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Salesforce Spring '17 リリースノート
Spring '17 では、特に要望の多かった点を中心に多数の Lightning Experience の操作性の向上が行われているため、
ユーザの満足度がさらに向上します。Salesforce Einstein により、プラットフォームに直接人工知能が組み込まれ
ています。Sales Cloud で実際に試してみてください。サービスコンソール、ナレッジ、およびレポートとダッ
シュボードでは、Lightning のいくつかの機能を活用できます。コミュニティワークスペースでは、コミュニ
ティ管理タスクがさらに簡単になり、カスタマイズを調整して新しいアプリケーションをこれまでよりも短期
間でロールアウトできます。また、システム管理者とユーザが Salesforce 環境を最大限に活用できるように、
Trailhead に多数の新しいコンテンツが追加されました。
このセクションの内容:
リリースノートの使用方法
Salesforce のリリースノートでは、機能強化や新機能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 '17 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。この変更に対して準
備ができるように、リリース前にユーザに通知することを検討してください。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。
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。
Salesforce 全体: お気に入り、コンソールアプリケーション、および追加アクション
Spring '17 を使用すれば、Lightning Experience をさらに気に入ってもらえるでしょう。お気に入りを使用して
ナビゲーション操作をカスタマイズし、コンソールアプリケーションで複数のレコードを 1 画面に表示し、
Lightning Experience のあらゆる場所からより多くのグローバルアクションにアクセスできます。
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
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。このリリースでの新機能
と考慮事項を確認してください。
Salesforce Einstein: あらゆるユーザに対応する人工知能 (AI) を搭載した、世界で最もスマートな CRM
Salesforce Einstein は、Salesforce プラットフォームに組み込まれている AI です。高度な AI 機能を営業、サービ
ス、マーケティング、コミュニティに提供します。誰でもクリックやコードを使用して、やりとりするた
びに賢くなっていく AI を装備したアプリケーションを構築できます。これにより、あらゆる役割および業
種のユーザが AI を使用して最大限のパフォーマンスを発揮できます。
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営業: 人工知能、セールスパスの拡張、よりスマートなメール
販売につながる可能性が高いリードや商談に営業チームが専念できるようにする、影響力の高い Lightning
Experience 機能が導入されました。これらの機能は、営業担当が顧客との強力な関係を築くのに役立ち、
メールやカレンダーを Microsoft と、そして今回のリリースでは Gmail と統合できます。生産性を向上させる
ために、営業担当は電話に優先順位を付け、より多くの方法で Kanban を使用してレコードを管理できま
す。
Data.com: 新しい名前と新機能
Data.com Clean のルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようになり、さらに強力で多様なカ
スタマイズが可能なルールになっています。米国以外の年間売上データと選択リストに基づく位置データ
がルールで更新されるようになりました。データサービスが新しいデータを受信すると、各自のデータも
更新されます。データサービスによる更新を改善するには、データの照合と更新の対応付けをカスタマイ
ズします。
サービス: Lightning でのコンソールとナレッジの機能強化、iOS でのフィールドサービスの使用
Lightning Experienceでサービスコンソールを使用できるようになりました。UI が合理化され、Lightning アプリ
ケーションビルダーでドラッグアンドドロップを使用して簡単にカスタマイズできます。また、Lightning
のナレッジが強化されました。[ナレッジ] タブが統合され、カスタム記事タイプが標準レコードタイプに
置き換えられました。技術者は、iOS アプリケーションでフィールドサービスを使用できるようになりまし
た。さらに、デスクトップ CTI が廃止され、Lightning コンソールアプリケーションで Open CTI を使用できる
ようになります。
Analytics: Lightning の機能強化、ワンストップデータマネージャ、個人の Wave ホーム、新規グラフなど
レポートとダッシュボード、および Wave Analytics のインサイトで意思決定を促進します。Lightning Experience
のレポートとダッシュボードでは、レポートの登録、ダッシュボードの共有とフォロー、グラフの機能強
化が行われています。データマネージャでのワンストップショッピング、新しくカスタマイズされた Wave
ホームページ、カスタムアプリケーションナビゲーション、新しいグラフの種類などで Wave をカスタマイ
ズできます。
コミュニティ: コミュニティワークスペース、条件に基づく利用者、モバイルアクションなど
Spring '17 がもたらすさわやかな春風が、コミュニティに大きな変化をもたらします。ツールが一新されコ
ンポーネントが新しくなりました。コミュニティワークスペースでは、コミュニティの作成、モデレーショ
ン、管理のために使用するすべてのツールが一元管理され、コミュニティビルダーでの作業スペースが広
くなりました。条件に基づく利用者によって、ページのバリエーションに場所やレコードタイプの条件を
割り当てて、対象利用者を見つけることができます。さらに、モバイルアクションによって、モバイルデ
バイスから直接、簡単に Salesforce レコードを作成、編集、更新できます。
Chatter: 「会社の特長」フィード、カスタムフィードの作成、グループのカスタマイズ
ユーザが望む機能 (カスタマイズ) をさらに提供するよう Lightning Experience の Chatter ホームページを再設計
しました。また、「会社の特長」フィードを導入したほか、ストリームを使用して独自のフィードを作成
する機能、最近更新されたグループのリスト、投稿を共有する方法を導入しました。ユーザは使用事例に
応じてカスタムグループを作成したり、コミュニティや Lightning Experience のグループフィードで質問を絞
り込んだりすることもできます。
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項目: ライブラリのフォルダ (ベータ)、レコードへの Salesforce ファイルの添付、関連リストからのファイル
名の変更
ファイルの操作性が向上し、より円滑にさらに多くの機能を使用できるようになりました。ライブラリファ
イルをフォルダに整理 (ベータ) して、ライブラリを一新します。Apex を使用して、セキュリティと追跡の
ためにファイルのダウンロードをカスタマイズします。[ファイル] 関連リストから直接ファイルを添付し
たり、ファイル名を変更したりすることで、Lightning Experience で業務をより速く、より適切に実行できま
す。
モバイル: 外出先で実行できる操作の増加
Salesforce モバイルアプリケーションでは、場所を問わず、ユーザが多忙なときでも生産性を維持できます。
Salesforce1 では ToDo の改善、拡張グラフ、その他多くのセールス機能が提供されるため、営業担当は携帯電
話からさらに多くの業務を実行できます。Salesforce Authenticator のデザインが更新され、通知を一目で簡単
に読めるようになりました。また、新しいオールインワンのツール、Field Service Lightning iOS モバイルアプ
リケーションの導入により、フィールドサービス技術者は必要なものをすべて簡単に使用できます。
Financial Services Cloud: クライアントと世帯のリレーションの対応付け、アラート、クライアントサービスの
機能強化
アドバイザーは、新しいリレーショングループを使用してクライアントと世帯の作成、管理、視覚化を行
うことができるようになりました。あらたなクライアントサービスの機能強化が行われています。たとえ
ば、クライアントのプロファイルページや金融口座のアラートにより、アドバイザーはクライアントの金
融口座への最新の変更を確認できます。
Health Cloud: Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave、リードから患者への変換など
Wave ダッシュボードを使用して、ケアの連携を最適化し、リスクが高い患者を積極的に管理します。ま
た、Salesforce のリードを Health Cloud の患者レコードに非常に簡単に変換できます。さらに、Health Cloud デー
タモデルへの追加が行われ、Health Cloud Console のパフォーマンスが改善されました。
カスタマイズ: レコードページの割り当てやフロー画面の制御の強化、外部サービスへの接続
クリックで従来よりも多くのことができるようになりました。Lightning レコードページをユーザに割り当
てる方法をより詳細に制御したり、フロー画面を制御したりできます (フロー画面をLightning Experienceのよ
うに表示することも可能)。短いコードを使用する必要はありますが、クリックで組織を外部サービスに簡
単に接続できます。
セキュリティと ID: 容易になった状態チェック、Chatter 暗号化、接続アプリケーションの OAuth
セキュリティヘルスチェックは、ユーザと顧客のセキュリティの設定作業を合理化するためのカスタムベー
スラインを提供します。Chatter の投稿と添付ファイルを暗号化したり、OAuth 2.0 を使用して IoT (モノのイン
ターネット) デバイスを保護したりできます。
リリース: 自動的に選択されるようになったリリース権限の連動関係
「変更セットのリリース」権限が選択されている場合、「すべてのデータの編集」権限が自動的に選択さ
れるようになりました。
開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成
Lightning コンポーネント、Visualforce、または Apex を使用する、あるいはお気に入りのプログラミング言語
と共に Salesforce の API を使用する場合のいずれでも、Force.com の次の機能強化は別の組織に再販するための
優れたアプリケーション、インテグレーション、およびパッケージの開発に役立ちます。
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リリースノートの使用方法

マーケティング: かつてない方法で顧客をエンゲージするツール
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、ビジネスでの各インタラクションの影響を評価します。
重要な更新: LockerService の変更、Visualforce ページの CSRF 保護、Shield Platform Encryption から分離されたマス
ク
このリリースには、2 つの新しい重要な更新があります。1 つ目は、Visualforce ページで GET 要求の CSRF 保護
を実装する方法の変更です。2 つ目は、Shield Platform Encryption からの「暗号化されたデータの参照」権限の
分離です。また、Summer '16 からの LockerService、承認、およびフローの重要な更新は延期されました。
ヘルプ & トレーニング
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
Salesforce のリリースノートでは、機能強化や新機能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。
• HTML 版では、使用される言語はブラウザの設定によって決まります。言語を変更するには、下部にスク
ロールして [言語を変更] をクリックし、言語を選択します。
• 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は Salesforce の「既知の問題」サイトを参照してください。
メモ: 新しい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、ウォークス
ルー、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ません。場合によっては、以前の
リリースのドキュメントにリダイレクトされることがあります。
一部のドキュメントには、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:
検索条件を使用した最も関心のあるニュースへの焦点の絞り込み
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。
Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic の機能の把握
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 Experience 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。
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検索条件を使用した最も関心のあるニュースへの焦点の
絞り込み

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
リリースノートへの変更が新しい順に記載されています。
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。

検索条件を使用した最も関心のあるニュースへの焦点の絞り込み
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。
環境
Lightning Experience、モバイル、および Salesforce Classic で使用できる機能を参照してください。
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
有効化または設定しないとユーザが利点を得られない機能もあります。システム管理者は、リリースノー
トを絞り込むことでそれらの機能だけを表示したり、非表示にしたりできます。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
組織で使用する商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。
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Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic
の機能の把握

絞り込まれたリリースノートのリストを他のユーザと共有できます。検索条件を選択して URL をコピーし、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 Experience 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 で使用可能であるため、「この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。」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、「この変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。」と記載されています。
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。
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IdeaExchange

お客様のご要望

実現したアイデア

Salesforce 全体
取引先名による取引先責任者の検索

取引先名を使用した取引先責任者の検索

Lightning によるルックアップ検索条件の 連動ルックアップ検索条件での結果の関
サポート
連性向上
Lightning Experience
Lightning のグローバルアクションメ
ニューでのカスタマイズ

[グローバルアクション] メニューからの
より多くのアクションの実行

営業
Lightning Experience - 注文および注文商品 注文: Lightning Experience での商品とサービ
を含める
スの提供に関する合意
個人取引先の重複管理の有効化

重複する個人取引先のマージ

動的レコードマージ

Lightning Experience での重複する会社と取
引先責任者の検出とマージ

取引先のマージのステップ 1 での列のカ Lightning Experience での重複する会社と取
スタマイズ
引先責任者の検出とマージ
ステップ 1 での [取引先責任者のマージ] Lightning Experience での重複する会社と取
列のカスタマイズ
引先責任者の検出とマージ
取引先のマージでの親子階層の維持

Lightning Experience での重複する会社と取
引先責任者の検出とマージ

複数取引先の取引先責任者をマージ

Lightning Experience での重複する会社と取
引先責任者の検出とマージ

取引先のマージウィザードの後に、マー Lightning Experience での重複する会社と取
ジされた最終的な取引先へリダイレクト 引先責任者の検出とマージ
複数のレコードタイプのデータを使用し Lightning Experience での重複する会社と取
た取引先のマージ
引先責任者の検出とマージ
[私の取引先のマージ] と [私の取引先責 Lightning Experience での重複する会社と取
任者のマージ] のページレイアウトオプ 引先責任者の検出とマージ
ション
取引先と取引先責任者のマージでの 50
件より多いリストの表示

Lightning Experience での重複する会社と取
引先責任者の検出とマージ

Data.com
Data.com Clean - 米国ドル以外の収益勘定 米国ドル以外の通貨を使用するレコード
項目を更新する機能
の年間売上の更新
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IdeaExchange

お客様のご要望

実現したアイデア

サービス
Live Agent のオムニチャネルルーティング チャットのオムニチャネルルーティング
の正式リリース
アーカイブ済み記事の検索機能

アーカイブ済み記事の検索

ナレッジ記事 - 記事タイプを変更する機 ナレッジレコードタイプ: レコードタイプ
能
の有効活用
ナレッジ - 記事タイプレベルでの記事の ナレッジレコードタイプ: レコードタイプ
書式設定のカスタマイズ
の有効活用
著者による記事の検索または絞り込み

ナレッジ検索: 事前絞り込みや他の機能強
化にあらゆる場所からアクセス可能

記事の管理ビュー

統合されたナレッジホームページとリス
トビューによる画面の合理化

ナレッジ記事の評価

ナレッジ記事の高評価

知識ベース検索での検索合計数の表示

検索で検出される結果数の確認

知識ベース記事への複数ファイルの添付 ナレッジ記事にファイルをすばやく追加
機能
ナレッジのワークフロールールとメール ナレッジ: Lightning Knowledge の導入 (ベー
アラート
タ)
Salesforce ナレッジ: 記事添付ファイル名
の長さの増加

ナレッジ記事にファイルをすばやく追加

Salesforce ナレッジ: 複数添付ファイルを
許可

ナレッジ記事にファイルをすばやく追加

Knowledge One タブの名前変更機能

統合されたナレッジホームページとリス
トビューによる画面の合理化

ナレッジ - 表示するオプション列として ナレッジレコードタイプ: レコードタイプ
チャネルを追加
の有効活用
Knowledge One での記事数の表示

検索で検出される結果数の確認

ユーザが記事に複数回投票することを許 ナレッジ記事の高評価
可
ナレッジ: チャネルによる検索

統合されたナレッジホームページとリス
トビューによる画面の合理化

自分が公開した記事を表示するビューを 統合されたナレッジホームページとリス
[記事の管理] ページに追加
トビューによる画面の合理化
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その他のリソース

IdeaExchange

実現したアイデア

記事を表示しているときの編集ボタン

統合されたナレッジホームページとリス
トビューによる画面の合理化

異なる記事タイプでの項目の再利用機能 ナレッジレコードタイプ: レコードタイプ
の有効活用
個々のユーザのナレッジドラフトキュー 統合されたナレッジホームページとリス
を表示しやすく
トビューによる画面の合理化
ナレッジ記事のページレイアウトの設定 ナレッジレコードタイプ: レコードタイプ
の有効活用
ナレッジ記事項目の展開/折りたたみ機
能

標準レコードホーム: 5 つの新しいコン
ポーネントで記事をより有効に活用

モバイル
取引先名による取引先責任者の検索

Salesforce1 での取引先名を使用した取引先
責任者の検索

Lightning によるルックアップ検索条件の 連動ルックアップ検索条件での結果の関
サポート
連性向上
キャンペーンおよびキャンペーンメン
バーの Lightning への追加を優先

Salesforce1 でのキャンペーンメンバー状況
の管理 (部分的に実現)

Salesforce1 でユーザが注文および注文商
品を作成する機能

Salesforce1 の注文の機能強化

個人取引先の重複管理の有効化

Salesforce1 での重複する個人取引先の管理

カスタマイズ
Lightning Experience ホームページでの [未
承認申請]

未承認の申請の Lightning Experience からの
確認

Visual Workflow の画面レイアウト/フロー
の外観の改善

Lightning スキンを使用したフローの実行
(正式リリース)

開発
チェーニングされたキュー可能 Apex ジョ チェーニングされたキュー可能ジョブか
ブからのコールアウトの実行
らの Web サービスコールアウトの実行

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。
• リリース動画。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。
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リリースノートの変更

• リリースの概要。ユーザ向けの社内トレーニングを作成したり、設定画面を確認したり、機能の使用方法
を学習したりします。
• Release Readiness & Feature Focus のイベントカレンダー。Expert Hours や他のイベントに登録します。
• Release Readiness の提供。新しい機能を登録し、活用します。
• Spring '17 リリース。新しい機能を確認します。

リリースノートの変更
リリースノートへの変更が新しい順に記載されています。
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。

2017 年 2 月 22 日
Pardot: マーケティングオートメーションの改善
Pardot ユーザが新しいレポートオプションや権限、更新されたデザイン、さらに多くのパーソナライズを利
用できるように変更されました。

2017 年 2 月 15 日
新しいバージョンの Wave for Sales および Wave for Service アプリケーションの正式リリース
新しい Wave ダッシュボードデザイナに基づいて全面的に再設計されたダッシュボードを使用する新しい
バージョンの Sales Wave および Service Wave アプリケーションが発表されました。
キャンペーンの項目の表示ラベルの変更
1 つのキャンペーンの情報を表示する項目とキャンペーン階層の情報を表示する項目を明確にする項目の表
示ラベルの変更に関する情報が追加されました。
カスタム地図の新しいメタデータ型
EclairGeoData が新しいメタデータ型に追加されました。
グループでの質問の絞り込みに関するお知らせの削除
グループでの質問の絞り込みに関するリリースノートが削除されました。質問の絞り込みは Spring '17 リリー
スのグループでは使用できません。
フローでの暗号化データへのアクセス (パイロット)
この変更を知らせるリリースノートが削除されました。このパイロットは使用できなくなりました。
プロセスビルダーでの暗号化データへのアクセス (パイロット)
この変更を知らせるリリースノートが削除されました。このパイロットは使用できなくなりました。
変更されたリソース: Search Suggested Records
where 句で複数のオブジェクトを指定できることの説明と例が追加されました。
JavaScript の instanceof の LockerService の制限が削除されました。
一部のフレームワークのリファクタリングにより、JavaScript コードの instanceof 演算子の使用に関する
制限が削除されました。
新規追加または変更された Lightning コンポーネント
lightning:input コンポーネントに files 属性が追加されました。
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Salesforce1 ナビゲーションメニューでの ToDo と行動の新しいデフォルトの場所
Salesforce1 ナビゲーションメニューでの ToDo と行動の表示方法が変更されました。これらの項目は、ナビ
ゲーションメニューに直接追加されない限り、メニューの [最近] セクションに自動的に表示されるように
なりました。
非推奨となった Apex Limits メソッドの削除 (重要な更新) の適用解除
非推奨となった Apex describe limits メソッドへのアクセスを削除した重要な更新は、予期できない問題が発
生したため、適用されなくなりました。「非推奨となった Limits メソッドの削除」の重要な更新がすでに適
用されている組織は、describe limit メソッドにもう一度アクセスできるようになります。
自動的に生成されなくなった Chatter ストリーム
Chatter ストリームの自動生成に関する情報が削除されました。独自のストリームを作成しないユーザの
Chatter ストリームが自動的に生成されなくなりました。

2017 年 2 月 8 日
上書きに影響する Visualforce URL パラメータの新しい順序
Salesforce URL のエンコード方法の変更に基づいて、Visualforce の上書きを作成する場合の考慮事項が追加され
ました。
Spring '17 でページレイアウトに [ファイル] 関連リストを追加する必要がある理由
変更が Lightning Experience にのみ適用されることが追加されました。
LockerService による影響
Lightning Out での LockerService の動作に関するドキュメントが修正されました。
非推奨となった Apex Limits メソッドの削除 (重要な更新)
非推奨となった Apex describe limits メソッドを削除する重要な更新に関する情報が追加されました。

2017 年 2 月 1 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。
Connect for Office: 間もなく終了するサポート (2017 年 2 月までにお客様の対応が必要)
Connect for Office ユーザは、機能を引き続き使用するには 2017 年 2 月 24 日から 3 月のサポート終了までの間
に最新バージョンにアップグレードする必要があります。
デフォルトでエラーのみが表示されるようになった Salesforce Lightning CLI
デフォルトの出力でエラーのみが表示されるようになり、より大きな問題に集中できるようになりました。
乱雑なインラインの Visualforce および計算済み項目のないレコードの作成
Lightning Experience でレコードを作成するときに表示される項目に関する情報が追加されました。
Network メタデータ型の新しい項目とサポートされるようになった項目値
Network メタデータ型の新しい項目と type 項目で新たにサポートされるようになった値に関する情報が追
加されました。
わかりやすいタブの URL を使用したより簡単なカスタムタブへの移動
カスタムタブの URL 構造がわかりやすくなり、はるかに簡単にアクセスできるようになりました。

11

Salesforce Spring '17 リリースノート

リリースノートの変更

Lightning Experience でのリードの迅速管理
リードのアクションレイアウトではなく詳細ページレイアウトでリードを作成または編集するときにのみ
[有効な割り当てルールによりケースを割り当てる] オプションが表示されることが注記されました。リー
ドカスタム項目の対応付けに含まれているカスタム項目を削除したり、そのデータ型を変更したりできな
いことが明記されました。リードカスタム項目の対応付けに含まれている項目を参照するパッケージをア
ンインストールできないことが明記されました。
Salesforce Classic の Salesforce コンソールの外部オブジェクトで使用できるようになった強調表示パネルとカス
タムコンソールコンポーネント
機能強化の説明が明記されました。これまで、強調表示パネルとカスタムコンソールコンポーネントは外
部オブジェクトの詳細ページレイアウトでサポートされていませんでした。
カスタムオブジェクトの [トリガをスキップ] 機能の変更
カスタムオブジェクトのデータインテグレーションルールで [トリガをスキップ] が選択されていても、こ
れらのトリガがスキップされないことが注記されました。
Salesforce Authenticator の新デザイン
新しいデザインが v2.8 以降に適用されることが明記されました。
iOS 10 向け Salesforce Authenticator の通知の確認がより簡単に
新しい通知が v2.8 以降に適用されることが明記されました。
ユーザとしてログインするシステム管理者に適用できる 2 要素認証
システム管理者は、「ユーザインターフェースログインの 2 要素認証」ユーザ権限のあるユーザとしてロ
グインするシステム管理者またはサポート担当者に 2FA 要件を満たすことを要求できるようになりました。
2 要素認証で要求されるようになった ID 検証
メールアドレスの変更では、ID 検証は必要ありません。
ページおよびグループでの利用者のターゲティングによるコミュニティの絞り込み
場所条件で市区郡が参照されなくなりました。場所条件には、都道府県、地域または下位区分、国が含ま
れます。
Gmail または Office 365 経由で送信されるメールに共有のメールフッター
Group Edition でこの機能を使用できないことを示すように情報が修正されました。
[メールを送信] アクションの考慮事項
新しい [メールを送信] アクションの使用に関する情報が追加されました。
[メールを送信] アクション: メールをビジネスプロセスに合わせて調整
どのように古い [メールを送信] アクションが自動的に新しい [メールを送信] アクションに置き換わるのか
に関する情報が追加されました。
任意の場所からのメールの送信
古い [メールを送信] アクションと新しい [メールを送信] アクションに関する情報が追加されました。
状況に応じた差し込み項目と個人取引先のサポート
個人取引先の差し込み項目と関連付けられたテンプレートに関する情報が追加されました。
ユーザ向けに細かくパーソナライズされ、システム管理者向けに迅速化されたカレンダー表示
ユーザ作成カレンダーの表示の変更が明記されました。
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状態チェックへのカスタムセキュリティベースラインのインポート (ベータ)
このリリースでは、状態チェックのカスタムベースラインはベータ機能です。完全なドキュメントとサポー
トを含む正式リリースは、以降のリリースで予定されています。以前のバージョンのリリースノートでは、
この機能がベータ版であることが記載されていませんでした。
ページの <Head> マークアップのセキュリティの向上
<Head> マークアップの rel 属性で使用できる値が追加されました。

2017 年 1 月 25 日
お気に入りを使用した上位 Salesforce ページへのショートカットの作成
お気に入りが Salesforce1 ではなく Lightning Experience でサポートされることが明確になるように、お気に入り
に関する情報が更新されました。
Lightning Experience でのリードの迅速管理
リードの取引開始の APEX バージョンを使用している組織の場合、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方の [設定] に新しい [リードカスタム項目の対応付け] ページが表示されます。リードの取引開始に対する
リードのカスタム項目の対応付けでサポートされる項目に関する詳細が追加されました。リードの詳細ペー
ジレイアウトでリードを作成または編集するときにのみ[有効な割り当てルールによりケースを割り当てる]
オプションが表示されることが注記されました。リードカスタム項目の対応付けに含まれているカスタム
項目を削除したり、そのデータ型を変更したりできないことが明記されました。リードカスタム項目の対
応付けに含まれている項目を参照するパッケージをアンインストールできないことが明記されました。
無制限カスタム選択リストの無効な値として使用できない ToDo と行動の件名項目
Task.Subject または Event.Subject 項目の無制限選択リスト値は無効化できません。選択リスト値は、無効化で
はなく削除されます。
変更されたオブジェクト
API バージョン 39.0 以降、すべてのキャンペーンでデフォルトの CampaignMemberStatus を定義すること
が必要になりました。各キャンペーンで少なくとも 1 つの CampaignMemberStatus の hasResponded の
値が true になっている必要があります。
セールス機能: Lightning Experience の考慮事項
商談商品を追加または編集するときに連動選択リスト項目を編集できません。
Spring '17 でページレイアウトに [ファイル] 関連リストを追加する必要がある理由
[メモ & 添付ファイル] 関連リストの変更の準備をする方法について説明するリリースノートが追加されまし
た。
前回の表示がデフォルトになる、Lightning Experience のリストビュー
このエントリは削除されました。この機能は Spring '17 リリースから削除されました。
独自の Kanban ビューの作成
Kanban ビューの [集計基準] 設定では通貨項目のみを選択できることが明記されるように更新されました。
[見積] 関連リストの項目の変更
商談、取引先責任者、および契約の [見積] 関連リストに表示される項目の変更に関する情報が追加されま
した。
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Lightning Experience の [設定] の独自のタブ
[設定] および [オブジェクトを編集] ページがどのように新しいタブで開くようになったのかについて説明す
るリリースノートが追加されました。

2017 年 1 月 18 日
更新されたドキュメント
API で返されるカテゴリを使用する数式関数の参照が更新されました。
[最後に使用] 患者リストの表示
コンソール内の任意の場所から患者リストページに戻ると、コンソールに最後に作業していたリストが表
示されるようになりました。
コミュニティ検索結果に含まれるようになったすべての質問の投稿
トピックでタグ付けされていなくても検索にコミュニティのすべての質問の結果が含まれるようになりま
した。
取引先名を使用した取引先責任者の検索
取引先責任者-to-複数取引先を使用している場合、この機能で取引先責任者の直接的および間接的な取引先
リレーションが検索されることを反映するように更新されました。ただし、この機能は取引先責任者-to-複
数取引先がなくても使用できます。
Apex を使用した Lightning ページコンポーネントの動的選択リストの作成
Lightning コンポーネントで、作成した Apex クラスの値に基づいて項目を選択リストとして公開できるよう
になりました。
新規追加または変更された Lightning コンポーネント
lightning:input、lightning:select、および lightning:textarea コンポーネントの新しいメソッ
ドが追加されました。
Salesforce Lightning Inspector を使用した各ページでの Lightning コンポーネントのデバッグ
アプリケーションの各 Lightning ページからコンポーネント情報を取得したり、アクションを開始したコン
ポーネントを表示したり、Lightning Out で実行されているコンポーネントをデバッグしたりします。
ナレッジ: Lightning Knowledge の導入 (ベータ)
このリリースでは、Lightning Knowledge はベータ機能として使用できます。
Data.com: 新しい名前と新機能
Data.com の名前と機能の変更が発表されました。
クリーンアップルールの名前変更
クリーンアップルールの名前がデータインテグレーションルールに変更された理由の説明が追加されまし
た。
米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新
データインテグレーションルールに基づくマルチ通貨の更新の改善に関する説明が追加されました。
州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
データインテグレーションルールに基づく州選択リストと国選択リストの更新の改善に関する説明が追加
されました。
データ更新を使用した最新データの維持
データインテグレーションルールの新しいデータ更新機能に関する説明が追加されました。
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リリースノートの変更

データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ
データインテグレーションルールのカスタマイズ可能な項目の対応付けの説明が明記されました。
組織でのデータインテグレーションルールの試行
データインテグレーションルールの設定方法の説明が追加されました。

2017 年 1 月 11 日
プレビューで使用可能: Wave for Sales および Wave for Service の新しいバージョン (ベータ)
Wave ダッシュボードデザイナで作成されたまったく新しいダッシュボードを使用するベータバージョンの
Sales Wave および Service Wave 事前作成済みアプリケーションが発表されました。
パフォーマンスの警告の修正によるコンポーネントの高速化
コードのいくつかの一般的なパフォーマンスアンチパターンにより、警告メッセージをブラウザコンソー
ルに記録することが Lightning コンポーネントフレームワークに要求されていますが、警告メッセージを修
正することでコンポーネントが高速化されます。
バナーでの LockerService に関する通知
バナーによってシステム管理者や開発者に LockerService の重要な更新に関する情報が提供されますが、限ら
れた利用者にのみこのバナーが表示されるようになりました。
検索: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience の新たに検索可能なオブジェクトのリストに注文が追加されました。また、Lightning
Experience の検索できないオブジェクトのリストから注文が削除されました。
Lightning コンソールアプリケーションの概要 (ベータ)
このリリースでは、Lightning コンソールアプリケーションはベータ機能として使用できます。

2017 年 1 月 4 日
Lightning Experience でのレポートへの登録
Lightning Experience でのレポートの登録は Spring '17 リリースの 7 日以内に使用できることが注記されました。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションと Lightning Experience コンソールアプリケーションの違いを理解
する
Lightning コンソールアプリケーションでは個人取引先がサポートされていないことが明記されました。
Lightning Knowledge に関する考慮事項
「Lightning Knowledge の制限事項」が新しいセクションに移動しました。
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。
すべての Salesforce 組織でのシームレスな作業 — 書き込みがサポートされた組織間コネクタ
親外部オブジェクトが Salesforce Connect の組織間アダプタに関連付けられている外部参照関係項目でルック
アップ検索を使用できることが追加されました。
サポートされるブラウザ
Microsoft Edge で Salesforce Wave Analytics がサポートされることが追加されました。
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フィードバックについて

金融口座に関するタイムリーなアラートの表示
アラートを使用するとクライアントの金融口座に関する最新情報をアドバイザーが常に把握できることが
明記されました。
金融口座からのケースの作成
金融口座からケースを作成すると、アドバイザーが金融口座のページまたはクライアントのプロファイル
ページからケースを参照できることが明記されました。
サーバ側でのイベントのアクセス権チェック
サーバ側のアクセス権チェックが追加されたため、イベントのアクセス権チェック失敗を簡単に検索でき
ます。
新規 Apex クラス
新しい VisualEditor 名前空間とそのクラスのエントリが追加されました。
SOAP API: 変更されたコール
merge() コールで取引先階層、「上司」リレーション、ポータルユーザ、個人取引先がサポートされるよ
うになったことが追加されました。

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 '17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。こ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することを検討してください。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。

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。

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 でサポートされ
るブラウザ
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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 でサポートされる
ブラウザ

Salesforce 全体
Spring '17 を使用すれば、Lightning Experience をさらに気に入ってもらえるでしょう。お気に入りを使用してナビ
ゲーション操作をカスタマイズし、コンソールアプリケーションで複数のレコードを 1 画面に表示し、Lightning
Experience のあらゆる場所からより多くのグローバルアクションにアクセスできます。

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 への確実な準備
(リリース遅延)
お気に入りを使用した上位
Salesforce ページへのショートカッ
トの作成
コンソールアプリケーション:
Lightning Experience で使用可能に
(ベータ)
ユーティリティバーによる Lightning
アプリケーションの拡張
[グローバルアクション] メニューか
らのより多くのアクションの実行
Professional Edition での個人取引先
の使用
LockerService の重要な更新が有効な
場合はリッチテキストエディタが
無効
乱雑なインラインの Visualforce およ
び計算済み項目のないレコードの
作成
検索
オブジェクトを選択してあらゆる
場所から検索
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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 に連
絡して有効化

連動ルックアップ検索条件での結
果の関連性向上
取引先名を使用した取引先責任者
の検索
ナレッジ: 記事検索の機能向上 (ベー
タ)
さらに多くのオブジェクトが検索
結果の対象に

Lightning Experience
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。このリリースでの新機能と考慮事
項を確認してください。

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

このリリースの Lightning Experience の機能
全般的な機能強化
検索
Salesforce Einstein
コアセールス
営業の生産性
Google インテグレーション (ベータ)
Microsoft® インテグレーション
Data.com
サービス
レポートとダッシュボード
Chatter
ファイル
Lightning アプリケーションビルダー
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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

Salesforce Connect
外部サービス (ベータ)
承認
Visual Workflow
プロセスビルダー
設定
セキュリティと ID
開発
Spring '17 の Lightning Experience で
使用できない機能とその新機能

セールス
販売につながる可能性が高いリードや商談に営業チームが専念できるようにする、影響力の高い Lightning
Experience 機能が導入されました。これらの機能は、営業担当が顧客との強力な関係を築くのに役立ち、メー
ルやカレンダーを Microsoft と、そして今回のリリースでは Gmail と統合できます。生産性を向上させるために、
営業担当は電話に優先順位を付け、より多くの方法で Kanban を使用してレコードを管理できます。

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 リソース
中核的なセールス機能
取引先
Lightning Experience での取引先階層の
使用による取引先リレーションの
視覚化
個人取引先をさらに活用
取引先責任者
取引先責任者-to-複数取引先の機能
強化
Summer '17 での登録情報照会の廃止
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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

リード
Lightning Experience でリードを迅速に
管理
マーケティング担当および営業担
当は取引開始済みリードを確認可
能
Web-to-リード
キャンペーン
Lightning Experience でのキャンペーン
階層結果の表示
Lightning Experience でのキャンペーン
メンバー状況の管理
Lightning Experience での一括アクショ
ンを使用したキャンペーンメンバー
のより迅速な管理
キャンペーンの項目の表示ラベル
の変更
コラボレーション売上予測
商談
注文
見積
見積をさらに活用
Lightning Experience での見積 PDF の進
化
パス
見積とカスタムオブジェクトのパ
ス
パスでのページレイアウトの必須
項目に関する注意喚起
重複管理
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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

Lightning Experience での重複する企業
や取引先責任者の検出とマージ
重複する個人取引先のマージ
生産性機能
セールスコンソール
Lightning Voice
不在着信のボイスメール
通話品質を一目で確認
活動リストによる通話の整理 (ベー
タ)
活動コンポーザによる活動の自動
記録
Lightning Voice のレポート作成
メール
[メールを送信] アクション: メール
をビジネスプロセスに合わせて調
整
組織の共有メールアドレスを使用
したメール送信
[送信者] 項目での複数のメールアド
レスからの選択
[関連先] 参照項目を使用したより多
くのレコードの関連付けの作成
状況に応じたメールテンプレート
による時間の節約
状況に応じた差し込み項目と個人
取引先のサポート
Gmail または Office 365 経由で送信さ
れるメールに共有のメールフッター
ファイルのメール送信方法で添付
またはリンクを選択可能
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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

