納入商品
納入商品を使用すると、顧客が購入した商品を追跡できます。そのため、サポートエージェントがシリア
ル番号やバージョン、その他の関連する詳細を簡単に確認でき、顧客へのサービスが向上します。この機
能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
ナレッジ
Salesforce ナレッジは、組織で使用できるナレッジセンターサポート (KCS) 認定済みの知識ベースです。この
機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
Console for Service
Salesforce Console for Service では、サポートエージェントが少ないクリック操作で優れたサービスを提供する
ために顧客データにすばやくアクセスできます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
ケースフィード
ケースフィードは、状況に合ったケース情報の更新および表示を合理的かつ直感的に行う方法をサポート
エージェントに提供します。これにより、コラボレーションが促進され、エージェントと顧客のやりとり
を簡単に確認できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Live Agent
Live Agent により、サービス組織は、Web ベースのテキストのみの Live Chat を使用して顧客または Web サイ
トの訪問者とリアルタイムに接続できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
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Lightning Experience のカスタマーサービスツール

オムニチャネル
オムニチャネルは、Salesforce コンソールから作業を適格なエージェントにリアルタイムで転送する、Service
Cloud の包括的なカスタマーサービスソリューションです。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できま
す。
SOS
SOS は、リアルタイムに組み込まれたサポートをネイティブの iOS または Android アプリケーションに追加
し、Service Cloud コンソールでエージェントにすぐに接続し直すことができる SDK です。
ソーシャルカスタマーサービス
ソーシャルカスタマーサービスは、Social Studio と Salesforce Service Cloud を統合します。サービスエージェン
トは、Twitter および Facebook を介して顧客とやりとりできます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用で
きます。
macros
ケースフィードを使用するサポートエージェントは、マクロを使用して、反復作業 (メールテンプレートの
選択、顧客へのメールの送信、ケース状況の更新など) をすべて 1 回のクリックで完了できます。この機能
は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
組織同期
メンテナンス中や計画的なアップグレード時に、ユーザが Salesforce にアクセスできる方法が登場しました。
組織同期により、プライマリ組織が使用不能のときにユーザが作業できる、同期済みのセカンダリ Salesforce
組織を設定できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

Lightning Experience のカスタマーサービスツール
Lightning Experience の他の拡張機能により、顧客をさらにすばやくサポートしま
す。

エディション

納入商品
Lightning Experience で納入商品を使用できるようになり、セールスプロセスと
サポートプロセスがより簡単になりました。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。

使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

ケースフィード
ケースフィードのメールがより使いやすくなり、サポートエージェントは定
義済みのメールテンプレートを挿入したり、独自のメールテンプレートを作
成できるようになりました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用でき
ます。

作業注文
作業注文を使用すると、顧客の商品に対して実施する作業を追跡できるため、サポートエージェントや
フィールド技術者の作業が容易になります。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用
できます。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
追加機能による Lightning Experience でのメール表示の改善
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フィールドサービス

フィールドサービス
フィールドサービスは、優れたカスタマーサポートに欠かせない要素です。作
業指示を使用すると、修理、標準メンテナンス、その他のサービスを効率的に
追跡できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用で
きます。
このセクションの内容:
フィールド技術者の現地派遣: 作業指示の概要 (正式リリース)

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition (Service
Cloud 付属)

顧客に実施した作業を記録しておく必要がある場合があります。作業指示
は、通常はフィールドサービスで、顧客の製品に実施する ToDo を表します。
作業指示を使用して、修理、標準メンテナンス、その他のサービスを効率的に追跡します。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

フィールド技術者の現地派遣: 作業指示の概要 (正式リリース)
顧客に実施した作業を記録しておく必要がある場合があります。作業指示は、
通常はフィールドサービスで、顧客の製品に実施する ToDo を表します。作業指
示を使用して、修理、標準メンテナンス、その他のサービスを効率的に追跡し
ます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
作業指示は、取引先、納入商品、ケース、取引先責任者、エンタイトルメント、
サービス契約、および他の作業指示と関連付けることができます。また、作業
指示と他の標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクト間のカスタムリレー
ションも作成できます。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition (Service
Cloud 付属)

作業指示は、サポートされているオブジェクトの [作業指示] タブまたは [作業指
示] 関連リストで参照できます。また、作業指示をナビゲーションタブ項目としてサービスコンソールに追加
することもできます。
作業指示に作業指示品目を追加して、実施する ToDo の詳細を追加しておくことをお勧めします。作業指示品
目は、作業指示を完了するために技術者が実施する必要のある具体的な ToDo を表します。これらの品目は 1
つずつ完了とマークすることができ、フィールドサービスのプロセスを簡単に追跡できる他、プロセスが向上
します。また、品目を特定の納入商品とリンクさせておくと、特定の部品の修理や交換を追跡する必要がある
場合に役立ちます。
以下に例を示します。
• 顧客が購入した納入商品に問題が生じた場合に、その納入商品を修理する作業指示を作成できます。
• 顧客が購入した納入商品が予防サービス契約の対象である場合は、定期メンテナンスの作業指示を作成で
きます。
関連トピック:
階層納入商品による複雑な商品のモデル化
Lightning Experience のカスタマーサービスツール
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納入商品

納入商品
納入商品を使用すると、顧客が購入した商品を追跡できます。そのため、サポー
トエージェントがシリアル番号やバージョン、その他の関連する詳細を簡単に
確認でき、顧客へのサービスが向上します。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方で使用できます。
このセクションの内容:
階層納入商品による複雑な商品のモデル化

エディション
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

組織の納入商品に階層が導入され、より複雑な商品を表したり、納入商品コ
ンポーネントの経過期間や状況を追跡したりできるようになりました。納入
商品には最大 2,000 の子納入商品を、納入商品の階層には最大 50 レベルを設定できます。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
納入商品のその他の変更
このリリースでは、Salesforce の納入商品に複数の機能強化が行われています。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。

階層納入商品による複雑な商品のモデル化
組織の納入商品に階層が導入され、より複雑な商品を表したり、納入商品コンポーネントの経過期間や状況を
追跡したりできるようになりました。納入商品には最大 2,000 の子納入商品を、納入商品の階層には最大 50 レ
ベルを設定できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
ある納入商品を別の納入商品の親にするオプションをユーザが使用できるようにするには、次の要素を納入商
品のページレイアウトに追加します。
• [親納入商品] 項目: ユーザが親納入商品を選択できるようにします。
• [ルート納入商品] 項目: 納入商品階層の最上位納入商品をリストします (参照のみ)。ユーザが納入商品階層
のより広い範囲を参照できるようにするには、この項目を追加します。納入商品が階層のどこにあるかに
応じて、ルートが親と同じになることがあります。納入商品が階層の最上位にある場合、納入商品はそれ
自体のルート納入商品になり、[親納入商品] 項目は空白になります。
納入商品間に親-子リレーションを定義すると、複数の小さな部品で構成される商品を表す必要がある場合に
便利です。たとえば、組織で大型機械とその部品をすべて納入商品として表す場合、親-子構造を使用してど
の納入商品が他の納入商品の構成要素であるかを示せるようになりました。組織でカスタムソリューションを
使用して納入商品階層を表す場合は、新しい組み込みの納入商品階層ツールを採用することをお勧めします。
階層の納入商品を使用してサポートプロセスを改善するには、次のような方法があります。
• 故障した納入商品を修理するための作業注文を作成する場合、作業注文に特定の子納入商品に対応する品
目を作成する。
• 作業注文が納入商品から作成されている場合、子納入商品ごとに作業注文品目を作成するワークフロールー
ルまたはプロセスを設定する。
• いずれかの納入商品の子納入商品の設置日からの日数が 5 年を超える場合、納入商品の所有者にメールで
通知するトリガを設定する。
• 納入商品階層を俯瞰的に参照できる Visualforce ページを作成する。
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ナレッジ

メモ: [親納入商品] および [ルート納入商品] 項目は、納入商品を含む標準レポートでは使用できません。
ただし、カスタムレポートではこれらの項目を参照できます。
関連トピック:
納入商品のその他の変更
Lightning Experience のカスタマーサービスツール

納入商品のその他の変更
このリリースでは、Salesforce の納入商品に複数の機能強化が行われています。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。
• [納入商品] タブは、Spring '16 以降で作成された組織ではすべてのプロファイルでデフォルトで有効になりま
す。
• External Identity またはカスタマーコミュニティユーザライセンスを持つユーザが納入商品を使用できるよう
になりました。デフォルトでは、どちらのライセンスにも納入商品に対する「参照」、「作成」、および
「編集」権限が付与されます。
関連トピック:
階層納入商品による複雑な商品のモデル化
Lightning Experience のカスタマーサービスツール
Salesforce1: 納入商品を使用した購入済み商品の追跡

ナレッジ
Salesforce ナレッジは、組織で使用できるナレッジセンターサポート (KCS) 認定済
みの知識ベースです。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

エディション

このセクションの内容:

使用可能なエディション:
Performance Edition、
Developer Edition

記事タイプの入力規則によるデータ整合性の制御 (正式リリース)
記事の内容が会社の基準に従っていることを確認しましょう。各記事タイプ
に入力規則を作成し、記事の状況に基づいて必須項目に適切な値が入力され
ているかどうかを確認できるようになりました。

使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Unlimited Edition (有料オプ
ション)

標準ページレイアウトに似た記事タイプページレイアウトの機能 (正式リリー
ス)
記事タイプごとに 1 つだけのレイアウトではなく、記事タイプごとのプロファイル別にレイアウトを適用
できます。同じ記事のより機密性の高い項目を、適切なプロファイルを持つエージェントにのみ表示でき
るようになりました。
ナレッジのその他の変更
Spring '16 のナレッジでは設定機能が向上し、ライセンスアクセスが拡張されました。
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記事タイプの入力規則によるデータ整合性の制御 (正式リリース)
記事の内容が会社の基準に従っていることを確認しましょう。各記事タイプに
入力規則を作成し、記事の状況に基づいて必須項目に適切な値が入力されてい
るかどうかを確認できるようになりました。
1. [設定] から、[設定] サイドバーメニュー上部にあるクイック検索ボックスに
「記事タイプ」と入力します。

ユーザ権限
記事タイプの入力規則を
作成または編集する
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」

2. [カスタマイズ] > [ナレッジ] > [ナレッジ記事タイプ] を選択します。

および

3. 記事タイプをクリックします。

「Salesforce ナレッジ
の管理」

4. [入力規則] 関連リストまでスクロールダウンするか、ページの上部にある[入
力規則] リンクをクリックします。

5. 入力規則を作成するには、[新規]をクリックします。既存のルールを編集するには、[編集]をクリックしま
す。

6. ルールに名前を付けます。
7. ルールを有効にします。
8. 必要に応じて、このタイプの記事の何を制御するかを説明します。
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9. エラー条件数式および対応するエラーメッセージを指定します。
エラー条件は、true または false を返す Boolean 数式で記述されます。true の場合、記事は保存されずにエラー
メッセージが表示されます。著者はエラーを修正して再試行できます。入力規則については、オンライン
ヘルプの「入力規則の定義」を参照してください。
メモ: ナレッジ記事エラーは、項目の横ではなく、常にページの上部に表示されます。著者が入力規
則を満たす方法がわかるようなエラーメッセージを作成します。たとえば、エラーの原因となってい
る項目を示します。
10. [保存] をクリックします。
記事タイプの入力規則を作成する場合は、次の制限および機能の変更に留意してください。
• 記事タイプページレイアウトに入力規則が設定された項目が含まれていない場合、その記事タイプの記事
は作成および編集できません。プロファイルによって記事タイプに割り当てられるすべてのページレイア
ウトには、入力規則が設定された項目をすべて含めてください。
• [記事の通貨] 項目と VLOOKUP 関数では、入力規則はサポートされていません。
• 記事をインポートするときに、無効な翻訳が設定された有効な記事がインポートデータファイルに含まれ
ている場合、翻訳は作成されますが、その翻訳された内容はインポートされません。
• 最初の入力規則エラーのみが、ページの上部と記事のインポートログに表示されます。複数のエラーが存
在し、そのエラーが修正されていない場合、そのエラーは後続の保存またはインポート時に表示されます。
• API の [ケース関連付け件数] や [アーカイブ日] などの KA 項目では、入力規則はサポートされていません。入
力規則では KAV (記事バージョン) 項目のみがサポートされています。
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標準ページレイアウトに似た記事タイプページレイアウトの機能 (正式リリー
ス)
記事タイプごとに 1 つだけのレイアウトではなく、記事タイプごとのプロファ
イル別にレイアウトを適用できます。同じ記事のより機密性の高い項目を、適
切なプロファイルを持つエージェントにのみ表示できるようになりました。
1. [設定] から、[設定] サイドバーメニュー上部にあるクイック検索ボックスに
「記事タイプ」と入力します。

ユーザ権限
記事タイプレイアウトを
カスタマイズする
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」

2. [カスタマイズ] > [ナレッジ] > [ナレッジ記事タイプ] を選択します。

および

3. 記事タイプをクリックします。

「Salesforce ナレッジ
の管理」

4. [ページレイアウト] 関連リストまでスクロールダウンするか、ページの上部
にある [ページレイアウト] リンクをクリックします。

5. ページレイアウトを作成するには、[新規] をクリックし、表示されるプロンプトに従います。既存のレイ
アウトを編集するには、[編集] をクリックして変更を加えます。

6. ユーザプロファイルに基づいて記事タイプにさまざまなレイアウトを割り当てるには、[ページレイアウト
の割り当て] をクリックします。
7. [割り当ての編集]をクリックします。
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8. 変更するプロファイルまたは複数のプロファイル (SHIFT を使用) を選択し、[使用するページレイアウト] ド
ロップダウンからレイアウトを選択します。
ページレイアウトを作成するときに、ユーザのライセンスに基づいて一部の項目は非表示になっています。ナ
レッジユーザライセンスのないユーザ、カスタマーポータルユーザ、パートナーポータルユーザには、[変更
あり]、[翻訳完了日]、および [翻訳エクスポート日] は表示されません。さらに、カスタマーポータルユーザと
パートナーポータルユーザには [アーカイブ作成者] および [最新バージョン] も表示されません。
複数の記事タイプページレイアウトを作成する場合は、次の制限および機能の変更に留意してください。
• これまでは、テキスト値を含む API の集計項目は、ページレイアウトに存在しない場合でもプレビューペー
ジに表示されていました。プレビューページで引き続き集計項目を表示するには、手動でページレイアウ
トを更新してその項目を挿入します。
• 記事の編集ページには、標準項目 (記事番号、タイトル、URL 名、集計)、およびレイアウトに追加されたす
べてのカスタム項目 (サイドバー項目を含む) のみが表示されます。ページレイアウトに追加されたその他
の標準項目は、編集可能ではないため無視されます。カスタム項目はページレイアウトで指定された順序
で表示されます。
• 記事タイプページレイアウトに入力規則が設定された項目が含まれていない場合、その記事タイプの記事
は作成および編集できません。プロファイルによって記事タイプに割り当てられるすべてのページレイア
ウトには、入力規則が設定された項目をすべて含めてください。
• コミュニケーションチャネルレイアウトでは、ケースメールに挿入される記事項目を判断するためにペー
ジレイアウトは使用されません。挿入される項目は、コミュニケーションチャネルの対応付けで選択され
た項目です。
• PDF ファイルを生成するように特定のプロファイルを設定できます。記事を PDF として送信するときに、送
信者のプロファイルに基づいて PDF が生成されます。したがって、受信者には非表示のはずの項目が表示
される可能性があります。設定済みプロファイルに割り当てられたページレイアウトから PDF の項目が生
成されるように、[ナレッジの設定] ページで [プロファイルを使用してお客様が利用可能なケースに関する記
事の PDF を作成] 設定を使用します。また、送信者プロファイルと設定済みプロファイル両方の項目レベ
ルセキュリティが適用されます。
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ナレッジのその他の変更
Spring '16 のナレッジでは設定機能が向上し、ライセンスアクセスが拡張されました。
ナレッジの有効化時にデフォルトの記事タイプを作成
ナレッジが最初に有効になったときに、デフォルトの記事タイプが組織に存在しない場合には自動的に作
成されるようになりました。新しい組織に Salesforce ナレッジのライセンスを割り当てたら、直接 [設定] の
[ナレッジの設定] ページに移動してナレッジを有効にします。記事タイプを最初に作成する必要はありま
せん。
Force.com および Chatter Plus ユーザへの参照アクセス権の付与
システム管理者は、Force.com ユーザおよび Chatter Plus ユーザにナレッジユーザライセンスなしでナレッジ
の記事への参照アクセス権を付与できます。新しい組織の場合、Force.com ユーザと Chatter Plus ユーザには
デフォルトで参照アクセス権が付与されます。既存の組織の場合は、プロファイルで「ナレッジの参照を
許可」権限を有効にします。記事を作成、編集、または管理するには、引き続きナレッジユーザライセン
スが必要です。

Console for Service
Salesforce Console for Service では、サポートエージェントが少ないクリック操作で
優れたサービスを提供するために顧客データにすばやくアクセスできます。こ
の機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
このセクションの内容:
開いているタブ数の制限によるパフォーマンスの向上
理想を言えば、エージェントがケースを解決したらすぐコンソールタブを閉
じることが望まれます。しかし実際には、私たちの誰もが多くのタブを開い
たままにするた め、動作が遅くなることがあります。コンソールの最適な
パフォーマンスを確保するために、エージェントが開いたままにできるタブ
数を制限できるようになりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用
できます。
タブのフロート表示によるタブの内容のプレビュー
重要な情報の断片を確認するためにタブを何度も切り替えることにうんざり
していませんか? タブのフロート表示を使用すると、タブにマウスポインタ
を置くだけでタブの内容の重要事項を確認できます。この機能は、Salesforce
Classic でのみ使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition (Service
Cloud 付属)
使用可能なエディション:
Performance Edition および
Developer Edition (Sales
Cloud 付属)
使用可能なエディション:
Enterprise Edition および
Unlimited Edition (Sales
Cloud の有料オプション)

エージェントがタブを閉じられないようにすることによるベストプラクティスの促進
多忙を極めるサービスセンターに適切なプロセスを適用するのは容易なことではありません。API を使用し
て、ケースのすべての必須作業が完了するまでエージェントがタブを閉じられないようになりました。さ
らに、この動作はコンソール API を使用して行われるため、組織にとって重要なビジネスルールが適用され
るようにカスタマイズできます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
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お知らせ: IE 8 のサポートの終了
大切なお知らせ: Summer '15 以降、Salesforce では Internet Explorer® バージョン 9 以降のみがサポートされていま
す。エージェントの操作性を向上させるために、サポートされていないブラウザで適切に動作しないコン
ソールコンポーネント (履歴など) は非表示になりました。そのため、エージェントが IE 8 以前を使用してい
る場合、一部のコンソールコンポーネントが表示されません。この機能は、Salesforce Classicでのみ使用でき
ます。

開いているタブ数の制限によるパフォーマンスの向上
理想を言えば、エージェントがケースを解決したらすぐコンソールタブを閉じることが望まれます。しかし実
際には、私たちの誰もが多くのタブを開いたままにするた め、動作が遅くなることがあります。コンソール
の最適なパフォーマンスを確保するために、エージェントが開いたままにできるタブ数を制限できるようにな
りました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
何も難しいことはありません。
1. [設定] で [作成] > [アプリケーション] に移動し、変更するコンソールの名前をクリックします。
2. [編集] をクリックします。
3. [タブの制限を有効化] をオンにして、各セッションで許可するタブの数を選択します。サブタブメニュー
で、各主タブの最大サブタブ数を設定します。

4. [保存] をクリックします。
最大 30 個の主タブと 15 個のサブタブを設定できますが、最適なパフォーマンスを得るために、主タブは 20
個、サブタブは 10 個以下にすることをお勧めします。
タブの制限は、Live Agent または オムニチャネルを使用しているエージェントには適用されません。

タブのフロート表示によるタブの内容のプレビュー
重要な情報の断片を確認するためにタブを何度も切り替えることにうんざりしていませんか? タブのフロート
表示を使用すると、タブにマウスポインタを置くだけでタブの内容の重要事項を確認できます。この機能は、
Salesforce Classic でのみ使用できます。
タブのフロート表示には、特定のオブジェクトの最も重要なデータポイント (取引先や取引先責任者など) が表
示されます。オブジェクトのミニページレイアウトを編集して、どの項目が表示されるのかをカスタマイズで
きます。タブのフロート表示は次のようになります。
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ここでは、タブのフロート表示を有効にする手順を説明します。
1. [設定] で [作成] > [アプリケーション] に移動し、変更するコンソールの名前をクリックします。
2. [編集] をクリックします。
3. [タブのフロート表示を有効化] をオンにします。
4. [保存] をクリックします。
タブのフロート表示は、右から左へ記述される言語 (ヘブライ語やアラビア語など) ではサポートされていませ
ん。また、ToDo や行動などミニページレイアウトがないオブジェクトや、次のエンティティでもタブのフロー
ト表示がサポートされていません。
• レポート
• ダッシュボード
• トピック
• タブセット
• メールメッセージ
• 添付ファイル

エージェントがタブを閉じられないようにすることによるベストプラクティス
の促進
多忙を極めるサービスセンターに適切なプロセスを適用するのは容易なことではありません。API を使用して、
ケースのすべての必須作業が完了するまでエージェントがタブを閉じられないようになりました。さらに、こ
の動作はコンソール API を使用して行われるため、組織にとって重要なビジネスルールが適用されるようにカ
スタマイズできます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
コンソール API (Salesforce コンソールインテグレーションツールキット) に精通している開発者は、
disableTabClose メソッドを使用して、タブが閉じないようにできます。ビジネスルール (必須項目など) を
満たすまで、タブを閉じる (「X」) アイコンのフロート表示は錠アイコンに変わります。タブの錠アイコンは
次のようになります。
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タブが閉じないようにするには、2 通りの方法があります。
1. 主タブを無効にする。disableTabClose が個別に呼び出されない限り、このサブタブはロック解除され
たままになります。
2. サブタブを無効にする。この場合、主タブを閉じることもできなくなります。

注意事項および考慮事項:
タブを閉じるアイコンをクリックする場合や、API で呼び出す場合、disableTabClose は完全にサポートさ
れます。他の呼び出し方法は完全にはサポートされず、期待どおりに動作しない可能性があります。
マクロは完全にはサポートされていません。disableTabClose がマクロで呼び出される場合、エラーメッ
セージが表示されない可能性がありますが、多くの場合、エージェントはタブを閉じることができなくなりま
す。
私たちにできるのはここまでです。エージェントは、ブラウザウィンドウを閉じることができます。しかし、
最善を尽くさないわけにはいきません。

レコードが削除されたときのタブの動作:
主タブが無効になっているときにレコードが削除されると、タブのセット全体 (主タブ + サブタブ) が自動的に
閉じます。
サブタブが無効になっているときにレコードが削除されると、サブタブは開いたままになりますが、空のタブ
として更新されます。ただし、サイドバーコンポーネントは表示されます。

お知らせ: IE 8 のサポートの終了
大切なお知らせ: Summer '15 以降、Salesforce では Internet Explorer® バージョン 9 以降のみがサポートされています。
エージェントの操作性を向上させるために、サポートされていないブラウザで適切に動作しないコンソールコ
ンポーネント (履歴など) は非表示になりました。そのため、エージェントが IE 8 以前を使用している場合、一
部のコンソールコンポーネントが表示されません。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
このような場合、Salesforce Classic でサポートされるブラウザのいずれかにアップグレードすることをお勧めし
ます (もう 2016 年ですね)。

よろしくお願いいたします。
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ケースフィード
ケースフィードは、状況に合ったケース情報の更新および表示を合理的かつ直
感的に行う方法をサポートエージェントに提供します。これにより、コラボレー
ションが促進され、エージェントと顧客のやりとりを簡単に確認できます。こ
の機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
このセクションの内容:
追加機能による Lightning Experience でのメール表示の改善

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience では、画面のスペースが節約され、サポートエージェント
がメールフィードを使用しやすくなるなど、ケースフィードのメールフィード項目の使いやすさが大幅に
向上しています。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
Lightning Experience でのエージェントによるメールテンプレートの使用および作成
エージェントが Lightning Experience のケースフィードで、事前定義されたメールテンプレートを挿入し、独
自のメールテンプレートを作成できるようになりました。テンプレートを使用することで、エージェント
は時間を節約し、顧客の問い合わせに一貫した応答をすることができます。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。
REST API からのケースの作成
REST API を使用すると、Salesforce での認証なしで顧客がケースを作成できます。モバイルアプリケーション
または会社の Webサイトから Web-to-ケースフォームを使用せずにケースを作成する場合は、REST API を使用
します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

追加機能による Lightning Experience でのメール表示の改善
Lightning Experienceでは、画面のスペースが節約され、サポートエージェントがメールフィードを使用しやすく
なるなど、ケースフィードのメールフィード項目の使いやすさが大幅に向上しています。この機能は、Lightning
Experience でのみ使用できます。
メールの受信者を一目で確認
[宛先]、[CC]、[BCC] 項目のメール受信者が 1 行に表示されるため、エージェントがディスカッションの関与
者を簡単に把握できます。[1]
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ドロップダウン式のヘッダーで画面のスペースを節約
エージェントのケースフィードには膨大な情報が送られ、メールヘッダーが貴重なスペースを占有するこ
とがあります。今回のリリースで、メールヘッダー ([宛先]、[CC]、[BCC]、[送信者]、[件名] 項目) がドロップ
ダウンメニューに表示され、エージェントがメールメッセージに集中できるようになりました。極力すっ
きり表示するために、フィードビューには件名が表示されませんが、エージェントが件名をメールのフィー
ド項目に開くことで表示されます。[2]
取引先責任者およびユーザレコードをワンクリックで表示
メール受信者の名前をクリックすると、その受信者の連絡先やユーザ情報が表示されます。[3]
メール本文をリッチテキスト形式で表示
工夫を凝らした色や形式、画像をエージェントがそのまま表示できます。[4]

Lightning Experience でのエージェントによるメールテンプレートの使用および
作成
エージェントが Lightning Experience のケースフィードで、事前定義されたメールテンプレートを挿入し、独自
のメールテンプレートを作成できるようになりました。テンプレートを使用することで、エージェントは時間
を節約し、顧客の問い合わせに一貫した応答をすることができます。この機能は、Lightning Experienceでのみ使
用できます。
これまで、Lightning Experienceではメールテンプレートはサポートされていませんでした。今後、エージェント
は、テンプレートを挿入したり、メールテンプレートを完全に新規作成したり、事前定義されたテンプレート
を変更して新規テンプレートとして保存したりできます。
メモ: Salesforce Classic で保存されたテンプレートは Lightning Experience では使用できず、Lightning Experience
で保存されたテンプレートは Salesforce Classic では使用できません。エージェントが Lightning Experience で初
めて [メールを送信] クイックアクションを使用するときは、メールテンプレートは表示されません。エー
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ジェントは、テキストを入力し、メールテンプレートメニューで[新規テンプレートとして保存]をクリッ
クしてテンプレートを作成できます。また、エージェントはメールテンプレートに画像を保存すること
はできません。

新しい Lightning Experience メール機能では [メールを送信] クイックアクションを使用します。
Spring '16 以降で作成された組織でケースフィードにメールを設定する手順は、次のとおりです。
1. メール-to-ケースを有効にします。メール-to-ケースを有効にすると、Salesforce でデフォルトの [メールを送
信] クイックアクションが作成されます。
2. [メールを送信] クイックアクションをケースページレイアウトの Salesforce1 および Lightning Experience セク
ションに追加します。
Spring '16 より前に作成され、すでにメール-to-ケースが有効化された組織でケースフィードにメールを設定す
る手順は、次のとおりです。
1. [メールを送信] 種別のクイックアクションを作成します。
2. [メールを送信] クイックアクションをケースページレイアウトの Salesforce1 および Lightning Experience セク
ションに追加します。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ケースフィードのメールテンプレートの使用
Salesforce ヘルプ: オブジェクト固有のクイックアクションの作成
Salesforce ヘルプ: ページレイアウト
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REST API からのケースの作成
REST API を使用すると、Salesforce での認証なしで顧客がケースを作成できます。
モバイルアプリケーションまたは会社の Webサイトから Web-to-ケースフォーム
を使用せずにケースを作成する場合は、REST API を使用します。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

ユーザ権限
Force.com サイトの作成と
編集を行う
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」

この機能を有効にするには、Salesforce にお問い合わせください。機能が有効化
されると、[サポート API へのゲストアクセスを許可] 設定が表示されます。[サ
ポート API へのゲストアクセスを許可] を選択したら、グローバルアクションを
使用してケースを作成できます。グローバルアクションでは、REST API で公開される項目と、ケースの作成時
に設定されるデフォルト値を定義できます。[レコードタイプ] が [レコードを作成] で、[対象オブジェクト]
が ケース のグローバルアクションを作成します。

ケースが作成されるタイミングは、ユーザが認証されているかどうか (Salesforce にログインしているかどうか)
によって異なります。
• ユーザが認証されていない場合、ケースは Web-to-ケースキューに入れられます。
• ユーザが認証されている場合、ケースはリアルタイムで作成されます。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] を選択します。
2. [サポート API へのゲストアクセスを許可] オプションを選択します。
3. 選択リストを使用して、このエンドポイントに使用するグローバルアクションを選択します。
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4. [保存] をクリックします。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Force.com サイトの作成と編集
Salesforce ヘルプ: グローバルアクション
Salesforce ヘルプ: グローバルクイックアクションの作成

Live Agent
Live Agent により、サービス組織は、Web ベースのテキストのみの Live Chat を使用
して顧客または Web サイトの訪問者とリアルタイムに接続できます。この機能
は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
このセクションの内容:
チャット転送の拡張
エージェントは、エージェントへの転送、スキルへの転送、ボタンへの転送
を使用して、チャットをさらに簡単に転送できます。これらの転送種別を個
別に有効化して、顧客をサポートするための最適な転送オプションをエー
ジェントに提供できます。また、転送や会議にメッセージを追加して、次の
エージェントが円滑に開始できるようにすることもできます。この機能は、
Salesforce Classic でのみ使用できます。

エディション
使用可能な組織: 2012 年 6
月 14 日よりも後に作成さ
れた Performance Edition
および Developer Edition の
組織
有料オプションで Live
Agent を使用可能なエディ
ション: Enterprise Edition
および Unlimited Edition

チャット転送の拡張
エージェントは、エージェントへの転送、スキルへの転送、ボタンへの転送を使用して、チャットをさらに簡
単に転送できます。これらの転送種別を個別に有効化して、顧客をサポートするための最適な転送オプション
をエージェントに提供できます。また、転送や会議にメッセージを追加して、次のエージェントが円滑に開始
できるようにすることもできます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
このセクションの内容:
チャットボタンまたはキューへのチャットの転送
エージェントは、ボタンへの転送を使用して、チャットボタンまたはキューにチャットを転送できるよう
になりました。[設定] の [Live Agent 設定] で、この機能を有効または無効することができます。この機能は、
Salesforce Classic でのみ使用できます。
エージェントの転送オプションの選択
転送オプションを個別に有効化して、エージェントが使用する転送オプションのみを提供します。この機
能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
チャット転送および会議メッセージを使用したサポートエージェントの同期の保持
エージェントは、チャット転送またはチャット会議を開始するときにメッセージを追加することによって、
チームが状況を常に把握できるようにします。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
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チャットボタンまたはキューへのチャットの転送
エージェントは、ボタンへの転送を使用して、チャットボタンまたはキューにチャットを転送できるようにな
りました。[設定] の [Live Agent 設定] で、この機能を有効または無効することができます。この機能は、Salesforce
Classic でのみ使用できます。
ボタンへの転送では、エージェントが、チャットボタンまたはキューにチャットを転送できます。転送された
チャットがキューに送信されると、受信チャットリストに経過時間別に追加され、新しいチャット要求より上
位に表示されます。顧客が別のエージェントを長時間待つことはなくなります。
メモ: ボタンへの転送では、指定されたキュー内のエージェントで、業務量に空きがある場合にのみ、
チャット転送を参照して受け入れることができます。詳細は、「エージェント、ボタン、スキルへの
チャットの転送」を参照してください。

エージェントの転送オプションの選択
転送オプションを個別に有効化して、エージェントが使用する転送オプションのみを提供します。この機能
は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
転送は単なるオン/オフ機能ではありません。転送のオン/オフを全体的に切り替えるのではなく、エージェン
トへの転送、ボタンへの転送、スキルへの転送を個別に有効化できるようになりました。
たとえば、組織で 1 つのチャットボタンのみを使用している場合、異なるボタンに転送するオプションはエー
ジェントにおそらく必要ありません。あるいは、チャットをエージェント間で直接転送するのではなく、チャッ
トボタンまたはスキルグループへの転送をサポートスーパーバイザが希望する場合もあります。エージェント
が効果的に対応するための最適なオプションを組織で決定することができます。
転送オプションは、[設定] > [Live Agent] > [Live Agent の設定] で有効化します。

チャット転送および会議メッセージを使用したサポートエージェントの同期の保持
エージェントは、チャット転送またはチャット会議を開始するときにメッセージを追加することによって、
チームが状況を常に把握できるようにします。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
エージェント間でチャットを転送する場合、顧客が同じことを繰り返し言っていると感じるのは好ましくあり
ません。エージェントは、チャットに何らかのコンテキストを提供する非公開メッセージを追加して、チャッ
トを続行するエージェントが滞りなく顧客の問題を解決できるようにすることができます。

オムニチャネル
オムニチャネルは、Salesforce コンソールから作業を適格なエージェントにリア
ルタイムで転送する、Service Cloud の包括的なカスタマーサービスソリューショ
ンです。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
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このセクションの内容:
転送タイムアウトを使用した待機中要求の自動再転送
エージェントが作業の受け入れまたは拒否をすぐに行うことができない場合、顧客は身動きが取れないま
ま待たされることになる可能性があります。そのため、設定された時間内に応答できない場合に、作業項
目を別のエージェントに転送するタイムアウト機能が作成されました。この機能は、Salesforce Classicでのみ
使用できます。

転送タイムアウトを使用した待機中要求の自動再転送
エージェントが作業の受け入れまたは拒否をすぐに行うことができない場合、顧客は身動きが取れないまま待
たされることになる可能性があります。そのため、設定された時間内に応答できない場合に、作業項目を別の
エージェントに転送するタイムアウト機能が作成されました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できま
す。
顧客を待機させないように、[ルーティング設定] でタイマーを設定し、要求がどのくらいの時間エージェント
に表示されたら他の担当者に転送されるかを指定できます。タイムアウト前に応答があれば、エージェントは
対応を再開しています。応答しない場合は、[プレゼンス設定] を設定して自動的に状況を変更できるため、不
在の間はそれ以上要求を受信しなくなります。
顧客は必要な情報をすばやく入手でき、エージェントは要求が届くまでずっと座っている必要がなくなりま
す。転送タイムアウトは [設定] > [オムニチャネル] > [ルーティング設定] で設定でき、状況の変更は [設定] > [オ
ムニチャネル] > [プレゼンス設定] で有効にできます。

SOS
SOS は、リアルタイムに組み込まれたサポートをネイティブの iOS または Android
アプリケーションに追加し、Service Cloud コンソールでエージェントにすぐに接
続し直すことができる SDK です。
このセクションの内容:
SOS セッション時の顧客のカメラへのアクセスによるサポートの改善 (ベータ)

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition (Service
Cloud 付属)

オンラインカスタマーサポートの世界では、顧客の質問内容を具体的に把握
できることが望まれる場合があります。SOS の双方向ビデオにより、顧客は
エージェントと話しながらいずれかのカメラでライブビデオ映像を共有でき
ます。この SDK の最新バージョンでは、双方向ビデオのパフォーマンスが向上しました。

SOS エージェント対応可能状況 API を使用したアプリケーションでのカスタマーサポート環境の改善
カスタマーサポートに電話しても対応できるエージェントがいないというのは非常に不都合です。SOS SDK
の新しいエージェント対応可能状況 API では、電話をかける前に対応可能なエージェントがいるかどうかを
確認できます。この情報をアプリケーションで使用して、サポートを得るための他のオプションを顧客に
提供できます。
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SOS セッション時の顧客のカメラへのアクセスによるサポートの改善 (ベータ)
オンラインカスタマーサポートの世界では、顧客の質問内容を具体的に把握で
きることが望まれる場合があります。SOS の双方向ビデオにより、顧客はエー
ジェントと話しながらいずれかのカメラでライブビデオ映像を共有できます。
この SDK の最新バージョンでは、双方向ビデオのパフォーマンスが向上しまし
た。
このリリースには、双方向ビデオのベータバージョンが含まれていますが、本
番環境にはまだ適していません。詳細は、Salesforce にお問い合わせください。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

SOS SDK では、SOS セッション時に顧客のライブカメラフィードにアクセスでき
ます。顧客が双方向ビデオボタンを押すと、全画面カメラビューが表示され、このビューからビデオフィード
が SOS エージェントに送信されます。この機能は、何が起きているかを顧客が正確に示したい場合の画期的な
利点となります。
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顧客のデバイスに前向きと後ろ向きの両方のカメラが装備されている場合、双方向ビデオセッション中に表示
されるアイコンを使用して、カメラを切り替えることができます。エージェントはこの前向きカメラを使用し
て、テキストや音声だけでなくビデオを活用して、より効果的な会話をすることができます。
関連トピック:
SOS 開発者ガイド

SOS エージェント対応可能状況 API を使用したアプリケーションでのカスタ
マーサポート環境の改善
カスタマーサポートに電話しても対応できるエージェントがいないというのは
非常に不都合です。SOS SDK の新しいエージェント対応可能状況 API では、電話
をかける前に対応可能なエージェントがいるかどうかを確認できます。この情
報をアプリケーションで使用して、サポートを得るための他のオプションを顧
客に提供できます。
関連トピック:

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

SOS 開発者ガイド

ソーシャルカスタマーサービス
ソーシャルカスタマーサービスは、Social Studio と Salesforce Service Cloud を統合し
ます。サービスエージェントは、Twitter および Facebook を介して顧客とやりとり
できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
このセクションの内容:
Salesforce 内での使用している Social Studio アカウントの把握 (正式リリース)

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

ソーシャルメディアと Salesforce 間のリンクである Social Studio の ID 項目は、
[ソーシャルカスタマーサービスの設定] ページで使用できます。ソーシャルハブセッションが有効であれ
ば、ソーシャルハブのユーザ名と、そのユーザ名に関連付けられたメールアドレスの両方を表示できます。
使用しているアカウントを見つけるために、設定ページから離れる必要はなくなりました。この機能は、
Salesforce Classic でのみ使用できます。
ソーシャル投稿の簡単ですばやいモデレート (正式リリース)
ケースに昇格されるソーシャル投稿や無視されるソーシャル投稿を [ソーシャル投稿] タブでモデレートす
る場合、読み込みがこれまでよりさらに迅速に行われるようになりました。優先順位付けプロセスとレポー
トを明確にするため、[レビュー済み状況] 選択リストに Needed (レビューが必要) と Reviewed (投稿がレ
ビュー済みでケースが作成済み) という 2 つの新しい値が追加されました。この機能は、Salesforce Classic で
のみ使用できます。
ソーシャルカスタマーサービスのその他の変更 (正式リリース)
Spring '16 では、ソーシャルカスタマーサービスにより、自己開始が導入され、システム管理者が簡単に検
索できるようになりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
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Salesforce 内での使用している Social Studio アカウントの把握 (正式リリース)
ソーシャルメディアと Salesforce 間のリンクである Social Studio の ID 項目は、[ソーシャルカスタマーサービスの
設定] ページで使用できます。ソーシャルハブセッションが有効であれば、ソーシャルハブのユーザ名と、そ
のユーザ名に関連付けられたメールアドレスの両方を表示できます。使用しているアカウントを見つけるため
に、設定ページから離れる必要はなくなりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

ソーシャル投稿の簡単ですばやいモデレート (正式リリース)
ケースに昇格されるソーシャル投稿や無視されるソーシャル投稿を [ソーシャル投稿] タブでモデレートする場
合、読み込みがこれまでよりさらに迅速に行われるようになりました。優先順位付けプロセスとレポートを明
確にするため、[レビュー済み状況] 選択リストに Needed (レビューが必要) と Reviewed (投稿がレビュー済み
でケースが作成済み) という 2 つの新しい値が追加されました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できま
す。
デフォルトの Apex クラス (カスタマイズなし) を使用する組織または Spring '16 で作成された組織では、これら
の改善が自動的に適用されます。カスタム Apex クラスを使用する組織でこれらの改善を利用するには、組織
の Apex クラスの更新が必要となる場合があります。
カスタム Apex がデフォルトの Apex クラスから拡張されている場合は、コールするデフォルトの apex 関数の更
新を取得します。カスタム Apex がデフォルトの Apex クラスから拡張されていない (デフォルトをコピーして変
更した) 場合は、Apex クラスを手動で更新します。
カスタム Apex クラスを手動で更新するには、次のコードを追加して、モデレーションソーシャル投稿リスト
の検索条件を更新します。
1. 投稿ですべてのリレーションが設定されたら、投稿を挿入する前に次のメソッドを直接コールします。
private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring
moderator review.
if(post.parentId == null)
post.reviewedStatus = 'Needed';
}

デフォルトの Apex の行 50 と行 61 ～ 65 を参照してください。
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2. 次のモデレーションソーシャル投稿リストの検索条件を更新します。
Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus NOT EQUAL TO "ignore"

変更後
Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus EQUAL TO "Needed"

モデレーションキューにすでにあるソーシャル投稿を引き続き追跡できるようにするには、新しい検索条件で
リストビューを作成して、新旧の検索条件で同じ結果が表示される場合にそちらに切り替えます。

ソーシャルカスタマーサービスのその他の変更 (正式リリース)
Spring '16 では、ソーシャルカスタマーサービスにより、自己開始が導入され、システム管理者が簡単に検索で
きるようになりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
Salesforce の支援を必要としない Starter Pack の設定
新しい組織では、Salesforce の支援なしで、2 つ以下のソーシャル取引先を持つ組織に対するクイックスター
トパッケージである Starter Pack を有効化できるようになりました。Spring '16 より前に作成された組織では、
Salesforce に連絡して有効化を依頼することができます。[ソーシャルカスタマーサービスの設定] ページで
Starter Pack を有効にするには、[設定] からクイック検索ボックスに「ソーシャル」と入力し、[ソーシャルカ
スタマーサービス] をクリックします。
設定ページの新しい場所
[ソーシャルカスタマーサービスの設定] ページを見つけるのに、設定ツリーを深く掘り下げる必要はあり
ません。[設定] サイドバー上部にあるクイック検索ボックスに「メディア」と入力して、新しい [ソーシャ
ルメディア] セクションに直接移動できます。
Twitter ダイレクトメッセージ招待の簡単なディープリンク
2016 年 2 月 18 日の時点で、Twitter の設定で任意のユーザからのダイレクトメッセージの受信が許可されて
いる場合、ユーザをダイレクトメッセージの会話に招待するディープリンクを送信できます。ディープリ
ンクによるダイレクトメッセージ招待を送信するには、次のリンクをアウトバウンドメッセージに貼り付
けます: https://twitter.com/messages/compose?recipient_id={your Twitter account’s
numeric user ID}

Twitter アカウントの数値 ID を調べるには、twitter.com で [Twitter ユーザ] > [設定] > [Twitter データ] にアクセス
します。Twitter は URL と表示をネイティブクライアント内で処理します。

macros
ケースフィードを使用するサポートエージェントは、マクロを使用して、反復
作業 (メールテンプレートの選択、顧客へのメールの送信、ケース状況の更新な
ど) をすべて 1 回のクリックで完了できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ
使用できます。
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このセクションの内容:
フィードベースのレイアウトを使用する任意のオブジェクトに対してマクロを実行し、エージェントの生
産性を向上
サポートエージェントは、標準またはカスタムのフィードベースオブジェクトに対してマクロを使用する
ことにより、時間とマウスのクリック数をさらに削減できます。フィードベースのページレイアウトを使
用するすべてのオブジェクトに対して、マクロがサポートされるようになりました。マクロを作成する以
外、もちろん設定は必要ありません。以前は、取引先、取引先責任者、リード、およびケースオブジェク
トのみでマクロがサポートされていました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
API を使用したプログラムによるマクロの実行
開発者がコードを使用してマクロを選択および実行できるように、API が構築されました。開発者は Javascript
API を使用して、マクロを表示および絞り込むカスタムコンソールコンポーネントを作成して、エージェン
トの生産性を高めることができます。たとえば、エージェントがマクロの検索に時間を費やさなくてもす
むように、最も頻繁に使用されるマクロの上位 10 個を表示するカスタムコンソールコンポーネントを作成
します。あるいは、エージェントが特定の言語にローカライズされたマクロをすばやく見つけられるよう
に、カスタムフッターコンポーネントで言語によってマクロを絞り込みます。この機能は、Salesforce Classic
でのみ使用できます。

フィードベースのレイアウトを使用する任意のオブジェクトに対してマクロを
実行し、エージェントの生産性を向上
サポートエージェントは、標準またはカスタムのフィードベースオブジェクトに対してマクロを使用すること
により、時間とマウスのクリック数をさらに削減できます。フィードベースのページレイアウトを使用するす
べてのオブジェクトに対して、マクロがサポートされるようになりました。マクロを作成する以外、もちろん
設定は必要ありません。以前は、取引先、取引先責任者、リード、およびケースオブジェクトのみでマクロが
サポートされていました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: マクロの概要
Salesforce ヘルプ: マクロの作成

API を使用したプログラムによるマクロの実行
開発者がコードを使用してマクロを選択および実行できるように、API が構築されました。開発者は Javascript
API を使用して、マクロを表示および絞り込むカスタムコンソールコンポーネントを作成して、エージェント
の生産性を高めることができます。たとえば、エージェントがマクロの検索に時間を費やさなくてもすむよう
に、最も頻繁に使用されるマクロの上位 10 個を表示するカスタムコンソールコンポーネントを作成します。
あるいは、エージェントが特定の言語にローカライズされたマクロをすばやく見つけられるように、カスタム
フッターコンポーネントで言語によってマクロを絞り込みます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用でき
ます。
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組織同期

メモ: 開発者が API を使用できるのは、新しいカスタムコンソールコンポーネントを作成する場合のみで
す。API は、マクロウィジェットの動作を上書きしません。
関連トピック:
SOAP API 開発者ガイド: MacroInstruction

組織同期
メンテナンス中や計画的なアップグレード時に、ユーザが Salesforce にアクセス
できる方法が登場しました。組織同期により、プライマリ組織が使用不能のと
きにユーザが作業できる、同期済みのセカンダリ Salesforce 組織を設定できます。
この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
このセクションの内容:
接続が一時停止されたときの [公開オブジェクト] および [登録オブジェクト]
関連リストの非表示

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

組織同期接続が一時停止されると、ユーザは接続を変更できません。ユーザがこのことを思い出せるよう
に、接続の一時停止中に [公開オブジェクト] および [登録オブジェクト] 関連リストが表示されなくなりま
した。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
特定の数のエンティティの一括同期による時間の節約
日付ですべてのエンティティ (オブジェクト) を同期する代わりに、一括同期して、組織の同期の処理時間
を最小化できるようになりました。一括同期するオブジェクトの数を制限することで、組織間でコピーさ
れるレコードをより詳細に制御できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
新しい 進行中 接続状況の表示による明確化の改善
2 つの組織間の接続で [登録 / 登録解除] をクリックすると、同期が完了するまで両方の組織の [接続状況]
に 進行中 が表示されるようになりました。この新しい状況の表示により、システム管理者は同期プロセス
をより明確に把握できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

接続が一時停止されたときの [公開オブジェクト] および [登録オブジェクト] 関
連リストの非表示
組織同期接続が一時停止されると、ユーザは接続を変更できません。ユーザがこのことを思い出せるように、
接続の一時停止中に [公開オブジェクト] および [登録オブジェクト] 関連リストが表示されなくなりました。こ
の機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
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特定の数のエンティティの一括同期による時間の節約
日付ですべてのエンティティ (オブジェクト) を同期する代わりに、一括同期して、組織の同期の処理時間を最
小化できるようになりました。一括同期するオブジェクトの数を制限することで、組織間でコピーされるレ
コードをより詳細に制御できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 一括同期の実行

新しい 進行中 接続状況の表示による明確化の改善
2 つの組織間の接続で [登録 / 登録解除] をクリックすると、同期が完了するまで両方の組織の [接続状況] に
進行中 が表示されるようになりました。この新しい状況の表示により、システム管理者は同期プロセスをよ
り明確に把握できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 接続の管理

モバイル: 外出先で実行できる操作の増加
オフィスでの 作業は必ずしも必要でなくなりました。営業担当とサービスエージェントは、あらゆる場所で
必要な作業をさらに簡単に行えます。Lightning Experienceの機能強化された対話型グラフや、購入された商品お
よび顧客向けに行った作業注文を追跡するオブジェクトの新しいサポートが追加され、Salesforce1 モバイルア
プリケーションはさらに効率性が高まっています。刷新された使いやすい Salesforce Authenticator モバイルアプ
リケーションの利点は、すべてのユーザが活用できます。新しい 2 要素認証アプリケーションにより、不便で
時間のかかる操作をユーザに求めなくても、強力な保護が組織に提供されます。
このセクションの内容:
Salesforce1: 拡張グラフや Service Cloud オブジェクトなどによるモバイル生産性の向上
Salesforce1 モバイルアプリケーションにより、営業担当はあらゆる場所で、特に重要なレコード、活動、
Chatter の会話、レポート、ダッシュボードの最新情報を把握できます。最も難解な質問に対する答えを得
るためにオフィスに戻る必要はもうありません。機能強化された対話型グラフにより、営業担当はさらの
多くの情報を正確に把握できます。外出中のフィールド担当およびサービス担当は、納入商品を使用して
購入済みの商品を追跡したり、作業注文を使用してメンテナンスと修理を追跡したりできます。また、検
索語を入力する場合の入力ミスに対応するため、[検索] にスペルチェックも追加されました。
2 要素認証に対応した Salesforce Authenticator モバイルアプリケーション、バージョン 2.0
Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションは概念やデザインを刷新して再構築されました。バージョ
ン 2.0 は、iOS および Android モバイルデバイス向けの強力で革新的な 2 要素認証アプリケーションです。こ
のアプリケーションの新しいバージョンでは、強力な保護が提供されるだけでなく、使用も極めて簡単で
す。ユーザは 1 つの優れたアプリケーションから強化されたセキュリティと向上した利便性の両方を得ら
れます。Salesforce Authenticator は、Lightning Experience、Salesforce Classic、Salesforce モバイルアプリケーション
で機能します。
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SalesforceA
モバイルデバイスからユーザを管理し、Salesforce 組織の情報を参照できます。

Salesforce1: 拡張グラフや Service Cloud オブジェクトなどによるモバ
イル生産性の向上
Salesforce1 モバイルアプリケーションにより、営業担当はあらゆる場所で、特に
重要なレコード、活動、Chatter の会話、レポート、ダッシュボードの最新情報
を把握できます。最も難解な質問に対する答えを得るためにオフィスに戻る必
要はもうありません。機能強化された対話型グラフにより、営業担当はさらの
多くの情報を正確に把握できます。外出中のフィールド担当およびサービス担
当は、納入商品を使用して購入済みの商品を追跡したり、作業注文を使用して
メンテナンスと修理を追跡したりできます。また、検索語を入力する場合の入
力ミスに対応するため、[検索] にスペルチェックも追加されました。

エディション
使用可能なエディション:
Database.com Edition を除
くすべてのエディション

このセクションの内容:
Salesforce1 モバイルアプリケーションへのアクセス
モバイルデバイスで Salesforce1 にアクセスする方法は複数あります。
Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションの新機能
Android 用 Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの最新リリースはバージョン 9.0 です。2016 年 3 月
上旬に Google Play にリリースされ、数週間で徐々にお客様にロールアウトされます。
このリリースでの Salesforce1 の機能強化
Salesforce1 の一連の新機能と改善された機能により、外出先でさらに簡単に Salesforce にアクセスできるよう
になります。
Salesforce1 と Salesforce フルサイトとの違い
Salesforce1 モバイルアプリケーションには Salesforce フルサイトの機能の一部が含まれていません。また、反
対にフルサイトでは使用できない機能がいくつか含まれています。今回のリリースの新機能と拡張機能で
の Salesforce1 とフルサイトの違いについて説明します。
Salesforce1 アプリケーション開発の概要
Force.com プラットフォームの次の機能強化は、Salesforce1 の開発をサポートします。

Salesforce1 モバイルアプリケーションへのアクセス
モバイルデバイスで Salesforce1 にアクセスする方法は複数あります。
• Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーション を Apple® および Android™ モバイルデバイスにインストールし
ます。ユーザは App Store または Google Play™ からアプリケーションをダウンロードできます。
• Apple、Android、および Windows 8.1 デバイスでサポートされているモバイルブラウザから Salesforce1 モバイ
ルブラウザアプリケーションにアクセスします。この方法では、何もインストールする必要はありません。
サポートされているデバイスおよびブラウザについての詳細は、Salesforce ヘルプの「Salesforce1 モバイルアプ
リケーションの要件」を参照してください。

224

Salesforce Spring '16 リリースノート

Salesforce1: 拡張グラフや Service Cloud オブジェクトな
どによるモバイル生産性の向上

Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションの新機能
Android 用 Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの最新リリースはバージョン 9.0 です。2016 年 3 月上旬
に Google Play にリリースされ、数週間で徐々にお客様にロールアウトされます。
Salesforce1 for Android バージョン 9.0 の新機能の概要は次のとおりです。
• Salesforce1 for Android の TLS 1.1/1.2 サポート
• 納入商品を使用した購入済み商品の追跡
• 作業注文を使用したフィールドサービスの合理化 (正式リリース)
• 外部の Microsoft および Google ファイルのアクセスおよび共有
• Microsoft Office 365 ファイルの編集
• Salesforce1 for Android の新しいカラーパレット
オフラインサポートが強化され、モバイルユーザはオフラインで作業中に Salesforce レコードを作成、編集でき
るようになりました。この機能は、Salesforce1 for Android バージョン 9.0 で公開パイロットプログラムを通じて
使用できます。組織でこのパイロット機能を有効にする方法も含め、このパイロット機能の詳細は、「Salesforce1
for Android を使用したオフラインでのレコードの作成と編集 (パイロット)」を参照してください。
こちらの新しいトピックも参照することをお勧めします。
• MDM を使用した Salesforce1 for Android のセキュリティ強化の実装を開始する方法
メモ: Salesforce1 for iOS ダウンロード可能アプリケーションの次の更新は、Summer '16 の期間中に予定され
ています。詳細は、「Salesforce1: Salesforce1 for iOS リリース計画の最新情報」を参照してください。

このリリースでの Salesforce1 の機能強化
Salesforce1 の一連の新機能と改善された機能により、外出先でさらに簡単に Salesforce にアクセスできるように
なります。
メモ: 新しい Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションのバージョン 9.0 は、2016 年 3 月上旬
に Google Play にリリースされ、数週間で徐々にお客様にロールアウトされます。このリリースでの機能強
化のリストはこちらを参照してください。
お気づきのとおり、一部の Spring '16 機能は Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションでのみ使用でき
ます。これらの機能強化の多くは、Android および iOS 用の Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーション
向けに今後更新されるため心配いりません。
Salesforce1 モバイルアプリケーションは、Database.com 以外のすべてのエディションで追加ライセンスなしで使
用できます。組織のSalesforceエディションとライセンス、およびユーザに割り当てられたプロファイルと権限
セットによって、各 Salesforce1 ユーザが使用できる Salesforce データおよび機能が決定されます。
モバイル
Android ダ
iOS ダウン
ブラウザ
ウンロード ロード可能ア
アプリ
可能アプリ プリケーショ
ケーショ
ケーション
ン
ン

Salesforce1 の機能強化

デバイスおよびブラウザのサポート
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モバイル
Android ダ
iOS ダウン
ブラウザ
ウンロード ロード可能ア
アプリ
可能アプリ プリケーショ
ケーショ
ケーション
ン
ン

Salesforce1 の機能強化

Salesforce1 for iOS リリース計画の最新情報
Salesforce1 for Android の TLS 1.1/1.2 サポート
ナビゲーションおよびアクションの機能強化
Salesforce1 で使用可能になった URL のカスタムボタンとカス
タムリンク
クイックアクションの実行時にフィード項目が作成される
かどうかの選択
(バージョン
8.0 以降)
クイックアクションのカスタム成功メッセージの作成
(バージョン
8.0 以降)
検索の機能強化
検索結果のスペルチェック
シノニムグループを使用した関連性の高い検索結果の取得
リレーションおよびデータの管理の機能強化
取引先インサイトの取得 (タブレットのみ)
商談を成立させるためのチーム組成
営業の生産性の機能強化
新しい行動への日時の事前入力
メモの画像の表示
旧バージョンのメモの表示
カスタマーサービスツールの機能強化
納入商品を使用した購入済み商品の追跡
(バージョン
9.0 以降)
作業注文を使用したフィールドサービスの合理化 (正式リ
リース)
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モバイル
Android ダ
iOS ダウン
ブラウザ
ウンロード ロード可能ア
アプリ
可能アプリ プリケーショ
ケーショ
ケーション
ン
ン

Salesforce1 の機能強化

レポートおよびダッシュボードの機能強化
拡張グラフの表示 (携帯端末のみ)
Chatter の機能強化
関連性の高いメンションの提案
ブロードキャストグループの作成
グループへのお知らせのメール通知の送信 (ベータ)
作成および参加できるグループの増加
Salesforce Files の機能強化
外部の Microsoft および Google ファイルのアクセスおよび共
有
(バージョン
9.0 以降)

(バージョン
7.3 以降)

Microsoft Office 365 ファイルの編集
(バージョン
9.0 以降)
その他の機能強化
Salesforce1 for Android をオフラインで使用時のレコードの作
成および編集 (パイロット)
(バージョン
9.0 以降)
セキュリティの機能強化
MDM を使用した Salesforce1 for Android のセキュリティ強化の
実装を開始する方法
(バージョン
8.0 以降)
その他の機能強化
Salesforce1 for Android の新しいカラーパレット
(バージョン
9.0 以降)

227

(バージョン
7.3 以降)

フルサ
イトの
[設定]

Salesforce Spring '16 リリースノート

Salesforce1: 拡張グラフや Service Cloud オブジェクトな
どによるモバイル生産性の向上

Salesforce1: Salesforce1 for iOS リリース計画の最新情報
2015 年 12 月にお知らせしたとおり、iOS 用 Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのバージョン 8.0 のリ
リースは iOS 9 との互換性の問題により延期されました。この問題は、iOS 9.2 以降では解決されているため、
Salesforce1 for iOS のリリース計画の最新情報をお知らせします。
Salesforce1 for iOS バージョン 8.0 で本来予定されていた機能 (MDM サポートの強化および Salesforce ナレッジ記事
のサポートなど) は、Summer '16 リリース移行のアプリケーションのメジャー更新で利用可能になります。
メモ: Android 用 Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのリリーススケジュールは変更されていま
せん。バージョン 8.0 アプリケーションは Google Play から入手できます。さらに新しいバージョンが、Spring
'16 リリースの完了直後にリリースされる予定です。
Summer '16 の Salesforce1 for iOS の更新には、iOS 9.2 以降が必要です。iOS 9.1 以前を使用するデバイスの場合、ダウ
ンロードできるバージョンは Salesforce1 for iOS バージョン 7.3.x のみになります。組織が円滑に移行できるよう
に、ユーザのデバイスの OS を最新の状態に保つことをお勧めします。最新の iOS バージョンは無料でインス
トールできます。詳細は、Apple のサポートサイトの 「iPhone、iPad、または iPod touch の iOS ソフトウェアを
アップデートする」を参照してください。Salesforce1 がサポートしている iOS デバイスの完全なリストは、
Salesforce ヘルプの「Salesforce1 モバイルアプリケーションの要件」を参照してください。
この更新までの間は、現在の Salesforce1 for iOS アプリケーションで問題への対処を継続します。軽微なバグ修
正リリースのバージョン 7.3.4 が間もなくリリースされます。

Salesforce1: Salesforce1 for Android での TLS 1.1/1.2 のサポート
Salesforce では 2017 年から 、TLS 1.0 暗号化プロトコルの段階的な無効化を開始します。TLS 1.0 を無効にすること
で、最高レベルのセキュリティ標準を維持し、データの安全性を向上させることができます。TLS 1.1 または TLS
1.2 へのアップグレードを実施する場合は、この変更が Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーショ
ンおよび Android ユーザに及ぼし得る影響についても考慮します。
TLS 1.0 が無効になると、Salesforce (Salesforce1 を含む) との間の受信接続および送信接続に TLS 1.1 または TLS 1.2 暗
号化プロトコルの使用が必要になります。この変更による Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケー
ションへの影響は、 Android デバイスで実行されている OS によって異なります。
• Android OS 4.4 以降を実行しているデバイスは、何もしなくても高度の TLS 1.1/1.2 セキュリティ標準を利用で
きます。
• Android OS 4.3 以前を実行しているデバイスは TLS 1.1/1.2 をサポートしません。Salesforce1 for Android ユーザが比
較的新しい OS にアップグレードしていない場合、TLS 1.0 が無効になった後で受信接続および送信接続を実
行できなくなります。
移行を円滑に進めるために、TLS 1.0 の段階的な無効化が始まる前に Android ユーザが Android OS 4.4 以降にアップ
グレードしておくことをお勧めします。
詳細は、「ナレッジ記事: Salesforce による TLS 1.0 の無効化」を参照してください。
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Salesforce1: 検索結果のスペルチェック
モバイルのキーボードを使用したことがあるユーザであれば、入力ミスをしやすいことは誰でもご存知でしょ
う。検索結果のスペルチェックは、これを支援するものです。結果がない検索語をユーザが入力すると、検索
語の修正されたスペルに一致する結果が表示されます。たとえば、明らかに入力ミスである「Californis」
と入力した場合、California に対する結果が表示されます。スペル修正は、Salesforce ナレッジ記事、フィード、
グループ、ファイル、Chatter の質問で英語のみで使用できます。この機能は、すべてのバージョンのSalesforce1
モバイルアプリケーションでサポートされています。
詳細は、「スペル修正の対象オブジェクトの増加」を参照してください。

Salesforce1: シノニムグループを使用した関連性の高い検索結果の取得
シノニムグループには、検索で同義とされる語または句があります。シノニムグループのいずれか 1 つの語を
検索すると、グループ内のすべての語に対する結果が返されます。たとえば、「USB」を検索すると、USB、サ
ムドライブ、フラッシュスティック、メモリスティックなど、シノニムグループのすべての語に対する結果が
返されます。より多くの結果をより確実に取得できます。すべてのシノニムグループは、Salesforce ナレッジ記
事、ケース、フィード、ファイル、Chatter の質問で使用できます。この機能は、すべてのバージョンのSalesforce1
で使用できます。
詳細は、「シノニムグループが有効なオブジェクトの増加と最大制限の緩和」を参照してください。

Salesforce1: 取引先インサイトの取得 (タブレットのみ)
Salesforce1 タブレットユーザの場合、外出先から最新の最も関連性の高いニュースを入手する機能が向上しま
した。Salesforce1 の取引先インサイトカードに、複数のニュース項目が表示されるようになりました。正確な
項目数は、デバイスの画面サイズに応じて決まります。この機能強化は、タブレットで実行する場合にすべて
のバージョンの Salesforce1 で使用できます。
さらに、ユーザは将来のニュース結果の改善に役立つフィードバックを簡単に送信できます。このオプション
は、携帯端末とタブレットで使用できます。詳細は、「取引先インサイト: Lightning Experience のニュースの関
連性の改善」を参照してください。

Salesforce1: 商談を成立させるためのチーム組成
営業担当は、成功率の高い商談チームを各メンバーが外出中でも 1 つにまとめることで、営業チームの商談へ
のアクセスを改善および簡略化できるようになりました。商談とその関連レコードへの商談チームメンバーの
アクセスが改善されました。この機能は、すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションで使用
できます。
Salesforce1 の商談で [商談チーム] 関連リストを使用できるようになったため、営業担当がチームのメンバーを
すぐに確認できます。カードをタップすれば、チームメンバーの詳細の表示、個々の新しいチームメンバーの
追加、既存のチームメンバーの編集などを実行できます。
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Salesforce1: 作業指示を使用したフィールドサービスの合理化 (正式リリース)
サポート技術者が、修理、標準メンテナンス、その他の種類のフィールドサービスを効率的に追跡できるよう
になりました。作業指示は、Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションバージョン 9.0 以降およ
び Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションで使用できます。
ユーザは、Salesforce1 ナビゲーションメニューの [最近] セクションから [作業指示] ホームページにアクセスで
きます。この項目を見つけるには、[さらに表示] をタップして [最近] セクションを展開する必要がある場合が
あります。[作業指示] は、ナビゲーションメニューにスマート検索項目要素の一部として自動的に表示されま
す。ナビゲーションメニューに表示される項目の設定方法については、Salesforce ヘルプの「Salesforce1 モバイ
ルアプリケーションのナビゲーションメニュー」を参照してください。
作業指示についての詳細は、「フィールド技術者の現地派遣: 作業指示の概要 (正式リリース)」を参照してくだ
さい。

Salesforce1: 納入商品を使用した購入済み商品の追跡
サポート技術者と営業担当は、顧客の納入商品 (購入済み商品) を現場ですばやく確認できるようになりまし
た。納入商品は、Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションのバージョン 9.0 以降および Salesforce1
モバイルブラウザアプリケーションで使用できます。
ユーザは、Salesforce1 ナビゲーションメニューの [最近] セクションから [納入商品] ホームページにアクセスで
きます。この項目を見つけるには、[さらに表示] をタップして [最近] セクションを展開する必要がある場合が
あります。[納入商品] は、ナビゲーションメニューにスマート検索項目要素の一部として自動的に表示されま
す。ナビゲーションメニューに表示される項目の設定方法については、Salesforce ヘルプの「Salesforce1 モバイ
ルアプリケーションのナビゲーションメニュー」を参照してください。
このオブジェクトについての詳細は、Salesforce ヘルプの「納入商品とは?」を参照してください。
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Salesforce1: 拡張グラフの表示 (携帯端末のみ)
Lightning Experience の優れた対話型グラフが Salesforce1 に導入されました。この機能は、すべてのバージョンの
Salesforce1 (電話端末のみ) で使用できます。
Salesforce1 の拡張グラフは、デフォルトで無効になります。新しいグラフ環境を有効にするには、[設定] から
[クイック検索] ボックスに「レポート」と入力し、[レポートおよびダッシュボードの設定] を選択します。
[Salesforce1 の拡張グラフを有効化] を選択して、切り替えます。
拡張グラフが Salesforce1 で有効になると、フルサイトの Lightning Experience または Salesforce Classic で使用してい
るインターフェースに関係なく、モバイルアプリケーションですべてのユーザに新しいグラフが表示されま
す。

拡張グラフでは、次のようになります。
• グラフ要素をタップすると、基盤となるレポートにドリルインせずに詳細が表示されます。
• グラフの基盤となるレポートにドリルインし、グラフ要素をタップすると、選択した要素でレポートが絞
り込まれます。
• グラフの種類を変更すると、データが新しい方法で表示されます。
拡張グラフには、Salesforce の従来のグラフで提供されるすべての機能が含まれるわけではありません。拡張グ
ラフを有効にする前に、モバイルユーザに必要な機能が提供されることを確認してください。「Salesforce1 と
Salesforce フルサイトとの違い」を参照してください。

Salesforce1: 関連性の高いメンションの提案
Chatter フィードに適切なユーザが従来よりも迅速に通知されるようになりました。ユーザが投稿またはコメン
トで同僚にメンションする場合、Chatter では、やりとりが最も多い人およびグループが提案されます。単純に
アルファベット順のユーザのリストが表示されるのではありません。この機能強化により、スクロールして正
しい選択を行う操作が削減されるため、特にモバイルデバイスで役立ちます。この機能は、すべてのバージョ
ンの Salesforce1 モバイルアプリケーションで使用できます。
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Salesforce1: ブロードキャストグループの作成
ブロードキャストグループをモバイルデバイスから直接作成します。ブロードキャストグループとは、公開グ
ループ、非公開グループ、リストに記載しないグループの特殊な種別で、グループ所有者とグループマネー
ジャのみが投稿を作成できます。グループメンバーは投稿に返答できます。1 人のユーザまたは一連のユーザ
が大規模なユーザグループと情報を定期的に共有する必要がある場合に、ブロードキャストグループを作成す
ることをお勧めします。このオプションは、すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションで使
用できます。
ブロードキャストグループを作成するには、公開グループ、非公開グループ、またはリストに記載しないグ
ループを作成し、グループ設定の [ブロードキャストのみ] を選択します。詳細は、「ブロードキャストグルー
プによる的を絞ったディスカッションの維持 — 正式リリース」を参照してください。

Salesforce1: 外部の Microsoft および Google ファイルのアクセスおよび共有
Salesforce Files Connect が組織に設定されている場合、ユーザはより多くのビジネ
スに欠かせないコンテンツを手元で利用できます。Salesforce1 for Android ダウン
ロード可能アプリケーションのバージョン 9.0 以降では、ユーザは Microsoft
SharePoint、OneDrive for Business、Google ドライブのファイルにシームレスにアクセ
スできます。以前は、外部データソースへのアクセスは、Salesforce1 for iOS ダウ
ンロード可能アプリケーションおよび Salesforce1 モバイルブラウザアプリケー
ションで利用できました。

エディション
Files Connect を使用可能な
エディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

[ファイル] リストを参照するとき、ファイルをレコードに添付するとき、または
ファイルをグループやフィード内で共有するときに、ユーザは Salesforce に保存
されているファイルと同じように外部ファイルにアクセスできます。[最近]、[自分が所有者]、[自分と共有さ
れている]、[フォロー中] フィルタを適用すると、関連する外部ファイルが [ファイル] リストに表示されます。
[ファイル] リストが折りたたまれている場合は、[外部] セクションから外部ファイルに直接移動できます。
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組織で Files Connect が設定され、接続済みのファイルソースがある場合、[外部] ファイルソースが [ファイル] リ
ストに含まれるようになりました。詳細は、Salesforce ヘルプの「Files Connect」を参照してください。
関連トピック:
Salesforce1: Microsoft Office 365 ファイルの編集

Salesforce1: Microsoft Office 365 ファイルの編集
組織に Salesforce Files Connect が設定されている場合は、モバイル営業担当が
Salesforce1 から直接 SharePoint や OneDrive for Business などに保存されている Microsoft
Office 365 ファイルにシームレスにアクセスして編集することができます。この
機能が、Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションバージョン 9.0
以降の他、Salesforce1 for iOS ダウンロード可能アプリケーションバージョン 7.3 以
降でも使用できるようになりました。

エディション
Files Connect を使用可能な
エディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

Salesforce1 ユーザは [ファイル] リストから Excel、Word、PowerPoint ファイルにアク
セスして、適切な Office 365 アプリケーションで直接ファイルを開いて編集し、
変更内容をそのままクラウドに保存できるため、他の Salesforce ユーザがリアル
タイムで変更済みファイルを使用できます。そして、1 度タップするだけで Salesforce1 に戻ることができます。
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組織に Files Connect が設定され、接続済みのファイルソースがある場合は、[ファイル] リストに Office 365 ファイ
ルが表示されます。詳細は、Salesforce ヘルプの「Files Connect」を参照してください。

Salesforce1: MDM を使用して Salesforce1 for Android のセキュリティ強化の実装を開始する方
法
Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションバージョン 8.0 以降では、Salesforce1 に MDM ソリュー
ションを組み合わせたセキュリティ強化機能を利用できます。しかし、当社ではバージョン 8.0 アプリケーショ
ンをリリースして以来、これらの機能の実装をどのように始めればいいのか頭を悩ませるユーザを何人も見て
きました。Salesforce1 側の作業に着手する前に、行っておくべき設定がいくつかあります。ここではセキュリ
ティ強化の正しい方向に導きます。
最初に、組織の Android for Work を設定します。Android for Work は、Android デバイスの企業での使用をサポート
するプログラムです。このプログラムについての詳細は「Android for Work」、設定情報はAndroid for Work ヘルプ
を参照してください。
Android for Work を設定したら、次の手順はモバイルデバイス管理 (MDM) スイートを設定することです。MDM は
多数のソリューションが市販されています。適切な製品を選定したら、MDM プロバイダと協力して組織向け
の設定を完了します。
組織に Android for Work と MDM スイートが設定され稼働したら、Salesforce1 for Android アプリケーションのセキュ
リティ強化機能の実装に進むことができます。この機能のキー - 値ペアの割り当ての設定についての詳細は、
『Salesforce1 Mobile Security Guide』の「MDM」の章を参照してください。

Salesforce1: Salesforce1 for Android を使用したオフラインでのレコードの作成と編集 (パイロッ
ト)
モバイル接続ができないときでも、ユーザの生産性が低下しなくなります。Salesforce1 for Android ダウンロード
可能アプリケーションのバージョン 9.0 以降では、上空 9,000 メートルの機内モードでも、地下深い地下鉄のト
ンネルの中でも、ユーザは作業を続けられます。
メモ: Salesforce1 for Android バージョン 9.0 のオフライン編集は、公開パイロットプログラムを通じて、すべ
てのお客様が使用できます。オフライン編集は、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式
声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正式リリースあるいは
リリースの有無は保証できません。現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご
決定ください。
オフライン編集によって、Salesforce1 for Android ユーザがすでに使用しているオフラインサポートがさらに拡張
されます。現在、Salesforce1 for Android ユーザは、最近アクセスしたレコードをキャッシュし、ネットワーク信
号がなくてもアプリケーション内でそれらを表示できます。オフライン編集を有効にすると、Salesforce1 for
Android ユーザは、さらにオフラインで最近のレコードを作成および編集できるようになります。
オフラインで新しいレコードを作成したり、既存のレコードを更新すると、すべての変更は [待機中のアップ
ロード] ページに表示されます。このページは、Salesforce1 ナビゲーションメニューから使用できます。
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ユーザのモバイル接続が回復すると、[待機中のアップロード] ページに表示されているレコードは自動的に
Salesforce と同期されます。ユーザの対応が必要な同期の問題 (別のユーザが同じレコードに競合する変更を行っ
た場合など) がある場合には、Salesforce1 for Android はユーザの問題解決を支援します。
オフライン編集はパイロット機能であるため、使用を開始する前に重要な詳細を見てみましょう。強化された
オフラインサポートを組織で有効にする方法についても説明します。
関連トピック:
Salesforce1 for Android のオフライン編集の有効化
Salesforce1 for Android ユーザのオフライン作業時のビジュアルインジケータ
Salesforce1 for Android がオフライン時に使用可能なデータおよび UI 要素
オフライン編集の制限事項

Salesforce1 for Android のオフライン編集の有効化
Salesforce1 for Android バージョン 9.0 のオフライン編集機能は、公開パイロットプログラムを通じて、すべての
お客様が使用できます。使用を開始するには、組織で機能を有効にします。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce1 オフライン」と入力し、[Salesforce1 オフライン] をク
リックします。[オフライン設定] ページで、[Salesforce1 でのオフライン作成および編集を有効化] を選択
します。