ToDo
フォローアップ ToDo の作成
Lightning Experience での定期的な ToDo
の反復使用
ToDo の [保存 & 新規] による時間の
節約
ToDo と行動の検索
定期的な ToDo の開始と終了の項目
の表示ラベルの変更
関連リスト
関連リスト内の複数のレコードに
対するカスタム一括アクションの
実行
リストビュー
リストビューでのインライン編集
による時間の節約 (正式リリース)
Kanban
Kanban ビューをいたるところに表示
独自の Kanban ビューの作成
Kanban ビューでレコードタイプ別に
レコードを表示
Sales Cloud Einstein
Einstein の自動活動キャプチャによ
る Salesforce へのメールおよび行動
の自動追加
リードの予測スコアリングとリー
ドインサイトによるリードへの優
先度付け
商談インサイトによる商談のイン
テリジェントな予測とタイムリー
なアラームの表示
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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

取引先とのリレーションに関する
インサイトをスマートに管理
受信箱
Inbox の自動活動キャプチャによ
り、メールと行動を Salesforce に自
動的に追加
Inbox クライアントによるメールの
生産性の向上
Google インテグレーション
Lightning for Gmail (ベータ)
Gmail から直接完了できる作業の増
加
Lightning for Gmail での Einstein の活用
によるインサイトの取得
拡張メールによる生産性向上
Lightning for Gmail のカスタマイズ
Lightning Sync for Google
営業担当の取引先責任者を Gmail™
に取得
Google カレンダー™ から予約した
ミーティングに誰が出席するかを
Salesforce から直接表示
Microsoft® インテグレーション
Lightning for Outlook
Lightning for Outlook から直接完了で
きる作業の増加
Lightning for Outlook での Einstein の活
用によるインサイトの獲得
メールアプリケーションペインで
コンテンツをさらにカスタマイズ
Service Cloud と Force.com のお客様へ
Lightning Sync for Microsoft® Exchange®
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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

Microsoft Exchange® カレンダーから予
約したミーティングに誰が出席す
るかを Salesforce から直接表示
Salesforce for Outlook
必須の重要なアップグレード
一部の Microsoft® アプリケーション
のサポート終了
Connect for Office
Pardot
Engagement Studio: 新しいレポートオプションと権限
Engagement Program からのバウンス、
オプトアウト、メール送信状況に
関するレポート
新しい権限オプションを使用した
Engagement Studio へのアクセスの管
理
更新された Engage アラートで最新
のアクティビティを最初に確認
Pardot Classic は Spring '17 で廃止
件名のパーソナライズによる開封
率の向上: 変数タグと高度なダイナ
ミックコンテンツの追加
更新された [アカウント] ページでア
カウント使用状況と制限情報を一
目で確認
Sales Cloud のその他の変更
データ評価の日付スタンプの変更
契約と注文へのグローバルアクショ
ンの追加
ブラウザを更新せずに、最近スケ
ジュールしたミーティングを
Lightning Experience のホームから表
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

Lightning Experience に移動したカレ
ンダーのナビゲーションボタン
ユーザ向けに細かくパーソナライ
ズされ、システム管理者向けに迅
速化されたカレンダー表示
Cloud Scheduler の廃止
メモのリッチテキストエディタで
の Quill の使用
ビジネスプロセスでの名前項目を
使用した個人取引先の評価
Lightning Experience で個人取引先に
メールを送信するとき、使いやす
くなった差し込み項目
Lightning Experience で常に取引先情
報を表示する個人取引先クイック
ビュー
「取引先の自動入力」が「自動化
された取引先項目」という名前に
変更
Salesforce Classic で割り当てやすく
なったセールスコンソール権限
Lightning Experience でのリード割り
当てルールの表示
[見積] 関連リストの項目の変更

Data.com
Data.com Cleanのルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようになり、さらに強力で多様なカスタ
マイズが可能なルールになっています。米国以外の年間売上データと選択リストに基づく位置データがルール
で更新されるようになりました。データサービスが新しいデータを受信すると、各自のデータも更新されま
す。データサービスによる更新を改善するには、データの照合と更新の対応付けをカスタマイズします。
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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

クリーンアップルールの名前変更
米国ドル以外の通貨を使用するレ
コードの年間売上の更新
州選択リストと国選択リストを使
用するレコードの住所の更新
データ更新を使用した最新データ
の維持
データインテグレーションルール
の項目の対応付けのカスタマイズ
組織でのデータインテグレーショ
ンルールの試行
カスタムオブジェクトの [トリガを
スキップ] 機能の変更

サービス
Lightning Experienceでサービスコンソールを使用できるようになりました。UI が合理化され、Lightning アプリケー
ションビルダーでドラッグアンドドロップを使用して簡単にカスタマイズできます。また、Lightningのナレッ
ジが強化されました。[ナレッジ] タブが統合され、カスタム記事タイプが標準レコードタイプに置き換えられ
ました。技術者は、iOS アプリケーションでフィールドサービスを使用できるようになりました。さらに、デ
スクトップ CTI が廃止され、Lightning コンソールアプリケーションで Open CTI を使用できるようになります。

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

サービスコンソール
新しい Lightning サービスコンソー
ルの紹介 (ベータ)
Lightning のサービスの設定で設定
作業がとても容易に (ベータ)
ナレッジ
Lightning Knowledge に関する考慮事
項
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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 Classic を使用した Lightning
Knowledge の設定
Lightning Knowledge でのアクセスお
よび権限の簡略化
ナレッジ検索: 事前絞り込みや他の機能強化にあらゆる場所からアクセス可能
記事の上位の結果のスニペットを
使用したより詳細なコンテキスト
の取得 (ベータ)
アーカイブ済み記事の検索
検索で検出される結果数の確認
統合されたナレッジホームページ
とリストビューによる画面の合理
化
ナレッジレコードタイプ: レコードタイプの有効活用
異なる記事タイプのページレイア
ウトのカスタマイズ
標準レコードホーム: 5 つの新しいコンポーネントで記事をより有効に活用
ナレッジ記事の高評価
ナレッジ記事にファイルをすぐに
追加
以前のナレッジ記事バージョンと
変更内容の表示
ナレッジ記事に割り当てられてい
るデータカテゴリの表示
ナレッジ記事へのデータカテゴリ
の追加
Lightning サービスコンソールのナ
レッジサイドバーでの記事の検索、
添付、およびフォロー
フィールドサービス
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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

Field Service Lightning iOS モバイルア
プリケーション (正式リリース) (リ
リース遅延)
部品やバンのストックの追跡
フィールドサービスロケーション
フィールドサービス顧客レポート
のテンプレートの作成
ユーザプロファイルレベルでの GPS
追跡の無効化
推奨ナレッジ記事の項目の設定
作業指示品目への優先度の追加
Field Service Lightning 管理パッケー
ジを使用したスケジュールの最適
化
CTI
Lightning コンソールアプリケーショ
ンでの Open CTI の使用
Open CTI onNavigationChange メソッ
ドの新しい動作
デスクトップ CTI の廃止
Lightning ケース管理
Lightning Experience での刷新された
コンパクトケースフィード
Lightning Experience での [ケース割
り当て] チェックボックスの表示
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 API
のサポート
ソーシャル投稿の詳細ページがさ
らに詳細に
Lightning の [ソーシャル投稿] タブ
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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

ケースフィードを離れることなく
多くの目的を達成
ソーシャルカスタマーサービスで
サポートされる Professional Edition
オムニチャネル
Omni-Channel Supervisor の正式リ
リース
オーバーフロー作業のユーザまた
はキューへの割り当て
オムニチャネル組織の制限の緩和
要求通知と切断通知の新しい音
Live Agent
チャットのオムニチャネルルーティ
ングの正式リリース
[有効]、[待機中]、[終了済み] の
チャットトランスクリプトのペー
ジレイアウト
デフォルトのサイドバールックアッ
プコンポーネントのカスタマイズ
顧客が iOS でトランスクリプトを保
存可能
チャットでのクリック可能なリン
クの使用
要求通知と切断通知の新しい音
Web 用の Snap-in
Snap-ins チャットのベータが終了し
て正式リリースへ
顧客にシームレスな操作性を提供
するための Snap-ins 事前チャット
フォームのカスタマイズ
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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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会社のブランドに合わせた Snap-ins
チャットウィジェットのカスタマ
イズ
モバイルアプリケーション用の
Snap-ins
その他の変更
Web-to-ケース: reCAPTCHA によるス
パム送信者の阻止
顧客がメール-to-ケースでケースを
送信したときのキューへのケース
の自動割り当て
コールセンターアプリケーション
の新しい名前
Chatter アンサーは Winter ’18 で廃止
Service Cloud ユーザが Lightning for
Outlook および Lightning for Gmail
(ベータ) を使用可能

分析
レポートとダッシュボード、および Wave Analytics のインサイトで意思決定を促進します。Lightning Experience の
レポートとダッシュボードでは、レポートの登録、ダッシュボードの共有とフォロー、グラフの機能強化が行
われています。データマネージャでのワンストップショッピング、新しくカスタマイズされた Wave ホームペー
ジ、カスタムアプリケーションナビゲーション、新しいグラフの種類などで Wave をカスタマイズできます。

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
レポートとダッシュボード

Lightning Experience でのレポートへ
の登録 (リリース遅延)
Lightning Experience での URL パラ
メータを介したレポートの絞り込
み
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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

Lightning Experience での他のユーザ
としてのダッシュボードの表示
Lightning Experience でのダッシュ
ボードグラフの Chatter への投稿に
よる共有
Lightning Experience でのダッシュ
ボードコンポーネントの展開によ
る大きな画像の表示
Lightning Experience でのダッシュ
ボードのフォロー
Lightning Experience ダッシュボード
ビルダーでのフォルダ間のダッシュ
ボードの移動
Lightning Experience ダッシュボード
へのじょうごグラフと散布図の追
加
外部オブジェクトレポートの制限
の緩和
Lightning Experience のレポートおよ
びダッシュボードのその他の機能
強化
Wave Analytics
Wave: Wave へのデータの取り込み
データマネージャでの監視、複製、
準備
レシピを使用したデータセットの
準備 (正式リリース)
null 基準の処理による適切な結果の
取得
データセット編集ページの拡張メ
タデータファイルによる XMD 2.0 の
使用
Wave: Wave を全面的に拡張
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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

個人の分析ホームページのカスタ
マイズ
顧客のための対話型 Wave アプリ
ケーションの作成
アノテーションと通知を使用した
プレゼンテーション時の生産性の
向上
Wave タブを使用した Wave の
Salesforce へのシームレスな統合
Web ページまたは Web ベースアプ
リケーションへの Wave の埋め込み
Wave: 探索と視覚化
拡張された比較テーブルナビゲー
ション
ピボットテーブルと値テーブルの
改善
新しい検索条件と関数の探索
新しい Wave グラフによる視野の拡
大
拡張された Wave グラフ
Wave: 設計と作成
ウィジェットのコピーとステップ
の置き換えによるダッシュボード
の迅速な構築
接続されたデータソースを使用し
たデータセット間の絞り込みの自
動化
リストおよび切り替えウィジェッ
トの表示値のカスタマイズ
1 回のクリックによる複数のテーブ
ルレコードに対するアクションの
実行
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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

ピボットテーブルを使用したさま
ざまなディメンションでのデータ
集計
Wave アプリケーションを使用した
画像の保存とパッケージ化
Null 基準の新しい処理による正確な
計算の実行
新しいステップ種別を使用したデー
タセットおよび Salesforce オブジェ
クトのクエリ
日付ウィジェットのより直感的な
コントロールの操作
説明ラベルを使用したステップの
識別
Wave ダッシュボードデザイナのそ
の他の機能強化の活用
Wave: トレンドデータ
トレンド分析レポートのスナップ
ショットスケジュールの設定
トレンドレポートのデータセット
サイズに関する組織全体の制限の
設定
トレンド分析ダッシュボードでの
Boolean 値の列のグループ化
Wave: 事前作成済み Wave アプリケーションによる加速化
新しいバージョンの Wave for Sales お
よび Wave for Service アプリケーショ
ンの正式リリース
プレビューで使用可能: Wave for Sales
および Wave for Service の新しいバー
ジョン (ベータ)
さらに容易になった Wave for Sales お
よび Wave for Service 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
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Wave: Wave モバイルを持って外出
最新の Wave for iOS を体験
Wave Analytics for Android の最新機能
の取得
Wave: プラットフォームでの開発
最新の SAQL 機能の利用
Wave REST API の更新の確認
パッケージ化可能なユーザ XMD を
使用したカスタマイズの移行また
はリリース
Wave テンプレートを使用したアプ
リケーションのパッケージ化およ
び配布 (ベータ)

コミュニティ
Spring '17 がもたらすさわやかな春風が、コミュニティに大きな変化をもたらします。ツールが一新されコン
ポーネントが新しくなりました。コミュニティワークスペースでは、コミュニティの作成、モデレーション、
管理のために使用するすべてのツールが一元管理され、コミュニティビルダーでの作業スペースが広くなりま
した。条件に基づく利用者によって、ページのバリエーションに場所やレコードタイプの条件を割り当てて、
対象利用者を見つけることができます。さらに、モバイルアクションによって、モバイルデバイスから直接、
簡単に Salesforce レコードを作成、編集、更新できます。

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

Winter '16 より前のテンプレートの
更新
TLS 1.0 の無効化へのコミュニティ
の準備
コミュニティのカスタムコンポー
ネントに適用されるサーバー側の
イベントのアクセス権チェック
LockerService

34

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce Spring '17 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

コミュニティの LockerService の重要
な更新の置き換え
ページの <Head> マークアップのセ
キュリティの向上
操作性とデザインの改善
コミュニティワークスペース: コ
ミュニティ機能の中心
コミュニティビルダーの作業スペー
スの拡大
作成中に何をどこに配置するかを
確認するためのビジュアルフィー
ドバックの改善
テーマレイアウト種別を使用した
各ページのレイアウトの制御
コミュニティビルダーからのアセッ
トファイルの検索と作成
カスタムドメインのクイック設定
パスワードの簡単なリセット方法
コミュニティのタイトルの大文字/
小文字の制御
利用者のターゲティングによるコ
ミュニティの絞り込み
Lightning Bolt
コミュニティテンプレート
テンプレート主導のコミュニティ
でのモバイル機能強化
コミュニティでのダイレクトメッ
セージの送信 (リリース遅延)
記事へのコラボレーションフィー
ドの追加
コミュニティで未回答の質問への
回答の促進
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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

関連性の高い推奨検索結果の表示
コミュニティ検索結果に含まれる
ようになったすべての質問の投稿
レポートとダッシュボードのリス
トビューおよび詳細ページの作成
ルックアップからの新規レコード
の作成
コミュニティで使用可能になった
ToDo
トピックのフォローおよび使用の
頻度の表示
コミュニティのオブジェクトデー
タへのゲストユーザアクセスの簡
略化
コミュニティビルダーへのブック
マークフィードの導入
ネストされたメニュー項目を使用
したコミュニティナビゲーション
のカスタマイズ
テンプレートベースのコミュニティ
で Visualforce の機能を活用
Kanban ビューの編集
カスタム Lightning コンポーネント
一度記述すればどこでも再利用可
能な force:hasRecordId のサポート
公開コミュニティでの Lightning ア
プリケーションへのアクセス
グローバル Lightning コンポーネン
トおよびイベントを使用したカス
タマイズ
コミュニティテンプレートの Chatter およびファイル
コミュニティの投稿の人気順での
並び替え
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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

コミュニティでの質問を多様な方
法で絞り込み
コミュニティの投稿の共有
ショートカット機能を利用したコ
ミュニティへの投稿
コミュニティのフィードのデザイ
ンの更新
より簡単になったメンバー管理
さらに合理化されたユーザプロファ
イルヘッダー
ユーザ情報のフロート表示のコミュ
ニティへの導入
ユーザの評価レベルの配置の選択
カスタマイズ可能なグループの正
式リリース
タイルを使用した [グループ] リスト
ビューの整理
検索、レポート、分析
検索レポートが改善、より詳細な
情報が入手可能に
Google Analytics を使用したセルフ
サービスコミュニティの分析
関連質問のクリックスルー率を確
認するためのカスタムレポートタ
イプの作成
モデレーション
事前設定済みのモデレーションルー
ルによる迅速な作業開始
予測スパム検出によるコミュニティ
の保護と生産性の向上 (パイロット)
コミュニティのその他の変更
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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

Salesforce に連
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コミュニティでのリストビューの
作成
コミュニティでのレコードのイン
ライン編集
意味のある活動を反映するための
評価の見直し
記事の URL へのレコード ID の追加
カスタマーコミュニティプラスラ
イセンス
Salesforce 組織内に作成できるコ
ミュニティ数の増加
コミュニティでの一括インライン
編集の実行
特殊なユーザへのスタンプ付け
コミュニティでのすべてのプラッ
トフォーム言語のサポート
テンプレート主導のコミュニティ
のタブでの [戻る] ボタンのサポート
開始
コミュニティのドキュメント

Chatter
ユーザが望む機能 (カスタマイズ) をさらに提供するよう Lightning Experience の Chatter ホームページを再設計し
ました。また、「会社の特長」フィードを導入したほか、ストリームを使用して独自のフィードを作成する機
能、最近更新されたグループのリスト、投稿を共有する方法を導入しました。ユーザは使用事例に応じてカス
タムグループを作成したり、コミュニティや Lightning Experience のグループフィードで質問を絞り込んだりす
ることもできます。

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

フィード
Lightning Chatter ホームページの刷
新
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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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Chatter ストリームを使用したカス
タムフィードの作成
[すべての会社フィード] から Einstein
搭載の [会社の特長] への変更
Chatter への Shield Platform Encryption
の導入 (パイロット)
Lightning Experience での投稿の共有
ライブコメントの改善
ショートカット機能を利用した投
稿
フィードのデザインの更新
グループ
カスタマイズ可能な Chatter グルー
プの正式リリース
タイルを使用した [グループ] リスト
ビューの整理
Lightning Experience の Chatter グルー
プへの外部ユーザの招待

Files
ファイルの操作性が向上し、より円滑にさらに多くの機能を使用できるようになりました。ライブラリファイ
ルをフォルダに整理 (ベータ) して、ライブラリを一新します。Apex を使用して、セキュリティと追跡のために
ファイルのダウンロードをカスタマイズします。[ファイル] 関連リストから直接ファイルを添付したり、ファ
イル名を変更したりすることで、Lightning Experience で業務をより速く、より適切に実行できます。

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

フォルダを使用したライブラリファ
イルの整理 (ベータ)
Lightning Experience の関連リストか
らレコードへの Salesforce ファイル
の追加
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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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Spring '17 でページレイアウトに
[ファイル] 関連リストを追加する必
要がある理由
Lightning Experience でのファイル名
の変更
外部ファイルへのリンクの Files
Connect ファイル参照への変換
Salesforce Files Sync での macOS Sierra
のサポート
ファイルがリンクとして送信され
る条件の決定

モバイル
Salesforce モバイルアプリケーションでは、場所を問わず、ユーザが多忙なときでも生産性を維持できます。
Salesforce1 では ToDo の改善、拡張グラフ、その他多くのセールス機能が提供されるため、営業担当は携帯電話
からさらに多くの業務を実行できます。Salesforce Authenticator のデザインが更新され、通知を一目で簡単に読め
るようになりました。また、新しいオールインワンのツール、Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーショ
ンの導入により、フィールドサービス技術者は必要なものをすべて簡単に使用できます。

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
Salesforce1

このリリースでの Salesforce1 のすべての新機能
Spring '17 で Salesforce1 に iOS 10 が必
要になることに関するお知らせ
Salesforce1 ナビゲーションメニュー
での ToDo と行動の新しいデフォル
トの場所
Salesforce1 の取引先責任者リスト
ビューからの個人取引先への直接
アクセス
Salesforce1 でのリードスコアの表示
Salesforce1 の注文の機能強化
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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 での見積へのより簡単な
アクセス
Salesforce1 でのフォローアップ ToDo
の作成
Salesforce1 での定期的な ToDo の使用
Salesforce1 の従来のグラフを拡張グ
ラフに置換 (段階的廃止)
Salesforce1 の拡張グラフでの最大 200
個のグルーピングの表示
Salesforce1 での棒グラフと折れ線グ
ラフの組み合わせグラフの表示
Lightning Experience で共有された投稿
の Salesforce1 での表示
Salesforce1 のプロファイルからの電
話の発信やメールの送信
Salesforce1 のオンラインセッション
とオフラインセッションでの統合
された作成および編集操作
Salesforce Authenticator
Salesforce Authenticator の新デザイ
ン
iOS 10 向け Salesforce Authenticator
の通知の確認がより簡単に
Field Service Lightning iOS (リリース
遅延)
Salesforce Classic Mobile

Financial Services Cloud
アドバイザーは、新しいリレーショングループを使用してクライアントと世帯の作成、管理、視覚化を行うこ
とができるようになりました。あらたなクライアントサービスの機能強化が行われています。たとえば、クラ
イアントのプロファイルページや金融口座のアラートにより、アドバイザーはクライアントの金融口座への最
新の変更を確認できます。
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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

世帯へのビジネスの追加
新しいウィザードを使用したリレー
ショングループの作成
複数の世帯への個人クライアント
の追加
財務リレーションの視覚化
金融口座に関するタイムリーなア
ラートの表示
金融口座からのケースの作成
取引先と取引先責任者の同期
Financial Services Cloud オブジェクト
の変更
Financial Services Cloud メタデータの
変更

Health Cloud
Wave ダッシュボードを使用して、ケアの連携を最適化し、リスクが高い患者を積極的に管理します。また、
Salesforce のリードを Health Cloud の患者レコードに非常に簡単に変換できます。さらに、Health Cloud データモデ
ルへの追加が行われ、Health Cloud Console のパフォーマンスが改善されました。

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

Health Cloud: Risk Stratification 向け
Wave を使用した患者のリスク管理
リードから患者へのシームレスな
変換
患者タイムラインの読み込み時間
の短縮
Health Cloud の新しいカスタムオブ
ジェクト
Health Cloud メタデータ: 新規および
変更された型
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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

コンソールのパフォーマンス向上
高度な患者のセグメント化を使用
した正確な患者リストの作成
[最後に使用] 患者リストの表示

カスタマイズ
クリックで従来よりも多くのことができるようになりました。Lightningレコードページをユーザに割り当てる
方法をより詳細に制御したり、フロー画面を制御したりできます (フロー画面を Lightning Experience のように表
示することも可能)。短いコードを使用する必要はありますが、クリックで組織を外部サービスに簡単に接続
できます。

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 アプリケーションビルダー
アプリケーション、レコードタイ
プ、プロファイル別のレコードペー
ジの割り当て
個人取引先ページのカスタマイズ
Apex を使用した Lightning ページコ
ンポーネントの動的選択リストの
作成
新しいテンプレートを使用した
Lightning ページのさらなるカスタ
マイズ
Salesforce のデフォルトの Lightning
ページのコピー
Lightning アプリケーションビルダー
の新規ページウィザードの再構成
より多くのアクションボタンを使
用した強調表示パネルのカスタマ
イズ
Lightning ページへの [関連レコード]
コンポーネントの追加
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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

Lightning ページへの [関連リスト]
コンポーネントの追加
Lightning ページでの関連リストの
表示方法のカスタマイズ
フローコンポーネントによる
Lightning ページの強化 (ベータ)
[ホーム] ページでの未承認申請の表
示
Lightning レコードページへの Skype
の追加 (ベータ)
LockerService の重要な更新が有効な
場合は [リッチテキスト] コンポーネ
ントが無効に
外部サービス (ベータ)
外部サービスウィザードに従った
設定 (ベータ)
外部サービスへのスキーマの簡単
な追加 (ベータ)
フローおよび外部サービスを使用
した反復可能なアクションの実行
(ベータ)
Salesforce Connect
すべての Salesforce 組織でのシーム
レスな作業 — 書き込みがサポート
された組織間コネクタ
外部オブジェクトの増加
Salesforce Classic の Salesforce コン
ソールの外部オブジェクトで強調
表示パネルとカスタムコンソール
コンポーネントを使用可能
外部参照関係項目の改善 — 名前の
重要性
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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

外部オブジェクトのクイックアク
ションの作成
外部オブジェクトのレポートの改
善
承認
Lightning Experience からの未承認申
請の確認
[申請] ボタンに関する懸念の払拭
Lightning Experience および
Salesforce1 からの次の承認者の選択
「バックグラウンドで行われたレ
コードの承認申請の適切な承認プ
ロセスへの転送」(重要な更新) の延
期
Visual Workflow
Lightning スキンを使用したフロー
の実行 (正式リリース)
Lightning ページへのフローの埋め
込み (ベータ)
フローエラーのコンテキストの増
加
すべてのフロー処理に対する項目
レベルセキュリティの適用
Spring '17 での「フロー sObject 変数
のパーセント値の修正」(重要な更
新) の有効化
2 列のフロー画面の表示 (正式リリー
ス)
プロセスビルダー
プロセスビルダーのアイコンの更
新
選択リスト管理
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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

グローバル選択リスト項目で設定
できるようになった個々のレコー
ドタイプ
すべてのレコードタイプへのグロー
バル選択リスト項目の追加
値の表示ラベルと API 参照名の分離
Tooling API を使用した選択リストへ
のアクセス
無制限カスタム選択リストの無効
な値として使用できない ToDo と行
動の件名項目
AppExchange
合理化された AppExchange リストで
の詳細情報の表示
Salesforce での AppExchange の製品
やサービスの確認
一般設定
一目で確認できる Lightning レコー
ドページの割り当て
Force.com ユーザが使用できるよう
になった Lightning for Outlook と
Lightning for Gmail (ベータ)
作業が容易になる Standard
Permission Sets
契約および注文のアクションをカ
スタマイズするときの制御の強化
関数から JavaScript を排除すること
によるセキュリティの向上
Lightning Experience の [設定] の独自
のタブ
わかりやすいタブの URL を使用した
より簡単なカスタムタブへの移動
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機能が使用可能になる方法と状況

セキュリティと ID
セキュリティヘルスチェックは、ユーザと顧客のセキュリティの設定作業を合理化するためのカスタムベース
ラインを提供します。Chatter の投稿と添付ファイルを暗号化したり、OAuth 2.0 を使用して IoT (モノのインター
ネット) デバイスを保護したりできます。

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

認証と ID
以前は管理できなかった OAuth 接
続アプリケーションの管理
2 要素認証で要求されるようになっ
た ID 検証
ユーザとしてログインするシステ
ム管理者に適用できる 2 要素認証
Salesforce Authenticator バージョン
2.7.0 での Lightning Login の機能強化
OAuth Web サーバ認証フローで省略
できるようになったクライアント
の秘密 (リリース遅延)
モノのインターネットの ID の導入
OAuth 2.0 接続デバイスのセキュリ
ティを確保するための納入商品トー
クンフロー (正式リリース)
制限された入力デバイスのアプリ
ケーションの OAuth 2.0 認証フロー
(リリース遅延)
カスタム認証プロバイダのカスタ
マイズ
状態チェック
状態チェックへのカスタムセキュ
リティベースラインのインポート
(ベータ)
状態チェックを表示および管理す
るために必要な新しい権限
Salesforce Shield
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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

プラットフォームの暗号化: 数式項目と Chatter 投稿の暗号化
暗号化チェックの高速化
カスタム数式項目を使用した暗号
化データの取得 (ベータ)
Chatter のデータの暗号化 (パイロッ
ト)
暗号化されたデータのマスクを無
効化
専用のテナントの秘密種別を使用
した検索インデックスファイルの
暗号化
Government Cloud の検索インデック
スの暗号化
Analytics Cloud への暗号化の埋め込み
(ベータ)
フローおよびプロセスビルダーを
使用した暗号化データへのアクセ
ス (パイロット)
イベント監視: Lightning Experience の採用とシステム管理者の活動の追跡
イベントログファイルを使用した
Lightning Experience でのユーザアク
ションの追跡
別のユーザとしてログインした
Salesforce システム管理者のアクショ
ンの確認
その他の変更
すべてのアカウントで有効になる
ブラウザセキュリティ機能
クロスサイトスクリプティングお
よび悪意のあるファイルに対する
保護
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リリース
「変更セットのリリース」権限が選択されている場合、「すべてのデータの編集」権限が自動的に選択される
ようになりました。

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

Salesforce に連
絡して有効化

「変更セットのリリース」が選択
されている場合に自動的に選択さ
れるようになった「すべてのデー
タの編集」権限

開発
Lightning コンポーネント、Visualforce、または Apex を使用する、あるいはお気に入りのプログラミング言語と共
に Salesforce の API を使用する場合のいずれでも、Force.com の次の機能強化は別の組織に再販するための優れた
アプリケーション、インテグレーション、およびパッケージ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

Lightning コンポーネント
サーバ側でのイベントのアクセス
権チェック
新しい Lightning LockerService 情報
の設定ページ
バナーでの LockerService に関する通
知
LockerService のコンテンツセキュリ
ティポリシーの厳格化
サードパーティ API にアクセスする
ための CSP 信頼済みサイトの作成
デフォルトでエラーのみが表示さ
れるようになった Salesforce
Lightning CLI
コンポーネント間の一方向データ
バインドでの非バインド式の使用
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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

パフォーマンスの警告の修正によ
るコンポーネントの高速化
Salesforce Lightning Inspector を使用
したすべてのページの Lightning コ
ンポーネントのデバッグ
トークンの上書きによる Lightning
アプリケーションのデザインのカ
スタマイズ (開発者プレビュー)
未認証ユーザとの Lightning アプリ
ケーションの共有
改善されたエラーメッセージによ
る迅速なコンポーネントマークアッ
プエラーの検索
開発者コンソールでのクイックア
クションの Lightning コンポーネン
トの作成
Lightning Data Service (開発者プレ
ビュー)
Lightning 基本コンポーネントでのイベント処理の簡略化
onactive イベントの処理
JavaScript の instanceof での
LockerService 制限の削除
新規追加または変更された Lightning
コンポーネント
Lightning イベントの変更
新しい JavaScript API メソッド
Visualforce
Visualforce ページでの Lightning
Design System の使用
$Asset グローバル変数を使用した
Lightning Design System アセットの
参照
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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

Visualforce ページのセキュリティ強
化
Visualforce ページに対する GET 要求
の CSRF 保護を許可 (重要な更新)
上書きに影響する Visualforce URL パ
ラメータの新しい順序
Apex コード
Apex スタブ API を正式リリース
Apex 一括処理ジョブの状況監視
クラスごとに 1 つのテスト設定メ
ソッドのみを許可
instanceOf キーワードのバグを解決
チェーニングされたキュー可能ジョ
ブからの Web サービスコールアウ
トの実行
入力された SObject 項目の対応付け
によって返される正しい値
Apex の新しいトランザクションセ
キュリティポリシーのテスト要件
Apex: 新規および変更されたクラスおよびインターフェース
新規 Apex クラス
変更された 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
API
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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

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

新しいオブジェクトと変更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
SOSL
変更されたリソース: FIND
{SearchQuery}
WITH HIGHLIGHT 句を使用した検索結
果での一致する語の強調表示
REST API
Composite リソースを使用した複数
の要求の一度での実行 (正式リリー
ス)
変更されたリソース: Search for a String
変更されたリソース: Search Suggested
Records
削除されたリソース: FlexiPage
SOAP API
新規、変更、および廃止されたコー
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
新しいリソースとパラメータ: レ
ポートタイプ、lightningSubscribe
新しいメソッド

52

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce Spring '17 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

変更されたリソース: Dashboard
Describe の dashboardMetadata および
Dashboard Results
Lightning API — 開発者プレビュー
(リリース遅延)
Bulk API
Bulk API でより複雑なクエリをサポー
ト
Bulk API 2.0 (パイロット) の導入
Messaging
プラットフォームイベントを使用
してカスタマイズ可能なイベント
の配信 (ベータ)
EMP コネクタによる Java のストリー
ミング API への容易な登録
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 ドキュメントの変更
メタデータ API
データサービス
カスタム BigObjects の必須項目 (パイ
ロット)
カスタム BigObjects の複合主キーの
定義 (パイロット)
BigObjects のクエリ機能の強化 (パイ
ロット)
非同期 SOQL の機能強化 (パイロッ
ト)
Open CTI API
その他の API の変更
Data.com 用語の変更
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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
メタデータリレーションでの項目
定義リレーションのサポート
カスタムメタデータ型のロングテ
キストエリア (パイロット)
カスタムメタデータ型でサポート
されるようになった queryMore()
開発者コンソール
開発者コンソールでの例外クラス
の作成
開発者コンソールのコードカバー
率の結果の表示件数の増加
デバッグ
登録者組織の管理パッケージのデ
バッグ
個別の追跡フラグ期間の設定
ISVforce
Lightning Experience を使用したパッ
ケージの管理
パッケージの転送アップグレード
で新規作成または変更されたリモー
トサイトのデフォルトでの無効化
ISVforce: Lightning および Salesforce
Classic アプリケーションパッケージ
の更新
API を使用したパッケージ転送要求
の中止
登録者組織での Apex コードのデ
バッグ
新しい権限を使用した登録者組織
のコードへの LMO ユーザのアクセ
ス制御
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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、Mac OS X の Apple® Safari® バージョン 9.x および 10.x、Microsoft® Edge for Windows® 10 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 11 のサポートは Summer ’16 以降廃止されています。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 8.x、
9.x、10.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。

Lightning Experience でサポートされるブラウザ
Lightning Experience は、Mac OS X の Apple® Safari® バージョン 9.x および 10.x、Microsoft®
Edge for Windows® 10 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 11 のサポートは Summer ’16 以降廃止されています。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、「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。
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Microsoft Internet Explorer バージョン 11
重要: Internet Explorer 11 による Lightning Experience へのアクセスは、Summer '16 以降サポートされなくな
ります。
• 既存の組織のユーザは、2017 年 12 月 16 日まで引き続き IE11 を使用して Lightning Experience にアクセ
スできます。
• Summer '16 以降に作成された新規組織のユーザは、IE11 を使用して Lightning Experience にアクセスす
ることはできません。代わりに、IE11 ユーザは自動的に Salesforce Classic にリダイレクトされます。
• この変更は、Salesforce Classic または Salesforce Communities を使用した組織のユーザには影響しませ
ん。
この変更についての詳細は、「Microsoft Internet Explorer バージョン 11 を使用した Lightning Experience およ
び Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションへのアクセスのサポート終了」を参照してください。
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。
• Internet Explorer 11 は、Lightning コンソールアプリケーションではサポートされていません。
• フィードコメントへのファイルのドラッグアンドドロップは Internet Explorer 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、「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、
「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。
Mac OS X での Apple® Safari® バージョン 9.x および 10.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。
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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 Edge、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。Sandbox 組織ではすでに無効化されており、本番組織でも 2017 年 3
月 4 日に無効化が完了します。
• 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 8.x、9.x、10.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、「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。
• 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。
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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。
• Internet Explorer を使用する場合は、TLS 1.1 および TLS 1.2 が有効になっていることを確認してください。詳
細は、「Enabling TLS 1.1 and TLS 1.2 in Internet Explorer」を参照してください。
• Internet Explorer 8 のサポートは制限されます。Internet Explorer 8 は、TLS 1.1 または TLS 1.2 を有効にした Windows
7 でのみサポートされます。
• 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。
• 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。
• Internet Explorer 9 ユーザには、ブラウザベースのスペルチェックがありません。
• フィードコメントへのファイルのドラッグアンドドロップは Internet Explorer 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、「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、「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)
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Mac OS X の Apple Safari バージョン 8.x および 9.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
• 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 Edge、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。Sandbox 組織ではすでに無効化されており、本番組織でも 2017 年 3
月 4 日に無効化が完了します。
• 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。次に例を示します。
• 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 Mobile Classic 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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Salesforce 全体: お気に入り、コンソールアプリケーション、およ
び追加アクション
Spring '17 を使用すれば、Lightning Experience をさらに気に入ってもらえるでしょう。お気に入りを使用してナビ
ゲーション操作をカスタマイズし、コンソールアプリケーションで複数のレコードを 1 画面に表示し、Lightning
Experience のあらゆる場所からより多くのグローバルアクションにアクセスできます。
このセクションの内容:
Lightning Experience への確実な準備
これまで常に Lightning Experience に新機能が追加されてきたように、Lightning Experience 準備状況チェックを
使用して評価できるカスタマイズの種類が増えました。推奨事項に基づいて行動することにまだ躊躇して
いる場合は、Lightning Experience エキスパートによる無料相談にサインアップして詳しいアドバイスを受け
てみてください。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
お気に入りを使用した上位 Salesforce ページへのショートカットの作成
Salesforce Classic でタブセットをカスタマイズするように、Lightning Experience のナビゲーションをお気に入り
を使用してパーソナライズできます。これは、Lightning Experience の新機能です。
コンソールアプリケーション: Lightning Experience で使用可能に (ベータ)
喜ばしいお知らせがあります。コンソールアプリケーションが Lightning Experience で使用できるようになり
ました。ユーザが複数のレコードを 1 画面に表示できるコンソールアプリケーションの作成、必要なユー
ティリティと重要なレコードの詳細への簡単なアクセスをすべてLightning Experienceで行うことができます。
Lightning コンソールアプリケーションは Sales Cloud および Service Cloud ユーザのみが使用できます。予期しな
い問題を避けるため、他のユーザに Lightning コンソールアプリケーションへのアクセス権を与えないでく
ださい。以前は、コンソールは Salesforce Classic でしか使用できませんでした。
ユーティリティバーによる Lightning アプリケーションの拡張
ユーティリティバーでは、ユーザが一般的な生産性ツール ([メモ] や [最近使ったデータ] など) にすばやくア
クセスできます。ユーザがアクセスできる固定フッターとして表示され、ドッキングパネルでユーティリ
ティが開きます。内部では、ユーティリティは Lightning コンポーネントの機能を活用しています。標準ア
プリケーションとコンソールアプリケーションを含む任意の Lightning アプリケーションにユーティリティ
バーを追加できます。以前は、ユーティリティバーを追加またはカスタマイズするためには、API を使用す
る必要がありました。これは、Lightning Experience の新機能です。
[グローバルアクション] メニューからのより多くのアクションの実行
レコードの作成、活動の記録、およびメモ取り、さらにキャンバス、Visualforce、Lightning コンポーネント
アクションの起動を Lightning Experience のあらゆる場所から行うことができます。[グローバルアクション]
メニュー ( ) に、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]
セクションにあるほぼすべてのグローバルアクションが表示されるようになりました。この変更はLightning
Experience にのみ適用されます。
Professional Edition での個人取引先の使用
Professional Edition ユーザのみなさん、個人取引先を紹介します。個人取引先については聞いたことがあるか
もしれません。ビジネスなどを行う個人に関する情報を保存できるようにするため、Professional Edition で個
人取引先の使用が可能となりました。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モ
バイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
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LockerService の重要な更新が有効な場合はリッチテキストエディタが無効
Lightning Experience、Salesforce1、およびテンプレートベースのコミュニティでは、LockerService の重要な更新
が Sandbox および Developer Edition 組織で有効な場合、リッチテキストエディタを使用することもリッチテキ
ストを含む項目を編集することもできません。本番組織のリッチテキストエディタと項目は、LockerService
が有効な場合も引き続き正常に機能します。また、LockerService は Salesforce Classic および Lightning Out (Visualforce
での Lightning コンポーネントの使用を含む) には影響しません。
乱雑なインラインの Visualforce および計算済み項目のないレコードの作成
これはお客様のご要望により実現した機能です。お客様やパートナーによるフィードバックに基づき、レ
コードを作成するときに Visualforce ページ、数式項目、および積み上げ集計項目は表示されなくなりまし
た。必要なものはすべて表示され、不要なものは表示されません。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
検索: 正しい結果へ導くスマートツール
ますます柔軟になった検索機能を使用すれば、Salesforce 内の必要な情報にすぐに到達できます。検索する
オブジェクトがすでにわかっている場合は、検索語句を入力する前に、まずそのオブジェクトにズームイ
ンしてください。接続先の取引先がわかっていれば、取引先責任者をより容易に検索できます。ナレッジ
記事を探している場合は、[上位の結果] でより多くの絞り込みオプションと記事スニペットを使用できま
す。Lightning Experience の、システム管理者定義の連動ルックアップ検索条件はワークフローの合理化に役
立ちます。各リリースで期待されているように、より多くのオブジェクトが検索可能になりました。

Lightning Experience への確実な準備
これまで常に Lightning Experience に新機能が追加されてきたように、Lightning
Experience 準備状況チェックを使用して評価できるカスタマイズの種類が増えま
した。推奨事項に基づいて行動することにまだ躊躇している場合は、Lightning
Experience エキスパートによる無料相談にサインアップして詳しいアドバイスを
受けてみてください。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に
適用されます。
Salesforce の実装に対して、Lightning Experience への移行準備が整っているかどうか
を最近確認しましたか? 過去に準備状況を確認している場合でも、新機能をもう
一度確認してください。

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

Spring '17 以降、AppExchange パッケージとさらに多くの関連リストにアクセスできます。また、ロールアウト
戦略の策定に対するより多くのサポートが提供され、機能の利用状況の詳細を表示したり、Lightning Experience
エキスパートによる無料相談を利用したりできます。
準備状況チェックは Salesforce の [設定] から開始します。[Lightning Experience] > [評価] をクリックします。
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パーソナライズされた準備状況レポートがメールで送信されます。そのメールには、Salesforceの実装をLightning
Experience に移行する方法に関する推奨事項が書かれています。メールには、無料相談にサインアップするた
めの招待状も含まれています。この無料相談は、推奨事項に基づいて行動することを支援する、Lightning
Experience エキスパートが実施します。
前回のチェック以降に評価が開始されたものを確認するには、Salesforceヘルプの「準備状況チェックを使用し
た Lightning Experience への移行準備状況の確認」を参照してください。
今後数か月で、準備状況チェックで新しく評価が可能になる機能やカスタマイズもありますので、続報をお待
ちください。

お気に入りを使用した上位 Salesforce ページへのショートカットの作
成
Salesforce Classic でタブセットをカスタマイズするように、Lightning Experience のナビゲーションをお気に入りを
使用してパーソナライズできます。これは、Lightning Experience の新機能です。
お気に入りでは、Salesforceの重要なレコード、リスト、グループ、ダッシュボード、その他の頻繁に使用する
ページにすばやくアクセスできます。Web ブラウザのブックマークに似ていますが、お気に入りはどのブラウ
ザまたはコンピュータで Lightning Experience にログインしても使用できるという点で優れています。
星(
) をクリックして、現在のページ (たとえば [すべての進行中のリード] など) をお気に入りに追加しま
す。星が強調表示されている場合は、現在お気に入りページが表示されていることを意味します。お気に入り
を削除するには、強調表示された星印をクリックします。
保存したお気に入りは、すべてのお気に入りの表示や管理が可能なお気に入りリストからワンクリックでアク
セスできます。
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各お気に入りには、名前、レコードタイプ、およびアプリケーション名 (そのお気に入りが現在のアプリケー
ション内にない場合) が表示されます。別のアプリケーション内のお気に入りを開くと、そのアプリケーショ
ンに切り替わります。
ナビゲーションバーでも、現在のアプリケーション内で頻繁に使用するお気に入り (商談など) にすばやくアク
セスできます。

ヒント: お気に入りを使い始めると、ナビゲーションバーおよびお気に入りリストに上位のお気に入りが
表示されます。
お気に入りを使用するときの考慮事項は、次のとおりです。
• 最大 200 個までお気に入りを追加できます。次のコンテンツタイプがサポートされています。
– 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトのレコードホーム (これらのレコードビューの Visualforce の上
書きを含む)
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– リスト
– ダッシュボード
– レポート
– Chatter グループ
メモ: [レポート]、[ダッシュボード]、[ファイル]、[ToDo]、[メモ] タブのリストビューはお気に入りに追
加できません。リストビューの Visualforce の上書きと個々の Chatter 投稿もお気に入りに追加できませ
ん。
• コンソールアプリケーションと設定ページではお気に入りに追加できませんが、それらの領域からもお気
に入りにアクセスはできます。
• 個々のユーザのみがお気に入りを管理できます。Salesforce システム管理者が共有や編集を行うことはでき
ません。

コンソールアプリケーション: Lightning Experience で使用可能に (ベー
タ)
喜ばしいお知らせがあります。コンソールアプリケーションがLightning Experience
で使用できるようになりました。ユーザが複数のレコードを 1 画面に表示でき
るコンソールアプリケーションの作成、必要なユーティリティと重要なレコー
ドの詳細への簡単なアクセスをすべてLightning Experienceで行うことができます。
Lightning コンソールアプリケーションは Sales Cloud および Service Cloud ユーザのみ
が使用できます。予期しない問題を避けるため、他のユーザに Lightning コンソー
ルアプリケーションへのアクセス権を与えないでください。以前は、コンソー
ルは Salesforce Classic でしか使用できませんでした。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning コンソールアプ
リケーシ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。Lightning コンソールアプリケーションは、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。

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

このセクションの内容:
Lightning コンソールアプリケーションの概要 (ベータ)
コンソールユーザは Lightning Experience のコンソールを気に入るでしょう。Lightning プラットフォームのお
かげで、コンソールアプリケーションの作成とカスタマイズがこれまで以上に簡単かつ強力になります。
これは、Lightning Experience の新機能です。
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Lightning アプリケーションビルダーを使用したコンソールアプリケーションレコードページのカスタマイ
ズ
洗練された新しい Lightning コンソールアプリケーションに合わせて、新しい Lightning コンポーネントと新
しい Lightning ページテンプレートが用意されています。コンソールユーザは、Salesforce Classic の場合と同様
に効率的で生産的な作業を行えるようになりました。特に素晴らしい点は、このカスタマイズすべてをコー
ドを使用せずにクリックだけで実行できるということです。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning コンソールアプリケーションでのタブ履歴の表示
ユーザが多くの情報を追跡していることや、Salesforce Classic コンソールで使用する [履歴] コンポーネントを
愛用していることを、Salesforce は理解しています。そのため、Lightning コンソールアプリケーションに [履
歴] ユーティリティが導入されました。コンソールユーザは、最近アクセスしたワークスペースタブとサブ
タブをコンソールユーティリティバーから表示できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションと Lightning Experience コンソールアプリケーションの違いを理解
する (ベータ)
Lightningコンソールアプリケーションには、Lightning アプリケーションの操作を快適にする多数の機能が含
まれていますが、Salesforce Classicコンソールアプリケーションにある機能のいくつかは含まれていません。
コンソールアプリケーションの新しい表示方法および管理方法
2 種類のコンソールアプリケーション、すなわち Salesforce Classic で作成されたコンソールアプリケーション
と Lightning Experience で作成されたコンソールアプリケーションが組織で使用できるようになりました。こ
の 2 つのコンソールアプリケーションのアクセス場所と管理場所は若干異なります。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

Lightning コンソールアプリケーションの概要 (ベータ)
コンソールユーザは Lightning Experience のコンソールを気に入るでしょう。Lightning プラットフォームのおかげ
で、コンソールアプリケーションの作成とカスタマイズがこれまで以上に簡単かつ強力になります。これは、
Lightning Experience の新機能です。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning コンソールアプリケーシ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。Lightning コンソールアプリケーションは、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。
コンソールアプリケーションを使用することで、ユーザの生産性が向上し、一度に複数のレコードを編集およ
び参照できます。ユーザが関連リストからレコードを選択すると、そのレコードがコンソールのタブとして開
かれます。ユーザが関連レコードを開くと、サブタブとして開かれます。コンソールアプリケーションはタブ
を記憶するため、ユーザがページを離れても、そのページに戻ってきたときに時間を無駄にすることはありま
せん。
Lightning Experience のコンソールアプリケーションには、3 列のレイアウトや固定タブなどの Salesforce Classic で
使用していた機能と同じコンソール機能のほとんどが備えられ、Lightning Experienceのスタイルに更新されてい
ます。Lightning プラットフォームの柔軟性により、Lightning ページとコンポーネントを使用して Lightning コン
ソールアプリケーションをカスタマイズすることもできます。
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セールスとサービス向けに、標準のコンソールアプリケーションが用意されています。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] の [セールスコンソール] と [サービスコンソール] からアクセスで
きます。Lightning Experience で独自のコンソールアプリケーションを作成することもできます。
コンソールアプリケーションを作成したり標準コンソールアプリケーションをカスタマイズしたりするには、
[設定] から [クイック検索] ボックスに「アプリケーション」と入力し、[アプリケーションマネージャ] を選択
します。[アプリケーションマネージャ] から、Salesforceが提供するコンソールアプリケーションを編集するか、
新規 Lightning アプリケーションウィザードで独自のコンソールアプリケーションを作成できます。
Lightning コンソールアプリケーションの作成は、Lightning アプリケーションの作成と似ています。ウィザード
で、アプリケーションの色とブランドのカスタマイズ、ユーティリティバーへのコンポーネントの追加、表示
する項目の選択、アクセス権を付与するユーザの決定を行うことができます。コンソールアプリケーションを
一度保存すると、それを編集して標準ナビゲーションを使用することはできません。
メモ: Lightning コンソールアプリケーションは、まだ Salesforce Classic コンソールアプリケーションと完全
に同じ機能を使用できるわけではありません。たとえば、キーボードショートカットやマクロなどの
Salesforce Classic コンソールアプリケーションの一部の機能は、Lightning コンソールアプリケーションでは
使用できません。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience に移行することはできません。

関連トピック:
標準サービスコンソールアプリケーション
標準セールスコンソールアプリケーション
Salesforce Classic コンソールアプリケーションと Lightning Experience コンソールアプリケーションの違いを理解
する (ベータ)

Lightning アプリケーションビルダーを使用したコンソールアプリケーションレ
コードページのカスタマイズ
洗練された新しい Lightning コンソールアプリケーションに合わせて、新しい Lightning コンポーネントと新しい
Lightning ページテンプレートが用意されています。コンソールユーザは、Salesforce Classic の場合と同様に効率
的で生産的な作業を行えるようになりました。特に素晴らしい点は、このカスタマイズすべてをコードを使用
せずにクリックだけで実行できるということです。これは、Lightning Experience の新機能です。
最も必要とされるレコードの詳細をコンソールユーザに簡単に表示できます。Lightning アプリケーションビル
ダーを使用して、Lightningコンポーネントをレコードページにドラッグアンドドロップし、必要な詳細を表示
するコンポーネントのプロパティを設定するだけです。
Lightning アプリケーションビルダーに移動し、コンポーネントを確認してください。
ヒント: これらのコンポーネントを新しい 3 列のテンプレートを使用するレコードページにドロップしま
す。このテンプレートでは、Salesforce Classic コンソールユーザが使い慣れているのと同じページレイアウ
トが提供されます。
関連リスト
このコンポーネントでは、レコードごとに 1 つの関連リスト (親レコードのリストを含む) が表示されます。
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関連レコード
このコンポーネントでは、関連レコードの詳細 (親レコードを含む) が表示されます。

関連トピック:
Lightning ページへの [関連リスト] コンポーネントの追加
Lightning ページへの [関連レコード] コンポーネントの追加
新しいテンプレートを使用した Lightning ページのさらなるカスタマイズ

Lightning コンソールアプリケーションでのタブ履歴の表示
ユーザが多くの情報を追跡していることや、Salesforce Classic コンソールで使用する [履歴] コンポーネントを愛
用していることを、Salesforce は理解しています。そのため、Lightningコンソールアプリケーションに [履歴] ユー
ティリティが導入されました。コンソールユーザは、最近アクセスしたワークスペースタブとサブタブをコン
ソールユーティリティバーから表示できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
ヒント: 新しい標準のサービスコンソールおよびセールスコンソールアプリケーションには [履歴] ユー
ティリティが含まれています。
Lightning コンソールアプリケーションを作成または編集するときに、ユーティリティバーに [履歴] ユーティリ
ティを追加できます。アプリケーションを保存したら、コンソールユーザはアクセスしたワークスペースタブ
のコンテキストでサブタブの履歴を表示 (1) し、リンクをワンクリックでコピー (2) できます。タブ名が更新さ
れた場合は、ユーザが取引先責任者の名前を更新したときのように、履歴リストも更新されます。
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メモ: [履歴] ユーティリティは、標準ナビゲーションが含まれた Lightning アプリケーションではなく、
Lightning コンソールアプリケーションでのみ使用できます。[履歴] の表示ラベルやアイコンなどのプロパ
ティは変更できません。
ユーティリティを使用するときは、次の点に留意してください。
• リストには一度に最大 10 個の主タブと、各主タブの下に 10 個のサブタブを表示できます。
• ワークスペースタブはアクセス順に表示され、最新のタブが最上部に表示されます。サブタブは最初に開
かれた順序でワークスペースタブの下に表示されます。
• サブタブリンクをコピーすると、そのレコードはワークスペースタブとして開かれます。
• リンクをコピーして他のユーザと共有する場合、そのユーザにリンクを開く前に必ず Salesforce にログイン
するように指示してください。ログインしていないと、リンクを開いても特定のレコードは表示されず、
ホームページにリダイレクトされます。
関連トピック:
ユーティリティバーによる Lightning アプリケーションの拡張

Salesforce Classic コンソールアプリケーションと Lightning Experience コンソー
ルアプリケーションの違いを理解する (ベータ)
Lightning コンソールアプリケーションには、Lightning アプリケーションの操作を快適にする多数の機能が含ま
れていますが、Salesforce Classic コンソールアプリケーションにある機能のいくつかは含まれていません。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning コンソールアプリケーシ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。Lightning コンソールアプリケーションは、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
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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。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience に移行することはできません。Salesforce Classic
コンソールアプリケーションの機能のうち、Lightningコンソールアプリケーションでは使用できない機能の代
表的なものは、次のとおりです。
• キーボードショートカット
• マルチモニター
• 固定表示リスト
• マクロ
• Live Agent
• JavaScript API (インテグレーションツールキットなど)
Visualforce
VisualforceはLightningコンソールアプリケーションでベータ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。Lightning コンソールアプリケーションでは、Visualforce Lightning コンポーネントを
使用する Lightning ページ、および Visualforce 一括アクションがサポートされています。Lightning コンソール
アプリケーションで表示されるページのVisualforceの上書き、およびユーティリティバー項目内のVisualforce
コンポーネントはサポートされていません。
個人取引先
Lightning コンソールアプリケーションでは、個人取引先はサポートされていません。
• 取引先責任者項目 (活動の [名前] 項目など) から個人取引先に移動すると、個人取引先レコードが取引先
と取引先責任者の両方として開くことがあります。この場合は取引先責任者タブを閉じてください。
• 個人取引先には、法人取引先と同じ 3 列のレイアウトはありません。Lightningアプリケーションビルダー
を使用して目的のレイアウトを作成してから、適切なコンソールアプリケーションと個人取引先レコー
ドタイプに割り当てます。
売上予測
売上予測オブジェクトは、Lightning コンソールアプリケーションではサポートされていません。
Salesforce ナレッジ
PDF ファイルの添付、ケースメールへの記事コンテンツの追加、記事のコミュニティ URL の追加など、いく
つかのナレッジサイドバーアクションは Lightning コンソールアプリケーションでは機能しません。サイド
バーで作成アクションを実行することもできません。ナレッジフッターは Lightning Experience ではサポート
されていません。
関連トピック:
アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル別のレコードページの割り当て

コンソールアプリケーションの新しい表示方法および管理方法
2 種類のコンソールアプリケーション、すなわち Salesforce Classic で作成されたコンソールアプリケーションと
Lightning Experience で作成されたコンソールアプリケーションが組織で使用できるようになりました。この 2 つ
のコンソールアプリケーションのアクセス場所と管理場所は若干異なります。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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簡単に言うと、Lightning Experienceアプリケーションランチャーにはすべてのコンソールアプリケーションが表
示されますが、Salesforce Classic アプリケーションメニューには Salesforce Classic コンソールアプリケーションのみ
が表示されます。コンソールアプリケーションを管理するには、アプリケーションが作成されたユーザイン
ターフェースの [設定] を使用します。この後に詳細を説明します。
Lightning Experience
• コンソールアプリケーションにアクセスするには、Lightning Experience アプリケーションランチャーを使
用します。

• Lightning コンソールアプリケーションを管理するには、Lightning Experience の [設定] の [アプリケーション
マネージャ] ページを使用します。

Salesforce Classic
• Salesforce Classic コンソールアプリケーションにアクセスするには、Salesforce Classic のアプリケーションメ
ニューを使用するか、Lightning Experience のアプリケーションランチャーを使用します。アプリケーショ
ンランチャーからアプリケーションを起動すると、コンソールアプリケーションは新しいタブで開かれ
ます。

70

Salesforce Spring '17 リリースノート

ユーティリティバーによる Lightning アプリケーション
の拡張

• Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience アプリケーションランチャーから削除
するには、Salesforce Classic の [設定] の [アプリケーションメニュー] ページでアプリケーションを非表示
にします。個々のユーザのコンソールへのアクセス権を削除することもできます。

• コンソールアプリケーションを管理するには、Salesforce Classic の [設定] の [アプリケーション] ページに
移動します。

ユーティリティバーによる Lightning アプリケーションの拡張
ユーティリティバーでは、ユーザが一般的な生産性ツール ([メモ] や [最近使ったデータ] など) にすばやくアク
セスできます。ユーザがアクセスできる固定フッターとして表示され、ドッキングパネルでユーティリティが
開きます。内部では、ユーティリティは Lightning コンポーネントの機能を活用しています。標準アプリケー
ションとコンソールアプリケーションを含む任意のLightningアプリケーションにユーティリティバーを追加で
きます。以前は、ユーティリティバーを追加またはカスタマイズするためには、API を使用する必要がありま
した。これは、Lightning Experience の新機能です。
ユーティリティバーに馴染みがある気がするかもしれません。そう感じるのは、このユーティリティバーは、
Salesforce Classic のホームページコンポーネントで最も優れた機能と Salesforce Classic コンソールアプリケーション
のフッターを組み合わせたものだからです。
ユーティリティバーに追加するLightningコンポーネントを選択し、そのコンポーネントのプロパティを指定し
ます。ユーティリティパネルの大きさ、およびユーティリティバーに表示する表示ラベルとアイコンを指定で
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きます。ユーティリティバーをLightningアプリケーションに追加するには、[設定] の [アプリケーションマネー
ジャ] ページでアプリケーションを編集します。
ヒント: Lightning コンソールアプリケーションを設定する場合、ユーザが最近アクセスした主タブとサブ
タブを表示する [履歴] ユーティリティを追加します。[履歴] ユーティリティは Lightning コンソールアプリ
ケーションのみで機能します。
[最近使ったデータ] と [メモ] が設定されたユーティリティバーを次に示します。

アプリケーションではユーティリティバーは次のようになります。
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追加するユーティリティバーの数は 10 個以内にすることをお勧めします。また、ユーザが必要なものをすば
やく見つけることができるように、ユーティリティの表示ラベルは短く簡潔にします。
メモ: ユーティリティバーでは、Visualforce ページおよびコンポーネントはサポートされていません。

関連トピック:
Lightning コンソールアプリケーションの概要 (ベータ)
Lightning コンソールアプリケーションでのタブ履歴の表示
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[グローバルアクション] メニューからのより多くのアクションの実行
レコードの作成、活動の記録、およびメモ取り、さらにキャンバス、Visualforce、
Lightning コンポーネントアクションの起動を Lightning Experience のあらゆる場所
から行うことができます。[グローバルアクション] メニュー ( ) に、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]
セクションにあるほぼすべてのグローバルアクションが表示されるようになり
ました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

「ほぼすべて」という言い回しが気になった方もいるかもしれません。[グロー
バルアクション] メニューでは、標準の Chatter アクション ([投稿]、[ファイル]、
[アンケート]、[リンク]、[質問]、[感謝]) はサポートされていません。

エディション
クイックアクションを使
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
カスタムキャンバスを使
用可能なエディション:
Professional Edition
(Force.com Canvas が有効
な場合)、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition

Professional Edition での個人取引先の使用
Professional Edition ユーザのみなさん、個人取引先を紹介します。個人取引先につ
いては聞いたことがあるかもしれません。ビジネスなどを行う個人に関する情
報を保存できるようにするため、Professional Edition で個人取引先の使用が可能と
なりました。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1
モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
デフォルトでは、Salesforce アカウントは法人取引先で、会社に関する情報が保
存されます。ただし、顧客と直接やりとりする場合、姓名などの個人に関する
情報を保存するアカウントが必要です。個人取引先ではこうした情報が保存で
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

個人取引先は、Salesforce が有効にする必要があります。有効にすると、無効にできません。
関連トピック:
個人取引先をさらに活用
Salesforce ヘルプ: 個人取引先の有効化 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可
能性があります)
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LockerService の重要な更新が有効な場合はリッチテキストエディタが
無効
Lightning Experience、Salesforce1、およびテンプレートベースのコミュニティでは、LockerService の重要な更新が
Sandbox および Developer Edition 組織で有効な場合、リッチテキストエディタを使用することもリッチテキスト
を含む項目を編集することもできません。本番組織のリッチテキストエディタと項目は、LockerService が有効
な場合も引き続き正常に機能します。また、LockerService は Salesforce Classic および Lightning Out (Visualforce での
Lightning コンポーネントの使用を含む) には影響しません。
この変更によって、LockerService とコンテンツセキュリティポリシーの更新が Summer '17 で自動的に有効になる
前に Salesforce システム管理者がそれらの更新を完全にテストできます。これは Spring '17 での一時的な制限であ
るためご安心ください。この制限は、Summer '17 ですべての組織の LockerService が有効になる前に解除されま
す。
この重要な更新を無効にするには、[設定] から[重要な更新]をクリックし、「Lightning LockerService セキュリティ
の有効化」という表示ラベルの重要な更新で [無効化] をクリックします。
LockerService の重要な更新が有効な場合、Sandbox および Developer Edition 組織で次の機能が影響を受けます。
メモ: 影響を受ける機能でリッチテキストエディタを使用すると、この変更を知らせるメッセージ
「LockerService の重要な更新が有効になっているため、リッチテキスト編集は無効です。Salesforce システ
ム管理者が [設定] で LockerService の重要な更新を無効にできます。」が表示されます。
Chatter フィード
パブリッシャーは Lightning Experience で無効です。Salesforce Classic に切り替えて、Chatter パブリッシャーで投
稿を作成できます。
Chatter の質問
パブリッシャーは Lightning Experience および Salesforce1 で無効です。Salesforce Classic に切り替えて、質問を投
稿できます。
コミュニティビルダー
リッチコンテンツエディタはコミュニティビルダーで無効です。コミュニティでは、[フィード] コンポー
ネントなどのリッチテキストエディタを含むコンポーネントが無効です。
メールコンポーザ
メールコンポーザの [HTML 内容] 項目は Lightning Experience で無効です。Salesforce Classic に切り替えて、レコー
ドからリッチテキストメールを送信できます。
グループ
[情報] 項目は Lightning Experience および Salesforce1 で参照のみです。Salesforce Classic に切り替えて、グループ
でこの項目を編集できます。
ナレッジ
Lightning ナレッジのリッチテキストエディタ項目は参照のみです。Salesforce Classic に切り替えて、ナレッジ
の記事を作成できます。
Lightning アプリケーションビルダー
リッチテキストコンポーネントは参照のみです。コンポーネントのプロパティペインにリッチテキストエ
ディタは表示されません。
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リッチテキストエリア項目
リッチテキストエリアデータ型を含むカスタム項目は Lightning Experience および Salesforce1 で参照のみです。
Salesforce Classic に切り替えて、これらの項目を編集できます。
セールスパス
パスを作成または編集するときに、[成功へのガイダンス] 項目は無効です。ただし、LockerService が有効に
なる前に追加されたガイダンスは、営業担当がフェーズを更新するときに引き続き商談およびリードワー
クスペースに表示されます。
Lightning コンポーネント
ui:inputRichText および forceChatter:feed コンポーネントは、Lightning Experience、Salesforce1、およ
びスタンドアロンアプリケーションで無効です。
メモ: メモは LockerService に対応するようになりました。LockerService の重要な更新が有効化されたときに
も引き続きメモを使用できます。以前と同じデザインですが、Lightning Design System のアイコンを使用し
ているためツールバーの表示が若干異なります。
関連トピック:

既知の問題: Sandbox および DE 組織で LockerService が有効な場合はリッチテキストエディタが無効
LockerService のコンテンツセキュリティポリシーの厳格化
LockerService の重要な更新が有効な場合は [リッチテキスト] コンポーネントが無効に

乱雑なインラインの Visualforce および計算済み項目のないレコード
の作成
これはお客様のご要望により実現した機能です。お客様やパートナーによるフィードバックに基づき、レコー
ドを作成するときに Visualforce ページ、数式項目、および積み上げ集計項目は表示されなくなりました。必要
なものはすべて表示され、不要なものは表示されません。この変更はLightning Experienceにのみ適用されます。
インライン Visualforce と計算項目をレコードのページレイアウトに表示するように設定している場合、それら
はレコードの詳細の表示、インライン編集、編集、およびコピーを行うときに表示されます。ただし、レコー
ドの作成時には表示されません。

検索: 正しい結果へ導くスマートツール
ますます柔軟になった検索機能を使用すれば、Salesforce 内の必要な情報にすぐ
に到達できます。検索するオブジェクトがすでにわかっている場合は、検索語
句を入力する前に、まずそのオブジェクトにズームインしてください。接続先
の取引先がわかっていれば、取引先責任者をより容易に検索できます。ナレッ
ジ記事を探している場合は、[上位の結果] でより多くの絞り込みオプションと記
事スニペットを使用できます。Lightning Experience の、システム管理者定義の連
動ルックアップ検索条件はワークフローの合理化に役立ちます。各リリースで
期待されているように、より多くのオブジェクトが検索可能になりました。
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このセクションの内容:
オブジェクトを選択してあらゆる場所から検索
インスタント結果ドロップダウンへのショートカットオプションが 1 つ増えました。検索するオブジェク
トの名前がわかっている場合、そのオブジェクト名を検索ボックスに入力します。検索をそのオブジェク
ト内に限定するオプションがあります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
連動ルックアップ検索条件での結果の関連性向上
連動検索条件の使用時により少なく、絞られた結果が表示されるようになったため、ユーザは必要なレコー
ドを簡単に見つけることができます。連動ルックアップ検索条件は、現在のレコードの項目を参照するルッ
クアップのシステム管理者定義の検索条件です。たとえば、ケースの [取引先責任者] 項目に同じレコード
の [取引先名] 項目選択の取引先責任者のみが表示される検索条件をシステム管理者が追加します。この変
更は、Lightning Experience および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されま
す。
取引先名を使用した取引先責任者の検索
適切な人物をすぐに見つけることができます。検索するときに、取引先責任者と取引先名を入力するだけ
です。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべ
てのバージョンに適用されます。
ナレッジ: 記事検索の機能向上 (ベータ)
ナレッジ検索が改善され、必要な記事の検索が簡単になりました。すべてのページ上部に検索ボックスが
表示されていますか? それが新しいナレッジ検索ポータルです。不要な結果を取り除く記事の高度な検索オ
プションでアップグレードされています。また、[上位の結果] ページに記事のスニペットが表示されるた
め、ユーザは最も関連性の高い結果を一目で確認できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
行動 (カレンダー)、注文、見積、および ToDo が検索可能になりました。この変更は、Lightning Experience お
よび Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。

オブジェクトを選択してあらゆる場所から検索
インスタント結果ドロップダウンへのショートカットオプションが 1 つ増えま
した。検索するオブジェクトの名前がわかっている場合、そのオブジェクト名
を検索ボックスに入力します。検索をそのオブジェクト内に限定するオプショ
ンがあります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

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

たとえば、取引先責任者のページで取引先を検索するとします。まず検索ボッ
クスに「取引先」と入力してから、検索を「取引先」に制限するためのオプショ
ン (1) を選択します。検索ボックスに「取引先」オブジェクトが表示され (2)、イ
ンスタント結果ドロップダウンが更新されて取引先レコードのみが表示されます。検索語を入力します (3)。
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探しているものがドロップダウンに表示されない場合、Enter キーを押して、オブジェクトの検索結果ページ
に移動します。
これをアプリケーションのどの場所からも行うことができます。どれだけのクリックを免れたか考えてみてく
ださい。
以降の検索は、ユーザが検索結果ページから離れるか、[X] をクリックしてオブジェクトを削除するまで、選
択したオブジェクトに制限されます。

この機能は、最も頻繁に使用されるオブジェクト (ナビゲーションバー内のオブジェクト) と Chatter に対しての
み動作します。一度に検索できるオブジェクトは 1 つです。
メモ: カレンダー項目を検索するには、「行動」と入力します。
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連動ルックアップ検索条件での結果の関連性向上
連動検索条件の使用時により少なく、絞られた結果が表示されるようになった
ため、ユーザは必要なレコードを簡単に見つけることができます。連動ルック
アップ検索条件は、現在のレコードの項目を参照するルックアップのシステム
管理者定義の検索条件です。たとえば、ケースの [取引先責任者] 項目に同じレ
コードの [取引先名] 項目選択の取引先責任者のみが表示される検索条件をシス
テム管理者が追加します。この変更は、Lightning Experience および Salesforce1 モバ
イルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。

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

関連するレコードのみがユーザに表示されると、レコードの関連付けの時間が短縮され、間違いが起こりにく
くなります。ただし、検索条件が多ければ良いとは限りません。結果を過度に制限しないようにするには、検
索条件をより汎用的または選択的なものにすることを検討するか、すでに利用可能な関連ルックアップ検索条
件を引き続き使用します。
Salesforce Classic と同じプロセスを使用して、検索条件を追加または編集します。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「オブジェクトマネージャ」と入力し、[オブジェクトマネージャ] を
選択します。
2. [表示ラベル] 列からオブジェクトを選択します。
3. [項目とリレーション] セクションの [項目の表示ラベル] 列から参照項目を選択します。
4. [項目の設定情報] の上にある [編集] をクリックします。
5. [ルックアップ検索条件]セクションから、[条件設定を表示]ドロップダウンを使用して検索条件を編集また
は追加します。
定義した連動ルックアップ検索条件または関連ルックアップ検索条件は、Lightning Experience およびすべての
バージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションに表示されます。