Salesforce1 for Android ユーザのオフライン作業時のビジュアルインジケータ
Salesforce1 for Android ユーザはどのようにして、突然オンラインで作業していることを知るでしょうか。どのよ
うにすれば、オフラインで作業をしたレコードを追跡し、再びオンラインになったときにそれらのレコードの
更新が Salesforce に反映されたことを確信できるでしょうか。これらの質問の答えとなる Salesforce1 のビジュア
ルインジケータを見てみましょう。
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ユーザのモバイルデバイスがネットワーク信号を受信できなくなると、画面上部にメッセージが一時的に表示
されます。

[待機中のアップロード] ページに、オフライン中にユーザが作成または編集したすべてのレコードが表示され
ます。このページでは、オフライン変更の状況を示すいくつかのインジケータが使用されています。
•

: モバイルデバイスがオフラインになっているときに表示されます。デバイスがオンラインに戻ったと
きに同期する変更があることを示します。正常に同期されると、レコードは [待機中のアップロード] ペー
ジに表示されなくなります。

•

: モバイルデバイスがオンラインに戻った場合に表示されます。解決できないエラーが発生し、ユーザ
の変更が保存できないことを示します。

Salesforce1 for Android がオフライン時に使用可能なデータおよび UI 要素
オフライン編集を使用するには、組織で Salesforce1 のキャッシュが有効になっている必要があります。これま
でと同様に、Salesforce1 for Android では、Salesforce1 ナビゲーションメニューの [最近] セクションにあるユーザが
最近アクセスしたオブジェクトのレコード、およびユーザの最近のダッシュボードが自動的にキャッシュされ
ます。モバイルアプリケーションと Salesforce のフルサイト (Salesforce Classic または Lightning Experience) の両方で
のユーザの活動によってユーザの最近アクセスしたレコードが決まります。さらに、Salesforce1 セッション中
にユーザがアクセスしたデータの多くがキャッシュされます。
キャッシュデータは暗号化され、安全な永続データストアに保存されます。
次に、オフラインで使用できるデータおよび Salesforce1 要素を示します。
Salesforce1 要素

オフライン使用可能

ナビゲーションメニュー

可

グローバル検索

以前の検索のみ
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Salesforce1 要素

オフライン使用可能

通知

以前に参照したもののみ

フィード、グループ、人

以前に参照したもののみ

Salesforce Today

以前に参照されたメインページおよびモバイル行動レ
コード

Salesforce の行動

以前に参照したもののみ

最近のオブジェクト

可 (上位 5 件)

その他のオブジェクト

不可

レコードの詳細

可 (最近使用したレコード 30 件)

関連レコード

以前に参照したもののみ

リストビュー

以前に参照したもののみ

ToDo

[私の ToDo] リストの最初のページの ToDo のみ (最大 10
件)、ただし、リストが以前に参照されたか、ユーザ
が手動でキャッシュを更新した後に限る

承認 (申請、承認、却下)

不可

Visualforce ページ

不可

キャンバスアプリケーション

不可

Lightning ページ

不可

設定

可

キャッシュデータは、ユーザが Salesforce1 に切り替えたときに更新されます。ユーザが別のアプリケーション
に切り替えたときに、既存のデータストアが 1 時間以上前のものであれば、ユーザのキャッシュデータが自動
的に更新されます。
ユーザは、機内モードに切り替える前やサービスを利用できないエリアに入る前など、いつでも手動でデータ
をキャッシュできます。Salesforce1ナビゲーションメニューから、[設定] | [オフラインキャッシュ] | [今すぐキャッ
シュ] を選択します。
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メモ: ユーザのレコードの複雑度とサイズによって、キャッシュには数秒から数分かかります。オフライ
ンになるまえに、ユーザが手動でキャッシュすることをお勧めします。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce1 モバイルアプリケーションのオフラインアクセス

オフライン編集の制限事項
Salesforce1 for Android バージョン 9.0 のオフライン編集は、公開パイロットプログラムを通じて使用できます。
このオフラインサポートは正式リリースされていないため、いくつかの制限事項があります。これらの制限事
項を確認し、ユーザに周知する必要があります。
• [新規] アクションと [編集] アクションはオフラインで機能します。一方、その他のすべてのクイックアク
ションはオフラインでサポートされていません。
• セールスパスはオフラインでサポートされていません。組織でセールスパスが有効になっている場合、商
談はオフラインで使用できません。
• 組織に 16 以上のレコードタイプの ToDo がある場合、ToDo はオフラインでサポートされません。
• ルックアップ検索条件はオフラインでサポートされていません。ユーザは、オフラインでデータを編集し
ているときに関連する参照レコードの名前を入力できますが、ユーザのモバイルデバイスがオンラインに
なるまで関連する参照レコードは検索されません。
• キャッシュされたレコードの連動ルックアップと選択リストは、ユーザがオフラインになる前にこれらの
要素を操作していない限り、オフラインでサポートされません。
• 組織でオブジェクトのページレイアウト上に多数の選択リストや非常に多くの項目が使用されている場合、
パフォーマンス上の理由から、それらのオブジェクトのレコードはオフライン使用のためにキャッシュさ
れません。オフラインでオブジェクトの最近アクセスしたレコードが表示されない場合、これが原因だと
考えられます。
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オフライン編集が正式リリースされたときには Salesforce1 オフライン環境がシームレスになるように、Salesforce
はこれらの問題の解決に積極的に取り組んでいます。

Salesforce1: Salesforce1 for Android の新しいカラーパレット
Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションバージョン 9.0 には、Lightning Experience に一貫したデザ
インをもたらす新しいカラーパレットが採用されています。Lightning Experience と同様、Salesforce1 for Android も
白と落ち着いたグレーを基調に Salesforce のブルーのアクセントを効かせたデザインを使用し、活気的で斬新な
印象になりました。色調を抑えることで、ユーザがコンテンツに着目し、デザインに気を取られないようにし
ています。この新しいカラーパレットは、Salesforce1 for iOS ダウンロード可能アプリケーションおよび Salesforce1
モバイルブラウザアプリケーションではまだ使用できません。

バージョン 9.0 にアップグレードした後も、Salesforce1 for Android のカスタムブランド設定は引き続きサポート
されるため、Android ユーザはすでに適用したカスタムブランド設定を継続して使用できます。組織でまだ独
自のスタンプを Salesforce1 に追加していない場合、モバイルアプリケーションの新しいニュートラルな背景が、
会社のブランドを引き立てる格好のキャンバスになります。

Salesforce1 と Salesforce フルサイトとの違い
Salesforce1 モバイルアプリケーションには Salesforce フルサイトの機能の一部が含まれていません。また、反対
にフルサイトでは使用できない機能がいくつか含まれています。今回のリリースの新機能と拡張機能での
Salesforce1 とフルサイトの違いについて説明します。
メモ: Salesforce1 で使用可能なすべての機能との違いについての詳細は、Salesforce オンラインヘルプの
Salesforce ヘルプの 「Salesforce1 の制限と Salesforce フルサイトとの違い」を参照してください。
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取引先インサイト
• タブレットデバイスで [取引先インサイト] にアクセスした場合、Lightning Experience でのように表示可能
なインサイトをスクロールできません。また、表示されるインサイト数は、デバイスの画面サイズに
よって異なります。
• 携帯端末で [取引先インサイト] にアクセスした場合、一度に 1 つのインサイトのみが表示されます。
アクション
Salesforce Classic で URL カスタムボタンを使用してパラメータを標準ページに渡している場合 (レコードの作
成時に項目に事前入力する場合など)、Salesforce1 や Lightning Experience ではこの動作は機能しません。
納入商品と作業注文
これらのオブジェクトは Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションでは完全にサポートされますが、
Android および iOS 向けの Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションではどのバージョンでもサポートさ
れません。Salesforce1 for Android および Salesforce1 for iOS のバージョンによっては、これらのオブジェクトが
ナビゲーションメニューに表示されることもありますが、使用することはお勧めしません。[納入商品] お
よび [作業注文] ホームページで予期しない動作が生じる可能性があります。また、一部の機能は使用でき
ません。納入商品または作業注文を作成することはできません。また、これらのオブジェクトのホームペー
ジにはリストビューが表示されず、検索結果にこれらのオブジェクトが表示されることもありません。
Lightning Experience の拡張グラフ
• 散布図および表形式グラフは Salesforce1 ではサポートされず、横棒グラフとして表示されます。累積折
れ線グラフはサポートされず、折れ線グラフとして表示されます。
• 拡張グラフには、デフォルトの並び替え順の基盤となるレポートの最初の 100 個のグルーピングのみが
表示されます。
• 拡張グラフは Chatter に投稿できません。
Salesforce1 モバイルアプリケーションでの Chatter なしの Files
Spring '16 では、Salesforce Files が Chatter から切り離されました。そのため、組織で Chatter が無効になっていて
も、Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションおよび Salesforce フルサイトで Files を使用できるようにな
りました。ただし、この機能強化は Android および iOS 向けの Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーション
ではサポートされません。ダウンロード可能アプリケーションのユーザは、組織で Chatter が有効になって
いない限り Files にアクセスできません。

Salesforce1 アプリケーション開発の概要
Force.com プラットフォームの次の機能強化は、Salesforce1 の開発をサポートします。

Visualforce
User.UITheme および UserInfo.getUiTheme() によるユーザエクスペリエンスコンテキストの判断
User.UITheme および User.UIThemeDisplayed グローバル変数と UserInfo.getUiTheme() および
UserInfo.getUiThemeDisplayed() Apex ユーティリティメソッドは、Salesforce1 モバイルアプリケーショ
ンおよび Lightning Experience をサポートするように改善されました。
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2 要素認証に対応した Salesforce Authenticator モバイルアプリケー
ション、バージョン 2.0
Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションは概念やデザインを刷新して再
構築されました。バージョン 2.0 は、iOS および Android モバイルデバイス向けの
強力で革新的な 2 要素認証アプリケーションです。このアプリケーションの新
しいバージョンでは、強力な保護が提供されるだけでなく、使用も極めて簡単
です。ユーザは 1 つの優れたアプリケーションから強化されたセキュリティと
向上した利便性の両方を得られます。Salesforce Authenticator は、Lightning Experience、
Salesforce Classic、Salesforce モバイルアプリケーションで機能します。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、
Developer Edition、および
Contact Manager Edition

多くのモバイル認証アプリケーションは、一定時間後に有効期限が切れる確認
コードを生成します。2 要素認証が必要なオンラインアカウントにログインする
場合、ユーザはユーザ名とパスワードと共にアプリケーションからのコードを
入力します。他のモバイル認証アプリケーションの場合と同様に、Salesforce
Authenticator では、ユーザが必要な時にいつでもコードが生成されます。バージョン 2.0 のアプリケーションで
は、セキュリティを損なうことなく利便性を高める機能が導入されました。
ログインの試行またはユーザのアカウント内の制限されているオンラインデータへのアクセスの試行があった
場合、Salesforce Authenticator によりユーザのモバイルデバイスに通知が送信されます。

ユーザはアプリケーションを開いてオンラインアクティビティの詳細を確認します。

241

Salesforce Spring '16 リリースノート

2 要素認証に対応した Salesforce Authenticator モバイル
アプリケーション、バージョン 2.0

詳細を確認した後 (1)、ユーザは [承認] をタップして、そのアクティビティが自分のものであることを検証し
ます。あるいは、そのアクティビティが覚えのないものであれば、[拒否]をタップしてブロックすることもで
きます。Salesforce Authenticator では、ユーザはブロックしたアクティビティにフラグを付けることができます。
これにより、Salesforce システム管理者がそのアクティビティを調査できます。システム管理者は、[設定] の新
しい [検証履歴] 表で、ユーザの検証試行とフラグが付けられたアクティビティを参照できます。
ユーザが Salesforce Authenticator のロケーションサービスを有効にすると、さらに強力な機能が有効になります
(2)。たとえば、ユーザが家やオフィスにいる場合は、その信頼できる場所からのアクティビティは自動的に検
証するように Authenticator で指定できます。自動化により、ユーザはポケットからスマートフォンを出すこと
もなく、2 要素認証による強化されたセキュリティを利用することができます。
iPhone 用のアプリケーションは App Store から、Android デバイス用のアプリケーションは Google Play からダウン
ロードできます。ユーザは Salesforce Authenticator を使用して 2 要素認証を行う前に、アプリケーションをオン
ラインアカウントに接続する必要があります。ユーザはSalesforceの個人設定で、アプリケーションを自分のア
カウントに接続できます。アプリケーションを接続しても、ユーザがログインするたびに 2 要素認証を使用す
る必要があるということにはなりません。ユーザが 2 要素認証を行う必要があるかどうかは、会社のセキュリ
ティポリシーに従って設定します。ユーザが Salesforce Authenticator をアカウントに接続する前にシステム管理
者が 2 要素認証が必要であることを設定すると、ユーザは次にログインしたときにアプリケーションを接続す
るよう求められます。
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ユーザがすでにバージョン 1 をモバイルデバイスにインストールしている場合は、App Store または Google Play
から更新をダウンロードできます。更新では、ユーザがすでに持っている接続済みのアカウントは保持されま
す。これらのアカウントは「コード専用」アカウントで、確認コードは生成しますが、転送通知を受信したり
ロケーションベースの自動確認を許可したりはしません。アプリケーションの [接続済みのアカウント] リスト
で、コード専用アカウントにはアカウント名の下に確認コードが表示されるため、ユーザが見分けられます。
これらのコード専用アカウントの確認コードは、ユーザが個人設定で新しい 2.0 機能を Salesforce アカウントに
接続するまでは有効です。
メモ: バージョン 2.0 の Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションは、2016 年 2 月 13日にすべての本
番組織向けの Spring '16 Salesforce リリースが完了した後で、App Store および Google Play から入手できます。
このアプリケーションは、Sandbox 組織でプレビューまたはテスト用に事前に使用することはできません。
関連トピック:
2 要素認証向けに追加された ID 検証方法
ユーザ ID 検証の追跡
Salesforce ヘルプ: Salesforce Authenticator
Salesforce ヘルプ: 2 要素認証
2 要素認証向けに追加された ID 検証方法

SalesforceA
モバイルデバイスからユーザを管理し、Salesforce 組織の情報を参照できます。

エディション

このセクションの内容:

使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

SalesforceA for Android バージョン 3.0
SalesforceA for Android のバージョン 3.0 では、ユーザインターフェースが一新さ
れています。この新しいレイアウトにより、使用頻度の高い項目をすぐに見
つけることができます。

SalesforceA for Android バージョン 3.0
SalesforceA for Android のバージョン 3.0 では、ユーザインターフェースが一新され
ています。この新しいレイアウトにより、使用頻度の高い項目をすぐに見つけ
ることができます。

ユーザ権限
SalesforceA を使用する
• 「ユーザの管理」

SalesforceA for Android バージョン 3.0 は、Salesforce Mobile ソフトウェア開発キット
(SDK) 上にネイティブアプリケーションとして構築できるようになり、使いやす
さとパフォーマンスが向上しています。SalesforceA のこのバージョンには、Android OS バージョン 4.4 以降が必
要です。
メモ: モバイルデバイスを Android OS バージョン 4.4 以降にアップグレードできないユーザは、SalesforceA
を使用できなくなります。
SalesforceA for Android バージョン 3.0 には使い慣れた機能がそのまま搭載されていますが、ユーザインターフェー
スが一新されています。
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コミュニティ: コミュニティの Chatter、テンプレートの改善、モ
デレーションの拡張など
Spring '16 には、テンプレートのカスタマイズを容易にする変更が数多く含まれ
ています。カスタムオブジェクトページでより多くの Salesforce データを表示し
たり、グローバルアクションを使用してレコードを作成したり、コミュニティ
のページをさらに簡単に管理したりできます。また、Chatter Lightning コンポーネ
ントを使用して Chatter の全機能をコミュニティに追加できるようになりました。
これらの機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。[設定] を除き、Lightning
Experience ではコミュニティはサポートされていません。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

このセクションの内容:
Spring '16 でコミュニティテンプレートのアップグレードが必要な理由
コミュニティで Winter '16 より前の Koa、Kokua、または Napili テンプレート、あるいは Spring '16 より前の Aloha
テンプレートを使用している場合は、テンプレートを最新バージョンに更新することを強くお勧めします。
テンプレートバージョンがわからない場合は、 コミュニティビルダー の [設定] 領域を確認してください。
旧バージョンのテンプレートのカスタマーサポートは、Summer '16 リリース (2016 年 5 月) をもって終了し
ます。また、コミュニティビルダーおよびテンプレートの強力な機能の多くは、Winter '16 または Spring '16
テンプレートバージョンが必要なため、Winter '16 でアップグレードしていない場合はこの機会にアップグ
レードしてください。
一部のテンプレートコンポーネントの名前変更
必要なテンプレートコンポーネントを見つけるのは簡単で直観的である必要があります。そのために、い
くつかのコンポーネントは、用途が分かりやすいように名前が変更されました。また、ページエディタで
コンポーネントが種類ごとにグループ化され、どこで使用するかが分かりやすくなりました。
コミュニティテンプレートの Chatter
コミュニティテンプレートの Chatter Lightning コンポーネントにより、Chatter の全機能をコミュニティに簡
単に追加できます。グループおよびプロファイルを使用して、コミュニティのコラボレーション環境を大
幅に向上させることができます。フィード、パブリッシャー、グループなどの機能の個々の Lightning コン
ポーネントにより、Chatter とコミュニティを統合する場所や方法の完全なカスタマイズを簡単に行うこと
ができます。
コミュニティのファイル
以前よりも簡単かつ柔軟にコミュニティのファイルを使用できます。複数のファイルを 1 つのフィード投
稿に添付したり、統合フローでファイルのアップロードや選択を行ったり、Lightning の新しい複数ファイ
ルプレビュープレーヤーでファイルをプレビューしたりできます。
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コミュニティテンプレート
弊社はお客様の思い描いたコミュニティを実現したいと考えています。そのため、素晴らしいコミュニティ
を作成する機能をお客様に提供しています。前回のリリースではコミュニティテンプレートを拡張できる
ようになりましたが、今回のリリースではより柔軟にカスタマイズできるようになっています。含めるレ
コード詳細のレベルとその表示場所を決定できるようになりました。また、コミュニティメンバーがコミュ
ニティ内の移動、レコードの作成や操作、関心のあるトピックの検索をより簡単に行うことができるよう
になっています。
コミュニティビルダー
コミュニティビルダーを使用すれば、拡張されたページマネージャでページをさらに細かく制御できます。
カスタムページレイアウトを取得したり、メンバーのページ読み込み環境やコンポーネントのエラー処理
を改善したりすることもできます。
コミュニティの設定
[コミュニティの設定] を Lightning Experience で使用できるようになりました。さらに、制限の引き上げ、2 要
素認証の設定の合理化、コミュニティでプラットフォームの暗号化を使用する機能の強化なども行われて
います。
コミュニティ管理
コミュニティの管理がこれまでよりも簡単になりました。コミュニティファイル制限を設定できます。ま
た、コミュニティモデレーションですべてのフィード種別、キーワードリストの特殊文字、API などがサ
ポートされるようになりました。コミュニティのおすすめの管理性および柔軟性を向上させるために、お
すすめの表示場所を指定したり、特定の利用者を対象にしたりできるようになりました。
コミュニティレポートおよびダッシュボード
さあ、準備はよろしいでしょうか。すべてのロールベースの外部ユーザにレポートの作成および編集権限
を付与できるようになりました。新しいカスタムレポートタイプも追加されました。また、Wave ダッシュ
ボードを共有できます。
コミュニティのインサイトおよび分析
AppExchange から、更新された Salesforce Communities Management パッケージをインストールすれば、すばらし
い手品をご覧になれます。組織で Lightning Experience を使用していなくても、[コミュニティ管理] ダッシュ
ボードが Lightning ダッシュボードとして表示されるようになりました。さらに、インサイトレポートも新
しく改善されました。
コミュニティのその他の変更
コミュニティへのその他の重要な変更は、制限の緩和、カスタマーコミュニティライセンスを持つユーザ
の [メモと添付ファイル] へのアクセス、ゲストユーザに対するより堅牢な項目レベルセキュリティ、およ
び大規模なコミュニティグループのメールの送信方法の変更などです。
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Spring '16 でコミュニティテンプレートのアップグレードが必要な理
由
コミュニティで Winter '16 より前の Koa、Kokua、または Napili テンプレート、あるいは Spring '16 より前の Aloha テ
ンプレートを使用している場合は、テンプレートを最新バージョンに更新することを強くお勧めします。テン
プレートバージョンがわからない場合は、 コミュニティビルダー の [設定] 領域を確認してください。旧バー
ジョンのテンプレートのカスタマーサポートは、Summer '16 リリース (2016 年 5 月) をもって終了します。ま
た、コミュニティビルダーおよびテンプレートの強力な機能の多くは、Winter '16 または Spring '16 テンプレー
トバージョンが必要なため、Winter '16 でアップグレードしていない場合はこの機会にアップグレードしてく
ださい。
重要: テンプレートをアップグレードしなくても、コミュニティには影響ありません。ただし、Summer
'16 リリース以降は、古いテンプレートに問題が発生した場合にカスタマーサポートチームの支援が受け
られなくなります。すぐにコミュニティテンプレートをアップグレードできない場合は、Summer '16 リ
リースの前に予定することを強くお勧めします。
最新バージョンの Koa、Kokua、Napili、および Aloha テンプレートでは、パフォーマンスと視覚的効果を向上さ
せる Lightning テクノロジおよびコンポーネントが使用されています。すべての Koa、Kokua、Napili、および Aloha
テンプレートページおよびコンポーネントは、コミュニティビルダーで直接編集できます。いくつかのサイト
設定を除き、Site.com Studio を使用する必要はなくなりました。
次の点に留意してください。
• 今回の更新は、Koa、Kokua、Aloha、および Napili テンプレートを使用するコミュニティに影響します。Salesforce
タブ + Visualforce テンプレートを使用して構築されたコミュニティには影響ありません。
• テンプレートの更新による影響は、現在コミュニティで使用しているバージョンによって異なります。
– コミュニティで Winter '16 の Koa、Kokua、または Napili テンプレートを使用している場合は、ログインペー
ジを除くすべてのページのカスタマイズが保持されます。ログインページについては、ブランド設定は
保持されますが、カスタムコードやコンポーネントのカスタマイズは失われます。
– コミュニティで Winter '16 より前の Koa、Kokua、または Napili テンプレート、あるいは Spring '16 より前の
Aloha テンプレートを使用している場合は、コンポーネントのカスタマイズとプロパティの大半が上書
きされます。Koa および Kokua のセルフサービステンプレートの場合は、一般設定 (カテゴリグループ名、
最上位カテゴリ、会社名など) が継承されます。Napili の場合は、トピックの定義が継承されます。
コミュニティビルダーのブランドエディタを使用して定義されたブランドプロパティは大半が保持され
ます。ただし、コミュニティの色が一部デフォルト値にリセットされる可能性があります。テンプレー
トを更新後にブランドプロパティを確認し、リセットされた箇所があれば更新してください。
詳細は、Salesforce ヘルプの「コミュニティビルダーでのコミュニティのテンプレートの更新 」を参照して
ください。
• Winter '16 および Spring '16 で導入されるテンプレートコンポーネントは、旧バージョンのテンプレートと互
換性がない場合があります。『Using Templates to Build Communities』ガイドの「Which Components Can I Use with Each
Template?」を参照してください。
Lightning Experience との互換性
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Spring '16 バージョンの Koa、Kokua、Napili、Aloha、および Lightning Experience は、同じ基盤技術 (Lightning プラッ
トフォームと Lightning コンポーネント) を使用しています。それでも、コミュニティテンプレートをアップグ
レードするために、組織で Lightning Experience を有効化する必要はありません。
組織で Lightning Experience を有効化する場合は、次の点に留意してください。
• Salesforce Communities は、Lightning Experience の [設定] で使用できますが、Lightning Experience ではフルサポー
トされていません。Lightning Experience ではグローバルヘッダーがサポートされないため、組織の内部ユー
ザは Lightning Experience から Salesforce 組織とコミュニティを切り替えることができません。組織で Lightning
Experience を有効にする場合は、内部ユーザが Salesforce Classic に戻してグローバルヘッダーにアクセスする
必要があります。
• Lightning Experience を有効化しても、Salesforce タブと Visualforce テンプレートを使用するコミュニティのデザ
インは変わらず、デフォルトで Salesforce Classic スタイルが使用されます。

一部のテンプレートコンポーネントの名前変更
必要なテンプレートコンポーネントを見つけるのは簡単で直観的である必要があります。そのために、いくつ
かのコンポーネントは、用途が分かりやすいように名前が変更されました。また、ページエディタでコンポー
ネントが種類ごとにグループ化され、どこで使用するかが分かりやすくなりました。
旧コンポーネント名

新コンポーネント名

Single Article View

Article Content

Case Publisher

Case Comments Publisher

Case Highlights

Case Banner

Case Status Button

Set Case Status Button

My Cases

Case List

Case Creation

Create Case Form

Case Chatter Publisher

Case Feed Publisher

Home Tabs

Home Page Tabs

Topic Trending Articles

Trending Articles by Topic

Results List

Search Results

Ask the Community

Ask Button

Feed Item Detail

Feed Posts & Comments

Related Topics

Related Topics List

User Profile Header

User Profile Image

User Profile Body

User Profile Detail

User Profile Detail

User Profile Summary

User Profile Header Detail

User Profile Summary & Image
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旧コンポーネント名

新コンポーネント名

Call to Action Section

Contact Support & Ask Buttons

Record Information

Record Information Tabs

Record Headline

Record Banner

Record Home List View

Record List

例: 名前やグループが変更されたコミュニティビルダー内のコンポーネント。
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コミュニティテンプレートの Chatter
コミュニティテンプレートの Chatter Lightning コンポーネントにより、Chatter の全機能をコミュニティに簡単に
追加できます。グループおよびプロファイルを使用して、コミュニティのコラボレーション環境を大幅に向上
させることができます。フィード、パブリッシャー、グループなどの機能の個々の Lightning コンポーネントに
より、Chatter とコミュニティを統合する場所や方法の完全なカスタマイズを簡単に行うことができます。
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このセクションの内容:
Napili コミュニティへのグループの追加によるコラボレーションの促進
コミュニティのコラボレーションをもっと活発化させたいなら、 コミュニティメンバーやゲストユーザ
が、Napili コミュニティのグループを参照したり、グループに参加したりできるようにしましょう。Napili に
標準搭載されているグループのデザインを使用するか、別のコンポーネントを使用してグループ詳細ペー
ジのカスタマイズバージョンを作成します。
新規ユーザプロファイルコンポーネント
ユーザプロファイルコンポーネントが刷新されました。ユーザプロファイルコンポーネントでは、2 列のレ
イアウトが使用され、ユーザが把握する必要のある他のユーザに関するすべての情報 (連絡先情報、プロ
ファイル写真、Chatter 統計、ユーザが知識のあるトピック、ユーザがフォローしている人、ユーザのフォ
ロワー) が表示されます。この新しいコンポーネントは、Spring '16 以降の Napili テンプレートで作成された
すべてのコミュニティにデフォルトで追加されます。
プロファイルでのユーザの関連リストの表示
ユーザは 1 か所で自分の情報をすべて確認できるため、便利です。ユーザが関連リストを表示できるよう
に、[ユーザプロファイル] ページにユーザプロファイル関連リストコンポーネントを追加します。関連リ
ストには、ファイル、グループ、フォロワー、フォローしている人が含まれます。
コミュニティのニーズに合わせたフィードコンポーネントの組み合わせ
新しいフィードパブリッシャー、フィード、およびフィードコンパクトコンポーネントを使用すれば、簡
単にフィード機能を Napili コミュニティページに追加できます。これらは、トピック、グループ、ユーザプ
ロファイル、取引先、ケースなどのフィードをサポートするオブジェクトと共に使用し、コミュニティホー
ムページのコミュニティディスカッションタブ全体が対象になります。これでコミュニティでのやりとり
やコラボレーションをいつでも確認できます。
パブリッシャーでのリッチテキスト編集とリンクプレビュー
パブリッシャーは、Napili テンプレートを使用するコミュニティでのリッチテキスト編集とリッチリンクプ
レビューをサポートするようになりました。

Napili コミュニティへのグループの追加によるコラボレーションの促進
コミュニティのコラボレーションをもっと活発化させたいなら、 コミュニティメンバーやゲストユーザが、
Napili コミュニティのグループを参照したり、グループに参加したりできるようにしましょう。Napili に標準搭
載されているグループのデザインを使用するか、別のコンポーネントを使用してグループ詳細ページのカスタ
マイズバージョンを作成します。
メモ: この機能を使用するには、Napili テンプレートの Winter '16 以降のバージョンが必要です。
コミュニティのグループを有効にするには、コミュニティのナビゲーションメニューにグループを追加しま
す。追加すると、コミュニティのグループのリストにリンクするメニュー項目が自動的に表示されます。メ
ニュー項目を公開すると、コミュニティにログインしていないゲストユーザでも、グループのリストを参照で
きます。
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ユーザがコミュニティの有効なグループの名前をクリックすると、グループの詳細ページにリダイレクトされ
ます。非公開グループの場合、ログインすることが求められます。ログイングループメンバーのみが非公開グ
ループのコンテンツを表示できます。
次の点に留意してください。
• コミュニティのグループを有効にする場合、デフォルトのグループの詳細ページを使用してグループのデー
タが表示されます。このページでは、内部的にグループコンポーネントを使用して、書式設定およびレイ
アウトが行われます。グループコンポーネントは、グループバナー、グループの詳細、関連リスト、グルー
プフィードが含まれる一元的な複合コンポーネントです。特に、デスクトップとモバイルデバイスのブラ
ウザで反応型コミュニティページが必要な場合は、この複合コンポーネントを使用することをお勧めしま
す。
• 別のレイアウトを使用したり、グループコンテンツの配置を詳細に制御したりする場合、カスタムコミュ
ニティページを作成し、グループバナー、グループの詳細、グループの関連リスト、フィードコンポーネ
ントを使用します。個々のコンポーネントの使用方法によっては、一部のデバイスで反応型カスタムペー
ジを実現できないこともあります。
• グループのおすすめは、コミュニティではサポートされていません。
例: Napili コミュニティのグループ。
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Napili コミュニティのグループリスト。
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新規ユーザプロファイルコンポーネント
ユーザプロファイルコンポーネントが刷新されました。ユーザプロファイルコンポーネントでは、2 列のレイ
アウトが使用され、ユーザが把握する必要のある他のユーザに関するすべての情報 (連絡先情報、プロファイ
ル写真、Chatter 統計、ユーザが知識のあるトピック、ユーザがフォローしている人、ユーザのフォロワー) が
表示されます。この新しいコンポーネントは、Spring '16 以降の Napili テンプレートで作成されたすべてのコミュ
ニティにデフォルトで追加されます。
ユーザプロファイルコンポーネントには、ユーザプロファイル用の利便性の高いすべての機能が含まれていま
すが、コミュニティのニーズに合わせてカスタマイズできます。プロファイルの詳細とプロファイル画像は常
に表示されますが、関連リスト、Chatter 統計、および知識のある分野の表示/非表示は選択することができま
す。また、表示ラベルをカスタマイズすることもできます。
このコンポーネントのレイアウトを使用すれば、モバイルデバイスでコミュニティを最適に表示することもで
きます。モバイルデバイスまたはタブレットで表示するときは、コンポーネントで 4 つのタブ ([フィード]、
[ケース]、[詳細]、[関連]) が含まれる 1 列レイアウトが使用されます。ユーザが自分のプロファイルを参照する
ときは [ケース] タブのみが表示されます。すべてのタブの表示ラベルを編集できます。
別のレイアウトを使用したり、ユーザプロファイルコンテンツの配置をより詳細に制御したりする場合は、カ
スタムコミュニティページを作成してユーザプロファイルのサマリー、ユーザプロファイルのタブ、ユーザプ
ロファイルの統計、ユーザプロファイルの知識のある分野、およびユーザプロファイルの関連リストコンポー
ネントを使用します。
例: ユーザプロファイルコンポーネント
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プロファイルでのユーザの関連リストの表示
ユーザは 1 か所で自分の情報をすべて確認できるため、便利です。ユーザが関連リストを表示できるように、
[ユーザプロファイル] ページにユーザプロファイル関連リストコンポーネントを追加します。関連リストに
は、ファイル、グループ、フォロワー、フォローしている人が含まれます。
ユーザは、リストの下部にある[すべて表示]をクリックして、関連リストの詳細を表示できます。ユーザは、
[ファイル] 関連リストの

をクリックしてファイルをアップロードできます。

内部 Salesforce 組織の [設定] で [ユーザプロファイル] ページレイアウトを編集し、コミュニティに表示される関
連リストをカスタマイズします。
例: ユーザプロファイル関連リストコンポーネントの例:
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コミュニティのニーズに合わせたフィードコンポーネントの組み合わせ
新しいフィードパブリッシャー、フィード、およびフィードコンパクトコンポーネントを使用すれば、簡単に
フィード機能を Napili コミュニティページに追加できます。これらは、トピック、グループ、ユーザプロファ
イル、取引先、ケースなどのフィードをサポートするオブジェクトと共に使用し、コミュニティホームページ
のコミュニティディスカッションタブ全体が対象になります。これでコミュニティでのやりとりやコラボレー
ションをいつでも確認できます。
以前のフィードおよびフィードパブリッシャーは、レコード詳細ページでレコード情報タブコンポーネントの
一部として一緒に使用することしかできませんでした。これらのコンポーネントを個別のエンティティとする
ことで、Napili コミュニティでフィードを柔軟に配置および使用できます。
• メンバーがディスカッションを開始できるようにするには、フィードパブリッシャーコンポーネントをコ
ミュニティページに追加します。
• コミュニティディスカッション全体の投稿、コメント、および質問の完全なリストが必要な場合は、フィー
ドコンポーネントを使用します。
• フィードには質問タイトルのみの見やすいビューが必要な場合は、 フィードコンパクトコンポーネントを
使用します。
メモ: フィードコンパクトコンポーネントではフィード条件はサポートされず、質問の投稿のみが表
示されます。
例: フィードとフィードパブリッシャー
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フィードコンパクトとフィードパブリッシャー

パブリッシャーでのリッチテキスト編集とリンクプレビュー
パブリッシャーは、Napili テンプレートを使用するコミュニティでのリッチテキスト編集とリッチリンクプレ
ビューをサポートするようになりました。
この機能は、フィードパブリッシャコンポーネントと質問を行うパブリッシャーの両方でサポートされていま
す。これにより、コミュニティメンバーがコミュニティで質問や通常の投稿を行うときに、太字、斜体、その
他のリッチテキスト書式設定を使用してフィード投稿を作成できます。リッチメディアリンクを含む投稿は埋
め込み動画、埋め込み画像、およびリッチ記事のプレビューに変換されます。
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コミュニティのファイル
以前よりも簡単かつ柔軟にコミュニティのファイルを使用できます。複数のファイルを 1 つのフィード投稿に
添付したり、統合フローでファイルのアップロードや選択を行ったり、Lightning の新しい複数ファイルプレ
ビュープレーヤーでファイルをプレビューしたりできます。
このセクションの内容:
コミュニティで使用できるようになった Lightning のファイルプレビュープレーヤー
Winter '16 で Lightning Experience に導入された、洗練された高速なファイルプレビューがコミュニティで使用
できるようになりました。
1 つの投稿への複数のファイルの添付
コミュニティユーザは 1 つのフィード投稿に最大 5 つのファイルを追加できるようになりました。
コミュニティでの統合ファイル選択
コミュニティユーザが投稿にファイルを添付するときに、統合フローですべてのファイルにアクセスでき
るようになりました。ファイルをアップロードするとき、およびコミュニティからファイルを選択すると
きに、2 つの異なる経路を使用する必要はありません。

コミュニティで使用できるようになった Lightning のファイルプレビュープレー
ヤー
Winter '16 で Lightning Experience に導入された、洗練された高速なファイルプレビューがコミュニティで使用でき
るようになりました。
新しい SVG ファイルプレビュープレーヤーを使用すると、何もダウンロードすることなく、画像、ドキュメン
ト、その他のファイルをブラウザで表示できます。複数ページのファイルをスクロールしたり、 全画面プレ
ゼンテーションモードでファイルを順にクリックしたり、 GIF を再生したり、 高解像度ディスプレイで高い表
示品質を楽しんだりできます。SWF ベースではないため、Adobe Flash Player をインストールせずにファイルをプ
レビューできます。
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プレビュープレーヤーがコミュニティ向けに強化され、複数のファイルを表示できるようになりました。複数
のファイルがフィード投稿に添付されている場合、同じウィンドウですべてのファイルを 1 つずつプレビュー
できます。

ファイルのプレビュー以外の すべての操作は、プレビューウィンドウで直接行います。新しいバージョンを
アップロードしたり、ファイルの詳細の削除、ダウンロード、表示を行うことができます。このように、1 か
所ですべてを実行できます。

1 つの投稿への複数のファイルの添付
コミュニティユーザは 1 つのフィード投稿に最大 5 つのファイルを追加できるようになりました。
1 枚の絵が千の言葉に値する場合もありますが、真意を伝えるには 5 枚の絵が必要な場合もあります。コミュ
ニティユーザは、複数の関連画像やその他のファイルを共有するためだけに複数の投稿を作成していることが
あります。1 つの質問に複数のファイルを追加できると便利です。今回のリリースでそれが可能になりまし
た。コミュニティユーザは次の便利な機能を利用できます。
• フィードパブリッシャーで複数のファイルを添付する
• フィードで複数のファイルサムネイルを表示する
• 新しいファイルプレビューアで複数のファイル全体を確認する
コミュニティに投稿するときに、質問の補足として最大 5 つのファイルを添付できます。
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コミュニティ閲覧者は、フィード内でファイルのサムネイルを見ることができます。

サムネイルをクリックすると、新しい複数ファイルプレビューアでファイルが表示されます。そこから、ク
リックして投稿内のすべてのファイルに移動し、各ファイルをダウンロードし、ツールバーでその他のクイッ
クアクションにアクセスできます。
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複数のファイルの添付は Chatter REST API、Chatter in Apex、および SOAP API でサポートされています。

コミュニティでの統合ファイル選択
コミュニティユーザが投稿にファイルを添付するときに、統合フローですべてのファイルにアクセスできるよ
うになりました。ファイルをアップロードするとき、およびコミュニティからファイルを選択するときに、2
つの異なる経路を使用する必要はありません。
ファイルをアップロードし、コミュニティにアップロード済みのファイルを選択し、[自分が所有者] や [最近]
などのフィルタビューを参照します。
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コミュニティで質問を投稿するときの新しい複数ファイル添付機能を使用した統合ファイル選択では、ユーザ
が同じフィード投稿内でファイルのアップロードと選択を行うことができます。クリップを複数回クリックし
て、投稿あたり最大 5 つのファイルを添付できます。フィード投稿のクリップアイコンで、直接このすべての
ファイルのビューが表示されるようになりました。以前は、ファイルのアップロード時と選択時に 2 つの異な
る経路がありました。ファイルがどこにあるかに関わらず、コミュニティで一度に複数のファイルを簡単に共
有できるようになりました。

コミュニティテンプレート
弊社はお客様の思い描いたコミュニティを実現したいと考えています。そのため、素晴らしいコミュニティを
作成する機能をお客様に提供しています。前回のリリースではコミュニティテンプレートを拡張できるように
なりましたが、今回のリリースではより柔軟にカスタマイズできるようになっています。含めるレコード詳細
のレベルとその表示場所を決定できるようになりました。また、コミュニティメンバーがコミュニティ内の移
動、レコードの作成や操作、関心のあるトピックの検索をより簡単に行うことができるようになっています。
このセクションの内容:
Napili のレコード機能の拡張
コミュニティメンバーが Napili コミュニティのレコードで実行できる機能が増えました。新しいレコードリ
ストと詳細なコンポーネントにより、最も必要なデータをメンバーに提供しやすくなります。また、より
多くのオブジェクトでサポートが拡張されています。
コミュニティユーザのナビゲーションの改善
コミュニティのナビゲーションメニューが改善されました。ナビゲーションメニューでグループ、リード、
および商談がサポートされるようになりましたが、 それだけではありません。
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トピック、サブトピック、およびトピックカタログ
UI から直接サブトピックを追加して、より構造化された詳細なコミュニティナビゲーションを提供し、コ
ミュニティメンバーがすべてのコミュニティトピックをトピックカタログの一元化されたビューで表示で
きるようにすることなどができるようになりました。
Lightning コンポーネントを使用した拡張可能な Aloha テンプレート
Aloha テンプレートは、Koa、Kokua、および Napili テンプレートと同様に完全に拡張可能になりました。事前
設定済みのテンプレート機能の範囲を超えて、ページの作成、アプリケーションランチャーやその他のコ
ンポーネントのカスタマイズ、カスタムコンポーネントの追加、ナビゲーションの提供を行うことができ
ます。コミュニティでは、メンバーがアプリケーションランチャーでアプリケーションをドラッグして並
び替えることができます。
拡張されたランキング表によるエンゲージメントの向上
コミュニティのメンバーは、コミュニティ内での各自のランキングを知りたいと考えています。また、特
定のトピックに関して最も知識のあるユーザが誰なのかを把握する必要もあります。Napili テンプレートの
ランキング表がカスタマイズ可能になりました。メンバーは、コミュニティ内の自分のランク、他のユー
ザの知識のあるトピック、またはユーザが最後に有効になったタイミングを確認できます。
コミュニティユーザプロファイルページからの知識のあるメンバーの支持
コミュニティメンバーは、メンバーのユーザプロファイルページで [知識のある分野] ウィジェットを直接
使用して、エキスパートを評価できるようになりました。コミュニティで [知識のあるユーザ] を有効にす
ると、メンバーはユーザプロファイルでお互いに直接支持できます。
画像や動画を使用したコミュニティの強化
リッチテキストコンポーネントが改良され、書式設定済みテキストで画像や埋め込み動画を追加できるよ
うになりました。また、ダイアログボックスのサイズを変更するオプションにより、使いやすさが大幅に
向上しました。
外部ユーザによるアカウントへの簡単なアクセス
外部ユーザが、コミュニティからアカウントに直接アクセスできるようになりました。[ユーザプロファイ
ルヘッダー] メニューの [マイアカウント] リンクにより、ユーザはアカウントレコードに移動して、各自の
情報を表示および更新できます。これまで、外部ユーザにはコミュニティで簡単に自分のアカウントにア
クセスする手段がありませんでした。
コミュニティでのメールおよびパスワードの容易な変更
ユーザは、コミュニティの [私の設定] ページからメールアドレスおよびパスワードを直接変更できるよう
になりました。

Napili のレコード機能の拡張
コミュニティメンバーが Napili コミュニティのレコードで実行できる機能が増えました。新しいレコードリス
トと詳細なコンポーネントにより、最も必要なデータをメンバーに提供しやすくなります。また、より多くの
オブジェクトでサポートが拡張されています。
このセクションの内容:
コミュニティメンバーによるレコード作成の許可
グローバルアクションをコミュニティページで使用できるようになります。コミュニティメンバーは、コ
ミュニティページで簡単にボタンをクリックしてレコードを作成できます。
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コミュニティメンバーがアクセス可能なレコードに対するアクションの増加
Napili のレコード詳細ページのレコードバナーおよびレコード関連リストから使用できるレコードアクショ
ンが増えました。
新規追加および改善されたレコードリストコンポーネント
レコードリストコンポーネント (旧名称はレコードリストビュー) をフルレイアウトとコンパクトレイアウ
トで使用できるようになったため、コミュニティのニーズに最適なレイアウトを選択できます。レコード
リストコンポーネントでは、取引先、ケース、取引先責任者、カスタムオブジェクトに加えて、グループ、
リード、および商談がサポートされるようになりました。レコードリストコンポーネントをコミュニティ
の任意のページに追加することもできます。
レコード情報タブコンポーネントのタブのカスタマイズ
コミュニティのニーズに合わせて、レコード情報タブコンポーネントのタブを非表示にしたり配置変更し
たりします。
最も必要とする場所でのレコード詳細の表示
Napili コミュニティでは、取引先、ケース、およびその他のレコードに関するすべての重要な情報が表示さ
れます。レコード詳細コンポーネントをレコード詳細ページまたはカスタムページにドラッグするだけで、
Salesforce に保存されたレコード情報が入力されます。このコンポーネントは、最も情報を必要とするコミュ
ニティメンバー (パートナーなど) と情報共有する優れた手段です。
コミュニティページでの関連レコードデータの表示
コミュニティで関連レコードリストを共有し、その他のレコード詳細を除外する必要がある場合は、 カス
タムページでレコード関連リストコンポーネントを使用します。以前は、レコード情報タブコンポーネン
トを使用して関連リストを表示することしかできず、関連リストにはレコード詳細とレコードフィードも
含まれていました。
Napili でサポートされるオブジェクトの増加
リードと商談をパートナーと共有する必要がありますか? 問題ありません。キャンペーンをコミュニティメ
ンバーと共有したいという要望が常にありましたか? それも可能になりました。Spring '16 で、多数の新しい
オブジェクトに対するサポートが追加されました。
レコードの参照項目
コミュニティメンバー (ゲストユーザを含む) がさらに多くのコミュニティデータを表示または編集できる
ように、参照項目を Koa、Kokua、および Napili テンプレートに追加できます。セルフサービスのためにケー
スまたはカスタマーサポートのデータにアクセスしたり、カスタマーサポートへの連絡コンポーネントを
使用してケースを作成したりするコミュニティメンバーにとって、これは特に便利です。

コミュニティメンバーによるレコード作成の許可
グローバルアクションをコミュニティページで使用できるようになります。コミュニティメンバーは、コミュ
ニティページで簡単にボタンをクリックしてレコードを作成できます。
メモ: この機能を使用するには、Napili テンプレートの Winter '16 以降のバージョンが必要です。
1. レコード作成ボタンコンポーネントをコミュニティページに追加します。たとえば、見つけやすいように
[ホーム] ページに追加します。
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2. プロパティエディタで、コミュニティで公開するグローバルアクションを追加し、変更を保存します。こ
れらのグローバルアクションは、内部 Salesforce 組織のパブリッシャーで使用されるものと同じです。[設定]
で、表示ラベル、レイアウト、および項目を設定できます。
ボタンにグローバルアクションのリストを関連付けると、ドロップダウンメニューのように動作します。コ
ミュニティメンバーがボタンからアクションを選択してクリックすると、新規レコードの作成フォームコン
ポーネントを使用する [新規作成] ページにリダイレクトされます。このページでは、クリックされたアクショ
ンに関連付けられているグローバルアクションレイアウトを動的に選択し、ページを読み込むときに適切なレ
コード項目を表示します。
次の点に留意してください。
• ボタンに追加できるグローバルアクションは最大 20 個です。
• コミュニティでは、取引先、ケース、取引先責任者、リード、商談、ToDo、行動、キャンペーン、キャン
ペーンメンバーの各オブジェクトとカスタムオブジェクトがサポートされます。
• カスタムページではレコード作成フォームコンポーネントを使用できません。

コミュニティメンバーがアクセス可能なレコードに対するアクションの増加
Napili のレコード詳細ページのレコードバナーおよびレコード関連リストから使用できるレコードアクション
が増えました。
メモ: この機能を使用するには、Napili テンプレートの Winter '16 以降のバージョンが必要です。
• レコードバナー: 必要な権限を持つコミュニティメンバーは、レコード詳細ページのレコードバナーからレ
コードをフォローしたり、オブジェクトに対して定義されたクイックアクション使用したりできます。こ
れまで、実行できるのはレコードの編集と削除のみでした。[設定] のオブジェクトページレイアウトでオ
ブジェクトごとにクイックアクションを定義し、それらのレイアウトをコミュニティユーザプロファイル
に割り当てることができます。クイックアクションは、Napili でサポートされるオブジェクトに対してのみ
追加することをお勧めします。
• 関連レコードリスト: ユーザは、関連レコードリストから行レベルアクション (編集、削除など) にアクセス
できるようになりました。これまで、関連レコードリストは、サポートされるオブジェクトの新規関連レ
コードの作成のみをサポートしていました。
メモ:
• カスタム Visualforce アクションはサポートされていません。
• コミュニティメンバーは、サポートされていないオブジェクトのレコード詳細にアクセスできませ
ん。そのため、コミュニティでのサポートされていないオブジェクトの使用は最小限にすることをお
勧めします。コミュニティで公開する各オブジェクトのページレイアウトを定義するときに、関連レ
コードリストとクイックアクションからサポートされていないオブジェクトを削除することを検討し
てください。
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新規追加および改善されたレコードリストコンポーネント
レコードリストコンポーネント (旧名称はレコードリストビュー) をフルレイアウトとコンパクトレイアウトで
使用できるようになったため、コミュニティのニーズに最適なレイアウトを選択できます。レコードリストコ
ンポーネントでは、取引先、ケース、取引先責任者、カスタムオブジェクトに加えて、グループ、リード、お
よび商談がサポートされるようになりました。レコードリストコンポーネントをコミュニティの任意のページ
に追加することもできます。
メモ: この機能を使用するには、Napili テンプレートの Spring '16 以降のバージョンが必要です。
レコードリストの作成時、使用するオブジェクトを選択します。オブジェクトを選択した後、[検索条件名] 項
目に使用可能な関連リストが自動的に入力されます。次の例は、フルレイアウトと [すべての取引先] 関連リス
トを使用する取引先オブジェクトのレコードリストを示しています。

コンパクトレイアウトは、幅の狭い列に短い情報リストを表示する場合や、モバイルデバイスにコミュニティ
を表示する場合に適しています。フルレイアウトを使用するページをモバイルデバイスで表示すると、ページ
は自動的にコンパクトレイアウトに切り替わります。
コミュニティのレコードリストコンポーネントのレイアウトを選択する場合、次の点に注意してください。
• コンパクトレイアウトは、任意のサイズの列で機能します。フルレイアウトの場合、少なくともページの
50% の列幅が使用されます。
• フルレイアウトを使用する場合は、ページのレコードリストコンポーネントの下にコンポーネントを配置
しないことをお勧めします。
– フルレイアウトの高さの最小値は 700 ピクセルです。フルレイアウトのレコードリストコンポーネント
の下にコンポーネントを配置すると、レコードリストコンポーネントと下のコンポーネントが重なる可
能性があります。
– フルレイアウトでは無限スクロールが使用されます。多くのレコードが含まれるオブジェクトを参照す
る場合、無限スクロールにより、レコードリストコンポーネントの下のコンポーネントが参照されなく
なる可能性があります。
• コンパクトレイアウトの最大項目数は 100 です。フルレイアウトのページあたりの最大数は 100 です。
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例: レコードリストコンポーネント (フルレイアウト) の例:

• リストビューを変更するには、メニュー (1) を使用します。
• レコードを作成するには、[新規] ボタン (2) を使用します。ユーザがレコード詳細を入力および保存で
きるウィンドウがポップアップします。
• リストビューを絞り込んだり、関連するグラフを表示したりするには、ボタン (3) を使用します。外部
コミュニティユーザには「リストビューの作成およびカスタマイズ」権限を割り当てることができな
いため、これらのユーザはリストビューを絞り込むことができません。
レコードリストコンポーネント (コンパクトレイアウト) の例:

レコード情報タブコンポーネントのタブのカスタマイズ
コミュニティのニーズに合わせて、レコード情報タブコンポーネントのタブを非表示にしたり配置変更したり
します。
メモ: この機能を使用するには、テンプレートの Winter '16 以降のバージョンが必要です。
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以前は、デフォルトで、レコード情報コンポーネントにレコード詳細、関連レコード、レコードに関連する
フィードの 3 つタブが決められた順序で表示されていました。タブの順序を変更できるようになり、コミュニ
ティで使用しないタブを非表示にすることも可能になりました。

最も必要とする場所でのレコード詳細の表示
Napili コミュニティでは、取引先、ケース、およびその他のレコードに関するすべての重要な情報が表示され
ます。レコード詳細コンポーネントをレコード詳細ページまたはカスタムページにドラッグするだけで、
Salesforce に保存されたレコード情報が入力されます。このコンポーネントは、最も情報を必要とするコミュニ
ティメンバー (パートナーなど) と情報共有する優れた手段です。
メモ: この機能を使用するには、テンプレートの Winter '16 以降のバージョンが必要です。
例: 次に、Salesforce Classic の取引先詳細ページの例を示します。

Napili コミュニティでは、同じ取引先情報が次のように表示されます。
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コミュニティページでの関連レコードデータの表示
コミュニティで関連レコードリストを共有し、その他のレコード詳細を除外する必要がある場合は、 カスタ
ムページでレコード関連リストコンポーネントを使用します。以前は、レコード情報タブコンポーネントを使
用して関連リストを表示することしかできず、関連リストにはレコード詳細とレコードフィードも含まれてい
ました。
メモ: この機能を使用するには、テンプレートの Winter '16 以降のバージョンが必要です。

Napili でサポートされるオブジェクトの増加
リードと商談をパートナーと共有する必要がありますか? 問題ありません。キャンペーンをコミュニティメン
バーと共有したいという要望が常にありましたか? それも可能になりました。Spring '16 で、多数の新しいオブ
ジェクトに対するサポートが追加されました。
• Campaign
• CampaignMember
• CollaborationGroup
• Lead
• Notes
• Opportunity
• OpportunityContactRole
• OpportunityLineItem
• OpportunityTeamMember
• ProcessInstanceHistory
• ProcessInstanceStep
• ProcessInstanceWorkitem
• User
以前は、Napili テンプレートでは Account、Case、Contact、Event、Task、およびカスタムオブジェクトがサポート
されていました。

レコードの参照項目
コミュニティメンバー (ゲストユーザを含む) がさらに多くのコミュニティデータを表示または編集できるよう
に、参照項目を Koa、Kokua、および Napili テンプレートに追加できます。セルフサービスのためにケースまた
はカスタマーサポートのデータにアクセスしたり、カスタマーサポートへの連絡コンポーネントを使用して
ケースを作成したりするコミュニティメンバーにとって、これは特に便利です。
ユーザにはページレイアウトの参照項目に対する権限が付与されており、その権限に基づいてデータにアクセ
スできます。参照項目は、カスタムオブジェクトと、Spring '16 より前に作成されたテンプレートベースのコ
ミュニティではサポートされません。ルックアップの [新規作成] オプションは、Napili テンプレートではサポー
トされず、外部ユーザ (ゲストユーザではない) のみがアセット参照項目にアクセスできます。
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コミュニティユーザのナビゲーションの改善
コミュニティのナビゲーションメニューが改善されました。ナビゲーションメニューでグループ、リード、お
よび商談がサポートされるようになりましたが、 それだけではありません。

その他の改善点を次に示します。
• 項目を上下にドラッグして、適切な順序でナビゲーションを表示できます (1)。
• コミュニティページのナビゲーション項目を作成するときは、すべてのコミュニティページのドロップダ
ウンメニューから簡単に選択することができます (2)。URL は自動的に入力されます。
• セキュリティが重視されていることを踏まえて、[一般公開] チェックボックスがデフォルトでオフになる
ように変更されました (3)。
• API を使用して、ナビゲーションメニューを管理します。API リリースノートの 「NavigationLinkSet」
および 「NavigationMenuItem」 を参照してください。

トピック、サブトピック、およびトピックカタログ
UI から直接サブトピックを追加して、より構造化された詳細なコミュニティナビゲーションを提供し、コミュ
ニティメンバーがすべてのコミュニティトピックをトピックカタログの一元化されたビューで表示できるよう
にすることなどができるようになりました。
このセクションの内容:
Napili コミュニティナビゲーション構造へのサブトピックの設定
ナビゲーショントピックに親-サブトピックリレーションを作成すると、Napili コミュニティ内でより詳細な
ナビゲーションパスを使用できます。[コミュニティ管理] ページの [ナビゲーショントピック] ノードでト
ピックおよびサブトピックを追加できます。これまでは、API を使用しないとサブトピックを作成できませ
んでした。
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トピックカタログでの整理されたコミュニティコンテンツの表示
親ナビゲーショントピックおよびサブトピックを使用して Napili コミュニティのコンテンツを整理した場
合、トピックカタログですべてのトピックとサブトピックの完全なリストを表示できます。メンバーは、
ナビゲーションメニューの [トピック] 領域で [トピックをさらに表示] リンクをクリックして、トピックカ
タログにアクセスできます。
トピックのおすすめによるメンバーのコンテンツ検出支援
コミュニティユーザが、トピックのおすすめを使用して、コミュニティでフォローされているトピックや
議論されているトピックを検出できるようになりました。
コミュニティでの記事の迅速な検索とトピックの適用
記事をトピックに関連付けるときに、[コミュニティ管理] の [記事の管理] ノードの検索バーを使用して、記
事をすばやく検索できます。

Napili コミュニティナビゲーション構造へのサブトピックの設定
ナビゲーショントピックに親-サブトピックリレーションを作成すると、Napili コミュニティ内でより詳細なナ
ビゲーションパスを使用できます。[コミュニティ管理] ページの [ナビゲーショントピック] ノードでトピック
およびサブトピックを追加できます。これまでは、API を使用しないとサブトピックを作成できませんでした。
Napili コミュニティテンプレートで設定できるナビゲーショントピックおよびサブトピックの最大数を次に示
します。
レベル

最大エントリ数

1 (親)

25

2 (サブトピック)

10

3 (サブトピック)

10

コミュニティの [トピックカタログ] でナビゲーションのすべての親トピックとサブトピックを参照できます。
例: [コミュニティ管理] の [ナビゲーショントピック] ノード。
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関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ナビゲーショントピックの設定

トピックカタログでの整理されたコミュニティコンテンツの表示
親ナビゲーショントピックおよびサブトピックを使用して Napili コミュニティのコンテンツを整理した場合、
トピックカタログですべてのトピックとサブトピックの完全なリストを表示できます。メンバーは、ナビゲー
ションメニューの [トピック] 領域で [トピックをさらに表示] リンクをクリックして、トピックカタログにアク
セスできます。
Napili コミュニティテンプレートで設定できるナビゲーショントピックおよびサブトピックの最大数を次に示
します。
レベル

最大エントリ数

1 (親)

25

2 (サブトピック)

10

3 (サブトピック)

10
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メモ: トピックカタログは、コミュニティのナビゲーショントピックを設定した後でのみ表示されます。
コミュニティにトピックカタログを追加するには、コミュニティビルダーのナビゲーションメニューを編集す
るときに [[トピックをさらに表示...] リンクを追加] チェックボックスをオンにします。

メモ: トピックカタログを使用するには、コミュニティが Napili テンプレートの Spring '16 以降のバージョ
ンを使用して作成されている必要があります。以前のバージョンのテンプレートを使用している場合は、
テンプレートを Spring '16 以降のバージョンに変更 (単なる更新ではない) する必要があります。現在のテ
ンプレートを維持する場合、別のテンプレートに切り替えてから現在のテンプレートに戻す必要があり
ます。たとえば、コミュニティに Napili テンプレートを使用しているとします。コミュニティのテンプ
レートを Koa や Kokua など別のテンプレートに切り替えてから、再度 Napili に切り替えて戻す必要がありま
す。
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例:

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティのテンプレートの更新
Salesforce ヘルプ: コミュニティテンプレートの変更
Salesforce ヘルプ: コミュニティテンプレートの変更に関する考慮事項

トピックのおすすめによるメンバーのコンテンツ検出支援
コミュニティユーザが、トピックのおすすめを使用して、コミュニティでフォローされているトピックや議論
されているトピックを検出できるようになりました。
多くのフォロワーがいるトピックや、いいね! の数が多い投稿に掲載されているトピックなど、人気のあるト
ピックがコミュニティユーザにおすすめとして表示されます。ホームページのウィジェットにおすすめトピッ
クが表示され、メンバーは各トピックをクリックして詳細を表示できます。
例:

トピックのおすすめは、Chatter REST API と Chatter in Apex でサポートされています。
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コミュニティでの記事の迅速な検索とトピックの適用
記事をトピックに関連付けるときに、[コミュニティ管理] の [記事の管理] ノードの検索バーを使用して、記事
をすばやく検索できます。
以前は、データカテゴリおよび特定のカテゴリを選択して、記事を検索する必要がありました。
例:

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 記事へのトピックの追加または記事からのトピックの削除

Lightning コンポーネントを使用した拡張可能な Aloha テンプレート
Aloha テンプレートは、Koa、Kokua、および Napili テンプレートと同様に完全に拡張可能になりました。事前設
定済みのテンプレート機能の範囲を超えて、ページの作成、アプリケーションランチャーやその他のコンポー
ネントのカスタマイズ、カスタムコンポーネントの追加、ナビゲーションの提供を行うことができます。コ
ミュニティでは、メンバーがアプリケーションランチャーでアプリケーションをドラッグして並び替えること
ができます。
メモ: この機能には、Spring '16 バージョンの Aloha テンプレートが必要です。

Aloha コミュニティでページを作成するには、ページマネージャで
をクリックします。いずれかの Aloha
ページをテンプレートとして使用することも、列を含む空白のページを作成することもできます。
他のテンプレートと同じように Lightning コンポーネントを操作します。コミュニティビルダーで Lightning コン
ポーネントのプロパティを追加、削除、または変更できます。
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Summer '16 (2016 年 5 月) で Lightning コンポーネントに対応していないテンプレートのサポートは終了するため、
できるだけ早く Aloha テンプレートをアップグレードすることを強くお勧めします。詳細は、「Spring '16 でコ
ミュニティテンプレートのアップグレードが必要な理由」を参照してください。
例: サポートされているコンポーネントとプロパティのリストが含まれるホームページのアプリケーショ
ンランチャーコンポーネントのサンプル設定を次に示します。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティのテンプレートの更新
Salesforce ヘルプ: コミュニティビルダーの概要

拡張されたランキング表によるエンゲージメントの向上
コミュニティのメンバーは、コミュニティ内での各自のランキングを知りたいと考えています。また、特定の
トピックに関して最も知識のあるユーザが誰なのかを把握する必要もあります。Napili テンプレートのランキ
ング表がカスタマイズ可能になりました。メンバーは、コミュニティ内の自分のランク、他のユーザの知識の
あるトピック、またはユーザが最後に有効になったタイミングを確認できます。
メンバーがランキング表に掲載されるために何が必要なのかがわかるように、カスタマイズ可能なテキストを
使用したヘルプアイコンを表示することもできます。
例:

278

Salesforce Spring '16 リリースノート

コミュニティテンプレート

ユーザのトピックとポイントを表示

ユーザのトピックと最後に有効になったタイミン
グを表示
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コミュニティユーザプロファイルページからの知識のあるメンバーの支持
コミュニティメンバーは、メンバーのユーザプロファイルページで [知識のある分野] ウィジェットを直接使用
して、エキスパートを評価できるようになりました。コミュニティで [知識のあるユーザ] を有効にすると、メ
ンバーはユーザプロファイルでお互いに直接支持できます。
コミュニティメンバーは、コミュニティに存在するトピックに対してお互いに支持できます。ユーザプロファ
イルページには、コミュニティメンバーが知識のあるすべてのトピックと、各トピックで受け取った支持数が
表示されます。
メモ: コミュニティメンバーは、自分自身を支持することはできません。
例: ユーザプロファイルの [知識のある分野] ウィジェット

画像や動画を使用したコミュニティの強化
リッチテキストコンポーネントが改良され、書式設定済みテキストで画像や埋め込み動画を追加できるように
なりました。また、ダイアログボックスのサイズを変更するオプションにより、使いやすさが大幅に向上しま
した。
メモ: Koa、Kokua、および Napili テンプレートの Winter '16 バージョンを使用しているコミュニティでは、
Spring '16 リリース直後から更新されたリッチテキストコンポーネントを使用できます。今回のリリースよ
り前に追加されたリッチテキストコンポーネントは、画像や動画をサポートしません。その他のすべて
のテンプレートバージョンについては、この機能を使用するためにテンプレートを Spring '16 に更新する
必要があります。
ページエディタで、[Lightning コンポーネント] タブの [コンテンツ] セクションから [リッチテキスト] コンポー
ネントをページにドラッグします。
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プロパティエディタを使用して、画像を追加 (1) したり、動画を埋め込むためのソースコードを挿入 (2) した
り、より多くのオプションにアクセスできるようにダイアログボックスを拡大 (3) したりできます。

例: YouTube などの動画を埋め込むには、[ソース] をクリックして埋め込みコードを追加します。また、
ダイアログボックスが最大化されている場合、

をクリックして、iframe 情報を追加できます。
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外部ユーザによるアカウントへの簡単なアクセス
外部ユーザが、コミュニティからアカウントに直接アクセスできるようになりました。[ユーザプロファイル
ヘッダー] メニューの [マイアカウント] リンクにより、ユーザはアカウントレコードに移動して、各自の情報
を表示および更新できます。これまで、外部ユーザにはコミュニティで簡単に自分のアカウントにアクセスす
る手段がありませんでした。
[マイアカウント] リンクは、Napili テンプレートを使用して作成されたコミュニティで使用できます。
メモ: [マイアカウント] リンクにアクセスする外部コミュニティメンバーには、レコード詳細ページの設
定に基づいて各自のアカウントの詳細が表示されます。
例:

コミュニティでのメールおよびパスワードの容易な変更
ユーザは、コミュニティの [私の設定] ページからメールアドレスおよびパスワードを直接変更できるようにな
りました。
ログインユーザの [私の設定] メニューには、[アカウント] セクションが表示されます。このメニューでは、内
部で Napili テンプレートの [ユーザ設定] コンポーネントが使用されるため、[ユーザ名] 項目、[メールアドレス]
項目、および [パスワードの変更] リンクが表示されます。メールアドレスとパスワードは編集可能ですが、
ユーザ名は変更できません。
例: [アカウント] セクションのある [私の設定] コンポーネント
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コミュニティビルダー
コミュニティビルダーを使用すれば、拡張されたページマネージャでページをさらに細かく制御できます。カ
スタムページレイアウトを取得したり、メンバーのページ読み込み環境やコンポーネントのエラー処理を改善
したりすることもできます。
このセクションの内容:
拡張されたページマネージャによるページ管理の簡易化
コミュニティビルダーでのページ管理がより一層簡単になりました。コミュニティ用に有効なページを選
択できるだけでなく、ページの作成や削除、ページバリエーションの追加、ページプロパティへのアクセ
スなどができるようになりました。
改善されたページ作成によるデータの最大限の活用
ページマネージャの機能強化の一環として、コミュニティのカスタムページの作成方法が改善されました。
また、Napili テンプレートでは、カスタムレコードリストとカスタム関連リストページを作成して、Salesforce
データを最大限に活用できるようになりました。
新しいレイアウトやカスタムレイアウトを使用したページの変更
いくつかの新しいレイアウトが追加され、コミュニティのページの外観をすばやく変更するのがより簡単
になりました。開発者コンソールで独自のカスタムレイアウトを作成し、それをインポートしてコミュニ
ティで使用することもできます。
[設定] からコミュニティビルダーへの直接アクセス
コミュニティビルダーベースのテンプレートで作成されたコミュニティは、[設定] の [すべてのコミュニ
ティ] ページからコミュニティビルダーに直接アクセスできるようになりました。以前よりも少ないクリッ
ク操作で、必要な場所に移動できます。
ページの <head> へのマークアップの追加によるコミュニティのカスタマイズ
コミュニティのページにカスタム分析を追加したい場合や、 SEO 結果を向上させるためにタグを含めたい
場合、 ページ <head> にアクセスすることで、それができるようになりました。
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Lightning コンポーネントのエラー処理の改善
コミュニティビルダーでは、不正な形式の URL や無効なコンポーネントなどの問題を、適切なエラーメッ
セージを表示することによって、的確に処理します。
ページ読み込みの操作性の拡張
コミュニティページが完全に読み込まれるまでページのゴーストバージョンが表示されるようになり、ペー
ジ読み込み時のコミュニティのユーザエクスペリエンスが向上しました。以前は、コミュニティユーザが
コミュニティページの読み込みを待っている間、空白のページが表示されていました。
デフォルトの Koa または Kokua ヘッダーの非表示またはカスタマイズ
Koa および Kokua テンプレートで独自のブランド設定とカスタムコンポーネントを使用できます。デフォル
トヘッダーを非表示にし、ヘッダーの上下にカスタマイズ可能な領域を使用して独自のコンポーネントを
追加できます。

拡張されたページマネージャによるページ管理の簡易化
コミュニティビルダーでのページ管理がより一層簡単になりました。コミュニティ用に有効なページを選択で
きるだけでなく、ページの作成や削除、ページバリエーションの追加、ページプロパティへのアクセスなどが
できるようになりました。
メモ: Koa、Kokua、および Napili テンプレートの Winter '16 バージョンを使用しているコミュニティでは、
Spring '16 リリース直後からこの機能を使用できます。その他のすべての場合は、この機能を使用するには
テンプレートを Spring '16 に更新する必要があります。
ページ関連のニーズがすべて一元化されました。
• ページ管理が [設定] 領域から新しい [ページマネージャ] 領域 (1) へ移動
• ページ作成 (2) およびページ削除 (3) がページエディタから移動
• ページは種類ごとにグループ化され (4)、簡単にページを選択してプロパティを確認可能 (5)
• 編集可能なページプロパティがページエディタの [プロパティエディタ] タブから移動 (5)
• SEO のための編集可能な [ページの説明] プロパティを含む (該当する場合)
• カスタムオブジェクトページのベース URL を追加。オブジェクトに関連するすべてのページ (レコードの詳
細、リスト、関連リスト) の URL を同時に変更できます。
• 別のページバリエーションを作成および管理するためのオプションが移動 (6)
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改善されたページ作成によるデータの最大限の活用
ページマネージャの機能強化の一環として、コミュニティのカスタムページの作成方法が改善されました。ま
た、Napili テンプレートでは、カスタムレコードリストとカスタム関連リストページを作成して、Salesforce デー
タを最大限に活用できるようになりました。
メモ: Napili、Koa、および Kokua テンプレートの Winter '16 バージョンを使用しているコミュニティでは、
Spring '16 リリース直後からこれらの変更を使用できます。その他のすべての場合は、テンプレートを Spring
'16 に更新する必要があります。カスタムオブジェクトページの作成がサポートされているのは Napili のみ
です。
最初に説明しておくことがあります。[新規ページ]ボタンはどこに行ったのかとお思いなら、新しいページマ
ネージャの更新された
ボタンを確認してください。ページマネージャには、ページ作成を含むすべての
ページ関連のものが配置されています。
次に、機能強化の主要部分を説明します。カスタムページを作成するときに気づく他の変更をいくつか見てみ
ましょう。
•

をクリックしたとき:
– 以前と同様に、レイアウトまたはテンプレートのページから空白の標準ページを作成できますが、ペー
ジの作成をより簡単にする見栄えの良い新しいレイアウトが追加されました。
– Napili テンプレートでは、Salesforce オブジェクトに関連するすべてのページ (レコードの詳細、リスト、
関連リスト) を作成できるようになりました。
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• 以前は、Napili テンプレートでレコードの詳細ページを作成するときに名前を追加していましたが、ページ
の作成後に名前を更新できるようになりました。オブジェクトに関連する各ページのプロパティにアクセ
スするには、[Salesforce オブジェクトページ] の下のオブジェクトを選択し、必要なタブをクリックします。

• Napili のカスタムオブジェクトページのベース URL を更新できます。これによって、すべてのオブジェクト
ページに共通の URL プレフィックスが付けられます。ただし、オブジェクトページの個別の URL は更新で
きません。
• [ページのバリエーション] セクションでもページを作成できます。

ページのバリエーション
[ページのバリエーション] セクションでは、選択したページの別のバージョンをすばやく作成できます。たと
えば、3 つの異なる [質問の詳細] ページを作成して、さまざまなレイアウトやスタイルを試すことができます。
一般的なページ作成とは異なり、新しいページは自動的に適切なデフォルトテンプレートページ (この例では
Napili の [質問の詳細] ページ) に基づいて作成され、いくつかの異なるレイアウトから選択できます。
メモ: ログインページと汎用レコードページの下でグループ化されているページや、ホームページまたは
エラーページにはページのバリエーションを追加できません。
ページバリエーションを作成するには、
には、

をクリックします。ページをプレビュー、編集、または削除する

をクリックします。
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新しいレイアウトやカスタムレイアウトを使用したページの変更
いくつかの新しいレイアウトが追加され、コミュニティのページの外観をすばやく変更するのがより簡単にな
りました。開発者コンソールで独自のカスタムレイアウトを作成し、それをインポートしてコミュニティで使
用することもできます。
メモ: Koa、Kokua、および Napili テンプレートの Winter '16 バージョンを使用しているコミュニティでは、
Spring '16 リリース直後からこの機能を使用できます。その他のすべての場合は、この機能を使用するには
テンプレートを Spring '16 に更新する必要があります。
ページエディタでページのレイアウトを変更するには、プロパティエディタの[レイアウトを変更]をクリック
します。

[レイアウトを変更] ダイアログボックスで、いくつかの新しいレイアウトから選択できます。カスタムレイア
ウトを追加した場合は、[カスタム] タブでそのレイアウトにアクセスできます。
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ヒント: デフォルトテンプレートページのレイアウトを変更した場合、元のレイアウトに戻すには [元に
戻す] をクリックします。これ以外に方法はありません。
カスタムレイアウトについての詳細は、『Lightning コンポーネント開発者ガイド』を参照してください。

[設定] からコミュニティビルダーへの直接アクセス
コミュニティビルダーベースのテンプレートで作成されたコミュニティは、[設定] の [すべてのコミュニティ]
ページからコミュニティビルダーに直接アクセスできるようになりました。以前よりも少ないクリック操作
で、必要な場所に移動できます。

ページの <head> へのマークアップの追加によるコミュニティのカスタマイズ
コミュニティのページにカスタム分析を追加したい場合や、 SEO 結果を向上させるためにタグを含めたい場
合、 ページ <head> にアクセスすることで、それができるようになりました。
メモ: Koa、Kokua、および Napili テンプレートの Winter '16 バージョンを使用しているコミュニティでは、
Spring '16 リリース直後からこの機能を使用できます。その他のすべての場合は、この機能を使用するには
テンプレートを Spring '16 に更新する必要があります。
たとえば、次のものを追加することによって、コミュニティのページをニーズに合わせてカスタマイズできま
す。
• Google Analytics™ などのカスタム分析コード
• 検索エンジンのみに参照される SEO メタタグ
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• 外部 JavaScript ファイルおよびサードパーティライブラリへの参照
• カスタム JavaScript ブロック
• お気に入りアイコンまたは Web ページアイコン
ページの <head> にアクセスするには、コミュニティビルダー の [設定] 領域の [詳細] セクションに移動し、
[ヘッドマークアップを編集] をクリックします。

カスタムマークアップを追加すると、コードはすべてのページの <head> に追加されます。
例: この例では、コミュニティのページにお気に入りアイコンを含めるための HTML を追加しています。

Lightning コンポーネントのエラー処理の改善
コミュニティビルダーでは、不正な形式の URL や無効なコンポーネントなどの問題を、適切なエラーメッセー
ジを表示することによって、的確に処理します。
メモ: Koa、Kokua、および Napili テンプレートの Winter '16 バージョンを使用しているコミュニティでは、
Spring '16 リリース直後からこの機能を使用できます。その他のすべての場合は、この機能を使用するには
テンプレートを Spring '16 に更新する必要があります。
URL のパラメータに問題が検出された場合:
• ページは読み込まれません。代わりにデフォルトのエラーページが表示されます。
• 応答には、SEO のために 404 エラーのフラグが付けられます。
コンポーネントのプロパティに問題が検出された場合:
• コミュニティビルダーのコンポーネントが、どこで問題が生じたかを説明する警告メッセージに置き換え
られます。
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• 公開コミュニティのビューまたは別個のタブでのプレビューでは、コンポーネントが非表示になります。
例: この例では、コンポーネントの Record ID プロパティの閉じ中括弧 ({!recordId) が欠落しているため
にエラーが発生しています。