取引先名を使用した取引先責任者の検索
適切な人物をすぐに見つけることができます。検索するときに、取引先責任者
と取引先名を入力するだけです。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、
およびSalesforce1モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されま
す。
メモ: この機能は直ちに使用できるものではありません。この機能は、リ
リース全体を通してローリング方式で利用可能になります。

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

取引先責任者の検索がこれまで以上に容易になりました。姓または名あるいはその両方と取引先名を入力して
ください。検索語に一致し、指定した取引先に関連する取引先責任者が返されます。
検索語

返される取引先責任者

関連取引先

Mia Acme

Mia Adams

Acme Industries

Mike Smith ABC

Mike Smith

ABC Company
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この機能を使用することは必須ではありませんが、取引先責任者-to-複数取引先を使用している場合、この機
能により、取引先責任者の直接的および間接的な取引先リレーションが検索されます。

ナレッジ: 記事検索の機能向上 (ベータ)
ナレッジ検索が改善され、必要な記事の検索が簡単になりました。すべてのペー
ジ上部に検索ボックスが表示されていますか? それが新しいナレッジ検索ポータ
ルです。不要な結果を取り除く記事の高度な検索オプションでアップグレード
されています。また、[上位の結果] ページに記事のスニペットが表示されるた
め、ユーザは最も関連性の高い結果を一目で確認できます。これらの変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。

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

関連トピック:
ナレッジ検索: 事前絞り込みや他の機能強化にあらゆる場所からアクセス可能
記事の上位の結果のスニペットを使用したより詳細なコンテキストの取得 (ベータ)

さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
行動 (カレンダー)、注文、見積、および ToDo が検索可能になりました。この変更は、Lightning Experience および
Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
カレンダーは、検索結果リストとインスタント結果に行動として表示されます。

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
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。このリリースでの新機能と考慮事項を確認してく
ださい。
このセクションの内容:
このリリースの Lightning Experience の機能

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

次に、Lightning Experience の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できます。取引先や Chatter の
機能強化など、一部の Lightning Experience 機能は Spring '17 リリース後 24 時間以内に使用可能になります。そ
れ以外の機能はすぐに使用可能になります。
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Spring '17 の Lightning Experience で使用できない機能とその新機能
Lightning Experience の新機能と機能強化に関する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。このリストを確認する
場合には、一時的にSalesforce Classicに切り替えれば新しいインターフェースでまだサポートされていない機
能にいつでもアクセスできることを覚えておいてください。

このリリースの Lightning Experience の機能
次に、Lightning Experienceの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できます。取引先や
Chatter の機能強化など、一部の Lightning Experience 機能は Spring '17 リリース後 24 時間以内に使用可能になりま
す。それ以外の機能はすぐに使用可能になります。
このセクションの内容:
全般的な機能強化
検索
Salesforce Einstein
コアセールス
営業の生産性
Google インテグレーション (ベータ)
Microsoft® インテグレーション
Data.com
サービス
レポートとダッシュボード
Chatter
ファイル
Lightning アプリケーションビルダー
Salesforce Connect
外部サービス (ベータ)
承認
Visual Workflow
プロセスビルダー
設定
セキュリティと ID
開発
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全般的な機能強化
お気に入りを使用した上位 Salesforce ページへのショートカットの作成
Salesforce Classic でタブセットをカスタマイズするように、Lightning Experience のナビゲーションをお気に入り
を使用してパーソナライズできます。
コンソールアプリケーション: Lightning Experience で使用可能に (ベータ)
喜ばしいお知らせがあります。コンソールアプリケーションが Lightning Experience で使用できるようになり
ました。ユーザが複数のレコードを 1 画面に表示できるコンソールアプリケーションの作成、必要なユー
ティリティと重要なレコードの詳細への簡単なアクセスをすべてLightning Experienceで行うことができます。
Lightning コンソールアプリケーションは Sales Cloud および Service Cloud ユーザのみが使用できます。予期しな
い問題を避けるため、他のユーザに Lightning コンソールアプリケーションへのアクセス権を与えないでく
ださい。
ユーティリティバーによる Lightning アプリケーションの拡張
ユーティリティバーでは、ユーザが一般的な生産性ツール ([メモ] や [最近使ったデータ] など) にすばやくア
クセスできます。ユーザがアクセスできる固定フッターとして表示され、ドッキングパネルでユーティリ
ティが開きます。内部では、ユーティリティは Lightning コンポーネントの機能を活用しています。標準ア
プリケーションとコンソールアプリケーションを含む任意の Lightning アプリケーションにユーティリティ
バーを追加できます。以前は、ユーティリティバーを追加またはカスタマイズするためには、API を使用す
る必要がありました。
[グローバルアクション] メニューからのより多くのアクションの実行
レコードの作成、活動の記録、およびメモ取り、さらにキャンバス、Visualforce、Lightning コンポーネント
アクションの起動を Lightning Experience のあらゆる場所から行うことができます。[グローバルアクション]
メニュー ( ) に、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]
セクションにあるほぼすべてのグローバルアクションが表示されるようになりました。
Professional Edition での個人取引先の使用
Professional Edition ユーザのみなさん、個人取引先を紹介します。個人取引先については聞いたことがあるか
もしれません。ビジネスなどを行う個人に関する情報を保存できるようにするため、Professional Edition で個
人取引先の使用が可能となりました。
合理化された AppExchange リストでの詳細情報の表示
AppExchangeリストが簡略化され、主要な製品の詳細を少ないクリック数で表示できるようになりました。
パッケージが含まれるリストには、パッケージの内容に関する詳細 (Lightning アプリケーションビルダーで
使用できるコンポーネントの数など) が表示されます。
Salesforce での AppExchange の製品やサービスの確認
統合 AppExchange エクスペリエンスからアプリケーション、Lightning コンポーネント、およびコンサルティ
ングサービスに関するフィードバックを共有できるようになりました。以前は、レビューの書き込みやレ
ビューに対する操作を行う場合、AppExchange Web サイトに移動していました。
わかりやすいタブの URL を使用したより簡単なカスタムタブへの移動
カスタムタブの URL 構造がわかりやすくなり、はるかに簡単にアクセスできるようになりました。
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検索
オブジェクトを選択してあらゆる場所から検索
インスタント結果ドロップダウンへのショートカットオプションが 1 つ増えました。検索するオブジェク
トの名前がわかっている場合、そのオブジェクト名を検索ボックスに入力します。検索をそのオブジェク
ト内に限定するオプションがあります。
連動ルックアップ検索条件での結果の関連性向上
連動検索条件の使用時により少なく、絞られた結果が表示されるようになったため、ユーザは必要なレコー
ドを簡単に見つけることができます。連動ルックアップ検索条件は、現在のレコードの項目を参照するルッ
クアップのシステム管理者定義の検索条件です。たとえば、ケースの [取引先責任者] 項目に同じレコード
の [取引先名] 項目選択の取引先責任者のみが表示される検索条件をシステム管理者が追加します。
取引先名を使用した取引先責任者の検索
適切な人物をすぐに見つけることができます。検索するときに、取引先責任者と取引先名を入力するだけ
です。
ナレッジ: 記事検索の機能向上 (ベータ)
ナレッジ検索が改善され、必要な記事の検索が簡単になりました。すべてのページ上部に検索ボックスが
表示されていますか? それが新しいナレッジ検索ポータルです。不要な結果を取り除く記事の高度な検索オ
プションでアップグレードされています。また、[上位の結果] ページに記事のスニペットが表示されるた
め、ユーザは最も関連性の高い結果を一目で確認できます。
さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
行動 (カレンダー)、注文、見積、および ToDo が検索可能になりました。

Salesforce Einstein
Sales Cloud Einstein: 人口知能 (AI) によるセールスプロセスの各ステップのスマート化
営業用の AI を次に示します。Sales Cloud Einstein を使用すると、重要な予測、インテリジェントなおすすめ、
タイムリーな自動化によってチームの営業の生産性が大幅に向上します。

コアセールス
個人取引先をさらに活用
Professional Edition で個人取引先を使用できるようになりました。さらに、個人取引先の Lightning ページがカ
スタマイズできるようになりました。重複する個人取引先レコードを作成することを防ぐ目的等で使用さ
れるオプション、[取引先責任者-to-複数取引先] のサポートが拡張されました。
Lightning Experience での取引先階層を使用した取引先リレーションの視覚化
取引先階層を使用すると、営業チームは親取引先と関連子会社間のリレーションを俯瞰的に表示できます。
この機能は Lightning Experience ユーザが特典付きで使用できるようになりました。階層列をカスタマイズし
て、営業チームにとって最も役立つ情報を表示できます。
取引先責任者-to-複数取引先のさらなる強化
1 人の取引先責任者を複数の取引先に関連付けられる機能が、営業担当に好評のようです。その機能がさら
に強化されました。個人取引先のサポートの拡張、カスタムアクション、プロセスビルダー、およびワー
クフローのサポートなどがロールアウトされます。

83

Salesforce Spring '17 リリースノート

このリリースの Lightning Experience の機能

Lightning Experience でのリードの迅速管理
マーケティング担当がリードを作成するときに、割り当てルールを適用し、リードの状況を一括更新して、
リードの取引開始のためにリードのカスタム項目を取引先責任者、取引先、商談に対応付けます。
マーケティング担当および営業担当は取引開始済みリードを確認可能
新しい「取引開始済みのリードを表示および編集」権限を割り当てると、マーケティングおよび営業担当
ユーザが取引開始済みリードを表示できます。ユーザは取引開始済みリードを編集することもできます。
Lightning Experience でのキャンペーン階層結果の表示
キャンペーンがどのように整理されているかをすばやく確認し、階層内のすべてのキャンペーンの個々の
キャンペーンと、集計されたキャンペーンの結果を表示できます。
Lightning Experience でのキャンペーンメンバーの状況の管理
[キャンペーンメンバーの状況] 関連リストをキャンペーンページレイアウトに追加すると、マーケティン
グ担当ユーザが各キャンペーンのメンバーの状況値を設定および管理できます。
Lightning Experience での一括アクションを使用したキャンペーンメンバーの管理
マーケティング担当は、[キャンペーンメンバー] 関連リストでメンバーのキャンペーンへの追加、メンバー
の一括更新、メンバーの削除とコピーを、クリック数回で行えるようになりました。
コラボレーション売上予測: Lightning Experience での売上予測
営業担当は Lightning Experience が提供するすべての機能を利用しながら、一定期間の売上予測を確認できま
す。チームはSalesforce Classicに切り替えることなく、商談分割およびカスタム商談通貨項目を含む商談パイ
プラインから営業収益および数量を予測できます。
商談: Lightning Experience での商談商品
営業担当は、1 回に 50 件までの商品を商談に追加し、同時に 200 件までを編集して、時間を節約できます。
注文: Lightning Experience での商品とサービスの提供に関する合意
チームは Lightning Experience でさらに多くの機能を使用し、商品とサービスに対する要求を追跡できます。
契約と注文へのグローバルアクションの追加
契約オブジェクトと注文オブジェクトでグローバルアクションを使用できるようになったため、これらの
オブジェクトでのアクションのカスタマイズをさらに細かく制御できます。
見積をさらに活用
チームの見積を横並びで表示して、簡単に比較やアクセスを行うことができます。営業担当は、確認する
必要がある見積を検索し、不要な見積 PDF を削除できます。チームは、見積関連の営業活動と見積の現在
のフェーズを追跡できます。さらに、営業担当は同時に複数の商品を見積に追加できます。
Lightning Experience での見積 PDF の進化
チームはSalesforce Classicに切り替えることなく、簡単に最新の見積を顧客にメールで送信できます。また、
顧客が複数の見積や他のドキュメントを横並びで表示できるように、それらをメールに添付できます。
[見積] 関連リストの項目の変更
パフォーマンスを向上させるため、商談、取引先責任者、および契約の [見積] 関連リストに表示される項
目にいくつかの変更が加えられました。
セールスパス: 機能が拡張され新しい名前に
素晴らしい機能はそのままですが、可用性が向上したことを反映するために「パス」という新しい名前が
付けられました。
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個人取引先へのメール送信時、差し込み項目がさらに便利に
営業担当が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すべての個人
取引先の差し込み項目が表示されるようになりました。以前は、検索結果には取引先の差し込み項目のみ
が表示されましたが、取引先責任者の差し込み項目も表示されるようになりました。
「取引先の自動入力」が「自動化された取引先項目」という名前に変更
「自動化された取引先項目」は、営業担当が情報を入力するときに、米国を拠点とする会社が [取引先名]
項目に表示される取引先機能の新しい名前です。営業担当は候補の企業をリストから選択できるため、法
人取引先を容易に作成できます。
Lightning Experience での重複する会社と取引先責任者の検出とマージ
営業チームが顧客と良好な関係を維持し、取引先と取引先責任者の整理が行き届くようにします。重複レ
コードを表示することで、営業担当は不用意に顧客との関係を損なうことがなくなり、データも整理が行
き届きます。すでにSalesforce Classicで営業担当にレコードのマージ権限を付与している場合、その営業担当
は Lightning Experience でもレコードをマージできるようになりました。取引先、取引先責任者、およびリー
ドのインターフェースが一貫しているため、全員が重複管理を簡単に行えます。
重複する個人取引先のマージ
営業チームが知らぬ間に重複レコードを作成しているため、個人取引先の管理に手間取っていませんか? そ
うした状況を改善します。個人取引先の新しい一致ルールと重複ルールによって、リード、取引先責任者、
および法人取引先ですでに使用可能な重複管理機能が拡張されます。

営業の生産性
Inbox: メールとカレンダーを Salesforce に接続する生産性ツール
営業チームが、メールとカレンダーを Salesforce と統合してメールと行動を自動的にログ記録する機能を使
用し、すべてのメールで生産性が向上するようにしてください。
セールスコンソール: Lightning Experience の 1 画面に複数のレコード (ベータ)
営業担当の作業が大きく改善されました。Lightning セールスコンソールアプリケーションが新しくなり、
リードの調査、商談の成立、リレーションの管理といった操作のすべてが簡単になりました。
Lightning Voice: ボイスメールと通話品質
個人ボイスメールや簡単な通話品質の確認など、いくつかの重要な機能が Voice に追加されました。
リストビューでのインライン編集による時間の節約 (正式リリース)
リストビューの Lightning Edit を使用すると、営業担当は Lightning Experience でレコード更新を簡単に行えま
す。営業担当はレコードを開かずにリストビューから直接編集ができます。参照項目では、レコードをそ
の場で検索および作成できます。
状況に応じたメールテンプレートによる時間の節約
メールテンプレートを選択するときに、最初のメール受信者または [関連先] 項目内の項目に適用されるテ
ンプレートのみが表示されます。
Kanban: 可用性の向上と設定の追加
Kanban スタイルのビジュアルレイアウトを使用できる場所が増え、効率的に作業を監視できます。
Gmail または Office 365 経由で送信されるメールに共有のメールフッター
Gmail または Office 365 経由で送信されるメールには、組織の共有フッターが含まれます。このフッターを含
めるかどうかを選択できます。
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[メールを送信] アクション: メールをビジネスプロセスに合わせて調整
メールコンポーザは、[メールを送信] アクションに置き換わりました。項目の追加と削除または定義済み
の値の指定により、[メールを送信] アクションをビジネスプロセスに合わせてカスタマイズできます。[メー
ルを送信] アクションは、活動が有効な任意のオブジェクトに追加できます。
任意の場所からのメールの送信
活動が有効な任意のオブジェクト (カスタムオブジェクトを含む) に [メールを送信] アクションを追加すれ
ば、Lightning Experience のどこからでもメールを送信できます。
定義済みの項目によるエラーのないメールの送信
項目を事前に定義してビジネスプロセスに合わせて [メールを送信] クイックアクションをカスタマイズし、
入力エラーを軽減します。
組織の共有メールアドレスを使用したメール送信
Salesforce Inbox ユーザ以外は、組織の共有アドレスを [送信者] ドロップダウンから選択できます。
[送信者] 項目での複数のメールアドレスからの選択
[メールを送信] アクションと Salesforce Inbox を使用すると、接続されているメール送信アカウントから選択
できます。ビジネスプロセスに最も適したメールアドレスを選択します。たとえば、HR 担当が求職の問い
合わせに返信する場合は、「recruit@company.com」を選ぶことが考えられます。
[関連先] 参照項目を使用したより多くのレコードの関連付けの作成
メールが何に関連付けられているか (キャンペーンなど) を選択し、メールの受信者 (キャンペーンの対象者
など) を選択します。[関連先] 項目のコンテンツは、使用可能な差し込み項目とテンプレートに影響し、レ
コードへのメール活動の関連付けも行われます。関連付けの結果として、対象者のレコードを表示したと
きにキャンペーンメールを参照できます。
状況に応じたメールテンプレートによる時間の節約
メールテンプレートを選択するときに、最初のメール受信者または [関連先] 項目内の項目に適用されるテ
ンプレートのみが表示されます。
状況に応じた差し込み項目と個人取引先のサポート
一般的に、差し込み項目はテンプレートを作成するときに使用されます。差し込み項目を選択するときに、
選択可能なマージ項目のリストに最初の受信者または [関連先] 項目内の項目に適した項目が表示されます。
[関連先] 項目に [個人取引先] がある場合、リストにはすべての個人取引先の差し込み項目が表示されます。
Gmail または Office 365 経由で送信されるメールに共有のメールフッター
Gmail または Office 365 経由で送信されるメールには、組織の共有フッターが含まれます。このフッターを含
めるかどうかを選択できます。
ファイルのメール送信方法で添付またはリンクを選択可能
メールのサイズを制御するには、添付ファイルのサイズ制限を設定するか、ファイルへのリンクのみを許
可します。新しい設定では、到達性を改善するために最も効率的な方法を選択できます。
フォローアップ ToDo の作成
フォローアップ ToDo を作成し、ToDo リストで次の予定を確認できるようにします。新しいフォローアップ
ToDo では、元の ToDo の [件名]、[割り当て先]、[名前]、[関連先] 項目の情報が使用されます。期日は空白で
すが、項目内をクリックすると、デフォルトで今日になります。
Lightning Experience での定期的な ToDo の反復使用
営業担当は定期的な ToDo を使用して、翌日の見込み客リストの作成や週次営業ミーティングの議題の更新
など、予測可能な活動をスケジュールします。ToDo を、毎日、毎週、毎月、または毎年繰り返し、選択し
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た日付から開始することができます。ToDo をいつ終了するかを設定したり、最も遅い日付を自動的に計算
したりすることができます。Lightning Experience ユーザは、Salesforce Classic に切り替えることなく、定期的な
ToDo を作成および追跡できるようになりました。
ToDo の [保存 & 新規] による時間の節約
「ToDo の作成」を ToDo の一つとする必要はありません。保存 & 新規機能を使えば、古い ToDo に基づいて
新しい ToDo を作成できます。新しい ToDo には、[件名]、[名前]、[割り当て先]、[関連先] 項目に古い ToDo と
同じエントリが入力されます。
ToDo と行動の検索
ToDo と行動がグローバル検索に表示されるようになりました。

Google インテグレーション (ベータ)
Lightning for Gmail (ベータ)
Gmail から直接完了できる作業の増加
作業画面を切り替えずに、営業チームが Salesforce コンテンツにアクセスできるようにしてください。この
ようにすると、営業担当は販売パイプラインを効率的に管理し、Salesforce と Gmail を切り替えずに、さらに
多くの商談を成立できるようになります。
Lightning for Gmail での Einstein の活用によるインサイトの取得
Einstein を使用すれば、営業チームの意思決定に役立つデータが Lightning for Gmail で提供されます。Einstein が
設定されている場合、営業担当は取引先と商談のインサイトを使用して、メールの対処中に作業に優先順
位を付けることができます。
拡張メールによる生産性向上
メールおよび重要な商談を、営業担当が常に把握するのに役立つ方法を探していますか。Lightning for Gmail
で拡張メールをオンに切り替えれば、営業担当はメールを Salesforce の関連レコードに素早く簡単に関連付
けられるようになります。
Lightning for Gmail のカスタマイズ
営業チームが取引先、取引先責任者、商談、リード、ケース以外のレコードに焦点を当てたいと考えてい
ませんか? 自社でカスタマイズした機能を使用することを熱望していませんか? 営業担当は、Gmail で表示お
よび操作する Salesforce レコードタイプを選択すれば、Lightning for Gmail で自身に関連性の高い情報を表示で
きます。

Lightning Sync for Google (ベータ)
営業担当の取引先責任者を Gmail™ に取得
営業担当が、見込み客の最新の取引先責任者情報を取得できるようにしてください。Lightning Syncを使用し
て、Salesforce の取引先責任者を Google コンタクトに同期するように、営業担当を設定します。このように
すると、営業担当は Gmail™ で作業して見込み客との関係を構築でき、時間をかけて両方のシステムでレコー
ドを保守する必要がなくなります。
Google カレンダー™ から予約したミーティングに誰が出席するかを Salesforce から直接表示
会社で Lightning Sync を Google カレンダー™ と併用している場合、営業チームは、どの見込み客、お客様、同
僚がミーティングに出席するかを Salesforce から直接表示できます。
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Microsoft® インテグレーション
Lightning for Outlook
Lightning for Outlook から直接完了できる作業の増加
営業チームは、Salesforce レコードの詳細について Lightning for Outlook からすぐに調べることができます。営
業担当は、レコードの詳細ページに加えて、Chatter フィード、活動タイムライン、関連リストを表示でき
ます。それだけではありません。Lightning for Outlook ではインライン編集がサポートされるようになったた
め、営業担当は Salesforce と Outlook を切り替えずにレコードを変更できます。
Lightning for Outlook での Einstein の活用によるインサイトの獲得
Einstein を使用すれば、営業チームの意思決定に役立つデータが Lightning for Outlook で提供されます。Einstein
が設定されている場合、営業担当は取引先と商談のインサイトを使用して、メールの対処中に作業に優先
順位を付けることができます。
メールアプリケーションペインでコンテンツをさらにカスタマイズ
営業担当が Lightning for Outlook でカスタマイズされた機能を使用して作業することを望んでいる場合は、朗
報です。開発者は、カスタム Lightning コンポーネントを設計して、メールコンテンツ、行動の説明、開始
日、終了日、参加者、場所を活用できるようになりました。

Lightning Sync for Microsoft Exchange
Microsoft Exchange® カレンダーから予約したミーティングに誰が出席するかを Salesforce から直接表示
会社で Lightning Sync を Microsoft Exchange と併用している場合、営業チームは、どの見込み客、お客様、同僚
がミーティングに出席するかを Salesforce から直接表示できます。

Salesforce for Outlook
必須の重要なアップグレード (ページ 177)
サービスの中断を避けるため、Salesforce for Outlook のすべてのユーザは、2017 年 3 月にはバージョン 3.0.0 以
降を使用している必要があります。可能な限り早いアップグレードを営業チームに指示してください。そ
うすれば、3 月までにインストールの問題に対処できます。
一部の Microsoft® アプリケーションのサポート終了
Microsoft の最新アプリケーションとの互換性を営業担当に提供するため、Salesforce for Outlook では、Internet
Explorer® 9、Internet Explorer® 10、Outlook 2007、Exchange 2007 など、Microsoft がサポートを終了するアプリケー
ションのサポートを終了します。すぐにこれらのアプリケーションの使用を終了するように営業担当に指
示して、問題を回避してください。

Data.com
Data.com: 新しい名前と新機能
Data.com Clean のルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようになり、さらに強力で多様なカ
スタマイズが可能なルールになっています。米国以外の年間売上データと選択リストに基づく位置データ
がルールで更新されるようになりました。データサービスが新しいデータを受信すると、各自のデータも
更新されます。データサービスによる更新を改善するには、データの照合と更新の対応付けをカスタマイ
ズします。
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クリーンアップルールの名前変更
クリーンアップルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようになりました。この新しい名前
により、クリーンアップジョブに基づいているData.com Cleanとルールベースの更新が区別されます。Data.com
Clean ライセンスが必要かどうかは、データインテグレーションルールによって異なります。
米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新
データを経済と同様にグローバルにしましょう。Data.com によって提供されるデータインテグレーション
ルールは、レコードの通貨が米国ドル以外の場合でも、レコードの年間売上データを更新できます。
州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
州選択リストと国選択リストを使用して取引先の住所を標準化すると、データ品質を確保できます。取引
先の州選択リストと国選択リストを使用して、最新の住所データを取得できるようになりました。州選択
リストと国選択リストが使用されている場合でも、「取引先の会社情報」データインテグレーションルー
ルで取引先が更新されます。
データ更新を使用した最新データの維持
データを完全に最新にします。データインテグレーションルールはデータサービスを使用してレコードを
更新しますが、データサービス自体のデータが更新される場合はどうなるでしょうか。データ更新では、
データサービスの更新が行われるときに組織の最新データを維持できます。選択に基づき、データ更新は
既存レコードにデータインテグレーションルールを継続的に適用します。
データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ
カスタマイズ済み項目の対応付けを使用すると、データインテグレーションルールによる外部データを使
用したレコードの照合および更新方法を制御できます。各データインテグレーションルールには、照合と
更新の個別の対応付けがあります。これらの対応付けは、[設定] で表示および変更できます。
組織でのデータインテグレーションルールの試行
組織の Sandbox で新しいデータインテグレーションルール機能を試してみてください。その過程で、新しい
[設定] の場所と更新を設定する新しい手順を確認できます。
カスタムオブジェクトの [トリガをスキップ] 機能の変更
カスタムオブジェクトのトリガのスキップ機能の動作方法が変更されました。カスタムオブジェクトのデー
タインテグレーションルールで [トリガをスキップ] が選択されていても、これらのトリガがスキップされ
なくなりました。

サービス
新しい Lightning サービスコンソールの概要 (ベータ)
サービスコンソールが Lightning Experience で使用できるようになりました。システム管理者とサービスエー
ジェントは、Lightning Experience で提供されるすべての機能を利用できます。サービスエージェントは、更
新されたユーザインターフェースと使いやすい Lightning コンポーネントを気に入るでしょう。システム管
理者は、数回クリックするだけでコンソールをカスタマイズできることを気にいるでしょう。そのとおり。
クリックを数回するだけです。コンソールですぐに利用できるように、存分にカスタマイズできるサービ
スコンソールという標準のアプリケーションが用意されています。
Lightning コンソールアプリケーションでの Open CTI の使用
前回のリリースでは、Lightning Experience 用の Open CTI が導入されました。このリリースではさらに朗報があ
ります。サービスコンソールを含む Lightning コンソールアプリケーションで、Lightning Experience 用の Open
CTI を使用できるようになりました。
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Open CTI の onNavigationChange メソッドの新しい動作
onNavigationChange メソッドで呼び出されたリスナーは、標準とコンソールのどちらのアプリケーショ
ンを使用しているかによって動作が異なるようになりました。
コールセンターアプリケーションの新しい名前
Service Cloud の今後の方向性に合わせて、コールセンターアプリケーションの名前が「サービス」に変更さ
れました。このアプリケーションには、Salesforce Classic ではアプリケーションメニュー、Lightning Experience
ではアプリケーションランチャーを使用してアクセスできます。
ナレッジ: Lightning Knowledge の導入 (ベータ)
ナレッジが Lightning Experience に組み込まれ、知識ベースを強力かつ合理化された方法で管理できるように
なりました。Lightning Knowledgeを使用すると、Salesforceの他のオブジェクトのように機能する標準オブジェ
クトの利点を得ることができます。Lightning Knowledge は、ナレッジを使用したことがない組織、または 1
つの記事タイプに簡単に統合でき、データカテゴリ数が少なく、単一言語モードを使用している既存の組
織に最適です。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

レポートとダッシュボード
Lightning Experience でのレポートへの登録
毎週月曜日の朝にオフィスに着いたときに確認しているレポートは、代わりに毎週月曜日の午前 8:00 にメー
ルで受信しましょう。レポートは 5 個まで登録が可能で、更新されたレポート結果を、設定した日、週、
または月単位のスケジュールどおりにメールで受信できます。Lightning Experience でのレポートの登録は、
Spring '17 リリースの 7 日以内に使用できます。
Lightning Experience での URL パラメータによるレポートの絞り込み
検索条件に時間をかける必要はありません。URL パラメータを渡して Lightning Experience レポートの検索条
件値を設定できます。レポートへのリンクやレポートのブックマークを行うときに、URL に検索条件値パラ
メータを追加して、レポートが開くときに絞り込まれる方法をカスタマイズします。たとえば、商談レポー
トをブックマークし、新規ビジネス と 既存のビジネス のどちらが表示されるかを指定する検索条件値パラ
メータを追加します。
Lightning Experience での他のユーザとしてのダッシュボードの表示
たとえば、営業担当は各自の商談のみが表示可能であるものの、あなたは前四半期に成立したすべての商
談を確認する必要があるとします。ダッシュボードを作成すれば、そのダッシュボードをあなた (またはす
べての商談を表示できる誰か) の代わりに他のユーザが表示できるようにすることができます。営業担当が
ダッシュボードを開くと、各自の商談の代わりにすべての商談に関する情報が表示されます。営業担当の
Salesforce でのアクセス権は変更されません。営業担当はそのダッシュボードでのみ追加データを見ること
ができます。
Lightning Experience での Chatter への投稿によるダッシュボードグラフの共有
Chatter でダッシュボードグラフの画像を共有して会話を開始しましょう。
Lightning Experience でのダッシュボードコンポーネントの展開による全体の表示
ダッシュボードコンポーネントをウィンドウで開くと、すべての詳細が表示されます。
Lightning Experience でのダッシュボードのフォロー
定期的にダッシュボードを開いて変更を確認する代わりに、ダッシュボードをフォローして Chatter フィー
ドで更新を確認します。ダッシュボードでフィード追跡を有効にすると、ユーザはダッシュボードを開い
て [フォロー] をクリックすることでダッシュボードをフォローできます。
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Lightning Experience ダッシュボードビルダーでのフォルダ間のダッシュボードの移動
組織でレポートとダッシュボードの分析フォルダの拡張共有を使用している場合、フォルダ内に保存され
たレポートとダッシュボードに誰がアクセスできるかが制御されます (組織が Summer '13 Salesforce リリース
より後に作成された場合、すでに分析フォルダの拡張共有が有効になっています)。ダッシュボードをフォ
ルダ間で移動するには、Lightning Experience ダッシュボードビルダーで [プロパティ] メニューを開きます。
Lightning Experience ダッシュボードへのじょうごグラフと散布図の追加
じょうごグラフと散布図がダッシュボードコンポーネントエディタで使用できるようになりました。じょ
うごグラフを追加すると、フェーズごとの相対的な測定量が表示されます。たとえば、じょうごグラフは
商談がどのようにフェーズを移動するかを表示するのに適しています。散布図を追加すると、1 つまたは 2
つのグループのレポートデータと集計が表示されます。散布図は、大量のデータセットのトレンドを識別
するのに役立ちます。
外部オブジェクトレポートの制限の緩和
以前の制限がいくつか排除されました (これまでにこの制限に達していないことを願います)。この改善は、
外部オブジェクトリレーションが含まれるレポートや、Salesforce Connectの組織間アダプタを使用するレポー
トに影響します。
Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードのその他の機能強化
このリリースの主要機能に加えて、レポートとダッシュボードにいくつかの軽微かつ重要な改善が行われ
ました。

Chatter
Lightning Chatter ホームページの刷新
Lightning Chatter ホームページの左列に多くの変更があります。[すべての会社フィード] が [会社の特長] とい
う名前に変わり、会社全体で最も人気のある投稿 (上位の投稿) の動的なリストが表示されるようになりま
した。[会社の特長] には、ストリームと呼ばれる新機能が導入されています。最大 25 個の最も有益なソー
スの投稿をまとめる最大 5 個のカスタムフィードを作成します。ストリームのリストから、最近更新され
た 5 個のグループにすばやくアクセスできるようになりました。
Chatter ストリームを使用したカスタムフィードの作成
Chatter ストリームを使用して、最も有益な情報を独自のカスタムフィードにまとめることができるように
なりました。異なるフィードやフィード種別の投稿を結合する最大 5 個の Chatter ストリームを作成します。
ユーザ、グループ、レコード (取引先、商談、ケースなど) のフィードを結合します。
[すべての会社フィード] から Einstein 搭載 [会社の特長] への変更
[すべての会社フィード] の名前が [会社の特長] になりました。[会社の特長] フィードには Einstein 人工知能
(AI) が組み込まれており、組織のトレンドのランク付けされたビュー ([上位の投稿]) が表示されます。会社
全体で最も人気のあるニュースを簡単に確認できるようになりました。
Chatter への Shield Platform Encryption の導入 (パイロット)
Chatter の Shield Platform Encryption が公開パイロットで実施されています。Chatter の暗号化では、ネットワー
ク経由での送信時だけでなく、保存時に機密データを暗号化できます。Chatter の暗号化は、本番環境への
準備はできていませんが、専用の Sandbox 環境で安全に試すことができます。
Lightning Experience の投稿の共有
多くのユーザに見てもらいたい投稿をフォロワーと共有できます。必要に応じて、投稿する前に独自の紹
介コメントを追加できます。
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ライブコメントの改善
ライブコメントが強化され使いやすくなりました。たとえば、ユーザがコメントするときにアニメーショ
ンが表示されるようになりました。そのアニメーションの横には、コメントを入力中のユーザ名が最大 3
人分表示されます。
ショートカット機能を利用した投稿
あなたが上級ユーザなら、ショートカット機能を使用して投稿やコメントを実行してみてください。Windows
の場合、コンテンツを入力して Ctrl+Enter キーを押します。macOS の場合、Control+Enter キーまたは
Command+Enter キーを押します。
フィードのデザインの更新
Salesforce は、すべてのプラットフォームが等しく使いやすくなるよう作業を続けています。このリリース
では、いいね! バーが変更されました。カウントが表示されるようになり、投稿にいいね! と言った最大 3 人
のユーザ名がリストされるようになりました。

ファイル
フォルダを使用したライブラリファイルの整理 (ベータ)
フォルダは、お客様のご要望により実現した機能です。Lightning Experience で、フォルダの作成、名前変更、
削除を行って、ライブラリのファイルを整理できます。
Lightning Experience の関連リストからレコードへの Salesforce ファイルの追加
ファイルカードから直接 Salesforce ファイルをレコードに添付することで、生産性が向上します。Chatter は
使用しなくて問題ありませんか? 問題ありません。Files Connect ファイルおよびライブラリファイルも添付で
きます。
Lightning Experience でのファイル名の変更
ファイル名で後悔したことはありませんか? Lightning Experience でファイル名を簡単に変更できるようになり
ました。
外部ファイルへのリンクの Files Connect ファイル参照への変換
外部 Files Connect Google ドライブファイルのハイパーリンクを Chatter に投稿すると、自動的に Files Connect
ファイル参照になります。投稿の本文の下にアイコンとファイルタイトルが表示されます。

Lightning アプリケーションビルダー
アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル別のレコードページの割り当て
カスタムレコードページを作成して、アプリケーション、レコードタイプ、ユーザプロファイル別に割り
当てることで、ユーザの環境をより詳細にカスタマイズできるようになりました。営業マネージャには営
業担当とは異なる商談のビューを提供します。標準の法人取引先ページとは異なる非営利団体ページを設
定します。
個人取引先ページのカスタマイズ
Summer '16 では、Lightning アプリケーションビルダーで個人取引先の独自のページが提供されていました
が、編集することはできませんでした。それが可能になりました。これらの個人取引先ページをカスタマ
イズしてみましょう。
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Lightning アプリケーションビルダーを使用したコンソールアプリケーションレコードページのカスタマイズ
洗練された新しい Lightning コンソールアプリケーションに合わせて、新しい Lightning コンポーネントと新
しい Lightning ページテンプレートが用意されています。コンソールユーザは、Salesforce Classic の場合と同様
に効率的で生産的な作業を行えるようになりました。特に素晴らしい点は、このカスタマイズすべてをコー
ドを使用せずにクリックだけで実行できるということです。
新しいテンプレートを使用した Lightning ページのカスタマイズ
選択できるテンプレートが増えて、ページ設計オプションが増加しました。3 個のアプリケーションページ
テンプレートと 5 個のレコードページテンプレートが追加されました。アプリケーションページテンプレー
トは、Lightning Experience と Salesforce1 間で動的に調整されます。
Salesforce のデフォルト Lightning ページのコピー
2 つの異なる方法でLightning ページを作成できるようになりました。テンプレートを使用して、必要なコン
ポーネントを入力できる空のページを作成します。また、システムデフォルトページをコピーして、標準
コンポーネントが入力されたページを作成することもできます。この機能は、ホームページ、レコードペー
ジ、およびメールアプリケーションページで使用できます。
Apex を使用した Lightning ページコンポーネントの動的選択リストの作成
Lightning アプリケーションビルダーでコンポーネントが設定されるときに、コンポーネントのプロパティ
を選択リストとして公開できるようになりました。選択リストの値は、作成する Apex クラスによって提供
されます。
Lightning ページへの [関連レコード] コンポーネントの追加
ユーザに最も必要なレコードの詳細を提供します。[関連レコード] コンポーネントを使用してLightningペー
ジをカスタマイズし、任意のレコードページに関連レコードの詳細 (親レコードなど) を表示します。
Lightning ページへの [関連リスト] コンポーネントの追加
Salesforce では、Lightning ページでお客様が必要とする情報を提供したいと考えています。新しい [関連リス
ト] コンポーネントでは、レコードのすべての関連リストを表示する代わりに必要なリストを選択できるよ
うになりました。
Lightning ページに関連リストが表示される方法のカスタマイズ
[関連リスト] コンポーネントの新しい属性を使用して、カスタムLightning ページで関連リスト項目を表示す
る方法 (リストまたはタイル) を選択します。[関連リスト] コンポーネントをページの狭い領域に配置する場
合、リスト項目はタイルでのみ表示されます。
LockerService の重要な更新が有効な場合は [リッチテキスト] コンポーネントが無効に
Sandbox 組織と Developer Edition 組織の場合、LockerService の重要な更新が有効になっていると、[リッチテキ
スト] コンポーネントは Lightning アプリケーションビルダーで参照のみになります。
フローコンポーネントによる Lightning ページの強化 (ベータ)
Lightning アプリケーションビルダーに新しいコンポーネントが追加されました。フローコンポーネントを
使用して、有効なフローを Lightning ページに埋め込みます。
[ホーム] ページでの未承認申請の表示
新しい [未承認申請] コンポーネントを使用して、ユーザがまだ応答していない承認申請を表示します。こ
のコンポーネントは [ホーム] ページでのみサポートされます。
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より多くのアクションボタンを使用した強調表示パネルのカスタマイズ
最大 10 個のアクションボタンが強調表示パネルに表示されるようになり、レコードの [特長] の利便性が向
上しています。以前は、3 個が上限でした。この変更が反映されるように表示ラベルが更新され、コンパク
トビューの強調表示パネルを表示するオプションの名前が変更されました。
Lightning レコードページへの Skype の追加 (ベータ)
Lightning アプリケーションビルダーで新しい [Skype for Business] コンポーネントが使用できるようになりまし
た。このコンポーネントをレコードページに追加して、オンラインになっているユーザの確認、音声通話
やビデオ通話の開始、およびチャットを行う Skype コントロールを取得します。このコンポーネントを追加
するには、組織で Skype for Salesforce (ベータ) を設定する必要があります。コンポーネントを使用するには、
レコードページに少なくとも 1 つのメール項目を含める必要があります。

Salesforce Connect
すべての Salesforce 組織でのシームレスな作業 — 書き込みがサポートされた組織間コネクタ
Salesforce Connect の組織間アダプタで、書き込み可能な外部オブジェクトを使用できます。ユーザや開発者
が、接続された Salesforce 組織に保存されているレコードを作成、更新、および削除できるようになりまし
た。
外部オブジェクトの増加
組織あたりの外部オブジェクトの最大数が 100 から 200 に増加しました。これにより、さらに多くの外部
データにアクセスできます。
外部オブジェクトのクイックアクションの作成
Lightning Experience の外部オブジェクトでクイックアクションを使用できるようになりました。以前は、
Salesforce Classic の外部オブジェクトでしかクイックアクションを使用できませんでした。
外部オブジェクトのレポートの改善
以前の制限がいくつか排除されました (これまでにこの制限に達していないことを願います)。この改善は、
外部オブジェクトリレーションが含まれるレポートや、Salesforce Connectの組織間アダプタを使用するレポー
トに影響します。

外部サービス (ベータ)
外部サービス: ウィザード、スキーマ、フローを使用した Salesforce への接続 (ベータ)
外部サービスを使用して、選択したサービスに Salesforce 組織を接続します。フローで外部ソースに基づい
てメソッドを呼び出します。サービスから Salesforce にデータをインポートします。使いやすいウィザード
を使用して、このすべてを実行できます。これは、Lightning Experience の新機能です。

承認
未承認の申請の Lightning Experience からの確認
これまでは、承認者が通知を掘り返して、承認申請が関連付けられているレコードを思い出そうと努めて
いました。Lightning アプリケーションビルダーおよび [承認申請] ナビゲーションバー項目の新しい [未承認
申請] コンポーネントにより、Lightning Experience を使用する承認者は 1 か所で未承認申請を確認できます。
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[申請] ボタンに関する懸念の払拭
承認プロセスを有効化したのに [承認申請] ボタンをオブジェクトのページレイアウトに追加し忘れたこと
はありませんか。誰にでもあることです。そのため、そのステップは削除され、承認プロセスを有効化し
たときに関連するすべてのページレイアウトに自動的にボタンが追加されるようになりました。
ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価
トリガ、入力規則、フロー、承認、ワークフロー、およびプロセスビルダーで、より効率的に個人取引先
が評価されるようになりました。

Visual Workflow
Lightning スキンを使用したフローの実行 (正式リリース)
フローのデザインを良くしたいと思ったことはありませんか? Salesforce も同じです。この機能を有効にする
と、すべての URL ベースのフローが Classic ランタイムではなく Lightning ランタイムを使用して表示されま
す。
Lightning ページへのフローの埋め込み (ベータ)
Lightning アプリケーションビルダーのフローコンポーネントがロールアウトされます。Lightning ページ (ア
プリケーションページ、レコードページ、ホームページなど) にフローを追加できるようになりました。
ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価
トリガ、入力規則、フロー、承認、ワークフロー、およびプロセスビルダーで、より効率的に個人取引先
が評価されるようになりました。
2 列のフロー画面の表示 (正式リリース)
多数の情報を収集するフローを作成する場合、フロー画面が無制限の細長い項目の列として表示される可
能性があります。特定のフローを 2 列で表示して、フロー画面のレイアウトを分割します。

プロセスビルダー
ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価
トリガ、入力規則、フロー、承認、ワークフロー、およびプロセスビルダーで、より効率的に個人取引先
が評価されるようになりました。
プロセスビルダーのアイコンの更新
プロセスビルダーを次に開いたときに、新しいアイコンを確認してみてください。Salesforce Lightning Design
System の古いアイコンが置き換わり、Lightning Experience の他の部分と調和するようになりました。

設定
Lightning レコードページの割り当てを一目で確認
オブジェクトマネージャの [Lightning レコードページ] 関連リストが刷新されました。カスタム Lightning レ
コードページが組織またはアプリケーションのデフォルトとして割り当てられているかどうか、アプリケー
ション、レコードタイプ、プロファイルに割り当てられているかどうかを簡単に確認できるようになりま
した。[ページ割り当てを表示] ボタンが関連リストに追加され、どのカスタムLightningページが特定のアプ
リケーション、レコードタイプ、プロファイルに割り当てられているのかに関する詳細情報を取得できる
ようになりました。
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Lightning Experience で単独の [設定] タブが使用可能に
Lightning Experience の [設定] の独自のタブ

セキュリティと ID
認証と ID: 検証要件の増加、OAuth オプションの増加、接続アプリケーションの機能強化
組織内のユーザが実行しているすべての OAuth 接続アプリケーションのセキュリティポリシーを管理する
機能が追加されました。ユーザとシステム管理者の検証要件が追加され、モノのインターネットの接続デ
バイスの ID を提供する新しい OAuth フローが導入されました。また、独自の認証プロバイダを実装してい
る場合、カスタマイズされたエラー処理と更新トークンをサポートするようにプラグインが拡張されてい
ます。
状態チェック: カスタムベースラインのインポートおよび新しい権限の割り当て
状態チェックの新しい権限、およびツールへのカスタムベースラインのインポート機能が導入されました。

開発
Visualforce ページでの Lightning Design System の使用
<apex:slds> 要素を使用して Visualforce ページに Lightning Design System を組み込み、Lightning Experience のス
タイルに合わせます。このコンポーネントの使用は、Lightning Design System を静的リソースとしてアップ
ロードして Visualforce ページで使用することに代わる合理的な方法です。
開発者コンソールでの例外クラスの作成
開発者コンソールで System.Exception を拡張するApexクラスを作成できるようになりました。以前は、
Exception が名前に含まれているクラスを作成するとエラーになっていました。
開発者コンソールに表示されるコードカバー率の結果の増加
2,000 個を超える Apex クラスおよびトリガがあっても、開発者コンソールですべてのコードカバー率の結果
を表示できるようになりました。以前は、開発者コンソールにコードカバー率の結果が 2,000 行までしか表
示されませんでした。
Lightning API — 開発者プレビュー
Lightning API を使用して、独自のブランド設定とデザインを使用したネイティブモバイルアプリケーション
およびカスタム Web アプリケーションを作成します。1 回の REST 要求で、レコードを表示、編集、作成す
るための十分なメタデータ、レイアウト情報、データが返されます。Lightning API では、Lightning Experience
で利用できるほとんどのオブジェクトがサポートされます。
カスタムメタデータ型: リレーション項目の機能強化、ロングテキストエリア
カスタムメタデータ型を使用することで、データだけでなくメタデータ型に基づいてアプリケーションを
作成することができるため、以前よりも優れたアプリケーションを構築できます。長らく待ちわびていた
機能 (項目定義とのメタデータリレーションやカスタムメタデータ型のロングテキストエリアなど) を使用
してさらに多くのことを実行できます。
Lightning Experience を使用したパッケージの管理
Salesforce Classic で行っていたのと同様の方法で、Lightning Experience を使用してパッケージを作成および管理
できるようになりました。
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登録者組織での Apex コードのデバッグ
各ライセンス管理組織で一度に 1 つの無料の ISV カスタマーデバッガセッションを使用できます。ISV カスタ
マーデバッガは、Apex デバッガ (Eclipse の Force.com IDE プラグインに含まれる機能で通常は有料) の一部で
す。Apex デバッガは Sandbox 組織でのみ使用できるため、デバッグセッションは顧客の Sandbox からのみ開
始できます。
新しい権限を使用した登録者組織のコードへの LMO ユーザのアクセス制御
以前は、「Apex 開発」権限で登録者組織の難読化コードへのライセンス管理組織 (LMO) ユーザのアクセス
を制御できましたが、このアクセスは、「管理された Apex の表示およびデバッグ」権限で制御されるよう
になりました。「Apex 開発」権限では、登録者組織の難読化コードを表示できなくなりました。

Spring '17 の Lightning Experience で使用できない機能とその新機能
Lightning Experience の新機能と機能強化に関する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。このリストを確認する場合には、一時的にSalesforce
Classicに切り替えれば新しいインターフェースでまだサポートされていない機能
にいつでもアクセスできることを覚えておいてください。
メモ: Lightning Experience で使用できない機能とその制限事項の完全なリスト
は、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience と Salesforce Classic 間の機能の違
い」を参照してください。Salesforce ヘルプにおける、使用できない機能と
制限事項の完全なリストはまもなく更新されます。

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:
データアクセスおよびビュー: Lightning Experience の考慮事項
検索: Lightning Experience の考慮事項
セールス機能: Lightning Experience の考慮事項
生産性の機能: Lightning Experience の考慮事項
カスタマーサービスの機能: Lightning Experience の考慮事項
レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience の考慮事項
Chatter およびコミュニティ: Lightning Experience の考慮事項
データのインポートおよび管理: Lightning Experience の考慮事項
ポイントアンドクリック操作によるカスタマイズ: Lightning Experience の考慮事項

データアクセスおよびビュー: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience でリストビューを使用するときに想定される問題について説明します。
連動選択リストのインライン編集がサポートされない
連動選択リスト項目を含むリストビューは、インライン編集できます。ただし、連動選択リスト項目は編
集できず、リストビュー内の他の項目のみを編集できます。
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Kanban ビュー
• 無効な状態または状況のレコードは、Kanban ビューには含まれません。
• サマリーは通貨項目でのみ作成できます。
• レコードは、[グループ化単位] で選択された項目がページレイアウトに含まれている場合にのみ表示さ
れます。
• レコードに [グループ化単位] 項目の null 値が含まれている場合、そのレコードは Kanban ビューには表示
されません。
• [グループ化単位] 項目がレコードタイプのページレイアウトに含まれ、レコードタイプに関連付けられ
たレコードが存在する場合、そのレコードタイプのサブタブが作成されます。
• 商談を [売上予測分類] 項目でグループ化することはできません。
• 契約を [所有者に対する終了通知] 項目でグループ化することはできません。

検索: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience で検索するときに想定される問題について説明します。
検索可能なオブジェクト
Lightning Experience では検索できないオブジェクトは、添付ファイル、コーチング、コミュニティ、契約品
目名、D&B 企業、ドキュメント、ディスカッション、エンタイトルメント、目標、アイデア、Live Chat トラ
ンスクリプト、マクロ、総計値、パフォーマンスサイクル、質問、クイックテキスト、リソース不在、報
奨資金、報奨資金種別、Salesforce CRM Content、セルフサービスユーザ、サービス契約、サービスリソース
スキル、サービステリトリーメンバー、スキル、ソリューション、トピック、ユーザ、作業指示品目です。

セールス機能: Lightning Experience の考慮事項
ここでは、Lightning Experience で営業チームに発生する可能性がある問題について説明します。
コラボレーション売上予測
• コラボレーション売上予測は、[設定] からはアクセスできません。Salesforce Classic に切り替えて、コラボ
レーション売上予測を設定します。
• 売上予測ページには次の考慮事項があります。
– 商品ファミリ売上予測は表示できません。
– 目標達成率情報は表示できません。
– 売上予測階層内でドリルダウンおよびドリルアップできますが、[ジャンプ先] は使用できません。
– 商談分割の詳細は、商談サマリーには表示されません。
– 処理インジケータは使用できません。
– 列幅は調整できません。
契約
[ドラフト] と [有効] 状況の選択リスト値は必須です。これらの選択リスト値でユーザに異なる表示ラベルを
表示するには、トランスレーションワークベンチを使用します。他の状況の選択リスト値を追加すること
もできます。
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注文
• [注文履歴] および [注文商品履歴] 関連リストは使用できません。
• [注文商品] 関連リストの複数の品目を同時に追加または編集することはできません。
• 削減注文を作成したり、削除する商品を選択したりすることはできません。
• 商品の含まれる注文をコピーすると、その商品はコピーされません。注文をコピーしてから、必要に応
じて新しい注文に商品を追加してください。
• 状況選択リスト値については、注文状況に基づいての絞り込みは行われません。したがって、すべての
状況値が選択リストに表示されます。
• [ドラフト] と [有効] 状況の選択リスト値は必須です。これらの選択リスト値でユーザに異なる表示ラベ
ルを表示するには、トランスレーションワークベンチを使用します。他の状況の選択リスト値を追加す
ることもできます。
商談商品
商談商品を追加または編集するときに連動選択リスト項目を編集できません。

生産性の機能: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience で Salesforce 生産性ツールを使用するときに発生する可能性がある問題について説明します。
新しいユーザインターフェースでは、一部の Salesforce 機能を使用できません。また、一部の機能は Salesforce
Classic と同等ではありません。
ユーザは Lightning Experience で期間が「平日」の定期的な ToDo を作成することはできません。編集ページには
現在の繰り返しの詳細が表示されないため、Lightning Experience でこの間隔の ToDo を編集することはお勧めし
ません。ユーザが平日繰り返される ToDo を作成または編集するには、Salesforce Classic に切り替える必要があり
ます。
平日繰り返される ToDo
ユーザは Lightning Experience で頻度が「平日」の定期的な ToDo を作成することはできません。編集ページに
は現在の繰り返しの詳細が表示されないため、Lightning Experience でこの間隔の ToDo を編集することはお勧
めしません。
ユーザが平日繰り返される ToDo を作成または編集するには、Salesforce Classicに切り替える必要があります。

Microsoft および Google インテグレーション
Lightning Sync
Lightning Experience では、Microsoft または Google カレンダーから同期される行動の被招集者は表示できませ
ん。

カスタマーサービスの機能: Lightning Experience の考慮事項
組織でカスタマーサービスツールを使用している場合に想定される問題について説明します。通常、Service
Cloud データと機能はこのリリースの Lightning Experience ではサポートされていません。Salesforce Console for Service、
ナレッジ、およびケースはサポートされていますが、Salesforce Classic と完全に同じ機能を使用できるわけでは
ありません。
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Salesforce Console for Service
メモ: Lightning コンソールアプリケーションは、まだ Salesforce Classic コンソールアプリケーションと完全
に同じ機能を使用できるわけではありません。たとえば、キーボードショートカットやマクロなどの
Salesforce Classic コンソールアプリケーションの一部の機能は、Lightning コンソールアプリケーションでは
使用できません。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience に移行することはできません。

Lightning Knowledge
Lightning Knowledge は、まだ Classic ナレッジと完全に同じ機能を使用できるわけではありません。Lightning
Knowledge には次の制限事項が適用されます。
Lightning Knowledge を有効化する前の重要な考慮事項
• Lightning Knowledge は一度有効化すると、無効化できません。最初に Sandbox 組織で Lightning Knowledge を
テストすることをお勧めします。
• Lightning Knowledge を有効化するときに使用できる記事タイプは 1 つのみです。現在、記事タイプをマー
ジする移行ツールはありません。Lightning Knowledge を有効化するには、記事を 1 つの記事タイプに移行
し、他の記事タイプを無効化または削除します。
• Lightning Knowledge では現在、複数言語モードと翻訳はサポートされていません。
• Lightning Knowledge はデータカテゴリ数が 300 未満の場合にのみ使用することをお勧めします。データカ
テゴリ数が 300 を超えている場合、パフォーマンスが低下する可能性があります。
• 記事のバージョン数が 30 を超えている場合、30 より大きいバージョンは Salesforce Classic に表示されます
が、Lightning Experience には表示されません。
• Lightning Knowledge の設定は Salesforce Classic でも保持されます。Lightning Knowledge が有効化されると、ナ
レッジレコードタイプ、項目、ページレイアウト、および入力規則を管理する新しい [ナレッジオブジェ
クト設定] 設定ノードが表示されます。
Lightning Knowledge の一般的な使用制限
• 現在、レコードタイプを使用してインポートまたはエクスポートすることはできません。
• Lightning Knowledge では現在、記事の割り当ておよびアーカイブ済み記事の削除を行うことはできませ
ん。
• Lightning Knowledgeが有効な場合、公開グループで記事アクションを使用することはできません。これは
新しいユーザプロファイル権限で置き換えられています。
• 現在、公開記事を編集中に削除することはできません。代わりに、新しいバージョンをドラフトとして
編集しているときに記事は公開されたままになります。
• Lightning Knowledge では一括アクション (一括アーカイブや一括公開など) を使用できません。
• リストビューでは、すべての [ナレッジ] リストビューで 1 つの言語と 1 つの公開の状況を指定する必要
があります。指定しないと、リストビューにレコードが表示されません。PublishStatus または Language で
の複数選択、またはリストビュー検索条件での「IN」および「OR」演算子はサポートされていません。
• データカテゴリは [ナレッジ] リストビューに表示されません。
• カスタマイズされたレコードホーム FlexiPage は、Lightning Knowledge ではサポートされていません。
• Lightning Knowledge のナレッジ検索では、外部データソースはサポートされていません。
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• 記事のオンラインバージョンがない場合、新しい評価コンポーネントに投票情報は表示されません。す
べてのオンラインバージョンは記事がアーカイブされたときに削除されるため、これは記事ドラフトと
アーカイブ済み記事に影響します。
• ほとんどのナレッジアクションは Lightning プロセスビルダーでは使用できません。
Lightning Knowledge のコンソールの制限
• ナレッジフッターは Lightning サービスコンソールにはありません。
• Lightning サービスコンソールでは、PDF としての添付、ケースメールへの PDF としての添付、ケースメー
ルへの記事コンテンツの挿入、記事のコミュニティ URL の挿入、およびケースパブリッシャーへの記事
URL の挿入アクションは使用できません。編集、公開、アーカイブを含む標準の記事アクションも使用
できません。
Lightning Knowledge の有効化後の Salesforce Classic での制限
• 複数言語モードは、Lightning Knowledge が有効化された後は有効にできません。
• アクションおよび関連リストのページレイアウト選択は、Salesforce Classic には反映されません。
• 2 列のページレイアウトは、Salesforce Classic では表示されません。
• レコードタイプの変更などの一部のアクションは、Salesforce Classic では使用できません。
• [ナレッジ] リストビューは、Salesforce Classic では使用できません。
• ナレッジレコードタイプでの検索は、Salesforce Classic では実行できません。
• アーカイブ済み記事での検索は、Salesforce Classic では [記事の管理] 以外からは実行できません。
• Lightning Experience のファイルは Salesforce Classic には表示されず、Salesforce Classic のファイルは Lightning
Experience には表示されません。
他の Salesforce 製品での Lightning Knowledge の使用制限
• Classic ナレッジ実装での添付ファイルは、Lightning Knowledgeには転送されません。記事をLightning Knowledge
に移行した後に、ページレイアウトに [ファイル] 関連リストを追加し、各記事の [ファイル] 関連リスト
を使用してファイルを移行してください。
• ファイルが記事に関連付けられた後に [ファイル] コンポーネントからそのファイルを添付解除または削
除することはできません。レコードフィードを介してファイルがレコードと共有されている場合、その
フィード投稿を削除することで対処できます。ファイルの削除についての詳細は、「フィードからの
ファイルとリンクの削除」を参照してください。
• 現在、添付ファイルを記事から削除する唯一の方法は、そのファイルを [ファイル] ホームから削除する
ことです。
• レコードタイプによるレポート作成は現在、Lightning Knowledge ではサポートされていません。
• すべてのリッチテキストエディタは現在、LockerService が有効な場合は無効です。Sandbox または Developer
Edition 組織で Lightning Knowledge を使用している場合、Lightning Experience で LockerService をオフにするこ
とをお勧めします。本番組織で Lightning Knowledge を使用している場合、Lightning Experience で LockerService
を有効にしないことをお勧めします。
• リッチテキストエディタは Lightning Experience では制限されています。Lightning Knowledge では現在、リッ
チテキストエディタ機能のスマートリンク、テーブル、ソースの表示、アンカー、動画はサポートされ
ず、フォントは制限されています。
• Lightning Knowledge は現在、コミュニティではサポートされていません。
• Lightning Knowledge は現在、Salesforce1 ではサポートされていません。
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レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience の考慮事項
ここでは、Lightning Experienceでレポートとダッシュボードを使用するときに想定される問題について説明しま
す。
レポートの登録
Lightning Experience では、ユーザはレポートに登録することはできますが、通知条件を設定することはでき
ず、レポート結果をメールで受信するのみです。
ダッシュボードのフォロー
Lightning Experience では、ユーザはダッシュボードコンポーネントをフォローできません。ユーザには Lightning
Experience フィード内のダッシュボードフィード活動 (投稿など) のみが表示されます。
ユーザがダッシュボードコンポーネントをフォローするには、Lightning Experience でダッシュボードのフォ
ローを解除し、Salesforce Classic に切り替えてから、Salesforce Classic でダッシュボードをフォローする必要が
あります。

Chatter およびコミュニティ: Lightning Experience の考慮事項
ここでは、Lightning Experience でユーザが Chatter または Salesforce Communities を使用してコラボレーションする
ときに想定される問題について説明します。一部のコラボレーション機能はサポートされていません。また、
一部の機能は Salesforce Classic と同等ではありません。
フォロー
Salesforce Classicでユーザがフォローしている数には、ユーザ数とレコード数が含まれます。Lightning Experience
では、この数にはユーザ数のみが含まれます。
投稿の共有
ユーザはフォロワーと投稿を共有できますが、グループと投稿を共有することはできません。
フィードのフィルタおよび並び替え
ユーザは [更新を減らす] 以外のすべての方法でグループフィードを絞り込むことができます。

データのインポートおよび管理: Lightning Experience の考慮事項
ユーザインターフェースでの重複とマージの表示の違い
Lightning Experience では、重複アラートは取引先、取引先責任者、またはリードのレコードホームページに
表示されます。Salesforce Classic では、重複アラートはオブジェクトに応じてレコードホームページ、オブ
ジェクトホームページ、または関連リストに表示されます。
ポータルユーザに関連付けられている取引先責任者
Lightning Experience を使用してポータルユーザに関連付けられている取引先責任者をマージする場合、マー
ジ中にポータルユーザの状況は表示されません。マージされたレコードは、マスタレコードのポータルユー
ザの状況を保持します。Salesforce Classic を使用してポータルユーザに関連付けられている取引先責任者を
マージする場合、マージ中にポータルユーザの状況が表示されます。マージされたレコードで保持するポー
タルの状況を選択できます。
個人取引先がサポートされない
Lightning Experience では、個人取引先のマージはサポートされていません。
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リレーショングループがサポートされない
Lightning Experience では、リレーショングループに関連付けられている取引先責任者のマージはサポートさ
れていません。

ポイントアンドクリック操作によるカスタマイズ: Lightning Experience の考慮
事項
ポイントアンドクリック操作によるカスタマイズの多くは Lightning Experience で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では適用されないかサポート対象外です。
LockerService の重要な更新が有効な場合はリッチテキストエディタが無効
Lightning Experience、Salesforce1、およびテンプレートベースのコミュニティでは、LockerService の重要な更新
が Sandbox および Developer Edition 組織で有効な場合、リッチテキストエディタを使用することもリッチテキ
ストを含む項目を編集することもできません。

Salesforce Einstein: あらゆるユーザに対応する人工知能 (AI) を搭載
した、世界で最もスマートな CRM
Salesforce Einstein は、Salesforce プラットフォームに組み込まれている AI です。高度な AI 機能を営業、サービス、
マーケティング、コミュニティに提供します。誰でもクリックやコードを使用して、やりとりするたびに賢く
なっていく AI を装備したアプリケーションを構築できます。これにより、あらゆる役割および業種のユーザ
が AI を使用して最大限のパフォーマンスを発揮できます。
次に、Salesforce が世界で最もスマートな CRM になることに寄与している Einstein 機能のリストを示します。
Sales Cloud Einstein: 人口知能 (AI) によるセールスプロセスの各ステップのスマート化
営業用の AI を次に示します。Sales Cloud Einstein を使用すると、重要な予測、インテリジェントなおすすめ、
タイムリーな自動化によってチームの営業の生産性が大幅に向上します。
コミュニティで未回答の質問への回答の促進
まだ回答されていない質問を強調表示することによって、コミュニティメンバーが互いに助け合えるよう
にします。コミュニティメンバー、マネージャ、モデレータ、そしてカスタマーサポートまでもが、最も
参照されている未回答の質問を簡単に確認して、回答することができます。Salesforce Einstein を装備した [未
回答の質問] コンポーネントは任意のページに配置できます。このコンポーネントには、コミュニティ全体
での参照カウントに基づいて上位の未回答の質問が表示されます。回答された質問は表示から削除されま
す。
予測スパム検出によるコミュニティの保護と生産性の向上 (パイロット)
コミュニティは顧客が質問への答えを入手したり、他の顧客と話したりする場所です。また、顧客がお客
様のことを知る場所でもあります。それがスパムによって阻害されるのは絶対に避けたいことですが、常
に対応し続けるのは困難な場合があります。そこで導入されたのが予測スパム検出です。予測スパム検出
は、コミュニティモデレータの活動をガイドとして使用して、カスタマーコミュニティのスパムを監視し
ます。
[すべての会社フィード] から Einstein 搭載 [会社の特長] への変更
[すべての会社フィード] の名前が [会社の特長] になりました。[会社の特長] フィードには Einstein 人工知能
(AI) が組み込まれており、組織のトレンドのランク付けされたビュー ([上位の投稿]) が表示されます。会社

103

Salesforce Spring '17 リリースノート

営業: 人工知能、セールスパスの拡張、よりスマートな
メール

全体で最も人気のあるニュースを簡単に確認できるようになりました。この変更は Lightning Experience にの
み適用されます。
Trailhead: Salesforce Einstein でスマートに
AI についてと、AI がスマートな予測、インテリジェントな推奨事項、タイムリーな自動化によって CRM を
どう変えていくのかについて学習を開始します。

営業: 人工知能、セールスパスの拡張、よりスマートなメール
販売につながる可能性が高いリードや商談に営業チームが専念できるようにする、影響力の高い Lightning
Experience 機能が導入されました。これらの機能は、営業担当が顧客との強力な関係を築くのに役立ち、メー
ルやカレンダーを Microsoft と、そして今回のリリースでは Gmail と統合できます。生産性を向上させるために、
営業担当は電話に優先順位を付け、より多くの方法で Kanban を使用してレコードを管理できます。
このセクションの内容:
Lightning Experience リソース: 準備状況チェックおよび機能最適化
Salesforce Classicから移行すべきかどうか迷っている方の後押しとなるように、役立つリソースをここでご紹
介します。簡単な方法で、営業チームは Lightning Experience の最新で最適な機能を使用して作業できるよう
になります。Salesforce Classic および Lightning Experience のいずれで作業しているお客様も、これらのリソース
を使用できます。
中核的なセールス機能: セールスガイダンス、注文、およびその他の機能
契約、見積の作業や、カスタムオブジェクトから開発されたその他のプロセスを営業担当が進めるときに
ガイドします。このガイドに従って、営業担当は注文の管理、取引開始済みのリードの確認、取引先責任
者に関するニュースの参照ができます。Lightning Experience ではこれらの中核的な機能のすべて、Salesforce
Classic および Salesforce1 ではその一部を使用できます。
生産性機能: ボイスメールサポート、一括アクション、その他の効率性機能
営業担当は、Lightning Experience で、複数のレコードを一画面で操作したり、メールを快適に作成したり、
レコードをインラインで編集したりすることができます。また、Kanban を新しい方法で使用してレコード
を整理できます。
Sales Cloud Einstein: 人口知能 (AI) によるセールスプロセスの各ステップのスマート化
営業用の AI を次に示します。Sales Cloud Einstein を使用すると、重要な予測、インテリジェントなおすすめ、
タイムリーな自動化によってチームの営業の生産性が大幅に向上します。これは、Lightning Experience の新
機能です。
Inbox: メールとカレンダーを Salesforce に接続する生産性ツール
営業チームが、メールとカレンダーを Salesforce と統合してメールと行動を自動的にログ記録する機能を使
用し、すべてのメールで生産性が向上するようにしてください。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方の新機能です。
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Google インテグレーション: Gmail™ と Google カレンダー™ から Salesforce に直接アクセス (ベータ)
営業担当が Gmail や Google カレンダーなどの Google アプリケーションを常に利用している場合、メール、連
絡先、イベントから Salesforce にセールスデータを簡単に取得することを望んではいませんか。Salesforce で
は Lightning for Gmail (ベータ) を導入しており、営業担当は関連する Salesforce レコードを Gmail の受信箱から
確認し、メールを Salesforce レコードに関連させられます。Lightning Sync for Google (ベータ) では機能追加もあ
ります。営業担当は、Gmail から Salesforce に連絡先を同期できるようになり、ミーティング出席者の詳細は
Google カレンダーから Salesforce に自動的に同期されるようになりました。
Microsoft® インテグレーション: カスタムコンポーネントと保存済み Skype チャットの増加
営業担当は、Microsoft のメールとカレンダーを利用して、Salesforce の生産性を今すぐ最大限に高めることが
できます。営業担当は、音声通話とビデオ通話を開始したり、誰がオンラインであるかを確認したり、
チャットを始めたりすることができ、これらすべてを Skype for Salesforce で行うことができます。
Pardot: マーケティングオートメーションの改善
Pardot ユーザが新しいレポートオプションや権限、更新されたデザイン、さらに多くのパーソナライズを利
用できるように変更されました。これらの変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
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。

Lightning Experience リソース: 準備状況チェックおよび機能最適化
Salesforce Classic から移行すべきかどうか迷っている方の後押しとなるように、役立つリソースをここでご紹介
します。簡単な方法で、営業チームは Lightning Experience の最新で最適な機能を使用して作業できるようにな
ります。Salesforce Classic および Lightning Experience のいずれで作業しているお客様も、これらのリソースを使用
できます。
素晴らしい機能をお使いいただけるようにリソースを提供しますので、自力で移行を進める必要はありませ
ん。

Lightning Experience への確実な準備
これまで常に Lightning Experience に新機能が追加されてきたように、Lightning Experience 準備状況チェックを使用
して評価できるカスタマイズの種類が増えました。推奨事項に基づいて行動することにまだ躊躇している場合
は、Lightning Experienceエキスパートによる無料相談にサインアップして詳しいアドバイスを受けてみてくださ
い。
詳細は、リリースノートの「Lightning Experience への確実な準備」を参照してください。