ページ読み込みの操作性の拡張
コミュニティページが完全に読み込まれるまでページのゴーストバージョンが表示されるようになり、ページ
読み込み時のコミュニティのユーザエクスペリエンスが向上しました。以前は、コミュニティユーザがコミュ
ニティページの読み込みを待っている間、空白のページが表示されていました。
コミュニティビルダーの [設定] 領域の [ページの読み込み時に読み込みインジケータを表示] がデフォルトで有
効になります。ただし、ページヘッダーが高度にカスタマイズされていて、ゴーストバージョンがブラウザで
読み込まれる実際のバージョンと大きく異なる場合は、この機能を無効にできます。
例:

デフォルトの Koa または Kokua ヘッダーの非表示またはカスタマイズ
Koa および Kokua テンプレートで独自のブランド設定とカスタムコンポーネントを使用できます。デフォルト
ヘッダーを非表示にし、ヘッダーの上下にカスタマイズ可能な領域を使用して独自のコンポーネントを追加で
きます。
メモ: この機能を使用するには、コミュニティのテンプレートを Spring '16 バージョンに更新する必要があ
ります。
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コミュニティビルダーで、左にある
をクリックし、[全般] をクリックしてから [ヘッダー領域とナビゲー
ションを非表示] を選択します。このオプションを選択すると、コミュニティのすべてのページでデフォルト
のヘッダー画像、検索ボックス、コミュニティメニュー、およびユーザプロファイルナビゲーションメニュー
が非表示になります。
ヒント: ヘッダーを非表示にする場合は、非表示にした機能の一部をカスタムコンポーネントで置き換え
ることを検討してください。たとえば、カスタムナビゲーションメニューを作成して、デフォルトのコ
ミュニティナビゲーションを置き換えることができます。または、デフォルトのヘッダーの上と下にあ
る編集可能なヘッダー領域に言語ピッカーを追加できます。

コミュニティの設定
[コミュニティの設定] を Lightning Experience で使用できるようになりました。さらに、制限の引き上げ、2 要素
認証の設定の合理化、コミュニティでプラットフォームの暗号化を使用する機能の強化なども行われていま
す。
このセクションの内容:
Lightning Experience で使用可能になった [コミュニティ設定]
Lightning Experience の [設定] メニューでコミュニティの設定の有効化や変更を行えるようになりました。
Salesforce Communities 製品は Lightning Experience では完全にはサポートされていないため、コミュニティを作
成、管理、または使用するには、Salesforce Classic を使用する必要があります。
コミュニティの最大数が 50 に増加
Salesforce 組織で設定できるコミュニティの最大数が 50 に増加されました。この最大数は無条件に適用され
ます。以前のこの制限数は組織固有でした。
コミュニティの 2 要素認証の設定の合理化
ログインの 2 要素認証を設定するプロセスが簡略化されました。プロファイルポリシーとセッションの設
定を使用して、コミュニティメンバーがログイン時に 2 要素認証を行う必要があることを設定できます。
以前は、カスタムログインフローを作成する必要がありました。
ユーザによる暗号化データの参照
コミュニティでプラットフォームの暗号化を使用している場合、コミュニティユーザプロファイルに「暗
号化されたデータの参照」権限を付与できるようになりました。この権限があるユーザは、暗号化された
データをプレーンテキストとして参照できます。

Lightning Experience で使用可能になった [コミュニティ設定]
Lightning Experience の [設定] メニューでコミュニティの設定の有効化や変更を行えるようになりました。Salesforce
Communities 製品は Lightning Experience では完全にはサポートされていないため、コミュニティを作成、管理、
または使用するには、Salesforce Classic を使用する必要があります。
Lightning Experience でコミュニティの設定を有効化または変更するには、[設定] でコミュニティを検索します。
コミュニティの設定を有効化または表示するには、[コミュニティ設定] をクリックします。コミュニティのリ
ストを表示したり、新しいコミュニティの作成を開始したりするには、[すべてのコミュニティ] をクリックし
ます。
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メモ: コミュニティの作成を開始して、既存のコミュニティを管理するかコミュニティを表示するかを選
択すると、Lightning Experience から Salesforce Classic に移動します。
コミュニティのグローバルヘッダーは、Salesforce Classic でのみ使用できます。Lightning Experience を有効にして
いる場合、コミュニティのグローバルヘッダーが有効で Lightning Experience へのアクセス権があるユーザは、
スイッチャを使用して簡単に Salesforce Classic と新しいインターフェースを切り替えることができます。あなた
の名前 メニューの [Lightning Experience に切り替え] リンクを探してください。
Lightning Experience に切り替えるためのオプションを含むグローバルヘッダー:

コミュニティを使用しているが、グローバルヘッダーが有効になっていないユーザは、標準の あなたの名前
メニューを使用して、簡単に Lightning Experience に切り替えることができます。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

コミュニティの最大数が 50 に増加
Salesforce 組織で設定できるコミュニティの最大数が 50 に増加されました。この最大数は無条件に適用されま
す。以前のこの制限数は組織固有でした。
有効なコミュニティ、無効なコミュニティ、およびプレビューコミュニティ (Force.comサイトを含む) がこの制
限に対してカウントされます。
Spring '16 リリースにアップグレードしたすべての組織にこの新しい制限が適用されます。組織のこの制限を確
認するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「コミュニティ」と入力し、[すべてのコミュニティ] を選
択します。[コミュニティの最大数] 項目に 50 と表示されます。

コミュニティの 2 要素認証の設定の合理化
ログインの 2 要素認証を設定するプロセスが簡略化されました。プロファイルポリシーとセッションの設定を
使用して、コミュニティメンバーがログイン時に 2 要素認証を行う必要があることを設定できます。以前は、
カスタムログインフローを作成する必要がありました。
ユーザ名とパスワード、代理認証、SAML シングルサインオン、およびサードパーティ認証プロバイダ経由の
ソーシャルサインオンなどの、すべての Salesforce ユーザインターフェース認証方式がサポートされています。
特定のプロファイルに関連付けられたコミュニティメンバーが 2 要素認証を行う必要があるように設定するに
は、まず [ログインに必要なセッションセキュリティレベル] プロファイル設定を使用します。次に、組織の
セッションの設定で、特定のログイン方法にポリシーを適用するようにセッションセキュリティレベルを設定
します。
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デフォルトでは、ログイン時のセッションセキュリティ要件は、すべてのプロファイルで [なし] になってい
ます。プロファイルの [セッションの設定] を編集して要件を [高保証] に変更できます。この要件が設定され
たプロファイルユーザが、高保証ではなく標準レベルのセキュリティを許可するログイン方法 (ユーザ名とパ
スワードなど) でログインする場合、2 要素認証を使用した ID 検証が求められます。コミュニティメンバーの
認証が成功すると、コミュニティにログインします。
ログイン方法に関連付けるセキュリティレベルは、組織の [セッションの設定] で編集できます。
モバイルデバイスを使用するコミュニティメンバーは、Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションまたは
別の認証アプリケーションを使用して 2 要素認証を実行できます。プロファイルで [高保証] 要件が設定され
ていると、Salesforce Authenticator または別の認証アプリケーションがアカウントに接続済みでないプロファイル
ユーザは、ログインする前にアプリケーションを接続するよう求められます。アプリケーションを接続した
後、アプリケーションを使用して ID を検証するよう求められます。
例: Facebook および LinkedIn をコミュニティの認証プロバイダとして設定したとします。多くのコミュニ
ティメンバーは、Facebook または LinkedIn アカウントのユーザ名とパスワードを使用し、「ソーシャルサ
インオン」を使用してログインします。カスタマーコミュニティユーザプロファイルを持つユーザに対
して、Facebook アカウントを使用してログインする場合は 2 要素認証の使用を必須とするが、LinkedIn アカ
ウントを使用してログインする場合は必須としないようにして、セキュリティを強化するとします。こ
の場合、カスタマーコミュニティユーザプロファイルを編集して、[ログインに必要なセッションセキュリ
ティレベル] を [高保証] に設定します。組織のセッション設定で、セッションセキュリティレベルを編
集します。Facebook を [標準] 列に配置します。[高保証] 列に [2 要素認証] を配置します。また、LinkedIn も
[高保証] 列に配置します。
メモ: ログインフローを使用して、ユーザのセッションセキュリティレベルを変更し、特定の条件下
で ID 検証を開始することもできます。ログインフローにより、ビジネス要件を満たすカスタムの認
証後のプロセスを構築できます。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: シングルサインオン、ソーシャルサインオン、コミュニティに対する 2 要素認証ログイン
要件の設定
Salesforce ヘルプ: 2 要素認証

ユーザによる暗号化データの参照
コミュニティでプラットフォームの暗号化を使用している場合、コミュニティユーザプロファイルに「暗号化
されたデータの参照」権限を付与できるようになりました。この権限があるユーザは、暗号化されたデータを
プレーンテキストとして参照できます。
システム管理者は、暗号化可能なすべての標準項目とカスタム項目、およびファイルや添付ファイルを暗号化
できます。
従来の暗号化を使用している場合、暗号化されたカスタム項目のデータはマスクされたままです。
コミュニティ内で個人識別情報 (PII) を共有する場合は、コミュニティ固有の設定が適用されます。
ゲストユーザに「暗号化されたデータの参照」権限を割り当てることはできません。
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メモ: 組織に有効なポータルが含まれている場合、標準項目は暗号化できません。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: プラットフォームの暗号化

コミュニティ管理
コミュニティの管理がこれまでよりも簡単になりました。コミュニティファイル制限を設定できます。また、
コミュニティモデレーションですべてのフィード種別、キーワードリストの特殊文字、API などがサポートさ
れるようになりました。コミュニティのおすすめの管理性および柔軟性を向上させるために、おすすめの表示
場所を指定したり、特定の利用者を対象にしたりできるようになりました。
[コミュニティ管理]にアクセスするには、「コミュニティの管理」または「コミュニティの作成および設定」
権限が必要です。また、アクセスしようとする[コミュニティ管理]ページのコミュニティメンバーであること
も必要です。
このセクションの内容:
コミュニティで許可されるファイルのサイズおよび種類の制限
共通の敵であるスパム送信者に対処するために、コミュニティでファイルを詳細に制御できるようになり
ました。コミュニティメンバーがアップロードできるファイルのサイズおよび種類を制限できるようにな
りました。このファイルのホワイトリストにより、スパム送信者やコミュニティメンバーが不適切なファ
イルでコミュニティを汚染することを防止できます。
コミュニティモデレーションの制限の緩和
コミュニティのキーワード条件リストとモデレーションルールの最大数がそれぞれ 30 個になりました。こ
れまでは、キーワード条件リストとモデレーションルールの最大数はそれぞれ 10 個でした。
すべてのフィード種別に対応するモデレーションサポートの拡張
コミュニティへの不正侵入を防止するために、 コミュニティモデレーションを拡張して、すべてのフィー
ド種別をサポートするようにしました。コミュニティメンバーが投稿を作成するときに、アンケート、リ
ンク、およびファイル名などのすべてのフィード種別にモデレーションルールが適用されるようになりま
した。これにより、どのような侵入も回避できます。
モデレーションルールのユーザメッセージでのブロックされたキーワードの表示
コミュニティメンバーに常に情報が伝わるようにしましょう。コンテンツがモデレーションルールでブロッ
クされたときに、どの単語がブロックされたのかをコミュニティメンバーに通知できるようになりました。
モデレーションルールのユーザメッセージの翻訳
海外のコミュニティメンバーと簡単にやりとりできるようになりました。コンテンツをブロックするモデ
レーションルールのユーザメッセージを翻訳できるようになりました。
キーワードリストでの特殊文字とスペースのサポート
コミュニティでモデレートできるキーワードがさらに増加しました。ハイフン (-) などの特殊文字やスペー
スをキーワードに含めることができるようになりました。以前は、キーワードに文字、数字、およびアン
パサンド (&) しか使用できませんでした。
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API を使用したモデレーションルールの設定
メタデータ API または Tooling API を使用してコミュニティモデレーションルールを設定できるようになりま
した。
おすすめの対象コミュニティメンバー利用者の設定
新しいコミュニティメンバーによる利用者を作成するか、API を使用してカスタマイズした利用者メンバー
のリストを管理します。
おすすめの表示場所の制御
カスタムのおすすめをまとめてグループ化し、コミュニティのどこに表示するかを制御するには、チャネ
ルを使用します。

コミュニティで許可されるファイルのサイズおよび種類の制限
共通の敵であるスパム送信者に対処するために、コミュニティでファイルを詳細に制御できるようになりまし
た。コミュニティメンバーがアップロードできるファイルのサイズおよび種類を制限できるようになりまし
た。このファイルのホワイトリストにより、スパム送信者やコミュニティメンバーが不適切なファイルでコ
ミュニティを汚染することを防止できます。
コミュニティでファイルを制限する前に、組織でコミュニティファイルモデレーションを有効にする必要があ
ります。[コミュニティ管理] にファイルを制限するオプションがない場合は、Salesforce にお問い合わせくださ
い。
コミュニティファイル制限は、コミュニティのあらゆる場所 (投稿やコメント、[ファイル] タブ、またはSalesforce1)
でコミュニティメンバーがアップロードしたファイルに適用されます。SOAP API またはメタデータ API を使用
してコミュニティファイル制限を設定することもできます。
ファイル制限を設定する前にアップロードされたファイルは影響を受けません。ただし、それらのファイルの
新しいバージョンは、指定した制限を満たしている必要があります。
次の点に注意してください。
• ファイルは、コミュニティで設定したファイルのアップロード制限を満たしている必要があります。たと
えば、顧客がケースのファイルをアップロードした後に、エージェントが Salesforce 内部組織で新しいバー
ジョンをアップロードした場合、顧客のコミュニティの制限が引き続き適用されます。
• コミュニティで共有される内部 Salesforce 組織でアップロードされたファイルの場合、コミュニティファイ
ル制限は適用されません。
1. 次のいずれかの方法で、コミュニティ管理にアクセスします。
• コミュニティから、グローバルヘッダーの

をクリックします。

• [設定] から、[クイック検索] ボックスに「すべてのコミュニティ」と入力し、[すべてのコミュニティ]を
選択します。次に、コミュニティ名の横にある [管理] をクリックします。
2. [管理] > [個人設定] を選択し、ページの [ファイル] セクションに制限を入力します。
• 最大ファイルサイズ (MB) — 3 MB から組織の最大ファイルサイズまでの数値を入力します。デフォルト
の制限である 2 GB を使用するには、この項目を空にしておくか、「0」と入力します。
• これらのファイルの種類のみを許可 — ファイル拡張子をカンマで区切って入力します (例: jpg,docx,txt)。
小文字および大文字を入力できます。1,000 文字まで入力できます。すべてのファイルの種類を許可する
には、この項目を空にしておきます。
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3. [保存] をクリックします。
コミュニティのファイル制限を設定すると、ファイルが設定したサイズより大きいか、許可されていないファ
イル拡張子の場合にメンバーにエラーメッセージが表示されます。
メンバーが複数のファイルを同時にアップロードしようとしている場合、1 つのファイルが制限を満たしてい
ないと、すべてのファイルがアップロードされません。
例:

コミュニティモデレーションの制限の緩和
コミュニティのキーワード条件リストとモデレーションルールの最大数がそれぞれ 30 個になりました。これ
までは、キーワード条件リストとモデレーションルールの最大数はそれぞれ 10 個でした。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティモデレーションの制限

すべてのフィード種別に対応するモデレーションサポートの拡張
コミュニティへの不正侵入を防止するために、 コミュニティモデレーションを拡張して、すべてのフィード
種別をサポートするようにしました。コミュニティメンバーが投稿を作成するときに、アンケート、リンク、
およびファイル名などのすべてのフィード種別にモデレーションルールが適用されるようになりました。これ
により、どのような侵入も回避できます。

296

Salesforce Spring '16 リリースノート

コミュニティ管理

コミュニティにすでにモデレーションルールがある場合、それらのルールがすべてのフィード種別に適用され
ます。サポートは自動的に拡張されるため、モデレーションルールを更新する必要はありません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティのモデレーションルールの作成

モデレーションルールのユーザメッセージでのブロックされたキーワードの表
示
コミュニティメンバーに常に情報が伝わるようにしましょう。コンテンツがモデレーションルールでブロック
されたときに、どの単語がブロックされたのかをコミュニティメンバーに通知できるようになりました。
ユーザメッセージのブロックされた最大 5 個のキーワードを表示するには、メッセージに %BLOCKED_KEYWORD%
変数を含めます。カスタムメッセージを提供しない場合は、デフォルトでこの変数がメッセージに含まれま
す。
例: コンテンツがブロックされた場合にコミュニティメンバーが受信するデフォルトのメッセージ。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティのモデレーションルールの作成

モデレーションルールのユーザメッセージの翻訳
海外のコミュニティメンバーと簡単にやりとりできるようになりました。コンテンツをブロックするモデレー
ションルールのユーザメッセージを翻訳できるようになりました。
ユーザメッセージを翻訳するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「翻訳」と入力し、[翻訳] を選択し
ます。[モデレーションルール]設定コンポーネントを選択し、ルールが属するコミュニティを展開して、メッ
セージを翻訳します。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 翻訳用語の入力
Salesforce ヘルプ: コミュニティのモデレーションルールの作成

キーワードリストでの特殊文字とスペースのサポート
コミュニティでモデレートできるキーワードがさらに増加しました。ハイフン (-) などの特殊文字やスペース
をキーワードに含めることができるようになりました。以前は、キーワードに文字、数字、およびアンパサン
ド (&) しか使用できませんでした。

297

Salesforce Spring '16 リリースノート

コミュニティ管理

例: 特殊文字やスペースを使用して、同じ単語のさまざまなバリエーションをカバーできます。
bad-word
b a d w o r d
b@dword

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティのモデレーション条件の作成

API を使用したモデレーションルールの設定
メタデータ API または Tooling API を使用してコミュニティモデレーションルールを設定できるようになりまし
た。
詳細は、「メタデータ API - 新しい型」および「Tooling API - 新しいオブジェクト」の KeywordList と
ModerationRule を参照してください。

おすすめの対象コミュニティメンバー利用者の設定
新しいコミュニティメンバーによる利用者を作成するか、API を使用してカスタマイズした利用者メンバーの
リストを管理します。
1. 次のいずれかの方法で、コミュニティ管理にアクセスします。
• コミュニティから、グローバルヘッダーの

をクリックします。

• [設定] から、[クイック検索] ボックスに「すべてのコミュニティ」と入力し、[すべてのコミュニティ]を
選択します。次に、コミュニティ名の横にある [管理] をクリックします。
2. [おすすめ] > [利用者] を選択します。
3. [新規] をクリックします。
4. 次の項目に入力します。
• 名前 — [コミュニティ管理] で利用者の名前を入力します。
• 利用者種別
– ユーザがコミュニティメンバーになってからの期間に基づいて利用者を作成するには、[新規メン
バー] を選択します。
利用者メンバーが登録されてからの日数を入力します。
– 必要な条件に基づいて利用者を作成するには、[カスタムリスト] を選択します。
メモ: カスタムリストの利用者メンバーシップは、UI では管理できません。メンバーの追加と
削除は API で行います。
5. [保存] をクリックします。
作成した利用者は、おすすめを作成すると [利用者] ドロップダウンリストに表示されます。
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ヒント: 利用者を削除するには、[コミュニティ管理] で [おすすめ] > [利用者] をクリックし、利用者名を
クリックします。利用者の詳細の下部で、[削除]をクリックします。おすすめに関連付けられた利用者を
削除すると、おすすめが無効になり、利用者がデフォルト (すべてのコミュニティメンバー) に設定されま
す。

おすすめの表示場所の制御
カスタムのおすすめをまとめてグループ化し、コミュニティのどこに表示するかを制御するには、チャネルを
使用します。
[コミュニティ管理] で、[おすすめ] > [おすすめ]を選択します。既存のおすすめは、デフォルトチャネルにあり
ます。おすすめを作成する前に、デフォルトチャネルまたはいずれかのカスタムチャネルを選択します。
チャネルは、おすすめをグループ化する手段であるため、おすすめをコミュニティのどこに表示するのかを決
定できます。
デフォルトチャネル
デフォルトチャネルのおすすめは定義済みの場所 (Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションのフィー
ドや、Summer '15 以降のバージョンの Napili テンプレートを使用するコミュニティの [ホーム] ページおよび
[質問の詳細] ページなど) に表示されます。
カスタムチャネル
おすすめを表示するページを選択します。コミュニティビルダーで、おすすめを表示するページに [おすす
め] コンポーネントを追加します。プロパティエディタを使用して、おすすめのカスタムチャネルを指定し
ます。
カスタムチャネルを使用して、商品説明ページに特定のナレッジ記事をレビューするおすすめを表示し、
顧客に詳細情報を案内できます。
[利用者] ドロップダウンリストから利用者名を選択して、おすすめに利用者を割り当てることもできます。利
用者を作成していない場合、または利用者を選択していない場合、デフォルトではコミュニティのすべてのメ
ンバーがおすすめを取得します。
おすすめチャネルは、Chatter REST API と Chatter in Apex でサポートされます。

コミュニティレポートおよびダッシュボード
さあ、準備はよろしいでしょうか。すべてのロールベースの外部ユーザにレポートの作成および編集権限を付
与できるようになりました。新しいカスタムレポートタイプも追加されました。また、Wave ダッシュボード
を共有できます。
このセクションの内容:
すべてのロールベースの外部ユーザのレポート管理
レポートは皆様に愛用されています。今後は、ロールベースの外部ユーザもレポートツールを利用できる
ようになりました。コミュニティのすべてのロールベースの外部ユーザは、自分の個人フォルダで、また
は十分な権限がある場合は非公開の共有フォルダで、レポートを作成および編集できます。以前は、レポー
トを作成および編集できるのは、スーパーユーザアクセス権を持つロールベースの外部ユーザのみでした。
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ロールベースの外部ユーザに対するダッシュボードの更新制限の緩和
コミュニティのすべてのロールベースの外部ユーザが、組織あたり 1 日 1,000 回までダッシュボードを更新
できるようになりました。ダッシュボードは、「指定したユーザとして実行」または「ログインしたユー
ザとして実行」を使用して設定されている必要があります。以前は、スーパーユーザアクセス権限を持つ
外部ユーザしかダッシュボードを更新できず、1 日 100 回に制限されていました。
モデレーション、おすすめ、およびユーザプロファイル用の新規カスタムレポートタイプおよび項目
フラグ付きコンテンツ、ユーザプロファイル (写真あり/なし)、およびカスタムのおすすめの利用状況を追
跡するレポートをコミュニティで作成できるようになりました。
Wave Analytics のコミュニティとの共有 (正式リリース)
コミュニティメンバー向けの埋め込みのダッシュボードやパーソナライズされたダッシュボードを使用し
て、生産性の向上と活発なデータ駆動型の会話の促進を実現します。コミュニティ用の Wave Analytics を使
用すると、パートナーおよびカスタマーユーザは、コミュニティの Visualforce ページに埋め込まれた Wave
ダッシュボードの表示や探索を行うことができます。

すべてのロールベースの外部ユーザのレポート管理
レポートは皆様に愛用されています。今後は、ロールベースの外部ユーザもレポートツールを利用できるよう
になりました。コミュニティのすべてのロールベースの外部ユーザは、自分の個人フォルダで、または十分な
権限がある場合は非公開の共有フォルダで、レポートを作成および編集できます。以前は、レポートを作成お
よび編集できるのは、スーパーユーザアクセス権を持つロールベースの外部ユーザのみでした。
ロールベースの外部ユーザは、カスタマーコミュニティプラス、パートナーコミュニティなどのライセンスを
持つユーザです。カスタマーポータルや Gold Partner など、従来のロールベースのポータルライセンスも含まれ
ます。ロールベースの外部ユーザのプロファイルまたは権限セットを使用して、ロールベースの外部ユーザに
レポートの作成および編集権限を付与できます。必要な権限を付与されたユーザは、ドラッグアンドドロップ
型のレポートビルダーツールを使用できます。
ロールベースの外部ユーザにレポートの作成および編集を許可するには、「レポートの作成とカスタマイズ」、
「レポートビルダー」、および「私のレポートを編集」権限を有効にします。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティのレポートおよびダッシュボードの制限
Salesforce ヘルプ: 外部ユーザのレポート管理の設定 — レポートの作成と編集

ロールベースの外部ユーザに対するダッシュボードの更新制限の緩和
コミュニティのすべてのロールベースの外部ユーザが、組織あたり 1 日 1,000 回までダッシュボードを更新で
きるようになりました。ダッシュボードは、「指定したユーザとして実行」または「ログインしたユーザとし
て実行」を使用して設定されている必要があります。以前は、スーパーユーザアクセス権限を持つ外部ユーザ
しかダッシュボードを更新できず、1 日 100 回に制限されていました。
内部ユーザには更新制限がなく、スケジュール設定された自動更新はこの制限にカウントされません。
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モデレーション、おすすめ、およびユーザプロファイル用の新規カスタムレ
ポートタイプおよび項目
フラグ付きコンテンツ、ユーザプロファイル (写真あり/なし)、およびカスタムのおすすめの利用状況を追跡す
るレポートをコミュニティで作成できるようになりました。
次のオブジェクトを使用してカスタムレポートタイプを作成してから、レポートを作成します。
• [ネットワーク] > [ネットワークメンバー] ([ネットワークメンバー] の [プロファイル写真を設定済み] 項目
を使用)
• [ネットワーク] > [ネットワークモデレーション]
• [ネットワーク] > [おすすめ総計値]
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティ活動の追跡

Wave Analytics のコミュニティとの共有 (正式リリース)
コミュニティメンバー向けの埋め込みのダッシュボードやパーソナライズされ
たダッシュボードを使用して、生産性の向上と活発なデータ駆動型の会話の促
進を実現します。コミュニティ用の Wave Analytics を使用すると、パートナーお
よびカスタマーユーザは、コミュニティの Visualforce ページに埋め込まれた Wave
ダッシュボードの表示や探索を行うことができます。

エディション

組織の Wave Analytics 設定で、[コミュニティの Wave Analytics を有効化] を
選択します。Analytics Cloud - Wave コミュニティユーザ権限セットライセンス、お
よび「コミュニティページでの Wave Analytics の表示」権限を含む権限セットを
持つパートナーおよびカスタマーユーザは、埋め込みの Wave ダッシュボードを
表示できます。

有料オプションで Wave
Analytics を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

Wave Analytics を使用可能
なエディション: Developer
Edition

Wave アプリケーションまたはダッシュボードの [共有] を選択すると、アクセス
権が付与されます。コミュニティパートナーおよびカスタマーユーザには、Wave
Analytics への「参照のみ」アクセス権が付与されます。コミュニティから埋め込みのダッシュボードのドリル
インや探索を行うことができますが、Wave Analytics のそれ以外のすべての領域はアクセスできないままです。
セキュリティ述語により、データの表示を詳細に制御できます。
メモ: カスタマーコミュニティプラスまたはパートナーコミュニティライセンスを所有するユーザのみが
この機能を使用できます。この機能はコミュニティでサポートされますが、ポータルではサポートされ
ません。
Wave Analytics の埋め込みについての詳細は、「Wave Analytics ダッシュボードの Visualforce ページへの追加 」を参
照してください。
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コミュニティのインサイトおよび分析
AppExchange から、更新された Salesforce Communities Management パッケージをインストールすれば、すばらしい
手品をご覧になれます。組織で Lightning Experience を使用していなくても、[コミュニティ管理] ダッシュボード
がLightningダッシュボードとして表示されるようになりました。さらに、インサイトレポートも新しく改善さ
れました。
このセクションの内容:
[コミュニティ管理] の Lightning ダッシュボード
帽子からウサギを出すことはできませんが、Lightning ダッシュボードを [コミュニティ管理] に表示すること
はできます。Salesforce Classic ダッシュボードの場合でも、組織で Salesforce Classic を使用している場合でも、
[コミュニティ管理]のすべてのダッシュボードがLightningダッシュボードとして表示されるようになりまし
た。この刷新はマジックです。[コミュニティ管理] ホームページと対応付けられたダッシュボードページ
の新しいデザインを見てみましょう。
[コミュニティ管理] の新しい改善されたインサイト
新しい改善されたインサイトの概要 相対的な日付範囲やカスタム日付範囲で [コミュニティ管理] のインサ
イトレポートを絞り込んだり、昇順や降順で列を並び替えたりすることができるようになりました。また、
おすすめやユーザプロファイルの写真を容易に追跡できるようにする新しいインサイトを取得することも
できます。

[コミュニティ管理] の Lightning ダッシュボード
帽子からウサギを出すことはできませんが、Lightning ダッシュボードを [コミュニティ管理] に表示することは
できます。Salesforce Classic ダッシュボードの場合でも、組織で Salesforce Classic を使用している場合でも、[コミュ
ニティ管理] のすべてのダッシュボードが Lightning ダッシュボードとして表示されるようになりました。この
刷新はマジックです。[コミュニティ管理]ホームページと対応付けられたダッシュボードページの新しいデザ
インを見てみましょう。
ヒント: [コミュニティ管理] の Lightning 用に最適化された事前設定済みダッシュボードを取得するには、
Spring '16 バージョンの Salesforce Communities Management パッケージをインストールします。このパッケー
ジは、Spring '16 リリースの直後にAppExchangeでダウンロードできるようになります。このパッケージは、
Salesforce タブ + Visualforce、Koa、Kokua、Napili コミュニティで機能します。
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このマジックはどのように機能しますか?
[コミュニティ管理] のすべてのダッシュボードのデフォルト表示は、Salesforce Classic から Lightning Experience
に変更されました。使用しているダッシュボードの種類や、組織で使用しているインターフェースに関係
なく、[コミュニティ管理] のすべてのダッシュボードが Lightning ダッシュボードとして表示されます。
Lightning Experience では、Communities 製品はサポートされていません。ダッシュボードの刷新は、Lightning
の表示を活用しただけです。
AppExchange パッケージには、この Lightning の表示に最適化された事前設定済み Salesforce Classic ダッシュボー
ドが用意されています。わかりやすくするために、これらのダッシュボードを Lightning 用に最適化された
ダッシュボードと呼びます。各種ダッシュボードと、AppExchangeパッケージで提供されるダッシュボード
の詳細を次に示します。
• Salesforce Classic ダッシュボード — Salesforce Classic 組織で作成されます。
• Lightning Experience ダッシュボード — Lightning Experience 組織で作成されます (AppExchange パッケージでは
配布されません)。
• Lightning 用に最適化されたダッシュボード — Salesforce Classic 組織で作成されたものですが、Lightning の
表示で最適に表示されるように設定されています (AppExchange パッケージで提供)。
[コミュニティ管理] では、すべてのダッシュボードの種類がサポートされていますが、AppExchangeパッケー
ジで提供される、Lightning 用に最適化されたダッシュボードを使用することをお勧めします。
パッケージをインストールするとどうなりますか?
パッケージのインストール時にダッシュボードフォルダが組織にインストールされ、次のいずれかの状況
になります。
• ダッシュボードがすでに対応付けられている場合、Lightning 用に最適化された新しいダッシュボードを
使用するようにダッシュボードの対応付けを手動で更新する必要があります。
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• 初めてパッケージをインストールする場合、または[コミュニティ管理]に対応付けられたダッシュボー
ドがない場合、Lightning 用に最適化されたダッシュボードが自動的に対応付けられます。
実行すべき作業はありますか?
はい、あります。パッケージをインストールしたら、ダッシュボードの対応付けで Lightning 用に最適化さ
れた新しいダッシュボードが使用されていることを検証します。[コミュニティ管理]で、[ダッシュボード] >
[設定] ページに移動し、対応付けられたダッシュボードが Lightning Communities ダッシュボードフォルダの
ダッシュボードであることを確認します。
一部のブラウザでは Lightning ダッシュボードがサポートされていません。「Lightning Experience でサポート
されるブラウザ」を参照し、準備ができていることを確認します。
これらのダッシュボードをカスタマイズできますか?
もちろんできます。Salesforce 組織で、[ダッシュボード]タブをクリックして、リストからダッシュボードを
選択します。次の制限と考慮事項を確認します。
制限や考慮事項はありますか?
Salesforce Classic ダッシュボードが Lightning 用に最適化されたダッシュボードとして機能するには、次の要件
を満たしている必要があります。
• 3 つの列内に並び替えられた最大 20 個のレポートが含まれている
• じょうご、散布図、表形式、複数総計値、円、ゲージなどのサポートされていないグラフが含まれてい
ない
Lightning Experience で使用できないダッシュボード機能のリストについては、Salesforce ヘルプの 「レポー
トおよびダッシュボード: Lightning Experience にはない機能」を参照してください。
[コミュニティ管理] で以前に対応付けられた Salesforce Classic ダッシュボードを引き続き使用する場合、一部
のダッシュボード設計機能は Lightning の表示で最適に表示されないことをご理解ください。たとえば、総
計値レポートは大きいタイルとして表示されます。コミュニティマネージャのユーザエクスペリエンスが
向上するようにこれらのダッシュボードを編集することをお勧めします。ダッシュボードから総計値レポー
トを削除できます。
Lightning Experience を使用している組織の考慮事項:
• Lightning Experience で保存したダッシュボードは、Salesforce Classic では編集できません。このため、Lightning
Experience で Lightning 用に最適化されたダッシュボードを再作成することをお勧めします。
• パッケージで提供される、Lightning 用に最適化されたダッシュボードを使用できますが、より優れた
ダッシュボードを簡単に入手できます。組織で Lightning Experience を使用しているため、組織で Lightning
用に最適化されたダッシュボードを再作成し、Lightning Experience機能を最大限に活用できます。Lightning
Experience ダッシュボードを使用できる場合は、最適化されたダッシュボードを使用する必要はありませ
ん。Lightning Experience では、Communities 製品はサポートされていません。
Salesforce Classic を使用している組織の考慮事項:
上級ユーザが Lightning 用に最適化されたダッシュボードではなく、Lightning Experience ダッシュボードを使
用する場合、次の回避策を実行できます。まず、Lightning Experience が有効になっている Developer Edition 組
織で Lightning Experience ダッシュボードを作成します。次に、そのダッシュボードを未管理パッケージとし
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てリリースするか、[ダッシュボードの設定] ノードを使用して設定します。これらのダッシュボードを更
新するには、更新を含むパッケージを再リリースします。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ダッシュボードおよびインサイトパッケージを使用したコミュニティのレポート
Salesforce ヘルプ: コミュニティマネージャのダッシュボードの有効化および対応付け

[コミュニティ管理] の新しい改善されたインサイト
新しい改善されたインサイトの概要 相対的な日付範囲やカスタム日付範囲で [コミュニティ管理] のインサイ
トレポートを絞り込んだり、昇順や降順で列を並び替えたりすることができるようになりました。また、おす
すめやユーザプロファイルの写真を容易に追跡できるようにする新しいインサイトを取得することもできま
す。
インサイトレポートの絞り込みおよび並び替え
[常時]、[今週] などの定義済み相対日付検索条件を使用するか、[カスタム] を使用して独自の日付範囲を指
定します。
列でレポートを並び替える場合、レポートの並び替え順 (昇順または降順) が矢印で示されます。

推奨事項およびユーザプロファイルの写真のインサイト
コミュニティのおすすめやユーザプロファイルの写真の定義済みインサイトレポートを取得するには、
Spring '16 バージョンの Salesforce Communities Management パッケージをインストールします。コミュニティの
カスタムのおすすめを追跡して、その使用頻度を確認できます。プロファイル写真のないメンバーの投稿
やコメントを追跡することもできます。
ヒント: Salesforce Communities Management パッケージは、Spring '16 リリースの直後に AppExchange でダウ
ンロードできるようになります。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: [コミュニティ管理] でのインサイトの表示とカスタマイズ
Salesforce ヘルプ: ダッシュボードおよびインサイトパッケージを使用したコミュニティのレポート
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コミュニティのその他の変更
コミュニティへのその他の重要な変更は、制限の緩和、カスタマーコミュニティライセンスを持つユーザの
[メモと添付ファイル] へのアクセス、ゲストユーザに対するより堅牢な項目レベルセキュリティ、および大規
模なコミュニティグループのメールの送信方法の変更などです。
このセクションの内容:
ファイルまたはリンクが含まれる投稿の編集
素晴らしいコミュニティ投稿を作成した上素敵な写真まで添付したのに、適切な人に @メンションするの
を忘れてしまったとします。これまで、ファイルまたはリンクが含まれる投稿を更新するにはコメントを
使用する必要がありました。元の投稿を編集できるようになりました。これは便利です。
カスタマーコミュニティのユーザ制限の緩和
急成長するコミュニティに朗報です。カスタマーコミュニティのユーザ数の上限が 1,000万人になりまし
た。以前の最大ユーザ数は 700 万人でした。
カスタマーコミュニティライセンスで取引先および取引先責任者のメモと添付ファイルにアクセス可能
カスタマーコミュニティライセンスを持つユーザは、メモ取りツールを使用して取引先および取引先責任
者のメモと添付ファイルにアクセスできるようになりました。以前は、このアクセスがブロックされてい
ました。メモと添付ファイルの公開または非公開を指定できるので、カスタマーコミュニティライセンス
を持つユーザが、サポートされていないデータを参照する心配はありません。
大規模なコミュニティグループのすべての投稿でのメールの受信
以前のコミュニティでは、グループのメンバーが 10,000 人を超えると、[すべての投稿でメール送信] オプ
ションが無効になっていました。10,000 人を超えるグループメンバーがグループでこの設定を選択するまで
[すべての投稿でメール送信] が無効にならなくなりました。
Employee Communities で取引先、ケース、取引先責任者、ドキュメントに対して行える操作の増大
Company Community ユーザライセンスで、取引先、ケース、取引先責任者、ドキュメントなどに対する作
成、参照、編集、削除アクセス権が付与されるようになりました。
ゲストユーザに対する堅牢な項目レベルセキュリティ
これまでは、参照のみ項目に項目レベルセキュリティが適用されていなかったため、ゲストユーザがデー
タを入力することができました。

ファイルまたはリンクが含まれる投稿の編集
素晴らしいコミュニティ投稿を作成した上素敵な写真まで添付したのに、適切な人に @メンションするのを忘
れてしまったとします。これまで、ファイルまたはリンクが含まれる投稿を更新するにはコメントを使用する
必要がありました。元の投稿を編集できるようになりました。これは便利です。
この機能は、Napili テンプレートを使用して作成されたコミュニティで使用できます。
例: 添付ファイルが含まれる投稿を編集します。
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カスタマーコミュニティのユーザ制限の緩和
急成長するコミュニティに朗報です。カスタマーコミュニティのユーザ数の上限が 1,000万人になりました。
以前の最大ユーザ数は 700 万人でした。
ユーザ数が 1,000 万人を超えるコミュニティの場合は、Salesforce にお問い合わせください。

カスタマーコミュニティライセンスで取引先および取引先責任者のメモと添付
ファイルにアクセス可能
カスタマーコミュニティライセンスを持つユーザは、メモ取りツールを使用して取引先および取引先責任者の
メモと添付ファイルにアクセスできるようになりました。以前は、このアクセスがブロックされていました。
メモと添付ファイルの公開または非公開を指定できるので、カスタマーコミュニティライセンスを持つユーザ
が、サポートされていないデータを参照する心配はありません。
メモ: このアクセスを有効にするには、Salesforce にお問い合わせください。
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Spring '16 リリースの後に作成された組織は、このアクセス権をデフォルトで取得します。アクセスが有効にな
ると、ユーザはポータルの UI ではなくコミュニティや API でメモと添付ファイルにアクセスできます。新しい
メモ機能へのアクセス権は含まれていません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 「メモ」と従来のメモ取りツールの違いは?

大規模なコミュニティグループのすべての投稿でのメールの受信
以前のコミュニティでは、グループのメンバーが 10,000 人を超えると、[すべての投稿でメール送信] オプショ
ンが無効になっていました。10,000 人を超えるグループメンバーがグループでこの設定を選択するまで [すべ
ての投稿でメール送信] が無効にならなくなりました。
[すべての投稿でメール送信] がすでに無効になっている大規模なコミュニティグループの場合、これが設定さ

れているメンバーは自動的に [毎日のダイジェスト] に切り替わります。大規模なグループのメンバーがすべ
ての投稿でメールを受信できるようにするには、そのメンバーをグループのページの [私宛てにメール送信...]
ドロップダウンに設定します。

Employee Communities で取引先、ケース、取引先責任者、ドキュメントに対し
て行える操作の増大
Company Community ユーザライセンスで、取引先、ケース、取引先責任者、ドキュメントなどに対する作成、
参照、編集、削除アクセス権が付与されるようになりました。
重要: Company Community ユーザライセンスおよび Company Community Force.com 権限セットライセンスは、
2016 年 3 月 23 日から更新が開始され、付与されるアクセス権が増大します。詳細は以下を参照してくだ
さい。
これまで、Employee Community ライセンスを有するユーザには、取引先責任者と取引先に対する参照アクセス
権と、ケースとドキュメントに対する作成および参照アクセス権しかありませんでした。Spring '16 からは、こ
れらのすべてのオブジェクトを参照、作成、編集、削除できるようになります。従業員コミュニティで使用頻
度が高いこれらのオブジェクトに対して実行可能なアクションが拡大されることで、次のようなメリットがあ
ります。
• 従業員が、各自のケースに対してより多くの操作を実行できる。
• マネージャが、外出中の直属部下のケースを進めることができる。
• 従業員同士が、お互いのケースを作成、参照、コメントできる。
アクセス権が増えれば、キュー内のチケットの処理が迅速化され、サービスセンターの負担が軽減されて、コ
ラボレーションしやすくなります。ユーザの種別によってアクセス権をカスタマイズすることも可能になりま
した。それが可能になりました。
ユーザプロファイルでのアクセス権のカスタマイズ
ユーザプロファイルを管理するときに、[標準オブジェクト権限] セクションでオブジェクトに対するアク
セス権をカスタマイズします。デフォルトで、取引先、ケース、取引先責任者、ドキュメントに対する参
照、作成、編集、削除アクションが有効になりました。
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ユーザプロファイルでのタブ設定のカスタマイズ
[取引先]、[ケース]、[取引先責任者]、[ドキュメント]の各タブはデフォルトで非表示になっています。これ
らのタブをユーザが使用可能にするには、タブを [デフォルトで表示] または [デフォルトで非表示] に設定
します。[デフォルトで表示] は、タブがユーザに表示されることを意味します。[デフォルトで非表示] は、
ユーザが [すべてのタブ] のタブにアクセスでき、そのタブをタブセットに追加できることを意味します。

2016 年 3 月 23 日から更新開始
メモ: Company Community ユーザライセンスおよび Company Community Force.com 権限セットライセンスは、
2016 年 3 月 23 日から更新が開始されます。
Company Community ユーザライセンスの追加権限
2016 年 3 月 23 日から、Company Community ユーザライセンスを有するユーザは、従業員コミュニティ内の権
限が拡張され、たとえば納入商品、転送トピック、作業指示にアクセスできるようになります。ユーザは、
新しい Lightning Experience ユーザライセンスを有効または無効にできる他、サイト管理権限やレポート権限
も拡張されます。
重要: このライセンスのある新規および既存のすべての組織がこの変更の影響を受けます。オブジェ
クト権限の更新は、Company Communityユーザライセンスに関連付けられた標準プロファイルを使用す
る従業員コミュニティユーザにただちに表示されます。これらの権限へのアクセスを制御および制限
するには、カスタムプロファイルを作成し、必要に応じてこれらの権限へのアクセスを有効または無
効にします。
標準プロファイルを使用するユーザについては、次の権限が自動的に有効になります。
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表 1 : 標準オブジェクト権限
作成

参照

編集

削除

すべて表示

すべて変更

*

*

取引先責任者

*

*

ドキュメント

*

*

取引先
納入商品
ケース

転送トピック
作業指示

*

「すべてのデータの参照」および「すべてのデータの編集」権限 (使用可能な場合) は、標準プロファイル
でもシステム管理者が有効にする必要があります。
次のユーザ権限はCompany Communityライセンスのあるユーザが使用でき、デフォルトで無効になっていま
す。ユーザがこれらの権限を表示するためには、システム管理者が有効にする必要があります。
表 2 : 使用可能なユーザ権限
ユーザ権限

説明

Lightning Experience ユーザ

Salesforce Lightning Experience にアクセスします。この
権限を持つユーザは、このユーザインターフェース
を個別に有効または無効にできます。
メモ: このユーザ権限は、デフォルトで有効に
なっています。

私のレポートを編集

共有フォルダでユーザ自身のレポートを編集、移
動、保存、削除します。

公開レポートの参照

他のユーザの個人フォルダを含まない公開フォルダ
のレポートを表示してアクセスします。

公開レポートの編集

公開レポートを作成、編集、および削除します。

レポートフォルダを作成

共有権限で許可されている場合、レポートフォルダ
を作成してそれらのフォルダを管理します。

公開フォルダのレポートを管理

レポートを作成、編集、および削除し、すべての公
開フォルダでその共有を管理します。

私のチームのダッシュボードの参照

ロール階層で自分より下位のユーザが所有するダッ
シュボードを参照します。

公開ドキュメントの編集

公開ドキュメントのフォルダを作成、編集、および
削除します。
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Chatter: ブロードキャストグループ、バナー写真、その
他の投稿の編集

ユーザ権限

説明

公開リストビューの編集

公開リストビューを作成、編集、および削除しま
す。

Identity 機能を使用

Identity 機能 (アプリケーションランチャーなど) への
アクセス権をユーザに付与します。

カスタムオブジェクトのインポート

データインポートウィザードを使用したカスタムオ
ブジェクトのインポートをシステム管理者以外の
ユーザに許可します。

個人データのインポート

非公開の取引先と取引先責任者をインポートしま
す。

Company Community 権限セットライセンスの追加権限
Company Community for Force.com 権限セットライセンスが大幅に更新され、取引先、取引先責任者、ケース、
ドキュメントに対する参照、作成、編集、削除アクセス権など Company Community ユーザライセンスに付随
する権限の大半が付与されるようになりました。この更新により、組織は、Salesforce Platform または Force.com
アプリケーションサブスクリプションライセンスを持つユーザに、Company Community 権限セットライセン
スを割り当てることができ、従業員コミュニティでの従業員のコラボレーションや生産性が向上します。
このライセンスのある新規および既存のすべての組織がこの変更の影響を受けます。ユーザが変更を確認
するためには、システム管理者が権限セットの権限を有効にして、その権限セットをユーザに割り当てる
必要があります。

ゲストユーザに対する堅牢な項目レベルセキュリティ
これまでは、参照のみ項目に項目レベルセキュリティが適用されていなかったため、ゲストユーザがデータを
入力することができました。
Spring '16 からは、ケースの作成にゲストユーザライセンスを使用する場合、項目レベルセキュリティを設定す
る必要があります。

Chatter: ブロードキャストグループ、バナー写真、その他の投稿
の編集
ブロードキャストグループを作成し、ユーザおよびグループのバナー写真を楽しみ、ファイルやリンクを含む
投稿を編集します。さらに、グループ、ユーザプロファイル、フィード、個人のダイジェストメールが改善さ
れました。
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このセクションの内容:
グループ
新しいグループのエンゲージメントレポートで、ブロードキャストグループの作成、コミュニティへのグ
ループの追加、およびグループメンバー活動の確認を行います。Lightning Experience のグループで、カスタ
ムバナー画像および顧客グループがサポートされるようになりました。
ユーザプロファイル
プロファイルにバナー写真をアップロードしたり、[人] ページで相手の写真を確認したり、円形トリミン
グツールで自分の写真を編集したりします。
フィード
ファイルやリンクを含む投稿を編集したり、人にメンションするときに関連性の高い提案を表示したり、
Lightning Experience で簡単にフィードを更新したりします。
ダイジェストメール
再設計および再編成された、モバイルで使いやすい個人ダイジェストを取得します。
Chatter Messenger: Spring '17 で廃止
残念ながら、Chatter Messenger は Spring '17 をもって廃止されます。長年にわたり、同僚とのインスタントメッ
セージを忠実にやり取りしてくれていましたが、引退のときがやってきました。温かく見送りましょう。
Chatter デスクトップ: Spring '17 で廃止
Chatter デスクトップは Spring '17 をもって廃止されます。Spring '17 以降は第一線を退き、Chatter Messenger と
ともにのんびりと余生を送る予定になっています。
Chatter デスクトップ: バージョン 3.2.3 のリリース
2016 年 3 月 4 日に Chatter デスクトップのバージョン 3.2.3 がリリースされました。このバージョンにはイン
ストーラ証明書の更新が含まれます。
Files
Salesforce Files は、成長して自立しました。Files は Chatter のオン/オフに関係なく機能するようになったため、
固有のセクションに移動しました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できま
す。

グループ
新しいグループのエンゲージメントレポートで、ブロードキャストグループの作成、コミュニティへのグルー
プの追加、およびグループメンバー活動の確認を行います。Lightning Experience のグループで、カスタムバナー
画像および顧客グループがサポートされるようになりました。
このセクションの内容:
ブロードキャストグループによる的を絞ったディスカッションの維持 — 正式リリース
ブロードキャストグループとは、公開グループ、非公開グループ、リストに記載しないグループの特殊な
種別で、グループ所有者とグループマネージャのみが投稿を作成できます。グループメンバーは投稿に返
答できます。1 人のユーザまたは一連のユーザが大規模なユーザグループと情報を定期的に共有する必要が
ある場合に、ブロードキャストグループを作成することをお勧めします。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。
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バナー画像でグループに色彩や遊び心を追加
グループのバナーを独自の画像で更新し、グループページに会社のブランド設定を含めたり、色彩や遊び
心を加えたりします。これまで Lightning Experience では、公開グループ、非公開グループ、リストに記載し
ないグループのそれぞれにカスタマイズできないバナー画像が使用されていました。この機能は、Lightning
Experience でのみ使用できます。
Lightning Experience での顧客グループのサポート開始
顧客を許可するグループを作成して、Lightning Experience のこれらのグループに顧客を追加します。この機
能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
グループレポートでのグループメンバー活動の監視
各グループからリンクされた便利なレポートでグループメンバーのエンゲージメントを確認します。各グ
ループの 1 つのビューでメンバー、投稿、コメント、いいね!、質問、回答済みの質問の数が表示されます。
この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
グループの増加に伴うコラボレーションの増大
ユーザが参加および作成できるグループ数が増えたため、会社全体でより多くのコラボレーションが可能
になりました。個人ユーザは最大 300 のグループのメンバーになることができます。各 Salesforce 組織には
最大 30,000 のグループを含めることができます。アーカイブ済みグループは、個人および組織レベルのグ
ループの制限にカウントされません。この機能強化は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1
モバイルアプリケーションで使用できます。
Napili コミュニティでのグループのサポート
標準のページやコンポーネントを使用して、最低限の設定で Napili コミュニティにグループを追加します。
この機能を使用するには、Napili テンプレートの Winter '16 または Spring '16 バージョンが必要です。この機能
は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
グループで許可されていないカスタムオブジェクトのグループ内でのレコード作成
権限のあるユーザは、カスタムオブジェクト設定でその種別のカスタムオブジェクトレコードがグループ
で許可されていない場合でも、グループパブリッシャーを使用してそのレコードをグループ内で作成でき
るようになりました。これにより、ユーザは任意の場所 (グループコンテキストなど) からレコードを作成
できるようになり、利便性が向上します。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1
モバイルアプリケーションで使用できます。
グループへのお知らせのメール通知の送信 (ベータ)
グループ所有者およびグループマネージャは、メール通知設定に関係なく、すべてのグループメンバーに
グループへのお知らせのメール通知を送信できるようになりました。これまでは、投稿ごとに通知される
ように選択したグループメンバーにのみグループへのお知らせのメール通知が送信されていました。この
機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションで使用できます。

ブロードキャストグループによる的を絞ったディスカッションの維持 — 正式
リリース
ブロードキャストグループとは、公開グループ、非公開グループ、リストに記載しないグループの特殊な種別
で、グループ所有者とグループマネージャのみが投稿を作成できます。グループメンバーは投稿に返答できま
す。1 人のユーザまたは一連のユーザが大規模なユーザグループと情報を定期的に共有する必要がある場合
に、ブロードキャストグループを作成することをお勧めします。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。
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ブロードキャストグループを作成するには、公開グループ、非公開グループ、リストに記載しないグループの
グループ設定に移動して、[ブロードキャストのみ] を選択します。投稿できるユーザを制限することで、グ
ループ所有者とグループマネージャがトピックから主題から外れた投稿を抑え、的を絞った適切なグループ
ディスカッションを維持できます。
例: ブロードキャストグループの作成を検討できるシナリオを次に示します。
• 会社のエグゼクティブリーダーからの組織全体の更新
• 会社の人事部からのポリシーの変更
• 大規模なイベントや社内会議の主催者からのイベントの更新
• Salesforce システム管理者などの主要な IT 担当者からの重要なアクションアラート

314

Salesforce Spring '16 リリースノート

グループ

ブロードキャストグループは、Chatter REST API でサポートされています。

関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

バナー画像でグループに色彩や遊び心を追加
グループのバナーを独自の画像で更新し、グループページに会社のブランド設定を含めたり、色彩や遊び心を
加えたりします。これまで Lightning Experience では、公開グループ、非公開グループ、リストに記載しないグ
ループのそれぞれにカスタマイズできないバナー画像が使用されていました。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。
グループのバナーを更新するには、画像の右上にあるカメラアイコンをクリックします。最良の結果を得るに
は、1280×300 ピクセル以上で、サイズが 8 MB 未満のパノラマ画像を使用します。カスタムのバナー画像を削
除して、グループの種別に関連付けられたデフォルトのバナー画像に戻すこともできます。
例: グループの更新されたバナー画像。

グループのバナー画像は、Chatter REST API および Chatter in Apex でサポートされています。

関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

Lightning Experience での顧客グループのサポート開始
顧客を許可するグループを作成して、Lightning Experience のこれらのグループに顧客を追加します。この機能
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
以前は、この機能が Salesforce Classic のみでサポートされていました。
グループに顧客を許可するには、まず非公開グループを作成してから、グループ設定で[顧客を許可]を選択し
ます。[メンバーの追加]アクションを使用して、カスタマーユーザをメンバーとして追加します。[メンバーの
追加] アクションが表示されない場合は、グループパブリッシャーレイアウトにこのアクションが含まれてい
ることを確認します。
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メモ: レイアウトにこのアクションがあるだけでは、グループ所有者とグループマネージャがメールアド
レスを使用して顧客をグループに招待することはできません。顧客グループに追加するためには、顧客
が Salesforce 組織にユーザとして存在している必要があります。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

グループレポートでのグループメンバー活動の監視
各グループからリンクされた便利なレポートでグループメンバーのエンゲージメントを確認します。各グルー
プの 1 つのビューでメンバー、投稿、コメント、いいね!、質問、回答済みの質問の数が表示されます。この機
能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
権限があれば誰でもグループのエンゲージメントレポートを表示できます。グループ所有者、グループマネー
ジャ、および権限のあるその他のユーザ (「すべてのデータの編集」および「「リストに記載しない」グルー
プを管理」のあるユーザなど) は、グループ写真の下にある [グループレポートを表示] をクリックしてこのレ
ポートにすばやくアクセスできます。
例: グループレポートの例

グループの増加に伴うコラボレーションの増大
ユーザが参加および作成できるグループ数が増えたため、会社全体でより多くのコラボレーションが可能にな
りました。個人ユーザは最大 300 のグループのメンバーになることができます。各 Salesforce 組織には最大 30,000
のグループを含めることができます。アーカイブ済みグループは、個人および組織レベルのグループの制限に
カウントされません。この機能強化は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリ
ケーションで使用できます。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
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Napili コミュニティでのグループのサポート
標準のページやコンポーネントを使用して、最低限の設定で Napili コミュニティにグループを追加します。こ
の機能を使用するには、Napili テンプレートの Winter '16 または Spring '16 バージョンが必要です。この機能は、
Salesforce Classic でのみ使用できます。
詳細は、「Napili コミュニティへのグループの追加によるコラボレーションの促進」を参照してください。

グループで許可されていないカスタムオブジェクトのグループ内でのレコード
作成
権限のあるユーザは、カスタムオブジェクト設定でその種別のカスタムオブジェクトレコードがグループで許
可されていない場合でも、グループパブリッシャーを使用してそのレコードをグループ内で作成できるように
なりました。これにより、ユーザは任意の場所 (グループコンテキストなど) からレコードを作成できるように
なり、利便性が向上します。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプ
リケーションで使用できます。
カスタムオブジェクト定義の [Chatter グループ内で許可] 設定により、そのオブジェクトのレコードがグルー
プで許可されるかどうかが制御されます。これまでは、このチェックボックスがオフになっていると、ユーザ
はその種別のレコードをグループ内で作成できませんでした。権限のあるユーザは、そのオブジェクト種別の
レコードをグループパブリッシャーから作成できるようになりましたが、レコードはグループに関連付けられ
ず、グループレコードのリストには含まれません。これにより、グループコンテキストが拡張され、レコード
とグループ間のリレーションを作成することなく、より多くのレコードを作成できます。
カスタムオブジェクトレコードを作成するには、グループにアクセスして、その種別のレコードを作成する権
限がユーザに割り当てられている必要があります。また、システム管理者は、レコードを作成するパブリッ
シャーアクションをグループパブリッシャーレイアウトに追加する必要があります。

グループへのお知らせのメール通知の送信 (ベータ)
グループ所有者およびグループマネージャは、メール通知設定に関係なく、すべてのグループメンバーにグ
ループへのお知らせのメール通知を送信できるようになりました。これまでは、投稿ごとに通知されるように
選択したグループメンバーにのみグループへのお知らせのメール通知が送信されていました。この機能は、
Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションで使用できます。
これを行うには、グループ所有者およびグループマネージャに「お知らせに関するメールを送信」権限が必要
です。通知を送信するには、お知らせの有効期限の横にある[すべてのグループメンバーにメール送信]を選択
します。
メモ: 今回のリリースには、グループへのお知らせのメール通知のベータバージョンが含まれています。
機能の品質は高いですが、既知の制限があります。組織でのこの機能の有効化についての詳細は、Salesforce
にお問い合わせください。グループへのお知らせのメール通知は、Salesforce がドキュメント、プレスリ
リース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正
式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。現在正式にリリースされている製品および機能
に基づいて購入をご決定ください。

317

Salesforce Spring '16 リリースノート

ユーザプロファイル

関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

ユーザプロファイル
プロファイルにバナー写真をアップロードしたり、[人] ページで相手の写真を確認したり、円形トリミング
ツールで自分の写真を編集したりします。
このセクションの内容:
バナー写真でユーザプロファイルにひと工夫
バナー写真を使用して、他のユーザがプロファイルを参照したときの表示方法をカスタマイズできます。
写真は、Lightning Experience のプロファイルページの最上部に表示されます。ユーザは任意の写真をアップ
ロードできますが、1280×300 ピクセル以上のパノラマ画像を使用することをお勧めします。この機能は、
Lightning Experience でのみ使用できます。
写真のアップロードおよび編集操作の改善
ユーザがアップロードアイコンをクリックしたときに表示されるドロップダウンメニューが追加され、プ
ロファイル写真の操作が簡便になりました。ユーザは写真の表示、更新、削除をすばやく選択できます。
この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
円形写真プレビュー
ユーザが写真をアップロードするときに、プレビューはプロファイルでの表示とまったく同じように表示
される必要があります。写真操作が改善され、ユーザはプレビューまたはトリミング時に写真の円形バー
ジョンを確認できるようになりました。この機能は、Lightning Experience、Salesforce1 モバイルブラウザアプ
リケーション、および Koa、Kokua、または Napili テンプレートを使用して作成されたコミュニティで使用で
きます。

318

Salesforce Spring '16 リリースノート

ユーザプロファイル

[人] ページのプロファイル写真
ペットでも、スーパーヒーローでも、自身のベストショットでも、写真があればお互いを認識し理解しや
すくなります。[人] ページにユーザの写真が追加され、使いやすさや親しみやすさが改善されました。こ
の機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
Lightning Experience にアクセスできる Chatter ユーザの増加
Chatter Free、Chatter Plus、および Chatter External ライセンスを持つユーザは、Lightning Experience を使用できる
ようになりました。
ユーザ検索レイアウトのロール項目
標準のユーザ検索レイアウトからロール項目が削除されました。Spring '16 より前にユーザ検索レイアウト
をカスタマイズしている場合は、引き続きこの項目が表示されます。

バナー写真でユーザプロファイルにひと工夫
バナー写真を使用して、他のユーザがプロファイルを参照したときの表示方法をカスタマイズできます。写真
は、Lightning Experienceのプロファイルページの最上部に表示されます。ユーザは任意の写真をアップロードで
きますが、1280×300 ピクセル以上のパノラマ画像を使用することをお勧めします。この機能は、Lightning
Experience でのみ使用できます。
Spring '16 より前では、バナー写真はデフォルトで有効になっていませんでした。Lightning Experience を使用して
いるすべての組織でバナー写真が有効になるようになりました。
1.

プロファイルページで、青いバナーの右上隅にある

をクリックします。

2. [画像を選択] をクリックしてから、写真を選択します。
3. 強調表示された部分で、バナーが表示されたときの写真の位置まで写真をドラッグします。
別の写真に変更する場合は、[他の写真を選択] をクリックします。
4. [保存] をクリックします。
例: バナー写真を設定したプロファイル:

ユーザプロファイルのバナー写真は、Chatter REST API および Chatter in Apex でサポートされています。

関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
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ユーザプロファイル

写真のアップロードおよび編集操作の改善
ユーザがアップロードアイコンをクリックしたときに表示されるドロップダウンメニューが追加され、プロ
ファイル写真の操作が簡便になりました。ユーザは写真の表示、更新、削除をすばやく選択できます。この機
能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
プロファイル写真で、新しい写真のアップロードアイコン (
す。

) をクリックすると、メニューが表示されま

円形写真プレビュー
ユーザが写真をアップロードするときに、プレビューはプロファイルでの表示とまったく同じように表示され
る必要があります。写真操作が改善され、ユーザはプレビューまたはトリミング時に写真の円形バージョンを
確認できるようになりました。この機能は、Lightning Experience、Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーショ
ン、および Koa、Kokua、または Napili テンプレートを使用して作成されたコミュニティで使用できます。

関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
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フィード

[人] ページのプロファイル写真
ペットでも、スーパーヒーローでも、自身のベストショットでも、写真があればお互いを認識し理解しやすく
なります。[人] ページにユーザの写真が追加され、使いやすさや親しみやすさが改善されました。この機能
は、Lightning Experience でのみ使用できます。

関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

Lightning Experience にアクセスできる Chatter ユーザの増加
Chatter Free、Chatter Plus、および Chatter External ライセンスを持つユーザは、Lightning Experience を使用できるよう
になりました。
Salesforce Classic と同じように、これらのライセンスを持つユーザには、フィード、プロファイル、グループ、
ファイルなどの Chatter 機能のみが表示されます。Lightning Experience 組織で Chatter が無効になっている場合、こ
れらのユーザには各自のプロファイルのみが表示されます。
Chatter External ライセンスを持つユーザは、Salesforce Classicでプロファイルを編集することはできますが、Lightning
Experience で編集することはできません。

ユーザ検索レイアウトのロール項目
標準のユーザ検索レイアウトからロール項目が削除されました。Spring '16 より前にユーザ検索レイアウトをカ
スタマイズしている場合は、引き続きこの項目が表示されます。

フィード
ファイルやリンクを含む投稿を編集したり、人にメンションするときに関連性の高い提案を表示したり、
Lightning Experience で簡単にフィードを更新したりします。
このセクションの内容:
ファイルまたはリンクを含む Chatter 投稿の編集
素晴らしい Chatter 投稿を作成して、さらに素晴らしい写真を添付しましたが、上司に @メンションするの
を忘れてしまいました。以前は、ファイルまたはリンクを含む Chatter 投稿を変更するには、コメントを使
用する必要がありましたが、元の投稿を編集できるようになりました。この機能は、Salesforce Classicおよび
Salesforce Communities の Napili テンプレートで使用できます。
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フィード

関連性の高い @メンションの提案
情報が従来よりも迅速に、常に全員に通知されるようになりました。ユーザの @メンションの提案の関連
性がより高くなり、アルファベット順のリストではなく最も頻繁にやりとりしているユーザがリストされ
ます。また、顧客がリストに表示されるのは、その顧客がメンバーであるグループを開いている場合のみ
で、他のコンテキストでは表示されません。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用
できます。
Lightning Experience での Chatter フィードの迅速な更新
アンケート結果や Chatter 投稿への同僚のコメントを従来よりも迅速に確認できます。ユーザは、ページ全
体を更新することなく Chatter フィードを更新できるようになりました。この機能は、Lightning Experience で
のみ使用できます。

ファイルまたはリンクを含む Chatter 投稿の編集
素晴らしい Chatter 投稿を作成して、さらに素晴らしい写真を添付しましたが、上司に @メンションするのを忘
れてしまいました。以前は、ファイルまたはリンクを含む Chatter 投稿を変更するには、コメントを使用する必
要がありましたが、 元の投稿を編集できるようになりました。この機能は、Salesforce Classic および Salesforce
Communities の Napili テンプレートで使用できます。
例: 添付ファイルを含む Chatter 投稿を編集します。

関連性の高い @メンションの提案
情報が従来よりも迅速に、常に全員に通知されるようになりました。ユーザの @メンションの提案の関連性が
より高くなり、アルファベット順のリストではなく最も頻繁にやりとりしているユーザがリストされます。ま
た、顧客がリストに表示されるのは、その顧客がメンバーであるグループを開いている場合のみで、他のコン
テキストでは表示されません。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
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ダイジェストメール

Lightning Experience での Chatter フィードの迅速な更新
アンケート結果やChatter投稿への同僚のコメントを従来よりも迅速に確認できます。ユーザは、ページ全体を
更新することなく Chatter フィードを更新できるようになりました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用
できます。

フィードのコンテンツを更新するには、Chatter フィードの更新ボタンをクリックします。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

ダイジェストメール
再設計および再編成された、モバイルで使いやすい個人ダイジェストを取得します。
このセクションの内容:
個人のダイジェストメール: 再設計およびグループダイジェストとの調整 (正式リリース)
再設計されたメールでは、優先度の高い投稿 (プロファイルへの投稿やメンションなど) が上部に表示され、
親グループやオブジェクトで投稿がグループ化されます。また、モバイルデバイスで最適に表示されるよ
うになっています。さらに、グループダイジェストにすでに含まれている投稿を除外してグループダイジェ
ストとの重複が減少しています。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
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Chatter Messenger: Spring '17 で廃止

個人のダイジェストメール: 再設計およびグループダイジェストとの調整 (正式
リリース)
再設計されたメールでは、優先度の高い投稿 (プロファイルへの投稿やメンションなど) が上部に表示され、親
グループやオブジェクトで投稿がグループ化されます。また、モバイルデバイスで最適に表示されるように
なっています。さらに、グループダイジェストにすでに含まれている投稿を除外してグループダイジェストと
の重複が減少しています。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
新しい形式には、見分けやすくするためのグループ写真や、取引先、取引先責任者、ケース、カスタムオブ
ジェクトの状況を要約するためのレコードの項目値があります。
組織がリリースを取得するタイミングやユーザがダイジェストを取得するタイミングによっては、一部のユー
ザに同じ内容の 2 つのダイジェストが送信される可能性があります。たとえば、リリースの 12 時間前に個人
ダイジェストを取得したユーザは、リリース直後に同じダイジェストの拡張バージョンを受信します。以降の
個人ダイジェストは、ユーザの通常のダイジェストスケジュールに従います。
ダイジェストの変更で設定は必要ありませんが、カスタムコンパクトレイアウトを作成してユーザエクスペリ
エンスを向上させることを検討してください。個人ダイジェストでは、オブジェクトのプライマリコンパクト
レイアウトを使用して、表示される項目を判別します。カスタムコンパクトレイアウトを作成して、プライマ
リとして設定できます。項目の総数を 4 つ以下に制限することをお勧めします。ユーザには、アクセス権のあ
る項目のみが表示されます。項目値には次の制限があります。
• 項目値はローカライズされない
• 一部のデータ型 (チェックボックスなど) は、最適には表示されない
ヒント: 拡張されたダイジェストを利用してメール量を合理化するには、ユーザに次の操作を実行しても
らうことをお勧めします。
• 個人ダイジェストの頻度を [毎日] に設定する
• 毎日および毎週のグループダイジェストを [受信しない] に変更する
• [すべての投稿でメール送信] に設定されているグループダイジェストは変更しない

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コンパクトレイアウト

Chatter Messenger: Spring '17 で廃止
残念ながら、Chatter Messenger は Spring '17 をもって廃止されます。長年にわたり、同僚とのインスタントメッ
セージを忠実にやり取りしてくれていましたが、引退のときがやってきました。温かく見送りましょう。
つまり、Spring '16 以降に作成された Salesforce 組織では Chatter Messenger を使用できません。Spring '16 より前に
Chatter Messenger を有効にしている場合は、Salesforce 組織で引き続き使用できます。Salesforce は、Spring '17 をもっ
て Chatter Messenger のサポートを終了します。

Chatter デスクトップ: Spring '17 で廃止
Chatter デスクトップは Spring '17 をもって廃止されます。Spring '17 以降は第一線を退き、Chatter Messenger ととも
にのんびりと余生を送る予定になっています。
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Chatter デスクトップ: バージョン 3.2.3 のリリース

つまり、Spring '17 以降で作成された Salesforce 組織では Chatter デスクトップを使用できません。Spring '17 より前
に Chatter デスクトップを有効にしている場合は、Salesforce 組織で引き続き使用できます。Salesforce は、Spring
'17 をもって Chatter デスクトップのサポートを終了します。

Chatter デスクトップ: バージョン 3.2.3 のリリース
2016 年 3 月 4 日に Chatter デスクトップのバージョン 3.2.3 がリリースされました。このバージョンにはインス
トーラ証明書の更新が含まれます。

Files
Salesforce Files は、成長して自立しました。Files は Chatter のオン/オフに関係なく機能するようになったため、固
有のセクションに移動しました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Salesforce Files リリースノートに移動

ファイル: Lightning での Files の共有、Chatter なしの Files の使用、
その他
Chatter が有効化されているかどうかに関係なく、Files が動作するようになりまし
た。Lightning Experience で、ユーザやグループとファイルを共有します。ファイ
ルへのアクセスを新しい方法で管理します。Lightning で投稿するファイルを選択
するときに、[ファイル] ホームや Files Connect 外部ソース内でライブラリを移動
します。このセクションで、魅力的なすべての新機能および他の詳細について
学習してください。
このセクションの内容:
Chatter なしの Files

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、Contact
Manager Edition、および
Developer Edition

Chatter が有効化されているかどうかに関係なく、Salesforce Files を使用できる
ようになりました。Chatter を使用せずに Salesforce Files の優れた機能を活用す
る場合でも、 問題ありません。ファイルは自由に使用できます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce
Classic、および Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションで使用できます。Salesforce1 ダウンロード可能
アプリケーションのユーザの場合、Chatter が無効の場合は Files を使用できません。
Lightning Experience での人およびグループとのファイルの共有
ファイルの共有がさらに簡単になりました。人やグループとファイルを直接共有します。ファイルへのア
クセスを 1 か所で管理します。他のユーザがファイルを共有および共有解除できるかどうかを制御します。
推奨される人およびグループを追加することで、入力時間を節約します。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。
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ファイル: Lightning での Files の共有、Chatter なしの Files
の使用、その他

Lightning Experience での Files Connect 外部 Google ドキュメントのプレビュー
Lightning のファイルプレビュープレーヤーで Google ドキュメントを再生できるようになりました。Google ド
ライブが Files Connect 外部ソースの 1 つとして設定されている場合は、ビューがさらに改善されます。Google
ドキュメント、シート、スライドが、Lightning Experience のファイルプレビュープレーヤーでわかりやすく
表示されます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
Lightning Experience でのファイル選択時における Files Connect 外部ソースの参照
Lightning Experience でフィード投稿に添付するファイルを選択するときに、Google ドライブ、ボックス、
SharePoint などの Files Connect 外部ソースを参照できるようになりました。この機能は、Lightning Experience で
のみ使用できます。
SharePoint Online および OneDrive for Business からのワンクリックによるファイルのオープン
SharePoint Online および OneDrive for Business から Files Connect を使用したファイルへのアクセスがさらに簡単に
なりました。ユーザがファイルをクリックして開くと、ファイルの詳細ページではなく、適切な Microsoft
オンラインアプリケーション (Word、Excel、PowerPoint など) にリダイレクトされるようになりました。ク
リック回数が少なくなるので、時間を効率的に使用できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。
Files Connect for Box (パイロット)
Files Connect を使用して、Salesforce で Box ファイルにアクセスできるようになりました。Files Connect for Box
は、今回のリリースのパイロット機能です。パイロットに参加するには、Salesforce アカウントエグゼクティ
ブに連絡して有効化を依頼してください。
Lightning Experience の [ファイル] ホームでのライブラリの移動
Lightning の [ファイル] ホームで、アクセス権のあるライブラリを表示し、そのライブラリを移動して含まれ
るファイルを表示できるようになりました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
Lightning Experience での複数ファイルのコミュニティレコードフィード投稿の表示
コミュニティユーザは、1 つの投稿に複数のファイルを添付できるようになりました。コミュニティのレ
コードで複数ファイルが添付されたフィード投稿を Lightning で表示する場合、複数のサムネイルとプレ
ビューが表示されます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
Salesforce Classic での [メモ & 添付ファイル] リストへのファイルのアップロード
Salesforce Classic でレコードの [メモ & 添付ファイル] 関連リストにアップロードするファイルは、以前の添付
オブジェクトではなく Salesforce Files オブジェクトになりました。Salesforce Files 設定での新しい組織の設定に
よってこの動作が制御され、新しい組織に対してデフォルトで有効になります。この機能は、添付ファイ
ルからファイルに移行する組織には便利ですが、既存のメモと添付ファイルを引き続き保持する必要があ
ります。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
共有ファイルの新しい「レコードによる設定」アクセス
推定される共有種別を使用して API 経由でファイルとレコード間のリンクを作成すると、UI でファイルを共
有するときのアクセスレベルが [レコードごとに設定] になります。[レコードごとに設定] アクセスレベル
は、ファイルがリンクされているレコードへのアクセスレベルによって、ファイルへのアクセスが決まる
ことを示します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
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Chatter なしの Files

Files Sync による OSX El Capitan のサポート
Salesforce Files Sync で、Mac OSX El Capitan がサポートされるようになりました。
関連トピック:
ユーザのファイル検索方法に関する総計値の取得

Chatter なしの Files
Chatter が有効化されているかどうかに関係なく、Salesforce Files を使用できるようになりました。Chatter を使用
せずに Salesforce Files の優れた機能を活用する場合でも、問題ありません。ファイルは自由に使用できます。こ
の機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションで使用で
きます。Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのユーザの場合、Chatter が無効の場合は Files を使用で
きません。

Chatter が無効の場合の新機能
• [ファイル] タブ ([ファイル] ホーム) が使用可能: ファイルのアップロード、共有、表示、管理
• レコードでページレイアウトに追加する場合に [ファイル] 関連リストが使用可能: レコードへの Salesforce Files
の添付、レコード外でのファイルの管理、レコードに関連付けられたファイルの表示
• 他の人とのファイルの共有
• Salesforce Classic の場合のみ、ファイルをライブラリ (組織とユーザに対して Salesforce CRM Content が有効な場
合) および会社と共有
• ファイルのプレビュー、ファイル詳細の表示、新しいバージョンのアップロード、ファイルへのアクセス
管理など、Salesforce Files の多くの機能の使用
• [Chatter 設定] から独立したファイルのメール通知の管理
Chatter を使用しない Files は Chatter REST API でサポートされています。

Chatter を使用しないファイルのメール通知の取得
Chatter が無効の場合でも、ファイルが共有されたときにメール通知を受信するかどうかを引き続き指定できま
す。この設定は、Chatter メール通知で管理するのではなく、 [設定] > [Salesforce Files] > [メール通知] に移動し
ます。
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Lightning Experience での人およびグループとのファイル
の共有

Lightning Experience での人およびグループとのファイルの共有
ファイルの共有がさらに簡単になりました。人やグループとファイルを直接共有します。ファイルへのアクセ
スを 1 か所で管理します。他のユーザがファイルを共有および共有解除できるかどうかを制御します。推奨さ
れる人およびグループを追加することで、入力時間を節約します。この機能は、Lightning Experienceでのみ使用
できます。
[ファイル] ホーム、ファイルの詳細ページ、またはファイルプレビュープレーヤーから、ファイルを共有しま
す。
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Lightning Experience での人およびグループとのファイル
の共有

すばやいファイル共有
人、グループ、またはその両方とファイルを共有します。共有対象を切り替えて目的の対象を見つけます。推
奨される人およびグループをクリックして追加します。ファイルを共有する人およびグループのセットごと
に、[閲覧者]、[コラボレータ]、または他のアクセスレベルを選択します。必要に応じて、メッセージを追加
します。
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Lightning Experience での Files Connect 外部 Google ドキュ
メントのプレビュー

ファイルにアクセスできるユーザの確認
ファイルにアクセスできるユーザを確認したり、 変更を加えたりする必要がある場合は、 [アクセス権のある
ユーザ]セクションを展開します。共有を削除するか、アクセスレベルを変更します。ファイルを共有したユー
ザがファイルにアクセスできるユーザを変更できないようにするには、[他のユーザによる共有および共有解
除を禁止] を使用します。

Lightning Experience での Files Connect 外部 Google ドキュメントのプ
レビュー
Lightning のファイルプレビュープレーヤーで Google ドキュメントを再生できるようになりました。Google ドラ
イブが Files Connect 外部ソースの 1 つとして設定されている場合は、ビューがさらに改善されます。Google ド
キュメント、シート、スライドが、Lightning Experience のファイルプレビュープレーヤーでわかりやすく表示さ
れます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
メモ: Files Connect クラウドコネクタで Professional Edition がサポートされるようになりました。
Lightning Experience 内の任意の場所 ([ファイル] ホーム、フィード投稿、レコードの [ファイル] 関連リスト) で
Google ファイルをクリックすると、ファイルの 1 ページのプレビューがファイルプレビュープレーヤーに表示
されます。そこから、Google ドライブでファイルを開いたり、プレビューアツールバーのクイックアクション
を使用したりできます。Google ドライブにインポートしたネイティブでない一部の Google ファイル (PDF、画
像、Word ドキュメントなど) も、プレビューできます。
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Files Connect 外部 Google ドキュメントのプレビューは、Chatter REST API でサポートされています。

Lightning Experience でのファイル選択時における Files Connect 外部
ソースの参照
Lightning Experience でフィード投稿に添付するファイルを選択するときに、Google ドライブ、ボックス、SharePoint
などの Files Connect 外部ソースを参照できるようになりました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用で
きます。
メモ: Files Connect クラウドコネクタで Professional Edition がサポートされるようになりました。
Salesforce に Files Connect 外部ソースが存在する場合、 これらの外部ソースからフィード投稿にファイルを添付
する必要がある場合があります。このようなファイルを選択できるだけでなく、[ファイルを選択] ウィンドウ
の左側のナビゲーションで外部ソースの参照もできるようになりました。

331

Salesforce Spring '16 リリースノート

SharePoint Online および OneDrive for Business からのワ
ンクリックによるファイルのオープン

SharePoint や Google ドライブなど、同じソースに複数のリポジトリがある場合、 それらすべてがここに表示さ
れます。これにより、外部接続されたすべてのファイルにすばやく簡単にアクセスできます。

SharePoint Online および OneDrive for Business からのワンクリックに
よるファイルのオープン
SharePoint Online および OneDrive for Business から Files Connect を使用したファイルへのアクセスがさらに簡単にな
りました。ユーザがファイルをクリックして開くと、ファイルの詳細ページではなく、適切な Microsoft オンラ
インアプリケーション (Word、Excel、PowerPoint など) にリダイレクトされるようになりました。クリック回数
が少なくなるので、時間を効率的に使用できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で
使用できます。
メモ: Files Connect クラウドコネクタで Professional Edition がサポートされるようになりました。
Office Online でサポートされない形式のファイルは、SharePoint または OneDrive for Business のファイルの詳細ペー
ジに引き続きリダイレクトされます。ワンクリックアクセスは、SharePoint 2010 および SharePoint 2013 ファイル
では使用できません。

Files Connect for Box (パイロット)
Files Connect を使用して、Salesforce で Box ファイルにアクセスできるようになりました。Files Connect for Box は、
今回のリリースのパイロット機能です。パイロットに参加するには、Salesforce アカウントエグゼクティブに連
絡して有効化を依頼してください。
メモ: Files Connect クラウドコネクタで Professional Edition がサポートされるようになりました。
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Lightning Experience の [ファイル] ホームでのライブラリの移動
Lightning の [ファイル] ホームで、アクセス権のあるライブラリを表示し、そのライブラリを移動して含まれる
ファイルを表示できるようになりました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
アクセス権のあるライブラリに含まれるファイルは、Lightning の [ファイル] ホームにすでに表示されていま
す。しかし、そのライブラリのリストや各ライブラリに含まれるファイルを表示するには、Salesforce Classic に
切り替える必要がありました。[ファイル] ホームの左側のナビゲーションに [ライブラリ] が表示されるように
なりました。右側には、アクセス権のあるすべてのライブラリのリストが表示されます。

各ライブラリはフォルダとして表示されます。クリックしてライブラリを開いたり、ライブラリに含まれるす
べてのファイルを表示したりできます。

共有、新バージョンのアップロード、ダウンロード、削除など、ライブラリ内のファイルで以前に使用可能で
あったアクションは引き続き使用できます。ただし、すべてのライブラリファイルに 1 か所ですばやくアクセ
スでき、必要なライブラリにジャンプできるようになりました。
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Lightning Experience での複数ファイルのコミュニティレコードフィー
ド投稿の表示
コミュニティユーザは、1 つの投稿に複数のファイルを添付できるようになりました。コミュニティのレコー
ドで複数ファイルが添付されたフィード投稿を Lightning で表示する場合、複数のサムネイルとプレビューが表
示されます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。

フィードでの複数のサムネイル
コミュニティユーザが 1 つのコミュニティのレコードでフィード投稿に複数のファイルを添付すると、複数の
サムネイルがフィードに表示されます。同じレコードを Lightning Experience で表示する場合にも、サムネイル
が表示されます。

プレビュープレーヤーでの複数のファイル
フィード投稿で複数のサムネイルのいずれか 1 つをクリックすると、Lightning ファイルプレビュープレーヤー
ですべてのファイル間を移動できます。

Salesforce Classic での [メモ & 添付ファイル] リストへのファイルの
アップロード
Salesforce Classic でレコードの [メモ & 添付ファイル] 関連リストにアップロードするファイルは、以前の添付オ
ブジェクトではなく Salesforce Files オブジェクトになりました。Salesforce Files 設定での新しい組織の設定によっ
てこの動作が制御され、新しい組織に対してデフォルトで有効になります。この機能は、添付ファイルから
ファイルに移行する組織には便利ですが、既存のメモと添付ファイルを引き続き保持する必要があります。こ
の機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
添付ファイルと Salesforce Files は、2 つの異なるオブジェクト種別です。添付ファイルは、レコードの [メモ & 添
付ファイル] 関連リストにアップロードされるファイルであり、添付先となるレコードのコンテキストで Salesforce
にのみ存在します。添付ファイルは、共有やライブラリへの追加には使用できず、他のコンテキストでも使用
できません。Salesforce Files は、[ファイル] ホーム、フィード、Salesforce でファイルを追加する他の場所にアッ
プロードするものです。
Winter '16 では、従来のスタイルの添付ファイルから機能の豊富な Salesforce Files に移行する顧客向けに [ファイ
ル] 関連リストが導入されました。多くの顧客は既存のメモと添付ファイルに引き続きアクセスする必要があ
るため、[メモ & 添付ファイル] 関連リストは保持されています。ファイルを Lightning Experience で [メモ & 添付
ファイル] リストにアップロードすると、添付ファイルではなく Salesforce Files になります。ただし、Salesforce
Classic で同じリストにアップロードしたファイルは、引き続き添付ファイルになります。
まだご覧いただいていますか? 結構です。ところで、ユーザが Salesforce Classic でレコードの [メモ & 添付ファイ
ル] 関連リストにファイルをアップロードすると、Salesforce ファイルになります。これによってファイルを表
示できるユーザが変わることはありませんが、添付ファイルでは不可能な操作が可能になります。人、グルー
プ、ライブラリ、会社とファイルを共有できます。また、ファイルをフィードに投稿したり、同期したり、新
しいバージョンに更新したりすることができます。以前には不可能だったさまざまな操作が可能になります。
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[メモ & 添付ファイル] 関連リストにアップロードされたファイルの新しい動作は、新しい組織に対してデフォ
ルトで有効になります。既存の組織は、Salesforce Files の [一般設定] の新しい設定を使用して、新しい動作を有
効化できます ([設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce Files」と入力し、[一般設定] を選択
します)。この設定は、Salesforce Classic の [メモ & 添付ファイル] 関連リストにのみ影響します。

共有ファイルの新しい「レコードによる設定」アクセス
推定される共有種別を使用して API 経由でファイルとレコード間のリンクを作成すると、UI でファイルを共有
するときのアクセスレベルが [レコードごとに設定] になります。[レコードごとに設定] アクセスレベルは、
ファイルがリンクされているレコードへのアクセスレベルによって、ファイルへのアクセスが決まることを示
します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
推定される共有種別を使用したファイルとレコード間のリンクの作成についての詳細は、Salesforce ヘルプの
「ContentDocumentLink」を参照してください。
推定される共有種別を使用して API 経由でファイルをレコードにリンクすると、[共有設定] (Salesforce Classic の場
合) および [ファイルを共有] (Lightning Experience の場合) に、ファイルを共有するときのアクセスレベルとして
[レコードごとに設定] が表示されます。

Salesforce Classic での [レコードごとに設定] アクセス
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Lightning Experience での [レコードごとに設定] アクセス

Files Sync による OSX El Capitan のサポート
Salesforce Files Sync で、Mac OSX El Capitan がサポートされるようになりました。
Mac で Files Sync を使用するユーザは、OSX El Capitan にアップロードしてください。サポートされています。

検索: 情報検索
ユーザが必要な情報をすばやく見つけるのに役立ちます。検索語のスペル修正
機能など、Spring '16 に加えられた検索の一部の変更は、容易に認識されます。
Lightning Experience では、検索結果の並び替え、インスタント結果の拡張形式、
拡張された検索可能オブジェクト構成、検索内でのカスタムオブジェクトとカ
スタムレコードの新規ボタンが導入されました。バックグラウンドでですが引
き続き改善されている検索の操作性として、シノニムグループの範囲の拡張が
あります。

エディション
使用可能なエディション:
Database.com を除くすべ
てのエディション

検索についての詳細は、「検索による情報検索」のSalesforceヘルプにある改善および合理化されたドキュメン
トを確認してください。
このセクションの内容:
シノニムグループが有効なオブジェクトの増加と最大制限の緩和
すべてのシノニムグループが、Salesforce ナレッジ記事、ケース、Chatter フィード、ファイル、アイデア、
質問で使用できるようになりました。組織あたりのシノニムグループの最大制限も 3,000 から 10,000 に緩和
されました。ユーザが検索を行うと、より関連性の高い検索結果が一度で表示されます。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
スペル修正の対象オブジェクトの増加
Salesforce ナレッジ記事、Chatter フィード、Chatter グループ、ファイル、および質問で、結果がない検索語を
ユーザが入力すると、検索語の修正されたスペルに一致する結果が表示されます。スペル修正は英語のみ
で使用できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
さまざまな語形の検索語で返される検索の一致結果
レコードをより確実に見つけます。検索エンジンでは、検索語の拡張された形での結果が返されます。こ
の機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
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ユーザのファイル検索方法に関する総計値の取得
ファイル検索活動カスタムレポートタイプを使用して、ユーザが調べた上位 300 個の検索語について、平
均クリック順位、返された検索結果数、ユーザが入力した検索語を確認できます。レポートの情報に基づ
いて、ユーザが必要なファイルを見つけられているかどうかや、ファイルを編集または作成する必要があ
るかどうかを判断します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
検索結果の並び替えによるレコードの高速検索
使用可能な場合は、検索結果ページに並び替えドロップダウンが表示されるようになりました。さらに、
ユーザは列ヘッダーをクリックして結果を並び替えられます。特定のオブジェクト種別内であっても検索
結果が多すぎる場合には、並び替えが役立ちます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
インスタント結果の表示の改善
インスタント検索結果の数値、日付、時刻、住所項目の項目書式が改良され、ユーザが適切なレコードを
選択しやすくなりました。可能な場合は、自動推奨インスタント結果のレコード名の下にセカンダリ項目
が含まれ、検索レイアウト項目からのコンテキスト情報が表示されます。場所などの追加情報を使用して、
適切な自動推奨レコードをより簡単に選択できます。この機能は、Lightning Experienceでのみ使用できます。
Lighting Experience で検索可能なオブジェクトの増加
検索結果に納入商品、キャンペーン、個人取引先、作業注文、作業注文品目の結果が表示されるようにな
りました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
ルックアップ内からのカスタムオブジェクト項目の作成
[新規] ボタンを使用することで、ユーザは参照項目を完成させるレコードを作成するためにルックアップ
ウィンドウを離れる必要はありません。そのため、作業をより短時間で完了できます。この機能は、Lightning
Experience でのみ使用できます。

シノニムグループが有効なオブジェクトの増加と最大制限の緩和
すべてのシノニムグループが、Salesforce ナレッジ記事、ケース、Chatter フィード、ファイル、アイデア、質問
で使用できるようになりました。組織あたりのシノニムグループの最大制限も 3,000 から 10,000 に緩和されま
した。ユーザが検索を行うと、より関連性の高い検索結果が一度で表示されます。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
シノニムグループを作成すると、サポートされるすべてのオブジェクトに対してグループが有効になります。
シノニムグループには、検索で同義とされる語または句があります。シノニムグループのいずれか 1 つの語を
検索すると、グループ内のすべての語に対する結果が返されます。たとえば、「USB」を検索すると、USB、サ
ムドライブ、フラッシュスティック、メモリスティックなど、シノニムグループのすべての語に対する結果が
返されます。
さらに多くのオブジェクトがサポートされるため、Salesforce Classic では、シノニムグループを管理する [設定]
ページが、[ナレッジシノニム] から [シノニム] に変更されました。システム管理者は、Salesforce Classic 設定でシ
ノニムに変更を加えます。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
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スペル修正の対象オブジェクトの増加
Salesforce ナレッジ記事、Chatter フィード、Chatter グループ、ファイル、および質問で、結果がない検索語を
ユーザが入力すると、検索語の修正されたスペルに一致する結果が表示されます。スペル修正は英語のみで使
用できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

さまざまな語形の検索語で返される検索の一致結果
レコードをより確実に見つけます。検索エンジンでは、検索語の拡張された形での結果が返されます。この機
能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
見出語化によって、単語のさまざまな変化形が、コンテキストに基づく単一の形にまとめられます。たとえ
ば、「run」を検索すると、run、running、および ran による結果が表示されます。この動作は検索している用
語と同じ形態 (動詞など) にのみ適用されるため、不要な結果は返されません。
見出語化は、特定の言語の次のオブジェクトでサポートされます。
• ケース (コメントを含む)
• Chatter フィード
• Chatter グループ
• ファイル
• アイデア (コメントを含む)
• ナレッジ記事
• 質問
• ソリューション
詳細は、Salesforce ヘルプの「検索結果に表示される検索語のバリエーションは?」を参照してください。

ユーザのファイル検索方法に関する総計値の取得
ファイル検索活動カスタムレポートタイプを使用して、ユーザが調べた上位 300 個の検索語について、平均ク
リック順位、返された検索結果数、ユーザが入力した検索語を確認できます。レポートの情報に基づいて、
ユーザが必要なファイルを見つけられているかどうかや、ファイルを編集または作成する必要があるかどうか
を判断します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Salesforce Files を使用可能なエディション: カスタマーポータルを除くすべてのエディション
段階的な手順: ファイル検索活動のレポート
詳細は、Salesforce ヘルプの「ファイル検索活動に関するレポート」を参照してください。
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検索結果の並び替えによるレコードの高速検索
使用可能な場合は、検索結果ページに並び替えドロップダウンが表示されるようになりました。さらに、ユー
ザは列ヘッダーをクリックして結果を並び替えられます。特定のオブジェクト種別内であっても検索結果が多
すぎる場合には、並び替えが役立ちます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
並び替えドロップダウンには、検索結果レイアウトに表示されるすべての列が表示され、ユーザはそこから選
択できます。デフォルトでは、結果が関連性で並び替えられます。[上位の結果] ページから並び替えると、オ
ブジェクトの結果ページに移動し、並び替えられた結果の長いリストが表示されます。

並び替えは、ファイルおよび Chatter グループではサポートされていません。
詳細は、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience で検索結果を絞り込む方法は?」を参照してください。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
Salesforce ヘルプ: 検索: Lightning Experience にはない機能

インスタント結果の表示の改善
インスタント検索結果の数値、日付、時刻、住所項目の項目書式が改良され、ユーザが適切なレコードを選択
しやすくなりました。可能な場合は、自動推奨インスタント結果のレコード名の下にセカンダリ項目が含ま
れ、検索レイアウト項目からのコンテキスト情報が表示されます。場所などの追加情報を使用して、適切な自
動推奨レコードをより簡単に選択できます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
拡張形式の例は、次のとおりです。
• 通貨項目が項目または組織の通貨単位と一致する
• 時間および日付項目がユーザのロケールと一致する
• ローカライズされた区切り文字と小数点を数値に使用する
• 住所項目および他の複合項目を一緒に実行せずに読み取りできる
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
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Lighting Experience で検索可能なオブジェクトの増加
検索結果に納入商品、キャンペーン、個人取引先、作業注文、作業注文品目の結果が表示されるようになりま
した。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
詳細は、Salesforce ヘルプの「検索可能なオブジェクトと項目」を参照してください。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
Salesforce ヘルプ: 検索: Lightning Experience にはない機能

ルックアップ内からのカスタムオブジェクト項目の作成
[新規]ボタンを使用することで、ユーザは参照項目を完成させるレコードを作成するためにルックアップウィ
ンドウを離れる必要はありません。そのため、作業をより短時間で完了できます。この機能は、Lightning
Experience でのみ使用できます。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
Salesforce ヘルプ: 検索: Lightning Experience にはない機能

Data.com: Lightning Experience の見込み客の探査、リードの重要
な組織情報など
会社階層、プロスペクティングインサイト、取引先の取引先責任者を検出する機能など、Data.com プロスペク
タのいくつかの主要機能を Lightning Experience で使用できるようになりました。また、今回のリリースでは、
Data.com プレミアムクリーンアップを使用するお客様が、貴重な企業詳細を使用してリードを自動的に強化で
きるようになりました。
Data.comは、Salesforce内に主要なビジネスデータを提供します。Data.com製品スイートを使用すると、営業チー
ムやマーケティングチームは、リードの取引の開始、商談の成立、および顧客との関係の維持に必要なすべて
の情報を得ることができます。関連性の高い完全で正確な顧客情報が必要な場合は、Data.com を確認してくだ
さい。
Data.com 製品スイートには、Data.com プロスペクタ と Data.com クリーンアップが含まれており、コーポレート
とプレミアムのそれぞれに 2 つのレベルのデータ可用性および機能があります。Data.com は、Data.com 評価ア
プリケーション (AppExchange から入手可能) や Data.com 重複管理などのサービスも Salesforce ユーザに提供しま
す。
メモ: Data.com データベースには、Salesforce を使用するすべての国のデータが含まれているとは限りませ
ん。Data.com ドキュメントは、Data.com データベースにデータがない国で使用される言語に翻訳されてい
る場合があります。
Force.com ライセンスへのアドオンとして Data.com プロスペクタライセンスを購入できるようになりました。
Force.com は Salesforce リードオブジェクトでは機能しません。詳細は、Force.com ヘルプを参照してください。
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このセクションの内容:
Data.com プロスペクタ
今回のリリースで、Lightning Experience で Data.com プロスペクタのいくつかの主要な機能を使用できるよう
になりました。クラウドソーシングした数百万もの取引先責任者を検索して、取引先の適切な取引先責任
者を取得します。取引先の主な業務、財務、会社階層、業界データを示すプロスペクティングインサイト
を確認してください。会社階層を使用して、取引先の企業階層を参照し、クリックして新しい取引先を
Salesforce に追加します。Data.com プロスペクタ機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用で
きます。
Data.com クリーンアップ
高品質のデータを維持し、レコードを完全かつ最新の状態に保つため、さらに多くの方法がData.com クリー
ンアップで提供されるようになりました。新しいクリーンアップルールを使用して、重要な組織情報を
Salesforceリードに追加できます。営業担当は、必要な情報を必要なときに取得できます。Data.com クリーン
アップ機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

Data.com プロスペクタ
今回のリリースで、Lightning Experience で Data.com プロスペクタのいくつかの主
要な機能を使用できるようになりました。クラウドソーシングした数百万もの
取引先責任者を検索して、取引先の適切な取引先責任者を取得します。取引先
の主な業務、財務、会社階層、業界データを示すプロスペクティングインサイ
トを確認してください。会社階層を使用して、取引先の企業階層を参照し、ク
リックして新しい取引先を Salesforce に追加します。Data.com プロスペクタ機能
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
メモ: Lightning Experience での特定の Data.com プロスペクタ機能の可用性につ
いての詳細は、「Data.com: Lightning Experience で使用できない機能」を参照
してください。
このセクションの内容:

エディション
Data.com プロスペクタラ
イセンスを使用可能なエ
ディション: Contact
Manager Edition (リードオ
ブジェクトなし)、Group
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Force.com Edition
(リードオブジェクトなし)

Lightning Experience での商談成立に向けた適切な取引先責任者の検索
必要な取引先責任者を取引先から直接検索し、数回のクリックで組織に追加します。レベルや部署などで
絞り込むことができます。Data.com プロスペクタライセンスでは、必要なデータを必要なときに取得でき
ます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Lightning Experience で取引先のビジネスの全体像を把握
事業の基本事項、財務の詳細、競合状況など、取引先の主なプロスペクティングインサイトを Lightning
Experience で確認できるようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用
できます。
Lightning Experience に会社階層を表示して新しい見込み客をすばやく特定
Data.com プレミアムプロスペクタライセンスを所有するお客様は、Lightning Experience に会社の階層を視覚的
に表示できるようになりました。会社の支社や部門、子会社をすばやく確認して、新しい見込み客を簡単
に特定します。新しい取引先はワンクリックで組織に追加されます。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方で使用できます。
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Lightning Experience での商談成立に向けた適切な取引先責任者の検索
必要な取引先責任者を取引先から直接検索し、数回のクリックで組織に追加します。レベルや部署などで絞り
込むことができます。Data.com プロスペクタライセンスでは、必要なデータを必要なときに取得できます。こ
の機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
取引先責任者を取引先ページから直接追加するには、[追加取引先責任者を取得]をクリックするだけで十分で
す。
メモ: [他の取引先責任者を取得] は、Data.com からインポート、または Data.com でクリーンアップした取
引先でのみ使用できます。

検索条件で結果を絞り込みます。目的の結果が表示されたら、取引先責任者を選択して組織に追加します。
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組織にすでに存在する取引先責任者、および所有している取引先責任者を示す新しいアイコンは、次のとおり
です。
アイコン

説明
この取引先責任者はすでに CRM に存在します。
組織はこの取引先責任者を所有しています。

[部署] および [レベル] 選択リストから複数の値を入力するか、[役職] 検索条件に値のカンマ区切りのリストを
入力します。
検索条件

演算子

説明

部署

次の文字列と一致する

取引先責任者が在籍している会社
の部門。この項目の値は、複数選
択リストに含まれます。
• 営業
• マーケティング
• 財務
• 人事
• サポート
• 工学技術
• 業務
• IT
• その他

レベル

次の文字列と一致する

会社での人の役職レベルを指定す
る人事の表示ラベル。この項目の
値は、固定された列挙型の値です。
• 最高経営責任者レベル
• 副社長
• 責任者
• マネージャ
• スタッフ
• その他

役職

• 次の文字列と一致する
• 次の文字列と一致しない

CEO や副社長など、取引先責任者の
役職。
この項目は、値のカンマ区切り文
字列 (CEO,Vice

• contins
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演算子

説明
President,Manager など) を受け

入れます。

関連トピック:
Lightning Experience で取引先のビジネスの全体像を把握

既存の組織の Lightning Experience での [取引先責任者を取得] ボタンの有効化
[追加取引先責任者を取得] ボタンは、[Data.com プロスペクタ設定] で [ボタン設定] が選択されている場合にの
み取引先詳細ページに表示されます。
Data.com プロスペクタライセンスがあっても、[追加取引先責任者を取得] ボタンが取引先詳細ページに表示さ
れない場合は、 [Data.com プロスペクタ設定] で [ボタン設定] が選択されていることを確認します。
[追加取引先責任者を取得] ボタンを組織の取引先詳細ページに表示する手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロスペクタ設定」と入力し、[ボタン設定] セクションまでスク
ロールします。
2. [取引先責任者の検索] と [取引先の検索] の両方で [Salesforce に追加] を選択します。
3. [保存] をクリックします。

Lightning Experience で取引先のビジネスの全体像を把握
事業の基本事項、財務の詳細、競合状況など、取引先の主なプロスペクティングインサイトをLightning Experience
で確認できるようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
会社が Data.com プロスペクタライセンスを所有している場合、そのシートが割り当てられているユーザは
Lightning Experience の取引先の詳細ページでプロスペクティングインサイトを使用できます。
メモ: プロスペクティングインサイトを使用できるのは、Data.com からインポート、または Data.com でク
リーンアップしたレコードのみです。
完全なインサイトを表示するには、取引先の詳細ページで [インサイトの表示件数を増やす] をクリックしま
す。

344

Salesforce Spring '16 リリースノート

Data.com プロスペクタ

プロスペクティングインサイトには、次のような情報が示されます。
• 会社の証券取引所および銘柄記号、Standard & Poor の 500 種指数、Fortune 1000 の順位、支払遅延リスク、年
間売上、純利益、従業員数
• 会社概要およびその主要業種と関連業種 (SIC コードを含む)
• 会社の上位競合他社 (収益ベース)。雲形アイコンは、すでに Salesforce に存在する競合他社を識別します。
• Data.comから使用可能な会社の取引先責任者 (レベルまたは部門別に表示可能)。取引先責任者を追加するに
は、目的のレベルまたは部門の [取引先責任者] リストの数字をクリックして検索を開始します。

関連トピック:
Lightning Experience での商談成立に向けた適切な取引先責任者の検索
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Lightning Experience での Data.com プロスペクティングインサイトの表示の確認
Data.com プロスペクティングインサイトは、[取引先設定] で [取引先インサイト] が選択されている場合にのみ
取引先のホームページに表示されます。
Data.com プロスペクタライセンスがあっても、[インサイトの表示件数を増やす] ボタンが取引先詳細ページに
表示されない場合は、 [アプリケーション] > [営業] > [取引先設定] で [取引先インサイトの有効化] が選択されて
いることを確認します。
[インサイトの表示件数を増やす] ボタンを組織の取引先詳細ページに表示する手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先設定] を選択します。
2. [編集] をクリックします。
3. [取引先インサイトの有効化] を選択します。
4. [保存] をクリックします。

Lightning Experience に会社階層を表示して新しい見込み客をすばやく特定
Data.com プレミアムプロスペクタライセンスを所有するお客様は、Lightning Experience に会社の階層を視覚的に
表示できるようになりました。会社の支社や部門、子会社をすばやく確認して、新しい見込み客を簡単に特定
します。新しい取引先はワンクリックで組織に追加されます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方で使用できます。
Dun & Bradstreet のデータを使用して、会社エンティティ間のリレーションを示す会社階層を作成します。この
階層では、グローバル本社、支社のある本社、部門、単一拠点の事業体などを特定します。
会社ごとに、年間売上、従業員数、取引先所有者が表示されます。雲形アイコンはすでに組織にあるレコード
を表し、担当者がすぐに商談を確認できます。
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Data.com クリーンアップ
高品質のデータを維持し、レコードを完全かつ最新の状態に保つため、さらに
多くの方法が Data.com クリーンアップで提供されるようになりました。新しい
クリーンアップルールを使用して、重要な組織情報を Salesforce リードに追加で
きます。営業担当は、必要な情報を必要なときに取得できます。Data.com クリー
ンアップ機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
メモ: Lightning Experience での特定の Data.com クリーンアップ機能の可用性に
ついての詳細は、「Data.com: Lightning Experience で使用できない機能」を参
照してください。

エディション
Data.com Clean を使用可
能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

このセクションの内容:
重要な組織情報を使用したリードの自動強化 (ベータ)
営業担当が最も有望なリードを簡単に追跡し、適切なテリトリーとキャンペーンに割り当てられるように
します。組織に Data.com Premium Clean があれば、操作は簡単です。数回クリックするだけで、組織の新し
い [リードの会社情報] クリーンアップルールを設定して有効化できます。これにより、年間売上、業種、
D-U-N-S Number などの貴重な組織情報が既存および新規の Salesforce リードに自動的に追加されます。クリー
ンアップルールを設定できるのはSalesforce Classicのみですが、クリーンアップルールの状況の確認はSalesforce
Classic と Lightning Experience の両方でできます。
Data.com Social Key の廃止
Summer '16 以降、Data.com Social Key および Data.com ソーシャルプロファイルマッチング API は使用できなくな
ります。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

重要な組織情報を使用したリードの自動強化 (ベータ)
営業担当が最も有望なリードを簡単に追跡し、適切なテリトリーとキャンペー
ンに割り当てられるようにします。組織に Data.com Premium Clean があれば、操作
は簡単です。数回クリックするだけで、組織の新しい [リードの会社情報] ク
リーンアップルールを設定して有効化できます。これにより、年間売上、業種、
D-U-N-S Number などの貴重な組織情報が既存および新規の Salesforce リードに自動
的に追加されます。クリーンアップルールを設定できるのは Salesforce Classic のみ
ですが、クリーンアップルールの状況の確認は Salesforce Classic と Lightning Experience
の両方でできます。

エディション
Data.com Premium Clean
ライセンスで使用可能な
エディション: Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの [リードの会社情報] クリー
ンアップルールが含まれています。機能の品質は高いですが、既知の制限
があります。[リードの会社情報] クリーンアップルールに関するフィード
バックおよび提案は、Salesforce Success コミュニティのリード強化グループ
で投稿できます。
リードに名前とメールアドレスしかない場合でも、大量の貴重な組織情報を追加できます。これは、リードの
取引開始と営業担当の時間の浪費との違いにつながる可能性があります。
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組織の [リードの会社情報] クリーンアップルールを設定および有効化したら、既存のリードでは組織情報が
すぐに取得され、新しいリードではこの情報がリードの保存時に取得されます。取得される内容は次のとおり
です。
• 年間売上
• 会社 D-U-N-S 番号
• D&B 企業*
• 業種
• 従業員数
* [D&B 企業] 項目は、会社、業種、財務情報を含む 100 個以上の他の項目にリンクされます。
このセクションの内容:
[リードの会社情報] クリーンアップルールの設定 (ベータ)
[リードの会社情報] Data.com クリーンアップルールを使用して、D-U-N-S Number や従業員数などの重要な組

織情報を既存のすべての Salesforce リードに追加できます。新規リードおよび更新されたリードには、保存
時に組織情報が自動的に追加されます。
[リードの会社情報] クリーンアップルールのクリーンアップ状況の確認
[リードの会社情報] クリーンアップルールを使用して、Salesforce リードに年間売上、D-U-N-S Number、従業

員数などの重要な組織情報を追加できます。個々のリードがこのクリーンアップルールで処理されたかど
うかと、その処理の状況を確認できます。クリーンアップルールをテストする場合、クリーンアップルー
ルを使用して手動でレコードをクリーンアップできます。クリーンアップルールを使用するとレコードは
自動的にクリーンアップされるため、手動でレコードをクリーンアップする必要はなくなります。
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[リードの会社情報] クリーンアップルールの設定 (ベータ)
[リードの会社情報] Data.com クリーンアップルールを使用して、D-U-N-S Number

や従業員数などの重要な組織情報を既存のすべての Salesforce リードに追加でき
ます。新規リードおよび更新されたリードには、保存時に組織情報が自動的に
追加されます。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの [リードの会社情報] クリー
ンアップルールが含まれています。機能の品質は高いですが、既知の制限
があります。[リードの会社情報] クリーンアップルールに関するフィード
バックおよび提案は、Salesforce Success コミュニティのリード強化グループ
で投稿できます。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「クリーンアップルール」と入力し、
[クリーンアップルール] を選択します。

エディション
使用可能なエディション:
Salesforce Classic
Data.com Premium Clean
ライセンスで使用可能な
エディション: Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

2. [リードの会社情報] クリーンアップルールを編集します。

ユーザ権限

3. クリーンアップルール設定を確認します。既存のすべてのリードに組織情報
を追加するには、[このルールが有効化または保存されたときにすべてのレコー
ドをクリーンアップ] を選択します。

クリーンアップルールを
設定して有効化する
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」

4. ルールを保存します。
5. ルールを有効にします。
[このルールが有効化または保存されたときにすべてのレコードをクリーンアッ
プ] を選択した場合、組織情報は既存のすべてのリードに追加されます。新

ページレイアウトを編集
する
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」

規リードには、保存時に組織情報が自動的に追加されます。既存のデータが
ある場合は上書きされません。空白の項目にのみ入力されます。
6. Salesforce Classicの場合、[リードの会社情報] クリーンアップルールのクリーンアップ状況を確認するには、
[Data.com によるこのレコードのクリーンアップ] 関連リストをリードのページレイアウトに追加します
(Lightning Experience の場合、このステップは不要です)。
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[リードの会社情報] クリーンアップルールのクリーンアップ状況の確認
[リードの会社情報] クリーンアップルールを使用して、Salesforce リードに年間

売上、D-U-N-S Number、従業員数などの重要な組織情報を追加できます。個々の
リードがこのクリーンアップルールで処理されたかどうかと、その処理の状況
を確認できます。クリーンアップルールをテストする場合、クリーンアップルー
ルを使用して手動でレコードをクリーンアップできます。クリーンアップルー
ルを使用するとレコードは自動的にクリーンアップされるため、手動でレコー
ドをクリーンアップする必要はなくなります。
1. 確認するリードを開きます。
2. [リードの会社情報] クリーンアップルールのクリーンアップ状況を確認しま
す。Salesforce Classic では、この状況は [Data.com によるこのレコードのクリー
ンアップ] セクションにあります ([Data.com によるこのレコードのクリーン
アップ] セクションが見つからない場合は、ページレイアウトに追加するよ
うに Salesforce システム管理者に依頼してください)。Lightning Experience では、
[クリーンアップ状況を確認] クイックアクションをクリックするとクリーン
アップルールの状況が表示されます。
3. リードを手動でクリーンアップするには、[リードの会社情報] クリーンアッ
プルールの [クリーンアップ] をクリックします。

エディション
使用可能なエディション:
Salesforce Classic および
Lightning Experience
Data.com Premium Clean
ライセンスで使用可能な
エディション: Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

ユーザ権限
リードをクリーンアップ
する
• リードに対する「編
集」

リードがデータサービス内のレコードに一致する場合、空白の [年間売上]、[会社 D-U-N-S 番号]、[D&B
企業]、[業種]、および [従業員数] 項目に値が入力されます。既存の値は上書きされません。クリーンアッ
プルールの [クリーンアップ状況] が更新されます。手動でクリーンアップできない場合は、[年間売上]、
[会社 D-U-N-S 番号]、[D&B 企業]、[業種]、[従業員数] 項目を更新できるように、システム管理者に
これらの項目の項目レベルセキュリティを設定するように依頼します。
メモ: [住所]、[会社 D-U-N-S 番号]、[会社名]、または [メール] 項目を変更すると、そのレコード
が再度クリーンアップされるまで、[リードの Data.com 会社情報] クリーンアップルールの [クリー
ンアップ状況] は 未比較 に設定されます。ただし、クリーンアップルールでは、リードは保存される
とすぐに自動的に再度クリーンアップされます。

350

Salesforce Spring '16 リリースノート

カスタマイズ: 簡単な設定、オブジェクト管理とフロー、
その他

Data.com Social Key の廃止
Summer '16 以降、Data.com Social Key および Data.com ソーシャルプロファイルマッチング API は使用できなくなり
ます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
Data.com Social Key および Data.com ソーシャルプロファイルマッチング API の廃止後、LinkedIn® などのソーシャル
プロファイルハンドルは、Data.com を使用してクリーンアップされたレコードには追加されなくなります。さ
らに、ソーシャルプロファイルハンドルの検索に Data.com ソーシャルプロファイルマッチング API は使用でき
ません。
引き続き、手動でソーシャルプロファイルハンドルをレコードと関連付けることはできます。

カスタマイズ: 簡単な設定、オブジェクト管理とフロー、その他
Lightning Experience でもいくつかの主要な機能が強化されました。たとえば、ユーザのナビゲーションメニュー
を更新できるようになったほか、移行に役立つ専用リソースが追加されました。選択リストも改良を重ね、制
限付き選択リストが刷新され、グローバル選択リストも改善されています。さらに、プロセスビルダーの達人
であれば、新しいドラッグアンドドロップ操作でプロセスのコンテンツをいとも簡単に並び替えることができ
ます。
カスタマイズ機能は、オブジェクト、データ、項目の機能強化、組織の外観のカスタマイズ、ビジネスプロセ
スの追加、Web サイトの作成、アプリケーションの作成などで組織を拡張するのに役立ちます。しかもすべて
ポイント & クリックツールやコードを使用して実行できます。カスタマイズ機能には、組織を管理および保護
するツールも含まれます。
このセクションの内容:
全般的な管理
システム管理によって、組織をビジネスニーズに合わせて管理できます。
Lightning Experience への移行
Lightning Experience が組織に適しているかどうか、本番移行の準備ができているかどうかなどを確認する場
合、移行アシスタントのガイドに従って各ステップを進めることができます。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Lightning Experience の [設定]
Lightning Experience で [設定] を今までより簡単に使用して時間を節約できます。Lightning Experience では、
Salesforce組織の外部に保存されているデータをシームレスに操作するオプションが拡張されます。さらに、
ユーザインターフェースが簡略化されます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
Lightning アプリケーションビルダー
このリリースでは、Lightning Experience でのレコードページ編集のパイロットが拡張され、レコードページ
をゼロから作成したり、Lightning ページで [表示] 標準ボタンを上書きできます。また、選択リスト機能も追
加されました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
データのカスタマイズ
データインポートウィザードとデータローダが改善され、データを簡単に Salesforce に統合できるようにな
りました。
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Lightning Connect
Lightning Connect の名前が Salesforce Connect に変更されました。Salesforce のユーザインターフェースおよびド
キュメントは、Summer '16 からこの新しい機能名に更新されます。Lightning Connect では、Salesforce 組織の外
部に保存されているデータをシームレスに操作するオプションが拡張されます。
プロセスビルダー
プロセスの作成と変更がより簡単になりました。条件およびアクショングループを並び替えたり、プロセ
スのバージョンをコピーするときに自動的に既存の名前と説明を使用したり、項目名を一目で確認したり、
[Chatter への投稿] アクションでメッセージに直接メンションを挿入したりできるようになりました。この機
能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
共有
共有により、どのユーザに何が表示されるかについて、さらに詳細に制御できます。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
監視
Salesforce のさまざまな監視ツールのいずれかを使用して組織のセキュリティを監視できます。

全般的な管理
システム管理によって、組織をビジネスニーズに合わせて管理できます。
このセクションの内容:
Lightning Experience ユーザのナビゲーション操作のカスタマイズ
以前のリリースでは、すべてのユーザに同じナビゲーションメニューが表示されていました。今回、営業
担当、営業マネージャ、役員など、さまざまな種別のユーザごとに異なるメニューを作成し、ナビゲーショ
ン操作を調整できるようになりました。項目を追加、削除、および移動できるため、ユーザは最もよく使
用する場所にワンクリックで移動できます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
Lightning Experience および Salesforce1 の URL カスタムボタンおよびリンクサポート
コンテンツソースが URL として定義されているカスタムボタンとリンクが、Lightning Experience と Salesforce1
モバイルアプリケーションでサポートされるようになりました。この機能はこれまで、Salesforce Classicでし
か使用できませんでした。
クイックアクションの実行時にフィード項目が作成されるかどうかの選択
[レコードを作成] および [活動の記録] アクション種別に、アクションの実行後にフィード項目が作成される
かどうかを制御できる項目が追加されました。不要なレコードの作成や活動の記録に関する投稿によって
発生する不要なフィードを減らせるようになりました。デフォルトでは、このオプションが選択されてい
ます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションで使用
できます。
クイックアクションのカスタム成功メッセージの作成
[レコードを作成]、[レコードを更新]、[活動の記録] アクション種別に、アクションが正常に実行された場
合に表示されるカスタムメッセージを作成できます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、お
よび Salesforce1 モバイルアプリケーションで使用できます。
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高度なページレイアウトエディタでのカスタムリストビューボタンの使用の終了
[リストボタン] として設定されたカスタムボタンが、誤って高度なページレイアウトエディタのパレット

にあるSalesforce1アクションバケットでクイックアクションとして使用可能になっていました。さらに、こ
れらのアクションはレコードページに表示されないにもかかわらず、レイアウトの[Salesforce1およびLightning
Experienceアクション]セクションに追加することができました。今回の変更により、こうしたリストビュー
ボタンがパレットに表示されなくなります。ページレイアウトに以前追加したカスタムリストビューボタ
ンは、ページレイアウトエディタに表示されません。
Lightning Experience の [設定] からの一部のユーザへの代理管理者権限の割り当て
Lightning Experience の [設定] を使用して、システム管理者ではないユーザに限定的なシステム管理者権限を
割り当てることができるようになりました。特定の作業の代理権限を特定のユーザに割り当てることで、
システム管理者はその他の作業に集中できます。たとえば、カスタマーサポートチームのマネージャを代
理管理者にして、サポートマネージャロールとその下位のすべてのロールのユーザを管理させることがで
きます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
制限付き選択リストによる選択リストの乱雑さの軽減 (ベータ)
選択リストと制限付き選択リストの整合性が保たれます。この機能はベータになり、簡単に試せるように
なりました。制限付き選択リスト項目には、定義済みの値のみが含まれます。ユーザが誤った値や重複す
る値を追加できないため、選択リストデータがクリーンに保たれます。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方で使用できます。
グローバル選択リストの試用の簡易化 (パイロット)
グローバル選択リストがよりアクセスしやすくなりました。このパイロットプログラムが拡張され、より
多くのユーザが機能を試用できるようになりました。グローバル選択リストでは、値のリストの 1 つを複
数のカスタム選択リスト項目で効率的に再利用できます。値のマスタリストに基づいて選択リスト項目を
作成することで、オブジェクト間で選択リストを簡単に共有できます。また、ユーザが API を介して誤った
値や重複する値を追加できないため、選択リストデータがクリーンに保たれます。この機能は、Salesforce
Classic でのみ使用できます。
複数言語でのグローバル選択リストの翻訳 (パイロット)
[設定] でグローバル選択リストを作成した後に、トランスレーションワークベンチを使用して、組織でサ
ポートしている言語への翻訳を管理します。トランスレーションワークベンチは複数言語組織でのみ使用
できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
標準の [お知らせ] ホームページコンポーネントでの JavaScript、iFrame、CSS、その他の高度なマークアップの
サポート終了
標準の [お知らせ] ホームページコンポーネントで、サポートされていないコードの禁止が強制適用されま
す。[お知らせ] ホームページコンポーネントを編集および保存するときに、JavaScript、CSS、iframe、その他
のサポートされていないマークアップが削除されるようになりました。ホームページコンポーネントは、
Salesforce Classic のみで使用できます。
Lightning Experience の数式項目のサポート
ハイパーリンクおよび画像付きの数式項目が Lightning Experience でサポートされるようになりました。
Force.com サイトの帯域幅および時間の制限適用の改善
プロビジョニングした制限に達した時点で Force.com サイトが使用できなくなることで、顧客にストレスを
与えないようにします。Spring '16 以降は、ホストインスタンスにサイトに提供するリソースがあれば、制
限に達してもサイトが自動的に無効になることはありません。この機能は、Lightning Experience、Salesforce
Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションで使用できます。
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Lightning Experience ユーザのナビゲーション操作のカスタマイズ
以前のリリースでは、すべてのユーザに同じナビゲーションメニューが表示さ
れていました。今回、営業担当、営業マネージャ、役員など、さまざまな種別
のユーザごとに異なるメニューを作成し、ナビゲーション操作を調整できるよ
うになりました。項目を追加、削除、および移動できるため、ユーザは最もよ
く使用する場所にワンクリックで移動できます。この機能は、Lightning Experience
でのみ使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

このセクションの内容:
Lightning Experience のナビゲーションメニューの作成
ナビゲーションメニューを作成して、ユーザがよく使用する Salesforce 機能へのショートカットを提供でき
ます。営業チーム向けには、最も適切な項目を優先した営業ナビゲーションメニューを作成します。行動、
取引先、および組織を最上部に配置します。インサイドセールス向けには、リード、ToDo、および取引先
責任者を最初に表示するナビゲーションメニューを作成します。役員向けには、レポートとダッシュボー
ドが最上部にある時間節約ナビゲーションメニューを作成し、ほとんど使用しない項目は削除します。ユー
ザはいつでもアプリケーションランチャーに移動して他のオブジェクトやアプリケーションにアクセスで
きます。
カスタムナビゲーションメニューの考慮事項
組織の Lightning Experience カスタムナビゲーションメニューの作成を計画するときには、次の考慮事項に留
意してください。

Lightning Experience のナビゲーションメニューの作成
ナビゲーションメニューを作成して、ユーザがよく使用する Salesforce 機能へのショートカットを提供できま
す。営業チーム向けには、最も適切な項目を優先した営業ナビゲーションメニューを作成します。行動、取引
先、および組織を最上部に配置します。インサイドセールス向けには、リード、ToDo、および取引先責任者を
最初に表示するナビゲーションメニューを作成します。役員向けには、レポートとダッシュボードが最上部に
ある時間節約ナビゲーションメニューを作成し、ほとんど使用しない項目は削除します。ユーザはいつでもア
プリケーションランチャーに移動して他のオブジェクトやアプリケーションにアクセスできます。
アプリケーションランチャーに表示される項目のほとんどは、ナビゲーションメニューに表示できます。
• 組織のカスタムオブジェクトとアプリケーション
• ほとんどの標準オブジェクト
オブジェクトがまだ Lightning Experience でサポートされていなくても、多くのオブジェクトをナビゲーショ
ンメニューに追加できます。そうしたオブジェクトは、クリックすると、別のタブでSalesforce Classicで開き
ます。
• Visualforce タブ
• Lightning Component のタブ
• Visualforce タブを介したキャンバスアプリケーション
• Web タブ
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メモ: Gmail™、Microsoft Office 365™、Lightning ページのような接続アプリケーションはナビゲーションメニュー
に追加できません。これらのアプリケーションには、アプリケーションランチャー
す。

からアクセスしま

ナビゲーションメニューウィザードに従って、カスタムメニュー作成プロセスを進めることができます。ウィ
ザードを開始するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに [ナビゲーションメニュー] と入力します。
まず、ナビゲーションメニューに名前を付けます。
ウィザードに、ナビゲーションメニューに表示できるすべての項目のリストが表示されます。左側の使用可能
なリスト (1) から必要な項目を右側のナビゲーションメニューリスト (2) にドラッグします。メニューの項目を
並び替えるには、上下にドラッグします。項目を削除するには、左側の使用可能なリストにドラッグして戻し
ます。完了すると、右側のナビゲーションメニュー項目リストにナビゲーションメニューに表示される順序が
反映されます。

次に、このナビゲーションメニュー (2) を割り当てる組織のユーザプロファイル (1) を選択します。
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完成です! カスタムナビゲーションメニューを作成できました。このメニューは、コピーして次のナビゲーショ
ンメニューのテンプレートとして使用できます。

カスタムナビゲーションメニューの考慮事項
組織の Lightning Experience カスタムナビゲーションメニューの作成を計画するときには、次の考慮事項に留意
してください。
デフォルトの Lightning Experience ナビゲーションメニューが復元される
Lightning Experience には、すべてのユーザに割り当てられているデフォルトのナビゲーションメニューがあ
ります。このメニューには、Winter '16 リリースと同じ項目が同じ順序でリストされており、編集はできま
せん。ユーザプロファイルからカスタムナビゲーションメニューを他のメニューに置き換えずに削除した
場合、プロファイルはデフォルトメニューに切り替わります。カスタムナビゲーションメニューを削除す
ると、そのメニューに割り当てられていたすべてのユーザプロファイルでデフォルトメニューが復元され
ます。
ユーザプロファイルに割り当てられるナビゲーションメニューは 1 つのみ
すでにメニューが割り当てられているユーザプロファイルにナビゲーションメニューを割り当てると、新
しいメニューで以前のメニューが上書きされます。そのプロファイルに属するユーザには、直ちに新しい
ナビゲーションメニューが表示されます。他のナビゲーションメニューを作成するときにはその点に留意
してください。表示されるナビゲーションメニューが突然変わると、ユーザが混乱しかねません。
ナビゲーションメニューは複数のユーザプロファイルに割り当て可能
メニューをユーザプロファイルに割り当てることで、さまざまな種類のユーザ向けにナビゲーションメ
ニューを調整できます。ナビゲーションメニューは複数のユーザプロファイルに割り当てることができま
す。たとえば、インサイドセールス中心のナビゲーションメニューをインサイドセールスチームに関わる
すべてのプロファイルに割り当てることができます。
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割り当て可能なカスタムナビゲーションメニューの数はエディションによって決まる
Professional Edition を除くすべてのエディションで、最大 10 個のカスタムナビゲーションメニューを割り当て
ることができます。Professional Edition では、合計 5 個のメニューを割り当てることができます。
ナビゲーションメニューには最大 100 項目をリストできる
メニューに含まれる項目が多すぎると使いづらくなります。とはいえ、1 つのナビゲーションメニューには
最大 100 項目をリストできます。
複数のタブがある Salesforce アプリケーションはナビゲーションメニューに別個のタブとして表示される
複数のタブ (旧タブセット) があるアプリケーションの場合、使用可能な項目リストに各タブが別個の項目
として表示されます。リストに目を通して関連するすべてのタブを見つけ、ナビゲーションメニューにま
とめます。当然、このときに項目を選択できます。アプリケーションのタブをすべてメニューにリストす
る必要はありません。
ナビゲーションメニューではユーザ権限が考慮される
ユーザにオブジェクトへのアクセス権がない場合、オブジェクトはナビゲーションメニューに表示されま
せん。
ナビゲーションメニューにはLightning Experienceでサポートされていないオブジェクトが含まれる場合がある
Lightning Experience はまだ完成していません。リリースごとに使用可能なオブジェクトは増えていますが、
いくつかのオブジェクトはまだサポートされていません。オブジェクトがまだ Lightning Experience でサポー
トされていなくても、多くのオブジェクトをナビゲーションメニューに追加できます。そうしたオブジェ
クトは、クリックすると別のタブで Salesforce Classic で開きます。
ただし、サポートされていないオブジェクトにはナビゲーションメニューに表示できないものもあります。
ウィザードには使用可能なオブジェクトのみが表示されるため、そうしたオブジェクトをユーザ自身が把
握しておく必要はありません。最新のサポート対象外オブジェクトのリストは、Lightning Experience の制限
事項を参照してください。

Lightning Experience および Salesforce1 の URL カスタムボタンおよびリンクサ
ポート
コンテンツソースが URL として定義されているカスタムボタンとリンクが、
Lightning Experience と Salesforce1 モバイルアプリケーションでサポートされるよう
になりました。この機能はこれまで、Salesforce Classic でしか使用できませんでし
た。
メモ: Salesforce Classic で URL カスタムボタンを使用してパラメータを標準ペー
ジに渡している場合 (レコードの作成時に項目に事前入力する場合など)、
Salesforce1 や Lightning Experience ではこの動作は機能しません。
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クイックアクションの実行時にフィード項目が作成されるかどうかの選択
[レコードを作成] および [活動の記録] アクション種別に、アクションの実行後に
フィード項目が作成されるかどうかを制御できる項目が追加されました。不要
なレコードの作成や活動の記録に関する投稿によって発生する不要なフィード
を減らせるようになりました。デフォルトでは、このオプションが選択されて
います。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバ
イルアプリケーションで使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、Contact
Manager Edition、
Database.com Edition、お
よび Developer Edition

メモ: 特定のオブジェクトのフィード追跡で [すべての関連オブジェクト] が選択されている場合、クイッ
クアクションで関連オブジェクトが作成されると、[フィード項目を作成] の状況に関係なく常にフィー
ド項目が作成されます。

クイックアクションのカスタム成功メッセージの作成
[レコードを作成]、[レコードを更新]、[活動の記録] アクション種別に、アクショ
ンが正常に実行された場合に表示されるカスタムメッセージを作成できます。
この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプ
リケーションで使用できます。
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使用可能なエディション:
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Professional Edition、
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Performance Edition、
Unlimited Edition、Contact
Manager Edition、
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高度なページレイアウトエディタでのカスタムリストビューボタンの使用の終
了
[リストボタン] として設定されたカスタムボタンが、誤って高度なページレイ

アウトエディタのパレットにあるSalesforce1アクションバケットでクイックアク
ションとして使用可能になっていました。さらに、これらのアクションはレコー
ドページに表示されないにもかかわらず、レイアウトの[Salesforce1およびLightning
Experienceアクション]セクションに追加することができました。今回の変更によ
り、こうしたリストビューボタンがパレットに表示されなくなります。ページ
レイアウトに以前追加したカスタムリストビューボタンは、ページレイアウト
エディタに表示されません。

エディション
カスタムボタンとカスタ
ムリンクを使用可能なエ
ディション: すべてのエ
ディション

Lightning Experience の [設定] からの一部のユーザへの代理管理者権限の割り当
て
Lightning Experience の [設定] を使用して、システム管理者ではないユーザに限定
的なシステム管理者権限を割り当てることができるようになりました。特定の
作業の代理権限を特定のユーザに割り当てることで、システム管理者はその他
の作業に集中できます。たとえば、カスタマーサポートチームのマネージャを
代理管理者にして、サポートマネージャロールとその下位のすべてのロールの
ユーザを管理させることができます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。

Lightning Experience の [設定] の [代理管理者]

関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
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使用可能なエディション:
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Performance Edition、
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制限付き選択リストによる選択リストの乱雑さの軽減 (ベータ)
選択リストと制限付き選択リストの整合性が保たれます。この機能はベータに
なり、簡単に試せるようになりました。制限付き選択リスト項目には、定義済
みの値のみが含まれます。ユーザが誤った値や重複する値を追加できないため、
選択リストデータがクリーンに保たれます。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方で使用できます。

エディション
Developer Edition および
Sandbox ではデフォルト
で使用できます。その他
のすべてのエディション
では、パイロットに参加
することで使用できま
す。

制限付き選択リストのもう一つの利点は、カスタムメタデータ型を利用できる
ことです。カスタムメタデータ型は、カスタム定義されたアプリケーションメ
タデータの型で、アプリケーションと共にパッケージ化したり使用したりでき
ます。カスタムメタデータ型を使用すると、設定を定義し、再利用可能なアプ
リケーションのコンポーネントや機能を作成できるため、時間を節約できます。
カスタムメタデータ型の選択リストは常に制限付きであるため、カスタムメタデータ型を使用するには制限付
き選択リストを有効にします。
メモ: Developer Edition 組織または Sandbox 組織がある場合は、制限付き選択リストを使用するための設定
は必要ありません。制限付き選択リストは、Developer Edition 組織および Sandbox 組織でのみアプリケーショ
ンとパッケージ化できます。
その他のすべてのエディションでは、制限付き選択リストはベータ機能として使用できます。つまり、
ほぼ正常に機能しますが、既知の制限があります。制限付き選択リストを有効にするには、Salesforceにご
連絡ください。
カスタム選択リスト項目を作成するときに、選択リストの値のリストを定義します。ただし、ユーザは API を
使用して値を読み込むことで、その他の値を追加できます。定義済みの値のリストに対する選択リスト値の検
証を有効にするには、[選択リスト値を厳格に適用する] を選択します。これにより、ユーザは API を使用して
値を追加できなくなります。
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制限付き選択リストの定義

制限付き選択リストにすることができるのは、新しいカスタム選択リスト項目のみです。既存の制限のない選
択リストを制限付き選択リストに変換することはできません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: カスタムメタデータ型

グローバル選択リストの試用の簡易化 (パイロット)
グローバル選択リストがよりアクセスしやすくなりました。このパイロットプ
ログラムが拡張され、より多くのユーザが機能を試用できるようになりました。
グローバル選択リストでは、値のリストの 1 つを複数のカスタム選択リスト項
目で効率的に再利用できます。値のマスタリストに基づいて選択リスト項目を
作成することで、オブジェクト間で選択リストを簡単に共有できます。また、
ユーザが API を介して誤った値や重複する値を追加できないため、選択リスト
データがクリーンに保たれます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できま
す。
メモ: Developer Edition 組織または Sandbox 組織がある場合は、設定は必要あ
りません。その他のすべてのエディションでグローバル選択リストを有効
にするには、Salesforce にお問い合わせください。
グローバル選択リストは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプ
ログラムを通じて一部のお客様に提供されています。このプログラムに参
加する方法については、Salesforce にお問い合わせください。パイロットプ
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Developer Edition および
Sandbox ではデフォルト
で使用できます。その他
のすべてのエディション
では、パイロットに参加
することで使用できま
す。
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ログラムは変更される可能性があり、参加は保証されません。グローバル選択リストは、Salesforce がド
キュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされま
せん。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。現在正式にリリースされ
ている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。グローバル選択リストに関するフィードバッ
クおよび提案は、Salesforce Success コミュニティの Global, Restricted Custom Picklists グループで投稿できます。
グローバル選択リストは、本質的に「制限付き」選択リストです。グローバル選択リストを作成すると、指定
した値のリストは保護されています。システム管理者が「マスタ」選択リストを編集することによってのみ、
値を追加または変更できます。
グローバル選択リストに基づいてカスタム選択リストを作成した場合、その値のリストは自動的に取り込ま
れ、編集はできません。ユーザは、API を使用して、グローバル選択リストまたはグローバル選択リストに基
づく選択リスト項目に無関係な値を読み込むことはできません。
[設定] ツリーからグローバル選択リストを作成します。次に、通常と同じ方法で、カスタム選択リスト項目を
作成します。ただし、この場合は、グローバル選択リスト定義を任意の数のカスタム選択リストに使用できま
す。
[設定] の新しい選択リストノード

グローバル選択リストを作成して、その値を指定します。
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グローバル選択リストの定義

グローバル選択リストに基づく新しい選択リストは、その値を継承します。グローバル選択リストを編集する
と、その値を使用する他の選択リストも更新されます。
グローバル選択リストに基づく新しい選択リスト
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このパイロットの既知の制限
• グローバル選択リストは、Developer Edition 組織および Sandbox 組織でのみアプリケーションとパッケージ化
できます。
• グローバル選択リストに基づく選択リストの詳細ページには、継承された値のリストが表示されません。
• グローバル選択リストに基づいたカスタム選択リスト項目では、カスタム選択リストを単一選択リストか
ら複数選択リストに変更することはできません。

複数言語でのグローバル選択リストの翻訳 (パイロット)
[設定] でグローバル選択リストを作成した後に、トランスレーションワークベン
チを使用して、組織でサポートしている言語への翻訳を管理します。トランス
レーションワークベンチは複数言語組織でのみ使用できます。この機能は、
Salesforce Classic でのみ使用できます。
メモ: Developer Edition 組織または Sandbox 組織がある場合は、グローバル選
択リスト機能を有効にするための設定は必要ありません。その他のすべて
のエディションでグローバル選択リストを有効にするには、Salesforce にお
問い合わせください。

エディション
Developer Edition および
Sandbox ではデフォルト
で使用できます。その他
のすべてのエディション
では、パイロットに参加
することで使用できま
す。

[設定] の選択リストノードからグローバル選択リストを作成します。組織の主言
語で値を入力します。次に、選択リストの値を翻訳します。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「翻訳」と入力し、[翻訳] を選択します。翻訳先の言語を選択し、[設
定コンポーネント] に [グローバル選択リスト] を選択します。
グローバル選択リスト設定コンポーネント

翻訳された値を指定します。[グローバル選択リスト値の表示ラベルの翻訳] の下をダブルクリックし、翻訳を
入力します。
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翻訳された選択リスト値

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 翻訳言語と翻訳者の追加と編集

標準の [お知らせ] ホームページコンポーネントでの JavaScript、iFrame、CSS、
その他の高度なマークアップのサポート終了
標準の [お知らせ] ホームページコンポーネントで、サポートされていないコー
ドの禁止が強制適用されます。[お知らせ] ホームページコンポーネントを編集お
よび保存するときに、JavaScript、CSS、iframe、その他のサポートされていない
マークアップが削除されるようになりました。ホームページコンポーネントは、
Salesforce Classic のみで使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

Summer '14 で、HTML エリアホームページコンポーネントのリッチテキストエディ
タが置換され、Summer '15 からサポートされていないコードの削除が開始されることが通知されました。[お知
らせ] ホームページコンポーネントへのこの変更は引き続き行われます (Summer '14 リリースノートの「ホーム
ページのコンポーネント」を参照)。
実行時に、サポートされていないマークアップを含む標準の [お知らせ] ホームページコンポーネントは、動的
に表示から除外されます。
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Lightning Experience の数式項目のサポート
ハイパーリンクおよび画像付きの数式項目が Lightning Experience でサポートされ
るようになりました。

エディション

テキスト数式項目の外部ハイパーリンクをクリックして、別のタブのリンクに
移動できるようになりました。テキスト数式項目を介して追加された画像が、
リストビューと関連リストで正しく表示されるようになりました。検索結果の
画像は Lightning Experience ではサポートされていません。

数式を使用可能なエディ
ション: すべてのエディ
ション

Force.com サイトの帯域幅および時間の制限適用の改善
プロビジョニングした制限に達した時点で Force.com サイトが使用できなくなる
ことで、顧客にストレスを与えないようにします。Spring '16 以降は、ホストイ
ンスタンスにサイトに提供するリソースがあれば、制限に達してもサイトが自
動的に無効になることはありません。この機能は、Lightning Experience、Salesforce
Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションで使用できます。
帯域幅およびサービス要求時間の制限は、24 時間単位で追跡、適用されます。
Spring '16 以前は、24 時間のいずれかの時点でサイトがプロビジョニングされた
制限を超えると、自動的に無効になっていました。Spring '16 では、ユーザとそ
の顧客のエクスペリエンスを向上させるために、この機能が更新されています。
ホストインスタンスにサイトに提供するリソースがある限り、24 時間のうちに
サイトがプロビジョニングされた制限を超えた場合でも自動的に使用不能にな
ることはありません。ただし、プロビジョニングされた制限を超えた後もサイ
トを引き続き使用できますが、サービスレベルは保証されません。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、Contact
Manager Edition、
Database.com Edition、お
よび Developer Edition

ページビュー、帯域幅、時間消費の制限は、[設定] > [ビルド] > [開発] > [サイト] でいつでも監視できます。サ
イトを選択すると、当月の請求サイクルのページビュー、および24 時間あたりの帯域幅とサービス要求時間の
使用状況履歴の関連リストが表示されます。
サイトの制限についての詳細は、「Force.com サイトの制限と請求」を参照してください。

Lightning Experience への移行
Lightning Experience が組織に適しているかどうか、本番移行の準備ができている
かどうかなどを確認する場合、移行アシスタントのガイドに従って各ステップ
を進めることができます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方で使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

Lightning Experience の [設定] ページの拡張版である、移行アシスタントが導入さ
れました。移行アシスタントでは、Lightning Experience について学習したり、
Salesforce組織にとって適しているかどうかを評価したりするのに役立つ多くのリソースを提供します。準備が
できている場合は、ガイドに従って主要な機能の有効化と適切なユーザの設定を行うこともできます。移行ア
シスタントでは、リソースが必要な順序で案内されるため、ロールアウト時に段取りを踏みながら確実にすべ
ての詳細を設定することができます。
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たとえば、新しいLightning Experienceプレビュー機能を使用すると、スイッチを切り替える前に新しいインター
フェースで組織がどう表示されるかを確認できます。そのため、Salesforce Classic での営業担当の業務を妨げる
ことなく、Lightning Experience を探索できます。
プレビューモードでは操作を本番組織から行うため、設定やパラメータを変更できます。ただし、注意が必要
です。本番データを操作するため、加えた変更はすべてユーザに見えてしまいます。
開始するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning Experience」と入力し、[Lightning
Experience] を選択します。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

Lightning Experience の [設定]
Lightning Experience で [設定] を今までより簡単に使用して時間を節約できます。Lightning Experience では、Salesforce
組織の外部に保存されているデータをシームレスに操作するオプションが拡張されます。さらに、ユーザイン
ターフェースが簡略化されます。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
このセクションの内容:
設定: 右クリックして Lightning Experience の新しいタブまたはウィンドウに表示
ブラウザの右クリック機能を使用して、新しいタブまたはウィンドウで [設定] ノードまたはユーザの個人
設定を開くことができます。Lightning Experience では、この機能はすべての [設定] ノードで動作します。[設
定] 内の個々のページでは動作しません。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用で
きます。

設定: 右クリックして Lightning Experience の新しいタブまたはウィンドウに表
示
ブラウザの右クリック機能を使用して、新しいタブまたはウィンドウで [設定] ノードまたはユーザの個人設定
を開くことができます。Lightning Experience では、この機能はすべての [設定] ノードで動作します。[設定] 内の
個々のページでは動作しません。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
メモ: スキーマビルダーノードおよびデータインポートノードでは、使用しているユーザインターフェー
スに関係なく、Salesforce Classic ユーザインターフェースで新しいタブまたはページが表示されます。
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Lightning アプリケーションビルダー
このリリースでは、Lightning Experience でのレコードページ編集のパイロットが
拡張され、レコードページをゼロから作成したり、Lightning ページで [表示] 標準
ボタンを上書きできます。また、選択リスト機能も追加されました。この機能
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
このセクションの内容:
Lightning アプリケーションビルダーのドロップダウンメニューでの入力支援
Lightning アプリケーションビルダーのドロップダウンメニューで項目を検索
するときに、何文字か入力すると、入力に一致するすべての使用可能な項目
が表示されるようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

最近使ったデータコンポーネントの entityNames 値の記述方法の変更
この機能更新は、XML で Lightning ページを作成している開発者向けです。Lightning コンポーネントの複合値
属性が JSON として表されるようになりました。これらの属性は、単なる文字列ではなく実データ型として
扱われるようになりました。この機能は、Salesforce1 および Lightning Experience で使用できます。

Lightning アプリケーションビルダーのドロップダウンメニューでの入力支援
Lightning アプリケーションビルダーのドロップダウンメニューで項目を検索する
ときに、何文字か入力すると、入力に一致するすべての使用可能な項目が表示
されるようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方で使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning アプリケーションビルダーの Lightning Experience のレコードページ (パイロット)
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
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最近使ったデータコンポーネントの entityNames 値の記述方法の変更
この機能更新は、XML でLightning ページを作成している開発者向けです。Lightning
コンポーネントの複合値属性が JSON として表されるようになりました。これら
の属性は、単なる文字列ではなく実データ型として扱われるようになりました。
この機能は、Salesforce1 および Lightning Experience で使用できます。
Lightning ページで使用できる標準コンポーネントのうち、この変更の影響を受け
るのは最近使ったデータコンポーネントのみです。最近使ったデータコンポー
ネントの entityNames プロパティの値は、カンマ区切りのリストではなく、
JSON として保存されるようになりました。したがって、最近使ったデータコン
ポーネントでは、ページの XML でオブジェクトを Account,obj__c のように記
述するのではなく、["Account,obj__c"] のように記述する必要があります。
例: 新しい形式を使用した最近使ったデータコンポーネントを含むLightning
ページ (API では FlexiPage と呼ばれます) の例を、注釈付きで次に示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FlexiPage xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<flexiPageRegions>
<!-- Filter List component with a single entityName -->
<componentInstances>
<componentInstanceProperties>
<name>entityName</name>
<value>obj__c</value> <!-- No change -->
</componentInstanceProperties>
<componentInstanceProperties>
<name>filterName</name>
<value>some_ones</value>
</componentInstanceProperties>
<componentName>flexipage:filterListCard</componentName>
</componentInstances>
<!-- Recent Items component with single entity -->
<componentInstances>
<componentInstanceProperties>
<name>entityNames</name>
<value>["obj__c"]</value> <!-- Now JSON, not
commas -->
</componentInstanceProperties>
<componentInstanceProperties>
<name>label</name>
<value>Recent Items Tied to obj__c</value>
</componentInstanceProperties>
<componentName>flexipage:recentItems</componentName>
</componentInstances>
<!-- Recent Items component with multiple entities -->
<componentInstances>
<componentInstanceProperties>
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<name>entityNames</name>
<value>["obj__c","Account"]</value> <!-- Now JSON, not commas -->
</componentInstanceProperties>
<componentInstanceProperties>
<name>label</name>
<value>Recent Items Tied to obj__c</value>
</componentInstanceProperties>
<componentName>flexipage:recentItems</componentName>
</componentInstances>
<name>main</name>
<type>Region</type>
</flexiPageRegions>
<masterLabel>
Lightning Page With Filter List And Recent Items Components
</masterLabel>
<pageTemplate>flexipage:defaultAppHomeTemplate</pageTemplate>
<type>AppPage</type>
</FlexiPage>

データのカスタマイズ
データインポートウィザードとデータローダが改善され、データを簡単にSalesforceに統合できるようになりま
した。
このセクションの内容:
データインポートウィザードの機能強化
データインポートウィザードが更新され、データのインポートの操作性がシームレスになりました。この
機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
データローダ
データローダの新バージョンがリリースされました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方で使用できます。

データインポートウィザードの機能強化
データインポートウィザードが更新され、データのインポートの操作性がシームレスになりました。この機能
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
このセクションの内容:
データインポートウィザードを使用した個人取引先のインポート
ユーザに最適な環境を提供するため、Salesforce では個人取引先の個々のインポートウィザードの終了を開
始しました。[設定] で、個々の個人取引先インポートウィザードが使用できなくなりました。けれども、
心配はいりません。統合データインポートウィザードにより、生産性がさらに向上します。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
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データインポートウィザードへのアクセス
オブジェクト固有のホームページにある [ツール] リストからデータインポートウィザードにアクセスでき
るようになりました。
データインポートウィザードのインポート状況
データインポートウィザードのユーザインターフェースが更新され、データのインポートに関する重要な
情報が表示されるようになりました。
データインポートウィザードを使用したキャンペーンメンバーの追加および更新
データインポートウィザードを使用して、キャンペーンに取引先責任者、リード、および個人取引先を追
加できるようになりました。また、キャンペーン詳細ページが更新され、従来のキャンペーン更新ウィザー
ドではなく、データインポートウィザードが起動されます。この機能は、Lightning ExperienceとSalesforce Classic
の両方で使用できます。
カスタムオブジェクトをインポートするためのユーザ権限
ユーザがカスタムオブジェクトをインポートするための新しい権限があります。
データインポートウィザードが従う項目アクセス許可設定の増加
データインポートウィザードでも、ページレイアウトや項目レベルセキュリティで指定されているSalesforce
システム管理者の項目アクセス権が順守されるようになりました。以前は、これらの設定がデータインポー
トウィザードのシステム管理者以外のユーザにのみ影響していました。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方で使用できます。

データインポートウィザードを使用した個人取引先のインポート
ユーザに最適な環境を提供するため、Salesforceでは個人取引先の個々のインポー
トウィザードの終了を開始しました。[設定] で、個々の個人取引先インポート
ウィザードが使用できなくなりました。けれども、心配はいりません。統合デー
タインポートウィザードにより、生産性がさらに向上します。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
個々の個人取引先インポートウィザードは個別のポップアップウィンドウで開
きますが、データインポートウィザードでは個々のインポートウィザードのす
べての機能が 1 つのブラウザにまとめられます。データインポートウィザード
には、個々のインポートウィザードを使用して特定のオブジェクトをインポー
トするのではなく、さまざまなオブジェクトを 1 つのウィザードからインポー
トできる統合インターフェースがあります。また、データインポートウィザー
ドでは、進行状況の追跡やデータインポートワークフローで役立つヒントによ
りインポートプロセスも向上します。

エディション
使用可能なインター
フェース: Salesforce Classic
および Lightning Experience
の両方
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Spring '16 以降、個々の個人取引先インポートウィザードには、正式に終了するまで [従来のデータインポート
ツール] ページから引き続きアクセスできます。[設定] から、[データの管理] > [データインポートウィザード]
を選択します。データインポートウィザードのホームページで、[旧データインポートツール]をクリックしま
す。
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このセクションの内容:
データインポートウィザードを使用した個人取引先の追加
個人取引先を Salesforce 組織に追加するには、取引先ホームページからデータインポートウィザードを起動
します。

データインポートウィザードを使用した個人取引先の追加
個人取引先を Salesforce 組織に追加するには、取引先ホームページからデータイ
ンポートウィザードを起動します。

ユーザ権限

開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、次の項目に値が入力されて
いることを確認します。

データインポートウィ
ザードを使用して自分が
所有する個人取引先を作
成する
• 取引先に対する「作
成」

• 名
• 姓
• メール

および

• 電話
以下に説明する手順は、データをインポートする 1 つの推奨方法です。ここに
挙げられていない Salesforce 項目にもデータをインポートできます。また、デー
タインポートウィザードに表示される他のオプションを使用して、インポート
をカスタマイズすることもできます。
1. 取引先ホームページから、[データをインポート] をクリックします。
2. [ウィザードを起動する] をクリックします。
データインポートウィザードが表示されます。
3. [個人取引先]を選択して、[新規レコードを追加および既存のレコードを更新]
を選択します。