Lightning Experience のセールス機能の最適化
セリングリレーションを向上させてより多くの商談を成立できるよう、営業チームをサポートします。トレイ
ル「Lightning Experienceのセールス機能の最適化」には次のモジュールが含まれており、最適な販売環境に必要
な主な機能を設定できるようになります。
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中核的なセールス機能: セールスガイダンス、注文、およびその他の
機能
契約、見積の作業や、カスタムオブジェクトから開発されたその他のプロセスを営業担当が進めるときにガイ
ドします。このガイドに従って、営業担当は注文の管理、取引開始済みのリードの確認、取引先責任者に関す
るニュースの参照ができます。Lightning Experience ではこれらの中核的な機能のすべて、Salesforce Classic および
Salesforce1 ではその一部を使用できます。
このセクションの内容:
取引先: Lightning Experience での取引先階層および拡張された個人取引先のサポート
Lightning Experience で取引先階層を使用できるようになりました。また、個人取引先がこれまで以上に便利
になりました。
取引先責任者: 取引先責任者-to-複数取引先の改善と登録情報照会の廃止
取引先責任者-to-複数取引先が大幅に改善されました。また、登録情報照会を引き続き廃止中です。
リード: Lightning Experience の改善点および取引開始済みのリードへのアクセス
リードを迅速に管理し、リードを取引開始にするためにカスタム項目を対応付けて、マーケティング担当
と営業担当が取引開始済みのリードを確認しやすいようにしてください。
Web-to-リード: reCAPTCHA Web フォーム入力規則
reCAPTCHA ウィジェットを使用して、スパム送信者を挫折させ、営業チームのリードの品質を改善してくだ
さい。reCAPTCHA ウィジェットを使用すると、商品に興味のある顧客は、問い合わせを送信する前にチェッ
クボックスの選択を求められます。スパムフィルタを有効にすると、営業担当は、スパムのリードではな
く、実際の見込み客に集中できるようになります。
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キャンペーン: 階層、メンバーの状況、Lightning Experience での一括アクション
Lightning Experience でキャンペーン階層の結果を把握し、キャンペーンメンバーを一括更新します。Lightning
Experience および Salesforce1 でのキャンペーンメンバー状況を管理します。
コラボレーション売上予測: Lightning Experience での売上予測
営業担当は Lightning Experience が提供するすべての機能を利用しながら、一定期間の売上予測を確認できま
す。チームはSalesforce Classicに切り替えることなく、商談分割およびカスタム商談通貨項目を含む商談パイ
プラインから営業収益および数量を予測できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
商談: Lightning Experience での商談商品
営業担当は、1 回に 50 件までの商品を商談に追加し、同時に 200 件までを編集して、時間を節約できます。
注文: Lightning Experience での商品とサービスの提供に関する合意
チームは Lightning Experience でさらに多くの機能を使用し、商品とサービスに対する要求を追跡できます。
これは、Lightning Experience の新機能です。
見積: 商品とサービスの価格設定の拡張機能
Lightning Experience では、[見積] タブが刷新し、見積が検索可能となり、PDF やメールの機能が拡張し、ビュー
が刷新したことにより、見積管理が向上しました。
セールスパス: 機能が拡張され新しい名前に
素晴らしい機能はそのままですが、可用性が向上したことを反映するために「パス」という新しい名前が
付けられました。この変更は Lightning Experience に適用され、すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプ
リケーションの商談にも適用されます。
重複管理: 取引先、取引先責任者、個人取引先
重複管理がさらに簡単になりました。Lightning Experienceで、重複する取引先や取引先責任者を検出してマー
ジできるようになりました。新しいルールを使用して、個人取引先レコードの重複を防止することもでき
ます。

取引先: Lightning Experience での取引先階層および拡張された個人取引先のサ
ポート
Lightning Experienceで取引先階層を使用できるようになりました。また、個人取引先がこれまで以上に便利にな
りました。
このセクションの内容:
Lightning Experience での取引先階層の使用による取引先リレーションの視覚化
取引先階層を使用すると、営業チームは親取引先と関連子会社間のリレーションを俯瞰的に表示できます。
この機能は Lightning Experience ユーザが特典付きで使用できるようになりました。階層列をカスタマイズし
て、営業チームにとって最も役立つ情報を表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。
個人取引先をさらに活用
Professional Edition で個人取引先を使用できるようになりました。さらに、個人取引先の Lightning ページがカ
スタマイズできるようになりました。重複する個人取引先レコードを作成することを防ぐ目的等で使用さ
れるオプション、[取引先責任者-to-複数取引先] のサポートが拡張されました。
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Lightning Experience での取引先階層の使用による取引先リレーションの視覚化
取引先階層を使用すると、営業チームは親取引先と関連子会社間のリレーショ
ンを俯瞰的に表示できます。この機能は Lightning Experience ユーザが特典付きで
使用できるようになりました。階層列をカスタマイズして、営業チームにとっ
て最も役立つ情報を表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。
取引先レコードページの [アクション] ドロップダウンメニューには [取引先階層
を表示] アクションが含まれます。ただし、Spring '17 より前に Salesforce1 および
Lightning Experience の取引先ページレイアウトの [アクション] セクションをカス
タマイズしていた場合はこのアクションが含まれません。その場合は、取引先
ページレイアウトにこのアクションを追加してください。

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

ユーザは階層の各部分を展開したり折りたたんだりして閲覧できます。ユーザは、階層に入った各地点から最
大 2,000 件の取引先を表示できます。

デフォルトでは、取引先階層には [最近参照した取引先] 標準リストビューと同じ列が表示されます。ただし、
階層の列に営業担当が必要とする情報が表示されない場合は、リストビューとは関係なくカスタマイズできま
す。[設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャ」と入力し、[オブジェクトマネージャ] を
クリックします。[取引先] で、[階層の列] をクリックしてから列を編集します。
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[表示される列] の下で、項目を追加または削除します。

個人取引先をさらに活用
Professional Edition で個人取引先を使用できるようになりました。さらに、個人取
引先の Lightning ページがカスタマイズできるようになりました。重複する個人
取引先レコードを作成することを防ぐ目的等で使用されるオプション、[取引先
責任者-to-複数取引先] のサポートが拡張されました。
関連トピック:
Professional Edition での個人取引先の使用

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

個人取引先ページのカスタマイズ
取引先責任者-to-複数取引先の機能強化
重複する個人取引先のマージ
Salesforce1 の取引先責任者リストビューからの個人取引先への直接アクセス
ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価
Lightning Experience で個人取引先にメールを送信するとき、使いやすくなった差し込み項目
Lightning Experience で常に取引先情報を表示する個人取引先クイックビュー
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取引先責任者: 取引先責任者-to-複数取引先の改善と登録情報照会の廃止
取引先責任者-to-複数取引先が大幅に改善されました。また、登録情報照会を引き続き廃止中です。
このセクションの内容:
取引先責任者-to-複数取引先の機能強化
1 人の取引先責任者を複数の取引先に関連付けられる機能が、営業担当に好評のようです。その機能がさら
に強化されました。個人取引先のサポートの拡張、カスタムアクション、プロセスビルダー、およびワー
クフローのサポートなどがロールアウトされます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、
およびすべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションに適用されます。
Summer '17 での登録情報照会の廃止
登録情報照会は Summer '17 で廃止される予定です。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

取引先責任者-to-複数取引先の機能強化
1 人の取引先責任者を複数の取引先に関連付けられる機能が、営業担当に好評の
ようです。その機能がさらに強化されました。個人取引先のサポートの拡張、
カスタムアクション、プロセスビルダー、およびワークフローのサポートなど
がロールアウトされます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、
およびすべてのバージョンのSalesforce1モバイルアプリケーションに適用されま
す。

個人取引先

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、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

前回のリリースでは、営業担当は個人取引先と法人取引先の間の間接リレーショ
ンを作成できるようになりました。今回のリリースでは、営業担当は個人取引
先と取引先責任者の間の間接リレーションを作成できるようになりました。
Salesforce Classic の [設定] から、営業担当が使用する個人取引先ページレイアウトに [関連取引先責任者] 関連リ
ストを追加します。

カスタムアクション、ボタン、およびリンク
[取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトのカスタムアクション、ボタン、リンクを定義します。
たとえば、[関連取引先] 関連リストにカスタムアクションを追加して、ユーザが、取引先と取引先責任者間の
リレーションに適用されるケースを作成できるようにします。
カスタムアクションおよびボタンに関する次の制限に注意してください。
• カスタムアクションは、[取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトに固有である必要がありま
す。グローバルアクションはサポートされていません。
• レコードを更新するアクションや Lightning コンポーネントまたは Visualforce ページを呼び出すアクションは
作成できますが、レコードを作成するアクションを作成することはできません。
• [取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトにはアクティビティを関連付けられないため、メー
ルを送信するアクションや活動を記録するアクションは作成できません。
• [取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトのデフォルトのアクションは上書きできません。
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• [取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトを対象オブジェクトとして使用できるのは、取引先
責任者オブジェクト上で作成されたカスタムアクションのみです。
• [取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトには Chatter フィードが含まれないため、Chatter 標準
アクションは使用できません。
• [取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトはカスタムボタンをサポートしますが、リストビュー
上のカスタムボタンの内容のソースを Visualforce ページにすることはできません。

ビジネスプロセス
[取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトにワークフローとプロセスビルダーを使用して自動ビジ
ネスプロセスを作成できます。たとえば、取引先に対する取引先と取引先責任者の直接リレーションが変更さ
れたときに取引先所有者にメールを送信するワークフロールールを作成できます。

Summer '17 での登録情報照会の廃止
登録情報照会は Summer '17 で廃止される予定です。この変更は Salesforce Classic に
のみ適用されます。

エディション

よくある質問を参照して、廃止計画の最新情報を照会してください。

使用可能なエディション:
すべてのエディション

リード: Lightning Experience の改善点および取引開始済みのリードへのアクセ
ス
リードを迅速に管理し、リードを取引開始にするためにカスタム項目を対応付
けて、マーケティング担当と営業担当が取引開始済みのリードを確認しやすい
ようにしてください。
このセクションの内容:
Lightning Experience でリードを迅速に管理
マーケティング担当がリードを作成するときに、割り当てルールを適用し、
リードの状況を一括更新して、リードの取引開始のためにリードのカスタム
項目を取引先責任者、取引先、商談に対応付けます。これは、Lightning
Experience の新機能です。

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

マーケティング担当および営業担当は取引開始済みリードを確認可能
新しい「取引開始済みのリードを表示および編集」権限を割り当てると、マーケティングおよび営業担当
ユーザが取引開始済みリードを表示できます。ユーザは取引開始済みリードを編集することもできます。
この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべての
バージョンに適用されます。
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Lightning Experience でリードを迅速に管理
マーケティング担当がリードを作成するときに、割り当てルールを適用し、リードの状況を一括更新して、
リードの取引開始のためにリードのカスタム項目を取引先責任者、取引先、商談に対応付けます。これは、
Lightning Experience の新機能です。
リードの割り当てルール
リードを追加するとき、マーケティング担当と営業担当のユーザは Lightning Experience で [有効な割り当て
ルールによりケースを割り当てる]を選択し、リードの割り当てルールを使用して、リードを自動的に割り
当てることができるようになりました。このオプションは、リードレコードページレイアウトからリード
を作成または編集している場合のみ表示され、アクションレイアウトから作業している場合は表示されま
せん。
リードの一括更新
営業担当は、リードのリストビューでレコードを選択して [状況を変更] をクリックし、複数のリードの状
況を更新できるようになりました。
リードの取引開始におけるカスタム項目の対応付け
営業担当がリードを取引開始にするとき、[設定] からリードのカスタム項目を取引先、取引先責任者、商
談のカスタム項目に対応付けて、これらの項目に情報を自動的に入力できます。組織で APEX バージョンの
リードの取引開始を使用している場合は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で、改善された新しい
[リードカスタム項目の対応付け] ページが [設定] に表示されます。組織で APEX のリードの取引開始を使用
しているかどうかを判断するには、[設定] で[クイック検索]ボックスに「リードの設定」と入力し、[リード
の設定] をクリックします。[取引開始済みのリードに入力規則が必須] オプションが表示された場合は、組
織で APEX のリードの取引開始を使用しています。
メモ: 古い PLSQL バージョンのリードの取引開始をまだ使用している組織では、引き続き古い [リード
カスタム項目の対応付け] ページが表示されます。
新しい [リードカスタム項目の対応付け] ページで、リードの取引開始のためにリードのカスタム項目を対
応付けるときの考慮事項は、次のとおりです。
• リードのカスタム項目は、取引先、取引先責任者、商談のカスタム項目に同時に対応付けることができ
ます。
• 各対象項目に対応付けることができるソース項目は 1 つのみです。
• [リードカスタム項目の対応付け] に含まれている項目は削除できません。項目を削除するには、まず対
応付けを削除します。
• [リードカスタム項目の対応付け] に含まれている項目のデータ型は変更できません。項目のデータ型を
変更するには、まず対応付けを削除します。
• [リードカスタム項目の対応付け] に含まれている項目を参照するパッケージはアンインストールできま
せん。パッケージをアンインストールする前に、参照されている項目の対応付けを削除します。
Lightning Experience の [設定] でリードのカスタム項目を対応付けるには、[クイック検索] に 「オブジェクトマ
ネージャ」と入力し、[オブジェクトマネージャ] をクリックします。[リード] をクリックし、さらに [リー
ドの項目の対応付け] をクリックします。
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マーケティング担当および営業担当は取引開始済みリードを確認可能
新しい「取引開始済みのリードを表示および編集」権限を割り当てると、マーケティングおよび営業担当ユー
ザが取引開始済みリードを表示できます。ユーザは取引開始済みリードを編集することもできます。この変更
は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに
適用されます。
これまでは、「レコードの作成時に監査項目を設定」権限と「無効な所有者のレコードを更新」権限を両方と
も持っているユーザが、取引開始済みのリードを表示して更新できました。これらの権限では、取引開始済み
のリードにアクセスできなくなりました。マーケティング担当と営業担当のユーザが取引開始済みのリードに
アクセスできるようにするには、「取引開始済みのリードを表示および編集」権限を代わりに割り当ててくだ
さい。
Lightning Experience と Salesforce Classic では、この権限を持つユーザがリストビュー、関連リスト、検索で、取引
開始済みのリードを表示できます。Salesforce1では、このようなユーザは、[最近使ったリード] リストでしか、
取引開始済みのリードを表示できません。
リードを取引開始前にすることはできません。

Web-to-リード: reCAPTCHA Web フォーム入力規則
reCAPTCHA ウィジェットを使用して、スパム送信者を挫折させ、営業チームの
リードの品質を改善してください。reCAPTCHA ウィジェットを使用すると、商品
に興味のある顧客は、問い合わせを送信する前にチェックボックスの選択を求
められます。スパムフィルタを有効にすると、営業担当は、スパムのリードで
はなく、実際の見込み客に集中できるようになります。

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

関連トピック:
https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html
Salesforce ヘルプ: 営業チームの Web サイトからのリードの生成 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

113

Salesforce Spring '17 リリースノート

中核的なセールス機能: セールスガイダンス、注文、お
よびその他の機能

キャンペーン: 階層、メンバーの状況、Lightning Experience での一括アクショ
ン
Lightning Experience でキャンペーン階層の結果を把握し、キャンペーンメンバー
を一括更新します。Lightning Experience および Salesforce1 でのキャンペーンメン
バー状況を管理します。
このセクションの内容:
Lightning Experience でのキャンペーン階層結果の表示
キャンペーンがどのように整理されているかをすばやく確認し、階層内のす
べてのキャンペーンの個々のキャンペーンと、集計されたキャンペーンの結
果を表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

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

Lightning Experience でのキャンペーンメンバー状況の管理
[キャンペーンメンバーの状況] 関連リストをキャンペーンページレイアウトに追加すると、マーケティン
グ担当ユーザが各キャンペーンのメンバーの状況値を設定および管理できます。この変更は、Lightning
Experience および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
Lightning Experience での一括アクションを使用したキャンペーンメンバーのより迅速な管理
マーケティング担当は、[キャンペーンメンバー] 関連リストでメンバーのキャンペーンへの追加、メンバー
の一括更新、メンバーの削除とコピーを、クリック数回で行えるようになりました。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
キャンペーンの項目の表示ラベルの変更
Lightning Experience でキャンペーン階層結果がキャンペーンに表示されるようになったため、単一のキャン
ペーンと階層全体の結果を示す項目を区別するために [キャンペーン] の一部の項目の表示ラベルが変更さ
れました。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションの
すべてのバージョンに適用されます。

Lightning Experience でのキャンペーン階層結果の表示
キャンペーンがどのように整理されているかをすばやく確認し、階層内のすべてのキャンペーンの個々のキャ
ンペーンと、集計されたキャンペーンの結果を表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用され
ます。
マーケティング部門は、キャンペーン階層を作成し、個々のキャンペーンを特定のマーケティングプログラム
またはイニシアチブにグループ化できます。たとえば、メールキャンペーン、一連のセミナー、Web 広告の
セットが含まれる、開発者向けマーケティングプログラムがあるとします。階層は次のようになることが考え
られます。
• 開発者キャンペーン
– メールキャンペーン
– セミナーシリーズ
• 拡大のためのコーディング
• 高速化のためのコーディング
– Web 広告
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Lightning Experience では、キャンペーンがどのように編成されているかを容易に確認できます。任意のキャン
ペーンから、[キャンペーン階層の表示] (1) をクリックします。

キャンペーン階層のプレビューには、マーケティングプログラム内の親-子リレーション (2) と、各キャンペー
ンの重要情報 (3) が表示されます。

システム管理者は、オブジェクトマネージャの [設定] で、プレビューに表示する項目を選択します。詳細は、
「オブジェクト管理設定の検索」を参照してください。
キャンペーンの詳細ページで、マーケティング担当者は [キャンペーン階層] 関連リストも参照できます。ここ
でマーケティング担当者は、レスポンス数、リード数、商談金額など、子キャンペーンの結果 (4) を確認でき
ます。[すべて表示] (5) をクリックすると、現在のキャンペーンとその子の結果のほか、[設定] で [キャンペー
ン階層] 関連リストのレイアウトに追加した項目 (6) が表示されます。

Lightning Experience でのキャンペーンメンバー状況の管理
[キャンペーンメンバーの状況] 関連リストをキャンペーンページレイアウトに追加すると、マーケティング担
当ユーザが各キャンペーンのメンバーの状況値を設定および管理できます。この変更は、Lightning Experienceお
よび Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
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マーケティングユーザは、Lightning Experience の [キャンペーンメンバーの状況] 関連リスト (1) を使用して、キャ
ンペーンの各タイプに応じて、メンバーの状況のカスタマイズした値を作成できます。Web セミナーキャン
ペーンとメールキャンペーンで異なる値を使用する場合、各キャンペーンに適切な値を追加できます。また、
キャンペーンごとにメンバーのデフォルトの状況 (2) を選択したり、キャンペーンメンバーによるレスポンス
(3) を示す状況を決定したりできます。

オブジェクトマネージャの [設定] を使用して、[キャンペーンメンバーの状況] 関連リストをキャンペーンペー
ジレイアウトに追加します。
Salesforce Classicでは、マーケティングユーザは、キャンペーンの詳細ページで[高度な設定]をクリックしてキャ
ンペーンメンバーの状況を引き続き管理できます。

Lightning Experience での一括アクションを使用したキャンペーンメンバーのより迅速な管理
マーケティング担当は、[キャンペーンメンバー] 関連リストでメンバーのキャンペーンへの追加、メンバーの
一括更新、メンバーの削除とコピーを、クリック数回で行えるようになりました。この変更はLightning Experience
にのみ適用されます。
キャンペーンの詳細ページの [キャンペーンメンバー] 関連リストに、既存のリードまたは取引先責任者をキャ
ンペーンに追加するための新しいアクションが含まれます。[リードの追加] または [取引先責任者の追加] (1) を
クリックすると、担当者はリードリストビューまたは取引先責任者リストビューから複数のレコードを選択し
て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を使用したメンバーの更新とインポートを行う
ためのアクションは、アクションドロップダウンメニュー (2) に表示されるようになりました。
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関連リストで[すべて表示] (3) をクリックすると、担当者は複数のキャンペーンメンバーを選択してキャンペー
ンを更新したり、キャンペーンから削除したりできます (4)。

キャンペーンメンバーをコピーするには、担当者はリストでキャンペーンメンバー名をクリックし、[コピー]
をクリックします。

キャンペーンの項目の表示ラベルの変更
Lightning Experienceでキャンペーン階層結果がキャンペーンに表示されるようになったため、単一のキャンペー
ンと階層全体の結果を示す項目を区別するために [キャンペーン] の一部の項目の表示ラベルが変更されまし
た。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべての
バージョンに適用されます。
次の項目の表示ラベルが更新されました。
Winter '17 の表示ラベル

Spring '17 の表示ラベル

リード総数

キャンペーンのリード数

取引開始済みのリード数

キャンペーンの取引開始済みのリード数

取引先責任者総数

キャンペーンの取引先責任者数

レスポンス数

キャンペーンのレスポンス数

商談数

キャンペーンの商談数

成立商談数

キャンペーンの成立商談数

商談金額

キャンペーンの商談金額

成立商談金額

キャンペーンの成立商談金額
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コラボレーション売上予測: Lightning Experience での売上予測
営業担当は Lightning Experience が提供するすべての機能を利用しながら、一定期
間の売上予測を確認できます。チームは Salesforce Classic に切り替えることなく、
商談分割およびカスタム商談通貨項目を含む商談パイプラインから営業収益お
よび数量を予測できます。これは、Lightning Experience の新機能です。

エディション
使用可能なエディション:
Professional Edition (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
商談の分割を使用可能な
エディション:
Performance Edition および
Developer Edition と、Sales
Cloud が付属する
Enterprise Edition および
Unlimited Edition

• 営業担当は、[売上予測] タブ (3) をクリックし、売上予測 (1) および関連商談 (2) の概要を確認します。
• 売上予測ページの優れたパフォーマンスをご堪能ください。
• 営業担当は、売上予測種別、通貨、期間範囲、目標の表示オプションをドロップダウンリスト (4) から選択
します。
• 営業担当の名前の横に、その営業担当のユーザプロファイルの写真が表示されます (5)。
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[設定] からアプリケーションマネージャを使用して、ユーザ用に [売上予測] タブを追加したら準備完了です。
関連トピック:
セールス機能: Lightning Experience の考慮事項

商談: Lightning Experience での商談商品
営業担当は、1 回に 50 件までの商品を商談に追加し、同時に 200 件までを編集し
て、時間を節約できます。

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

商品検索 (1) を何回実行しても、前回までの選択内容は選択されたまま残ります。営業担当は複数の商品を選
択して商談に追加したり (2)、選択した商品を削除したり (3) することができます。営業担当は、商品を選択し
忘れても、品目の詳細に加えた変更を失わずに戻って、商品をさらに追加できます。
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注文: Lightning Experience での商品とサービスの提供に関する合意
チームは Lightning Experience でさらに多くの機能を使用し、商品とサービスに対
する要求を追跡できます。これは、Lightning Experience の新機能です。

エディション
注文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
削減注文を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

• [注文] タブをクリックし、注文のリストビューを表示します (1)。
• 注文を管理します (2)。
• 注文商品、削減注文、メモ、添付ファイルなどを操作します (3)。
• メール、行動、記録された活動、ToDo を活動タイムラインで管理します (4)。これは Lightning Experience 固有
の機能です。
• 注文と注文商品で Chatter を使用し、注文管理プロセス中にコラボレーションします。情報、更新、ドキュ
メントを共有し、注文レコードの状況と主要項目の変更を監視します (5)。注文と注文商品の項目を Chatter
で監視するには、追跡する項目のフィード追跡を有効にします。
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• Kanban の概要をつかみます。これは Lightning Experience 固有の機能です。
関連トピック:
セールス機能: Lightning Experience の考慮事項
Salesforce1 の注文の機能強化
Idea Exchange: Lightning Experience - Include Orders & Order Products (Lightning Experience - 注文および注文商品の追加)

見積: 商品とサービスの価格設定の拡張機能
Lightning Experience では、[見積] タブが刷新し、見積が検索可能となり、PDF や
メールの機能が拡張し、ビューが刷新したことにより、見積管理が向上しまし
た。
このセクションの内容:
見積をさらに活用
チームの見積を横並びで表示して、簡単に比較やアクセスを行うことができ
ます。営業担当は、確認する必要がある見積を検索し、不要な見積 PDF を削
除できます。チームは、見積関連の営業活動と見積の現在のフェーズを追跡
できます。さらに、営業担当は同時に複数の商品を見積に追加できます。
Lightning Experience と Salesforce Classic では、使用できる機能が異なります。

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

Lightning Experience での見積 PDF の進化
チームはSalesforce Classicに切り替えることなく、簡単に最新の見積を顧客にメールで送信できます。また、
顧客が複数の見積や他のドキュメントを横並びで表示できるように、それらをメールに添付できます。こ
れらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
関連トピック:
Salesforce1 での見積へのより簡単なアクセス

見積をさらに活用
チームの見積を横並びで表示して、簡単に比較やアクセスを行うことができます。営業担当は、確認する必要
がある見積を検索し、不要な見積 PDF を削除できます。チームは、見積関連の営業活動と見積の現在のフェー
ズを追跡できます。さらに、営業担当は同時に複数の商品を見積に追加できます。Lightning ExperienceとSalesforce
Classic では、使用できる機能が異なります。
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• すべての見積を一緒にリストして表示します (1)。
• Kanban で概要をつかみます (2)。これは Lightning Experience 固有の機能です。

• 見積品目名 (3) と見積 PDF (4) を表示して管理します。
• 見積 PDF の作成、見積のメール送信、見積同期の管理を行います (5)。
• メール、行動、記録された活動、ToDo を活動タイムラインで管理します (6)。これは Lightning Experience 固有
の機能です。
• 見積管理プロセス中に、Chatterを使用してコラボレーションします。情報、更新、ドキュメントを共有し、
見積レコードの状況と主要項目の変更を監視します (7)。見積と見積商品の項目を Chatter で監視するには、
追跡する項目のフィード追跡を有効にします。
• パスを追加し (設定が必要)、セールスプロセス全体で見積を追跡します (8)。これは Lightning Experience 固有
の機能です。
関連トピック:
Lightning Experience での見積 PDF の進化
見積とカスタムオブジェクトのパス
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Lightning Experience での見積 PDF の進化
チームは Salesforce Classic に切り替えることなく、簡単に最新の見積を顧客にメールで送信できます。また、顧
客が複数の見積や他のドキュメントを横並びで表示できるように、それらをメールに添付できます。これらの
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 見積の有効化(リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性が
あります)
見積をさらに活用

セールスパス: 機能が拡張され新しい名前に
素晴らしい機能はそのままですが、可用性が向上したことを反映するために「パ
ス」という新しい名前が付けられました。この変更は Lightning Experience に適用
され、すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションの商談にも適
用されます。
パスを有効にするか、新しいパスを設定するには、[設定] から [クイック検索]
ボックスに「パス設定」と入力します。
このセクションの内容:
見積とカスタムオブジェクトのパス

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

見積とカスタムオブジェクトにパスが追加され、ユーザがビジネスプロセス
をさらに速く移動できるようになりました。この変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
パスでのページレイアウトの必須項目に関する注意喚起
ユーザは、パスでレコードを更新しているとき、ページレイアウトで要求される項目へデータを入力しな
くてはいけなくなりました。これまでユーザは、ページレイアウトで要求される項目にデータを入力せず
に、レコードを次のステップに進めることができました。この変更は Lightning Experience に適用され、すべ
てのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションの商談にも適用されます。

見積とカスタムオブジェクトのパス
見積とカスタムオブジェクトにパスが追加され、ユーザがビジネスプロセスをさらに速く移動できるようにな
りました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
プロセスのステップを視覚的に表示し、重要な項目を強調表示して、便利なリンク、ポリシー情報、ヒント集
などのガイダンスを各ステップでユーザに提供します。
パスを設定するときは、どのオブジェクトの選択リストにそのパスのステップが基づくかを選択します。たと
えば、「構築」というカスタムオブジェクトにパスを作成しており、選択リスト項目が [Percent Complete (構築
プロセス完了)] と [Build Stage (構築フェーズ)] である場合は、どちらの項目にパスが基づくかを選択します。パ
スが有効になったら、そのパスをページレイアウトに追加します。
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パスでのページレイアウトの必須項目に関する注意喚起
ユーザは、パスでレコードを更新しているとき、ページレイアウトで要求される項目へデータを入力しなくて
はいけなくなりました。これまでユーザは、ページレイアウトで要求される項目にデータを入力せずに、レ
コードを次のステップに進めることができました。この変更は Lightning Experience に適用され、すべてのバー
ジョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションの商談にも適用されます。

重複管理: 取引先、取引先責任者、個人取引先
重複管理がさらに簡単になりました。Lightning Experience で、重複する取引先や
取引先責任者を検出してマージできるようになりました。新しいルールを使用
して、個人取引先レコードの重複を防止することもできます。
このセクションの内容:
Lightning Experience での重複する企業や取引先責任者の検出とマージ

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

営業チームが顧客と良好な関係を維持し、取引先と取引先責任者の整理が行
き届くようにします。重複レコードを表示することで、営業担当は不用意に
顧客との関係を損なうことがなくなり、データも整理が行き届きます。すで
にSalesforce Classicで営業担当にレコードのマージ権限を付与している場合、その営業担当はLightning Experience
でもレコードをマージできるようになりました。取引先、取引先責任者、およびリードのインターフェー
スが一貫しているため、全員が重複管理を簡単に行えます。これは、Lightning Experienceのみの新機能です。
重複する個人取引先のマージ
営業チームが知らぬ間に重複レコードを作成しているため、個人取引先の管理に手間取っていませんか? そ
うした状況を改善します。個人取引先の新しい一致ルールと重複ルールによって、リード、取引先責任者、
および法人取引先ですでに使用可能な重複管理機能が拡張されます。この変更は、Lightning Experience、
Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。

Lightning Experience での重複する企業や取引先責任者の検出とマージ
営業チームが顧客と良好な関係を維持し、取引先と取引先責任者の整理が行き届くようにします。重複レコー
ドを表示することで、営業担当は不用意に顧客との関係を損なうことがなくなり、データも整理が行き届きま
す。すでに Salesforce Classic で営業担当にレコードのマージ権限を付与している場合、その営業担当は Lightning
Experience でもレコードをマージできるようになりました。取引先、取引先責任者、およびリードのインター
フェースが一貫しているため、全員が重複管理を簡単に行えます。これは、Lightning Experienceのみの新機能で
す。
取引先および取引先責任者の重複ルールと一致ルールを有効にすると、レコードに潜在的な重複カード、一時
的なトーストメッセージ、またはその両方を表示できます。重複カードとトーストメッセージをレコードホー
ムページに追加します。
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1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーション
ビルダー] をクリックします。
2. [取引先] ページまたは [取引先責任者] ページで、[潜在的な重複] コンポーネントを追加します。

3. 重複アラートの表示オプションを選択します。
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営業担当が必要な情報は、重複のリスト自体のみである場合もありますが、重複をマージする権限を持つ営業
担当は、3 つまでのレコードを選択してマージできます。

営業担当は、マージする前に各項目の正しい値を選択できます。
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このセクションの内容:
Lightning Experience における重複する企業および取引先責任者の検出とマージに関する考慮事項
重複する取引先または取引先責任者レコードをマージする場合、主に次の点を考慮してください。
関連トピック:
Idea Exchange: Dynamic Record Merging (動的なレコードのマージ)
Idea Exchange: Customize Columns on Step One of Merge Accounts (取引先のマージのステップ 1 での列のカスタマイ
ズ)
Idea Exchange: Customize Merge Contacts Columns in Step One (取引先責任者のマージのステップ 1 での列のカスタマ
イズ)
Idea Exchange: Account Merge to Maintain Parent and Child Hierarchy (取引先のマージでの親子階層の維持)
Idea Exchange: Merge Contacts Across Accounts (複数の取引先間の取引先責任者のマージ)
Idea Exchange: Redirect to Final Merged Account After Merge Accounts Wizard (取引先のマージウィザード後にマージさ
れた最終取引先にリダイレクト)
Idea Exchange: Account Merge for Accounts with Data in Multiple Record Types (複数のレコードタイプのデータが含まれ
る取引先のマージ)
Idea Exchange: Merge My Accounts and Merge My Contacts Page Layout Options ([私の取引先のマージ] および [私の取引
先責任者のマージ] ページレイアウトのオプション)
Idea Exchange: We Want to See More Than 50 Lists for Merging Accounts and Contacts (取引先および取引先責任者のマー
ジでの 50 件を超えるリストの表示)

Lightning Experience における重複する企業および取引先責任者の検出とマージに関する考慮事項
重複する取引先または取引先責任者レコードをマージする場合、主に次の点を考慮してください。
取引先階層
Lightning Experience では、保持する親アカウントを選択できます。Salesforce Classic では、マージ後の取引先で
マスタレコードの取引先階層が保持されます。
Lightning Experience では個人取引先のマージはサポートされない
Lightning Experience では、個人取引先のマージはサポートされていません。
主取引先
Lightning Experience では、取引先責任者がポータルユーザに関連付けられていない限り、異なる主取引先を
持つ取引先責任者をマージできます。Salesforce Classicでは、同じ主取引先を持つ取引先責任者のみをマージ
できます。この主取引先は、取引先責任者レコードの [取引先名] 項目にリストされる取引先です。
重複するリレーション
同じ取引先に間接的に関連する取引先責任者をマージしようとすると、Salesforce は、重複するリレーショ
ンの削除を推奨するメッセージを表示します。取引先責任者レコードの間接的なリレーションは、[関連取
引先] 関連リストで管理されます。
ポータルユーザ
Lightning Experience を使用してポータルユーザに関連付けられている取引先責任者をマージする場合、マー
ジ中にポータルユーザの状況は表示されません。マージされたレコードは、マスタレコードのポータルユー
ザの状況を保持します。Salesforce Classic を使用してポータルユーザに関連付けられている取引先責任者を
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マージする場合、マージ中にポータルユーザの状況が表示されます。マージされたレコードで保持するポー
タルの状況を選択できます。Lightning Experience および Salesforce Classic では、主取引先責任者をポータルユー
ザに関連付ける必要があります。マージ後の取引先責任者は主取引先責任者のポータルユーザ状況を保持
します。主取引先責任者以外の取引先責任者がポータルユーザに関連付けられている場合、そのユーザは
無効になります。
関連項目、Chatter フィード、添付ファイル
重複するレコードがキャンペーンや活動などの項目に関連する場合、Salesforce はその項目を、マージされ
たレコードに関連付けます。ただし、いくつかの例外があります。マスタレコードからの Chatter フィード
のみが保持されます。Chatterフィードの添付ファイルは Salesforce 内で保持されますが、マージされたレコー
ドに関連付けられません。欠落したファイルを、マージされたレコードに関連付けるには、[ファイル] ホー
ム (Lightning Experience) または [ファイル] タブ (Salesforce Classic) でそのファイルを見つけます。次に、該当の
ファイルを、マージされたレコードの [ファイル] 関連リストに追加します。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 重複する取引先のマージに関するガイドラインおよび考慮事項(リリースプレビューの時点
で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
Salesforce ヘルプ: 重複する取引先責任者のマージに関する考慮事項(リリースプレビューの時点で内容が刷新
されたり、使用不能になる可能性があります)
データのインポートおよび管理: Lightning Experience の考慮事項

重複する個人取引先のマージ
営業チームが知らぬ間に重複レコードを作成しているため、個人取引先の管理に手間取っていませんか? そう
した状況を改善します。個人取引先の新しい一致ルールと重複ルールによって、リード、取引先責任者、およ
び法人取引先ですでに使用可能な重複管理機能が拡張されます。この変更は、Lightning Experience、Salesforce
Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
新しいルールを使用するには、Lightning Experience または Salesforce Classic の [設定] で個人取引先を有効にしてか
ら、ルールを有効化します。

関連トピック:
Idea Exchange: Enable Duplicate Management for Person Accounts (個人取引先の重複管理の有効化)
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生産性機能: ボイスメールサポート、一括アクション、その他の効率
性機能
営業担当は、Lightning Experience で、複数のレコードを一画面で操作したり、メールを快適に作成したり、レ
コードをインラインで編集したりすることができます。また、Kanban を新しい方法で使用してレコードを整理
できます。
このセクションの内容:
セールスコンソール: Lightning Experience の 1 画面に複数のレコード (ベータ)
営業担当の作業が大きく改善されました。Lightning セールスコンソールアプリケーションが新しくなり、
リードの調査、商談の成立、リレーションの管理といった操作のすべてが簡単になりました。これは、
Lightning Experience の新機能です。
Lightning Voice: ボイスメールと通話品質
個人ボイスメールや簡単な通話品質の確認など、いくつかの重要な機能が Voice に追加されました。これら
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メール: 生産性を上げる新しい [メールを送信] アクションやその他の機能
メールコンポーザは、カスタマイズ可能な [メールを送信] アクションに置き換わったため、ユーザは簡単
にビジネスプロセスに従うことができるようになりました。組織共有のメールアドレスを使用して、メー
ルをさらに効率的に送信してください。メールの添付ファイルの送信方法と保存方法を制御することもで
きます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ToDo: フォローアップ ToDo と定期的な ToDo
ToDo を使用して業務を円滑に進めます。フォローアップ ToDo は、クリック 2 回で作成できます。毎日、毎
週、毎月、毎年の定期的な ToDo の設定も同じように簡単なので、毎週の状況レポートを上司に提出するこ
とを忘れることはなくなります。同僚が ToDo を作成するときに [保存 & 新規] をクリックすると、次の ToDo
には同じような情報がすでに入力されます。これで時間を節約できるため、自分の仕事にさらに時間をか
けることができます。
関連リスト: 一括アクション
Lightning Experience の関連リストがかつてないほど強力になりました。Winter '17 では、リストビューに一括
アクションが追加されました。Spring '17 では、一括アクション機能が関連リストまで拡張されます。
リストビュー: インライン編集
営業担当がリストビューから作業するときに、数回クリックするだけでより多くの作業を完了できるよう
になりました。インライン編集が正式にリリースされ、リストビューのレコード値を問題なく編集できる
ようになりました。
Kanban: 可用性の向上と設定の追加
Kanban スタイルのビジュアルレイアウトを使用できる場所が増え、効率的に作業を監視できます。
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セールスコンソール: Lightning Experience の 1 画面に複数のレコード (ベータ)
営業担当の作業が大きく改善されました。Lightning セールスコンソールアプリ
ケーションが新しくなり、リードの調査、商談の成立、リレーションの管理と
いった操作のすべてが簡単になりました。これは、Lightning Experience の新機能
です。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning コンソールアプ
リケーシ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。Lightning コンソールアプリケーションは、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。

エディション
Lightning Experience で使用
可能
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition (Sales
Cloud 付属)

セールスコンソールと呼ばれる標準コンソールアプリケーションが提供されま
す。このアプリケーションには、インサイドセールス担当からリレーションマネージャまでの誰もがコンソー
ルを使用できる機能が備わっています。標準のセールスコンソールアプリケーションには次の機能が含まれて
います。

• 最もよく使用するオブジェクトである取引先、取引先責任者、リード、商談でのナビゲーションしやすい
3 列レイアウト。レイアウトには、レコードの主要な詳細を表示する強調表示パネル (1)、使い慣れたワー
クスペース (2)、便利な関連リスト (3) が含まれています。
• その他のよく使用するオブジェクトおよび機能 (キャンペーン、ToDo、レポートなど) にも簡単にアクセス
できます (4)。
• タブおよびサブタブの直観的なナビゲーション (5)。

130

Salesforce Spring '17 リリースノート

生産性機能: ボイスメールサポート、一括アクション、
その他の効率性機能

• [履歴] を含む事前設定済みユーティリティバー (6)。メモが有効になっている場合は、[メモ] もユーティリ
ティバーに表示されます。
ただし、セールスコンソールアプリケーションのカスタマイズを忘れないようにしましょう。[設定] から、ア
プリケーションマネージャを使用して次のことを実行します。
• ブランド設定を追加する。
• チームがコンソールでアクセスする必要があるその他の項目を追加する。
• 営業担当が Voice などの生産性ツールに簡単にアクセスできるようにユーティリティバーを設定する。
• 適切なユーザがセールスコンソールにアクセスできるように、デフォルトのユーザプロファイル割り当て
を変更する。セールスコンソールは、すべての標準ユーザプロファイルとカスタムユーザプロファイルに
自動的に割り当てられます。
メモ: Lightning コンソールアプリケーションは Sales Cloud および Service Cloud ユーザのみが使用できま
す。予期しない問題を避けるため、他のユーザに Lightning コンソールアプリケーションへのアクセス
権を与えないでください。
最後に、Lightning アプリケーションビルダーを使用して特定のページレイアウトをカスタマイズします。たと
えば、Pardot を使用する場合、適切なページレイアウトに [エンゲージメント履歴] コンポーネントを追加する
必要があります。
メモ: Lightning コンソールアプリケーションは、まだ Salesforce Classic コンソールアプリケーションと完全
に同じ機能を使用できるわけではありません。たとえば、キーボードショートカットやマクロなどの
Salesforce Classic コンソールアプリケーションの一部の機能は、Lightning コンソールアプリケーションでは
使用できません。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience に移行することはできません。

関連トピック:
Lightning コンソールアプリケーションでのタブ履歴の表示
Lightning アプリケーションビルダーを使用したコンソールアプリケーションレコードページのカスタマイ
ズ
ユーティリティバーによる Lightning アプリケーションの拡張
コンソールアプリケーションの新しい表示方法および管理方法
Salesforce Classic コンソールアプリケーションと Lightning Experience コンソールアプリケーションの違いを理解
する (ベータ)
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Lightning Voice: ボイスメールと通話品質
個人ボイスメールや簡単な通話品質の確認など、いくつかの重要な機能が Voice
に追加されました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メモ: 現時点では、米国とカナダへの発信電話のみがサポートされていま
す。
このセクションの内容:
不在着信のボイスメール

エディション
Voice は、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition で使用できます (有
料オプション)。

不在着信があっても、悔やむ必要はありません。Lightning Voice では個人用ボ
イスメールがサポートされるようになりました。営業担当は、不在時に着信
した通話を確認し、Salesforce でボイスメールメッセージを直接再生できます。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
通話品質を一目で確認
おわかりいただけるでしょうか。営業担当は、Lightning Voice でかけた電話のネットワークの通信品質の状
況をリアルタイムで確認できるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
活動リストによる通話の整理 (ベータ)
営業担当が多くの電話を毎日かける場合は、かける必要がある電話を追跡することが難しくなることがあ
ります。営業担当は、かける必要がある電話の一覧を、一か所にまとめてわかりやすく表示できるように
なりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
活動コンポーザによる活動の自動記録
活動はさらに簡単に記録できるようになり、営業担当は活動を自動的に記録できるようになりました。自
動記録を選択するだけで、手動で入力しなくても、活動の詳細が活動タイムラインに追加されます。この
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Voice のレポート作成
通話の時間、頻度、評判の良い受話者など、Voice の利用状況に関する情報をレポートで確認してくださ
い。Lightning Voice について役立つレポートを作成するには、レポートビルダーを使用します。Voice のレポー
トを表示するには、主オブジェクトを VoiceCalls に設定してカスタムレポートタイプを作成します。この変
更は Lightning Experience にのみ適用されます。

不在着信のボイスメール
不在着信があっても、悔やむ必要はありません。Lightning Voice では個人用ボイスメールがサポートされるよう
になりました。営業担当は、不在時に着信した通話を確認し、Salesforceでボイスメールメッセージを直接再生
できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
営業担当は、20 件までのボイスメールメッセージを Salesforce に保存できるようになりました。通知ウィンド
ウにボイスメールメッセージに関する通知が表示され、営業担当は通話パネルでメッセージを再生できます。
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ボイスメールメッセージは 2 分に制限されています。メッセージは Salesforce でファイルとして保存され、この
ファイルはファイルストレージの割り当てにカウントされます。
ボイスメールは、[設定] の [Voice 設定] ページから有効にします。

通話品質を一目で確認
おわかりいただけるでしょうか。営業担当は、Lightning Voice でかけた電話のネットワークの通信品質の状況を
リアルタイムで確認できるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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活動リストによる通話の整理 (ベータ)
営業担当が多くの電話を毎日かける場合は、かける必要がある電話を追跡することが難しくなることがありま
す。営業担当は、かける必要がある電話の一覧を、一か所にまとめてわかりやすく表示できるようになりまし
た。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの活動リストが含まれています。機能の品質は高いです
が、既知の制限があります。この活動リスト機能は、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。特定期間内の正規リリースある
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。この機能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。
活動リストを作成するには、リードページからリードを選択し、[活動リストの作成] をクリックします。
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リードの優先順位リストは通話パネルに表示されます。

[次の活動]をクリックすると、リストの最上位の番号がダイヤルされて、関連リードレコードが自動的に開き
ます。
活動リストは現在、リードに制限されており、同時に使用できる活動リストは 1 つのみです。営業担当が新し
い活動リストを作成すると、以前の活動リストの情報は置き換わります。
活動リストは、[設定] の [Voice 設定] ページから有効にします。

活動コンポーザによる活動の自動記録
活動はさらに簡単に記録できるようになり、営業担当は活動を自動的に記録できるようになりました。自動記
録を選択するだけで、手動で入力しなくても、活動の詳細が活動タイムラインに追加されます。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
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Lightning Voice のレポート作成
通話の時間、頻度、評判の良い受話者など、Voice の利用状況に関する情報をレポートで確認してください。
Lightning Voice について役立つレポートを作成するには、レポートビルダーを使用します。Voice のレポートを表
示するには、主オブジェクトを VoiceCalls に設定してカスタムレポートタイプを作成します。この変更はLightning
Experience にのみ適用されます。

メール: 生産性を上げる新しい [メールを送信] アクションやその他の機能
メールコンポーザは、カスタマイズ可能な [メールを送信] アクションに置き換
わったため、ユーザは簡単にビジネスプロセスに従うことができるようになり
ました。組織共有のメールアドレスを使用して、メールをさらに効率的に送信
してください。メールの添付ファイルの送信方法と保存方法を制御することも
できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
このセクションの内容:
[メールを送信] アクション: メールをビジネスプロセスに合わせて調整

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

メールコンポーザは、[メールを送信] アクションに置き換わりました。項目
の追加と削除または定義済みの値の指定により、[メールを送信] アクション
をビジネスプロセスに合わせてカスタマイズできます。[メールを送信] アクションは、活動が有効な任意
のオブジェクトに追加できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
組織の共有メールアドレスを使用したメール送信
Salesforce Inbox ユーザ以外は、組織の共有アドレスを [送信者] ドロップダウンから選択できます。この変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。
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[送信者] 項目での複数のメールアドレスからの選択
[メールを送信] アクションと Salesforce Inbox を使用すると、接続されているメール送信アカウントから選択
できます。ビジネスプロセスに最も適したメールアドレスを選択します。たとえば、HR 担当が求職の問い
合わせに返信する場合は、「recruit@company.com」を選ぶことが考えられます。この変更はLightning Experience
にのみ適用されます。
[関連先] 参照項目を使用したより多くのレコードの関連付けの作成
メールが何に関連付けられているか (キャンペーンなど) を選択し、メールの受信者 (キャンペーンの対象者
など) を選択します。[関連先] 項目のコンテンツは、使用可能な差し込み項目とテンプレートに影響し、レ
コードへのメール活動の関連付けも行われます。関連付けの結果として、対象者のレコードを表示したと
きにキャンペーンメールを参照できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
状況に応じたメールテンプレートによる時間の節約
メールテンプレートを選択するときに、最初のメール受信者または [関連先] 項目内の項目に適用されるテ
ンプレートのみが表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
状況に応じた差し込み項目と個人取引先のサポート
一般的に、差し込み項目はテンプレートを作成するときに使用されます。差し込み項目を選択するときに、
選択可能なマージ項目のリストに最初の受信者または [関連先] 項目内の項目に適した項目が表示されます。
[関連先] 項目に [個人取引先] がある場合、リストにはすべての個人取引先の差し込み項目が表示されます。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Gmail または Office 365 経由で送信されるメールに共有のメールフッター
Gmail または Office 365 経由で送信されるメールには、組織の共有フッターが含まれます。このフッターを含
めるかどうかを選択できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ファイルのメール送信方法で添付またはリンクを選択可能
メールのサイズを制御するには、添付ファイルのサイズ制限を設定するか、ファイルへのリンクのみを許
可します。新しい設定では、到達性を改善するために最も効率的な方法を選択できます。この変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

[メールを送信] アクション: メールをビジネスプロセスに合わせて調整
メールコンポーザは、[メールを送信] アクションに置き換わりました。項目の追加と削除または定義済みの値
の指定により、[メールを送信] アクションをビジネスプロセスに合わせてカスタマイズできます。[メールを送
信] アクションは、活動が有効な任意のオブジェクトに追加できます。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
重要: 取引先、商談、リード、取引先責任者、キャンペーンの各レイアウトに加えて、変更されていない
グローバルレイアウトでも、以前のメールコンポーザ ([メールを送信] 標準ボタン) が新しい [メールを送
信] アクションに自動的に置き換わりました。
アクションが置き換わらない場合
• API 参照名が SendEmail のクイックアクションがすでに存在する場合は、新しいアクションに置き換わりませ
ん。
• グローバルレイアウトにアクションが追加または削除された場合、または取引先、商談、リード、取引先
責任者、またはキャンペーンのレイアウトがグローバルレイアウトから継承しない場合は、新しいアクショ
ンがグローバルレイアウトに追加されません。
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• 以前のメールコンポーザが存在しない場合も、取引先、商談、リード、取引先責任者、またはキャンペー
ンのレイアウトに新しいアクションが追加されません。
メモ: [メールの送信] アクションが必須の場合、[メールの送信] アクションをレイアウトの [Salesforce1 およ
び Lightning Experience アクション] セクションに追加します。
[メールの送信] アクションは、業務に合わせてカスタマイズできます。
例: 採用担当者が使用する応募者カスタムオブジェクト用に [メールを送信] アクションをカスタマイズす
るには、[宛先]、[CC]、[BCC] の各項目を削除します。メール受信者は自動的に指定されます。
オブジェクトには複数の [メールを送信] アクションを含めることができるため、採用担当者は、「募集」
と「ようこそ」という 2 つの [メールを送信] アクションを設定できます。「ようこそ」という [メールを
送信] アクションには入社案内の項目を含めます。会社の採用担当者は、より一貫性が高く対象を絞った
コンテンツを使用して、より効率的にメールを送信できます。

このセクションの内容:
[メールを送信] アクションの考慮事項
[メールを送信] アクションを使用する前に、次の制限に注意してください。
任意の場所からのメールの送信
活動が有効な任意のオブジェクト (カスタムオブジェクトを含む) に [メールを送信] アクションを追加すれ
ば、Lightning Experience のどこからでもメールを送信できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。
定義済みの項目によるエラーのないメールの送信
項目を事前に定義してビジネスプロセスに合わせて [メールを送信] クイックアクションをカスタマイズし、
入力エラーを軽減します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: トピックタイトル(リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能
性があります)

[メールを送信] アクションの考慮事項
[メールを送信] アクションを使用する前に、次の制限に注意してください。
• [メールを送信] アクションでは、カスタム項目を追加したり、既存の項目の名前を変更したりすることは
できません。
• [送信者] 項目は必須です。
メモ: [送信者] 項目が [メールを送信] アクションレイアウトにない場合は、事前に定義する必要があり
ます。
• 本文は HTML 形式である必要があります。テキスト形式はケース固有の [メールを送信] アクションでのみサ
ポートされています。
メモ: HTML 本文項目が [メールを送信] アクションレイアウトにない場合は、事前に定義する必要があ
ります。
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• メールをインラインモードから始めた場合、ドッキングされたコンポーザにメールをポップアウトするこ
とはできません。ただし、メールを [グローバルアクション] メニューから始めた場合は、ドッキングされ
たコンポーザが使用されます。
• Salesforce Inbox では、組織共有のメールアドレスを使用できません。
• コミュニティでは、[メールを送信] アクションを使用できません。
• グローバルの [メールを送信] アクションでは、[関連先] 項目を [ケース] に設定できません。

定義済みの値
• [宛先]、[CC]、[BCC] の各項目では、定義済みの値としてメールアドレスのみを使用できます。
• 指定されたメールアドレスのみを使用して送信されたメールは、Salesforce レコードに関連付けられていま
せん。
• [関連先] はエンティティ固有のクイックアクションのみに事前に設定でき、グローバルクイックアクショ
ンには事前に設定できません。
• 定義済みの値は、返信/転送またはアシスタントや商談インサイトから始めたメールではサポートされてい
ません。
• コンプライアンス BCC が有効である場合、[BCC] 項目の定義済みの値は無視されます。自動 BCC が有効であ
る場合、[BCC] 項目の定義済みの値は自動 BCC アドレスに追加されます。

返信/転送および商談インサイトのメール
返信/転送およびメール機能は、次の条件に依存します。
• Salesforce1 および Lightning Experience の [アクション] セクションで、グローバルレイアウトにグローバルの
[メールを送信] アクションがある。
• レイアウト上に [件名] 項目または [本文] 項目がある。
• ユーザに「メールの送信」権限がある。
• 組織の共有設定 [メールを送信するためのアクセス権] が [すべてのメール] に設定されていない。

ケース
• ケースに追加できるのはケース固有の [メールを送信] アクションのみです。
• ケースでケース固有の [メールを送信] アクションを有効にするには、メール-to-ケースを有効にします。
• ケースに関連付けられたメールを [グローバルアクション] メニューから送信することはできません。

任意の場所からのメールの送信
活動が有効な任意のオブジェクト (カスタムオブジェクトを含む) に [メールを送信] アクションを追加すれば、
Lightning Experience のどこからでもメールを送信できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
[メールを送信] アクションをグローバルレイアウトに追加すると、そのアクションは、グローバルレイアウト
から継承したすべてのオブジェクトの [グローバルアクション] メニュー (右上の[+]ボタン) および活動パブリッ
シャーに表示されます。
活動が有効なオブジェクトのレイアウトのアクションセクションには、グローバルまたはオブジェクト固有の
いずれかの [メールを送信] アクションを直接追加できます。
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オブジェクトに [メールを送信] アクションが表示されない場合、オブジェクトで活動が有効になっていること
を確認します。
[メールを送信] アクションから送信するメールでは、ユーザ設定で指定されている文字コードが使用されま
す。
移行の都合上、レイアウトエディタには以前のメールコンポーザもまだ表示されています。ただし、Summer
'17 では削除される予定です。
区別する方法
古いアクションは、表示ラベルが [メールの送信]、名前が SendEmail、アクション種別が標準ボタンです。

新しいアクションは、表示ラベルが [メールを送信]、名前が同じで SendEmail、アクション種別がクイックアク
ションです。

定義済みの項目によるエラーのないメールの送信
項目を事前に定義してビジネスプロセスに合わせて [メールを送信] クイックアクションをカスタマイズし、入
力エラーを軽減します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
たとえば、お客様のメールに返信するとき、件名を「お問い合わせありがとうございます」に標準化できま
す。

組織の共有メールアドレスを使用したメール送信
Salesforce Inbox ユーザ以外は、組織の共有アドレスを [送信者] ドロップダウンから選択できます。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
一部の会社は、sales@company.com などの組織共有のメールアドレスを送信メールに使用しています。必要な数
のメールアドレスを設定できます。たとえば、recruit@company.com を HR 部門に、service@company.com をサービ
ス部門に使用することもできます。
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[送信者] 項目での複数のメールアドレスからの選択
[メールを送信] アクションと Salesforce Inbox を使用すると、接続されているメール送信アカウントから選択でき
ます。ビジネスプロセスに最も適したメールアドレスを選択します。たとえば、HR 担当が求職の問い合わせ
に返信する場合は、「recruit@company.com」を選ぶことが考えられます。この変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。

例: Dan はメールを送信するときに、自分を差出人とするか、営業部門を差出人とするかを選択できます。

[関連先] 参照項目を使用したより多くのレコードの関連付けの作成
メールが何に関連付けられているか (キャンペーンなど) を選択し、メールの受信者 (キャンペーンの対象者な
ど) を選択します。[関連先] 項目のコンテンツは、使用可能な差し込み項目とテンプレートに影響し、レコー
ドへのメール活動の関連付けも行われます。関連付けの結果として、対象者のレコードを表示したときにキャ
ンペーンメールを参照できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メール活動は、受信者リストに指定した取引先責任者、リード、ユーザに自動的に関連付けられます。[関連
先] 項目でこのようなオブジェクトを選択することはできません。活動が有効になっていないオブジェクトを
選択することもできません。

状況に応じたメールテンプレートによる時間の節約
メールテンプレートを選択するときに、最初のメール受信者または [関連先] 項目内の項目に適用されるテンプ
レートのみが表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
見出しの下には、絞り込みの対象となったメールテンプレートのリストが表示されます。
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見積、注文、契約など、カスタムオブジェクトも含めて、活動が有効なすべてのオブジェクトで、メールテン
プレートを作成して使用できます。
個人取引先と法人取引先のメールテンプレートは、取引先固有のテンプレートとして一緒に表示されます。
例: 商談に取り組んでいるソフトウェア営業担当が、顧客から新しいバージョンのソフトウェアについて
の問い合わせメールを受け取ります。営業担当は、ソフトウェアアップグレードメールテンプレートま
たは汎用の取引先責任者メールテンプレートを返信用に選択します。

状況に応じた差し込み項目と個人取引先のサポート
一般的に、差し込み項目はテンプレートを作成するときに使用されます。差し込み項目を選択するときに、選
択可能なマージ項目のリストに最初の受信者または [関連先] 項目内の項目に適した項目が表示されます。[関
連先] 項目に [個人取引先] がある場合、リストにはすべての個人取引先の差し込み項目が表示されます。この
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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この例では、主な受信者および [関連先] に個人取引先が含まれるメールテンプレートが示されています。アド
レス差し込み項目には、取引先責任者、組織、個人取引先、ユーザのアドレスが含まれます。

Gmail または Office 365 経由で送信されるメールに共有のメールフッター
Gmail または Office 365 経由で送信されるメールには、組織の共有フッターが含ま
れます。このフッターを含めるかどうかを選択できます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
Gmail または Office 365 でフッターを設定することもできますが、Salesforce から送
信するすべてのメールで組織の共通フッターを使用する方が、楽に感じるかも
しれません。たとえば、会社でメールフッター設定を変更する場合に長い承認
プロセスが必要となるときは、代わりに Salesforce フッターを使用します。

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

Salesforce で、[外部メールサービスを介して送信されたメールにフッターを追加]
設定を変更します。

ファイルのメール送信方法で添付またはリンクを選択可能
メールのサイズを制御するには、添付ファイルのサイズ制限を設定するか、ファイルへのリンクのみを許可し
ます。新しい設定では、到達性を改善するために最も効率的な方法を選択できます。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Salesforce Classicでは、メールを送信する誰もが、メール送信されたファイルへのアクセスをいつでも (配信後で
さえも) 拒否できます。
関連トピック:
ファイルがリンクとして送信される条件の決定
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ToDo: フォローアップ ToDo と定期的な ToDo
ToDo を使用して業務を円滑に進めます。フォローアップ ToDo は、クリック 2 回
で作成できます。毎日、毎週、毎月、毎年の定期的な ToDo の設定も同じように
簡単なので、毎週の状況レポートを上司に提出することを忘れることはなくな
ります。同僚が ToDo を作成するときに [保存 & 新規] をクリックすると、次の
ToDo には同じような情報がすでに入力されます。これで時間を節約できるため、
自分の仕事にさらに時間をかけることができます。
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:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

フォローアップ ToDo の作成
フォローアップ ToDo を作成し、ToDo リストで次の予定を確認できるように
します。新しいフォローアップ ToDo では、元の ToDo の [件名]、[割り当て先]、[名前]、[関連先] 項目の情報
が使用されます。期日は空白ですが、項目内をクリックすると、デフォルトで今日になります。これは、
Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience での定期的な ToDo の反復使用
営業担当は定期的な ToDo を使用して、翌日の見込み客リストの作成や週次営業ミーティングの議題の更新
など、予測可能な活動をスケジュールします。ToDo を、毎日、毎週、毎月、または毎年繰り返し、選択し
た日付から開始することができます。ToDo をいつ終了するかを設定したり、最も遅い日付を自動的に計算
したりすることができます。Lightning Experience ユーザは、Salesforce Classic に切り替えることなく、定期的な
ToDo を作成および追跡できるようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
ToDo の [保存 & 新規] による時間の節約
「ToDo の作成」を ToDo の一つとする必要はありません。保存 & 新規機能を使えば、古い ToDo に基づいて
新しい ToDo を作成できます。新しい ToDo には、[件名]、[名前]、[割り当て先]、[関連先] 項目に古い ToDo と
同じエントリが入力されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ToDo と行動の検索
ToDo と行動がグローバル検索に表示されるようになりました。この変更は、Lightning Experience および
Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
定期的な ToDo の開始と終了の項目の表示ラベルの変更
行動の表示ラベルに揃えるため、定期的な ToDo では項目の表示ラベルの一部が変更され、単発の ToDo と
簡単に見分けられるようになりました。これまで、定期的な ToDo の表示ラベルは [開始日] と [終了日] でし
た。現在は、[繰り返しの開始] と [繰り返しの終了] になりました。この表示ラベルの API 参照名
(RecurrenceStartDateOnly と RecurrenceEndDateOnly) は変わりません。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。

フォローアップ ToDo の作成
フォローアップ ToDo を作成し、ToDo リストで次の予定を確認できるようにします。新しいフォローアップ
ToDo では、元の ToDo の [件名]、[割り当て先]、[名前]、[関連先] 項目の情報が使用されます。期日は空白です
が、項目内をクリックすると、デフォルトで今日になります。これは、Lightning Experience の新機能です。
[フォローアップ ToDo の作成] アクションは、ToDo のページレイアウトで定義済みの Salesforce1 および Lightning
Experience アクションセットに自動的に含まれます。組織の ToDo のページレイアウトで [Salesforce1 および Lightning
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Experience アクション] セクションを上書きしている場合、[Salesforce1 および Lightning のアクション] パレットか
ら手動で [フォローアップ ToDo の作成] アクションを追加します。
関連トピック:
Salesforce1 でのフォローアップ ToDo の作成

Lightning Experience での定期的な ToDo の反復使用
営業担当は定期的な ToDo を使用して、翌日の見込み客リストの作成や週次営業ミーティングの議題の更新な
ど、予測可能な活動をスケジュールします。ToDo を、毎日、毎週、毎月、または毎年繰り返し、選択した日
付から開始することができます。ToDo をいつ終了するかを設定したり、最も遅い日付を自動的に計算したり
することができます。Lightning Experience ユーザは、Salesforce Classic に切り替えることなく、定期的な ToDo を作
成および追跡できるようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
一般的に、Lightning Experience の定期的な ToDo は、Salesforce Classic と同じように動作します。ただし Lightning
Experience では、平日に ToDo を繰り返すオプションを使用できません。その代わりに Salesforce Classic に切り替
えて、定期的な行動を一定間隔で作成するか編集してください。
Lightning Experience では、ToDo 一覧の [新規 ToDo] ボタンにより、定期的な ToDo を作成します。[新規 ToDo] ク
イックアクションを使用して定期的な ToDo を作成することはサポートされていません。
定期的な ToDo の一部として作成された各 ToDo は、ユーザの ToDo リストに表示されます。定期的な行動全体の
表示、編集、削除を行うには、いずれかの定期的な ToDo を選択し、アクションメニューから [定期的な行動の
参照] を選択します。定期的な行動が表示されたら、定期的な行動のすべての ToDo の詳細を更新するか、定期
的な行動全体を削除できます。

Lightning Experience の定期的な ToDo の設定
[設定] で次の設定を確認します。
• [定期的なToDoを作成] 項目を組織の ToDo のページレイアウトの [ToDo の詳細] セクションに追加します。
• 組織の ToDo のページレイアウトで [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションが上書きさ
れている場合、そのセクションに [Salesforce1 および Lightning のアクション] パレットから [定期的な行動の削
除] および [定期的な行動の参照] アクションが含まれていることを確認します。まだ含まれていない場合
は、これらのアクションを追加します。
関連トピック:
Salesforce1 での定期的な ToDo の使用

ToDo の [保存 & 新規] による時間の節約
「ToDo の作成」を ToDo の一つとする必要はありません。保存 & 新規機能を使えば、古い ToDo に基づいて新し
い ToDo を作成できます。新しい ToDo には、[件名]、[名前]、[割り当て先]、[関連先] 項目に古い ToDo と同じエ
ントリが入力されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience で標準の [保存 & 新規] は、この [保存 & 新規] アクションに置き換えられアクセスできなくな
ります。
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ToDo と行動の検索
ToDo と行動がグローバル検索に表示されるようになりました。この変更は、Lightning Experience および Salesforce1
モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。

定期的な ToDo の開始と終了の項目の表示ラベルの変更
行動の表示ラベルに揃えるため、定期的な ToDo では項目の表示ラベルの一部が変更され、単発の ToDo と簡単
に見分けられるようになりました。これまで、定期的な ToDo の表示ラベルは [開始日] と [終了日] でした。現
在は、[繰り返しの開始] と [繰り返しの終了] になりました。この表示ラベルの API 参照名
(RecurrenceStartDateOnly と RecurrenceEndDateOnly) は変わりません。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。

関連リスト: 一括アクション
Lightning Experience の関連リストがかつてないほど強力になりました。Winter '17
では、リストビューに一括アクションが追加されました。Spring '17 では、一括
アクション機能が関連リストまで拡張されます。
このセクションの内容:
関連リスト内の複数のレコードに対するカスタム一括アクションの実行
Visualforce を使用して Salesforce Classic で作成した素晴らしいカスタムボタンを
覚えていますか? Lightning Experience の関連リストで複数のレコードを選択す
る機能が付き、これらのボタンは新しくなりました。ボタンをクリックして
カスタム一括アクションを複数レコードに一度に実行できるので、営業担当
の生産性が向上します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

エディション
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

関連リスト内の複数のレコードに対するカスタム一括アクションの実行
Visualforce を使用して Salesforce Classic で作成した素晴らしいカスタムボタンを覚えていますか? Lightning Experience
の関連リストで複数のレコードを選択する機能が付き、これらのボタンは新しくなりました。ボタンをクリッ
クしてカスタム一括アクションを複数レコードに一度に実行できるので、営業担当の生産性が向上します。こ
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
関連リストの[すべて表示]を使用してすべてのレコードを表示すると、そのリストの一括アクションボタンの
リストにアクセスできます。
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リストビュー: インライン編集
営業担当がリストビューから作業するときに、数回クリックするだけでより多
くの作業を完了できるようになりました。インライン編集が正式にリリースさ
れ、リストビューのレコード値を問題なく編集できるようになりました。
このセクションの内容:
リストビューでのインライン編集による時間の節約 (正式リリース)
リストビューの Lightning Edit を使用すると、営業担当は Lightning Experience で
レコード更新を簡単に行えます。営業担当はレコードを開かずにリストビュー
から直接編集ができます。参照項目では、レコードをその場で検索および作
成できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

エディション
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

リストビューでのインライン編集による時間の節約 (正式リリース)
リストビューの Lightning Edit を使用すると、営業担当は Lightning Experience でレコード更新を簡単に行えます。
営業担当はレコードを開かずにリストビューから直接編集ができます。参照項目では、レコードをその場で検
索および作成できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
たとえば営業担当は、取引先責任者の取引先をリストビューで更新しているとき、取引先名の入力を始めて、
結果のプレビューを確認できます。または、リストビュー内から取引先を作成することを選択できます。

一度に 1 つの項目しか編集できませんが、項目の変更は複数のレコードで同時に保存できます。インラインの
編集は、「一括アクション」の実行とは異なります。両方ともリストビューで行い、効率的です。ただしイン
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ライン編集では、1 つ以上のレコードで項目の変更を保存します。それに対し一括アクションでは、複数のレ
コードを選択してからボタンをクリックし、それらのレコードでキャンペーンへのレコードの追加などのアク
ションを実行します。
ほとんどの標準項目とカスタム項目はインラインで編集可能です。編集できない項目は、セルに錠 (
示されます。

) が表

インライン編集に特別な権限は必要ありません。ただし通常どおり、営業担当はアクセスできるレコードのみ
編集できます。 また、リストビューで検索条件ロジックを使用している場合はインライン編集を利用できま
せん。
関連トピック:
このリリースの Lightning Experience の機能

Kanban: 可用性の向上と設定の追加
Kanban スタイルのビジュアルレイアウトを使用できる場所が増え、効率的に作
業を監視できます。
このセクションの内容:
Kanban ビューをいたるところに表示
ほぼすべてのリストビューで Kanban ビューに切り替えて、レコードを視覚的
に表示します。

メニューから [Kanban] を選択してください。

独自の Kanban ビューの作成

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

営業担当は、リードを状況ごとに整理することにうんざりしていませんか。
業種ごとに整理したいのではないでしょうか。それが可能になりました。営
業担当は、項目を選択してその項目で列と概要を作成し、どの Kanban ビューでもすぐに設定できるように
なりました。
Kanban ビューでレコードタイプ別にレコードを表示
Kanban ビューに読み込むためだけに、レコードタイプでフィルタ処理する必要はなくなりました。サブタ
ブを使用してレコードタイプを簡単に切り替えることができます。

Kanban ビューをいたるところに表示
ほぼすべてのリストビューで Kanban ビューに切り替えて、レコードを視覚的に表示します。
から [Kanban] を選択してください。

メニュー

ナレッジや ToDo など、いくつかのオブジェクトでは Kanban ビューを使用できません。

独自の Kanban ビューの作成
営業担当は、リードを状況ごとに整理することにうんざりしていませんか。業種ごとに整理したいのではない
でしょうか。それが可能になりました。営業担当は、項目を選択してその項目で列と概要を作成し、どの Kanban
ビューでもすぐに設定できるようになりました。
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[Kanban] ビューで、[リストビューコントロール] をクリックし、[Kanban 設定] を選択します。集計する通貨項
目を選択するか、[なし] を選択して集計を Kanban ビューから削除します。グループ化する選択リストを選択
し、レコードをどのようにして列に整理するかを決めます。