取引先に対する「編
集」
および
「個人データのイン
ポート」
データインポートウィ
ザードを使用して他の
ユーザが所有する個人取
引先を作成する
• 取引先に対する「作
成」

4. [取引先の一致条件] を [メール] に設定します。

および

5. インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリッ
クします。

取引先および取引先責
任者に対する「編集」

6. CSV ファイルの列ヘッダーを次の項目に対応付けます。

および
「すべてのデータの編
集」

• 名
• 姓
• メール
• 電話
7. [次へ] をクリックします。
8. インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。

データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決し
ます。
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データインポートウィザードへのアクセス
オブジェクト固有のホームページにある[ツール]リストからデータインポートウィザードにアクセスできるよ
うになりました。
[ツール]リストからデータインポートウィザードにアクセスできるオブジェクト固有のホームページは、次の
とおりです。
• 取引先
• 取引先責任者
• リード
• カスタムオブジェクト
• 個人取引先
• ナレッジ記事

データインポートウィザードのインポート状況
データインポートウィザードのユーザインターフェースが更新され、データのインポートに関する重要な情報
が表示されるようになりました。
データインポートウィザードのホームページには重要な総計値や状況を一目で確認できる [最近のインポート
ジョブ] グラフが追加されました。

データインポートウィザードを使用したキャンペーンメンバーの追加および更新
データインポートウィザードを使用して、キャンペーンに取引先責任者、リー
ド、および個人取引先を追加できるようになりました。また、キャンペーン詳
細ページが更新され、従来のキャンペーン更新ウィザードではなく、データイ
ンポートウィザードが起動されます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。
従来のキャンペーン更新ウィザードとは異なるデータインポートウィザードの
特長は次のとおりです。
• 複数の取引先責任者を作成して、同じインポートでキャンペーンに追加でき
ます。
• ページレイアウトや項目レベルセキュリティで指定されているユーザの項目
アクセス権を順守します。

エディション
使用可能なインター
フェース: Salesforce Classic
および Lightning Experience
の両方
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

• Salesforce 組織のレコードのデータ完全性を確保するために、インポートファ
イルにより多くの項目を必要とします。
• キャンペーンメンバーの状況を更新するためには、キャンペーンメンバー ID が必要です。
• 一度に 1 つのオブジェクトのみのレコードをキャンペーンに追加できます。
データインポートウィザードは動作が異なるため、説明をよく読み、ユーザに必要な権限があることを確認
し、必要に応じてユーザを指導します。たとえば、従来のキャンペーン更新ウィザードで機能していた CSV
ファイルに、データインポートウィザードが必要とする項目が含まれていないことがあります。
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このセクションの内容:
データインポートウィザードを使用したキャンペーンメンバーの状況の更新
キャンペーンメンバーの状況を一度に更新するには、キャンペーン詳細ページからデータインポートウィ
ザードを起動します。
データインポートウィザードを使用した既存の取引先責任者のキャンペーンへの追加
複数の取引先責任者をキャンペーンのメンバーとして追加するには、キャンペーン詳細ページからデータ
インポートウィザードを起動します。
データインポートウィザードを使用したキャンペーンへの既存のリードの追加
複数のリードをキャンペーンのメンバーとして追加するには、キャンペーン詳細ページからデータインポー
トウィザードを起動します。
データインポートウィザードを使用した既存の個人取引先のキャンペーンへの追加
複数の個人取引先をキャンペーンのメンバーとして追加するには、キャンペーン詳細ページからデータイ
ンポートウィザードを起動します。
データインポートウィザードを使用した取引先責任者の作成およびキャンペーンへの追加
1 つのインポートファイルで、一度に複数の取引先責任者を作成してキャンペーンのメンバーにすることが
できます。
データインポートウィザードを使用したリードの作成およびキャンペーンへの追加
1 つのインポートファイルで、一度に複数のリードを作成してキャンペーンのメンバーにすることができま
す。

データインポートウィザードを使用したキャンペーンメンバーの状況の更新
キャンペーンメンバーの状況を一度に更新するには、キャンペーン詳細ページ
からデータインポートウィザードを起動します。

ユーザ権限

開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、キャンペーンメンバーの次
の項目に値が入力されていることを確認します。

データインポートウィ
ザードを使用してキャン
ペーンメンバーの状況を
更新する
• ユーザ情報で [マーケ

• キャンペーンメンバーの Salesforce ID
• キャンペーンメンバーの状況
ヒント: Salesforce ID やその他の値を組織から取得する場合は、レポートを実
行して、レポートデータをエクスポートすることができます。
1. キャンペーン詳細ページで、[メンバーの管理] > [メンバーの更新 - インポー
トファイル] を選択します。
データインポートウィザードが表示されます。
2. [キャンペーンメンバーの状況] を選択して、[既存のレコードを更新] を選択
します。
3. インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリッ
クします。
4. CSV ファイルの列ヘッダーをキャンペーンメンバーの次の項目に対応付けま
す。
• キャンペーンメンバーの Salesforce ID
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• キャンペーンメンバーの状況
5. [次へ] をクリックします。
6. インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。
データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決し
ます。

データインポートウィザードを使用した既存の取引先責任者のキャンペーンへの追加
ユーザ権限
データインポートウィザードを使用して自分が所有する ユーザ情報で [マーケティングユーザ] が選択されてい
取引先責任者をキャンペーンに追加する
ること
および
取引先に対する「作成」
および
取引先責任者に対する「参照」
および
取引先およびキャンペーンに対する「編集」
および
「個人データのインポート」
データインポートウィザードを使用して他のユーザが所 ユーザ情報で [マーケティングユーザ] が選択されてい
有する取引先責任者をキャンペーンに追加する
ること
および
取引先に対する「作成」
および
取引先責任者に対する「参照」
および
取引先、取引先責任者、およびキャンペーンに対する
「編集」
および
「すべてのデータの編集」

複数の取引先責任者をキャンペーンのメンバーとして追加するには、キャンペーン詳細ページからデータイン
ポートウィザードを起動します。
開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、次の項目に値が入力されていることを確認します。
• 取引先: Salesforce ID
• 取引先責任者: Salesforce ID
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• 取引先責任者: 姓
ヒント: Salesforce ID やその他の値を組織から取得する場合は、レポートを実行して、レポートデータをエ
クスポートすることができます。
以下に説明する手順は、データをインポートする 1 つの推奨方法です。ここに挙げられていない Salesforce 項目
にもデータをインポートできます。また、データインポートウィザードに表示される他のオプションを使用し
て、インポートをカスタマイズすることもできます。
1. キャンペーン詳細ページで、[メンバーの管理] > [メンバーの追加 - インポートファイル] を選択します。
データインポートウィザードが表示されます。
2. [取引先と取引先責任者] を選択して、[既存のレコードを更新] を選択します。
3. [取引先責任者の一致条件] を [Salesforce ID] に設定します。
4. [取引先の一致条件] を [Salesforce ID] に設定します。
5. インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリックします。
6. [取引先責任者をキャンペーンに割り当てる]を選択します。
7. CSV ファイルの列ヘッダーを次の項目に対応付けます。
• 取引先: Salesforce ID
• 取引先責任者: Salesforce ID
• 取引先責任者: 姓
8. [次へ] をクリックします。
9. インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。
データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決し
ます。

データインポートウィザードを使用したキャンペーンへの既存のリードの追加
複数のリードをキャンペーンのメンバーとして追加するには、キャンペーン詳
細ページからデータインポートウィザードを起動します。

ユーザ権限

開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、次のリード項目に値が入力
されていることを確認します。

データインポートウィ
ザードを使用して既存の
リードをキャンペーンに
追加する
• ユーザ情報で [マーケ

• リードの Salesforce ID
• リードの姓
ヒント: Salesforce ID やその他の値を組織から取得する場合は、レポートを実
行して、レポートデータをエクスポートすることができます。
以下に説明する手順は、データをインポートする 1 つの推奨方法です。ここに
挙げられていない Salesforce 項目にもデータをインポートできます。また、デー
タインポートウィザードに表示される他のオプションを使用して、インポート
をカスタマイズすることもできます。
1. キャンペーン詳細ページで、[メンバーの管理] > [メンバーの追加 - インポー
トファイル] を選択します。
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データインポートウィザードが表示されます。
2. [リード] を選択して、[既存のレコードを更新] を選択します。
3. [リードの一致条件] を [Salesforce ID] に設定します。
4. [リードをキャンペーンに割り当てる]を選択します。
5. インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリックします。
6. CSV ファイルの列ヘッダーを次の項目に対応付けます。
• リードの Salesforce ID
• リードの姓
7. [次へ] をクリックします。
8. インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。
データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決し
ます。
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データインポートウィザードを使用した既存の個人取引先のキャンペーンへの追加
複数の個人取引先をキャンペーンのメンバーとして追加するには、キャンペー
ン詳細ページからデータインポートウィザードを起動します。

ユーザ権限

開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、次の項目に値が入力されて
いることを確認します。

データインポートウィ
ザードを使用して自分が
所有する個人取引先を
キャンペーンに追加する
• 取引先に対する「作
成」

• 個人取引先に関連付けられた取引先責任者の Salesforce ID
• メール
ヒント: Salesforce ID やその他の値を組織から取得する場合は、レポートを実
行して、レポートデータをエクスポートすることができます。

および

以下に説明する手順は、データをインポートする 1 つの推奨方法です。ここに
挙げられていない Salesforce 項目にもデータをインポートできます。また、デー
タインポートウィザードに表示される他のオプションを使用して、インポート
をカスタマイズすることもできます。

および

1. キャンペーン詳細ページで、[メンバーの管理] > [メンバーの追加 - インポー
トファイル] を選択します。
データインポートウィザードが表示されます。
2. [個人取引先] を選択して、[既存のレコードを更新] を選択します。
メモ: [新規レコードを追加および既存のレコードを更新] オプションが
表示されますが、このオプションを使用して新しい個人取引先をキャン
ペーンに追加することはできません。

取引先に対する「編
集」

「個人データのイン
ポート」
データインポートウィ
ザードを使用して他の
ユーザが所有する個人取
引先をキャンペーンに追
加する
• 取引先に対する「作
成」
および
取引先および取引先責
任者に対する「編集」

3. [取引先の一致条件] を [メール] に設定します。
4. [個人取引先をキャンペーンに割り当てる]を選択します。

および

5. インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリッ
クします。

「すべてのデータの編
集」

6. CSV ファイルの列ヘッダーを次の項目に対応付けます。
• 個人取引先に関連付けられた取引先責任者の Salesforce ID
• メール
7. [次へ] をクリックします。
8. インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。
データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決し
ます。

データインポートウィザードを使用した取引先責任者の作成およびキャンペーンへの追加
ユーザ権限
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データインポートウィザードを使用して自分が所有する ユーザ情報で [マーケティングユーザ] が選択されてい
取引先責任者を作成してキャンペーンに追加する
ること
および
取引先に対する「作成」
および
取引先責任者に対する「参照」
および
取引先およびキャンペーンに対する「編集」
および
「個人データのインポート」
データインポートウィザードを使用して他のユーザが所 ユーザ情報で [マーケティングユーザ] が選択されてい
有する取引先責任者を作成してキャンペーンに追加する ること
および
取引先に対する「作成」
および
取引先責任者に対する「参照」
および
取引先、取引先責任者、およびキャンペーンに対する
「編集」
および
「すべてのデータの編集」

1 つのインポートファイルで、一度に複数の取引先責任者を作成してキャンペーンのメンバーにすることがで
きます。
開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、次の項目に値が入力されていることを確認します。
• 取引先: 取引先名
• 取引先責任者: メール
• 取引先責任者: 姓
• 取引先責任者: 名 (省略可能ですが推奨)
ヒント: すでに組織に存在する値を取得する場合は、レポートを実行して、レポートデータをエクスポー
トすることができます。
以下に説明する手順は、データをインポートする 1 つの推奨方法です。ここに挙げられていない Salesforce 項目
にもデータをインポートできます。また、データインポートウィザードに表示される他のオプションを使用し
て、インポートをカスタマイズすることもできます。
1. キャンペーン詳細ページで、[メンバーの管理] > [メンバーの追加 - インポートファイル] を選択します。
データインポートウィザードが表示されます。
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2. [取引先と取引先責任者] を選択して、[新規レコードを追加および既存のレコードを更新] を選択します。
3. [取引先責任者の一致条件] を [メール] に設定します。
4. [取引先の一致条件] を [取引先名と取引先サイト] に設定します。
5. [取引先責任者をキャンペーンに割り当てる]を選択します。
6. インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリックします。
7. CSV ファイルの列ヘッダーを次の項目に対応付けます。
• 取引先: 取引先名
• 取引先責任者: メール
• 取引先責任者: 姓
• 取引先責任者: 名 (省略可能ですが推奨)
8. [次へ] をクリックします。
9. インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。
データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決し
ます。

データインポートウィザードを使用したリードの作成およびキャンペーンへの追加
1 つのインポートファイルで、一度に複数のリードを作成してキャンペーンのメ
ンバーにすることができます。

ユーザ権限

開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、次のリード項目に値が入力
されていることを確認します。

データインポートウィ
ザードを使用してリード
を作成してキャンペーン
に追加する
• ユーザ情報で [マーケ

• メール
• 会社名

ティングユーザ] が選
択されていること

• 姓
• 名 (省略可能ですが推奨)

および

ヒント: すでに組織に存在する値を取得する場合は、レポートを実行して、
レポートデータをエクスポートすることができます。
以下に説明する手順は、データをインポートする 1 つの推奨方法です。ここに
挙げられていない Salesforce 項目にもデータをインポートできます。また、デー
タインポートウィザードに表示される他のオプションを使用して、インポート
をカスタマイズすることもできます。

キャンペーンに対する
「編集」
および
「リードのインポー
ト」

1. キャンペーン詳細ページで、[メンバーの管理] > [メンバーの追加 - インポー
トファイル] を選択します。
データインポートウィザードが表示されます。
2. [リード] を選択して、[新規レコードを追加および既存のレコードを更新] を選択します。
3. [リードの一致条件] を [メール] に設定します。
4. [リードをキャンペーンに割り当てる]を選択します。
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5. インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリックします。
6. CSV ファイルの列ヘッダーを次の項目に対応付けます。
• メール
• 会社名
• 姓
• 名 (省略可能ですが推奨)
7. [次へ] をクリックします。
8. インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。
データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決し
ます。

カスタムオブジェクトをインポートするためのユーザ権限
ユーザがカスタムオブジェクトをインポートするための新しい権限があります。

ユーザ権限
カスタムオブジェクトを
インポートする
• 「カスタムオブジェク
トのインポート」

データインポートウィザードが従う項目アクセス許可設定の増加
データインポートウィザードでも、ページレイアウトや項目レベルセキュリティ
で指定されている Salesforce システム管理者の項目アクセス権が順守されるよう
になりました。以前は、これらの設定がデータインポートウィザードのシステ
ム管理者以外のユーザにのみ影響していました。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。

エディション

過去に正常にインポートできていた項目値をインポートできない場合は、次の
設定を確認してください。

使用可能なエディション:
Database.com を除くすべ
てのエディション

• 割り当てられたプロファイルで、ページレイアウトの割り当ておよび項目レ
ベルセキュリティ設定によって項目の表示および編集が許可されていること
を確認します。

使用可能なインター
フェース: Salesforce Classic
および Lightning Experience

• 割り当てられた権限セットで、項目権限によって項目の参照および編集が許可されていることを確認しま
す。
「参照のみ項目の編集」などのユーザ権限も項目値をインポートできるかどうかに影響しますが、今回のリ
リースではこの動作は変更されていません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ページレイアウトおよび項目レベルセキュリティ
Salesforce ヘルプ: レコードをインポートするのに必要な権限は何ですか?

381

Salesforce Spring '16 リリースノート

データのカスタマイズ

データローダ
データローダの新バージョンがリリースされました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
で使用できます。
新バージョンのデータローダで、Windows と Mac の両方の Web サーバ OAuth 認証がサポートされ、セキュリティ
準拠の層がさらに追加されました。

また、Windows 用のデータローダインストーラに log-conf.xml ファイルが追加されました。現在のユーザ
の log-conf.xml は %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml
に、すべてのユーザの log-conf.xml は C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Data
Loader\samples\conf\log-conf.xml に保存されます。log-conf.xml では、高度なログ記録を実装でき
ます。
メモ: Salesforce では、Java が Windows インストーラ用のデータローダとバンドルされなくなりました。Java
を Windows コンピュータにダウンロードしてインストールしてください。
JAVA_HOME 環境変数を、Java ランタイム環境 (JRE) がインストールされているディレクトリに設定するこ

とをお勧めします。この設定により、コマンドラインからデータローダをバッチモードで実行できます。

Windows のシステム要件
Windows 用のデータローダを使用するためのシステム要件は、次のとおりです。
• Microsoft® Windows® 7 または Windows XP
• 120 MB のハードディスクの空き容量
• 256 MB の空きメモリ
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• Java JRE 1.8 (32 ビット)

Mac OS のシステム要件
Mac 用のデータローダを使用するためのシステム要件は、次のとおりです。
• Mac® OS X
• 120 MB のハードディスクの空き容量
• 256 MB の空きメモリ
• Java JRE 1.8
• コンピュータのシステム管理者権限
重要: 2016 年の第 1 四半期以降、Salesforce では TLS 1.0 暗号化プロトコルの無効化を開始します。TLS 1.0 が
無効化されると、Salesforce との間の受信接続および送信接続で TLS 1.2 暗号化プロトコルの使用が必要にな
ります。この変更は、データローダなど、Salesforce でダウンロード用に提供する API ベースのソフトウェ
アに影響を及ぼします。Spring '16 バージョンのデータローダは、TLS 1.2 をサポートするよう拡張されてい
ます。
データローダへのアクセスを保持するには、Spring '16 バージョンのデータローダおよび Java JRE 1.8 にアッ
プグレードする必要があります。TLS 1.2 のサポート計画をできるだけ早く開始することをお勧めします。

Lightning Connect
Lightning Connect の名前が Salesforce Connect に変更されました。Salesforce のユーザインターフェースおよびドキュ
メントは、Summer '16 からこの新しい機能名に更新されます。Lightning Connect では、Salesforce 組織の外部に保
存されているデータをシームレスに操作するオプションが拡張されます。
このセクションの内容:
CSRF 保護を要する外部システムでの書き込み可能な外部オブジェクトの有効化
一部の外部システムは、データの作成、編集、または削除要求ごとにクロスサイトリクエストフォージェ
リ (CSRF) 保護を必要とします。Lightning Connect の OData 2.0 および OData 4.0 アダプタで、対 CSRF トークンお
よび Cookie がサポートされるようになったため、これらの外部システムで書き込み可能な外部オブジェク
トをサポートできます。以前は、Salesforce 組織がこうした外部システムのデータを参照することしかでき
ず、書き込みはできませんでした。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できま
す。
暗号化されたデータへの Lightning Connect 経由でのアクセス
Lightning Connect で 2 つの Salesforce 組織を一緒にリンクすると、登録者組織のユーザがプロバイダ組織にあ
る暗号化されたデータにアクセスし、そのデータをプレーンテキストで表示できるようになりました。
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CSRF 保護を要する外部システムでの書き込み可能な外部オブジェクトの有効
化
一部の外部システムは、データの作成、編集、または削除要求ごとにクロスサ
イトリクエストフォージェリ (CSRF) 保護を必要とします。Lightning Connect の OData
2.0 および OData 4.0 アダプタで、対 CSRF トークンおよび Cookie がサポートされる
ようになったため、これらの外部システムで書き込み可能な外部オブジェクト
をサポートできます。以前は、Salesforce 組織がこうした外部システムのデータ
を参照することしかできず、書き込みはできませんでした。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
書き込み可能な外部オブジェクト (1) を使用して OData 2.0 または 4.0 外部データ
ソースを作成または編集するときに、CSRF 保護 (2) を有効にできます。有効にす
る場合は、組織が外部システムから対 CSRF トークンおよび Cookie を取得して、
作成、編集、または削除の各要求に含めます。

エディション
使用可能なエディション:
Developer Edition
有料オプションで使用可
能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Connect の外部データソースの定義 — OData 2.0 または 4.0 アダプタ
Salesforce ヘルプ: Lightning Connect — OData 2.0 および 4.0 アダプタの CSRF に関する考慮事項
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暗号化されたデータへの Lightning Connect 経由でのアクセス
Lightning Connect で 2 つの Salesforce 組織を一緒にリンクすると、登録者組織のユーザがプロバイダ組織にある暗
号化されたデータにアクセスし、そのデータをプレーンテキストで表示できるようになりました。
登録者組織で暗号化されたデータへのユーザのアクセス権は、Lightning Connect がそのユーザをプロバイダ組織
に接続するために使用するログイン情報によって決まります。使用されるログイン情報は、登録者組織の外部
データソース定義の ID 種別によって決まります。
ログイン情報は、プロバイダ組織の特定のユーザに関連付けられています。プロバイダ組織のそのユーザに
「暗号化されたデータの参照」権限があれば、そのログイン情報で接続している登録者組織のユーザはプロバ
イダ組織の暗号化されたデータを表示できます。
たとえば、プロバイダ組織の Salesforce システム管理者が [取引先名] 項目を暗号化したとします。
• 登録者組織のユーザが、「暗号化されたデータの参照」権限を持つプロバイダ組織のユーザとして Lightning
Connect 経由で接続している場合、[取引先名] 項目の内容をプレーンテキストで表示できます。
• 登録者組織のユーザが、「暗号化されたデータの参照」権限のないプロバイダ組織のユーザとして Lightning
Connect 経由で接続している場合、[取引先名] 項目の内容はマスクされます (値はアスタリスクに置き換えら
れます)。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: プラットフォームの暗号化

プロセスビルダー
プロセスの作成と変更がより簡単になりました。条件およびアクショングルー
プを並び替えたり、プロセスのバージョンをコピーするときに自動的に既存の
名前と説明を使用したり、項目名を一目で確認したり、[Chatter への投稿] アク
ションでメッセージに直接メンションを挿入したりできるようになりました。
この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
このセクションの内容:

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

ドラッグアンドドロップによるプロセス内の条件の容易な並び替え
プロセス内の条件やアクショングループの順序をすばやく変更することで、時間とクリック回数を節約で
きます。ドラッグアンドドロップするだけで完了です。以前は、順序を変更するために条件やアクション
を削除して再定義する必要がありました。
プロセスの新しいバージョンを作成する場合の名前と説明の再利用
プロセスの新しいバージョンに名前と説明を入力し直すのが面倒だと感じていませんか? それももう終わり
です。新しいバージョンに、元のバージョンの名前と説明が使用されます。その名前と説明を編集するこ
とも、そのままにすることもできます。
プロセス内の項目名を一目で確認
スペースが限られているため、項目名全体が表示されないことがよくあります。今回のリリースで、評価
または更新されている項目を一目で確認できるようになりました。条件またはアクションサイドパネルの
項目名の上にカーソルを置くだけで、名前全体が表示されます。
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[Chatter への投稿] アクションでのより簡単なメンション
[Chatter への投稿] アクションでユーザやグループにメンションする方法が簡単になりました。別個の項目に
メンションを挿入するのではなく、@ 記号を使用するだけでメッセージに直接メンションを追加できます。
数式を使用した ID 項目の更新
プロセスで [所有者 ID] などの ID 項目を更新するときに、数式を使用できるようになりました。
ToDo と行動に関するメールアラートの送信
活動 (ToDo と行動) に関するメールアラートを作成できるようになりました。メールアラートを作成したら、
プロセス、ワークフロールール、マイルストン、承認プロセス、フローに追加できます。

ドラッグアンドドロップによるプロセス内の条件の容易な並び替え
プロセス内の条件やアクショングループの順序をすばやく変更することで、時間とクリック回数を節約できま
す。ドラッグアンドドロップするだけで完了です。以前は、順序を変更するために条件やアクションを削除し
て再定義する必要がありました。
条件は、キャンバス上に表示される順序で評価されます。条件が true の場合、関連付けられたアクショング
ループがプロセスで実行され、その他の条件は評価されません。条件が false の場合、アクショングループがス
キップされ、次のアクショングループの条件が評価されます。

条件は簡単に並び替えできます。たとえば、関連するアクションを常に実行するように条件を変更するとしま
す。つまり、プロセス内の後続の条件は評価されないことになります。この場合、常にアクションを実行する
条件がプロセスの最後になるように順序を変更するのが適切です。条件ノードとアクショングループ (1) をク
リックし、プロセスの最後の新しい場所に移動します。
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プロセスの新しいバージョンを作成する場合の名前と説明の再利用
プロセスの新しいバージョンに名前と説明を入力し直すのが面倒だと感じていませんか? それももう終わりで
す。新しいバージョンに、元のバージョンの名前と説明が使用されます。その名前と説明を編集することも、
そのままにすることもできます。
コピーされたプロセスにはバージョン番号が割り当てられるため、誤って異なるバージョンを追跡する心配は
ありません。プロセスの新しいバージョンを作成するときに API 名は変更できません。API 名は永久に使用され
ます。

プロセス内の項目名を一目で確認
スペースが限られているため、項目名全体が表示されないことがよくあります。今回のリリースで、評価また
は更新されている項目を一目で確認できるようになりました。条件またはアクションサイドパネルの項目名の
上にカーソルを置くだけで、名前全体が表示されます。
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[Chatter への投稿] アクションでのより簡単なメンション
[Chatter への投稿] アクションでユーザやグループにメンションする方法が簡単になりました。別個の項目にメ
ンションを挿入するのではなく、@ 記号を使用するだけでメッセージに直接メンションを追加できます。
たとえば、メッセージ内に「@Will」と入力し、一致する結果を選択します (1)。

以前は、[@メンションを挿入] 項目を使用してメッセージにメンションを挿入していました (2) が、 メッセー
ジ領域に直接メンションを追加できるようになりました。

数式を使用した ID 項目の更新
プロセスで [所有者 ID] などの ID 項目を更新するときに、数式を使用できるようになりました。
プロセスによる項目の更新では、以前より数式が使用できましたが、ID 項目は数式を使用して更新できません
でした。それが可能になりました。たとえば、取引先が大企業の場合に、取引先の [所有者 ID] 項目の変更
に数式を使用します。
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ToDo と行動に関するメールアラートの送信
活動 (ToDo と行動) に関するメールアラートを作成できるようになりました。メールアラートを作成したら、プ
ロセス、ワークフロールール、マイルストン、承認プロセス、フローに追加できます。

共有
共有により、どのユーザに何が表示されるかについて、さらに詳細に制御でき
ます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
このセクションの内容:
最適化された並列処理による共有ルールの再適用
並行する共有ルールの再適用により、大規模な組織で各オブジェクトの共有
を非同期に再適用する場合に処理時間を短縮できます。

エディション
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

最適化された並列処理による共有ルールの再適用
並行する共有ルールの再適用により、大規模な組織で各オブジェクトの共有を非同期に再適用する場合に処理
時間を短縮できます。
所有者ベースの共有ルールの挿入または更新による影響を受けるレコードの数が 25,000 未満の場合、再適用は
同時に実行され、完了したときにメール通知は送信されません。影響を受けるレコードの数が 25,000 未満の所
有者ベースの共有ルールの挿入または更新は、[バックグラウンドジョブ] ページでは使用できません。
[バックグラウンドジョブ] ページで並列再適用の進行状況を監視できます。または、[設定変更履歴の参照] ペー
ジでは、最近の共有操作を確認できます。再適用ジョブを表示するには、[設定] から、[クイック検索] ボック
スに「バックグラウンドジョブ」と入力し、[バックグラウンドジョブ] を選択します。
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監視
Salesforce のさまざまな監視ツールのいずれかを使用して組織のセキュリティを監視できます。
このセクションの内容:
ログインフォレンジックによるなりすまし詐欺の防止 (正式リリース)
ログインフォレンジックを使用すると、システム管理者がどのユーザの動作が正当かをより的確に判断で
きるため、Salesforce でのなりすまし詐欺の防止に役立ちます。
管理分析アプリケーションを使用したイベント監視データの分析 (パイロット)
イベント監視用のWave Analyticsには、イベントログファイルと設定変更履歴データのための分析アプリケー
ションが標準装備されています。

ログインフォレンジックによるなりすまし詐欺の防止 (正式リリース)
ログインフォレンジックを使用すると、システム管理者がどのユーザの動作が
正当かをより的確に判断できるため、Salesforce でのなりすまし詐欺の防止に役
立ちます。
1 日 (1 時間でも) あたりの組織へのログイン数に基づいてセキュリティ担当者が
特定のユーザアカウントが侵害されているかどうかを判断するのは困難です。
ログインフォレンジックを使用すると、不審なログインアクティビティを特定
しやすくなります。この機能では、次のような主要なユーザアクセスデータが
提供されます。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

• 指定した期間のユーザあたりの平均ログイン数
• 平均ログイン数を超えるユーザ
• 営業時間外にログインしたユーザ
• 不審な IP 範囲を使用してログインしたユーザ
メモ: ログインフォレンジックは政府機関の POD では使用できません。

管理分析アプリケーションを使用したイベント監視データの分析 (パイロット)
イベント監視用のWave Analyticsには、イベントログファイルと設定変更履歴デー
タのための分析アプリケーションが標準装備されています。

エディション

強力な Salesforce Wave Analytics プラットフォーム上に構築された管理分析アプリ
ケーションを使用すると、ビジネスアナリストは監視データに関する洞察を一
目で得ることができます。このアプリケーションは簡単に設定でき、データは
Salesforce から自動的に読み込まれます。

使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

メモ: Admin Analytics アプリケーションは、パイロットプログラムを通じて
一部のお客様が使用できます。パイロットプログラムへの参加についての
詳細は、Salesforce のアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
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セキュリティと ID: 改善された認証、柔軟なトランザク
ションポリシー、暗号化カバー率の増加

アプリケーションには、デスクトップおよびモバイルデバイス用の事前作成済みダッシュボードが付属しま
す。各ダッシュボードには、組織で発生したさまざまな種別のトランザクションやイベントに関する有益な情
報が表示される一連のグラフが含まれます。ユーザプロファイルやロールでこのデータにドリルインすること
もできます。次の [Visualforce 要求] ダッシュボードのサンプルを見てみましょう。

ユーザがアクセスしている Visualforce ページからそれらのページのパフォーマンスまで、あらゆる情報を確認
できます。監視対象がユーザ、パフォーマンス、採用のいずれでも、この管理分析アプリケーションは強力な
ツールとして役立ちます。

セキュリティと ID: 改善された認証、柔軟なトランザクションポ
リシー、暗号化カバー率の増加
2 要素認証が改善され、検証履歴が追加されました。独自の認証プロバイダプラグインを作成できます。トラ
ンザクションポリシーで外部 Web サービスを使用できるようになったため、ポリシー固有の大量のコードを
作成する必要がなくなりました。また、コミュニティのデータを保護するためにプラットフォームの暗号化を
使用できるようになりました。
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このセクションの内容:
認証と ID
改善された新しい Salesforce Authenticator を使用して、ユーザの ID を任意の場所から検証できます。また、ID
検証アクティビティの監視の追跡、カスタムアプリケーションでの新しい ID 検証 Apex メソッドの使用、詳
細なレベルでの 2 要素認証の適用も可能です。
プラットフォームの暗号化
コミュニティユーザは、暗号化された項目のデータを参照および操作できるようになりました。受信メー
ルおよび送信メールの添付ファイルの暗号化などが可能になりました。
トランザクションセキュリティポリシーによるセキュリティ問題への対応
トランザクションセキュリティは、Salesforce リアルタイムイベントを受信し、作成したセキュリティポリ
シーに基づいて適切なアクションと通知を適用するフレームワークです。トランザクションセキュリティ
は、設定したポリシーに基づいてイベントを監視します。これらのポリシーは組織内のイベントに適用さ
れ、特定のイベントの組み合わせが生じた場合に実行するアクションを指定します。ポリシーがトリガさ
れると、アクションが実行され、必要に応じて通知を受信できます。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方で使用できます。
プラットフォームセキュリティ
新しいヘルスチェックツールを使用して、パスワード、セッション、ネットワークアクセスの設定で、セ
キュリティリスクを一目で修正できます。

認証と ID
改善された新しい Salesforce Authenticator を使用して、ユーザの ID を任意の場所から検証できます。また、ID 検
証アクティビティの監視の追跡、カスタムアプリケーションでの新しい ID 検証 Apex メソッドの使用、詳細な
レベルでの 2 要素認証の適用も可能です。
このセクションの内容:
2 要素認証向けに追加された ID 検証方法
ユーザがSalesforceで ID を簡単に検証できるようにするための変更が加えられました。再設計されたSalesforce
Authenticator モバイルアプリケーションでは、ログイン時や ID 検証を必要とする他のアカウントアクティビ
ティが発生した場合にユーザに通知されます。ユーザは、自分のモバイルデバイスで応答することによっ
て、アクティビティを検証します。Salesforce Authenticator は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で機
能します。
シングルサインオンユーザおよびソーシャルサインオンユーザ向け 2 要素認証設定の合理化
有効な認証プロバイダを介した SAML シングルサインオンまたはソーシャルサインオンを組織で使用してい
る場合、ログイン時に 2 要素認証を必須にするプロセスが簡略化されました。プロファイルポリシーおよ
びセッションの設定を使用して、このような組織のユーザがログインするときに 2 要素認証の完了を必須
にすることができるようになりました。以前は、カスタムログインフローを作成する必要がありました。
この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

392

Salesforce Spring '16 リリースノート

認証と ID

ログイン時のセッションセキュリティレベルの新しいプロファイルポリシー
プロファイルに [ログインに必要なセッションセキュリティレベル] 設定が追加されました。デフォルトで
は、設定値はすべてのプロファイルで [なし] になります。この設定を [高保証] に変更して、プロファイ
ルに割り当てられたユーザが 2 要素認証を使用してログインすることを必須にすることができます。この
機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
変更されたプロファイル設定のセッションタイムアウト名
プロファイルユーザのセッションが期限切れになるまでの無操作状態経過時間を制御する [セッションタイ
ムアウト] 設定の名前が変更されました。プロファイルの概要ページで、[セッションの設定] 領域の設定が
[セッションタイムアウトの開始条件] という名前になりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。
デバイスの有効化のセッションセキュリティレベルの制御
セッションセキュリティレベルの新しい値である「デバイスの有効化」により、ユーザに ID 検証を求める
方法とタイミングをさらに制御できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用で
きます。
ユーザ ID 検証の追跡
システム管理者は、過去 6 か月のユーザ ID 検証アクティビティを監視および監査できるようになりました。
たとえば、ユーザのログイン時に 2 要素認証が有効になっており、ID の証明としてユーザが時間ベースの
ワンタイムパスワードを入力したとします。その情報は、ID 検証履歴に記録されます。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Apex を使用したカスタムソリューションでの ID 検証の実装
新しい Apex メソッドである Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl では、カスタムソ
リューションで ID 検証フローが呼び出されます。たとえば、アカウントの機密詳細を表示するカスタム
Visualforce ページがある場合、情報を表示する前にユーザに ID 検証を求めることができます。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
ID 検証のセキュリティの改善
IP アドレスはユーザ ID の信頼できる指標ではないため、リスクベースの認証プロトコルが変更されました。
認識されないデバイスまたはブラウザからユーザが Salesforce にログインする場合、以前に確認された IP ア
ドレスからログインする場合でも、ID 検証が求められるようになりました。
API を使用した高保証リソースアクセスのセキュリティの強化
接続アプリケーション、レポート、ダッシュボードへのアクセスに高保証セッションが必要なポリシーを
組織で設定している場合、分析 API または SOAP API を使用する標準保証セッションではそれらのリソースに
アクセスできません。分析 API を使用している場合に高保証セッションが必要なリソースにアクセスしよう
とすると、エラーメッセージが表示されます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使
用できます。
パスワード変更時の特殊文字の新しいサポート
特殊文字を必要とするパスワードをユーザが変更する場合に、ツールチップが表示されるようになりまし
た。ツールチップには、有効な文字 (!#$%-_=+<>) が表示されます。以前は、特殊文字の説明が Salesforce ヘ
ルプにのみ表示されていました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
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接続アプリケーションのモバイルアプリケーション設定の新しい時間値
PIN 保護を必要とするモバイル接続アプリケーションがロックされて PIN を必要とするまでのアイドル時間
を延長できるようになりました。以前は、[次の時間が経過したら PIN を要求] 設定の値は、なし (ロック
なし)、1、5、10、および 30 分でした。60、120、180、および 240 分の値が追加されました。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
External Identity ユーザによる取引先、個人取引先、納入商品、取引先責任者の操作が可能
External Identity ライセンスを持つユーザが、取引先を参照および編集できるようになりました。また、納入
商品と取引先責任者の参照、作成、編集も可能です。以前は、これらのオブジェクトにアクセスできませ
んでした。個人取引先が組織で有効になっていると、拡張アクセス権により External Identity ユーザは個人取
引先を操作できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
Apex を使用したカスタム認証プロバイダプラグインの作成
希望するプロバイダがリストに表示されない場合に、独自の外部認証プロバイダを作成できるようになり
ました。カスタム認証プロバイダプラグインでは、独自のシングルサインオン (SSO) 認証プロバイダを作成
できます。システム管理者およびユーザは、Salesforce 組織で Salesforce 以外のアプリケーションにすでに使
用している SSO ログイン情報を引き続き使用できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方で使用できます。
ID 検証のメールメッセージへのユーザ名の追加
ユーザが、認識されないデバイスから Salesforce にログインしたときに受信するメールにユーザ名が追加さ
れました。メールメッセージの件名は「Salesforce の ID を検証」です。

2 要素認証向けに追加された ID 検証方法
ユーザが Salesforce で ID を簡単に検証できるようにするための変更が加えられま
した。再設計された Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションでは、ログ
イン時や ID 検証を必要とする他のアカウントアクティビティが発生した場合に
ユーザに通知されます。ユーザは、自分のモバイルデバイスで応答することに
よって、アクティビティを検証します。Salesforce Authenticator は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で機能します。
ユーザがアプリケーションのロケーションサービスを有効にする場合、自宅や
オフィスなどの信頼できる場所からアクティビティを自動的に検証できます。
Salesforce Authenticator では、ID 検証手段として、確認コードまたは時間ベースの
ワンタイムパスワード (TOTP) が引き続き生成されます。

エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Salesforce Authenticator は、App Store for iOS または Google Play for Android からダウン
ロードできる無料のモバイルアプリケーションです。ユーザは、個人設定の [高度なユーザの詳細] ページで、
アプリケーションを自分の Salesforce アカウントに接続できます。または、組織で 2 要素認証の要件を設定する
と、モバイル認証アプリケーションをすでに使用していないユーザには、ログイン時にアカウントに接続する
よう求められます。
アプリケーションをアカウントに接続したら、認識されないデバイスからのログイン時など、ID 検証を必要と
する場合にアプリケーションが使用されます。また、ログイン時、レポートまたはダッシュボードへのアクセ
ス時、または接続アプリケーションへのアクセス時に、組織のポリシーによって 2 要素認証の使用がユーザに
要求される場合にもアプリケーションが使用されます。
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ユーザがモバイルデバイスを置き換えたり、失ったりしてアプリケーションへのアクセスを失った場合は、
ユーザのアカウントからアプリケーションを切断します。そのユーザは、異なるモバイルデバイスでアプリ
ケーションの新しいインストールに接続できます。アプリケーションの切断は、そのユーザの [高度なユーザ
の詳細] ページのアカウントから実行できます。
デバイスの有効化および 2 要素認証では、アプリケーションがアカウントに接続されているユーザに、まずア
プリケーションを使用して ID 検証するよう求められます。認証アプリケーションで生成されるコードや、ユー
ザの検証済み携帯電話に SMS で送信されるコードなど、他の ID 検証方法が使用可能な場合は、別の方法を選
択できる場合もあります。
メモ: この機能は、2016 年 2 月 13 日にすべての本番組織向けの Spring '16 Salesforce リリースが完了した後に
使用できます。Sandbox 組織でプレビューおよびテスト用に事前に使用することはできません。App Store
および Google Play のリリースプロセスのため、新しい検証方法が Sandbox および本番組織で使用可能にな
る前に、バージョン 2.0 の Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションをダウンロードできる可能性が
あります。新しいバージョンのアプリケーションをダウンロードしたユーザは、新しい検証方法がリリー
スされるまで、バージョン 2.0 の機能を Salesforce で使用することはできません。新しい検証方法がリリー
スされたら、すべての組織で使用できます。組織でこの機能を無効にするには、Salesforceにお問い合わせ
ください。
関連トピック:
2 要素認証に対応した Salesforce Authenticator モバイルアプリケーション、バージョン 2.0
Salesforce ヘルプ: ID 検証のためのアカウントへの Salesforce Authenticator (バージョン 2.0 以降) の接続
Salesforce ヘルプ: Salesforce Authenticator

シングルサインオンユーザおよびソーシャルサインオンユーザ向け 2 要素認証
設定の合理化
有効な認証プロバイダを介した SAML シングルサインオンまたはソーシャルサイ
ンオンを組織で使用している場合、ログイン時に 2 要素認証を必須にするプロ
セスが簡略化されました。プロファイルポリシーおよびセッションの設定を使
用して、このような組織のユーザがログインするときに 2 要素認証の完了を必
須にすることができるようになりました。以前は、カスタムログインフローを
作成する必要がありました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方で使用できます。
ユーザ名とパスワード、代理認証、SAML シングルサインオン、およびサード
パーティ認証プロバイダ経由のソーシャルサインオンなどの、すべての Salesforce
ユーザインターフェース認証方式がサポートされています。Salesforce 組織およ
びコミュニティのユーザに 2 要素認証の要件を適用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

特定のプロファイルに割り当てられたユーザに対して 2 要素認証を必須にするには、[ログインに必要なセッ
ションセキュリティレベル] プロファイル設定を編集します。次に、組織のセッションの設定で、特定のログ
イン方法にポリシーを適用するようにセッションセキュリティレベルを設定します。
デフォルトでは、ログイン時のセッションセキュリティ要件は、すべてのプロファイルで [なし] になってい
ます。プロファイルの [セッションの設定] を編集して要件を [高保証] に変更できます。この要件が設定され
たプロファイルユーザが、高保証ではなく標準レベルのセキュリティを許可するログイン方法 (ユーザ名とパ
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スワードなど) でログインする場合、2 要素認証を使用した ID 検証が求められます。ユーザ認証に成功すると、
Salesforce にログインします。
ログイン方法に関連付けるセキュリティレベルは、組織の [セッションの設定] で編集できます。
モバイルデバイスを使用するユーザは、Salesforce Authenticator モバイルアプリケーションまたは 2 要素認証用の
他の認証アプリケーションを使用できます。内部ユーザは、個人設定の [高度なユーザの詳細] ページで、アプ
リケーションを自分のアカウントに接続できます。プロファイルで [高保証] 要件が設定されていると、Salesforce
Authenticator または別の認証アプリケーションがアカウントに接続済みでないプロファイルユーザは、ログイ
ンする前にアプリケーションを接続するよう求められます。アプリケーションを接続した後、アプリケーショ
ンを使用して ID を検証するよう求められます。
[高保証] プロファイル要件が設定されているコミュニティメンバーは、ログイン中に認証アプリケーション

を接続するよう求められます。
例: Facebook および LinkedIn を組織の認証プロバイダとして設定したとします。多くのユーザは、Facebook
または LinkedIn アカウントのユーザ名とパスワードを使用し、「ソーシャルサインオン」を使用してログ
インします。標準ユーザプロファイルを持つユーザに対して、Facebook アカウント (LinkedIn アカウントで
はない) を使用したログイン時に 2 要素認証の使用を必須にすることによって、セキュリティを強化する
とします。この場合、標準ユーザプロファイルを編集して、[ログインに必要なセッションセキュリティレ
ベル] を [高保証] に設定します。組織のセッション設定で、セッションセキュリティレベルを編集しま
す。Facebook を [標準] 列に配置します。[高保証] 列に [2 要素認証] を配置します。また、デバイスの有効化
を [高保証] 列に配置して、ログイン時にデバイスを有効にする標準ユーザプロファイルユーザに対し、ID
検証が再度求められないようにすることもできます。最後に、[高保証] 列に LinkedIn も配置します。
メモ: ログインフローを使用して、ユーザのセッションセキュリティレベルを変更し、特定の条件下
で ID 検証を開始することもできます。ログインフローにより、ビジネス要件を満たすカスタムの認
証後のプロセスを構築できます。

関連トピック:
ログイン時のセッションセキュリティレベルの新しいプロファイルポリシー
デバイスの有効化のセッションセキュリティレベルの制御
Salesforce ヘルプ: シングルサインオン、ソーシャルサインオン、コミュニティに対する 2 要素認証ログイン
要件の設定
ログイン時のセッションセキュリティレベルの新しいプロファイルポリシー
デバイスの有効化のセッションセキュリティレベルの制御
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ログイン時のセッションセキュリティレベルの新しいプロファイルポリシー
プロファイルに [ログインに必要なセッションセキュリティレベル] 設定が追加さ
れました。デフォルトでは、設定値はすべてのプロファイルで [なし] になりま
す。この設定を [高保証] に変更して、プロファイルに割り当てられたユーザが
2 要素認証を使用してログインすることを必須にすることができます。この機能
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
SAML シングルサインオン、認証プロバイダを使用するソーシャルサインオン、
または別の認証方法を使用するログインのポリシーを適用します。
新しい設定を見つけるには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「プロファ
イル」と入力し、[プロファイル] を選択します。プロファイルを選択し、[セッ
ションの設定] までスクロールして、[ログインに必要なセッションセキュリティ
レベル] 設定を表示または編集します。

エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

関連トピック:
シングルサインオンユーザおよびソーシャルサインオンユーザ向け 2 要素認証設定の合理化
シングルサインオンユーザおよびソーシャルサインオンユーザ向け 2 要素認証設定の合理化
Salesforce ヘルプ: シングルサインオン、ソーシャルサインオン、コミュニティに対する 2 要素認証ログイン
要件の設定

変更されたプロファイル設定のセッションタイムアウト名
プロファイルユーザのセッションが期限切れになるまでの無操作状態経過時間
を制御する [セッションタイムアウト] 設定の名前が変更されました。プロファ
イルの概要ページで、[セッションの設定] 領域の設定が [セッションタイムアウ
トの開始条件] という名前になりました。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方で使用できます。
設定を見つけるには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「プロファイル」
と入力し、[プロファイル] を選択します。プロファイルを選択し、[セッション
の設定] までスクロールして、[セッションタイムアウトの開始条件] 設定を表示
または編集します。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: プロファイルでのセッションタイムアウト値の表示と編集
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デバイスの有効化のセッションセキュリティレベルの制御
セッションセキュリティレベルの新しい値である「デバイスの有効化」により、
ユーザに ID 検証を求める方法とタイミングをさらに制御できます。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
デフォルトでは、デバイスの有効化を完了するユーザには、標準のセッション
セキュリティレベルが割り当てられます。ログイン時または制限付きリソース
にアクセスするときに、ユーザが高保証セッションを確立する必要があるポリ
シーを設定する場合は、デバイスの有効化のセッションセキュリティレベルを
「高保証」に変更することを検討してください。このようにすると、デバイス
を有効化するときに ID を検証するユーザが、高保証セッション要件を満たすよ
うになります。それ以降は、そのセッション中に ID 検証が再度求められること
はありません。

エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

関連トピック:
シングルサインオンユーザおよびソーシャルサインオンユーザ向け 2 要素認証設定の合理化
シングルサインオンユーザおよびソーシャルサインオンユーザ向け 2 要素認証設定の合理化
Salesforce ヘルプ: セッションセキュリティ設定の変更
Salesforce ヘルプ: ID 確認の有効化

ユーザ ID 検証の追跡
システム管理者は、過去 6 か月のユーザ ID 検証アクティビティを監視および監
査できるようになりました。たとえば、ユーザのログイン時に 2 要素認証が有
効になっており、ID の証明としてユーザが時間ベースのワンタイムパスワード
を入力したとします。その情報は、ID 検証履歴に記録されます。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
ID 検証履歴にアクセスするには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「検証
履歴」と入力し、[ID 検証履歴]を選択します。検証時におけるユーザのおおよそ
の地理的位置など、詳細情報を表示するには、カスタムビューを作成し、必要
な列を追加します。地理位置情報技術の性質上、地理位置情報項目の精度 (国、
市区郡、郵便番号など) は変化する場合があります。

エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

ユーザ権限
検証履歴を参照する
• 「ユーザの管理」
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関連トピック:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_verification_history.htm
Salesforce および Force.com のオブジェクトリファレンス: VerificationHistory オブジェクト

Apex を使用したカスタムソリューションでの ID 検証の実装
新しい Apex メソッドである
Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl では、カスタムソ

リューションで ID 検証フローが呼び出されます。たとえば、アカウントの機密
詳細を表示するカスタム Visualforce ページがある場合、情報を表示する前にユー
ザに ID 検証を求めることができます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

ID 検証を実装するには、カスタムページコントローラのページ表示メソッドか
ら Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl をコールします。
メソッドで ID 検証フローが開始し、URL が ID 検証画面に返されます。Salesforce Authenticator またはユーザに使用
可能な他の方法など、ユーザが登録されたいずれかの検証方法を使用して、ID を検証するようユーザに求めら
れます。ユーザ ID が正常に検証されたら、メソッドのパラメータで指定されたセキュリティポリシーレベル
にユーザセッションが変更されます。
関連トピック:
変更された Apex クラス

ID 検証のセキュリティの改善
IP アドレスはユーザ ID の信頼できる指標ではないため、リスクベースの認証プ
ロトコルが変更されました。認識されないデバイスまたはブラウザからユーザ
が Salesforce にログインする場合、以前に確認された IP アドレスからログインす
る場合でも、ID 検証が求められるようになりました。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

この変更のために、一部のユーザはこれまでよりも頻繁に ID 検証が求められる
ようになります。特に、ブラウザの Cookie を手動でクリアしていたり、ブラウ
ザが Cookie を削除するように設定している場合は、ID 検証の回数が多くなります。Salesforce 組織を安全に保ち
ながら、ID 検証が求められる回数を減らすには、次のいずれかまたは両方の手順を実行します。
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ユーザプロファイルに IP 範囲を追加する。
プロファイルユーザが ID 検証を求められずにログインできる、信頼済みの IP アドレスの範囲を指定しま
す。Salesforce ヘルプの「拡張プロファイルユーザインターフェースでのログイン IP アドレスの制限」を参
照してください。
組織の信頼済み IP 範囲を設定する。
すべてのユーザが ID 検証を求められずにログインできる IP アドレスの範囲を指定します。Salesforce ヘルプ
の「組織の信頼済み IP 範囲の設定」を参照してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ID 検証のためのデバイスの有効化
Salesforce 開発者ブログ: Using Login IP Ranges for Stronger User Security (ユーザセキュリティ強化のためのログイン
IP 範囲の使用)

API を使用した高保証リソースアクセスのセキュリティの強化
接続アプリケーション、レポート、ダッシュボードへのアクセスに高保証セッ
ションが必要なポリシーを組織で設定している場合、分析 API または SOAP API を
使用する標準保証セッションではそれらのリソースにアクセスできません。分
析 API を使用している場合に高保証セッションが必要なリソースにアクセスしよ
うとすると、エラーメッセージが表示されます。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Personal Edition、Contact
Manager Edition、Group
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

パスワード変更時の特殊文字の新しいサポート
特殊文字を必要とするパスワードをユーザが変更する場合に、ツールチップが
表示されるようになりました。ツールチップには、有効な文字 (!#$%-_=+<>) が
表示されます。以前は、特殊文字の説明が Salesforce ヘルプにのみ表示されてい
ました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できま
す。
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エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition
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関連トピック:
Salesforce ヘルプ: パスワード

接続アプリケーションのモバイルアプリケーション設定の新しい時間値
PIN 保護を必要とするモバイル接続アプリケーションがロックされて PIN を必要
とするまでのアイドル時間を延長できるようになりました。以前は、[次の時間
が経過したら PIN を要求] 設定の値は、なし (ロックなし)、1、5、10、および
30 分でした。60、120、180、および 240 分の値が追加されました。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
PIN ポリシーは、対応する PIN の長さが設定されている場合にのみ適用されます。
ポリシーの適用は、接続アプリケーションによって行われます。Salesforce Mobile
SDK を使用して作成されたアプリケーションでは、このポリシーを適用できま
す。または、アプリケーションが UserInfo サービスからポリシーを読み込んで適
用することもできます。
接続アプリケーションの [次の時間が経過したら PIN を要求] を見つけるには、
[設定] から [クイック検索] ボックスに「接続アプリケーション」と入力し、アプ
リケーションを管理するオプションを選択します。変更するアプリケーション
名の横にある [編集] をクリックします

エディション
接続アプリケーションを
作成可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition
接続アプリケーションを
インストール可能なエ
ディション: すべてのエ
ディション

External Identity ユーザによる取引先、個人取引先、納入商品、取引先責任者の
操作が可能
External Identity ライセンスを持つユーザが、取引先を参照および編集できるよう
になりました。また、納入商品と取引先責任者の参照、作成、編集も可能です。
以前は、これらのオブジェクトにアクセスできませんでした。個人取引先が組
織で有効になっていると、拡張アクセス権により External Identity ユーザは個人取
引先を操作できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
External Identity ユーザの権限は、そのユーザのプロファイルまたは権限セットを
使用して管理します。共有ルールが適用されます。

エディション
External Identity ライセンス
を使用可能なエディショ
ン: Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

次の表に、External Identity ライセンスとカスタマーコミュニティライセンスを持
つユーザが使用できる機能を示します。
機能

External Identity

カスタマーコミュニティ

参照、編集

参照、編集

参照、作成、編集

参照、作成、編集

取引先

納入商品
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機能

認証と ID

External Identity

カスタマーコミュニティ

Chatter
取引先責任者
参照、作成、編集
ID
ケース
自分のケースの作成と管理が可能
商品
参照のみ
注文
ファイル
Chatter アンサー
アイデア
ナレッジ
参照のみ
ToDo
参照のみ
カスタムオブジェクト
ライセンスあたりに 2 個のカスタム ライセンスあたりに 10 個のカスタ
オブジェクト (管理パッケージ内の ムオブジェクト (管理パッケージ内
カスタムオブジェクトは、この制 のカスタムオブジェクトは、この
限にカウントされません)
制限にカウントされません)
メモと添付ファイル
メモ: [メモと添付ファイル] 関
連リストは、取引先と取引先
責任者で使用できません。
追加ストレージ

150 MB (25,000 個の有効なユーザライ
センス)
2 GB (250,000 個の有効なユーザライ
センス)
10 GB (1,000,000 個の有効なユーザラ
イセンス)
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External Identity

カスタマーコミュニティ

60 GB (5,000,000 個の有効なユーザラ
イセンス)

Apex を使用したカスタム認証プロバイダプラグインの作成
希望するプロバイダがリストに表示されない場合に、独自の外部認証プロバイ
ダを作成できるようになりました。カスタム認証プロバイダプラグインでは、
独自のシングルサインオン (SSO) 認証プロバイダを作成できます。システム管理
者およびユーザは、Salesforce 組織で Salesforce 以外のアプリケーションにすでに
使用している SSO ログイン情報を引き続き使用できます。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

エディション
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Facebook、LinkedIn、Twitter などの外部認証プロバイダを使用して、標準で組織を
すでに設定できます。このプラグインを使用すると、独自のプロバイダが Open-ID
Connect プロトコルに準拠していなくても、Salesforce 組織およびコミュニティに
そのプロバイダを設定できます。認証プロバイダで処理するメタデータを設定できます。また、システム管理
者が自分の認証プロバイダを設定するときに表示される [認証プロバイダ] オプションリストに、このプロバイ
ダを追加することもできます。
このプラグインでは、安全でユーザにとって使いやすい SSO 認証へのアクセス権がシステム管理者に付与され
ます。他の外部認証プロバイダと同様に、このプラグインにはいくつかの設定が必要です。
1. カスタムメタデータ型を作成し、システム管理者が設定時に入力するカスタム項目を選択します。選択し
た認証プロバイダに連絡し、必要なメタデータ型を特定します。
2. 選択したメタデータ型用に、一致する Apex クラスとメソッドを作成します。Auth.AuthProviderPlugin
インターフェースを実装して、使用可能なプロバイダリストでカスタム認証プロバイダを作成します。
3. 認証プロバイダの設定ページで、ドロップダウンメニューから新しい認証プロバイダを選択します。作成
した項目に従って、メタデータを設定します。
4. Salesforce で生成されたコールバック URL を使用するように、アプリケーションを更新します。
5. 接続をテストします。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 外部認証プロバイダについて
新規および変更された Apex クラス、列挙、例外、インターフェース
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ID 検証のメールメッセージへのユーザ名の追加
ユーザが、認識されないデバイスから Salesforce にログインしたときに受信する
メールにユーザ名が追加されました。メールメッセージの件名は「Salesforce の
ID を検証」です。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ID 検証のためのデバイスの有効化

プラットフォームの暗号化
ユーザ権限

エディション

テナントの秘密を管理する

「暗号化鍵の管理」

コミュニティユーザは、暗号化された項目のデータを参照および操作できるよ
うになりました。受信メールおよび送信メールの添付ファイルの暗号化などが
可能になりました。

アドオンサブスクリプ
ションとして使用可能な
エディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition。Developer Edition
については、Summer '15
以降に作成された組織は
無料で使用可能。

項目またはファイルを暗号化する

「アプリケーションのカスタマイズ」

設定を参照する

「設定・定義を参照する」

このセクションの内容:

Salesforce Classic で使用可
能。

コミュニティでのデータの暗号化
コミュニティユーザが暗号化されたデータをプレーンテキストで表示できるようにするため、コミュニティ
ユーザプロファイルに「暗号化されたデータの参照」権限を割り当てできるようになりました。
メールの添付ファイルの暗号化
プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、受信メールと送信メールへの添付ファイルは暗号化
されます。
デフォルトで付与されない鍵の管理権限
システム管理者は、鍵の管理ロールを実行する機能を能動的に割り当てることが必要になりました。「暗
号化鍵の管理」権限は、標準管理プロファイルに割り当てられなくなりました。
PCI-DSS 準拠の暗号化された項目
プラットフォームの暗号化で保護された項目が、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) に準拠する
ようになりました。
暗号化されたデータへの Lightning Connect 経由でのアクセス
Lightning Connect で 2 つの Salesforce 組織を一緒にリンクすると、登録者組織のユーザがプロバイダ組織にあ
る暗号化されたデータにアクセスし、そのデータをプレーンテキストで表示できるようになりました。
取引先および取引先責任者のその他の項目の暗号化
プラットフォームの暗号化を使用して、取引先および取引先責任者のこれまで以上に多くのデータを保護
できるようになりました。
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メールプラグインを使用したデータの暗号化の禁止
項目またはファイルを暗号化する前に、Salesforce for Outlook、Salesforce App for Outlook、または Exchange Sync を
確実に無効にするため、保護対策が実施されています。
Heroku Connect を使用した暗号化データへのアクセス
API バージョン 35.0 以上を使用している場合、Heroku Connect はプラットフォームの暗号化をサポートしま
す。
SObject を使用した項目の暗号化の検出
記述用の SObject コール (describe) を使用すると、プラットフォームの暗号化ライセンスがプロビジョニング
されていない組織内の項目の暗号化状況を取得できます。これにより、PE 組織と非 PE 組織の両方用に単一
のパッケージを開発できるようになり、パッケージ管理が簡単になります。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: プラットフォームの暗号化

コミュニティでのデータの暗号化
コミュニティユーザが暗号化されたデータをプレーンテキストで表示できるようにするため、コミュニティ
ユーザプロファイルに「暗号化されたデータの参照」権限を割り当てできるようになりました。
システム管理者は、暗号化可能なすべての標準項目とカスタム項目、およびファイルや添付ファイルを暗号化
できます。
従来の暗号化を使用している場合、暗号化されたカスタム項目のデータはマスクされたままです。
コミュニティ内で個人識別情報 (PII) を共有する場合は、コミュニティ固有の設定が適用されます。
ゲストユーザに「暗号化されたデータの参照」権限を割り当てることはできません。
メモ: 組織に有効なポータルが含まれている場合、標準項目は暗号化できません。

関連トピック:
Idea Exchange: パートナーおよびカスタマーポータルユーザへの「暗号化されたデータの参照」権限の付与
Salesforce ヘルプ: コミュニティ内での個人連絡先情報の共有
Salesforce ヘルプ: 暗号化できる項目は?

メールの添付ファイルの暗号化
プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、受信メールと送信メールへの添付ファイルは暗号化され
ます。
ユーザが [活動履歴] > [メールを送信] をクリックしてメールを送信すると、メールで送信される添付ファイル
が暗号化されます。
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顧客がケースを作成するために 1 つ以上の添付ファイルを含むメールを送信 (メール-to-ケース) すると、添付
ファイルは暗号化された状態で保存されます。サービスユーザが顧客に送信する添付ファイルも暗号化されま
す。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: オンデマンドメール-to-ケースの設定

デフォルトで付与されない鍵の管理権限
システム管理者は、鍵の管理ロールを実行する機能を能動的に割り当てることが必要になりました。「暗号化
鍵の管理」権限は、標準管理プロファイルに割り当てられなくなりました。
「暗号化鍵の管理」権限を含むカスタムプロファイルには影響はありません。カスタムプロファイルまたは権
限セットによって権限が付与されたユーザは、引き続きこの権限を所持します。
この変更は、今回のリリースの重要な更新の 1 つです。
関連トピック:
重要な更新

PCI-DSS 準拠の暗号化された項目
プラットフォームの暗号化で保護された項目が、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) に準拠するよ
うになりました。
組織の状況が PCI Merchant Level 1 の場合、クレジットカード関連のデータを含め、暗号化された項目に入力した
データは、PCI-DSS 規格に従って処理、保存、送信されるようになりました。
この準拠状況は、暗号化されたファイルまたは暗号化された添付ファイルにはまだ拡張されていません。
関連トピック:

ナレッジ記事: コンプライアンスの Salesforce PCI 認証

暗号化されたデータへの Lightning Connect 経由でのアクセス
Lightning Connect で 2 つの Salesforce 組織を一緒にリンクすると、登録者組織のユーザがプロバイダ組織にある暗
号化されたデータにアクセスし、そのデータをプレーンテキストで表示できるようになりました。
登録者組織で暗号化されたデータへのユーザのアクセス権は、Lightning Connect がそのユーザをプロバイダ組織
に接続するために使用するログイン情報によって決まります。使用されるログイン情報は、登録者組織の外部
データソース定義の ID 種別によって決まります。
ログイン情報は、プロバイダ組織の特定のユーザに関連付けられています。プロバイダ組織のそのユーザに
「暗号化されたデータの参照」権限があれば、そのログイン情報で接続している登録者組織のユーザはプロバ
イダ組織の暗号化されたデータを表示できます。
たとえば、プロバイダ組織の Salesforce システム管理者が [取引先名] 項目を暗号化したとします。
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• 登録者組織のユーザが、「暗号化されたデータの参照」権限を持つプロバイダ組織のユーザとして Lightning
Connect 経由で接続している場合、[取引先名] 項目の内容をプレーンテキストで表示できます。
• 登録者組織のユーザが、「暗号化されたデータの参照」権限のないプロバイダ組織のユーザとして Lightning
Connect 経由で接続している場合、[取引先名] 項目の内容はマスクされます (値はアスタリスクに置き換えら
れます)。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Connect での外部データへのユーザアクセス
Salesforce ヘルプ: Lightning Connect

取引先および取引先責任者のその他の項目の暗号化
プラットフォームの暗号化を使用して、取引先および取引先責任者のこれまで以上に多くのデータを保護でき
るようになりました。
取引先では、さらに次の標準項目を暗号化できます。
• 説明
• Web サイト
• Fax
• 電話
取引先責任者では、[説明] 項目を暗号化できます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 暗号化できる項目は?

メールプラグインを使用したデータの暗号化の禁止
項目またはファイルを暗号化する前に、Salesforce for Outlook、Salesforce App for Outlook、または Exchange Sync を確
実に無効にするため、保護対策が実施されています。
Exchange Sync または Salesforce App for Oultook が有効になっている場合、検証チェックによりプラットフォームの
暗号化を有効にすることはできません。Salesforce for Outlook が有効になっている場合、プラットフォームの暗
号化を有効にすることはできますが、Salesforce for Outlook は動作を停止します。
反対に、プラットフォームの暗号化が有効になっている場合、3 つのどのプラグインも動作しません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: プラットフォームの暗号化の自動検証

Heroku Connect を使用した暗号化データへのアクセス
API バージョン 35.0 以上を使用している場合、Heroku Connect はプラットフォームの暗号化をサポートします。
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トランザクションセキュリティポリシーによるセキュリ
ティ問題への対応

プラットフォームの暗号化を使用している場合、API バージョン Winter '16 v35.0 以上を選択します。バージョン
35 は、プラットフォームの暗号化が有効になったオブジェクトの取得をサポートしています。これは以前の
API バージョンではサポートされていません。
通常、Heroku Connect には「すべてのデータの参照」権限が必要です。また、オブジェクト間のリレーション
を処理する場合は「すべてのデータの編集」権限を付与する必要がある場合もあります。さらに、ユーザと
Salesforce 組織の両方に「API の有効化」権限も必要です。
関連トピック:
Heroku Connect のしくみ

SObject を使用した項目の暗号化の検出
記述用の SObject コール (describe) を使用すると、プラットフォームの暗号化ライセンスがプロビジョニングさ
れていない組織内の項目の暗号化状況を取得できます。これにより、PE 組織と非 PE 組織の両方用に単一のパッ
ケージを開発できるようになり、パッケージ管理が簡単になります。
たとえば、項目が暗号化されていない場合、パッケージは SOQL/WHERE または ORDER BY 操作を実行できますが、
項目が暗号化されている場合は、その代わりに SOSL/FIND クエリを実行する場合があります。
「暗号化が設定されている」とは、組織と項目の両方に対して暗号化が有効になっている場合を指します。そ
の場合、記述用の SObject コールによって encrypted="true” が返されます。組織または項目のいずれかで暗号化が
有効になっている場合は、encrypted=“false” が返されます。
関連トピック:
Schema メソッドを使用した sObject の記述

トランザクションセキュリティポリシーによるセキュリティ問題へ
の対応
ユーザ権限
トランザクションセキュリティポリシーを作成、編集、 「Apex 開発」
管理する
および
「アプリケーションのカスタマイズ」

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition
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トランザクションセキュリティは、Salesforceリアルタイムイベントを受信し、作成したセキュリティポリシー
に基づいて適切なアクションと通知を適用するフレームワークです。トランザクションセキュリティは、設定
したポリシーに基づいてイベントを監視します。これらのポリシーは組織内のイベントに適用され、特定のイ
ベントの組み合わせが生じた場合に実行するアクションを指定します。ポリシーがトリガされると、アクショ
ンが実行され、必要に応じて通知を受信できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で
使用できます。
メモ: この機能を使用するには、顧客が Salesforce Shield または Salesforce Shield Event Monitoring アドオンサブ
スクリプションを購入する必要があります。価格設定についての詳細は、Salesforceのアカウントエグゼク
ティブにお問い合わせください。
実行できるリアルタイムアクションは、次のとおりです。
• ポリシーがトリガされたことを Salesforce システム管理者に通知する
• 操作をブロックする
• 2 要素認証の使用を必須とする
• 現在のログインセッションの終了を必須とする
トランザクションセキュリティには、同時ログインセッションを制限しAPIを介した過度なデータのダウンロー
ドをブロックする、定義済みのポリシーが含まれます。どちらの場合のポリシーにも、対応する Apex 実装ク
ラスが含まれています。システム管理者は、Apexクラスを編集したり、ポリシーをすぐに有効化したりできま
す。
たとえば、ポリシーがトリガされた場合にメールで通知されるように、同時セッションの制限ポリシーを変更
します。さらに、ポリシーの Apex 実装を更新して、デフォルトの 5 セッションではなく 3 セッションにユーザ
を制限します (大変な作業のように聞こえるかもしれませんが、実際は簡単です)。その後で、3 つのログイン
セッションを持つユーザが 4 つ目のセッションを作成しようとします。ポリシーにより、新しいセッションを
始める前に既存のいずれかのセッションを終了するようユーザに求められます。同時に、ポリシーがトリガさ
れたことがユーザに通知されます。
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次に、ユーザインターフェースおよび特定のブラウザの使用をブロックするポリシーの作成方法を表示する別
の例を示します。

この例では、ポリシーコードを生成するためのトランザクションセキュリティを尋ねています。いくつかのコ
メントを追加して生成されたコードを次に示します。
global class BlockAccessByBrowserPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
// We get the login history from the event, and then the browser from the login history.
LoginHistory eObj = [SELECT Browser FROM LoginHistory
WHERE Id = :e.data.get('LoginHistoryId')];
if(eObj.Browser == 'Navigator') { // Navigator is the browser we’re blocking.
return true;
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}
return false;
}
}

プラットフォームとブラウザの特定の組み合わせが生じた場合のブロックなど、追加タスクを実行するよう
に、生成された Apex を変更できます。コメントを追加して変更されたコードは、次のとおりです。
global class BlockAccessByBrowserPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if (event.resourceType == 'LoginHistory') { // Let's make sure we have a login event.
// We still get the login history from the event...
LoginHistory eObj =[SELECT Platform, Browser FROM LoginHistory
WHERE Id =: e.data.get('LoginHistoryId')];
String platform = eObj.Platform; // We retrieve the platform
String browser = eObj.Browser;
// as well as the browser.
if (platform == 'Mac OSX' && browser.startsWith('Navigator')) {
return true; // Now we're blocking Navigator on Mac OSX.
}
}
return false;
}
}

すべての Apex 機能と共に、ポリシーの実装時に外部 Web サービスを使用することもできます。この機能によ
り、余分なコードを作成せずに高い柔軟性を得ることができます。ポリシーアクション間で競合がある場合、
トランザクションセキュリティにより、同じイベントタイプを持つアクションが解決されます。その場合、ブ
ロックアクションは 2 要素認証の前に実行され、両方のアクションはセッションの終了前に実行されます。
他の多くの例は、オンラインヘルプで入手できます。次に、リストの一部を示します。
• 機密データにアクセスするときに高保証ログインセッションを必須にする
• 特定の場所または IP アドレスからのアクセスをブロックする
• Chatter での投稿率を制限する
• プラットフォームおよびブラウザアクセスを特定の種別に制限する
• 脆弱なシステムまたは古いシステムを使用するユーザをブロックする
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: トランザクションセキュリティポリシーについて
Salesforce ヘルプ: トランザクションセキュリティ通知の Apex ポリシー

プラットフォームセキュリティ
新しいヘルスチェックツールを使用して、パスワード、セッション、ネットワークアクセスの設定で、セキュ
リティリスクを一目で修正できます。
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このセクションの内容:
ヘルスチェックを使用したセキュリティリスクの表示と対応
[セッションの設定]、[パスワードポリシー]、[ネットワークアクセス] 設定で、セキュリティリスクを一目
で確認し、修正できるようになりました。新しいヘルスチェックダッシュボードには、Salesforce で推奨さ
れる基準を組織がどの程度満たしているかが表示されます。ヘルスチェックでは、組織のセキュリティリ
スクおよび脆弱性の把握と積極的な改善を単一ページで行うことができます。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。
デフォルトの証明書は 2048 ビット
クライアント証明書またはカスタム Web アドレスの https 証明書を使用する場合、2048 ビットまたは 4096
ビットの証明書を作成できるようになりました。1024 ビットの証明書を作成するオプションは削除されま
した。
HTTPS 接続のトランスポートレイヤセキュリティ (TLS) バージョンのアップグレード
Spring '16 以降、Salesforce は段階的に TLS 1.0 暗号化プロトコルを無効化します。TLS 1.1 または TLS 1.2 を早期に
テストしてアップグレードすることで、組織全体の互換性を検証する時間を確保できます。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

ヘルスチェックを使用したセキュリティリスクの表示と対応
[セッションの設定]、[パスワードポリシー]、[ネットワークアクセス] 設定で、セ
キュリティリスクを一目で確認し、修正できるようになりました。新しいヘル
スチェックダッシュボードには、Salesforce で推奨される基準を組織がどの程度
満たしているかが表示されます。ヘルスチェックでは、組織のセキュリティリ
スクおよび脆弱性の把握と積極的な改善を単一ページで行うことができます。
この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Salesforce 基準には、[セッションの設定]、[パスワードポリシー]、[ネットワーク
アクセス] 設定グループの推奨値が含まれます。すべてのグループの設定を
Salesforce 基準より制限の緩い設定に変更すると、ヘルスチェックのスコアが低
下します。

エディション
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「状態チェック」と入力し、[状態チェック] を選択します。
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ダッシュボードには、高リスクおよび中リスクの設定と、基準との比較が表示されます。リスクに対処するに
は、設定の横にある編集リンクをクリックします。基準を満たすすべての設定は、一番下に表示されます。
例: パスワードの最小長を 8 (デフォルト値) から 5 に変更し、[パスワードポリシー] の他の設定を制限の緩
い値に変更したとします。これらの変更により、推測や他の過激な攻撃に対してユーザのパスワードが
脆弱な状態になります。その結果、全体的なスコアが低下し、設定がリスクとして表示されます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: セキュリティヘルスチェック
Salesforce ヘルプ: [状態チェック] のスコアの計算方法

デフォルトの証明書は 2048 ビット
クライアント証明書またはカスタム Web アドレスの https 証明書を使用する場合、2048 ビットまたは 4096 ビッ
トの証明書を作成できるようになりました。1024 ビットの証明書を作成するオプションは削除されました。
4096 ビットの鍵は必須ではありませんが、セキュリティ要件が特に厳格であり無制限に強化されるポリシー
ファイルが管轄区に存在する場合に使用できます。
1024 ビットの証明書は、多くの顧客および認証機関で受け付けられなくなりました。
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HTTPS 接続のトランスポートレイヤセキュリティ (TLS) バージョンのアップグ
レード
Spring '16 以降、Salesforceは段階的に TLS 1.0 暗号化プロトコルを無効化します。TLS
1.1 または TLS 1.2 を早期にテストしてアップグレードすることで、組織全体の互
換性を検証する時間を確保できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方で使用できます。
TLS 1.0 を無効にすることで、最高レベルのセキュリティ標準を維持し、データの
安全性を向上させることができます。この変更は、Salesforce コミュニティ、カ
スタマーポータルとパートナーポータル、およびその他の Salesforce がホストす
る Web サイトに影響を及ぼします。

エディション
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

この変更は、重要な更新によって早期に行うことができます。この更新を本番
組織で有効にする前に、Sandbox または Developer Edition 組織でテストすることをお勧めします。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「重要な更新」と入力して、[重要な更新] を選択します。
関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce による TLS 1.0 の無効化

リリース
変更を組織に新しい方法でリリースできるようになりました。リリースの変更
には、変更セットのテストオプションが含まれます。Sandbox の機能強化には、
新しい Sandbox コピーエンジンや、Developer Sandbox ライセンスの増加が含まれ
ます。
このセクションの内容:

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition
使用可能なエディション:
Sandbox が購入されてい
る Professional Edition

サービス更新中のリリース環境の改善

変更セットのリリースでテストを実行中に、スケジュールされていたSalesforce
のサービス更新が生じた場合に、サービスの復旧後にテスト実行が再開され
るようになりました。実行済みのテストについては結果が保持され、再実行
されません。リリースの時間の大半はテスト実行に費やされるため、テスト
が再開されることで大幅に時間が節約されます。以前は、テスト実行が最初から再開されていました。
Salesforce のサービス更新には、マイナーのメンテナンス更新とメジャーリリースがあります。
Force.com 移行ツールを使用したセキュリティ機能の強化

Force.com 移行ツールバージョン 36.0 が、クライアントで Java バージョン 7 (1.7) を検出したときに、TLS 1.1 お
よび 1.2 プロトコルを有効にできるようになりました。セキュリティを強化するために、Force.com 移行ツー
ルの最新バージョンとともに Java バージョン 7 以降を使用することをお勧めします。Java バージョン 6 を使
用する場合は、Salesforce との安全な通信に TLS 1.0 が使用されます。ただし、Salesforce では、いずれ TLS 1.0 の
サポートを停止することを予定しています。Java バージョン 7 または 8 を使用する場合は、TLS 1.2 が使用さ
れます。
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Sandbox の機能強化
Sandbox の機能強化には、新しい Sandbox コピーエンジン、Developer Sandbox ライセンスの増加、コピー後ス
クリプトが含まれます。
関連トピック:
メタデータ API の型

サービス更新中のリリース環境の改善
変更セットのリリースでテストを実行中に、スケジュールされていた Salesforce のサービス更新が生じた場合
に、サービスの復旧後にテスト実行が再開されるようになりました。実行済みのテストについては結果が保持
され、再実行されません。リリースの時間の大半はテスト実行に費やされるため、テストが再開されることで
大幅に時間が節約されます。以前は、テスト実行が最初から再開されていました。Salesforceのサービス更新に
は、マイナーのメンテナンス更新とメジャーリリースがあります。
以前のリリースでは、この機能強化がメタデータ API または API ベースのツール (Force.com 移行ツールなど) で
開始されたリリースにしか適用されませんでした。今回のリリースでは、テスト再開の機能強化が変更セット
にも適用されます。
メモ:
• Salesforce では、実行済みのテストの結果をチャンクで保存します。そのため、テストのごく一部の結
果が最後に保存されたチャンクに含まれず、保存されていないことがあります。こうした部分のテス
トは、リリースの再開時に再実行されます。
• テストの開始前にリリースの中断が生じた場合は、リリース全体が最初から再開されます。
ヒント: Salesforce では、年に 3 回サービスのメジャーアップグレードを行います。マイナーのメンテナン
ス更新は年間を通じて行われます。リリースの完了までに数時間を要する場合は、短時間のリリースよ
りもサービス更新の時間枠を超える可能性が高くなります。リリースの再開時にテストも再開されるた
め時間が節約されるものと思われますが、リリースが中断される可能性が低くなるようできる限り効率
的にリリースすることをお勧めします。最近のリリースで追加された次のリリース機能を使用して、リ
リースの実行時間を短縮することをお勧めします。
クイックリリースの実行
最近の検証をリリースして、本番インスタンスでのテストの実行を回避します。Salesforceヘルプの「ク
イックリリース」および『Force.com 移行ツールガイド』の「最近の検証のリリース」を参照してくだ
さい。
テストのサブセットの実行
RunSpecifiedTests テストレベルを使用して、組織のすべての Apex テストではなく、指定したテス
トのみを実行します。『Force.com 移行ツールガイド』の「リリースでのテストのサブセットの実行」
を参照してください。
Salesforce インスタンスのアップグレード時期については、http://trust.salesforce.comを参照してください。
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Force.com 移行ツールを使用したセキュリティ機能の強化
Force.com 移行ツールバージョン 36.0 が、クライアントで Java バージョン 7 (1.7) を検出したときに、TLS 1.1 およ
び 1.2 プロトコルを有効にできるようになりました。セキュリティを強化するために、Force.com 移行ツールの
最新バージョンとともに Java バージョン 7 以降を使用することをお勧めします。Java バージョン 6 を使用する
場合は、Salesforce との安全な通信に TLS 1.0 が使用されます。ただし、Salesforce では、いずれ TLS 1.0 のサポート
を停止することを予定しています。Java バージョン 7 または 8 を使用する場合は、TLS 1.2 が使用されます。

Sandbox の機能強化
Sandbox の機能強化には、新しい Sandbox コピーエンジン、Developer Sandbox ライセンスの増加、コピー後スク
リプトが含まれます。
このセクションの内容:
Sandbox テンプレートを使用した Partial Copy および Full Copy の Sandbox コピーエンジンの改善 (正式リリース)
パフォーマンスや拡張性を最適化し、お客様の成功を最大限に高めるためにSandboxコピーエンジンが再構
築されました。新しいエンジンは、Sandbox テンプレートを使用した Partial Copy および Full Copy の作成時、
および Sandbox テンプレートを使用した既存の Partial Copy および Full Copy の更新時に影響します。
Developer Sandbox ライセンスの増加
App Cloud における当社のビジョンは、開発者の各人がアプリケーションを頻繁かつ迅速に構築できるよう
にすることです。Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition 組織については、Developer Sandbox
のライセンス数が大幅に増加されました。カスタムアプリケーションを開発してテストし、リリースする
Developer Sandbox をより多く作成できるようになりました。開発者環境が増えたことで、アイデアをアプリ
ケーションに変換するための所要時間を削減できます。
Sandbox の作成および更新後のスクリプトの実行
Sandbox 環境をビジネス対応にするために、データ操作またはビジネスロジックタスクを自動化します。

Sandbox テンプレートを使用した Partial Copy および Full Copy の Sandbox コ
ピーエンジンの改善 (正式リリース)
パフォーマンスや拡張性を最適化し、お客様の成功を最大限に高めるためにSandbox コピーエンジンが再構築
されました。新しいエンジンは、Sandbox テンプレートを使用した Partial Copy および Full Copy の作成時、および
Sandbox テンプレートを使用した既存の Partial Copy および Full Copy の更新時に影響します。
コピーエンジンの機能強化により、Sandbox の作成および更新が迅速化し、Sandbox の矛盾が最小限に抑えられ
ます。これらの改善点は、Spring '16 リリース時にローリング方式でリリースされます。
インテリジェントルーティング
コピーエンジンは、各 Sandbox インスタンスのストレージ容量、CPU 消費量、インポートアクティビティに
基づいて、Sandbox の最適なインスタンスを選択します。
新しいデータコピーフレームワーク
コピーエンジンは、Sandbox にエクスポートおよびコピーする組織のデータを小さなチャンクに分割しま
す。チャンクが並列処理されるためコピーが迅速化します。最初のデータチャンクがエクスポートされた
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ときにインポートが開始されます。エクスポートとインポートは独立しているため、システムは堅牢かつ
柔軟な状態です。
新しいコピー後フレームワーク
Sandbox の作成または更新中に本番組織に変更が行われると、Sandbox のデータに矛盾が生じることがあり
ます。新しい自動化されたコピー後処理では、コピーの完了後にこうした矛盾をすばやく修正し、修正を
追跡します。
進行状況の追跡
Sandbox の作成または更新の進行状況を監視できます。[設定] から、[Sandbox] または [データの管理] >
[Sandbox] をクリックして、Sandbox のリストを表示します。リストに、キューで待機中、処理中、最近完
了済みの Sandbox の進行状況バーが表示されます。進行状況バーにマウスポインタを置くと、進行中のコ
ピーの完了率が示されます。名前をクリックすると、詳細ページに次の更新が可能になるまでの時間など
Sandbox に関する情報が表示されます。Sandbox が 1 時間以上中断または停止している場合は、Salesforce カス
タマーサポートにお問い合わせください。

Developer Sandbox ライセンスの増加
App Cloud における当社のビジョンは、開発者の各人がアプリケーションを頻繁かつ迅速に構築できるようにす
ることです。Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition 組織については、Developer Sandbox のラ
イセンス数が大幅に増加されました。カスタムアプリケーションを開発してテストし、リリースするDeveloper
Sandbox をより多く作成できるようになりました。開発者環境が増えたことで、アイデアをアプリケーション
に変換するための所要時間を削減できます。
次の表に、エディション別の Developer Sandbox ライセンスの増加の概要を示します。
表 3 : エディション別の Developer Sandbox ライセンス
エディション

以前のライセンス数

Spring '16 のライセンス

Enterprise Edition

1

25

Unlimited Edition

15

50

Performance Edition

30

100

Sandbox の作成および更新後のスクリプトの実行
Sandbox 環境をビジネス対応にするために、データ操作またはビジネスロジックタスクを自動化します。
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開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成

Sandbox 作成時に、タスクを実行する Apex クラスを 1 つ指定します。このクラスは、Sandbox がコピーされるた
びに実行されます。

SandboxPostCopy を実装しクラスを指定する Apex クラスをここで作成します。たとえば、次の Apex クラスは、
SandboxPostCopy で使用できる 3 つのコンテキスト (組織 ID、Sandbox ID、Sandbox 名) をレポートします。
global class HelloWorld implements SandboxPostCopy {
global void runApexClass(SandboxContext context) {
System.debug('Hello Tester Pester ' + context.organizationId()
+ ' ' + context.sandboxId() + context.sandboxName());
}
}

開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成
Force.com は、組織で役立たせたり、別の組織に再販したりするための新しいアプケーションおよびインテグ
レーションの開発に役立ちます。
このセクションの内容:
カスタムメタデータ型
選択リストや更新/挿入などのサポートが追加され、アプリケーション設定レコードをさらに効率的に移行
します。
Visualforce
Visualforceを使用して、組織をカスタマイズするアプリケーションを開発します。Lightning Experience、Salesforce1
モバイルアプリケーション、Salesforce Classic、およびコミュニティでページやアプリケーションを構築する
には、Visualforce を使用します。Visualforce の言語および機能の改善により、アプリケーション開発がさらに
容易になりました。このリリースの機能強化では、Lightning Experience に焦点を絞っています。
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Apex コード
Apex テストの操作性が改善されました。Chatter、セッション管理、プラットフォームキャッシュ、Flex
キュー、レポート、レコードのロックとロック解除などに関連する機能もアップグレードされました。
Lightning コンポーネント
Lightning コンポーネントフレームワークは、Lightning Experience と Salesforce1 を強化します。このフレームワー
クを使用すると、Lightning Experience、Salesforce1、Salesforce Classic、およびコミュニティで、モバイルアプリ
ケーションやページを構築できます。今回のリリースの機能強化では、ツールキットの安定性に焦点を絞っ
ています。また、Lightning コンポーネントアプリケーションを非 Salesforce コンテナにリリースするための
新機能、新しいビジュアルデザインツール、より高度な表示ラベルの書式設定への早期アクセスも提供し
ています。
API
API バージョン 36.0 では、より多くのメタデータ型とデータオブジェクトにアクセスできます。
ISVforce
ISVforce ツールを使用して、アプリケーションと Lightning コンポーネントを容易に作成、パッケージ化、お
よび配布できます。Spring '16 には、Lightning Experience での環境ハブのサポートや、ライセンス管理アプリ
ケーションおよび API の機能強化が含まれています。

カスタムメタデータ型
選択リストや更新/挿入などのサポートが追加され、アプリケーション設定レ
コードをさらに効率的に移行します。
このセクションの内容:
カスタムメタデータレコードの一括作成
カスタムメタデータローダを使用して、カスタムメタデータレコードを .csv
ファイルから Salesforce に一括読み込みします。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、
Developer Edition、および
Database.com Edition

カスタム選択リスト項目のサポートの追加 (ベータ)
数値項目やテキスト項目などに加え、カスタム選択リスト項目をカスタムメ
タデータ型に含めることができるようになりました。
カスタムメタデータレコードの更新/挿入
重複レコードの作成について心配する代わりに、 更新/挿入がサポートされるようになりました。

カスタムメタデータレコードの一括作成
カスタムメタデータローダを使用して、カスタムメタデータレコードを .csv ファイルから Salesforce に一括読
み込みします。
国コードを国名に対応付ける一連のカスタムメタデータレコードを作成するとします。これらの各レコードを
手動で作成する代わりに、.csv ファイルから組織に直接読み込むことができます。カスタムメタデータロー
ダをダウンロードしてリリースし、.csv ファイルをアップロードしてレコードを作成するだけで十分です。
カスタムメタデータローダツールはこちらでダウンロードできます。
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カスタム選択リスト項目のサポートの追加 (ベータ)
数値項目やテキスト項目などに加え、カスタム選択リスト項目をカスタムメタデータ型に含めることができる
ようになりました。
今回のリリースには、カスタムメタデータ型にベータバージョンのカスタム選択リスト項目が含まれていま
す。本番品質ではありますが、既知の制限があります。この機能はデフォルトで、Sandbox および Developer
Edition 組織で使用できます。その他のすべての組織でこの機能を有効にするには、Salesforce にお問い合わせく
ださい。フィードバックや提案を送信する場合は、「Success コミュニティ」 に移動してください。

カスタムメタデータレコードの更新/挿入
重複レコードの作成について心配する代わりに、 更新/挿入がサポートされるようになりました。
API upsertMetadata() 関数を使用して、カスタムメタデータレコードを挿入または更新できるようになりま
した。

Visualforce
Visualforceを使用して、組織をカスタマイズするアプリケーションを開発します。
Lightning Experience、Salesforce1 モバイルアプリケーション、Salesforce Classic、およ
びコミュニティでページやアプリケーションを構築するには、Visualforce を使用
します。Visualforce の言語および機能の改善により、アプリケーション開発がさ
らに容易になりました。このリリースの機能強化では、Lightning Experience に焦
点を絞っています。
これらのリリースノートでは、このリリースの新機能について説明します。
これらの機能強化の影響を受ける機能についての詳細は、『Visualforce 開発者ガ
イド』を参照してください。

エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

このセクションの内容:
Visualforce for Lightning Experience (ベータ)
このリリースには、Visualforce for Lightning Experience のベータバージョンが含まれています。本番品質ではあ
りますが、既知の制限があります。
Lightning Experience ナビゲーションメニューへの Visualforce ページの追加
Visualforce タブを追加して、Lightning Experience のナビゲーションメニューをカスタマイズできます。この機
能は、Salesforce Classic と Salesforce1 モバイルアプリケーションにはすでに存在します。Lightning Experience で
それが可能になりました。
User.UITheme および UserInfo.getUiTheme() を使用したユーザエクスペリエンスコンテキストの判別
User.UITheme および User.UIThemeDisplayed グローバル変数と UserInfo.getUiTheme() および
UserInfo.getUiThemeDisplayed() Apex ユーティリティメソッドは、Salesforce1 モバイルアプリケーショ

ンおよび Lightning Experience をサポートするように改善されました。
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「Visualforce ドメインからの静的リソースの提供」の重要な更新の延期
Summer '15 で、静的リソースが提供されるドメインが変更されました。この変更は、「Visualforce ドメイン
からの静的リソースの提供」という名前の重要な更新としてリリースされ、Spring '16 で自動的に有効化さ
れるようにスケジュールされていました。この自動有効化日付が Summer '16 まで延期されました。
「PageReference getContent() および getContentAsPDF() メソッドがコールアウトとして動作」の重要な更新の延
期
Summer '15 では、PageReference オブジェクトの getContent() および getContentAsPDF() メソッド
の動作が変更されました。この変更は、「PageReference getContent() および getContentAsPDF() メソッドがコー
ルアウトとして動作」という名前の重要な更新としてリリースされ、Spring '16 で自動的に有効化されるよ
うにスケジュールされていました。この自動有効化日付が Summer '16 まで延期されました。

Visualforce for Lightning Experience (ベータ)
このリリースには、Visualforce for Lightning Experience のベータバージョンが含まれています。本番品質ではあり
ますが、既知の制限があります。
Visualforce 自体は現在も正式リリースです。Lightning Experience を有効にして Visualforce ページを使用するのみで
すが、ベータとみなされます。
Visualforce for Lightning Experience の問題の概要は、リリースノートの「Spring '16 の Lightning Experience で使用でき
ない機能」を参照してください。詳細を使用して Lightning Experience のアプリケーションの作成を開始するに
は、Trailhead の「Lightning Experience の開発」トレイルを参照してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience で使用できない機能
Trailhead: Visualforce と Lightning Experience
Trailhead: 開発者向けトレイル - Lightning Experience
Trailhead

Lightning Experience ナビゲーションメニューへの Visualforce ページの追加
Visualforce タブを追加して、Lightning Experience のナビゲーションメニューをカスタマイズできます。この機能
は、Salesforce Classic と Salesforce1 モバイルアプリケーションにはすでに存在します。Lightning Experience でそれが
可能になりました。
Lightning Experienceナビゲーションメニューのカスタマイズ方法の詳細は、リリースノートの「Lightning Experience
ユーザのナビゲーション操作のカスタマイズ」を参照してください。
関連トピック:
Lightning Experience ユーザのナビゲーション操作のカスタマイズ
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User.UITheme および UserInfo.getUiTheme() を使用したユーザエクスペリ

エンスコンテキストの判別
User.UITheme および User.UIThemeDisplayed グローバル変数と UserInfo.getUiTheme() および
UserInfo.getUiThemeDisplayed() Apexユーティリティメソッドは、Salesforce1モバイルアプリケーション
および Lightning Experience をサポートするように改善されました。

これらの既存の変数およびシステムコールでは、新しいユーザエクスペリエンスコンテキストをサポートする
ために戻り値の範囲が拡張されました。次のような戻り値を使用できます。
• Theme1 — 古い Salesforce テーマ
• Theme2 — Salesforce Classic 2005 ユーザインターフェースのテーマ
• Theme3 — Salesforce Classic 2010 ユーザインターフェースのテーマ
• Theme4d — 最新の「Lightning Experience」Salesforce のテーマ
• Theme4t — Salesforce1 モバイル Salesforce のテーマ
• PortalDefault — Salesforce カスタマーポータルのテーマ
• Webstore — Salesforce AppExchange のテーマ
これらのグローバル変数およびシステムコールは、sforce.one JavaScript グローバルの存在のテストなど、
ユーザエクスペリエンスコンテキストの他の脆弱な検出方法に置き換えることができます。これらを使用し
て、実行中のユーザエクスペリエンスコンテキストに適応する Visualforce ページおよびアプリケーションを作
成します。

「Visualforce ドメインからの静的リソースの提供」の重要な更新の延期
Summer '15 で、静的リソースが提供されるドメインが変更されました。この変更は、「Visualforce ドメインから
の静的リソースの提供」という名前の重要な更新としてリリースされ、Spring '16 で自動的に有効化されるよう
にスケジュールされていました。この自動有効化日付が Summer '16 まで延期されました。
関連トピック:
Summer '15 リリースノート: Visualforce ドメインからの静的リソースの提供
重要な更新

「PageReference getContent() および getContentAsPDF() メソッドがコールアウト
として動作」の重要な更新の延期
Summer '15 では、PageReference オブジェクトの getContent() および getContentAsPDF() メソッドの
動作が変更されました。この変更は、「PageReference getContent() および getContentAsPDF() メソッドがコールアウ
トとして動作」という名前の重要な更新としてリリースされ、Spring '16 で自動的に有効化されるようにスケ
ジュールされていました。この自動有効化日付が Summer '16 まで延期されました。
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また、getContent() のコールの柔軟性がさらに向上しました。詳細は、リリースノートのApexセクションを
参照してください。
関連トピック:
DML および Savepoint の後の PageReference.getContent() へのコールの実行
Summer '15 リリースノート: PageReference getContent() および getContentAsPDF() メソッドがコールアウトとして動
作
重要な更新

Apex コード
Apexテストの操作性が改善されました。Chatter、セッション管理、プラットフォー
ムキャッシュ、Flex キュー、レポート、レコードのロックとロック解除などに関
連する機能もアップグレードされました。
Apex には、次の機能強化があります。これらの機能強化についての詳細は、
『Apex 開発者ガイド』を参照してください。
このセクションの内容:

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、
Developer Edition、および
Database.com Edition

より堅牢な Apex テストの作成およびより柔軟なテストの実行
Apex テストおよびテストの実行方法に多くの改善が加えられました。
Apex Flex キュー内のジョブの検索
FlexQueueItem オブジェクトをクエリして、Flex キュー内の非同期Apexジョブの位置を検索できるようになり
ました。FlexQueueItem オブジェクトの AsyncApexJobId 項目を使用して、クエリに AsyncApexJob オブジェ
クトの項目を指定することもできます。クエリに AsyncApexJob 項目を指定して、ジョブの作成日や実行す
る Apex クラスの詳細などの情報を取得できます。
プラットフォームキャッシュトライアルによるパフォーマンス改善のテスト
アプリケーションでプラットフォームキャッシュを使用して、パフォーマンス改善をテストするためにト
ライアルキャッシュ空間を要求できるようになりました。Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance
Edition にはいくつかのキャッシュが含まれていますが、多くの場合キャッシュを追加することでパフォー
マンスがさらに改善されます。トライアル要求が承認されたら、容量をパーティションに割り当て、さま
ざまなシナリオでキャッシュの使用を試すことができます。トライアルキャッシュをテストすることで、
追加キャッシュを購入すべきかどうかを十分な情報に基づいて決定できます。この機能は、Salesforce Classic
でのみ使用できます。
プラットフォームキャッシュの購入
アプリケーションの大幅なパフォーマンス向上が期待できるプラットフォームキャッシュ空間を購入でき
るようになりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
DML および Savepoint の後の PageReference.getContent() へのコールの実行
DML 操作を実行後の getContent() および getContentAsPdf() のコールに対する制限がさらに緩和さ
れ、Savepoint の作成が含まれるようになりました。getContent() および getContentAsPdf() へのコー
ルが内部コールの場合は、これらのコールが可能になります。
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『Apex 開発者ガイド』の掲載場所と名前の変更
『Force.com Apex コード開発者ガイド』が『Apex 開発者ガイド』という名前に変更されました。また、
https://developer.salesforce.com/docs の [ドキュメントバージョン] で [Spring '16 (API version 36.0)] 以降を指定した場
合に、アルファベット順リストで上位に表示されるようになりました。このように変更されたのは、『Apex
開発者ガイド』の方が『Force.comApexコード開発者ガイド』より覚えやすく入力しやすいためです。『Force.com
Apex 開発者ガイド』、『Apex コード開発者ガイド』、『Force.com Apex コード開発者向けガイド』などと間違
えることもなくなります (実際にこのように間違われてきました)。
新規および変更された Apex クラス、列挙、例外、インターフェース
次のクラス、メソッド、定数、列挙、例外、インターフェースが新規追加または変更されています。
ConnectApi (Chatter in Apex)
Chatter in Apex では、Apex クラス、入力クラス、出力クラス、Enum が新規追加および変更されました。

より堅牢な Apex テストの作成およびより柔軟なテストの実行
Apex テストおよびテストの実行方法に多くの改善が加えられました。
このセクションの内容:
よく使用される Apex テストクラスのテストスイートの作成
多くの場合、定期的にまとめて実行する Apex テストクラスのセットがあります。たとえば、リリースの準
備をするたび、または Salesforce が新しいバージョンをリリースするたびに実行するテストクラスなどがあ
ります。これらのクラスのセットを含むテストスイートを作成できるようになりました。テスト実行を開
始するたびにすべての関連クラスを選択する代わりに、単に 1 つ以上のテストスイートを実行できます。
この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
失敗するテスト実行の停止
多数の Apex テストを実行すると、予想以上に時間がかかることがあります。実行の終了を待ってから、多
くのテストに失敗したことが判明することは望ましくありません。指定した数のテストに失敗したら新し
いテストの実行を停止するように、テスト実行を設定できるようになりました。テストの実行結果を待ち、
無駄な時間を費やす必要がなくなりました。後日組織で問題を修正した後に、テストを再実行することに
なるわけですから。開発者コンソールとTooling APIの両方で実行するテスト実行で、テストの失敗が許容さ
れる回数を設定できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Apex テストでの CreatedDate 項目の設定と変更
IdeaExchange でのユーザからのリクエストに応えて、System.Test.setCreatedDate メソッドが追加され
ました。このメソッドは、テストコンテキスト sObject の CreatedDate 項目の日時値を設定します。
Apex テストで確実に制限をリセットするための Test.startTest() のコール
Test.startTest() メソッドと Test.stopTest() メソッドで囲まれたテストコードのブロックで、ガバ

ナ制限の独自のブロックを確実に受信できるようになりました。Test.startTest() は、トランザクショ
ン単位の制限カウンタを保存し、カウンタを一時的に 0 にリセットします。Test.stopTest() は、制限
カウンタを Test.startTest() 前の値に戻します。テストメソッドが完了すると、すべてのトランザク
ション単位の制限は 0 にリセットされます。以前は、SOQL クエリなどの場合の一部の制限は、
Test.startTest()/Test.stopTest() ブロック内ではリセットされないことがありました。
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Apex テストでの重大な MIXED_DML_OPERATION エラーを回避するための @future の使用
単一トランザクション内の混合データ操作言語 (DML) 操作は許可されていません。同じトランザクション内
で設定の sObject と設定以外の sObject に対する DML は実行できません。代わりに、非同期ジョブの一部とし
て 1 つのデータ型の DML を実行し、別の非同期ジョブまたは元のトランザクションで他のデータ型を実行
できます。この代替方法は広く使用されています。ただし、この代替方法が Apex テストのコンテキスト内
で使用された場合、エラーが発生していました。このバグは修正されました。
Apex テストでの通貨と小数の比較
Apex テストで通貨値と小数値を比較するときに例外が発生するバグが修正されました。通貨値と小数値の
両方が含まれるデータサイロを使用して、それらのデータ型を関心のあるコンテンツと比較できるように
なりました。
WSDL ベースの非同期コールアウトのテスト
以前は、WSDL ベースの同期コールアウトまたは WSDL ベース以外の非同期コールアウトをテストできまし
た。ただし、インポートした WSDL から行われた非同期コールアウトをテストすると、テストが内部Salesforce
エラーで失敗していました。このバグは修正されました。

よく使用される Apex テストクラスのテストスイートの作成
多くの場合、定期的にまとめて実行する Apex テストクラスのセットがあります。たとえば、リリースの準備
をするたび、または Salesforce が新しいバージョンをリリースするたびに実行するテストクラスなどがありま
す。これらのクラスのセットを含むテストスイートを作成できるようになりました。テスト実行を開始するた
びにすべての関連クラスを選択する代わりに、単に 1 つ以上のテストスイートを実行できます。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

開発者コンソールでのテストスイートの作成と実行
開発者コンソールを使用してテストスイートを作成するには、[Test (テスト)] > [New Suite (新規スイート)] を選
択します。テストスイートに含めるクラスを選択するには、[Test (テスト)] > [Suite Manager (スイートマネー
ジャ)] > Your Test Suite (あなたのテストスイート) > [Edit Suite (スイートを編集)] を選択します。開発者コ
ンソールを使用して、最大 200 個のテストクラスを含むテストスイートを作成または変更できます。
開発者コンソールから 1 つ以上のテストスイートのメンバークラスを実行するには、[Test (テスト)] > [New Suite
Run (新規スイートの実行)] を選択します。

API でのテストスイートの作成と実行
各テストスイートは、TestSuiteName と ID を含む ApexTestSuite オブジェクトによって SOAP、REST、および
Tooling API で表されます。それぞれに ApexTestSuiteId と ApexClassId が含まれる TestSuiteMembership オブ
ジェクトのセットによって、テストスイートのメンバーシップが決まります。各テストスイートに追加するク
ラスごとに 1 つの TestSuiteMembership オブジェクトを作成します。テストスイートからテストクラスを削除す
るには、その TestSuiteMembership オブジェクトを削除します。
次の SOQL クエリは、この Apex クラスをこのテストスイートに関連付けるメンバーシップオブジェクトを返し
ます。
SELECT Id FROM TestSuiteMembership WHERE ApexClassId = '01pD0000000Fhy9IAC'
AND ApexTestSuiteId = '05FD00000004CDBMA2'
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Tooling REST API を使用してテストスイートを実行するには、suiteids リストを runTestsAsynchronous REST
リソースに POST します。suiteids リストと classids リストの両方を runTestsAsynchronous に POST で
きます。ただし、tests 配列を送信する場合、suiteids と classids は送信できません。
Tooling SOAP API を使用してテストスイートを実行するには、スイート ID を runTestsAsynchronous() SOAP
コールに渡します。runTestsAsynchronous には classids または suiteids パラメータが必須ですが、2
つのうちいずれかのみが必要です。1 つのみを提供するには、もう一方を null として指定します。
関連トピック:
SOAP API 開発者ガイド: ApexTestSuite
SOAP API 開発者ガイド: TestSuiteMembership
SOAP API 開発者ガイド: ApexTestSuite
SOAP API 開発者ガイド: TestSuiteMembership

失敗するテスト実行の停止
多数の Apex テストを実行すると、予想以上に時間がかかることがあります。実行の終了を待ってから、多く
のテストに失敗したことが判明することは望ましくありません。指定した数のテストに失敗したら新しいテス
トの実行を停止するように、テスト実行を設定できるようになりました。テストの実行結果を待ち、無駄な時
間を費やす必要がなくなりました。後日組織で問題を修正した後に、テストを再実行することになるわけです
から。開発者コンソールと Tooling API の両方で実行するテスト実行で、テストの失敗が許容される回数を設定
できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。

テスト失敗しきい値の選択
組織ですべてのテストを実行できるようにするには、テスト失敗しきい値を設定しないか、しきい値を -1 に
設定します。指定した数のテストに失敗した後に新しいテストの実行を停止するには、失敗しきい値を 0 ～
1,000,000 の整数値に設定します。この整数値で、許容されるテスト失敗の最大数を設定します。値を 0 に
設定すると、1 回の失敗でテスト実行が停止されます。値を 1 に設定すると、2 回目の失敗でテスト実行が停
止されます。以降も同様に処理されます。
同期テスト実行は、失敗しきい値を超えたときに停止します。ただし、非同期テスト実行ではテストが並列実
行されるため、停止するまでに若干時間がかかります。非同期テスト実行は、失敗しきい値を超えたときに進
行中のテストの実行が終了した後に停止します。
大きい値にすると、パフォーマンスが低下する可能性があることに注意してください。失敗が許容される 1,000
件のテストごとに約 3 秒がテスト実行に追加されます。これにはテストの実行にかかる時間は含まれません。

開発者コンソールでの許容されるテスト失敗数の設定
開発者コンソールのテスト実行設定ペインには、新しい [Settings (設定)] ボタンがあります。テスト実行または
テストスイート実行がキャンセルされる前に許容されるテスト失敗数を指定するには、[Settings (設定)] をク
リックし、[Number of failures allowed (許容可能な失敗回数)] に値を入力してから [OK] をクリックし
ます。この値は、開発者コンソールを閉じるか新しい値を設定するまで、すべてのテスト実行に適用されま
す。
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Tooling API を使用した maxFailedTests の設定
Tooling API REST リソースまたは SOAP コールの maxFailedTests 値を設定できます。REST を使用するには、任
意の maxFailedTests パラメータを runTestsAsynchronous リソースに POST します。SOAP を使用して同
期テスト実行での失敗テスト数を制限するには、RunTestsRequest.maxFailedTests の値を runTests()
コールに送信します。SOAP を使用して非同期テスト実行での失敗テスト数を制限するには、-1 より大きい
maxFailedTests 値を runTestsAsynchronous() コールに送信します。
関連トピック:
Force.com Tooling API: REST リソース
Force.com Tooling API: SOAP コール

Apex テストでの CreatedDate 項目の設定と変更
IdeaExchange でのユーザからのリクエストに応えて、System.Test.setCreatedDate メソッドが追加されま
した。このメソッドは、テストコンテキスト sObject の CreatedDate 項目の日時値を設定します。
次の例のように、CreatedDate を設定する前にテストレコードを挿入します。
@isTest
private class SetCreatedDateTest {
static testMethod void testSetCreatedDate() {
Account a = new Account(name='myAccount');
insert a;
Test.setCreatedDate(a.Id, DateTime.newInstance(2012,12,12));
Test.startTest();
Account myAccount = [SELECT Id, Name, CreatedDate FROM Account
WHERE Name ='myAccount' limit 1];
System.assertEquals(myAccount.CreatedDate, DateTime.newInstance(2012,12,12));
Test.stopTest();
}
}

関連トピック:
IdeaExchange: 単体テストでの CreatedDate 項目の設定と変更の許可
Apex 開発者ガイド: setCreatedDate(recordId, createdDatetime)
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Apex テストで確実に制限をリセットするための Test.startTest() のコール
Test.startTest() メソッドと Test.stopTest() メソッドで囲まれたテストコードのブロックで、ガバナ

制限の独自のブロックを確実に受信できるようになりました。Test.startTest() は、トランザクション単
位の制限カウンタを保存し、カウンタを一時的に 0 にリセットします。Test.stopTest() は、制限カウンタ
を Test.startTest() 前の値に戻します。テストメソッドが完了すると、すべてのトランザクション単位の
制限は 0 にリセットされます。以前は、SOQL クエリなどの場合の一部の制限は、
Test.startTest()/Test.stopTest() ブロック内ではリセットされないことがありました。
関連トピック:
Apex 開発者ガイド: Limits、startTest、および stopTest の使用
Apex 開発者ガイド: 実行ガバナと制限

Apex テストでの重大な MIXED_DML_OPERATION エラーを回避するための @future の使用
単一トランザクション内の混合データ操作言語 (DML) 操作は許可されていません。同じトランザクション内で
設定の sObject と設定以外の sObject に対する DML は実行できません。代わりに、非同期ジョブの一部として 1
つのデータ型の DML を実行し、別の非同期ジョブまたは元のトランザクションで他のデータ型を実行できま
す。この代替方法は広く使用されています。ただし、この代替方法が Apex テストのコンテキスト内で使用さ
れた場合、エラーが発生していました。このバグは修正されました。
この例は、以前はテストコンテキストでは機能しませんでしたが、機能するようになりました。
UserAndContactTest.testUserAndContact() で future メソッド InsertFutureUser.insertUser() を
コールしてユーザを挿入します。次に、UserAndContactTest.testUserAndContact() で取引先責任者を
挿入します。
@isTest
public class UserAndContactTest {
public testmethod static void testUserAndContact() {
InsertFutureUser.insertUser();
Contact currentContact = new Contact(
firstName = String.valueOf(System.currentTimeMillis()),
lastName = 'Contact');
insert(currentContact);
}
}
public class InsertFutureUser {
@future
public static void insertUser() {
Profile p = [SELECT Id FROM Profile WHERE Name='Standard User'];
UserRole r = [SELECT Id FROM UserRole WHERE Name='COO'];
User futureUser = new User(firstname = 'Future', lastname = 'User',
alias = 'future', defaultgroupnotificationfrequency = 'N',
digestfrequency = 'N', email = 'test@test.org',
emailencodingkey = 'UTF-8', languagelocalekey='en_US',
localesidkey='en_US', profileid = p.Id,
timezonesidkey = 'America/Los_Angeles',
username = 'futureuser@test.org',
userpermissionsmarketinguser = false,
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userpermissionsofflineuser = false, userroleid = r.Id);
insert(futureUser);
}
}

関連トピック:
Apex 開発者ガイド: テストメソッドでの混合 DML 操作
Apex 開発者ガイド: DML 操作で同時に使用できない sObject

Apex テストでの通貨と小数の比較
Apexテストで通貨値と小数値を比較するときに例外が発生するバグが修正されました。通貨値と小数値の両方
が含まれるデータサイロを使用して、それらのデータ型を関心のあるコンテンツと比較できるようになりまし
た。

WSDL ベースの非同期コールアウトのテスト
以前は、WSDL ベースの同期コールアウトまたは WSDL ベース以外の非同期コールアウトをテストできました。
ただし、インポートした WSDL から行われた非同期コールアウトをテストすると、テストが内部 Salesforce エ
ラーで失敗していました。このバグは修正されました。
関連トピック:
Apex 開発者ガイド: インポートした WSDL からの非同期コールアウトの実行

Apex Flex キュー内のジョブの検索
FlexQueueItem オブジェクトをクエリして、Flex キュー内の非同期 Apex ジョブの位置を検索できるようになりま
した。FlexQueueItem オブジェクトの AsyncApexJobId 項目を使用して、クエリに AsyncApexJob オブジェクトの
項目を指定することもできます。クエリに AsyncApexJob 項目を指定して、ジョブの作成日や実行する Apex クラ
スの詳細などの情報を取得できます。
Flex キュー内の AsyncApexJob の位置を検索するには、JobPosition をクエリします。たとえば、次のように使
用します。
SELECT JobPosition FROM FlexQueueItem WHERE JobType = 'BatchApex' AND AsyncApexJobId =
'707xx000000DABC'

特定の位置にあるジョブを検索するには、AsyncApexJobId をクエリします。以下に例を示します。
SELECT AsyncApexJobId FROM FlexQueueItem WHERE JobType = 'BatchApex' AND JobPosition = '2'
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Flex キュー内のすべての一括処理ジョブを検索するには、JobType をクエリします。ジョブに関するその他の
情報を取得するには、クエリに AsyncApexJob を指定します。以下に例を示します。
SELECT JobType, JobPosition, AsyncApexJob.ApexClass.Name, AsyncApexJob.CreatedDate,
AsyncApexJob.CreatedBy FROM FlexQueueItem WHERE JobType='BatchApex' AND
AsyncApexJob.ApexClass.Name LIKE '%'BatchAJob'%' ORDER BY JobPosition DESC

関連トピック:
SOAP API 開発者ガイド: FlexQueueItem
SOAP API 開発者ガイド: AsyncApexJob
Apex 開発者ガイド: FlexQueue Class
Salesforce ヘルプ: Apex Flex キューの監視

プラットフォームキャッシュトライアルによるパフォーマンス改善のテスト
アプリケーションでプラットフォームキャッシュを使用して、パフォーマンス改善をテストするためにトライ
アルキャッシュ空間を要求できるようになりました。Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition
にはいくつかのキャッシュが含まれていますが、多くの場合キャッシュを追加することでパフォーマンスがさ
らに改善されます。トライアル要求が承認されたら、容量をパーティションに割り当て、さまざまなシナリオ
でキャッシュの使用を試すことができます。トライアルキャッシュをテストすることで、追加キャッシュを購
入すべきかどうかを十分な情報に基づいて決定できます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
通常、トライアルキャッシュ要求は 3 日で承認されます。要求が承認されると、60 MB のトライアルキャッシュ
空間が提供されます。この空間は 10 営業日有効です。より多くのトライアルキャッシュ空間が必要な場合は、
Salesforce にお問い合わせください。
メモ: トライアルキャッシュ要求は最大 10 回行うことができ、次の要求を行う前に 90 日間待機する必要
があります。キャッシュパフォーマンスを完全にテストするために 11 日以上必要な場合は、Salesforce に
お問い合わせください。
トライアルキャッシュを要求した後に、次のタイミングでメールが送信されます。
有効化時
組織でトライアルキャッシュをテストできる期間は 10 営業日です。この時点で容量をパーティションに割
り当てることができます。
有効期限の 3 日前
有効期限が切れる前に、パーティションを再構成して、追加したトライアル空間の割り当てを解除してく
ださい。
有効期限切れ時
トライアルキャッシュが組織から削除されます。
メモ: 割り当て解除した空間が不十分な場合、提供されたトライアルキャッシュ空間を削除するために
パーティションサイズが削減されます。
Developer Edition 組織用のトライアルキャッシュを要求できます。組織にサインアップしたら、プラットフォー
ムキャッシュ区分ツールにトライアルキャッシュを要求します。トライアル要求が承認されると、3 ～ 6 か月
間で期限切れにならないトライアルキャッシュ空間が提供されます。Developer Edition 組織を使用して管理パッ
ケージを作成している ISV は、最大 2 つの Developer Edition 組織用の 10 MB のトライアルキャッシュを取得できま
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す。ISV が Developer Edition 組織のトライアルキャッシュを取得するには、Salesforce 担当者にお問い合わせくださ
い。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Force.com プラットフォームキャッシュでキャッシュされるデータ用のパーティションの定
義
Apex 開発者ガイド: : プラットフォームキャッシュ

プラットフォームキャッシュの購入
アプリケーションの大幅なパフォーマンス向上が期待できるプラットフォームキャッシュ空間を購入できるよ
うになりました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
プラットフォームキャッシュは、Enterprise Edition 組織以上のお客様が使用できます。次のエディションにはデ
フォルトのキャッシュ空間が付属しますが、多くの場合、キャッシュを追加することでパフォーマンスがさら
に向上します。
• Enterprise Edition (デフォルトで 10 MB)
• Unlimited Edition (デフォルトで 30 MB)
• Performance Edition (デフォルトで 30 MB)
アプリケーションに効果のあるキャッシュの量を判別するために、トライアルキャッシュを要求して組織で試
すことができます。特に次の場合は、プラットフォームキャッシュによるパフォーマンス向上が期待できま
す。
• 多くの Apex カスタマイズが行われている組織
• 同時ユーザ数の多い組織
• 複雑な計算やクエリを行う組織やアプリケーション
また、ISV はキャッシュを購入して、お客様に提供するアプリケーションで使用できます。
キャッシュ空間は、10 MB ブロック単位の年間契約で販売されます。プラットフォームキャッシュを購入する
には、Salesforce の担当者までお問い合わせください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Force.com プラットフォームキャッシュでキャッシュされるデータ用のパーティションの定
義
Apex 開発者ガイド: : プラットフォームキャッシュ

DML および Savepoint の後の PageReference.getContent() へのコールの実
行
DML 操作を実行後の getContent() および getContentAsPdf() のコールに対する制限がさらに緩和され、
Savepoint の作成が含まれるようになりました。getContent() および getContentAsPdf() へのコールが内
部コールの場合は、これらのコールが可能になります。
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Winter '16 では PageReference.getContent() の使いやすさが向上しましたが、Savepoint のサポートが重要
な例外でした。このリリースでそれが含まれるようになったことで、PDF 生成を非同期Apexに移行することに
対する最後の障壁がなくなりました。
関連トピック:
Winter '16 リリースノート: 非同期 Apex での PageReference.getContent() へのコールの実行

『Apex 開発者ガイド』の掲載場所と名前の変更
『Force.com Apex コード開発者ガイド』が『Apex 開発者ガイド』という名前に変更されました。また、
https://developer.salesforce.com/docs の [ドキュメントバージョン] で [Spring '16 (API version 36.0)] 以降を指定した場合
に、アルファベット順リストで上位に表示されるようになりました。このように変更されたのは、『Apex 開発
者ガイド』の方が『Force.com Apex コード開発者ガイド』より覚えやすく入力しやすいためです。『Force.com Apex
開発者ガイド』、『Apex コード開発者ガイド』、『Force.com Apex コード開発者向けガイド』などと間違えるこ
ともなくなります (実際にこのように間違われてきました)。
『Apex 開発者ガイド』は引き続き https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/ でも参照で
きます。PDF 版が必要な場合は、
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_apex_language_reference.pdf をブックマークして、
いつでも最新バージョンを参照できるようにしてください。

新規および変更された Apex クラス、列挙、例外、インターフェース
次のクラス、メソッド、定数、列挙、例外、インターフェースが新規追加または変更されています。
このセクションの内容:
新規 Apex クラス
今回のリリースでこれらのクラスが導入されました。
変更された Apex クラス
次の既存のクラスで、メソッドまたは定数が新規追加または変更されました。
新規 Apex Enum
今回のリリースで以下の列挙が導入されました。
新規 Apex 例外
この例外は今回のリリースで導入されました。
新規 Apex インターフェース
このリリースでは、次のインターフェースが導入されました。

新規 Apex クラス
今回のリリースでこれらのクラスが導入されました。

432

Salesforce Spring '16 リリースノート

Apex コード

Auth 名前空間のクラス
AuthProviderCallbackState クラス

新しい Auth.AuthProviderCallbackState クラスは、ユーザ認証用の要求 HTTP ヘッダー、本文、お
よびクエリパラメータを Auth.AuthProviderPlugin.handleCallback メソッドに提供します。こ
のクラスでは、ヘッダー、本文、クエリパラメータを個別に渡す代わりに、情報をグループ化して渡す
ことができます。
AuthProviderTokenResponse クラス

新しい Auth.AuthProviderTokenResponse クラスは、Auth.AuthProviderPlugin.handleCallback
メソッドからの応答を保存します。
Reports 名前空間のクラス
BucketField クラス

新しい Reports.BucketField クラスには、レポートのバケット項目を説明するメソッドがあります。
getBucketType()

バケットタイプを返します。
getDevloperName()

バケットの API 参照名を返します。
getLabel()

ユーザに表示されるバケットの名前を返します。
getNullTreatedAsZero()

null 値が数値の 0 に変換される場合は true、そうでない場合は false を返します。
getOtherBucketLabel()
PICKLIST タイプのバケットで Other としてグループ化される項目の名前を返します。
getSourceColumnName()

バケット項目の API 参照名を返します。
getValues()

バケット項目でグループ化されるレポート値を返します。
setBucketType(value)

バケットの BucketType を設定します。
setBucketType(bucketType)

バケットの BucketType を設定します。
setDevloperName(devloperName)

バケットの API 参照名を設定します。
setLabel(label)

ユーザに表示されるバケットの名前を設定します。
setNullTreatedAsZero(nullTreatedAsZero)

バケット内の null 値が 0 に変換されるか (true)、否か (false) を指定します。
setOtherBucketLabel(otherBucketLabel)

(BucketType PICKLIST のバケットで) Other としてグループ化される項目の名前を設定します。
setSourceColumnName(sourceColumnName)

バケット項目の名前を指定します。
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setValues(values)

バケットに含まれる値の種別を指定します。
toString()

文字列を返します。
BucketFieldValue クラス

新しい Reports.BucketFieldValue クラスには、バケット項目で「バケット化された」値に関する情報
があります。
getLabel()

ユーザに表示されるバケットカテゴリの名前を返します。
getRangeUpperBound()

(NUMBER タイプのバケットで) このバケットカテゴリに含まれる値の最大範囲制限を返します。
getSourceDimensionValues()

(PICKLIST タイプと TEXT タイプのバケットで) このバケットカテゴリに含まれるソース項目からの値
のリストを返します。
setLabel(label)

ユーザに表示されるバケットカテゴリの名前を設定します。
setRangeUpperBound(rangeUpperBound)

(NUMBER タイプのバケットで) このバケットカテゴリに含まれる値の最大範囲制限を設定します。
setSourceDimensionValues(sourceDimensionValues)

(PICKLIST タイプと TEXT タイプのバケットで) このバケットカテゴリに含まれるソース項目からの値
を指定します。
toString()

文字列を返します。
CrossFilter クラス

新しい Reports.CrossFilter クラスには、クロス条件に関する情報が含まれます。
getCriteria()
relatedEntity を絞り込む方法に関する情報を返します。主エンティティの評価対象となる
relatedEntity のサブセットを説明します。
getIncludesObject()

主オブジェクトに relatedEntity との関係がある場合は true、そうでない場合は false を返しま
す。
getPrimaryEntityField()

クロス条件が評価されるオブジェクトの名前を返します。
getRelatedEntity()
primaryEntityField の評価対象となるオブジェクトの名前 (クロス条件の右側) を返します。
getRelatedEntityJoinField()
primaryEntityField と relatedEntity の結合に使用される項目の名前を返します。
setCriteria(criteria)
relatedEntity を絞り込む方法を指定します。主エンティティを relatedEntity のサブセットと関

連付けます。
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setIncludesObject(includesObject)

返されるオブジェクトに relatedEntity との関係があるか (true)、否か (false) を指定します。
setPrimaryEntityField(primaryEntityField)

クロス条件が評価されるオブジェクトの名前を指定します。
setRelatedEntity(relatedEntity)
primaryEntityField の評価対象となるオブジェクトの名前 (クロス条件の右側) を指定します。
setRelatedEntityJoinField(relatedEntityJoinField)
primaryEntityField と relatedEntity の結合に使用される項目の名前を指定します。
toString()

文字列を返します。
ReportCsf クラス

新しい Reports.ReportCsf クラスには、カスタム集計項目に関する情報が含まれます。
getAcrossGroup()
acrossGroupType が CUSTOM の場合、列のグルーピングの名前を返します。そうでない場合は null

を返します。
getAcrossGroupType()

集計の表示場所を返します。
getDecimalPlaces()

カスタム集計項目にある数値の小数点以下の桁数を返します。
getDescription()

ユーザに表示されるカスタム集計項目の説明を返します。
getDownGroup()
downGroupType が CUSTOM の場合、行のグルーピングの名前を返します。そうでない場合は null を

返します。
getDownGroupType()

カスタム集計項目の集計の表示場所を返します。
getFormula()

カスタム集計項目の値に対して実行される操作を返します。
getFormulaType()

数式の種類を返します。
getLabel()

ユーザに表示されるカスタム集計項目の名前を返します。
setAcrossGroup(acrossGroup)

範囲のグルーピングの列を指定します。
setAcrossGroupType(value)

集計の表示場所を設定します。
setAcrossGroupType(acrossGroupType)

集計の表示場所を設定します。
setDecimalPlaces(decimalPlaces)

数値の小数点以下の桁数を設定します。
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setDescription(description)

ユーザに表示されるカスタム集計項目の説明を設定します。
setDownGroup(downGroup)
downGroupType が CUSTOM の場合、行のグルーピングの名前を設定します。
setDownGroupType(value)

集計の表示場所を設定します。
setDownGroupType(downGroupType)

集計の表示場所を設定します。
setFormula(formula)

カスタム集計項目の値に対して実行される操作を設定します。
setFormulaType(value)

カスタム集計項目の数値の形式を設定します。
setFormulaType(formulaType)

カスタム集計項目で使用される数値の形式を設定します。
setLabel(label)

ユーザに表示されるカスタム集計項目の名前を設定します。
toString()

文字列を返します。
TopRows クラス

新しい Reports.TopRows クラスは、行制限条件を説明します。
getDirection()

レポートの行の並び替え順を返します。
getRowLimit()

レポートに表示される行の最大数を返します。
setDirection(value)

レポートの行の並び替え順を設定します。
setDirection(direction)

レポートの行の並び替え順を設定します。
setRowLimit(rowLimit)

レポートに含まれる行の最大数を設定します。
toString()

文字列を返します。

変更された Apex クラス
次の既存のクラスで、メソッドまたは定数が新規追加または変更されました。
Auth.AuthConfiguration クラス

新しいメソッド
isCommunityUsingSiteAsContainer()

コミュニティが Site.com ページを使用する場合は true、使用しない場合は false を返します。
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Auth.SessionManagement クラス

新しいメソッド
generateVerificationUrl(policy, description, destinationUrl)

ユーザが登録している検証方法を使用するユーザ ID 検証フローを開始し、ID 検証画面への URL を返
します。たとえば、機密の取引先詳細が表示されるカスタム Visualforce ページがある場合、ユーザが
そのページを表示する前に ID 検証を要求することができます。
getRequiredSessionLevelForProfile(profileId)

特定のプロファイルで必要なログインセキュリティセッションレベルを示します。
validateTotpTokenForKey(totpSharedKey, totpCode, description)

時間ベースのワンタイムパスワード (TOTP) コード (トークン) が特定の共有鍵に対して有効かどうかを
示します。
validateTotpTokenForUser(totpCode, description)

時間ベースのワンタイムパスワード (TOTP) コード (トークン) が現在のユーザに対して有効かどうかを
示します。
変更されたメソッド
validateTotpTokenForKey(sharedKey, totpCode)

廃止。代わりに、validateTotpTokenForKey(totpSharedKey, totpCode, description) を
使用してください。
validateTotpTokenForUser(totpCode)

廃止。代わりに、validateTotpTokenForUser(totpCode, description) を使用してください。
Cache.Org クラス

新しいメソッド
getName()

デフォルトのキャッシュパーティションの名前を返します。
新しい定数
MAX_TTL_SECS

Time to Live (TTL) 値の設定時に使用可能な定数が Org クラスで提供されます。
Cache.Session クラス

新しいメソッド
getName()

デフォルトのキャッシュパーティションの名前を返します。
新しい定数
MAX_TTL_SECS

Time to Live (TTL) 値の設定時に使用可能な定数が Session クラスで提供されます。
QuickAction.QuickActionResult クラス

新しいメソッド
getSuccessMessage()

クイックアクションに関連付けられた成功メッセージを返します。
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Reports.ReportMetadata クラス

新しいメソッド
getBuckets()

レポート内のバケット項目のリストを返します。
getCrossFilters()

レポートに適用されているクロス条件に関する情報を返します。
getCustomSummaryFormula()

レポートのカスタム集計項目に関する情報を返します。
getTopRows()

返される行数と並び替え順など、行制限の検索条件に関する情報を返します。
setBuckets(buckets)

レポートにバケット項目を作成します。
setCrossFilters(crossFilters)

レポートにクロス条件を適用します。
setCustomSummaryFormula(customSummaryFormula)

カスタム集計項目をレポートに追加します。
setTopRows(topRows)

行制限の検索条件をレポートに適用します。
System.SandboxPostCopy クラス

新しいメソッド
runApexClass

Sandbox 環境をビジネス対応にするために、データ操作またはビジネスロジックタスクを自動化しま
す。Sandbox 作成時に、タスクを実行する Apex クラスを 1 つ指定します。Sandbox がコピーされるた
びにこのクラスが実行され、組織 ID、Sandbox ID、および Sandbox 名のコンテキストを提供します。
System.Approval クラス

新しいメソッド
isLocked(id)

ID id のレコードがロックされている場合は true、ロックされていない場合は false を返します。
isLocked(ids)

レコード ID とそのロック状況の対応付けを返します。レコードがロックされている場合、状況は
true です。レコードがロックされていない場合、状況は false です。
isLocked(sobject)
sobject レコードがロックされている場合は true、ロックされていない場合は false を返しま

す。
isLocked(sobjects)

レコード ID とロック状況の対応付けを返します。レコードがロックされている場合、状況は true
です。レコードがロックされていない場合、状況は false です。
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System.Site クラス

新しいメソッド
getPasswordPolicyStatement()

Napili テンプレートで作成されたコミュニティのパスワード要件を返します。
isValidUsername(username)

特定のユーザ名が有効な場合は true、有効ではない場合は false を返します。
validatePassword(user, password, confirmPassword)

特定のパスワードが、現在のユーザの組織全体またはプロファイルベースのパスワードポリシーで
指定された要件を満たすかどうかを示します。
System.System クラス

新しいメソッド
isQueueable()

キュー可能 Apex ジョブが実行中のコードを呼び出した場合は true を返します。そうではない場合
(Apex 一括処理ジョブまたは future メソッドがコードを呼び出した場合を含む) は false を返します。
変更されたメソッド
isBatch()

Apex 一括処理ジョブが実行中のコードを呼び出した場合は true、呼び出していない場合は false
を返します。API バージョン 35.0 以前では、キュー可能Apexジョブがコードを呼び出した場合も true
を返します。
System.Test クラス

新しいメソッド
setCreatedDate(recordId, createdDatetime)

テストコンテキスト sObject の CreatedDate を設定します。
System.UserInfo クラス

変更されたメソッド
getUiTheme()

現在のユーザに推奨されるテーマを返します。Salesforce1 と Lightning Experience をサポートするため
に、有効な戻り値の範囲が拡張されました。
getUiThemeDisplayed()

現在のユーザに表示されるテーマを返します。Salesforce1 と Lightning Experience をサポートするため
に、有効な戻り値の範囲が拡張されました。

新規 Apex Enum
今回のリリースで以下の列挙が導入されました。
Auth.VerificationPolicy 列挙
Auth.VerificationPolicy 列挙には ID 検証ポリシー値が含まれ、
SessionManagement.generateVerificationUrl メソッドで使用されます。
Reports.BucketType 列挙

バケットに含まれる値のタイプ。
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Reports.CsfGroupType 列挙

レポートにカスタム集計形式の集計を表示するグループレベル。
Reports.FormulaType 列挙

カスタム集計項目の数値の形式。

新規 Apex 例外
この例外は今回のリリースで導入されました。
Cache 名前空間
ItemSizeLimitExceededException

最大サイズ制限を超える項目を指定してキャッシュ put コールが行われた場合に発生します。

新規 Apex インターフェース
このリリースでは、次のインターフェースが導入されました。
Auth.AuthProviderPlugin インターフェース

Salesforceへのシングルサインオン用に OAuth ベースのカスタム認証プロバイダプラグインを作成するには、
AuthProviderPlugin を使用します。
getCustomMetadataType()

Salesforce へのシングルサインオン用に OAuth ベースのカスタム認証プロバイダのカスタムメタデータ型
API 名を返します。
getUserInfo(authProviderConfiguration, response)

カスタム認証プロバイダから現在のユーザに関する情報を返します。この情報は、登録ハンドラによっ
て、他の認証プロバイダフローで使用されます。
handleCallback(authProviderConfiguration, callbackState)

認証プロバイダのサポート対象認証プロトコルを使用して、OAuth アクセストークン、OAuth の秘密また
は更新トークン、現在のユーザへの要求が開始されたときに渡された状態を返します。
initiate(authProviderConfiguration, stateToPropagate)

ユーザが認証のためにリダイレクトされる URL を返します。
System.SandboxPostCopy インターフェース

Sandbox が作成または更新された後のタスクを完了するには、SandboxPostCopy を使用します。実行するメ
ソッドを含むクラスを作成し、Sandbox を作成するときにそのクラスを指定します。
関連トピック:
Sandbox の作成および更新後のスクリプトの実行

ConnectApi (Chatter in Apex)
Chatter in Apex では、Apex クラス、入力クラス、出力クラス、Enum が新規追加および変更されました。
Chatter in Apex を使用して、Salesforce のカスタムエクスペリエンスを創出します。
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ConnectApi 名前空間の Apex クラスでは多くの Chatter REST API リソースアクションが静的メソッドとして公開

されています。これらのメソッドでは、情報を入力したり返したりするために他の ConnectApi クラスが使
用されます。ConnectApi 名前空間は、Chatter in Apex と呼ばれます。
Apex では、SOQL クエリとオブジェクトを使用して、一部の Chatter データにアクセスできます。ただし、
ConnectApi クラスでは Chatter データがより単純な方法で公開されます。データは、表示用にローカライズ
され、構成されます。たとえば、フィードへのアクセスや作成を、多くのコールではなく 1 回のコールで行う
ことができます。
メモ: モバイルアプリケーション、イントラネットサイト、およびサードパーティの Web アプリケーショ
ンを Chatter やコミュニティに統合するには、Chatter REST API を使用します。
このセクションの内容:
新規および変更された Chatter in Apex クラス
新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
新規および変更された Chatter in Apex Enum

新規および変更された Chatter in Apex クラス
Announcements
これらのメソッドは、ConnectApi.Announcements クラスに含まれます。
お知らせの取得
• getAnnouncements(communityId, parentId) — お知らせの最初のページを取得します。
• getAnnouncements(communityId, parentId, pageParam, pageSize) — お知らせの指定した
ページを取得します。
お知らせの投稿
• postAnnouncement(communityId, announcement) — お知らせを投稿します。

Chatter アンサー
次のメソッドは、ConnectApi.Zones クラスにあります。
言語別の記事および質問の検索
• searchInZone(communityId, zoneId, q, filter, language) — キーワードでゾーンを検索し
ます。結果の言語を指定し、記事または質問を検索するかどうかを指定します。言語値は、Salesforceで
サポートされるロケールコードである必要があります。

フィード
次のメソッドは、ConnectApi.ChatterFeeds クラスにあります。
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Salesforce にアップロード済みの複数のファイルをフィード投稿に添付
• すでにアップロードされている最大 5 個のファイルをフィード投稿に添付するには、新しい
postFeedElement(communityId, feedElement) メソッドを使用して、
ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput クラスに新しい files プロパティを指定します。複
数のファイルのコメントへの添付はサポートされません。
重要: postFeedElement(communityId, feedElement, feedElementFileUpload) メソッド
は使用できなくなりました。バージョン 36.0 以降では、同一のコールでフィード投稿を作成してバ
イナリファイルをアップロードすることができません。

グループ
これらのメソッドは、ConnectApi.ChatterGroups クラスに含まれます。
グループのバナー写真の削除
• deleteBannerPhoto(communityId, groupId) — グループのバナー写真を削除します。
グループのバナー写真を削除できるのは、グループ所有者、グループマネージャ、および「すべてのデー
タの管理」権限を持つユーザです。
グループのバナー写真の取得
• getBannerPhoto(communityId, groupId) — グループのバナー写真を取得します。
グループのバナー写真の設定
• setBannerPhoto(communityId, groupId, fileId, versionNumber) — グループのバナー写真を
アップロード済みのファイルに設定します。
• setBannerPhoto(communityId, groupId, fileUpload) — グループのバナー写真をまだアップ
ロードされていないファイルに設定します。
• setBannerPhotoWithAttributes(communityId, groupId, bannerPhoto) — アップロード済み
のファイルをグループのバナー写真に設定してトリミングします。
• setBannerPhotoWithAttributes(communityId, groupId, bannerPhoto, fileUpload) — グ
ループのバナー写真をまだアップロードされていないファイルに設定し、必要なトリミングを行いま
す。
グループのバナー写真を設定できるのは、グループ所有者、グループマネージャ、および「すべてのデー
タの管理」権限を持つユーザです。
ゲストユーザがメンバー情報にアクセス可能
コミュニティでログインなしのアクセスが許可されている場合は、ゲストユーザが次のメソッドを使用で
きます。これらのメソッドは、ゲストユーザがアクセスできる情報を返します。
• getMembers(communityId, groupId) — グループのメンバーに関する情報の最初のページを取得し
ます。
• getMembers(communityId, groupId, pageParam, pageSize) — グループのメンバーに関する情
報の指定したページを取得します。
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ナレッジ
次のメソッドは、新しい ConnectApi.Knowledge クラスにあります。
コミュニティのトレンド記事の取得
• getTrendingArticles(communityId, maxResults) — コミュニティのトレンド記事を取得します。
このメソッドには一致する set test メソッドがあります。
コミュニティのトピックのトレンド記事の取得
• getTrendingArticlesForTopic(communityId, topicId, maxResults) — コミュニティのトピッ
クのトレンド記事を取得します。
このメソッドには一致する set test メソッドがあります。

おすすめ
これらのメソッドは、ConnectApi.Recommendations クラスに含まれます。
コミュニティマネージャ (「コミュニティの作成および設定」または「コミュニティの管理」権限を持つユー
ザ) は、コミュニティのおすすめ利用者、おすすめ定義、およびスケジュール済みおすすめに対するアクセス、
作成、削除を行うことができます。「すべてのデータの編集」権限を持つユーザも、おすすめ利用者、おすす
め定義、およびスケジュール済みおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。
ユーザのおすすめの取得
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
maxResults, channel) — コンテキストユーザへのユーザ、グループ、ファイル、レコード、トピッ
ク、カスタムのおすすめ、および静的なおすすめを返します。
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, maxResults, channel)—指定されたアクションのコンテキストユーザへのおす
すめを返します。
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, maxResults, channel) — 指定されたアクションおよびオブ
ジェクトカテゴリのコンテキストユーザへのおすすめを返します。
各メソッドにはそれぞれ一致する set test メソッドがあります。
スケジュール済みおすすめの取得
• getScheduledRecommendations(communityId, channel) — スケジュール済みおすすめを取得し
ます。
スケジュール済みおすすめの作成
• createScheduledRecommendation(communityId, recommendationDefinitionId, rank,
enabled, recommendationAudienceId, channel) — スケジュール済みおすすめを指定されたパラ
メータで作成します。
使用できなくなったおすすめのメソッド
おすすめの 5 つの新しいメソッドにより、次のおすすめのメソッドは使用できなくなりました。
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
maxResults) および一致する set test メソッド
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• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, maxResults) および一致する set test メソッド
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, maxResults) および一致する set test メソッド
• getScheduledRecommendations(communityId)
• createScheduledRecommendation(communityId, recommendationDefinitionId, rank,
enabled, recommendationAudienceId)

トピックのおすすめの取得
トピックのおすすめはコミュニティでのみ使用できます。
次の既存のメソッドを使用して、トピックのおすすめを取得します。
• getRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId) — 指定されたアクショ
ンおよびオブジェクト ID のコンテキストユーザへのおすすめを返します。
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
maxResults, channel) — コンテキストユーザへのユーザ、グループ、ファイル、レコード、トピッ
ク、カスタムのおすすめ、および静的なおすすめを返します。
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, maxResults, channel)—指定されたアクションのコンテキストユーザへのおす
すめを返します。
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, maxResults, channel) — 指定されたアクションおよびオブ
ジェクトカテゴリのコンテキストユーザへのおすすめを返します。
各メソッドにはそれぞれ一致する set test メソッドがあります。
トピックのおすすめの拒否
次の既存のメソッドを使用して、トピックのおすすめを拒否します。
• rejectRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId) — 指定されたアク
ションおよびオブジェクト ID のコンテキストユーザへのおすすめを拒否します。

Topics
次のメソッドは、ConnectApi.Topics クラスにあります。
トピックの作成
• createTopic(communityId, name, description) — トピックを作成します。「トピックの作成」
権限を持つユーザのみがトピックを作成できます。

UserProfiles
これらのメソッドは、ConnectApi.UserProfiles クラスに含まれます。
ユーザのバナー写真の削除
• deleteBannerPhoto(communityId, userId) — ユーザのバナー写真を削除します。
ユーザのバナー写真の取得
• getBannerPhoto(communityId, userId) — ユーザのバナー写真を取得します。
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ユーザのバナー写真の設定
• setBannerPhoto(communityId, userId, fileId, versionNumber) — ユーザのバナー写真をアッ
プロード済みのファイルに設定します。
• setBannerPhoto(communityId, userId, fileUpload) — ユーザのバナー写真をまだアップロー
ドされていないファイルに設定します。
• setBannerPhotoWithAttributes(communityId, userId, bannerPhoto) — アップロード済みの
ファイルをユーザのバナー写真に設定してトリミングします。
• setBannerPhotoWithAttributes(communityId, userId, bannerPhoto, fileUpload) — ユー
ザのバナー写真をまだアップロードされていないファイルに設定し、必要なトリミングを行います。

新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
Announcements
ConnectApi.AnnouncementInput

この入力クラスには、次の新しいプロパティがあります。
• feedItemId — お知らせの本文である AdvancedTextPost フィード項目の ID。
• isArchived — お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。
• parentId — お知らせの親エンティティの ID。お知らせがグループに表示されるときのグループ ID で
す。
• sendEmails — グループのメール設定に関係なく、お知らせがメールとしてすべてのグループメンバー
に送信されるかどうかを指定します。組織で Chatter メールが有効になっていない場合、お知らせメール
は送信されません。デフォルト値は false です。

フィード
ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput

この入力クラスには、files という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、フィード要
素に添付されたファイルを説明します。content プロパティはフィード投稿に使用できなくなりました。
すでにフィード投稿にアップロードされているファイルを添付するには、files プロパティを使用しま
す。
重要: バージョン 36.0 以降では、同一のコールでフィード投稿を作成してバイナリファイルをアップ
ロードすることができません。最初にファイルを Salesforce にアップロードしてから、これらの新しい
入力クラスおよびプロパティを使用して 1 つ以上のファイルをフィード投稿に添付します。
ConnectApi.FileIdInput

この新しい入力クラスには、次のプロパティが含まれます。
• id — すでにアップロードされたファイルの ID。
• operationType — ファイルに対して実行する操作を指定します。
– Add — ファイルをフィード要素に追加します。
– Remove — フィード要素からファイルを削除します。
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ConnectApi.FilesCapabilityInput

この新しい入力クラスには、items という 1 つのプロパティがあります。このプロパティは、ファイル ID
とそれらのファイルに対して実行する操作のリストです。

グループ
ConnectApi.BannerPhotoInput

この新しい入力クラスには、次のプロパティが含まれます。
• cropHeight — トリミングする長方形の高さ (ピクセル単位)。
• cropWidth — トリミングする長方形の幅 (ピクセル単位)。
• cropX — トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。
• cropY — トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。
• fileId — 既存のファイルの ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 8 MB 未満にする必要が
あります。
• versionNumber — 既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使
用されます。

おすすめ
ConnectApi.AudienceCriteriaInput

この新しい入力クラスは抽象クラスであり、ConnectApi.CustomListAudienceCriteriaInput および
ConnectApi.NewUserAudienceCriteriaInput のスーパークラスです。
ConnectApi.AudienceCriteriaInput には、type という 1 つのプロパティがあります。このプロパティ
では、次のいずれかの値として、おすすめ利用者の条件種別を指定します。
• CustomList — ユーザのカスタムリストによって利用者が構成されます。
• MaxDaysInCommunity — 新しいコミュニティメンバーによって利用者が構成されます。
ConnectApi.CustomListAudienceCriteriaInput

この新しい入力クラスには、次のプロパティが含まれます。
• memberOperationType — 利用者メンバーに対して実行する操作。
• members — ユーザ ID のコレクション。
ConnectApi.NewUserAudienceCriteriaInput

この新しい入力クラスには、value という 1 つのプロパティがあります。このプロパティは、ユーザがコ
ミュニティメンバーになった時点からの最大日数です。
ConnectApi.RecommendationAudienceInput

この入力クラスには、criteria という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、カスタ
ムリストまたは新規メンバーのおすすめ利用者種別の条件です。
この入力クラスでは、memberOperationType プロパティと members プロパティがサポートされなくな
りました。バージョン 36.0 以降では、ConnectApi.CustomListAudienceCriteriaInput に
memberOperationType プロパティと members プロパティをそれぞれ使用します。
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ConnectApi.ScheduledRecommendationInput

この入力クラスには、channel という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、おすすめ
を 1 つにまとめて、 たとえば、UI の特定の場所におすすめを表示したり、1 日の時間帯や地理的な場所に
基づいておすすめを表示したりします。

ユーザプロファイル
ConnectApi.BannerPhotoInput

この新しい入力クラスには、次のプロパティが含まれます。
• cropHeight — トリミングする長方形の高さ (ピクセル単位)。
• cropWidth — トリミングする長方形の幅 (ピクセル単位)。
• cropX — トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。
• cropY — トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。
• fileId — 既存のファイルの ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 8 MB 未満にする必要が
あります。
• versionNumber — 既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使
用されます。

新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
Announcements
Announcement
この出力クラスには、次の新しいプロパティが含まれます。
• isArchived — お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。
• sendEmails — お知らせがすべてのグループメンバーにメール送信されるかどうかを指定します。

ケースフィードのメール
ConnectApi.EmailAddress

この出力クラスには、relatedRecord という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、取
引先責任者やユーザなど関連レコードの概要です。
ConnectApi.EmailAttachment

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• attachment — 添付ファイルのレコード概要。
• contentType — 添付ファイルの種別。
• fileName — 添付ファイルの名前。
ConnectApi.EmailMessageCapability

この出力クラスには、次の新しいプロパティが含まれます。
• attachments — メールメッセージの添付ファイル。
• bccAddresses — メールメッセージの BCC アドレス。
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• body — メールメッセージの本文。
• ccAddresses — メールメッセージの CC アドレス。
• fromAddress — メールメッセージの送信元アドレス。
• isRichText — メールメッセージの本文がリッチテキスト形式かどうかを示します。
この出力クラスでは、textbody プロパティがサポートされなくなりました。バージョン 36.0 以降では、
body プロパティを使用します。

コミュニティ
ConnectApi.Community

この出力クラスには、loginUrl という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、コミュ
ニティのログイン URL です。

フィード
ConnectApi.Content

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• checksum — ファイルの MD5 チェックサム。
• contentUrl — リンクのコンテンツの URL。
• description — 添付ファイルの説明。
• downloadUrl — コンテンツへの URL。
• fileExtension — ファイルの拡張子。
• fileSize — ファイルのサイズ (バイト)。サイズを判定できない場合は、unknown を返します。
• fileType — ファイルの種類 (PDF など)。
• hasPdfPreview — ファイルで PDF プレビューを使用できる場合は true、それ以外の場合は false。
• id — コンテンツの 18 文字の ID。
• isInMyFileSync — ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は true。
• mimeType — ファイルの MIME タイプ。
• renditionUrl — ファイルの変換リソースへの URL。
• renditionUrl240By180 — ファイルの 240×180 ピクセルの変換リソースへの URL。
• renditionUrl720By480 — ファイルの 720×480 ピクセルの変換リソースへの URL。
• sharingOption — ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。
– Allowed — ファイルの再共有が許可されます。
– Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。
• textPreview — 可能な場合はファイルのテキストプレビュー、それ以外の場合は null。
• thumb120By90RenditionStatus — ファイルの 120×90 プレビュー画像の表示状況を示します。
• thumb240By180RenditionStatus — ファイルの 240×180 プレビュー画像の表示状況を示します。
• thumb720By480RenditionStatus — ファイルの 720×480 プレビュー画像の表示状況を示します。
• title — ファイルのタイトル。
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• versionId — ファイルのバージョン ID。
ConnectApi.Features

この出力クラスには、maxFilesPerFeedItem という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティ
では、フィード項目に追加可能なファイルの最大数を指定します。
ConnectApi.FeedElementCapabilities

この出力クラスには、次の新しいプロパティが含まれます。
• files — フィード要素に添付ファイルがあるかどうかを示します。
• socialPost — フィード要素がソーシャルネットワークのソーシャル投稿と連携可能かどうかを示し
ます。
この出力クラスでは、content プロパティがサポートされなくなりました。files プロパティを使用して
ください。
ConnectApi.FeedEntityIsEditable

この出力クラスには、areAttachmentsEditableByMe という 1 つの新しいプロパティがあります。この
プロパティは、コンテキストユーザがフィード項目またはコメントに添付ファイルを追加および削除でき
るかどうかを示します。
ConnectApi.FilesCapability

この新しい出力クラスは、ConnectApi.FeedElementCapabilities のサブクラスで、items という 1
つのプロパティがあります。このプロパティは、ファイルのコレクションです。
ConnectApi.SocialAccount

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• handle — この取引先を識別するソーシャルハンドル、画面名、または別名。
• name — 取引先の所有者によって定義された取引先の名前。
• profileUrl — 取引先のプロファイルへの URL。
ConnectApi.SocialPostCapability

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• author — ソーシャル投稿を作成したソーシャル取引先。
• content — ソーシャル投稿のコンテンツ本文。
• icon — ソーシャルネットワークのアイコン。
• id — ソーシャル投稿の Salesforce レコードに関連付けられた ID。
• isOutbound — true の場合は、ソーシャル投稿が Salesforce アプリケーションから作成されています。
• name — ソーシャル投稿のタイトルまたはヘッダー。
• postUrl — ソーシャルネットワークでのソーシャル投稿への外部 URL。
• provider — このソーシャル投稿が属するソーシャルネットワーク。
• recipient — ソーシャル投稿の受信者であるソーシャル取引先。
• status — ソーシャル投稿の状況。
ConnectApi.SocialPostStatus

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• message — 状況メッセージ。
• type — 状況種別。
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グループ
ConnectApi.BannerPhoto

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• bannerPhotoUrl — 大型のバナー写真への URL。この URL は、認証されたユーザのみ使用できます。
• bannerPhotoVersionId — バナー写真の 18 文字バージョンの ID。
• url — バナー写真への URL。
ConnectApi.ChatterGroup

この出力クラスには、次の新しいプロパティが含まれます。
• bannerPhoto — グループのバナー写真。
• isBroadcast — グループがブロードキャストグループか (true)、否か (false) を指定します。ブロー
ドキャストグループでは、グループ所有者およびグループマネージャがグループに投稿できます。

ナレッジ
ConnectApi.KnowledgeArticleVersion

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• articleType — ナレッジ記事のタイプ。
• id — ナレッジ記事バージョンの ID。
• knowledgeArticleId — 対応するナレッジ記事の ID。
• lastPublishedDate — ナレッジ記事が最後に公開された日付。
• summary — ナレッジ記事の内容の概要。
• title — ナレッジ記事のタイトル。
• urlName — ナレッジ記事の URL 名。
ConnectApi.KnowledgeArticleVersionCollection

この新しい出力クラスには、items という 1 つのプロパティがあります。このプロパティは、ナレッジ記
事バージョンのコレクションです。

おすすめ
ConnectApi.AudienceCriteria

この新しい出力クラスは抽象クラスであり、ConnectApi.CustomListAudienceCriteria および
ConnectApi.NewUserAudienceCriteria のスーパークラスです。ConnectApi.AudienceCriteria に
は、type という 1 つのプロパティがあります。このプロパティでは、次のいずれかの値として、おすすめ
利用者の条件種別を指定します。
• CustomList — ユーザのカスタムリストによって利用者が構成されます。
• MaxDaysInCommunity — 新しいコミュニティメンバーによって利用者が構成されます。
ConnectApi.CustomListAudienceCriteria

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• memberCount — おすすめ利用者のメンバーの合計数。
• members — おすすめ利用者のメンバー。
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ConnectApi.NewUserAudienceCriteria

この新しい出力クラスには、maxDaysInCommunity という 1 つのプロパティがあります。このプロパティ
は、ユーザがコミュニティメンバーになった時点からの最大日数です。
ConnectApi.RecommendationAudience

この出力クラスには、次の新しいプロパティが含まれます。
• criteria — おすすめ利用者種別の条件。
• modifiedBy — おすすめ利用者を最後に変更したユーザ。
• modifiedDate — ISO 8601 形式の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。
この出力クラスでは、memberCount プロパティと members プロパティがサポートされなくなりました。
バージョン 36.0 以降では、ConnectApi.CustomListAudienceCriteria でこれらのプロパティを使用で
きます。
ConnectApi.ScheduledRecommendation

この出力クラスには、channel という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、おすすめ
を 1 つにまとめて、 たとえば、UI の特定の場所におすすめを表示したり、1 日の時間帯や地理的な場所に
基づいておすすめを表示したりします。

Topics
ConnectApi.Topic

この出力クラスには、nonLocalizedName という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティ
は、トピックのローカライズされていない名前です。

ユーザプロファイル
ConnectApi.BannerPhoto

この新しい出力クラスには次のプロパティがあります。
• bannerPhotoUrl — 大型のバナー写真への URL。この URL は、認証されたユーザのみ使用できます。
• bannerPhotoVersionId — バナー写真の 18 文字バージョンの ID。
• url — バナー写真への URL。
ConnectApi.UserDetail

この出力クラスには、bannerPhoto という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、ユー
ザのバナー写真です。

Wave
ConnectApi.Features

この出力クラスには、wave という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、Wave が有効
かどうかを示します。

新規および変更された Chatter in Apex Enum
これらの Enum についての詳細は、『Apex 開発者ガイド』の「ConnectApi Enum」を参照してください。
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ConnectApi.FeedElementCapabilityType

この Enum には次の新しい値があります。
• Files — フィード要素に 1 つ以上の添付ファイルがあるかどうかを示します。
• SocialPost — フィード要素がソーシャルネットワークのソーシャル投稿と連携可能かどうかを示し
ます。
ConnectApi.OperationType

ファイルに対して実行する操作を指定します。
• Add — ファイルをフィード要素に追加します。
• Remove — フィード要素からファイルを削除します。
ConnectApi.RecommendationAudienceCriteriaType

おすすめ利用者の条件種別を指定します。
• CustomList — ユーザのカスタムリストによって利用者が構成されます。
• MaxDaysInCommunity — 新しいコミュニティメンバーによって利用者が構成されます。
ConnectApi.RecommendationChannel

おすすめを 1 つにまとめ、たとえば UI の特定の場所に表示したり、1 日の時間帯や地理的な場所に基づい
て表示したりするなど、おすすめの表示法を指定します。
• CustomChannel1 — カスタムのおすすめチャネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャネ
ルはコミュニティマネージャと連携して定義します。たとえば、コミュニティマネージャはコミュニ
ティビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。
• CustomChannel2 — カスタムのおすすめチャネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャネ
ルはコミュニティマネージャと連携して定義します。
• CustomChannel3 — カスタムのおすすめチャネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャネ
ルはコミュニティマネージャと連携して定義します。
• CustomChannel4 — カスタムのおすすめチャネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャネ
ルはコミュニティマネージャと連携して定義します。
• CustomChannel5 — カスタムのおすすめチャネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャネ
ルはコミュニティマネージャと連携して定義します。
• DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャネル。おすすめは、デフォルトで Napili コミュニティの
ホームページと質問の詳細ページ、およびSalesforce1 モバイルブラウザアプリケーションのコミュニティ
のフィードに表示されます。また、Summer '15 以降のバージョンの Napili テンプレートを使用するコミュ
ニティに、コミュニティマネージャがコミュニティビルダーを使用しておすすめを追加した場所にも表
示されます。
ConnectApi.RecommendationExplanationType

この Enum には次の新しい値があります。
• TopicFollowedTogether — コンテキストユーザがフォローしたレコードと共にフォローされること
が多いトピック
• TopicFollowedTogetherWithFollowees — コンテキストユーザがフォローしている他のレコードと
共にフォローされることが多いトピック
• TopicPopularFollowed — フォロワー数の多いトピック
• TopicPopularLiked — いいね! の数の多い投稿のトピック
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ConnectApi.RecommendationType

トピックを推奨できるようになったため、この Enum には topics という 1 つの新しい値があります。
ConnectApi.SocialNetworkProvider

ソーシャルネットワークプロバイダを指定します。
• Facebook
• GooglePlus
• Instagram
• Line
• LinkedIn
• Other
• Pinterest
• SinaWeibo
• Twitter
• VKontakte
• WeChat
• WhatsApp
• YouTube
ConnectApi.SocialPostStatusType

ソーシャル投稿の現在の状態を指定します。
• ApprovalPending
• ApprovalRecalled
• ApprovalRejected
• Deleted
• Failed
• Pending
• Replied
• Sent
• Unknown
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Lightning コンポーネント
Lightning コンポーネントフレームワークは、Lightning Experience と Salesforce1 を強
化します。このフレームワークを使用すると、Lightning Experience、Salesforce1、
Salesforce Classic、およびコミュニティで、モバイルアプリケーションやページを
構築できます。今回のリリースの機能強化では、ツールキットの安定性に焦点
を絞っています。また、Lightning コンポーネントアプリケーションを非 Salesforce
コンテナにリリースするための新機能、新しいビジュアルデザインツール、よ
り高度な表示ラベルの書式設定への早期アクセスも提供しています。
すぐに使えるコンポーネントを使用するか、JavaScript、HTML、CSS、Apex、その
他の Web 対応コードを使用して独自のコンポーネントを構築します。
AppExchange for Components では、Salesforce パートナーが作成したコンポーネント
をインストールしたり、独自のコンポーネントを公開したりすることができま
す。
詳細は、『Lightning コンポーネント開発者ガイド』を参照してください。
このセクションの内容:

エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition
UI を使用して Lightning コ
ンポーネントを作成する
エディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition、または
Sandbox

Lightning Out を使用した Lightning コンポーネントアプリケーションの任意の場
所での実行 (ベータ)
Heroku、ファイアウォール内の部門サーバ、または SharePoint のいずれで実行される Node.js アプリケーショ
ンであっても、Force.com を使用してカスタムアプリケーションを作成してあらゆる場所でアプリケーショ
ンを実行できます。
Lightning コンポーネントトークンを使用した設計変数の取得 (開発者プレビュー)
ビジュアルデザインの重要な値を名前付きトークンに取得します。トークンの値を一度定義すると、Lightning
コンポーネントの CSS リソース全体で再利用できます。トークンを使用することで、設計の一貫性を確保
しやすくなり、設計の変化に伴った更新がさらに簡単になります。
アクセス権チェック違反に関するブラウザコンソール警告の重要性
Spring '16 では、アクセスを許可する access システム属性のないコンポーネントや属性などのリソースに
アクセスすると、デバッグモードを有効にしている場合はブラウザコンソールに警告が表示されます。
Summer '16 リリースではこれらのアクセス権チェックの適用がフレームワークでさらに厳密に行われるた
め、これらの警告を無視しないことをお勧めします。そのままにしておいた場合には、Summer ’16 のロール
アウト後にコードが壊れます。それは困りますね。
Salesforce Lightning Inspector を使用した Lightning コンポーネントのデバッグ
Salesforce Lightning Inspector は、Lightning コンポーネントをデバッグし、コンポーネントのパフォーマンスを
プロファイルする Google Chrome DevTools 拡張機能です。
format() による表示ラベルパラメータの動的な入力
format() の最初のパラメータは、プレースホルダを含むことができる文字列を参照するカスタム表示ラ

ベルです。プレースホルダは、実行時に後続のパラメータとして渡された値で置き換えられます。パラメー
タは必要なだけ追加できます。パラメータは、ゼロから順に番号が付けられます。

454

Salesforce Spring '16 リリースノート

Lightning コンポーネント

安全なクライアント側キャッシュによるパフォーマンスの改善
ブラウザの安全なデータキャッシュが追加され、サーバとの往復処理回数の追加を避けることでページの
再読み込みパフォーマンスが改善されました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
$A.error() の廃止
$A.error() を廃止し、開発者により広く知られている標準 JavaScript Error オブジェクトを使用すること

になりました。
Sfdc JavaScript グローバルの削除
Sfdc は、Salesforce アプリケーションコンテナのグローバル範囲で使用できる JavaScript ユーティリティオブ

ジェクトです。Salesforce の内部的な実装詳細であり、顧客による使用はサポートも文書化もされません。
Lightning固有のコンテナには追加されなくなったため、Lightningコンポーネントコードから削除する必要が
あります。
List または Map パラメータを使用した Apex コントローラでのエラーの解決
以前のリリースでは、Lightning コンポーネントからサーバ側の Apex コントローラメソッドをコールし、List
または Map オブジェクトをパラメータとして送信した場合、UnsupportedOperationException エラー
が発生していました。この問題は解決しました。
Lightning コンポーネント
コンポーネントは、アプリケーションを迅速に作成するのに役立ちます。これらはLightningアプリケーショ
ンまたは Salesforce1 で使用します。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド

Lightning Out を使用した Lightning コンポーネントアプリケーションの任意の場
所での実行 (ベータ)
Heroku、ファイアウォール内の部門サーバ、または SharePoint のいずれで実行される Node.js アプリケーションで
あっても、Force.comを使用してカスタムアプリケーションを作成してあらゆる場所でアプリケーションを実行
できます。
メモ: このリリースには、Lightning Out のベータバージョンが含まれています。ベータバージョンは機能
の品質は高いですが、既知の制限があります。Lightning Outについてのフィードバックと提案は、IdeaExchange
からお寄せください。
Lightning Out は、Visualforce 用 Lightning コンポーネントを強化する技術ですが、「フル強度」バージョンを使用
できるようになりました。Visualforce 外で Lightning Out を使用するプロセスは比較的簡単です。
1. 設定と準備を行います。
2. 使用するコンポーネントに関する連動関係情報を含む Lightning コンポーネントアプリケーションへの参照
を作成します。
3. ページでコンポーネントを作成して、ページの機能を構築します。
Lightning Out は Salesforce コンテナ内では実行されないため、Visualforce 用 Lightning コンポーネントよりも設定は
複雑です。Salesforce内で実行する場合に自動的に提供されるサービスを手動で処理します。たとえば、独自の
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コードまたは ForceJS などのライブラリを使用して、認証およびセッションの初期化をクライアントコードで
明示的に管理する必要があります。
また、Lightning コンポーネントアプリケーションへのアクセスを許可するための、Salesforce 内での設定もあり
ます。CORS のリモートサイトを設定し、Salesforce で OAuth を使用して接続アプリケーションを作成する必要が
あります。このプロセスは、Salesforce に接続するアプリケーションで実行する手順と同じです。
詳細とサンプルコードは、『Lightning コンポーネント開発者ガイド』を参照してください。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド: アプリケーションへの Lightning コンポーネントの追加 (ベータ)
Idea Exchange: Lightning Components Anywhere / Everywhere (どこでも使える Lightning コンポーネント)

Lightning コンポーネントトークンを使用した設計変数の取得 (開発者プレビュー)
ビジュアルデザインの重要な値を名前付きトークンに取得します。トークンの値を一度定義すると、Lightning
コンポーネントの CSS リソース全体で再利用できます。トークンを使用することで、設計の一貫性を確保しや
すくなり、設計の変化に伴った更新がさらに簡単になります。
組織の名前空間にトークンバンドルを作成する手順は、次のとおりです。
1. 開発者コンソールで、[File (ファイル)] > [New (新規)] > [Lightning Tokens (Lightning のトークン)] を選択しま
す。
2. トークンバンドルに「defaultTokens」という名前を付けます。
メモ: このトークンの開発者プレビューでは、作成できるトークンバンドルは 1 つのみで、使用でき
る名前は「defaultTokens」のみです。このトークンバンドルに定義されたトークンがLightningコン
ポーネントで自動的にアクセス可能になります。
空のトークンバンドルが作成されたので、編集準備が整いました。
<aura:tokens>
</aura:tokens>

3. 個々のトークンは、<aura:token> コンポーネントを使用して指定する名前-値のペアです。新しいトーク
ンをバンドルの <aura:tokens> コンポーネントの子コンポーネントとして追加します。たとえば、次の
ように使用します。
<aura:tokens>
<aura:token name="myBodyTextFontFace"
value="'Salesforce Sans', Helvetica, Arial, sans-serif"/>
<aura:token name="myBodyTextFontWeight" value="normal"/>
<aura:token name="myBackgroundColor" value="#f4f6f9"/>
<aura:token name="myDefaultMargin" value="6px"/>
</aura:tokens>
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defaultTokens バンドルで作成されたトークンは、名前空間内のコンポーネントで自動的に使用可能になり

ます。設計トークンを使用するには、token() 関数およびコンポーネントバンドルの CSS リソースのトークン
名を使用して参照します。以下に例を示します。
.THIS p {
font-family: token(myBodyTextFontFace);
font-weight: token(myBodyTextFontWeight);
}

標準設計トークン
Salesforceでは、コンポーネントスタイルリソースでアクセスできる一連の「基本」トークンが公開されます。
組織に標準トークンを追加するには、次のように組織のトークンバンドルを基本トークンから拡張します。
<aura:tokens extends="force:base">
<!-- your own tokens here -->
</aura:tokens>

トークンが defaultTokens に追加されると、token() 関数およびトークン名を使用して、独自のトークン
のように force:base からトークンを参照できます。以下に例を示します。
.THIS p {
font-family: token(fontFamily);
font-weight: token(fontWeightRegular);
}

自分のトークンを標準トークンと組み合わせることができます。force:base で使用可能なトークンを使用す
ると、独自のカスタムコンポーネントで Salesforce Lightning Design System (SLDS) の外観を模倣することができま
す。SLDS の変化に伴って、標準設計トークンを使用するコンポーネントも変化します。
現在使用可能な Salesforce の標準設計トークンのリストを含めた詳細については、『Lightning コンポーネント開
発者ガイド』を参照してください。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド

アクセス権チェック違反に関するブラウザコンソール警告の重要性
Spring '16 では、アクセスを許可する access システム属性のないコンポーネントや属性などのリソースにアク
セスすると、デバッグモードを有効にしている場合はブラウザコンソールに警告が表示されます。Summer '16
リリースではこれらのアクセス権チェックの適用がフレームワークでさらに厳密に行われるため、これらの警
告を無視しないことをお勧めします。そのままにしておいた場合には、Summer ’16 のロールアウト後にコード
が壊れます。それは困りますね。
次のタグの access システム属性を介してアプリケーション、インターフェース、コンポーネント、属性、お
よびイベントへのアクセスを制御できます。
• aura:application
• aura:interface
• aura:component
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• aura:attribute
• aura:event
これらすべてのリソースのデフォルト値は access="public" で、リソースが同じ名前空間内でのみ使用で
きることを示します。
次のサンプルコンポーネントにはグローバルアクセス権があります。
<aura:component access="global">
...
</aura:component>

access システム属性についての詳細は、『Lightning コンポーネント開発者ガイド』を参照してください。

アクセス権チェック警告の修正
次の 1 つ以上の方法を使用して、アクセス権チェック警告を修正できます。
• 所有するリソースに適切な access システム属性を追記する。
• 使用できないリソースへの参照をコードから削除する。
• アクセスしている属性が存在し、大文字小文字の区別も含め正しいスペルを使用していることを確認する。
アクセスコンテキストでは属性が未定義であるか非公開であるかを判断できないため、未定義属性にアク
セスした場合と非公開属性にアクセスした場合とは同じアクセス違反メッセージがトリガされます。
• $A.getCallback() を使用して、setTimeout() または setInterval() コールや ES6 Promise の場合のよ
うに通常の表示ライフサイクル外のコンポーネントにアクセスするコードをラップする。
$A.getCallback() では、現在の実行コンテキストが保持され、非同期コードに正しいアクセスレベルが

付与されます。それ以外の場合は、フレームワークでコンテキストが失われ、グローバルリソースへのア
クセスのみが許可されます。

Salesforce Lightning Inspector を使用した Lightning コンポーネントのデバッグ
Salesforce Lightning Inspector は、Lightning コンポーネントをデバッグし、コンポーネントのパフォーマンスをプロ
ファイルする Google Chrome DevTools 拡張機能です。
デバッグは難しい場合があります。Salesforce Lightning Inspector を使用すれば、Lightning コンポーネントを開発す
るときに、内部で何が起こっているかをより的確に知ることができます。
• アプリケーションのコンポーネントツリー内を移動し、コンポーネントおよび関連する DOM 要素を調べ
る。
• コンポーネント作成時間のグラフを見ることにより、パフォーマンスのボトルネックを識別する。
• 応答を監視および変更することにより、サーバとのやりとりをデバッグする。
• エラー状態やアクション応答の欠落をシミュレーションすることにより、アプリケーションのフォールト
トレランスをテストする。
• イベント起動とアクション処理のシーケンスを追跡する。
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Chrome 拡張機能により、DevTools メニューに [Lightning] タブが追加されます。アプリケーションの異なる側面
を調べるためのいくつかのサブタブがあります。

使用とインストールについての詳細は、「デバッグ」を参照してください。

format() による表示ラベルパラメータの動的な入力
format() の最初のパラメータは、プレースホルダを含むことができる文字列を参照するカスタム表示ラベル

です。プレースホルダは、実行時に後続のパラメータとして渡された値で置き換えられます。パラメータは必
要なだけ追加できます。パラメータは、ゼロから順に番号が付けられます。
たとえば、3 つのパラメータがある場合、{0}、{1}、{2} という名前が付けられ、指定された順に置換されま
す。
Hello {0} and {1} の値を持つカスタム表示ラベル $Label.c.myLabel を見てみましょう。ここで、$Label

は表示ラベルにアクセスするグローバル値プロバイダです。
マークアップ内の次の式により、プレースホルダパラメータに指定した属性の値が動的に入力されます。
{!format($Label.c.myLabel, v.attribute1, v.attribute2)}

属性値の 1 つが変更されると表示ラベルが更新されます。
JavaScript では、同等の $A.util.format() メソッドを使用します。
カスタム表示ラベルについての詳細は、「カスタム表示ラベル」を参照してください。

安全なクライアント側キャッシュによるパフォーマンスの改善
ブラウザの安全なデータキャッシュが追加され、サーバとの往復処理回数の追加を避けることでページの再読
み込みパフォーマンスが改善されました。この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
システム管理者が何もしなくても、この Lightning Experience のパフォーマンス向上を利用できます。
この設定を無効にすることはお勧めしませんが、データが暗号化されている場合でも会社のポリシーによりブ
ラウザのキャッシュが許可されない場合は、無効にしてもかまいません。
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1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「セッションの設定」と入力します。
2. [処理速度を向上させるためにブラウザの安全で永続的なキャッシュを有効にする] チェックボックスをオ
フにします。
3. [保存] をクリックします。

$A.error() の廃止
$A.error() を廃止し、開発者により広く知られている標準 JavaScript Error オブジェクトを使用することに

なりました。
アプリケーションが正常に起動できないエラーなどの復旧できないエラーには、throw new Error("Your
error message here") を使用します。これでエラーメッセージが表示されます。

Sfdc JavaScript グローバルの削除
Sfdc は、Salesforceアプリケーションコンテナのグローバル範囲で使用できる JavaScript ユーティリティオブジェ

クトです。Salesforce の内部的な実装詳細であり、顧客による使用はサポートも文書化もされません。Lightning
固有のコンテナには追加されなくなったため、Lightningコンポーネントコードから削除する必要があります。
Sfdc.canvas オブジェクトを使用して利用できる正式な Force.com Canvas API は、唯一の例外です。『Canvas 開

発者ガイド』に記載されている Canvas API は、引き続き使用でき、完全にサポートされます。
メモ: Sfdc グローバルは、Visualforce コンテナでは引き続き使用でき、Visualforce コードは影響を受けませ
ん。
たとえば、Visualforce 用の Lightning コンポーネントを使用して Visualforce ページ内で Lightning コンポーネントを
使用する場合は、Sfdc グローバルに引き続きアクセスできます。この使用はサポートされておらず、これら
の Lightning コンポーネントを他のコンテキストに移植できない可能性があります。
Sfdc グローバルから取得された値にコンポーネントからアクセスする必要がある場合は、Visualforceで JavaScript

を使用して値を取得することをお勧めします。次に、コンポーネント内で値に直接アクセスするのではなく、
属性またはイベントを使用してLightningコンポーネントに値を渡します。この方法では、コンテナに基づいた
適切なメカニズムを使用して値を取得できるため、Lightning コンポーネントの移植が可能になります。

List または Map パラメータを使用した Apex コントローラでのエラーの解決
以前のリリースでは、Lightning コンポーネントからサーバ側の Apex コントローラメソッドをコールし、List ま
たは Map オブジェクトをパラメータとして送信した場合、UnsupportedOperationException エラーが発生
していました。この問題は解決しました。
変更内容が単に不具合の修正の場合、通常リリースノートでは説明いたしませんが、 この問題は、わかりに
くい回避策を要することがあるため、 ここで言及させていただきました。

Lightning コンポーネント
コンポーネントは、アプリケーションを迅速に作成するのに役立ちます。これらはLightningアプリケーション
または Salesforce1 で使用します。

460

Salesforce Spring '16 リリースノート

API

新しいコンポーネント
次のコンポーネントが新規追加されました。
forceChatter:fullFeed
forceChatter:fullFeed コンポーネントは、Lightning Out (ベータ) とともに使用されるもので、将来の使

用のために予約されています。これはベータコンポーネントです。forceChatter:fullFeed は、Salesforce1、
Lightning Experience の内部、または Lightning 互換テンプレートを使用するコミュニティ内では使用できませ
ん。これらのいずれかで forceChatter:fullFeed を使用すると、投稿の重複が発生します。これは、コ
ンポーネントがイベントを扱う方法がそれぞれで異なるためです。

API
API バージョン 36.0 では、より多くのメタデータ型とデータオブジェクトにアク
セスできます。
このセクションの内容:
API ログインのエンドポイントルーティングの廃止

エディション
使用可能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition、および
Performance Edition

専用 API エンドポイントのパフォーマンスと可用性を高めるためにエンドポ
イントルーティングが変更されます。これまでは、www.salesforce.com を API ロ
グインエンドポイントとして使用でき、このエンドポイントから正しいログ
インインスタンスにルーティングされていました。2016 年 1 月 1 日以降、内部ルーティングが削除される
ため、ユーザは API ログインエンドポイントを www.salesforce.com から https://login.salesforce.com に変更する必
要があります。この変更は API ログイントラフィックにのみ適用されます。ブラウザから [ログイン] をク
リックする場合は引き続きログインできます。
新規追加、変更、および廃止されたオブジェクト
次のオブジェクトが新規追加、変更、または廃止されました。
SOQL
Salesforce Object Query Language (SOQL) では、新しいクエリ範囲が追加され、DISTANCE および convertCurrency 関
数のサポートが拡張され、数値、日付、時刻、および通貨項目の書式設定が改良されました。
REST API
REST API には、新しいリソースおよび直感的な REST 要求の作成方法が導入されました。
SOAP API
SOAP API では 3 つのコールが変更されました。
Chatter REST API
Chatter REST API では、リソース、リクエストボディ、レスポンスボディが新規追加および変更されました。
レポートおよびダッシュボード REST API
レポートおよびダッシュボード REST APIで、検索条件、バケット、およびカスタム集計項目に関する情報が
返されるようになりました。
Data.com API
レコードのカウント方法の改善、項目の追加、いくつかの項目プロパティの更新が行われました。Data.com
API を使用して、最新の Data.com レコードにアクセスできます。企業および取引先責任者レコードを検索、
照合、および購入できます。
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Bulk API
Bulk API には JSON サポートが含まれています。
ストリーミング API
ストリーミング API バージョン 36.0 では、新機能のデュラブル汎用ストリーミングとベータ機能のデュラブ
ル PushTopic ストリーミングが追加されました。
Tooling API
Tooling API に新しいオブジェクトとヘッダーが追加され、動作が変更され、REST リソースのサポートが拡張
されました。
メタデータ API
メタデータ API では、コールが更新され、型が新規追加および変更されています。
データサービス
Bulk API はより多くのデータ量を処理するように拡張され、非同期 SOQL はより多くのコマンドをサポートす
るようになりました。
Salesforce コンソール API (インテグレーションツールキット)
ツールキットでは、コンソールをプログラムでカスタマイズできるメソッドが新規追加および更新されま
した。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

API ログインのエンドポイントルーティングの廃止
専用 API エンドポイントのパフォーマンスと可用性を高めるためにエンドポイントルーティングが変更されま
す。これまでは、www.salesforce.com を API ログインエンドポイントとして使用でき、このエンドポイントから
正しいログインインスタンスにルーティングされていました。2016 年 1 月 1 日以降、内部ルーティングが削除
されるため、ユーザは API ログインエンドポイントを www.salesforce.com から https://login.salesforce.com に変更する
必要があります。この変更は API ログイントラフィックにのみ適用されます。ブラウザから[ログイン]をクリッ
クする場合は引き続きログインできます。

新規追加、変更、および廃止されたオブジェクト
次のオブジェクトが新規追加、変更、または廃止されました。
このセクションの内容:
新しいオブジェクト
次のオブジェクトが新規追加されました。
変更されたオブジェクト
次のオブジェクトが変更されました。
廃止されたオブジェクト
次のオブジェクトは廃止されました。

新しいオブジェクト
次のオブジェクトが新規追加されました。
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ApexTestSuite
テスト実行に含める Apex クラスのスイートを表します。TestSuiteMembership オブジェクトは、各クラスをス
イートに関連付けます。
FeedAttachment
添付ファイルやリンクなどのフィード項目への添付を表します。FeedAttachmentを使用して、さまざまな添
付を 1 つのフィード項目に追加します。
FlexQueueItem
Apex Flex キュー内の非同期 Apex ジョブを表します。AsyncApexJob のジョブ種別と Flex キューの位置に関する
情報を提供します。
LoginEvent
組織内の追跡可能なユーザログインイベントを表します。このオブジェクトは、API バージョン 36.0 以降で
使用できます。
NavigationLinkSet
コミュニティのナビゲーションメニューを表します。ナビゲーションメニューは、ユーザがクリックする
とコミュニティの他の部分に移動できる項目で構成されます。このオブジェクトは参照のみです。
NavigationMenuItem
NavigationLinkSetの 1 つのメニュー項目を表します。このオブジェクトを使用して、コミュニティのナビゲー
ションメニューのメニュー項目を作成、削除、または更新します。
NavigationMenuItemLocalization
コミュニティのナビゲーションメニュー項目の翻訳された値を表します。
TestSuiteMembership
ApexTestSuite 内のクラスを表します。
VerificationHistory
過去 6 か月間の組織ユーザによる ID 検証試行を表します。
WorkOrder
実行するタスクまたは一連のタスクを表します (通常はフィールドサービスのタスク)。作業注文を使用し
て、納入商品に対して実行する作業を追跡できます。
WorkOrderFeed
作業注文レコードの詳細ページに表示される 1 つのフィード項目を表します。作業注文フィードは、フィー
ドで追跡される項目の作業注文レコードの他、そのレコードに関する投稿やコメントへの変更を示します。
WorkOrderHistory
作業注文の項目内の値に対する変更履歴を表します。
WorkOrderLineItem
作業注文のサブタスクを表します (通常はフィールドサービスのサブタスク)。
WorkOrderLineItemFeed
作業注文品目レコードの詳細ページに表示される 1 つのフィード項目を表します。作業注文品目フィード
は、フィードで追跡される項目の作業注文品目レコードの他、そのレコードに関する投稿やコメントへの
変更を示します。
WorkOrderLineItemHistory
作業注文品目の項目内の値に対する変更履歴を表します。
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WorkOrderShare
作業注文の共有エントリを表します。

変更されたオブジェクト
次のオブジェクトが変更されました。

変更によって以前の API バージョンに影響を与えるオブジェクト
次のオブジェクトは、API バージョン 36.0 で変更され、以前の API バージョンに影響を与えます。
UserProvisioningConfig
このオブジェクトを作成、更新、および削除できるようになりました。次の項目は、作成および更新可能
です。
• ApprovalRequired
• ConnectedAppId
• DeveloperName
• Enabled
• EnabledOperations
• Language (この項目は null にもできるようになりました)
• LastReconDateTime
• MasterLabel
• NamedCredentialId
• Notes
• OnUpdateAttributes
• ReconFilter
• UserAccountMapping

変更されたオブジェクト
次のオブジェクトは、API バージョン 36.0 で変更されました。
AgentWork
AgentWork オブジェクトに次の 2 つの新規項目が追加されました。
• PushTimeout 項目は、転送タイムアウトに設定された秒数を示します。転送タイムアウトが無効な場
合は 0 が返されます。
• PushTimeoutDateTime 項目は、転送タイムアウトイベントが発生した日時を示します。
AgentWork オブジェクトに次の新規状況が追加されました。
• DeclinedOnPushTimeout 状況は、転送タイムアウトにより作業が拒否されたことを示します。
Announcement
Announcement オブジェクトに新規項目が追加されました。
• SendEmails 項目は、Chatter グループ所有者またはマネージャがお知らせを投稿したらメール通知をす
べてのグループメンバーに送信するかどうかを示します。
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メモ: この項目は現在、パイロットプログラムを通じて一部のお客様が使用できます。このパイ
ロットプログラムに参加する方法については、Salesforce にお問い合わせください。パイロットプロ
グラムへの参加には、追加の契約条件が適用される場合があります。パイロットプログラムは変更
される可能性があるため、このパイロットプログラムへの参加や、特定の期間にこの機能を有効化
することは保証できません。このドキュメント、プレスリリース、または公式声明で参照されてい
る未リリースのサービスまたは機能は、現在利用できず、提供が遅れたり中止されたりする可能性
があります。サービスのご購入をご検討中のお客様は、現在利用可能な機能に基づいて購入をご決
定ください。
納入商品
Asset オブジェクトに、納入商品に階層を追加するための新しいオプションに関連する 2 つの項目が新規追
加されました。
• [親納入商品] 項目は納入商品の親納入商品を表します。
• 参照のみの [ルート納入商品] 項目は、納入商品階層の最上位納入商品を表します。納入商品が階層の
どこにあるかに応じて、ルートが親と同じになることがあります。
たとえば、「ハブキャップ」納入商品は、親納入商品が「ホイール」、ルート納入商品が「自動車」にな
る可能性があります。
AuraDefinition
DefType 項目に、新しい選択リスト値 TOKENS が追加されました。
AuthProvider
AuthProvider オブジェクトに、カスタム認証プロバイダプラグインを作成するための新しいオプションに関
連する 2 つの項目が新規追加されました。
• CustomMetadataTypeRecord 項目は、カスタム認証プロバイダの API 参照名を表します。
• PluginId 項目は、Auth.AuthProviderPlugin インターフェースを実装する既存の Apex クラスを表
します。
ProviderType 項目に、新しい選択リスト値 Custom が追加されました。

CollaborationGroup
CollaborationGroup オブジェクトに次の 2 つの新規項目が追加されました。
• BannerPhotoUrl 項目は、グループのバナー写真の URL を返します。
• IsBroadcast 項目は、グループがブロードキャストグループか (true)、否か (false) を示します。
DatacloudContact
次の項目が選択リストになりました。
部署
取引先責任者が在籍している会社の部門。この項目の値は、固定された列挙型の値です。
• 工学技術
• 財務
• 人事
• IT
• マーケティング
• 業務
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• その他
• 営業
• サポート
レベル
会社での人の役職レベルを指定する人事の表示ラベル。この項目の値は、固定された列挙型の値です。
• 最高経営責任者レベル
• 副社長
• 専務
• マネージャ
• スタッフ
• その他
次の項目がグループ化可能になりました。
• companyName
• Department
• Level
• Title
DatacloudContact の Count(ContactId)
Count(contactId) を使用して、DatacloudContact オブジェクトの特定の項目値で使用できるレコード数を

判別します。GROUP BY は、この項目でのみサポートされます。
• companyName
• Department
• Level
• Title
DatacloudContact オブジェクトに GROUP BY を使用する場合、いくつか制限事項があります。
• DatacloudContact では、複数項目のグループ化はサポートされません。項目ごとに別個のクエリを実行し
てください。
• DatacloudContact では、GROUP BY で ROLLUP または CUBE 演算子がサポートされません。
クエリ:
SELECT Level, Count(ContactId)
FROM DatacloudContact
WHERE State IN ('CA','NV','AZ','OR','WA') AND CompanyName LIKE 'Cisco Systems'
GROUP BY Level

応答:
Returned records 1–5 of 10916 total records in 0.105 seconds:

1

レベル

Unknown_Field__1

スタッフ

5011
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2

マネージャレベル

4802

3

責任者レベル

692

4

副社長レベル

244

5

最高経営責任者レベル

167

次の項目が新規追加または更新されました。
• IsInCRM — Defaulted on create、Sort
• UpdatedDate — Nillable、Sort
EmailMessage
ParentId 項目は、グループ化、空白、並び替えが可能になりました。

EmailTemplate
EntityType 項目に、キャンペーンを表す新しい選択リスト値 701 が追加されました。

EnvironmentHubMember
次の新規項目が追加されました。
• IsSandbox — メンバー組織が Sandbox であるか (true)、否か (false) を示します。
• ServiceProviderId — メンバー組織のサービスプロバイダの ID を表します。
• SSOMappedUsers — メンバー組織の対応付けされたメンバーの合計数を表します。
次の制限が適用されます。
• 毎日の制限 — 1 日あたり最大 20 組織を作成できます。これ以上の組織を作成する必要がある場合は、
パートナーコミュニティでケースを登録します。
EventLogFile
URI_ID_DERIVED 項目が、URI 項目を持つ各イベントタイプに追加されました。この項目にはイベントで

アクセスされたページの URI の 18 文字の ID が保存されます。
次の項目が Apex Callout イベントに追加されました。
• EXEC_TIME — Apex クラスまたはメソッドのエンドツーエンドの実行時間。
• CALLOUT_TIME — Apex からの外部コールの実行時間。
• QUIDDITY — イベントに関連付けられている外部実行の種別。
EXEC_TIME 項目も Apex Trigger イベントに追加されました。

Wave Change、Wave Interaction、Wave Performance という 3 つの新しいイベントタイプも追加されました。
Wave Change イベントタイプは、Wave UI でのルートとページの変更を表します。
Wave Interaction イベントタイプは、ユーザの Wave UI の操作を表します。
Wave Performance イベントは、クエリ、レンズ、およびダッシュボードのパフォーマンス総計値です。
ExternalDataSource
ApiKey 項目が削除されました。
Protocol 項目が追加されました。この項目は、外部システムへのアクセスに必要な認証プロトコルです。
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FeedItem
次の項目は削除され、API バージョン 35.0 以前でのみ使用できます。コンテンツ添付ファイルはFeedAttachment
を使用して作成されるようになったため、これらの項目は使用されなくなりました。
• ContentData
• ContentDescription
• ContentFileName
• ContentSize
• ContentType
次のリレーション項目が追加されました。
FeedAttachments

親 FeedItem レコードをその FeedAttachment レコードに関連付ける子リレーション項目。FeedAttachment お
よび FeedItem レコードは、FeedAttachment.FeedEntityId 項目を使用してリンクされます。
LiveChatUserConfig
LiveChatUserConfig オブジェクトに次の 3 つの新規項目が追加されました。

• OptionsHasTransferToAgent 項目は、エージェントが直接特定のエージェントにチャットを転送で
きるかどうかを指定します。
• OptionsHasTransferToButton 項目は、エージェントが特定のチャットボタンに割り当てられたエー
ジェントにチャットを転送できるかどうかを指定します。
• OptionsHasTransferToSkill 項目は、エージェントが特定のスキルに割り当てられたエージェント
にチャットを転送できるかどうかを指定します。
OptionsHasChatTransfer 項目は削除されました。

Network
Network オブジェクトに次の 2 つの新規項目が追加されました。
• AllowedExtensions は、コミュニティで許可されるファイルの種類を指定します。
• MaxFileSizeKb は、メンバーがコミュニティにアップロードできる最大ファイルサイズ (KB) を指定し
ます。
OpportunityTeamMember
• OpportunityAccessLevel 項目は、API バージョン 36.0 以降で編集可能です。
• Title 項目が追加されました。
Organization
次の新規項目が追加されました。
• NamespacePrefix
• SignupCountryIsoCode — サインアップ要求でユーザが指定した 2 文字の ISO 国コードを表します。
PartnerNetworkConnection
ConnectionStatus 項目に、ConnectionSuspended および SubscribeInProgress という 2 つの選択
リスト値が新規追加されました。
PartnerNetworkSyncLog
ConnectionEvent 項目に、新しい選択リスト値 SubscribeInProgress が追加されました。
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PlatformAction
ActionListContext 項目で次の新規選択リスト値を受け入れるようになりました。

• BannerPhoto — バナー写真は、Lightning Experience のプロファイルで使用可能です。
• Dockable — Dockable はドッキング可能なアクションのリストを表します。これらのアクションは、
Lightning Experienceのグローバル作成コンポーネントから使用できます (新規 ToDo、新規行動、新規メモ、
活動の記録)。
• ListViewDefinition — API から作成できる対応リストビューを返します。
• Lookup — ルックアップからオブジェクトまたはレコードを作成する場合に想定される作成アクション
を返します。
PresenceUserConfig
PresenceUserConfig オブジェクトに次の新規項目が追加されました。

• PresenceStatusOnPushTimeoutId は、転送タイムアウトが発生する前にエージェントが作業に対応
しないときに、エージェントに自動的に割り当てられるプレゼンス状況の ID を提供します。
QueueRoutingConfig
QueueRoutingConfig に次の新規項目が追加されました。

• PushTimeout 項目は、転送タイムアウトに設定された秒数を示します。転送タイムアウトが無効な場
合は 0 が返されます。
SignupRequest
Edition 項目に、次の 3 つの選択リスト値が追加されました。
• Group
• Professional
• Enterprise
新しい項目 SignupSource が追加されました。この項目は、ユーザが指定した最大 60 文字のトライアル
サインアップの説明を保存します。
User
次の項目が新しく追加されました。
• BannerPhotoUrl 項目は、ユーザのバナー写真の URL を示します。
• isProfilePhotoActive 項目は、ユーザのプロファイル写真の有無を示します。
UserPreference
Preference 項目に、メールトランスポート種別を表す新しい選択リスト値 101 が追加されました。

UserServicePresence
UserServicePresence オブジェクトに次の 2 つの新規項目が追加されました。

• ConfiguredCapacity 項目は、ユーザに設定された合計業務量を示します。
• IsAway 項目は、ユーザの状況が退席中に設定されているかどうかを示します。

チェックボックスおよび選択リスト項目のデフォルト値
記述用のコール (describe) の結果に、チェックボックス項目と選択リスト項目のデフォルト値が追加されまし
た。その結果、すべてのチェックボックス項目といくつかの選択リスト項目で defaultedOnCreate プロパ
ティが true に設定されます。次の選択リスト項目に影響があります。
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選択リスト項目

影響を受けるオブジェクト

AddressInactiveAction

EmailServicesFunction

ApprovalStatus

ServiceContract

AssignmentStatus

NetworkMemberGroup

AuthenticationFailureAction EmailServicesFunction
AuthorizationFailureAction

EmailServicesFunction

AttachmentOption

EmailServicesFunction

BackgroundDirection

Dashboard

BlankValueBehavior

MatchingRuleItem

CanvasAccessMethod

AppMenuItem

Category

MailmergeTemplate、QuickText

Channel

QuickText

ClickjackProtectionLevel

Site

ConnectionType

PartnerNetworkConnection

ContentLocation

ContentVersion

CurrencyIsoCode

CurrencyIsoCode が表示されるすべてのオブジェクト

DefaultCalendarAccess

Organization

DefaultCurrencyIsoCode

User

DefaultGroupNotificationFrequency NetworkMember
DeviceFormat

PlatformAction

DigestFrequency

NetworkMember

DisplayType

WebLink

Division

Division が表示されるすべてのオブジェクト — Division オブジェクト

に関連付けられた Division 項目にのみ適用
FeedbackType

WorkFeedbackQuestionSet、WorkFeedbackRequest

Format

Report

FunctionInactiveAction

EmailServicesFunction

GroupEventType

Event

Language

UserProvisioningConfig

MobileSessionTimeout

ConnectedApplication

OptOutReason

PersonListMember
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選択リスト項目

影響を受けるオブジェクト

Origin

ContentVersion

OverLimitAction

EmailServicesFunction

PeriodPrefix

FiscalYearSettings

Preference

UserPreference

Priority

ActivityHistory、Case、LookedUpFromActivity、OpenActivity、Question、Task

PublishStatus

ContentDocument、ContentVersion、KnowledgeArticleVersion

QuarterLabel

Period

QuarterPrefix

FiscalYearSettings

RuleStatus

MatchingRule

SharingOption

AttachedContentDocument、CombinedAttachment、ContentDocument、
ContentVersion

ShowAs

Event

SsoStatus

EnvironmentHubMember

State

Territory2Model

Status

ActivityHistory、EmailMessage、Goal、IdeaTheme、LookedUpFromActivity、Metric、
Network、OpenActivity、Quote、SignupRequest、Solution、Task

TagModel

ContentWorkspace

Type

Dashboard、Entitlement、EntitlementTemplate、PersonList、ProcessDefinition、
WorkGoal

UiSkin

Organization

Visibility

NetworkModeration

廃止されたオブジェクト
次のオブジェクトは廃止されました。
HashtagDefinition
HashtagDefinition への API アクセスは、すべての API バージョンで無効になっています。このオブジェクトへ
の API クエリに依存するインテグレーションは動作しなくなります。ハッシュタグは引き続き投稿やコメン
トで使用できます。また、引き続きハッシュタグで対応するトピックを作成できます。HashtagDefinition オ
ブジェクトを使用するすべての API クエリとレポートは、代わりに Topic オブジェクトを使用するようにリ
ダイレクトすることをお勧めします。詳細は、「Retiring the Legacy HashtagDefinition Object—FAQs」を参照して
ください。
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SOQL
Salesforce Object Query Language (SOQL) では、新しいクエリ範囲が追加され、DISTANCE および convertCurrency 関数の
サポートが拡張され、数値、日付、時刻、および通貨項目の書式設定が改良されました。
このセクションの内容:
allPrivate クエリ範囲を使用したすべてのユーザの非公開フォルダに保存されているレコードのクエリ
allPrivate クエリ範囲を使用して、すべてのユーザの非公開フォルダに保存されているレポートおよびダッ
シュボードを検索または削除できます。「すべての非公開レポートおよびダッシュボードを管理」ユーザ
権限が必要です。
位置情報に基づく SOQL クエリでの DISTANCE() サポート
DISTANCE 関数が位置情報に基づくクエリでサポートされるようになりました。DISTANCE() を、位置情

報項目および住所項目に使用できます。特定の距離 (たとえば、取引先責任者の所在地から店舗まで) を取
得してユーザに表示できます。
SELECT convertCurrency() ステートメントでの別名指定
convertCurrency 関数で別名がサポートされるようになりました。

SELECT 句の数値、日付、時刻、通貨項目の書式設定
これらの項目に、特定のユーザロケールに適した書式が反映されるようになりました。項目書式は、Salesforce
Classic のユーザインターフェースの表示と同じになります。

allPrivate クエリ範囲を使用したすべてのユーザの非公開フォルダに保存されているレ

コードのクエリ
allPrivate クエリ範囲を使用して、すべてのユーザの非公開フォルダに保存されているレポートおよびダッシュ
ボードを検索または削除できます。「すべての非公開レポートおよびダッシュボードを管理」ユーザ権限が必
要です。
たとえば、次のクエリはユーザの非公開フォルダ内に保存されていて、少なくとも過去 1 年間実行されていな
いレポートを返します。
SELECT Id FROM Report USING SCOPE allPrivate WHERE LastRunDate < LAST_N_DAYS:365

特定のユーザの非公開フォルダ内に保存されているレポートをクエリすることもできます。
SELECT Id FROM Report USING SCOPE allPrivate WHERE OwnerId = '005A0000000Bc2deFG'

位置情報に基づく SOQL クエリでの DISTANCE() サポート
DISTANCE 関数が位置情報に基づくクエリでサポートされるようになりました。DISTANCE() を、位置情報項

目および住所項目に使用できます。特定の距離 (たとえば、取引先責任者の所在地から店舗まで) を取得して
ユーザに表示できます。
以下に例を示します。
SELECT Id, Name, Location, DISTANCE(Location, GEOLOCATION(latitude,
longitude), 'mi') FROM CONTACT;
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SELECT convertCurrency() ステートメントでの別名指定
convertCurrency 関数で別名がサポートされるようになりました。

以下に例を示します。
SELECT Id, convertCurrency(AnnualRevenue) convertedCurrency
FROM Account

SELECT 句の数値、日付、時刻、通貨項目の書式設定
これらの項目に、特定のユーザロケールに適した書式が反映されるようになりました。項目書式は、Salesforce
Classic のユーザインターフェースの表示と同じになります。
次の例は、マルチ通貨組織の場合です。
SELECT FORMAT(amount) Amt, FORMAT(lastModifiedDate) editDate FROM Opportunity
editDate = "7/2/2015 3:11 AM"
Amt = "AED 1,500.000000 (USD 1,000.00)"

SOQL FORMAT 関数でも別名指定がサポートされます。集計関数または convertCurrency() 関数でネストで
きます。以下に例を示します。
SELECT amount, FORMAT(amount) Amt, convertCurrency(amount) editDate,
FORMAT(convertCurrency(amount)) convertedCurrency FROM Opportunity where id = '12345'
SELECT FORMAT(MIN(closedate)) Amt FROM opportunity

REST API
REST API には、新しいリソースおよび直感的な REST 要求の作成方法が導入されました。

フレンドリー URL によるより少ない API コール数での同じ要求数の実行
1 つの API コールで済むなら 2 つのコールを行う必要はありません。フレンドリー URL によって、直感的な方法
で REST API 要求を作成し、アプリケーションとSalesforce組織間の往復処理数を最小限に抑えることができます。
フレンドリー URL なしで取引先責任者の親取引先にアクセスするには、SObject Rowsリソースを使用して取引先
責任者レコードを要求する必要があります。その後、取引先リレーション項目を調べて取引先 ID を取得し、
SObject Rowsへの別のコールで取引先レコードを要求します。フレンドリー URL を使用すると、取引先責任者の
パス /services/data/v36.0/sobjects/contact/id/account から直接 1 回のコールで取引先にアクセス
できます。この機能は、新しい SObject Relationships リソースで公開されています。

新規リソース: パラメータ化された検索
SOSL 句の代わりにパラメータを使用した新しい簡単な RESTful 検索が正式リリースされました。Winter '16 では、
この機能のバリエーションがベータ版として提供されていました。
URI: /vXX.X/parameterizedSearch/?q=検索文字列
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新規リソース: SObject リレーション
使い慣れた URL を介してオブジェクトリレーションをトラバースし、レコードにアクセスします。トラバース
されたリレーション項目に関連付けられたレコードを取得、更新、または削除できます。複数の関連レコード
がある場合、関連付けられたレコードの完全なセットを取得できます。
URI: /vXX.X/sobjects/S オブジェクト/id/リレーション項目名

SOAP API
SOAP API では 3 つのコールが変更されました。

変更されたコール
次のコールは、API バージョン 36.0 で変更されました。
describeSObjects() および DescribeSObjectResult
formFactor 項目が追加されました。この項目は、アクションの上書きが適用される環境を表します。た

とえば、この項目の Large 値は Lightning Experience デスクトップ環境を表し、Lightning ページでのみ有効で
す。
networkScopeFieldName プロパティが追加されました。このプロパティは、エンティティをコミュニ

ティに絞り込む networkScopeField の API 参照名を指定します。ほとんどのエンティティでは、このプ
ロパティの値は null です。
performQuickActions() および PerformQuickActionResult
successMessage 項目が追加されました。この項目は、アクションが正常に完了するとユーザに表示され

るメッセージを返します。
runTests() および RunTestsRequest
maxFailedTests 項目が追加されました。この項目は、Tooling SOAP API コール runTests() の省略可能な

パラメータです。すべてのテストの実行を許可するには、maxFailedTests を -1 に設定するか、値を指
定しません。指定した数のテストに失敗した後に新しいテストの実行を停止するには、maxFailedTests
を 0 ～ 1,000,000 の整数値に設定します。この整数値で、許容されるテスト失敗の最大数を設定します。
値を 0 に設定すると、1 回の失敗でテスト実行が停止されます。値を 1 に設定すると、2 回目の失敗でテ
スト実行が停止されます。以降も同様に処理されます。

Chatter REST API
Chatter REST API では、リソース、リクエストボディ、レスポンスボディが新規追加および変更されました。
Chatter REST APIを使用して、モバイルアプリケーション、イントラネットサイト、およびサードパーティの Web
アプリケーションをSalesforceに統合します。このリリースでは、複数のファイルをフィード投稿に添付するこ
とや、Chatter を使用せずに Files リソースを使用することなどができます。
メモ: Salesforce で Chatter およびコミュニティのカスタム操作を作成するには、ConnectApi (Chatter in Apex) を
使用します。
このセクションの内容:
新規および変更された Chatter REST API リソース
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新規および変更された Chatter REST API リクエストボディ
新規および変更された Chatter REST API レスポンスボディ

新規および変更された Chatter REST API リソース
Announcements
指定された親のお知らせの取得
グループのお知らせを取得するには、parentId パラメータを指定し、新しい /chatter/announcements
リソースに対して GET 要求を実行します。
お知らせの作成
お知らせを作成するには、Announcement Input を更新し、新しい /chatter/announcements リソースに対
して POST 要求を実行します。
お知らせでメールを送信するかどうかの更新
お知らせでグループメンバーにメールを送信するかどうかを更新するには、Announcement Input を更新し、
既存の /chatter/announcements/announcementId リソースに対して PATCH 要求を実行します。

非同期クエリ (パイロット)
非同期クエリジョブの結果および状況の取得
非同期クエリジョブの結果および状況を取得するには、/async-queries リソースに対して GET 要求を実
行します。
非同期クエリジョブの削除
非同期クエリジョブを削除するには、/async-queries/jobId に対して DELETE 要求を実行します。

Chatter アンサー
言語別の記事および質問の検索
記事および質問を言語別に検索するには、新しい language パラメータを指定
し、/connect/communities/communityId/zones/zoneId/search-results?language=en_US に対
して GET 要求を実行します。パラメータの値は、Salesforceでサポートされるロケールコードである必要があ
ります。<apex:page> のデフォルト値は、ページの言語です。それ以外のデフォルト値は、ユーザのロ
ケールです。

コミュニティのナレッジ
コミュニティのトレンド記事の取得
コミュニティのトレンド記事を取得するには、新しい
/connect/communities/communityId/trending-articles リソースに対して GET 要求を実行します。

コミュニティのトピックのトレンド記事の取得
コミュニティのトピックのトレンド記事を取得するには、新しい
/connect/communities/communityId/topics/topicId/trending-articles リソースに対して GET

要求を実行します。
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Datacloud
リストされている Data.com 取引先責任者の組織への追加
選択した取引先に取引先責任者を追加するには、新しい /connect/datacloud/contact-imports リソー
スに対して POST 要求を実行します。

環境ハブ
ハブとメンバー組織間の SSO ユーザ対応付けの作成
環境ハブのユーザとハブメンバー組織のユーザ間の SSO ユーザ対応付けを作成するには、新しい
/connect/environment-hub/sso-user-mappings リソースに対して POST 要求を実行します。
組織の接続時の OAuth URL の生成
組織の接続時に OAuth ワークフローを開始する URL を生成するには、新しい
/connect/environment-hub/oauth-url-generator リソースに対して GET 要求を実行します。
組織の作成時のエディションまたはテンプレート ID の検証
指定したエディションまたはテンプレート ID が有効であることを検証するには、新しい
/connect/environment-hub/signup-member-validation リソースに対して GET 要求を実行します。
組織の作成時の [私のドメイン] の値の検証
指定した [私のドメイン] の値が使用可能、有効、および一意であることを検証するには、新しい
/connect/environment-hub/my-domain-validation リソースに対して GET 要求を実行します。

フィード
Salesforce にアップロード済みの複数のファイルをフィード投稿に添付
すでにアップロードされている最大 5 個のファイルをフィード投稿に添付するには、Feed Element Capabilities
Input に新しい files プロパティを指定し、既存の /chatter/feed-elements リソースに対して POST 要
求を実行します。複数のファイルのコメントへの添付はサポートされません。
重要: バージョン 36.0 以降では、フィード投稿の作成とバイナリファイルのアップロードを同じ要求
で行うことはできません。
フィード要素のファイル機能へのアクセス
フィード要素のファイル機能にアクセスするには、新しい
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/files リソースに対して GET 要求を実行し

ます。
フィード要素のソーシャル投稿機能へのアクセス
フィード要素のソーシャル投稿機能にアクセスするには、新しい
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/social-post リソースに対して GET 要求

を実行します。

ファイル
Files リソースに Chatter を使用する必要がなくなりました。
Files リソースに Chatter は不要で、URI が変更されました。次の表では、以前の API バージョンから API バー
ジョン 36.0 への移行方法を説明します。
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API バージョン 35.0 以前で使用

API バージョン 36 で使用

/chatter/files/batch/fileIds

/connect/files/batch/fileIds

/chatter/files/fileId

/connect/files/fileId

/chatter/files/fileId/content

/connect/files/fileId/content

/chatter/files/fileId/file-shares

/connect/files/fileId/file-shares

/chatter/files/fileId/file-shares/link

/connect/files/fileId/file-shares/link

/chatter/files/fileId/previews

/connect/files/fileId/previews

/chatter/files/fileId/previews/previewFormat /connect/files/fileId/previews/previewFormat
/chatter/files/fileId/rendition

/connect/files/fileId/rendition

/chatter/folders/folderId

/connect/folders/folderId

/chatter/folders/folderId/items

/connect/folders/folderId

/chatter/users/userId/files

/connect/files/users/userId

/chatter/users/userId/files/filter/groups /connect/files/users/userId/filter/groups
/chatter/users/userId/files/filter
/shared-with-me

/connect/files/users/userId/filter
/shared-with-me

/connect/communities/communityId/chatter /connect/communities/communityId/files
/files/moderation
/moderation
/connect/communities/communityId/chatter /connect/communities/communityId/files
/files/fileId/moderation-flags
/fileId/moderation-flags

Files Connect
リポジトリファイルのサポートされているプレビューに関する情報の取得
リポジトリファイルのサポートされているプレビューに関する情報を取得するには、新しい
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews リソー

スに対して GET 要求を実行します。
ファイルプレビューは、Google ドライブでのみサポートされています。
リポジトリファイルのプレビューの取得
リポジトリファイルのプレビューを取得するには、新しい
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews/previewFormat

リソースに対して GET 要求を実行します。
previewFormat でサポートされている値は、次のとおりです。

• pdf — プレビュー形式は PDF です。
• svg — プレビュー形式は SVG です。
• thumbnail — プレビュー形式は 240×180 の PNG です。
• big-thumbnail — プレビュー形式は 720×480 の PNG です。
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• tiny-thumbnail — プレビュー形式は 120×90 の PNG です。
ファイルプレビューは、Google ドライブでのみサポートされています。
SharePoint Online および OneDrive for Business の外部ファイル権限の管理
これまでは、Google ドライブの外部ファイル権限しか管理できませんでした。次の既存のリソースを使用
して SharePoint Online および OneDrive for Business の外部ファイル権限を管理できるようになりました。
• /connect/content-hub/repositories/repositoryId/items/repositoryItemId/permissions
• /connect/content-hub/repositories/repositoryId/items/repositoryItemId/permissions/types
リポジトリファイルのファイル権限情報の取得
リポジトリファイルのファイル権限情報を取得するには、新しい includeExternalFilePerimissions
Info パラメータを指定し、既存の
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId リソースに対し
て GET 要求を実行します。
外部ファイル権限の管理は、Google ドライブ、SharePoint Online、OneDrive for Business でサポートされていま
す。
ファイルの投稿時に外部ファイルへの参照を再利用
ファイルの投稿時に外部ファイルへの既存の参照を再利用するには、新しい reuseReference パラメータ
を指定するか、File Input を更新し、/connect/files/users/userId リソースに対して POST 要求を実行し
ます。

売上予測
コンテキストユーザが売上予測を参照できるユーザのリストの検索
コンテキストユーザが売上予測にアクセスできるユーザのリストを検索するに
は、/connect/forecasting/jump-to-user リソースに対して GET 要求を実行し、ユーザの名前の一部
が含まれる検索文字列を渡します。コラボレーション売上予測が必要です。
売上予測階層の最上部のマネージャの取得
売上予測階層の最上部のマネージャを取得するには、/connect/forecasting/manager-ancestors リ
ソースに対して GET 要求を実行します。コラボレーション売上予測が必要です。
売上予測階層内の指定したユーザとコンテキストユーザ間のマネージャの取得
売上予測階層内の指定したユーザとコンテキストユーザ間のマネージャのリストを取得するに
は、/connect/forecasting/manager-ancestors/forecastingManagerUserRoleId リソースに対し
て GET 要求を実行します。コラボレーション売上予測が必要です。
指定したユーザの売上予測をコンテキストユーザが参照できるかどうかの確認
ユーザの売上予測をコンテキストユーザが参照できるかどうかを確認するに
は、/connect/forecasting/user-access リソースに対して GET 要求を実行します。コラボレーション
売上予測が必要です。
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グループ
ブロードキャストグループの作成
ブロードキャストグループでは、グループ所有者およびグループマネージャのみが投稿を作成できます。
ブロードキャストグループを作成するには、Group Input リクエストボディを更新し、既存の
/chatter/groups リソースに対して POST 要求を実行します。
グループをブロードキャストグループに変更
グループをブロードキャストグループに変更するには、Group Input リクエストボディを更新するか、新しい
isBroadcast パラメータを true に設定し、既存の /chatter/groups/groupId リソースに対して PATCH
要求を実行します。
グループのバナー写真の取得、作成、削除
グループのバナー写真を取得、作成、または削除するには、新しい
/chatter/groups/groupId/banner-photo リソースに対して GET、POST、または DELETE 要求を実行しま
す。
グループのバナー写真を作成および削除できるのは、グループ所有者、グループマネージャ、および「す
べてのデータの管理」権限を持つユーザです。

おすすめ
コミュニティマネージャ (「コミュニティの作成および設定」または「コミュニティの管理」権限を持つユー
ザ) は、コミュニティのおすすめ利用者、おすすめ定義、およびスケジュール済みおすすめに対するアクセス、
作成、削除を行うことができます。「すべてのデータの編集」権限を持つユーザも、おすすめ利用者、おすす
め定義、およびスケジュール済みおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。
おすすめチャネルに関連付けられたおすすめの取得
チャネルに関連付けられたおすすめを取得するには、新しい channel パラメータを指定し、次の既存のリ
ソースに対して GET 要求を実行します。
• /chatter/users/userId/recommendations
• /chatter/users/userId/recommendations/action
• /chatter/users/userId/recommendations/action/objectCategory
• /chatter/users/userId/recommendations/action/idPrefix
チャネルでのスケジュール済みおすすめの作成
チャネルにスケジュール済みおすすめを作成するには、新しい channel パラメータを指定するか、Scheduled
Recommendation Input を更新し、既存の /connect/scheduled-recommendations リソースに対して POST
要求を実行します。
トピックのおすすめの取得
トピックのおすすめはコミュニティでのみ使用できます。
トピックのおすすめを取得するには、次の既存のリソースに対して GET 要求を実行します。
• /chatter/users/userId/recommendations
• /chatter/users/userId/recommendations/follow
• /chatter/users/userId/recommendations/follow/topics
• /chatter/users/userId/recommendations/follow/0TO
• /chatter/users/userId/recommendations/follow/recommendedTopicId
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トピックのおすすめの削除
トピックのおすすめを削除するには、action を follow、objectId を recommendedTopicId に指定
し、既存の /chatter/users/userId/recommendations/action/objectId リソースに対して DELETE
要求を実行します。

トピック
トピックの作成
トピックを作成するには、description および name パラメータまたは Topic Input を指定し、既存の
/connect/topics リソースに対して POST 要求を実行します。
リストにあるユーザが知識を有するトピックの取得
リストにあるユーザが知識を有する上位 5 つのトピックを取得するには、新しい
/chatter/users/batch/userIds/knowledgeable-about-topics リソースに対して GET 要求を実行し
ます。

ユーザプロファイル
ユーザのバナー写真の取得、作成、削除
ユーザのバナー写真を取得、作成、または削除するには、新しい
/chatter/user-profiles/userId/banner-photo リソースに対して GET、POST、または DELETE 要求を
実行します。

新規および変更された Chatter REST API リクエストボディ
Announcements
Announcement Input
このリクエストボディには、次の新しいプロパティがあります。
• feedItemId — お知らせの本文である AdvancedTextPost フィード項目の ID。
• isArchived — お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。
• parentId — お知らせの親エンティティの ID。お知らせがグループに表示されるときのグループ ID で
す。
• sendEmails — グループのメール設定に関係なく、お知らせがメールとしてすべてのグループメンバー
に送信されるかどうかを指定します。組織で Chatter メールが有効になっていない場合、お知らせメール
は送信されません。デフォルト値は false です。

Datacloud
Datacloud Contact Import Input
この新しいリクエストボディには、次のプロパティがあります。
• datacloudContactIds — インポートする取引先責任者 ID (最大 200 個) のカンマ区切りのリスト。
• parentAccountId — 取引先の ID。
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メモ: 特定の会社に取引先責任者を追加するには、parentAccountId を指定します。レコードを
リードとして追加する場合は、parentAccountId を指定しないでください。

環境ハブ
Environment Hub SSO User Mapping Input
この新しいリクエストボディには、次のプロパティがあります。
• hubUserId — 環境ハブ組織のユーザの ID。
• memberUsername — 環境ハブメンバー組織のユーザの名前。

フィード
Feed Element Capabilities Input
このリクエストボディには、files という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、アッ
プロード済みのファイルを添付したり、フィード要素からファイルを削除したりするのに使用します。
content プロパティはフィード投稿に使用できなくなりました。すでにフィード投稿にアップロードされ
ているファイルを添付するには、files プロパティを使用します。
重要: バージョン 36.0 以降では、フィード投稿の作成とバイナリファイルのアップロードを同じ要求
で行うことはできません。最初にファイルを Salesforce にアップロードしてから、これらの新しいリク
エストボディおよびプロパティを使用して 1 つ以上のファイルをフィード投稿に添付します。
File ID Input
この新しいリクエストボディには、次のプロパティがあります。
• id — すでにアップロードされたファイルの ID。
• operationType — ファイルに対して実行する操作を指定します。
– Add — ファイルをフィード要素に追加します。
– Remove — フィード要素からファイルを削除します。
Files Capability Input
この新しいリクエストボディには、items という 1 つのプロパティがあります。このプロパティは、ファ
イル ID とそれらのファイルに対して実行する操作のコレクションです。

Files Connect
Files Input
このリクエストボディには、reuseReference という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティ
では、外部ファイルへの参照を複製するのではなく、その最新バージョンを再利用するかどうかを指定し
ます。

グループ
Banner Photo Input
この新しいリクエストボディには、次のプロパティがあります。
• cropHeight — トリミングする長方形の高さ (ピクセル単位)。
• cropWidth — トリミングする長方形の幅 (ピクセル単位)。
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• cropX — トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。
• cropY — トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。
• fileId — 既存のファイルの ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 8 MB 未満にする必要が
あります。
• versionNumber — 既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使
用されます。
Group Input
このリクエストボディには、isBroadcast という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティで
は、グループがブロードキャストグループかどうかを指定します。ブロードキャストグループでは、グルー
プ所有者およびグループマネージャのみが投稿を作成できます。

おすすめ
Custom List Audience Criteria Input
この新しいリクエストボディには、次のプロパティがあります。
• memberOperationType — 利用者メンバーに対して実行する操作。
• members — ユーザ ID のコレクション。
• type — 値は CustomList である必要があります。
New User Audience Criteria Input
この新しいリクエストボディには、次のプロパティがあります。
• value — ユーザがコミュニティメンバーになった時点からの最大日数。
• type — 値は MaxDaysInCommunity である必要があります。
Recommendation Audience Input
このリクエストボディには、criteria という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、
カスタムリストまたは新規メンバーのおすすめ利用者種別の条件です。
このリクエストボディでは、memberOperationType プロパティと members プロパティがサポートされ
なくなりました。バージョン 36.0 以降では、Custom List Audience Input の memberOperationType プロパティ
と members プロパティをそれぞれ使用してください。
Scheduled Recommendation Input
このリクエストボディには、channel という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、お
すすめを 1 つにまとめて、 たとえば、UI の特定の場所におすすめを表示したり、1 日の時間帯や地理的な
場所に基づいておすすめを表示したりします。

ユーザプロファイル
Banner Photo Input
この新しいリクエストボディには、次のプロパティがあります。
• cropHeight — トリミングする長方形の高さ (ピクセル単位)。
• cropWidth — トリミングする長方形の幅 (ピクセル単位)。
• cropX — トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。
• cropY — トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。
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• fileId — 既存のファイルの ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 8 MB 未満にする必要が
あります。
• versionNumber — 既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使
用されます。

新規および変更された Chatter REST API レスポンスボディ
Announcements
Announcement
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• isArchived — お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。
• sendEmails — お知らせがすべてのグループメンバーにメール送信されるかどうかを指定します。

非同期クエリ (パイロット)
Async Query
status プロパティで使用可能な値に Canceled が追加されました。この値は、ジョブがキャンセルされ

たことを示します。
Async Query Collection
この新しいレスポンスボディには、asyncQueries という 1 つのプロパティがあります。このプロパティ
は、Async Query レスポンスボディのコレクションです。

ケースフィードのメール
Email Address
このレスポンスボディには、relatedRecord という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティ
は、ユーザや取引先責任者など関連レコードのレコード概要です。
Email Attachment
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• attachment — 添付ファイルのレコード概要。
• contentType — 添付ファイルの種別。
• fileName — 添付ファイルの名前。
Email Message Capability
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• attachments — メールメッセージの添付ファイル。
• bccAddresses — メールメッセージの BCC アドレス。
• body — メールメッセージの本文。
• ccAddresses — メールメッセージの CC アドレス。
• fromAddress — メールメッセージの送信元アドレス。
• isRichText — メールメッセージの本文がリッチテキスト形式かどうかを示します。
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このレスポンスボディでは、textbody プロパティがサポートされなくなりました。バージョン 36.0 以降
では、body プロパティを使用します。

コミュニティ
Community
このレスポンスボディには、loginUrl という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、
コミュニティのログイン URL です。

Datacloud
Datacloud Contact Import
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• duplicatesSkippedCount — 追加処理をブロックされた重複レコード数。
• errorCount — このレスポンスに対して生成されたエラー数。
• errorMessageDescriptionUrl — このレスポンスのエラーメッセージへの URL。
• importStatus — このレスポンスの状況。
• orgAllowsDuplicates — 組織の重複ルールが有効かどうかを示します。true の場合は組織が重複レ
コードを受け入れ、false の場合は組織が重複レコードをブロックします。
• successCount — 組織に正常に追加された取引先責任者数。
Datacloud Contact Import Status
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• datacloudId — 取引先責任者の ID。contactId はそれぞれ一意の数値です。
• importStatus — 要求にリストされた各取引先責任者のインポート状況。値は次のとおりです。
– Duplicate
– Error
– 成功

環境ハブ
Environment Hub My Domain Validation
この新しいレスポンスボディには、validationError という 1 つのプロパティがあります。このプロパ
ティでは、提案された [私のドメイン] が無効である理由を指定します。
Environment Hub OAuth URL
この新しいレスポンスボディには、oauthUrl という 1 つのプロパティがあります。このプロパティでは、
組織をハブに接続するときに OAuth ワークフローを開始するための URL を指定します。
Environment Hub Sign-up Member Validation
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• errorMessage — パラメータが無効だった場合、このプロパティにはエラー文字列が含まれます。
• orgEdition — パラメータが有効だった場合、このプロパティにはメンバー組織のエディションが含
まれます。
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• trialMaxLengthDays — パラメータが有効だった場合、このプロパティにはメンバー組織のトライア
ル期間が含まれます。
Environment Hub SSO User Mapping Validation
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• errorFieldNames — パラメータが無効だった場合、このプロパティにはエラーのある項目名が含まれ
ます。
• errorMessage — パラメータが無効だった場合、このプロパティにはエラー文字列が含まれます。
• hubUserId — 環境ハブ組織のユーザの ID。
• memberUsername — 環境ハブメンバー組織のユーザの名前。
• userMappingId — 新しい SSO ユーザ対応付けの ID。

フィード
Content
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• checksum — ファイルの MD5 チェックサム。
• contentHubRepository — このファイルに関連付けられた外部データソース、または、外部ファイル
を指し示していない場合は null。
• contentUrl — リンクのコンテンツの URL。
• description — 添付ファイルの説明。
• downloadUrl — コンテンツへの URL。
• externalDocumentUrl — このファイルが指し示す外部 URL、または、外部ファイルを指し示していな
い場合は null。
• fileExtension — ファイルの拡張子。
• fileSize — ファイルのサイズ (バイト)。サイズを判定できない場合は、unknown を返します。
• fileType — ファイルの種類 (PDF など)。
• hasPdfPreview — ファイルで PDF プレビューを使用できる場合は true、それ以外の場合は false。
• id — コンテンツの 18 文字の ID。
• isInMyFileSync — ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は true。
• mimeType — ファイルの MIME タイプ。
• renditionUrl — ファイルの変換リソースへの URL。
• renditionUrl240By180 — ファイルの 240×180 ピクセルの変換リソースへの URL。
• renditionUrl720By480 — ファイルの 720×480 ピクセルの変換リソースへの URL。
• repositoryFileId — 外部リポジトリのファイルの ID。ファイルが外部でない場合は null。
• repositoryFileUrl — 外部リポジトリファイルのプロパティへのアクセスを提供する Chatter REST API
リソースの URL、または、このファイルが外部ファイルを指し示していない場合は null。
• sharingOption — ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。
– Allowed — ファイルの再共有が許可されます。
– Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。
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• textPreview — 可能な場合はファイルのテキストプレビュー、それ以外の場合は null。
• thumb120By90RenditionStatus — ファイルの 120×90 プレビュー画像の表示状況を示します。
• thumb240By180RenditionStatus — ファイルの 240×180 プレビュー画像の表示状況を示します。
• thumb720By480RenditionStatus — ファイルの 720×480 プレビュー画像の表示状況を示します。
• title — ファイルのタイトル。
• versionId — ファイルのバージョン ID。
Features
このレスポンスボディには、maxFilesPerFeedItem という 1 つの新しいプロパティがあります。このプ
ロパティでは、フィード項目に追加可能なファイルの最大数を指定します。
Feed Element Capabilities
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• files — フィード要素に添付ファイルがあるかどうかを示します。
• socialPost — フィード要素がソーシャルネットワークのソーシャル投稿と連携可能かどうかを示し
ます。
このレスポンスボディでは、content プロパティがサポートされなくなりました。files プロパティを使
用してください。
Feed Entity Is Editable
このレスポンスボディには、areAttachmentsEditableByMe という 1 つの新しいプロパティがあります。
このプロパティは、コンテキストユーザがフィード要素またはコメントに添付ファイルを追加および削除
できるかどうかを示します。
Files Capability
この新しいレスポンスボディには、items という 1 つのプロパティがあります。このプロパティは、ファ
イルのコレクションです。
Social Account
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• handle — この取引先を識別するソーシャルハンドル、画面名、または別名。
• name — 取引先の所有者によって定義された取引先の名前。
• profileUrl — 取引先のプロファイルへの URL。
Social Post Capability
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• author — ソーシャル投稿を作成したソーシャル取引先。
• content — ソーシャル投稿のコンテンツ本文。
• icon — ソーシャルネットワークのアイコン。
• id — ソーシャル投稿の Salesforce レコードに関連付けられた ID。
• isOutbound — true の場合は、ソーシャル投稿が Salesforce アプリケーションから作成されています。
• name — ソーシャル投稿のタイトルまたはヘッダー。
• postUrl — ソーシャルネットワークでのソーシャル投稿への外部 URL。
• provider — このソーシャル投稿が属するソーシャルネットワーク。
• recipient — ソーシャル投稿の受信者であるソーシャル取引先。
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• status — ソーシャル投稿の状況。
Social Post Status
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• message — 状況メッセージ。
• type — 状況種別。

Files Connect
Content Capability
このレスポンスボディには、repositoryFileId という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパ
ティは、外部リポジトリのファイルの ID で、ファイルが外部でない場合は null になります。
File Detail
このレスポンスボディには、repositoryFileId という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパ
ティは、外部リポジトリのファイルの ID で、ファイルが外部でない場合は null になります。
File Summary
このレスポンスボディには、repositoryFileId という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパ
ティは、外部リポジトリのファイルの ID で、ファイルが外部でない場合は null になります。
Repository File Detail
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• externalFilePermissionInformation — 外部ファイルの権限情報 (使用可能なグループ、使用可能
な権限タイプ、現在の共有状況など)。
• previewUrlThumbnail — サムネイル (240×180 PNG) プレビューへの URL。
• previewUrlThumbnailBig — 大きなサムネイル (720×480 PNG) プレビューへの URL。
• previewUrlThumbnailTiny — 小さなサムネイル (120×90 PNG) プレビューへの URL。
• previewsUrl — プレビューへの URL。
Repository File Summary
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• externalFilePermissionInformation — 外部ファイルの権限情報 (使用可能なグループ、使用可能
な権限タイプ、現在の共有状況など)。
• previewUrlThumbnail — サムネイル (240×180 PNG) プレビューへの URL。
• previewUrlThumbnailBig — 大きなサムネイル (720×480 PNG) プレビューへの URL。
• previewUrlThumbnailTiny — 小さなサムネイル (120×90 PNG) プレビューへの URL。
• previewsUrl — プレビューへの URL。

売上予測
Forecasting Manager
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• firstName — このロールの売上予測マネージャの名。
• hierarchyLevel — 要求された売上予測マネージャよりも階層ツリー内で上に位置するこの売上予測
マネージャのレベル。
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• lastName — このロールの売上予測マネージャの姓。
• userId — 売上予測マネージャユーザの ID。
• userRoleId — このプロファイルに添付されるユーザロールオブジェクトの ID。
Forecasting Manager Ancestors
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• ancestors — 親売上予測マネージャのリスト。
• url — マネージャのリストを生成した URL。
• userRoleId — このプロファイルに添付されるユーザロールオブジェクトの ID。
Forecasting User
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• firstName — 売上予測ユーザの名。
• lastName — 売上予測ユーザの姓。
• userId — 売上予測ユーザの ID。
Forecasting User Access
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• canAccess — コンテキストユーザが売上予測ユーザにアクセスできる場合は値が true になり、でき
ない場合は値が false になります。
• userId — クエリされているユーザの ID。
Forecasting User Access Collection
この新しいレスポンスボディには、users という 1 つのプロパティがあります。このプロパティは、アク
セス可能な売上予測ユーザのリストです。
Forecasting User Collection
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• jumpToUsers — コンテキストユーザが移動できる売上予測ユーザのコレクション。
• url — ユーザのコレクションを生成した URL。

グループ
Banner Photo
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• bannerPhotoUrl — 大型のバナー写真への URL。この URL は、認証されたユーザのみ使用できます。
• bannerPhotoVersionId — バナー写真の 18 文字バージョンの ID。
• url — バナー写真への URL。
Group
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• bannerPhoto — グループのバナー写真。
• isBroadcast — グループがブロードキャストグループか (true)、否か (false) を指定します。ブロー
ドキャストグループでは、グループ所有者およびグループマネージャがグループに投稿できます。
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Group Detail
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• bannerPhoto — グループのバナー写真。
• isBroadcast — グループがブロードキャストグループか (true)、否か (false) を指定します。ブロー
ドキャストグループでは、グループ所有者およびグループマネージャがグループに投稿できます。

ナレッジ
Knowledge Article Version
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• articleType — ナレッジ記事のタイプ。
• id — ナレッジ記事バージョンの ID。
• knowledgeArticleId — 対応するナレッジ記事の ID。
• lastPublishedDate — ナレッジ記事が最後に公開された日付。
• summary — ナレッジ記事の内容の概要。
• title — ナレッジ記事のタイトル。
• urlName — ナレッジ記事の URL 名。
Knowledge Article Version Collection
この新しいレスポンスボディには、items という 1 つのプロパティがあります。このプロパティは、ナレッ
ジ記事バージョンのコレクションです。

おすすめ
Custom List Audience Criteria
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• memberCount — おすすめ利用者のメンバーの合計数。
• members — おすすめ利用者のメンバー。
• type — 値は CustomList である必要があります。
New User Audience Criteria
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• maxDaysInCommunity — ユーザがコミュニティメンバーになった時点からの最大日数。
• type — 値は MaxDaysInCommunity である必要があります。
Recommendation Audience
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• criteria — おすすめ利用者種別の条件。
• modifiedBy — おすすめ利用者を最後に変更したユーザ。
• modifiedDate — ISO 8601 形式の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。
このレスポンスボディでは、memberCount プロパティと members プロパティがサポートされなくなりま
した。バージョン 36.0 以降では、Custom List Audience Criteria レスポンスボディでこれらのプロパティを使用
できます。
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Scheduled Recommendation
このレスポンスボディには、channel という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、お
すすめを 1 つにまとめて、 たとえば、UI の特定の場所におすすめを表示したり、1 日の時間帯や地理的な
場所に基づいておすすめを表示したりします。

Topics
Batch Result Item
このレスポンスボディの result プロパティは、新しい
/chatter/users/batch/userIds/knowledgeable-about-topics リソースの Topics People Are Knowledgeable

About Collection をサポートします。
Topic
このレスポンスボディには、nonLocalizedName という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパ
ティは、トピックのローカライズされていない名前です。
Topics People Are Knowledgeable About Collection
このレスポンスボディには、userId という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、ト
ピックに関する知識を有するユーザの ID です。

ユーザプロファイル
Banner Photo
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• bannerPhotoUrl — 大型のバナー写真への URL。この URL は、認証されたユーザのみ使用できます。
• bannerPhotoVersionId — バナー写真の 18 文字バージョンの ID。
• url — バナー写真への URL。
User Detail
このレスポンスボディには、bannerPhoto という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティ
は、ユーザのバナー写真です。

Wave
Features
このレスポンスボディには、wave という 1 つの新しいプロパティがあります。このプロパティは、Wave
が有効かどうかを示します。

レポートおよびダッシュボード REST API
レポートおよびダッシュボード REST API で、検索条件、バケット、およびカスタム集計項目に関する情報が返
されるようになりました。
このセクションの内容:
レポートおよびダッシュボード REST API のリクエストボディとレスポンスボディの変更
レポートおよびダッシュボード REST API では、リソースの reportMetadata レスポンスボディに新規プロ
パティが含まれています。
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レポートおよびダッシュボード REST API のリクエストボディとレスポンスボディの変更
レポートおよびダッシュボード REST API では、リソースの reportMetadata レスポンスボディに新規プロパ
ティが含まれています。
reportMetadata には、次の新しいプロパティがあります。

プロパティ

説明

buckets

バケット項目を記述します。

crossFilters

レポートに適用されるクロス条件。

customSummaryFormula

カスタム集計項目を記述します。

topRows

レポートに適応される行制限の検索条件を記述します。

これらのプロパティについての詳細は、『Reports and Dashboards REST API Developer’s Guide』を参照してください。

Data.com API
レコードのカウント方法の改善、項目の追加、いくつかの項目プロパティの更
新が行われました。Data.com API を使用して、最新の Data.com レコードにアクセ
スできます。企業および取引先責任者レコードを検索、照合、および購入でき
ます。

エディション

DatacloudContact での Count(ContactId) の使用

使用可能なエディション:
Developer Edition、
Professional Edition (アドオ
ン)、Enterprise Edition、お
よび Unlimited Edition

Count(contactId) を使用して、DatacloudContact オブジェクトの特定の項目

値で使用できるレコード数を判別します。GROUP BY は、この項目でのみサ
ポートされます。
• companyName

使用可能なエディション:
Salesforce Classic

• Department
• Level
• Title
DatacloudContact オブジェクトに GROUP BY を使用する場合、いくつか制限事項があります。
• DatacloudContact では、複数項目のグループ化はサポートされません。項目ごとに別個のクエリを実行し
てください。
• DatacloudContact では、GROUP BY で ROLLUP または CUBE 演算子がサポートされません。
クエリ:
SELECT Level, Count(ContactId)
FROM DatacloudContact
WHERE State IN ('CA','NV','AZ','OR','WA') AND CompanyName LIKE 'Cisco Systems'
GROUP BY Level

応答:
Returned records 1–5 of 10916 total records in 0.105 seconds:
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レベル

Unknown_Field__1

1

スタッフ

5011

2

マネージャレベル

4802

3

責任者レベル

692

4

副社長レベル

244

5

最高経営責任者レベル

167

Datacloud 取引先責任者項目のプロパティが更新
companyName — Filter、Group、Sort
Department — Filter、Group、Restricted Picklist

• 工学技術
• 財務
• 人事
• IT
• マーケティング
• 業務
• その他
• 営業
• サポート
Level — Filter、Group、Nillable、Restricted Picklist

• 最高経営責任者レベル
• 副社長
• 責任者
• マネージャ
• スタッフ
• その他
Title — Filter、Group、Nillable、Sort

CEO や副社長など、取引先責任者の役職。
Datacloud 取引先責任者の新規項目
IsInCrm — Defaulted on create、Group
• Salesforce にレコードがあるか (true)、否か (false)。

Bulk API
Bulk API には JSON サポートが含まれています。
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Bulk API の JSON サポート
大量のデータをより簡単に読み込んでクエリできるように、Bulk API の要求、応答、およびペイロードで JSON
がサポートされるようになりました。

ストリーミング API
ストリーミング API バージョン 36.0 では、新機能のデュラブル汎用ストリーミングとベータ機能のデュラブル
PushTopic ストリーミングが追加されました。
このセクションの内容:
汎用ストリーミングイベントの再生 (正式リリース)
登録者が切断されたときに汎用ストリーミングイベントが欠落することを心配する必要がなくなります。
デュラブル汎用ストリーミングで過去のイベントを取得して再生できるようになりました。Salesforceでは、
イベントが 24 時間保存され、保存されたイベントと新規イベントを取得できます。登録者は、再生オプ
ションを使用して受信するイベントを選択できます。
PushTopic ストリーミングイベントの再生 (ベータ)
PushTopic ベースのストリーミングイベントを再生できるようになりました。Salesforce では、イベントが 24
時間保存され、保存されたイベントと新規イベントを取得できます。登録者は、再生オプションを使用し
て受信するイベントを選択できます。

汎用ストリーミングイベントの再生 (正式リリース)
登録者が切断されたときに汎用ストリーミングイベントが欠落することを心配する必要がなくなります。デュ
ラブル汎用ストリーミングで過去のイベントを取得して再生できるようになりました。Salesforceでは、イベン
トが 24 時間保存され、保存されたイベントと新規イベントを取得できます。登録者は、再生オプションを使
用して受信するイベントを選択できます。
登録者は、保管期間内や特定のイベント後のすべてのイベントなど、受信するイベントを選択できます。デ
フォルトでは、登録後に送信された新規イベントのみを受信します。ストリーミング APIでは、イベントフレー
ムワークを使用してイベントプロデューサをイベントコンシューマから分離します。そのため登録者は、送信
時にイベントをリスンするだけではなく、いつでもイベントを取得できます。イベントは 24 時間の保管期間
を過ぎると破棄されます。

イベント採番
各ブロードキャストイベントには、数値の ID が割り当てられます。ID は順次増分されますが、連続するイベ
ントに連番が振られるという保証はありません。たとえば、ID 999 のイベントの次のイベントの ID が 1,025 にな
ることもあり得ます。ただし、各 ID がその前のイベントの ID よりも大きいことは保証されます。ID は組織お
よびチャネルで一意です。削除されたイベントの ID は再利用されません。
ID は、通知メッセージの replayId 項目に追加されます。たとえば、次の JSON メッセージはイベントオブジェ
クトの replayId 項目を示します。
{
"clientId":"a1ps4wpe52qytvcvbsko09tapc",
"data":{
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"event":{
"createdDate":"2015-11-13T19:05:28.334Z",
"replayId":55
},
"payload":"This is a message."
},
"channel":"/u/TestStreaming"
}

API バージョン 36.0 では、createdDate 項目値の時刻形式も、Salesforce アプリケーションで使用される時刻形
式と同じになるように変更されます。時刻部分の末尾は、+0000 ではなく、Z サフィックスになりました。ど
ちらのサフィックスも UTC タイムゾーンで表されます。

イベントの再生
次の図は、イベントのストリームの概要と、イベントコンシューマがさまざまな再生オプションを使用してイ
ベントを読み取る方法を示しています。

表 4 : 再生オプション
再生オプション

説明

再生 ID

登録者は、replayId 値で指定されたイベント後のすべ
てのイベントを受信します。

-1

登録者は、クライアントの登録後にブロードキャスト
された新規イベントを受信します。

-2

登録者は、すべてのイベントを受信します。これに
は、24 時間の保管期間内の過去のイベントと、登録
後に送信された新規イベントが含まれます。

イベントを再生するには、次のエンドポイントを使用します。
https://Salesforce_Instance/cometd/replay/36.0/
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再生メカニズムは、Salesforceが提供する、cometdReplayExtension と呼ばれる CometD 拡張で実装されます。
この拡張を登録し、setReplay() 関数をコールします。次の例では、JavaScript で拡張を登録しています。
// Register streaming extension
var replayExtension = new cometdReplayExtension();
replayExtension.setChannel(<Streaming Channel to Subscribe to>);
replayExtension.setReplay(<Event Replay Option>);
cometd.registerExtension('myReplayExtensionName', replayExtension);

メモ:
• setReplay() に渡される引数は、「再生オプション」 に記載された再生オプションの 1 つです。
• registerExtension() に渡される最初の引数は、コードの再生拡張の名前です。この例では
myExtensionName に設定されていますが、任意の文字列にもできます。後で拡張を登録解除する場
合は、この名前を使用します。
• setReplay() 関数がコールされない場合、または CometD 拡張が登録されない場合、新規イベントの
みが登録者に送信されます (-1 オプションと同じ)。
拡張に対して setReplay() 関数をコールすると、その後で登録者が受信するイベントは setReplay() に渡
された再生値パラメータに依存します。

デュラブル汎用ストリーミングでのイベント制限値の増加
Enterprise Edition、Performance Edition、または Unlimited Edition を使用している場合、デュラブル汎用ストリーミン
グで 1 日あたりに送信可能なイベント数が汎用ストリーミングよりも多くなります。ストリーミングチャネル
数の制限は変更されません。次の表では、両方の機能のイベント制限を比較しています。
説明

Performance Enterprise
Edition および Edition
Unlimited
Edition

Professional
Edition

Developer
Edition

デュラブル汎用ストリーミングを使用した場 1,000,000
合の 24 時間以内のイベントの最大数

200,000

100,000

10,000

汎用ストリーミングを使用した場合の 24 時間 100,000
以内のイベントの最大数

100,000

100,000

10,000

関連トピック:
GitHub: デュラブル汎用ストリーミングデモ
GitHub: ストリーミング再生クライアント拡張

PushTopic ストリーミングイベントの再生 (ベータ)
PushTopic ベースのストリーミングイベントを再生できるようになりました。Salesforce では、イベントが 24 時
間保存され、保存されたイベントと新規イベントを取得できます。登録者は、再生オプションを使用して受信
するイベントを選択できます。
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メモ: デュラブル PushTopic ストリーミング (ベータ) は、本番品質ではありますが、既知の制限がありま
す。この機能に関するフィードバック、提案、質問は、Salesforce Success コミュニティのデュラブルスト
リーミング API グループで投稿できます。組織でのこの機能の有効化については、Salesforce にお問い合わ
せください。
登録者は、保管期間内や特定のイベント後のすべてのイベントなど、受信するイベントを選択できます。デ
フォルトでは、登録後に送信された新規イベントのみを受信します。ストリーミング APIでは、イベントフレー
ムワークを使用してイベントプロデューサをイベントコンシューマから分離します。そのため登録者は、送信
時にイベントをリスンするだけではなく、いつでもイベントを取得できます。イベントは 24 時間の保管期間
を過ぎると破棄されます。
PushTopic イベントが再生される方法は、汎用ストリーミングイベントの再生方法と同じですが、サブスクリプ
ションチャネルのみが異なります。PushTopic イベントのチャネルには、PushTopic の名前が含まれます。以下に
例を示します。
"channel":"/topic/MyTopicName"

PushTopic チャネルに登録するには、次の再生エンドポイントで CometD 拡張に再生オプションを渡します。
https://Salesfoce_Instance/cometd/replay/36.0/

再生 CometD 拡張にオプションを渡す方法についての詳細は、「汎用ストリーミングイベントの再生 (正式リ
リース)」のコード例および Spring '16 バージョンの『ストリーミング API 開発者ガイド』を参照してください。
関連トピック:
GitHub: デュラブル PushTopic ストリーミングデモ
GitHub: ストリーミング再生クライアント拡張

Tooling API
Tooling API に新しいオブジェクトとヘッダーが追加され、動作が変更され、REST リソースのサポートが拡張さ
れました。
『Force.com Tooling API Developer's Guide』(Force.com Tooling API 開発者ガイド) には、すべての Tooling API に関する情
報が含まれています。
このセクションの内容:
Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。
Tooling API コールおよびメソッド
Tooling API では、SOAP コールまたは REST メソッドが新規追加または変更されました。

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。
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新しいオブジェクト
ApexTestSuite
テスト実行に含める Apex クラスのスイートを表します。TestSuiteMembership オブジェクトは、各クラスをス
イートに関連付けます。
KeywordList
コミュニティモデレーションで使用されるキーワードのリストを表します。
ModerationRule
ユーザ生成コンテンツをモデレートするためにコミュニティで使用されるルールを表します。
PathAssistant
セールスパスを表します。
PathAssistantStepInfo
セールスパスのステップに関するガイダンスを表します。
PathAssistantStepItem
セールスパスのステップのレイアウトまたは詳細なガイダンスを表します。
TestSuiteMembership
ApexTestSuite 内のクラスを表します。

変更されたオブジェクト
QuickActionDefinition
次の項目が追加されました。
OptionsCreateFeedItem

アクションが正常に完了するとフィード項目が作成されるか (true)、否か (false) を示します。[レコー
ドの作成]、[レコードを更新]、および [活動の記録] クイックアクション種別にのみ適用されます。
SuccessMessage

アクションが正常に完了するとユーザに表示されるメッセージ。
SandboxInfo
項目 ApexClassId は、Sandbox コピー後にタスクを実行するために指定可能なクラスを表します。このク
ラスは、Sandbox を作成するときに指定します。

Tooling API コールおよびメソッド
Tooling API では、SOAP コールまたは REST メソッドが新規追加または変更されました。

SOAP コール
describeValueType() (DescribeValueTypeResult)
describeValueType() コールで、記述される型に関してより多くの情報が返されるようになりました。

このコールは、メタデータ API でも使用でき、変更内容はリリースノートのメタデータ API のセクションで
説明されています。詳細は、「describeValueType()」を参照してください。
runTests() と runTestsAsynchronous()

ApexTestSuite ID を runTestsAsynchronous() SOAP コールに渡せるようになりました。
maxFailedTests パラメータを runTests() および runTestsAsynchronous() SOAP コールに渡せます。
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runTests() へのコールの構造は変更されていませんが、取り込まれる RunTestsRequest オブジェクトに
maxFailedTests 項目が追加されました。すべてのテストの実行を許可するには、maxFailedTests を
-1 に設定するか、値を指定しません。指定した数のテストに失敗した後に新しいテストの実行を停止する

には、maxFailedTests を 0 ～ 1,000,000 の整数値に設定します。この整数値で、許容されるテスト失
敗の最大数を設定します。値を 0 に設定すると、1 回の失敗でテスト実行が停止されます。値を 1 に設定
すると、2 回目の失敗でテスト実行が停止されます。以降も同様に処理されます。

REST リソース
runTestsAsynchronous
suiteids リストを runTestsAsynchronous REST リソースに POST できるようになりました。suiteids
リストと classids リストの両方を runTestsAsynchronous に POST できます。ただし、tests 配列を
送信する場合、suiteids と classids は送信できません。
省略可能な maxFailedTests パラメータも POST できます。組織ですべてのテストを実行できるようにす
るには、失敗するテストの数に関係なく、maxFailedTests を省略するか、-1 に設定します。指定した
数のテストに失敗した後に新しいテストの実行を停止するには、maxFailedTests を 0 ～ 1,000,000 の
整数値に設定します。この整数値で、許容されるテスト失敗の最大数を設定します。値を 0 に設定する
と、1 回の失敗でテスト実行が停止されます。値を 1 に設定すると、2 回目の失敗でテスト実行が停止され
ます。以降も同様に処理されます。大きい値にすると、パフォーマンスが低下する可能性があることに注
意してください。maxFailedTests 値に追加した 1,000 テストごとに、約 3 秒がテスト実行に追加されます
(これには、テストの実行にかかる時間は含まれません)。

メタデータ API
メタデータ API では、コールが更新され、型が新規追加および変更されています。
このセクションの内容:
メタデータ API コール
バージョン 36.0 では、メタデータ API コールが変更されました。
メタデータ API の型
メタデータ API の型や項目が新規追加および変更されています。

メタデータ API コール
バージョン 36.0 では、メタデータ API コールが変更されました。

更新されたメタデータコール
次のメタデータ API コールが変更されました。
describeValueType() (DescribeValueTypeResult)
describeValueType() コールで、記述される型に関してより多くの情報が返されるようになりました。

DescribeValueTypeResult で追加の情報が返され、型が API を介して作成、削除、読み込み、または変更できる
かどうかを示します。また、型の項目またはフォルダの親に関する情報が返されます。同様に、コールが
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拡張されて外部キーに対応しました。外部キードメインは返されないことがありましたが、返されるよう
になりました。DescribeValueTypeResult オブジェクトに次の項目が新規追加されました。
apiCreatable

この値の型を createMetadata() コールで作成できるか (true)、否か (false) を示します。
apiDeletable

この値の型を deleteMetadata() コールで作成できるか (true)、否か (false) を示します。
apiReadable

この値の型を readMetadata() コールで作成できるか (true)、否か (false) を示します。
apiUpdatable

この値の型を updateMetadata() コールで作成できるか (true)、否か (false) を示します。
parentField

この値の型の親に関する情報。親項目情報は、カスタム項目、メールテンプレート、ワークフロールー
ル、レポートなど、親に名前で指定されているメタデータ型で便利です。たとえば、カスタム項目の完
全名には、その項目が格納されている sObject が含まれます (例: Account.field1__c)。同様に、メール
テンプレートの完全名には、テンプレートが保存されているフォルダが含まれます (例:
MyFolder/EmailTemplate1)。

メタデータ API の型
メタデータ API の型や項目が新規追加および変更されています。

新しいメタデータ型
Certificate
要求がユーザの組織からのものであることを検証するデジタル署名に使用される証明書を表します。証明
書は、外部 Web サイトとの認証済みシングルサインオンで使用されるか、組織を ID プロバイダとして使用
するときに使用されます。
DelegateGroup
同じ管理権限を持つユーザのグループを表します。これらのグループは、共有に使用される公開グループ
とは異なります。
KeywordList
コミュニティモデレーションで使用されるキーワードのリストを表します。このキーワードリストは、コ
ミュニティでの使用を禁止する攻撃的な表現や不適切なコンテンツを定義するモデレーション条件の一種
です。
ModerationRule
ユーザ生成コンテンツをモデレートするためにコミュニティで使用されるルールを表します。各ルールに
は、ルールの適用対象となるユーザ生成コンテンツ、ルールを適用する条件、および実行するモデレーショ
ンアクションを指定します。攻撃的な表現や不適切なコンテンツが含まれるユーザ生成コンテンツをブロッ
ク、フラグ設定、または置き換えるルールを作成できます。

更新されたメタデータ型とメタデータ項目
次のメタデータ型が変更され、メタデータ項目も追加または変更されました。
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ActionOverride
次の項目が追加されました。
formFactor
type 項目が flexipage に設定されている場合、この項目を Large に設定して [表示] アクションを

Lightning Experience の Lightning ページで上書きします。
この項目は、Lightning Experience でのレコードページの作成と編集のためのパイロット機能の一部です。
メモ: Lightning アプリケーションビルダーを使用した Lightning Experience のレコードページの作成と
編集は、現在、パイロットプログラムを通じて Developer Edition 組織で使用できます。パイロットプ
ログラムは変更される可能性があるため、特定の期間にこの機能を有効化することは保証できませ
ん。このドキュメント、プレスリリース、または公式声明で参照されている未リリースのサービス
または機能は現在利用できず、提供が遅れたり中止されたりする可能性があります。サービスのご
購入を検討中のお客様は、現在利用可能な機能に基づいて購入をご決定ください。
type 項目で、新しい列挙値 flexipage を受け入れるようになりました。

ActivitiesSettings
次の項目が更新されました。
allowUsersToRelateMultipleContactsToTasksAndEvents

この参照のみ項目は、Shared Activities が有効かどうかを示します。値が true の場合、ユーザは複数の取引
先責任者を ToDo または行動に関連付けることができます。
重要: API バージョン 36.0 以降、この項目は API のすべてのバージョンで参照のみになります。この
項目の値は変更できません。Spring '16 以前はこの項目を更新できましたが、値の変更はサポートさ
れておらず、変更するとインテグレーションが不正確になることがありました。この項目の値を変
更する、以前の API バージョンのコードがある場合は、コードを更新してエラーを回避してくださ
い。
AuraDefinitionBundle
type 項目で、新しい列挙値 Tokens を受け入れるようになりました。
AuthProvider
次の項目が追加されました。
customMetadataTypeRecord
ProviderType が Custom で、カスタム認証プロバイダプラグインを使用する場合にのみ必須です。

認証プロバイダの API 名です。
plugin
Auth.AuthProviderPlugin インターフェースを実装する既存の Apex クラス。
providerType 項目で、新しい列挙値 Custom を受け入れるようになりました。

CustomApplication
次の項目が追加されました。
enableTabHover

Salesforce コンソールアプリケーションでタブのフロート表示が有効かどうかを示します。この機能で
は、ユーザがタブにマウスポインタを置くとオーバーレイにレコードに関するサマリー情報が表示され
ます。
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enableTabLimits

Salesforce コンソールセッションで開ける主タブとサブタブの数に対する制限が有効かどうかを示しま
す。true の場合、tabLimitConfig の値が必要です。
tabLimitConfig

1 つの Salesforce コンソールセッションで許可される主タブとサブタブの最大数を表します。
enableTabLimits が true である場合は必須です。
CustomMetadata
upsertMetadata() 関数のサポートが追加されました。

ExternalDataSource
次の項目が更新されました。
customConfiguration
OData または OData4 型の外部データソースの場合、この JSON 符号化された設定文字列に、次のパラ

メータが新規追加されました。下記のリストでは、ユーザインターフェースの対応する項目も示しま
す。
• csrfTokenEnabled — [CSRF 保護]
• csrfTokenName — [対 CSRF トークン名]
Network
次の項目が追加されました。
allowedExtensions

コミュニティで許可されるファイルの種類を指定します。このファイルの種類のホワイトリストによ
り、コミュニティメンバーがアップロードできるファイルを制御でき、スパム送信者が不適切なファイ
ルでコミュニティを汚染することを防止できます。
maxFileSizeKb

コミュニティでメンバーがアップロードできるファイルの最大サイズ (KB) を指定します。
PlatformActionList
actionListContext 項目で、新しい列挙値を受け入れるようになりました。
BannerPhoto。バナー写真は、Lightning Experience のプロファイルで使用可能です。
ListViewDefinition。API から作成可能な、対応するリストビューを返します。
Lookup。ルックアップからオブジェクトまたはレコードを作成する場合に想定される作成アクションを返

します。
PlatformCachePartition
PlatformCachePartitionType サブタイプに次の項目が追加されました。
allocatedPurchasedCapacity

キャッシュ種別に割り当てられる、名前空間固有の購入済みストレージ容量 (MB 単位)。
allocatedTrialCapacity

キャッシュ種別に割り当てられるトライアルキャッシュ空間の容量 (MB 単位)。
PlatformCachePartitionType サブタイプで次の項目が変更されました。
allotedCapacity

この項目の名前は allocatedCapacity に変更されました。
PlatformCachePartitionType サブタイプから次の項目が削除されました。

501

Salesforce Spring '16 リリースノート

API

minimumCapacity

QuickAction
次の項目が追加されました。
optionsCreateFeedItem

アクションが正常に完了するとフィード項目が作成されるか (true)、否か (false) を示します。[レコー
ドの作成]、[レコードを更新]、および [活動の記録] クイックアクション種別にのみ適用されます。
successMessage

アクションが正常に完了するとユーザに表示されるメッセージ。
関連トピック:
リリース

データサービス
Bulk API はより多くのデータ量を処理するように拡張され、非同期 SOQL はより多くのコマンドをサポートする
ようになりました。
このセクションの内容:
Bulk API for BigObjects
Bulk API を使用して、大量の外部データ (1 GB 以上) を Salesforce BigObjects にインポートできます。
非同期 SOQL の機能強化 (パイロット)
非同期 SOQL は広範囲の SOQL クエリをサポートし、より簡単にジョブを追跡およびキャンセルできます。

Bulk API for BigObjects
Bulk API を使用して、大量の外部データ (1 GB 以上) を Salesforce BigObjects にインポートできます。
メモ: この機能は、パイロットプログラムを通じて一部のお客様が使用できます。このパイロットプログ
ラムに参加する方法については、salesforce.com にお問い合わせください。パイロットプログラムへの参加
には、追加の契約条件が適用される場合があります。
これまで、大量のデータを Salesforce にインポートする便利な方法はありませんでした。標準オブジェクトまた
はカスタムオブジェクトにデータをインポートする 2 つの主要オプション、SOAP API と Bulk API は、両方とも大
量データでの制限があります。これらの制限を克服するために Bulk API の機能が拡張され、膨大なレコードを
保存可能な BigObjects にデータをインポートできるようになりました。

Bulk API for BigObjects の違い
Bulk API for BigObjects を使用する場合は、次の制限事項が適用されます。
1. 最大 3 つのバッチを同時に実行できます。
2. すべてのデータは CSV ファイル形式である必要があります。XML およびバイナリ添付ファイルはサポートさ
れていません。
3. サポートされる操作は挿入のみです。データの更新、更新/挿入、および削除を行うことはできません。
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4. サポートされる同時実行モードは並列のみです。
5. SOAP 要求では次のヘッダーはサポートされていません。
• Batch Retry
• Line Ending
• PK Chunking
6. BigObjects でサポートされる項目種別 (テキスト、数値、日時、ルックアップ) のみにデータをインポートで
きます。
7. 状況情報は、ジョブの完了後にのみ更新されます。
8. Request オブジェクトを使用して、アップロードされたデータセット全体を取得することはできません。結
果の概要のみが提供され、成功または失敗したレコードの合計数が表示されます。

非同期 SOQL の機能強化 (パイロット)
非同期 SOQL は広範囲の SOQL クエリをサポートし、より簡単にジョブを追跡およびキャンセルできます。
メモ: この機能は、パイロットプログラムを通じて一部のお客様が使用できます。このパイロットプログ
ラムに参加する方法については、salesforce.com にお問い合わせください。パイロットプログラムへの参加
には、追加の契約条件が適用される場合があります。

追加 SOQL コマンド
非同期 SOQL クエリでこれらの SOQL コマンドを使用できるようになりました。
日付形式
以下に例を示します。
YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DDThh:mm:ss-hh:mm

HAVING
このコマンドを使用して、集計関数の結果を絞り込むことができます。以下に例を示します。
SELECT COUNT(Id) count, CreatedById createdBy FROM FieldHistoryArchive GROUP BY
CreatedById HAVING COUNT(CreatedById) > 2

ジョブ管理
すべてのジョブの追跡
次の HTTP GET 要求を使用して、現在実行中のすべてのジョブの状況情報を取得できます。
https://instance_name—api.salesforce.com/services/data/v35.0/async-queries/

ジョブのキャンセル
HTTP DELETE 要求を使用して、jobID を指定することでジョブをキャンセルできます。
https://instance_name—api.salesforce.com/services/data/v35.0/async-queries/jobID
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Salesforce コンソール API (インテグレーションツールキット)
ツールキットでは、コンソールをプログラムでカスタマイズできるメソッドが
新規追加および更新されました。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できま
す。
ツールキットについての詳細は、『Salesforce コンソールインテグレーションツー
ルキット開発者ガイド』(英語版のみ) を参照してください。
次のメソッドが API バージョン 36.0 で新規追加または変更されました。
disableTabClose

ユーザがタブまたはサブタブを閉じることができないようにします。ID パラ
メータでタブが指定されていない場合、囲んでいるタブが使用されます。こ
のメソッドは、無効化されたタブを再有効化するためにも使用できます。
コンソールイベントのメソッド
新しいペイロード要素、tabObjectId が
sforce.console.ConsoleEvent.CLOSE_TAB イベントに追加されました。

このペイロードは、閉じられたタブのオブジェクト ID を指定します (使用可
能な場合)。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition (Service
Cloud 付属)
使用可能なエディション:
Performance Edition および
Developer Edition (Sales
Cloud 付属)
使用可能なエディション:
Enterprise Edition および
Unlimited Edition (Sales
Cloud の有料オプション)

メモ: 通常、tabObjectId は objectID と同じです。ただし、送信時
に閉じられたタブに対しては tabObjectId が生成されません。その場
合、この項目の値は空白または null になります。メールの場合、この値
は空白です。ケースコメントの場合、この値は null です。
tabObjectId は、API バージョン 30.0 以降で使用できます。

ISVforce
ISVforceツールを使用して、アプリケーションとLightningコンポーネントを容易に作成、パッケージ化、および
配布できます。Spring '16 には、Lightning Experience での環境ハブのサポートや、ライセンス管理アプリケーショ
ンおよび API の機能強化が含まれています。
このセクションの内容:
Lightning Experience での組織の作成と管理
Lightning Experience で環境ハブを使用できるようになりました。開発、テスト、およびトライアル組織を、
直観的で効率のよいユーザインターフェースで作成および管理できます。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方で使用できます。
ライセンス管理アプリケーションで割り当てるシート数の増大
登録者あたり割り当て可能なライセンスシート数が 99,999 から 99,000,000 に増大されました。この新しい制
限により、Communities など多数のユーザを擁する Salesforce 製品を使用する登録者に製品のライセンスを供
与する場合の柔軟性が向上します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できま
す。
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ISV パートナー向けの API の機能強化
EnvironmentHubMember、Organization、および SignupRequest オブジェクトが拡張され、ハブメンバーとサイン
アップ要求の可視性が向上しました。また、Chatter REST API にリソースが追加され、組織の作成や環境ハブ
への接続時にプログラムでより詳細な制御ができるようになりました。

Lightning Experience での組織の作成と管理
Lightning Experience で環境ハブを使用できるようになりました。開発、テスト、
およびトライアル組織を、直観的で効率のよいユーザインターフェースで作成
および管理できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で
使用できます。
Lightning Experience で環境ハブを開くには、まず [アプリケーションランチャー]
(1) を選択し、次に [環境ハブ] (2) を選択します。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

Lightning Experience の環境ハブでは、Salesforce Classic で実行し慣れている次のような組織の作成および管理タス
クがサポートされます。
• 既存の開発、テスト、およびトライアル環境をハブに接続する (3)
• 開発、テスト、およびトライアル用に標準およびパートナーエディションの組織を作成する (4)
• SSO ユーザの対応付けを作成して、ハブメンバー組織へのログインアクセスを容易にする (5)
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また、Lightning Experienceでは絞り込みが簡単であるため、自分にとって重要な組織が表示されるようにハブを
すばやくカスタマイズできます。たとえば、SSO が有効な組織のみを表示する検索条件を作成できます (6)。

Lightning Experience で SSO ユーザの対応付けや既存の組織の環境ハブへの接続を有効にするには、まず [私のド
メイン] を設定してリリースします。環境ハブについての詳細は、『ISVforce ガイド』を参照してください。

ライセンス管理アプリケーションで割り当てるシート数の増大
登録者あたり割り当て可能なライセンスシート数が 99,999 から 99,000,000 に増大
されました。この新しい制限により、Communities など多数のユーザを擁する
Salesforce 製品を使用する登録者に製品のライセンスを供与する場合の柔軟性が
向上します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用でき
ます。
登録者のライセンスシート数を変更する場合は、ライセンスレコードを変更し
ます。

エディション
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

1. ライセンス管理アプリケーション (LMA) のライセンスレコードに移動します。
2. [Modify License (ライセンスを変更)] を選択します。[Modify License (ライセンスを変更)] が表示されない場合
は、ページレイアウトを編集してコントロールを追加します。
3. [Seats (シート)] で、登録者に設定するライセンスシート数 (99,000,000 以下) を入力します。
LMA についての詳細は、『ISVforce ガイド』を参照してください。

ISV パートナー向けの API の機能強化
EnvironmentHubMember、Organization、および SignupRequest オブジェクトが拡張さ
れ、ハブメンバーとサインアップ要求の可視性が向上しました。また、Chatter
REST API にリソースが追加され、組織の作成や環境ハブへの接続時にプログラム
でより詳細な制御ができるようになりました。
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このセクションの内容:
Chatter REST API の機能強化
Chatter REST API を使用して、環境ハブに SSO ユーザの対応付けを作成したり、OAuth URL を生成して組織をハ
ブに接続したりできるようになりました。組織の作成時に、エディション、テンプレート ID、および [私の
ドメイン] の値を検証することもできます。
API その他の機能強化
EnvironmentHubMember オブジェクトに新規項目が追加され、ハブメンバー組織内の SSO に対応付けられた
ユーザの数と、ハブメンバーが Sandbox かどうかを判別できるようになりました。Organization オブジェクト
には、ISO 国コードが含まれる新規項目が追加されました。SignupRequest オブジェクトには、サインアップ
している組織を説明できる新規項目が追加されました。さらに、環境ハブから 1 日につき作成可能な組織
の数に制限が追加されました。

Chatter REST API の機能強化
Chatter REST API を使用して、環境ハブに SSO ユーザの対応付けを作成したり、OAuth URL を生成して組織をハブ
に接続したりできるようになりました。組織の作成時に、エディション、テンプレート ID、および [私のドメ
イン] の値を検証することもできます。
ハブとメンバー組織間の SSO ユーザ対応付けの作成
環境ハブのユーザとハブメンバー組織のユーザ間の SSO ユーザ対応付けを作成するには、新しい
/connect/environment-hub/sso-user-mappings リソースに対して POST 要求を実行します。
組織の接続時の OAuth URL の生成
組織の接続時に OAuth ワークフローを開始する URL を生成するには、新しい
/connect/environment-hub/oauth-url-generator リソースに対して GET 要求を実行します。
組織の作成時のエディションまたはテンプレート ID の検証
指定したエディションまたはテンプレート ID が有効であることを検証するには、新しい
/connect/environment-hub/signup-member-validation リソースに対して GET 要求を実行します。
組織の作成時の [私のドメイン] の値の検証
指定した [私のドメイン] の値が使用可能、有効、および一意であることを検証するには、新しい
/connect/environment-hub/my-domain-validation リソースに対して GET 要求を実行します。
リクエストボディおよびレスポンスボディを含む、これらの機能強化についての詳細は、『Chatter REST API 開発
者ガイド』を参照してください。

API その他の機能強化
EnvironmentHubMember オブジェクトに新規項目が追加され、ハブメンバー組織内の SSO に対応付けられたユー
ザの数と、ハブメンバーが Sandbox かどうかを判別できるようになりました。Organization オブジェクトには、
ISO 国コードが含まれる新規項目が追加されました。SignupRequest オブジェクトには、サインアップしている
組織を説明できる新規項目が追加されました。さらに、環境ハブから 1 日につき作成可能な組織の数に制限が
追加されました。
EnvironmentHubMember
次の新規項目が追加されました。
• IsSandbox — メンバー組織が Sandbox であるか (true)、否か (false) を示します。
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• ServiceProviderId — メンバー組織のサービスプロバイダの ID を表します。
• SSOMappedUsers — メンバー組織の対応付けされたメンバーの合計数を表します。
次の制限が適用されます。
• 毎日の制限 — 1 日あたり最大 20 組織を作成できます。これ以上の組織を作成する必要がある場合は、
パートナーコミュニティでケースを登録します。
Organization
新しい項目 SignupCountryIsoCode が追加されました。この項目は、サインアップ要求でユーザが指定
した 2 文字の ISO 国コードを表します。
SignupRequest
Edition 項目に、Group、Professional、Enterprise という 3 つの選択リスト値が新規追加されまし
た。
新しい項目 SignupSource が追加されました。この項目は、ユーザが指定した最大 60 文字のトライアル
サインアップの説明を保存します。
これらの機能強化についての詳細は、『SOAP API 開発者ガイド』を参照してください。

マーケティング
Marketing Cloud は、1 対 1 のカスタマージャーニーで優れた顧客体験を提供するプレミアプラットフォームで
す。あらゆるソースからの顧客利用データを 1 か所で表示し、ビジネス目標に基づいて一意のカスタマージャー
ニーを計画および最適化できます。最適なタイミングですべてのチャネルとデバイスにパーソナライズされた
コンテンツを配信し、リアルタイムでアプローチを最適化してより優れた結果をもたらすことができるよう
に、ビジネスにおける各インタラクションの影響を評価します。
詳細は、Marketing Cloud のリリースノートを参照してください。
関連トピック:
Marketing Cloud の概要
Marketing Cloud の 6 月のリリースノート
Marketing Cloud の 7 月のリリースノート
Marketing Cloud の 9 月のリリースノート
Marketing Cloud の 10 月のリリースノート
Salesforce Marketing Cloud の Facebook ページ

Salesforce 全体: Lightning Experience の変更など
Lightning Experience でより多くのレコードの所有者を変更できるようになったことにより、全体的な Salesforce の
操作性が改善されました。さらに、すべての新規組織で、重複レコード管理機能が有効になります。
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このセクションの内容:
サポートされるブラウザ
Salesforce 用にサポートされるブラウザは、Salesforce Classic または Lightning Experience のどちらを使用している
かによって異なります。
新規組織での重複管理の有効化
高品質データの維持は、組織で Salesforce を最大限に活用するために最も重要な処理の 1 つです。今後、す
べての新規 Salesforce 組織で、取引先、取引先責任者、およびリードに対する重複レコード管理機能が有効
になります。組織の重複レコードをかつてなく簡単に防止できるようになります。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
Lightning Experience でのエディション名
Salesforce 組織のエディションが Lightning Experience の [組織情報] ページに表示されるようになりました。
Salesforce Classic では、エディションは引き続きブラウザタブおよび [組織プロファイル] ページに表示されま
す。
Lightning Experience で所有者を変更できるレコードタイプの増加
ユーザが作業注文やキャンペーンのレコード所有者を変更したり、リード、ケース、作業注文、カスタム
オブジェクトなどの一部のレコードをLightning Experienceのキューに割り当てたりできるようになりました。
Lightning Experience でのインライン編集
担当者がレコード詳細タブで個々の項目を編集し、一度に複数の項目を簡単に編集できるようになりまし
た。さらに、レコードを保存する前に移動しようとすると警告が表示されます。編集内容が失われること
はもうありません。
メールテンプレートおよびレターヘッドでのスクリプトのサポート終了
メールの受信者を潜在的に危険な HTML コンテンツから保護するため、レターヘッドおよびメールテンプ
レートにアクティブスクリプトを挿入できないようにするフィルタが Salesforce に適用されるようになりま
した。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

サポートされるブラウザ
Salesforce 用にサポートされるブラウザは、Salesforce Classic または Lightning Experience のどちらを使用しているか
によって異なります。
このセクションの内容:
Lightning Experience でサポートされるブラウザ
Lightning Experience は、Microsoft® Internet Explorer® バージョン 11、Mac OS X の Apple® Safari® バージョン 8.x、Windows®
10 の Microsoft® Edge でサポートされています。また、Mozilla® Firefox® と Google Chrome™ の最新の安定バージョ
ンでもサポートされています。Microsoft® Internet Explorer® バージョン 9 ～ 10 を使用している場合、Salesforce
Classic にリダイレクトされます。いくつか制限事項があります。
Salesforce Classic でサポートされるブラウザ
Salesforce Classic は、Microsoft® Internet Explorer® バージョン 9、10、11、Mac OS X の Apple® Safari® バージョン 5.x、
6.x、7.x、Windows® 10 の Microsoft® Edge でサポートされています。また、Mozilla® Firefox® と Google Chrome™ の最
新の安定バージョンでもサポートされています。いくつか制限事項があります。
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Lightning Experience でサポートされるブラウザ
Lightning Experience は、Microsoft® Internet Explorer® バージョン 11、Mac OS X の Apple®
Safari® バージョン 8.x、Windows® 10 の Microsoft® Edge でサポートされています。ま
た、Mozilla® Firefox® と Google Chrome™ の最新の安定バージョンでもサポートされて
います。Microsoft® Internet Explorer® バージョン 9 ～ 10 を使用している場合、Salesforce
Classic にリダイレクトされます。いくつか制限事項があります。
メモ: モバイルブラウザで Lightning Experience にアクセスすることはできま
せん。モバイルデバイスで作業をする場合は、代わりに Salesforce1 アプリ
ケーションを使用することをお勧めします。Salesforce1でサポートされるモ
バイルブラウザのリストは、Salesforce ヘルプの 「Salesforce1 モバイルアプリ
ケーションの要件」を参照してください。

エディション
Lightning Experience を使用
可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Microsoft Edge
Lightning Experience では、Windows 10 の Microsoft Edge がサポートされています。次の制限があります。
• Microsoft Edge の HTML ソリューションエディタは、Salesforce ナレッジではサポートされていません。
• Microsoft Edge は、開発者コンソールではサポートされていません。
• Microsoft Edge は、CTI Toolkit バージョン 4.0 以降を使用して作成された Salesforce CRM Call Center ではサポート
されていません。
Microsoft Internet Explorer バージョン 11
Internet Explorer を使用する場合は、Salesforce でサポートされている最新バージョンを使用することをお勧め
します。すべての Microsoft ソフトウェア更新を適用してください。次の制限があります。
• Salesforce フルサイトは、標準キーボードおよびマウス入力が可能な Windows 8 および 8.1 搭載タッチ対応
ラップトップの Internet Explorer 11 でのみサポートされます。タッチが主要な操作手段であるモバイルデ
バイスやタブレットではサポートされていません。代わりにSalesforce1 モバイルブラウザアプリケーショ
ンを使用してください。
• Internet Explorer 11 の HTML ソリューションエディタは、Salesforce ナレッジではサポートされていません。
• Internet Explorer の互換表示機能はサポートされていません。
• X-UA-Compatibility ヘッダーなどを使用したブラウザの互換性解析モードの変更はサポートされて
いません。
• Internet Explorer 11 は、開発者コンソールではサポートされていません。
• Internet Explorer 11 は、CTI Toolkit バージョン 4.0 以降を使用して作成された Salesforce CRM Call Center ではサ
ポートされていません。
設定の推奨事項については、Salesforce ヘルプの 「Internet Explorer の設定」を参照してください。
Mozilla® Firefox® の最新の安定バージョン
Salesforceは Firefox の最新バージョンのテストおよびサポートに努めています。設定の推奨事項については、
Salesforce ヘルプの 「Firefox の設定」を参照してください。
Google Chrome™ の最新の安定バージョン
Chrome では自動的に更新が適用されます。Salesforce は、最新バージョンのテストおよびサポートに努めて
います。Chrome の設定に関する推奨事項はありません。
メモ: Google Chromium™ の最新の安定バージョンがサポートされています。
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Mac OS X の Apple® Safari® バージョン 8.x
Safari の設定に関する推奨事項はありません。
Safari は、以下ではサポートされていません。
• バージョン 4.0 より前の CTI Toolkit を使用して作成された Salesforce CRM Call Center
• Salesforce Wave Analytics

Wave Analytics でサポートされるブラウザ
ブラウザサポートは、Microsoft Internet Explorer バージョン 11、および Mozilla Firefox と Google Chrome の最新の安定
バージョンで使用できます。

すべてのブラウザに関する推奨事項と要件
• すべてのブラウザに対して、JavaScript、Cookie、TLS 1.2 を有効にします。TLS 1.2 が使用できない場合、TLS 1.1
を有効にします。TLS 1.1 または TLS 1.2 をサポートしていないブラウザの場合、TLS 1.0 が無効化されると、
Salesforce にアクセスできなくなります。無効化は、Sandbox 組織については 2016 年 6 月、本番組織について
は 2017 年前半にスケジュールされていますが、確定ではありません。
• すべての Salesforce 機能をサポートするために必要な最小画面解像度は 1024×768 です。画面解像度がそれよ
り低い場合、レポートビルダーやページレイアウトエディタなどの Salesforce 機能が正しく表示されない可
能性があります。
• Apple Safari または Google Chrome を使用している Mac OS ユーザは、システム設定の [スクロールバーを表示]
が [常に] に設定されていることを確認してください。
• 一部のサードパーティ Web ブラウザプラグインと拡張は、Chatter の機能に干渉する可能性があります。
Chatter が正常に機能しなかったり、整合性のない動作をする場合は、Web ブラウザのプラグインと拡張を
無効にしてから、もう一度試してみてください。

Salesforce Classic でサポートされるブラウザ
Salesforce Classic は、Microsoft® Internet Explorer® バージョン 9、10、11、Mac OS X の
Apple® Safari® バージョン 5.x、6.x、7.x、Windows® 10 の Microsoft® Edge でサポートされ
ています。また、Mozilla® Firefox® と Google Chrome™ の最新の安定バージョンでもサ
ポートされています。いくつか制限事項があります。
メモ: モバイルブラウザでの Salesforce Classic の使用はサポートされていませ
ん。モバイルデバイスで作業をする場合は、代わりにSalesforce1アプリケー
ションを使用することをお勧めします。Salesforce1でサポートされるモバイ
ルブラウザについては、Salesforce ヘルプの 「Salesforce1 モバイルアプリケー
ションの要件」を参照してください。

エディション
Salesforce Classic を使用可
能なエディション: すべて
のエディション

Microsoft Edge
Salesforce Classic では、Windows 10 の Microsoft Edge がサポートされています。次の制限があります。
• Microsoft Edge の HTML ソリューションエディタは、Salesforce ナレッジではサポートされていません。
• Microsoft Edge は、開発者コンソールではサポートされていません。
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• Microsoft Edge は、CTI Toolkit バージョン 4.0 以降を使用して作成された Salesforce CRM Call Center ではサポート
されていません。
Microsoft Internet Explorer バージョン 9、10、11
Internet Explorer を使用する場合は、Salesforce でサポートされている最新バージョンを使用することをお勧め
します。すべての Microsoft ソフトウェア更新を適用してください。次の制限があります。
• Salesforce フルサイトは、標準キーボードおよびマウス入力が可能な Windows 8 および 8.1 搭載タッチ対応
ラップトップの Internet Explorer 9、10、11 でのみサポートされます。タッチが主要な操作手段であるモバ
イルデバイスやタブレットではサポートされていません。代わりに Salesforce1 モバイルブラウザアプリ
ケーションを使用してください。
• Internet Explorer 11 の HTML ソリューションエディタは、Salesforce ナレッジではサポートされていません。
• Internet Explorer での互換モードと互換表示はいずれもサポートされていません。
• X-UA-Compatibility ヘッダーなどを使用したブラウザの互換性解析モードの変更はサポートされて
いません。
• Internet Explorer 10 の Metro バージョンはサポートされません。
• Internet Explorer 11 は、開発者コンソールではサポートされていません。
• Internet Explorer 11 は、CTI Toolkit バージョン 4.0 以降を使用して作成された Salesforce CRM Call Center ではサ
ポートされていません。
• セルフサービスのコミュニティテンプレートでは、Internet Explorer 9 以降でデスクトップユーザが、Internet
Explorer 11 以降でモバイルユーザがサポートされています。
• Internet Explorer 9 は Salesforce Wave Analytics ではサポートされていません。
• Internet Explorer 9 および 10 は、Lightning アプリケーションビルダーではサポートされていません。
設定の推奨事項については、Salesforce ヘルプの 「Internet Explorer の設定」を参照してください。
メモ: Salesforce Classic での Microsoft® Internet Explorer® バージョン 7 および 8 のサポートは、Summer '15 をもっ
て終了しています。
Mozilla Firefox の最新の安定バージョン
Salesforce は Firefox の最新バージョンのテストおよびサポートに努めています。
• Mozilla Firefox は、セルフサービスのコミュニティテンプレートのデスクトップユーザに対してのみサポー
トされています。
設定の推奨事項については、Salesforce ヘルプの 「Firefox の設定」を参照してください。
Google Chrome の最新の安定バージョン
Chrome では自動的に更新が適用されます。Salesforce は、最新バージョンのテストおよびサポートに努めて
います。Chrome の設定に関する推奨事項はありません。
Chrome は、以下ではサポートされていません。
• [コンソール] タブ (Salesforce コンソールはサポート対象)
Mac OS X での Apple Safari バージョン 5.x、6.x、および 7.x
Safari の設定に関する推奨事項はありません。iOS の Apple Safari は、Salesforce フルサイトではサポートされて
いません。
Safari は、以下ではサポートされていません。
• Salesforce コンソール
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• バージョン 4.0 より前の CTI Toolkit を使用して作成された Salesforce CRM Call Center
• Salesforce Wave Analytics

Wave Analytics でサポートされるブラウザ
ブラウザサポートは、Microsoft Internet Explorer バージョン 10 と 11、および Mozilla Firefox と Google Chrome の最新の
安定バージョンで使用できます。

すべてのブラウザに関する推奨事項と要件
• すべてのブラウザに対して、JavaScript、Cookie、TLS 1.2 を有効にします。TLS 1.2 が使用できない場合、TLS 1.1
を有効にします。TLS 1.1 または TLS 1.2 をサポートしていないブラウザの場合、TLS 1.0 が無効化されると、
Salesforce にアクセスできなくなります。無効化は、Sandbox 組織については 2016 年 6 月、本番組織について
は 2017 年前半にスケジュールされていますが、確定ではありません。
• すべての Salesforce 機能をサポートするために必要な最小画面解像度は 1024×768 です。画面解像度がそれよ
り低い場合、レポートビルダーやページレイアウトエディタなどの Salesforce 機能が正しく表示されない可
能性があります。
• Apple Safari または Chrome を使用している Mac OS ユーザは、システム設定の [スクロールバーを表示] が [常
に] に設定されていることを確認してください。
• 一部のサードパーティ Web ブラウザプラグインと拡張は、Chatter の機能に干渉する可能性があります。
Chatter が正常に機能しなかったり、整合性のない動作をする場合は、Web ブラウザのプラグインと拡張を
無効にしてから、もう一度試してみてください。
Salesforceの一部の機能や、一部のデスクトップクライアント、ツールキット、およびアダプタには、独自のブ
ラウザ要件があります。以下に例を示します。
• Internet Explorer は、次の機能を唯一サポートしているブラウザです。
– 標準差し込み印刷
– Windows Mobile デバイスへの Salesforce Classic Mobile のインストール
– Connect Offline
• 高度なページレイアウトエディタで最適な操作性を得るには、Firefox を使用します。
• 8 GB の RAM を搭載したマシンの Salesforce コンソールで最適な操作性を得るには、Chrome を使用します。
• Chatter で複数のファイルをアップロードする場合には、ブラウザ要件も適用されます。
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新規組織での重複管理の有効化
高品質データの維持は、組織で Salesforce を最大限に活用するために最も重要な
処理の 1 つです。今後、すべての新規Salesforce組織で、取引先、取引先責任者、
およびリードに対する重複レコード管理機能が有効になります。組織の重複レ
コードをかつてなく簡単に防止できるようになります。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。
重要: 重複管理では、Data.com テクノロジを使用します。ただし、この機能
の使用に Data.com ライセンスは必要ありません。

エディション
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

新規組織には、標準の取引先、取引先責任者、およびリード重複ルールが付属
します。このルールによって、重複レコードを保存しようとしたときの処理が
定義されます。各標準重複ルールには、2 つのレコードを重複と識別する方法を決定する、対応する一致ルー
ルがあります。
新規組織では設定は不要ですが、これらのルールはいつでも無効にでき、カスタムルールを作成することもで
きます。
重複レコードを追加しようとすると、標準重複ルールの設定によりアラートが表示されます。重複管理の一部
として、カスタムレポートタイプを簡単に作成して追加された重複レコードを確認できます。
重複ルールと一致ルールに関する詳細を含む、Data.com重複管理についての詳細は、「Salesforce での重複レコー
ドの管理」を参照してください。動画 「 重複ルールによる Salesforce での重複レコードの管理」をご覧いた
だくこともできます。

Lightning Experience でのエディション名
Salesforce 組織のエディションが Lightning Experience の [組織情報] ページに表示さ
れるようになりました。Salesforce Classic では、エディションは引き続きブラウザ
タブおよび [組織プロファイル] ページに表示されます。
[組織情報] ページでエディションを確認できます。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「組織情報」と入力し、[組織情報]
を選択します。
2. 右下に [組織のエディション] が表示されます。
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Lightning Experience で所有者を変更できるレコードタイプの増加
ユーザが作業注文やキャンペーンのレコード所有者を変更したり、リード、ケー
ス、作業注文、カスタムオブジェクトなどの一部のレコードをLightning Experience
のキューに割り当てたりできるようになりました。

エディション
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience でのインライン編集
担当者がレコード詳細タブで個々の項目を編集し、一度に複数の項目を簡単に
編集できるようになりました。さらに、レコードを保存する前に移動しようと
すると警告が表示されます。編集内容が失われることはもうありません。
インライン編集は迅速で簡単です。項目をダブルクリックするか、項目の横に
ある編集アイコン
をクリックすると、レコード全体が編集モードで開きま
す。担当者はレコード全体に目を通し、複数の項目を一度に更新できます。
Salesforce Classic では、項目ごとにダブルクリックして編集用に開くという単調な
作業が必要です。

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience でのインライン編集にはさらに次のような利点があります。
• 担当者はレコードの編集中にページ内を移動できます。変更を失うことなくレコードの Chatter フィードに
切り替え、また戻ることができます。
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• 担当者が変更を保存せずに別のページやブラウザタブに移動しようとすると警告されます。ブラウザタブ
やブラウザをうっかり閉じても、編集をやり直す必要がありません。
• エラーメッセージがより簡潔になり、アクセスしやすくなります。エラーメッセージは、フォームの最上
部ではなく、最下部のウィンドウ内に表示されます。長いレコードをスクロールするときは、
クしてウィンドウを非表示にできます。

をクリッ

メモ: Lightning Experience では、インライン編集がデフォルトで自動的に有効になっています。この権限に
より、作成したすべての Visualforce オブジェクト、数式項目、積み上げ集計項目が、[作成] ページ、[編集]
ページ、または [コピー] ページに表示される場合があります。これらのページでこれらの項目を操作する
ように設定していないにも関わらず、項目が表示される場合は、Salesforce にお問い合わせの上、「SFX イ
ンライン編集」権限を無効にしてください。その後、[編集] ボタンをクリックしてレコードを編集できま
す。
メモ: 現在、インライン編集はレコード詳細の編集でのみ機能します。近日中に、強調表示パネルとリス
トビューで使用可能になる予定です。
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メールテンプレートおよびレターヘッドでのスクリプトのサポート
終了
メールの受信者を潜在的に危険な HTML コンテンツから保護するため、レターヘッドおよびメールテンプレー
トにアクティブスクリプトを挿入できないようにするフィルタがSalesforceに適用されるようになりました。こ
の機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。

重要な更新
このリリースに含まれている更新は、パフォーマンス、ロジック、Salesforce の使い勝手を向上するものです
が、既存のカスタマイズが正しく機能しなくなる可能性もあります。
新しいリリースに円滑に移行できるように、それぞれの重要な更新には選択期間が用意されています。この選
択期間は、[設定] の [重要な更新] ページに表示される自動有効化日付になると終了します。この期間中は、更
新の有効化および無効化を必要に応じて手動で何度でも行って、組織への影響を評価し、更新によって影響を
受けるカスタマイズを修正することができます。選択期間を過ぎると、更新は自動的に有効になります。詳細
は、Salesforce ヘルプの 「重要な更新」を参照してください。
「Visualforce ドメインからの静的リソースの提供」の重要な更新の延期
Summer '15 で、静的リソースが提供されるドメインが変更されました。この変更は、「Visualforce ドメイン
からの静的リソースの提供」という名前の重要な更新としてリリースされ、Spring '16 で自動的に有効化さ
れるようにスケジュールされていました。この自動有効化日付が Summer '16 まで延期されました。
「PageReference getContent() および getContentAsPDF() メソッドがコールアウトとして動作」の重要な更新の延
期
Summer '15 では、PageReference オブジェクトの getContent() および getContentAsPDF() メソッド
の動作が変更されました。この変更は、「PageReference getContent() および getContentAsPDF() メソッドがコー
ルアウトとして動作」という名前の重要な更新としてリリースされ、Spring '16 で自動的に有効化されるよ
うにスケジュールされていました。この自動有効化日付が Summer '16 まで延期されました。
管理プロファイルから削除された暗号化鍵の管理権限
システム管理者は、鍵の管理ロールを実行する機能を能動的に割り当てることが必要になりました。この
重要な更新を有効化すると、標準管理プロファイルに対して「暗号化鍵の管理」権限が取り消されます。
「暗号化鍵の管理」権限を含むカスタムプロファイルには影響はありません。カスタムプロファイルまた
は権限セットによって権限が付与されたユーザは、引き続きこの権限を所持します。
関連トピック:
「Visualforce ドメインからの静的リソースの提供」の重要な更新の延期
「PageReference getContent() および getContentAsPDF() メソッドがコールアウトとして動作」の重要な更新の延
期
デフォルトで付与されない鍵の管理権限
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ヘルプ & トレーニング
優れたコンテンツが用意され、制限ドキュメントが改善されています。ウォークスルーおよび Trailhead モジュー
ルも追加されました。また、信頼とコンプライアンスに関するドキュメントの一部も更新されました。
このセクションの内容:
最も必要な状況でより優れたコンテンツを提供
今回のリリースでは、メッセージングの改善など、アプリケーション内ユーザサポートが増加し向上して
います。効率を上げるため、必要な状況で必要な情報のみが提供されます。実際、Salesforce 内のサポート
が増大し、ヘルプサイトでのサポートが削減されているため、作業中の画面を切り替える必要がありませ
ん。
Salesforce 制限ドキュメントの改善
Salesforce 制限ドキュメントを更新して、制限を理解および遵守しやすくしています。
ウォークスルー
ウォークスルーとは、作業や機能を案内する一連の対話型ステップのことです。ウォークスルーはSalesforce
のさまざまな機能を示すために作成され、内容がさらに追加される予定です。
動画
ユーザが Salesforce の新機能や改善された機能について知ることができる説明用の動画を作成、更新しまし
た。
Trailhead モジュール
Salesforce や新機能の使用を開始するための便利な方法として、 Salesforce をガイド付きで楽しく習得できる
インタラクティブツールである Trailhead があります。システム管理者または開発者向けのガイド付き学習
パスに従ったり、自己の進度に合わせて学習できるモジュールを選択したりできます。
信頼とコンプライアンスに関するドキュメント
Salesforce の信頼とコンプライアンスに関するドキュメントに季節的な更新が行われました。
『セキュリティ実装ガイド』の更新
セキュリティ実装ドキュメントが拡張され、トランザクションセキュリティの説明が追記されました。

最も必要な状況でより優れたコンテンツを提供
今回のリリースでは、メッセージングの改善など、アプリケーション内ユーザサポートが増加し向上していま
す。効率を上げるため、必要な状況で必要な情報のみが提供されます。実際、Salesforce 内のサポートが増大
し、ヘルプサイトでのサポートが削減されているため、作業中の画面を切り替える必要がありません。
Lightning Experience の [ヘルプ & トレーニング] メニュー
Lightning Experienceでは各ページにヘルプメニューがあり、そのページの特定の作業に関連したヘルプトピッ
ク、ウォークスルー、動画、開発者ガイド、PDF などのリソースへのリンクが表示されます。オブジェクト
ページでは、Salesforce Classic で使用していた [このページのヘルプ] リンクはヘルプメニューに置き換えられ
ています。
[設定] ページでは、引き続き従来の [ヘルプ & トレーニング] リンクが表示されますが、より多くの有用な情
報を備えた新しいヘルプメニューを使用することをお勧めします。カスタムヘルプリンクを作成した場合、
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それらのリンクは引き続き Salesforce Classic ページ内の [このページのヘルプ] リンクから使用できます。ただ
し、カスタムヘルプリンクは、新しいヘルプメニューには表示されません。
Salesforce のウォークスルーの使用
今年の前半から、主要な概念を理解して重要な作業を完了するために役立つ、新しい対話型のウォークス
ルーの提供を開始しました。Lightning Experience を使用している場合は、新しいヘルプメニューにこれらの
ウォークスルーへのリンクが表示されます。
動画
今回のリリースでは、作業や概念を視覚的に理解できる、優れた動画も用意されています。Lightning Experience
を使用している場合は、動画リンクをクリックすると動画プレーヤーが表示され、Salesforce を開いたまま
動画を見ることができます。
ユーザインターフェース固有の検索
Salesforce Classic と Lightning Experience のどちらのユーザインターフェースを使用しているかに応じて、異なる
検索結果が表示されます。たとえば、Lightning Experience を使用していて [ヘルプ & トレーニング] サイト
(help.salesforce.com) を検索した場合、検索結果の最上部に Lightning 固有のヘルプが表示されます。
Trailhead
Trailhead モジュールの所要時間は 20 分未満で、理解度確認テストが含まれています。Developer Edition を使用
している場合は、バッジを収集して進行状況を追跡できます。

Salesforce 制限ドキュメントの改善
Salesforce 制限ドキュメントを更新して、制限を理解および遵守しやすくしています。
Salesforce では、既存のドキュメントの実用性の向上に継続的に取り組んでいます。今回のリリースでは、
Salesforce制限ドキュメントが整備され、今後数回のリリースでも継続的に改善していきます。ドキュメントの
変更は次のことを目標に行われます。
• ドキュメントの量や重複を軽減する。
• 制限と制限事項を区別する。
制限
機能の重要な側面に基づく測定情報。通常は数値で、制限によって機能の使用が制御される。
制限事項
ユーザが予想可能と思われる機能に関する情報。通常、ユーザが何かを行う前に考慮する必要のある事
柄である。
• Salesforce 制限ドキュメントに、関連機能に関する Salesforce ヘルプトピック (手順のトピックや、制限事項お
よび注意事項を取り上げたトピック) への相互参照を追加する。
• 理解しやすくするために制限の視覚的表示を向上させる。

ウォークスルー
ウォークスルーとは、作業や機能を案内する一連の対話型ステップのことです。ウォークスルーはSalesforceの
さまざまな機能を示すために作成され、内容がさらに追加される予定です。
ウォークスルーを開始する前に、Salesforceの正しいページにアクセスできるようにするため、ユーザ権限およ
び機能に関連付けられたライセンスが適切であることを確認してください。では始めましょう。
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重要: ウォークスルーでは自分の Salesforce アカウントを使用するため、順を追って操作しながら組織内の
データを実際に変更していくことになります。このような変更を加えることが心配な場合は、Sandbox ア
カウントまたは別のテスト環境でまずウォークスルーを使用してください。
機能

ウォークスルー

必要なもの

ファイル検索活動に関するレポー
ト

段階的な手順: ファイル検索活動 「レポート実行」および「すべて
のレポート
のデータの参照」または「コンテ
ンツ管理者」 ライブラリに対して
「ライブラリの管理」権限を持っ
ているユーザは、「すべてのデー
タの参照」または「コンテンツ管
理者」権限がなくてもレポートを
実行できます。

動画
ユーザがSalesforceの新機能や改善された機能について知ることができる説明用の動画を作成、更新しました。
• 新しい動画
「Getting Started with Work.com」(Work.com の使用開始) では、Work.com のパフォーマンス管理機
能を紹介しています。Work.com を使用すると、同僚の表彰、目標を使用した社内の連携、定義可能な総計
値に関連付けられたコーチングリレーションの作成、フィードバックの提供と要請、パフォーマンスサマ
リーのロールアウトを行うことができます。
• 新しい動画
「Live Agent Configuration」(Live Agent の設定) では、Salesforce コンソールで Live Agent を設定およ
びテストする方法について説明しています。エージェントがチャットできるようにしましょう。
• 新しい動画 「Learn More About the Security Health Check」(セキュリティヘルスチェックの詳細) では、Salesforce
システム管理者向けツールであるセキュリティヘルスチェックを紹介しています。Salesforce 組織全体のセ
キュリティリスクを評価し、対処する方法について学ぶことができます。
• 新しい動画 「Introduction to Salesforce Authenticator」(Salesforce Authenticator の概要) では、2 要素認証用のモバ
イルアプリケーション、Salesforce Authenticator を紹介しています。Salesforce アカウントのセキュリティを維
持することが、どれほど簡単かを知ることができます。
• 新しい動画
「Get Ready to Migrate to Lightning Experience」(Lightning Experience への移行の準備) では、移行ア
シスタントを使用して新しいユーザエクスペリエンスに移行する方法を説明しています。
• 新しい動画 「Getting Started with Salesforce for Outlook」(Salesforce for Outlook の使用開始) は、定番の動画であっ
た「Getting Ready to Integrate Microsoft® Outlook® and Salesforce」(Microsoft Outlook と Salesforce の統合準備) を置き換
えるものです。でもご安心ください。最新バージョンでも、営業担当が自分で Salesforce for Outlook をダウン
ロードしてインストールする方法について説明しています。さらに見た目が新しくなり、ボーナス映像も
追加されています。

Trailhead モジュール
Salesforce や新機能の使用を開始するための便利な方法として、 Salesforce をガイド付きで楽しく習得できるイン
タラクティブツールである Trailhead があります。システム管理者または開発者向けのガイド付き学習パスに
従ったり、自己の進度に合わせて学習できるモジュールを選択したりできます。
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https://developer.salesforce.com/trailhead で Trailhead を確認し、適切なトレイルを見つけてください。

信頼とコンプライアンスに関するドキュメント
Salesforce の信頼とコンプライアンスに関するドキュメントに季節的な更新が行われました。

通知およびライセンス
通知およびライセンスドキュメントに次の変更が加えられました。
Salesforce
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
オープンソーステーブルが更新されました。
「Exchange Sync」セクションが追加されました。
Analytics Cloud
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
オープンソーステーブルが更新されました。
ExactTarget
「サードパーティの通知」セクションが現在の製品提供に応じて更新されました。
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
Marketing Cloud
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
予測インテリジェンス
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
Desk.com
「サードパーティのアプリケーション」セクションが現在のサードパーティアプリケーションのインテグ
レーションセットに応じて更新されました。
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
Heroku
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
Data.com
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
SalesforceIQ
「サードパーティの通知」セクションが現在の製品提供に応じて更新されました。
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
Pardot
変更はありません。
Work.com
「顧客データ」セクションの「顧客データ」という用語の使用が明確化されました。
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セキュリティ、プライバシー、およびアーキテクチャ
セキュリティ、プライバシー、およびアーキテクチャドキュメントに次の変更が加えられました。
Salesforce
Salesforce インフラストラクチャ: EU インスタンスと Sandbox CS82 および CS83 のプライマリデータセンターと
セカンダリデータセンターの地理的な場所に関する情報が更新されました。
監査および認証: Salesforce の拘束力のある企業規則とその範囲に関する情報が追加されました。
監査および認証: コンプライアンスの PCI 認証の Salesforce の範囲に関する情報が追加されました。
Analytics Cloud
監査および認証: Analytics Cloud サービスの情報セキュリティ管理システムが ISO 27001 認証の範囲内であるこ
とを表す情報が更新されました。
監査および認証: Analytics Cloud サービスに適用される情報セキュリティ制御環境が、現在、SOC 2 報告書の形
式による第三者評価を受けていることを表す情報が更新されました。
ExactTarget
セキュリティコントロール: ExactTarget サービスが 2 要素認証にマシン固有のフィンガープリントを使用する
ことを明確化する文言が追加されました。追加機能としてシングルサインオンへの参照が追加されました。
セキュリティの手順、ポリシー、およびロギング: ウォッチドッグ動作分析プログラムに ExactTarget サービ
スの異常動作のロギングが含まれることが明確化されました。
予測インテリジェンス
セキュリティコントロール: シングルサインオンおよび ID 検証を伴う機能への参照が追加されました。
セキュリティログ: セキュリティレビューおよび分析を可能にするログの使用を説明するセクションが追加
されました。
物理的なセキュリティ: AWS でホストされるデータの物理的なセキュリティに関する追加情報についての
Amazon Web サービスサイトへの参照が追加されました。
顧客データの返還: 一定の未加工データはローリング方式で削除されること、および終了後に取得可能な顧
客データは概して予測インテリジェンスサービスで生成されたレポートで構成されることを明確化するよ
う更新されました。
顧客データの削除: 要望に応じて終了後に顧客データが削除されること、および当該データが終了後 30 日
以内に顧客によって取得されない場合は Salesforce が削除する権利を留保することを言明するよう更新され
ました。
追跡および分析: このセクションで説明する匿名のデータセットに顧客を特定可能なデータまたは個人が含
まれないことが明確化されました。
Radian6
サードパーティアーキテクチャ: コンテンツ配信ネットワークの使用を開示するセクションが追加されまし
た。
セキュリティログ: セキュリティレビューおよび分析を可能にするログの使用を説明するセクションが追加
されました。
Buddy Media
サードパーティアーキテクチャ: コンテンツ配信ネットワークの使用を開示するセクションが更新されまし
た。
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セキュリティログ: セキュリティレビューおよび分析を可能にするログの使用を説明するセクションが追加
されました。
物理的なセキュリティ: AWS でホストされるデータの物理的なセキュリティに関する追加情報についての
Amazon Web サービスサイトへの参照が追加されました。
追跡および分析: このセクションで説明する匿名のデータセットに顧客を特定可能なデータまたは個人が含
まれないことが明確化されました。
Social.com
セキュリティログ: セキュリティレビューおよび分析を可能にするログの使用を説明するセクションが追加
されました。
追跡および分析: このセクションで説明する匿名のデータセットに顧客を特定可能なデータまたは個人が含
まれないことが明確化されました。
Data.com
監査および認証: Data.com サービスに適用される情報セキュリティ制御環境が現在、SOC 3 報告書の形式によ
る第三者評価を受けていることを表す情報が更新されました。
監査および認証: Salesforce の最新の SOC 1 および SOC 2 報告書が要望に応じて入手可能であることが追加され
ました。
Desk.com
物理的なセキュリティ: AWS でホストされるデータの物理的なセキュリティに関する追加情報についての
Amazon Web サービスサイトへの参照が追加されました。
Heroku
サードパーティアーキテクチャ: (正式リリース時に)「非公開スペース」として販売される Heroku 製品が米
国およびアイルランド以外でホストされる可能性を明確化するために、「with the exception of Heroku private
spaces offerings (Heroku の非公開スペース提供サービスを除き)」という文言が追加されました。
物理的なセキュリティ: AWS でホストされるデータの物理的なセキュリティに関する追加情報についての
Amazon Web サービスサイトへの参照が追加されました。
SalesforceIQ
物理的なセキュリティ: AWS でホストされるデータの物理的なセキュリティに関する追加情報についての
Amazon Web サービスサイトへの参照が追加されました。

『セキュリティ実装ガイド』の更新
セキュリティ実装ドキュメントが拡張され、トランザクションセキュリティの説明が追記されました。

『セキュリティ実装ガイド』にトランザクションセキュリティ機能が追記されました。この新しいセクション
には、Salesforce オンラインヘルプと『Apex 開発者ガイド』の両方の情報が取り入れられています。これからは
1 か所で、トランザクションセキュリティの設定を確認して、カスタムのトランザクションセキュリティポリ
シーを作成し、Apex を使用してポリシーを変更することができます。
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その他の Salesforce 製品
Desk.com
Desk.com は、小規模ビジネスや成長中のチーム向けの、オールインワンカスタマーサポートアプリケーション
です。
新機能についての詳細は、Desk.com 製品更新のブログを参照してください。

Heroku
Heroku は、Web アプリケーションを作成およびリリースするための、クラウドベースのアプリケーションプ
ラットフォームです。
新機能についての詳細は、「Heroku Changelog」を参照してください。
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