Kanban ビューでレコードタイプ別にレコードを表示
Kanban ビューに読み込むためだけに、レコードタイプでフィルタ処理する必要はなくなりました。サブタブを
使用してレコードタイプを簡単に切り替えることができます。
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Sales Cloud Einstein: 人口知能 (AI) によるセールスプロセスの各ステッ
プのスマート化
営業用の AI を次に示します。Sales Cloud Einstein を使用すると、重要な予測、イン
テリジェントなおすすめ、タイムリーな自動化によってチームの営業の生産性
が大幅に向上します。これは、Lightning Experience の新機能です。
メモ: 一部のサービスおよびサブスクリプションでは、この機能が有料オ
プションで用意されています。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。

エディション
有料オプションで使用可
能なエディション:
Enterprise Edition、および
Unlimited Edition

Sales Cloud Einstein は、チームの営業活動と CRM データから学習する独自のデータ
サイエンス部門です。Einstein は、最良のリードの特定、リードの商談へのより効率的な変換、容易な顧客維持
に役立ちます。
Sales Cloud Einstein には、多くの重要な AI 機能が含まれており、チームはその機能を使用してセールスプロセス
の各ステップで生産性を高めることができます。
メモ: インサイトは英語でのみ表示されます。
機能

実行する内容

表示される場所

利点

自動活動キャプチャ

チームのメールと行動
を、関連するレコードに
追加する。

取引先、取引先責任者、
リード、商談、および個
人取引先の各レコード

レコード上で営業関連の
活動を追跡し、インサイ
トを生成する。

リードインサイト

取引開始の可能性に基づ
いて、1 ～ 99 のスコアで
リードを採点します。

リードレコード

リードに優先度を付けて、
重点的に取り組む事項を
決定する。

商談に関する予測、ス
マートなフォローアッ
プ、重要な瞬間を提供す
る。

ホームページ

商談インサイト

リストビュー

商談レコード
商談リストビュー

関連する最新情報を使用
して、より多くの商談を
成立させる。

Lightning for Outlook
Lightning for Gmail
取引先インサイト

取引先に関連する主要な
ビジネス開発を明らかに
する。

ホームページ
取引先レコード
Lightning for Outlook
Lightning for Gmail
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このセクションの内容:
Einstein の自動活動キャプチャによる Salesforce へのメールおよび行動の自動追加
もうメールの記録は必要ありません。これからはよりスマートな営業が可能になります。Einsteinユーザは、
自動活動キャプチャにより、メールとカレンダーを Salesforce に接続できます。接続すると、メールと行動
は Salesforce の関連レコードに自動的に追加され、Einstein がそれらを使用してインサイトを生成します。こ
れは、Lightning Experience の新機能です。
リードの予測スコアリングとリードインサイトによるリードへの優先度付け
人工知能 (AI) を使用して、リードが会社の取引開始の成功パターンにどの程度適合しているかを分析して
リードにスコアを付けます。このリードスコアに応じて営業チームがリードに優先度を付けます。各リー
ドスコアに最も影響する項目を確認できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新
機能です。
商談インサイトによる商談のインテリジェントな予測とタイムリーなアラームの表示
営業担当がより多くの商談の成立にこぎつけるよう人工知能を役立てます。Einstein ユーザは、商談インサ
イトによって、成立の可能性が高い商談についての予測、フォローアップのアラーム、商談に関する重要
な瞬間が発生したことを示す通知を得ることができます。これは、Lightning Experience の新機能です。
取引先とのリレーションに関するインサイトをスマートに管理
人工知能を顧客と営業チームのリレーションの維持に役立てましょう。取引先インサイトでは、顧客に影
響する主要なビジネス開発について常に最新情報が得られます。これは、Lightning Experienceの新機能です。
Sales Cloud Einstein の設定
Sales Cloud Einstein を設定するには、アプリケーション内の Einstein 設定アシスタントをガイドとして使用し
ます。Einstein を使用できるユーザを選択し、Einstein 機能を有効にして、営業担当がインサイトを表示でき
るようにページおよびリストビューを設定します。
関連トピック:
Salesforce Einstein
Salesforce ヘルプ: Sales Cloud Einstein (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能
性があります)
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

Einstein の自動活動キャプチャによる Salesforce へのメールおよび行動の自動追
加
もうメールの記録は必要ありません。これからはよりスマートな営業が可能になります。Einsteinユーザは、自
動活動キャプチャにより、メールとカレンダーを Salesforce に接続できます。接続すると、メールと行動は
Salesforceの関連レコードに自動的に追加され、Einsteinがそれらを使用してインサイトを生成します。これは、
Lightning Experience の新機能です。
Einstein を設定すると、Salesforce は Einstein ユーザに、Google™ または Microsoft® Office 365® のアカウントを Salesforce
に接続するよう求めます。これで、関連するメールと行動が取引先、取引先責任者、リード、商談、個人取引
先に表示されます。また、チームの他のメンバーからの関連するメールと行動も表示されます。
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プライバシーを確保するため、各ユーザはSalesforceに追加するメールと行動、およびそれらを表示できるユー
ザを制御できます。これを行うには、個人設定から、[クイック検索] ボックスに「設定」と入力し、[自動活
動キャプチャ] で [設定] をクリックします。
営業活動を容易に追跡できるように活動レポートを含めました。この活動レポートでは、自動活動キャプチャ
によって追加された活動を含め、主な活動の概要が提供されます。各組織は、5 つの Wave アプリケーション権
限セットライセンスを取得します。権限セットライセンスをユーザに割り当てた場合、ユーザは Einstein の [分
析] タブから活動レポートにアクセスできます。

自動活動キャプチャは、Inbox の一部としても使用できます。詳細は、「Inbox: メールとカレンダーを Salesforce
に接続する生産性ツール」を参照してください。
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リードの予測スコアリングとリードインサイトによるリードへの優先度付け
人工知能 (AI) を使用して、リードが会社の取引開始の成功パターンにどの程度適合しているかを分析してリー
ドにスコアを付けます。このリードスコアに応じて営業チームがリードに優先度を付けます。各リードスコア
に最も影響する項目を確認できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
Einstein のリードインサイトは、データサイエンスと機械学習を組み合わせて、ユーザのビジネスにおけるリー
ドの取引開始パターンを検出し、優先するリードを予測します。リードインサイトは、機械学習を使用するこ
とで、従来のルールベースのリードスコアリング方法よりもシンプルで迅速かつ正確なソリューションを提供
します。
リードスコア項目は、リストビュー、レポート、ダッシュボード、リードの詳細ページで使用できます。詳細
ページでは、リードスコアは、[Einstein] コンポーネントに表示されます。このコンポーネントで営業担当は、
スコアに最も大きなプラス (1) の影響とマイナス (2) の影響を与えているリード項目も確認できます。[Einstein]
コンポーネントに表示されていない項目もスコアに影響しますが、表示されている項目よりも影響度は低くな
ります。[Einstein] コンポーネントでは、営業担当がリードにメールを送信したり、Lightning Voice が設定されて
いればリードに電話をかけたりすることもできます。

スコア項目をリストビューに追加すると、スコア (1) の上にマウスポインタを置くことで、スコアの背後にあ
るインサイト (2) が表示されます。比較的高いスコアのリードに重点的に取り組んだ場合、営業担当はそれら
のリードの多くを商談に結びつけることができる可能性が高まります。

リードインサイトは過去のリードを定期的に再分析し、それに応じて現在のリードのスコアを更新します。
リードインサイトダッシュボードには、組織の重要なリードスコア総計値を示すレポートが表示されます。
• リードソース別の平均リードスコア
• リードスコア別の取引開始の割合
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• リードスコアの分布: 開始された商談と開始されなかった商談
リードスコアに基づいてリードを営業担当に割り当てるには、リードスコアを条件として使用して APEX リー
ド割り当てルールを作成します。
Salesforce Classic では、リードリストビューとページレイアウトでスコア項目を使用できます。Salesforce Classic で
リードインサイトを設定するには、[クイック検索] ボックスに「リードインサイト」と入力し、[リードインサ
イト] を選択します。
関連トピック:
Sales Cloud Einstein の設定
Salesforce Einstein
リード

商談インサイトによる商談のインテリジェントな予測とタイムリーなアラーム
の表示
営業担当がより多くの商談の成立にこぎつけるよう人工知能を役立てます。Einstein ユーザは、商談インサイト
によって、成立の可能性が高い商談についての予測、フォローアップのアラーム、商談に関する重要な瞬間が
発生したことを示す通知を得ることができます。これは、Lightning Experience の新機能です。
メモ: 現在のところ、取引先関連および商談関連のインサイトは英語でのみ利用できます。
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商談インサイトは、ホームページ、商談レコード、リストビューで、各商談についての通知を必要なときに正
確に提供します。
営業担当は、自分の商談に関するすべてのインサイトをホームページで確認できます。ホームページには、商
談の完了予定日を編集する機能や、要求に対する返答がなかった取引先責任者に電子メールで送信する機能な
ど、各商談に関連するアクションも提供されます。また、営業担当は、インサイトを破棄したり、個々のイン
サイトの関連性に対するフィードバックを提供したりすることもできます。

メモ: インサイトにメールアクションを表示するには、メールのグローバルクイックアクションを作成す
る必要があります。詳細は、「任意の場所からのメールの送信」を参照してください。
営業担当は商談レコード上で商談に関連するすべてのインサイトを確認できます。

インサイトを表示するようにリストビューをカスタマイズすることもできます。
商談インサイトは Lightning for Outlook および Lightning for Gmail で利用できます。
インサイトごとにその表示理由の詳細が示され、関連する総計値にインサイトが結び付けられます。
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3 つのタイプのインサイトを利用できます。
• 商談予測 — 最近の活動や既存の商談データに基づいて予測を表示します。たとえば、商談成立の可能性が
高いかどうか、時間をかけても商談を成立できないと考えられるかどうかなどです。
• フォローアップアラーム — 取引先責任者がしばらく応答しない場合や、重要な商談に関連するコミュニ
ケーションが長期間行われていない場合、フォローアップのアラームを受け取ります。
• 重要な瞬間 — 商談に関連する重要な瞬間が発生したときに通知を受け取ります。たとえば、取引先責任者
が競合会社についてメンションした、または取引先責任者が会社を退職したときなどです。
インサイトは、レコードと活動への適切なアクセス権を持つ Einstein ユーザに表示されます。たとえば、次の
ユーザが含まれます。
• 商談所有者
• 商談チームメンバー
• 商談所有者および商談チームメンバーの直属マネージャ
また、商談の表示権限を持つすべての Einstein ユーザは、レコードの詳細ページで関連するインサイトを表示
できます。
ヒント: 商談関連の多くのインサイトは、メールや行動など、営業担当の活動から得られます。非公開の
メールからインサイトが得られた場合、そのインサイトは公開されますが、メールの内容は表示されま
せん。非公開設定は活動の所有者が決定します。商談インサイトを最大限活用するには、営業担当が [す
べてのメールと行動の共有設定] オプションを [全員] に設定することが推奨されます。
関連トピック:
Sales Cloud Einstein の設定
Salesforce Einstein
商談
Lightning for Outlook
Lightning for Gmail

156

Salesforce Spring '17 リリースノート

Sales Cloud Einstein: 人口知能 (AI) によるセールスプロセ
スの各ステップのスマート化

取引先とのリレーションに関するインサイトをスマートに管理
人工知能を顧客と営業チームのリレーションの維持に役立てましょう。取引先インサイトでは、顧客に影響す
る主要なビジネス開発について常に最新情報が得られます。これは、Lightning Experience の新機能です。
メモ: 現在のところ、取引先関連および商談関連のインサイトは英語でのみ利用できます。
顧客に営業の余地があるかどうかを判断する場合、顧客の会社に何が影響するかを知ることで、営業チームは
優位に立つことができます。会社は拡大していますか? 経営幹部のリーダーシップは変化していますか? 競合
他社を買収していますか? 取引先インサイトは、チームに全体像を伝えるニュース記事を信頼できる情報源か
ら提供します。
インサイトは取引先レコードの Einstein コンポーネントおよびホームページに表示されます。

取引先レコードでは、取引先の主要項目 ([取引先名]、[Web サイト] など) によって、返されるインサイトが
決まります。レコードごとに最大 3 つのインサイトが表示され、インサイトごとに最大 3 つの最も関連する記
事が表示されます。レコードへのアクセス権を持つすべての Einstein ユーザがインサイトを確認できます。
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ホームページでは、Einstein ユーザは自分が所有する取引先および自分が所属している取引先チームの取引先に
基づいて、インサイトを確認できます。ユーザのマネージャもこのインサイトにアクセスできます。インサイ
トごとに最大 3 つの最も関連する記事が表示されます。ユーザはメールを使用してインサイトを他のユーザに
送信したり、Chatter を使用して複数のユーザおよびグループとインサイトを共有したりできます。また、ユー
ザは、インサイトを破棄したり、個々のインサイトの関連性に対するフィードバックを提供したりすることも
できます。
取引先インサイトは Lightning for Outlook および Lightning for Gmail で利用できます。
関連トピック:
Sales Cloud Einstein の設定
Salesforce Einstein
取引先
Lightning for Outlook
Lightning for Gmail
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Sales Cloud Einstein の設定
Sales Cloud Einstein を設定するには、アプリケーション内の Einstein 設定アシスタン
トをガイドとして使用します。Einstein を使用できるユーザを選択し、Einstein 機
能を有効にして、営業担当がインサイトを表示できるようにページおよびリス
トビューを設定します。
メモ:
• Sales Cloud Einstein を購入すると、Salesforce は SalesforceIQ Cloud と Sales Insights
の 2 つのパッケージを組織にインストールします。各パッケージによっ
て、関連付けられたインテグレーションユーザおよびプロファイルが追
加されます。Salesforceは、これらのエンティティを使用して組織にイン
サイトを提供します。これらのエンティティを更新した場合、インサイ
トを取得する組織の機能に影響する場合があります。

ユーザ権限
Sales Cloud Einstein を設定
する
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」および
「すべてのデータの編
集」

• 自動活動キャプチャを有効にすると、アシスタントが正常に機能しない
ことがあります。アシスタントのアラートには、自動活動キャプチャに
よって Salesforce に追加されたメールや行動が反映されません。また、
ユーザがアシスタントから送信したメールは、自動活動キャプチャメー
ルアカウントを経由しません。
• リードインサイトを使用するには、次の要件を満たす必要があります。
– 商談に変換されたリードが、最低 1,000 件、Salesforce組織に必要です。
リードスコアは、信頼できるスコアを生成するのに十分なデータが
揃うまで生成されません。
– 営業担当が、リードの取引開始中に商談を作成している必要があり
ます。リードインサイトは、取引開始済みのリードを関連する商談
と併せて分析します。
– 営業担当は、毎月、最低 150 のリードを商談に変換する必要があり
ます。
– 営業担当が、リードレコードを漏れなく入力している必要がありま
す。リードのデータが多いほど、適切なインサイトがリードインサ
イトによって生成されます。
– 重複するリードを組織からできるだけ排除する必要があります。
• リードインサイトを有効にして、有効化の完了を確認するメールを受け
取るまでは、リードインサイトによって提供される ScoreIntelligence 項目
を参照する APEX クラスをインストールしないでください。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「設定アシスタント」と入力し、Sales Cloud Einstein で [設定アシスタ
ント] を選択します。
2. Einstein を使用できるユーザを選択します。
a. 権限セットを作成します。
b. [ライセンス] ドロップダウンリストから、[Sales Cloud Einstein] を選択します。
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c. [保存] をクリックします。
d. [アプリケーション権限] をクリックします。
e. Einstein 機能用のアプリケーション権限を有効にします。

f. 権限セットをユーザに割り当てます。
3. Einstein 設定アシスタントから、Einstein 機能を有効にします。
自動活動キャプチャを有効にすると、Salesforce は Einstein ユーザに、Google™ または Microsoft® Office 365® のア
カウントを Salesforce に接続するように求めます。メールと行動が Salesforce に最初に追加されるまで最大 24
時間かかります。
4. Lightning アプリケーションビルダーを使用して、Einstein コンポーネントをホームページと、取引先、リー
ド、および商談の Lightning ページに追加します。
Einstein ユーザは Einstein コンポーネントでインサイトを確認できます。インサイトが利用できるようになる
まで最大 24 時間かかります。
5. インサイトが利用可能になったら、[スコア] 項目をリードの任意の公開リストビューに追加します。この
項目は、デフォルトのリストビューに自動的に追加されます。
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ヒント:
• 商談インサイトを最大限活用するには、[すべてのメールと行動の共有設定] を [全員] に設定するよう
営業担当に指示してください。
• リードインサイトを最大限活用するには、[スコア] 項目をリストビューに追加するように営業担当に
指示してください。

関連トピック:
Salesforce Einstein

Inbox: メールとカレンダーを Salesforce に接続する生産性ツール
営業チームが、メールとカレンダーを Salesforce と統合してメールと行動を自動
的にログ記録する機能を使用し、すべてのメールで生産性が向上するようにし
てください。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能で
す。
メモ: 一部のサービスおよびサブスクリプションでは、この機能が有料オ
プションで用意されています。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。

エディション
有料オプションで使用可
能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、および
Unlimited Edition

このセクションの内容:
Inbox の自動活動キャプチャにより、メールと行動を Salesforce に自動的に追加
もうメールの記録は必要ありません。これからはよりスマートな営業が可能になります。Inbox のユーザ
は、自動活動キャプチャにより、メールとカレンダーを Salesforce に接続できます。接続すると、メールと
行動は Salesforce の関連レコードに自動的に追加されます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Inbox クライアントによるメールの生産性の向上
営業担当が、受信箱から直接スマートに営業活動ができるようにしてください。Inbox クライアントを使用
すると、すべてのメールで、Salesforce の関連データを確認したり、より迅速にミーティングをスケジュー
ルしたり、インテリジェントなアラームを受信してフォローアップしたりすることができます。この機能
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
Inbox の設定
Inbox をインストールするには、アプリケーション内の Inbox 設定アシスタントをガイドとして使用します。
Inbox コントロールパネルをインストールし、Inbox を使用できるユーザを選択して、自動活動キャプチャを
有効にします。
Inbox クライアントのインストール
Inbox を設定すると、Inbox のユーザは Inbox クライアントをインストールできるようになります。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Inbox (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性がありま
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
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Inbox の自動活動キャプチャにより、メールと行動を Salesforce に自動的に追
加
もうメールの記録は必要ありません。これからはよりスマートな営業が可能になります。Inbox のユーザは、
自動活動キャプチャにより、メールとカレンダーを Salesforce に接続できます。接続すると、メールと行動は
Salesforce の関連レコードに自動的に追加されます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Inbox を設定すると、Inbox のユーザは、Salesforce により、Google・または Microsoft® Office 365® のアカウントを
Salesforceに接続するように求められます。これで、関連するメールと行動が取引先、取引先責任者、リード、
商談、個人取引先に表示されます。また、チームの他のメンバーからの関連するメールと行動も表示されま
す。

プライバシーを確保するため、各ユーザはSalesforceに追加するメールと行動、およびそれらを表示できるユー
ザを制御できます。これを行うには、個人設定から、[クイック検索] ボックスに「設定」と入力し、[自動活
動キャプチャ] で [設定] をクリックします。
営業活動を容易に追跡できるように活動レポートを含めました。この活動レポートでは、自動活動キャプチャ
によって追加された活動を含め、主な活動の概要が提供されます。各組織は、5 つの Wave アプリケーション権
限セットライセンスを取得します。権限セットライセンスをユーザに割り当てた場合、ユーザは Einstein の [分
析] タブから活動レポートにアクセスできます。
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自動活動キャプチャは、Sales Cloud Einstein の一部としても使用できます。詳細は、「Sales Cloud Einstein: 人口知能
(AI) によるセールスプロセスの各ステップのスマート化」を参照してください。
関連トピック:
Inbox の設定

Inbox クライアントによるメールの生産性の向上
営業担当が、受信箱から直接スマートに営業活動ができるようにしてください。Inbox クライアントを使用す
ると、すべてのメールで、Salesforceの関連データを確認したり、より迅速にミーティングをスケジュールした
り、インテリジェントなアラームを受信してフォローアップしたりすることができます。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
Inbox を設定すると、Inbox のユーザはどのような Inbox クライアントでもすべてインストールできるようになり
ます。ユーザはインストール中に、メールとカレンダーを Salesforce に接続します。
ユーザは、Inbox クライアントで次のようなことができます。
• Salesforce の関連リード、取引先責任者、商談、ToDo の明示、作成、管理をすべてのメールで行う (1)。
• テンプレート (2) とクイック添付 (3) を使用し、見込み客に効率的に返信する。
• メールに空き時間状況を追加したり (4)、お客様が 1 回クリックするだけで最適な時間を予約できるように
したりし、より速くミーティングをスケジュールする。
• フォローアップリマインダーを受信する (5)。
• [後で送信] (6) を使用し、顧客がメッセージを受信するタイミングを正確にスケジュールする。
• メッセージが開封されたときに通知を受ける (7)。
• Salesforce でメールを手動でログ記録する (自動活動キャプチャを組織で有効にしていない場合)。
• 自動活動キャプチャによって Salesforce に追加されたメールを誰が表示できるかを制御する。
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Inbox: メールとカレンダーを Salesforce に接続する生産
性ツール

デスクトップとモバイルデバイスで Google™ と Microsoft® の一般的なメールプラットフォームをサポートするた
め、いくつかの Inbox クライアントが提供されています。
Inbox クライアント

サポート対象メールアカウント

Gmail™ Extension for Chrome™

Gmail

Outlook® のアドイン

Microsoft Office 365

(Outlook Web アプリケーションおよび Outlook 2013 以降 Microsoft Exchange 2013 以降
で動作)
iOS™ デバイス用のスタンドアロンモバイルメールアプ Gmail
リケーション
Microsoft Office 365®
Microsoft Exchange 2010 以降
Android™ デバイス用のスタンドアロンモバイルメール Gmail
アプリケーション
Microsoft Office 365
Microsoft Exchange 2010 以降

関連トピック:
Inbox の設定
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Inbox: メールとカレンダーを Salesforce に接続する生産
性ツール

Inbox の設定
Inbox をインストールするには、アプリケーション内の Inbox 設定アシスタントを
ガイドとして使用します。Inbox コントロールパネルをインストールし、Inbox を
使用できるユーザを選択して、自動活動キャプチャを有効にします。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「設定アシスタント」と入力し、[Inbox]
で [設定アシスタント] を選択します。
2. Inbox コントロールパネルを AppExchange からインストールします。インストー
ル中に [すべてのユーザのインストール] を選択してください。
3. Inbox を使用できるユーザを選択します。
a. 権限セットを作成します。
b. [ライセンス] ドロップダウンリストから、[Inbox] を選択します。

c. [保存] をクリックします。
d. [アプリケーション権限] をクリックします。
e. Inbox 機能のアプリケーション権限を有効にします。

f. 権限セットを営業担当に割り当てます。
4. Inbox の設定アシスタントから自動活動キャプチャを有効にします。
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ユーザ権限
Inbox を設定する
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」および
「すべてのデータの編
集」

Google インテグレーション: Gmail™ と Google カレン
ダー™ から Salesforce に直接アクセス (ベータ)
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Inbox のユーザは、Salesforce により、Google™ または Microsoft® Office 365® のアカウントを Salesforce に接続する
ように求められます。メールと行動が Salesforce に最初に追加されるまで最大 24 時間かかります。
5. Inbox を使用する営業担当に、Inbox クライアントをインストールするように指示します。
関連トピック:
Inbox: メールとカレンダーを Salesforce に接続する生産性ツール

Inbox クライアントのインストール
Inbox を設定すると、Inbox のユーザは Inbox クライアントをインストールできるようになります。
1. プラットフォームの Inbox クライアントをダウンロードしてインストールします。
• iOS™ アプリケーション
• Android™ アプリケーション
• Chrome™ 拡張機能
• Outlook® のアドイン
2. インストール中にログインを求められたら、Salesforce にログインします。

Google インテグレーション: Gmail™ と Google カレンダー™ から
Salesforce に直接アクセス (ベータ)
営業担当が Gmail や Google カレンダーなどの Google アプリケーションを常に利用している場合、メール、連絡
先、イベントから Salesforce にセールスデータを簡単に取得することを望んではいませんか。Salesforce では
Lightning for Gmail (ベータ) を導入しており、営業担当は関連する Salesforce レコードを Gmail の受信箱から確認し、
メールを Salesforce レコードに関連させられます。Lightning Sync for Google (ベータ) では機能追加もあります。営
業担当は、Gmail から Salesforce に連絡先を同期できるようになり、ミーティング出席者の詳細は Google カレン
ダーから Salesforce に自動的に同期されるようになりました。
このセクションの内容:
Lightning for Gmail: 商談をより良く管理するための Salesforce と Gmail™ の統合 (ベータ)
会社で Gmail™ を使用している場合は、Lightning for Gmail が最適なソリューションです。最新のメールインテ
グレーション機能により、営業担当はSalesforceレコードを Gmail から直接操作できるようになります。この
機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方から管理できます。
Lightning Sync for Google (ベータ): Salesforce の同期機能の拡張および Google イベントがさらに詳細に
営業担当の取引先責任者を Gmail™ に簡単に取得できるようになりました。さらに営業担当は、Google カレ
ンダー™ のミーティング出席者を Salesforce から直接表示できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方に適用されます。
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Lightning for Gmail: 商談をより良く管理するための Salesforce と Gmail™ の統合
(ベータ)
会社で Gmail™ を使用している場合は、Lightning for Gmail が最適なソリューション
です。最新のメールインテグレーション機能により、営業担当はSalesforceレコー
ドを Gmail から直接操作できるようになります。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方から管理できます。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning for Gmail 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。Lightning for
Gmail 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
規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。この機能
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。

エディション
使用可能なエディション:
Salesforce Classic および
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 for Gmail のベータバージョンが有効になると、Gmail のユーザは Chrome
Web ストアからそれをダウンロードできます。営業担当は、Gmail 内で Salesforce
ログイン情報を使用して Lightning for Gmail にログインできます。Salesforce の関連レコードの検索、表示、編集
をメール表示画面のすぐ隣で行うことができ、Gmail を終了する必要はありません。
このリリースでは、Sales Cloud、Service Cloud、Force.com のライセンスをお持ちのお客様がサポートを受けるこ
とができます。
このセクションの内容:
Gmail から直接完了できる作業の増加
作業画面を切り替えずに、営業チームが Salesforce コンテンツにアクセスできるようにしてください。この
ようにすると、営業担当は販売パイプラインを効率的に管理し、Salesforce と Gmail を切り替えずに、さらに
多くの商談を成立できるようになります。
Lightning for Gmail での Einstein の活用によるインサイトの取得
Einstein を使用すれば、営業チームの意思決定に役立つデータが Lightning for Gmail で提供されます。Einstein が
設定されている場合、営業担当は取引先と商談のインサイトを使用して、メールの対処中に作業に優先順
位を付けることができます。
拡張メールによる生産性向上
メールおよび重要な商談を、営業担当が常に把握するのに役立つ方法を探していますか。Lightning for Gmail
で拡張メールをオンに切り替えれば、営業担当はメールを Salesforce の関連レコードに素早く簡単に関連付
けられるようになります。
Lightning for Gmail のカスタマイズ
営業チームが取引先、取引先責任者、商談、リード、ケース以外のレコードに焦点を当てたいと考えてい
ませんか? 自社でカスタマイズした機能を使用することを熱望していませんか? 営業担当は、Gmail で表示お
よび操作する Salesforce レコードタイプを選択すれば、Lightning for Gmail で自身に関連性の高い情報を表示で
きます。
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Gmail から直接完了できる作業の増加
作業画面を切り替えずに、営業チームがSalesforceコンテンツにアクセスできるようにしてください。このよう
にすると、営業担当は販売パイプラインを効率的に管理し、Salesforce と Gmail を切り替えずに、さらに多くの
商談を成立できるようになります。
営業チームのメンバーは、Lightning for Gmail から次のようなことができます。
• 送受信した Gmail メッセージに関連する、Salesforce の取引先責任者、リード、取引先、商談、ケースを表示
する (1)。
• 使用可能なアクションを使用して、カスタムオブジェクトレコードを検索し、Salesforce レコードを作成す
る (2)。インライン編集機能を使用して、Gmail を終了せずにレコードを変更することもできます。
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• Lightning for Gmail から Salesforce レコードの詳細を調べる。営業担当は、レコードの詳細ページに加えて、
Chatter フィード、活動タイムライン、関連リストを表示できます。

• Salesforce レコードを表示して、Google カレンダーのイベントおよびメールに関連付ける。

Lightning for Gmail での Einstein の活用によるインサイトの取得
Einstein を使用すれば、営業チームの意思決定に役立つデータが Lightning for Gmail で提供されます。Einstein が設
定されている場合、営業担当は取引先と商談のインサイトを使用して、メールの対処中に作業に優先順位を付
けることができます。
関連トピック:
Sales Cloud Einstein

拡張メールによる生産性向上
メールおよび重要な商談を、営業担当が常に把握するのに役立つ方法を探していますか。Lightning for Gmail で
拡張メールをオンに切り替えれば、営業担当はメールをSalesforceの関連レコードに素早く簡単に関連付けられ
るようになります。
拡張メールでは、関連取引先、商談、ケース、カスタムオブジェクト、取引先責任者に営業担当がメールを関
連付けると、メールのすべての取引先責任者、リード、ユーザは自動的に関連付けられます。さらに、メール
は Salesforce にメールメッセージレコードとして追加されます。営業担当は、Salesforce からリッチテキスト形式
でメールを表示できます。Salesforce でメールを表示した場合、太字、斜体、下線付き、色付きの文字、リス
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ト、表は元の状態のままで表示されます。拡張メールを営業担当用に有効にすると、営業担当は添付ファイル
を関連 Salesforce レコードに追加することもできます。
営業担当が Lightning for Gmail で拡張メールを使用できるようにするには、最初に拡張メールが組織で有効になっ
ていることを確認します。次に、Lightning for Gmail の [設定] ページからこの機能の拡張メールを有効にします。
Lightning for Gmail の拡張メールを有効にする前に、検討すべき考慮事項があります。
関連トピック:
Lightning for Gmail を使用した拡張メール (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

Lightning for Gmail のカスタマイズ
営業チームが取引先、取引先責任者、商談、リード、ケース以外のレコードに
焦点を当てたいと考えていませんか? 自社でカスタマイズした機能を使用するこ
とを熱望していませんか? 営業担当は、Gmail で表示および操作する Salesforce レ
コードタイプを選択すれば、Lightning for Gmail で自身に関連性の高い情報を表示
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

アプリケーションビルダーを使用して、カスタマイズしたメールアプリケーショ
ンペインを営業担当が使用できるようにします。取引先、取引先責任者、ケースなど、営業担当がよく使用す
る標準コンポーネントを追加します。または、Salesforce開発者と協力して、会社のカスタムプロセスとワーク
フローを反映するカスタム Lightning コンポーネントを追加します。AppExchange にある便利なコンポーネント
を利用することもできます。
アプリケーションビルダーから、ユーザが使用する標準またはカスタムコンポーネントをドラッグアンドド
ロップするか、コンポーネントのプロパティを変更します。営業担当が最も重要なコンポーネントにすぐにア
クセスできるように、コンポーネントを再配置することもできます。
完了したら、営業担当に適切なユーザプロファイルを割り当て、メールアプリケーションペインをロールアウ
トします。複数のペインを作成して異なるユーザプロファイルに割り当て、各ロールのチームメンバーに異な
る環境を提供します。

Lightning Sync for Google (ベータ): Salesforce の同期機能の拡張および Google イ
ベントがさらに詳細に
営業担当の取引先責任者を Gmail™ に簡単に取得できるようになりました。さら
に営業担当は、Google カレンダー™ のミーティング出席者を Salesforce から直接表
示できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用され
ます。
メモ: このリリースには、Lightning Sync for Google 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 Sync for Google 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
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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
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をご決定ください。Lightning Sync for Google に関するフィードバックと提案は、「Lightning Sync」Success コ
ミュニティに投稿してください。
このセクションの内容:
営業担当の取引先責任者を Gmail™ に取得
営業担当が、見込み客の最新の取引先責任者情報を取得できるようにしてください。Lightning Syncを使用し
て、Salesforce の取引先責任者を Google コンタクトに同期するように、営業担当を設定します。このように
すると、営業担当は Gmail™ で作業して見込み客との関係を構築でき、時間をかけて両方のシステムでレコー
ドを保守する必要がなくなります。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。
Google カレンダー™ から予約したミーティングに誰が出席するかを Salesforce から直接表示
会社で Lightning Sync を Google カレンダー™ と併用している場合、営業チームは、どの見込み客、お客様、同
僚がミーティングに出席するかを Salesforce から直接表示できます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用
されます。

営業担当の取引先責任者を Gmail™ に取得
営業担当が、見込み客の最新の取引先責任者情報を取得できるようにしてください。Lightning Sync を使用し
て、Salesforce の取引先責任者を Google コンタクトに同期するように、営業担当を設定します。このようにする
と、営業担当は Gmail™ で作業して見込み客との関係を構築でき、時間をかけて両方のシステムでレコードを保
守する必要がなくなります。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Google システム管理者の支援を受けて、Google コンタクトを同期するように Lightning Sync を設定します。最初
に Google システム管理者は、Salesforce が会社の Google Apps for Work アカウントから Google コンタクトにアクセ
スできるようにして、アプリケーションの通信を可能にします。次に、Salesforce の Lightning Sync 設定から取引
先責任者を同期するように営業担当を設定します。
営業担当は、Lightning Sync によって Google コンタクトで作成された、「Salesforce Sync」というグループと、
Salesforce の取引先責任者の同期が開始されることが確認できます。営業担当は、Salesforce Sync に Gmail からア
クセスすることもできます。

Google カレンダー™ から予約したミーティングに誰が出席するかを Salesforce から直接表
示
会社で Lightning Sync を Google カレンダー™ と併用している場合、営業チームは、
どの見込み客、お客様、同僚がミーティングに出席するかを Salesforce から直接
表示できます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
次のようなとき、ミーティング出席者とその応答は Salesforce に自動的に同期さ
れます。

ユーザ権限
Google カレンダーのイベ
ント参加者を Salesforce の
行動に表示する
• 行動に対する「作成」

• Lightning Sync で行動を同期するように、行動主催者が設定されている。

および

• イベント参加者のメールアドレスが、Salesforce の取引先責任者、リード、
ユーザプロファイルのいずれかと一致する。

「行動の同期を有効に
した、有効な Lightning
Sync 設定への行動主催
者の割り当て」

ミーティング出席者の同期を開始するために、追加の設定は必要ありません。
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行動を同期するように一部のチームメンバーを設定し、その他のメンバーを設定しない場合は、行動同期の制
限事項に注意する必要があります。詳細は、Salesforce ヘルプの「イベント参加者の同期」を参照してくださ
い。

Microsoft® インテグレーション: カスタムコンポーネントと保存済み
Skype チャットの増加
営業担当は、Microsoft のメールとカレンダーを利用して、Salesforce の生産性を今すぐ最大限に高めることがで
きます。営業担当は、音声通話とビデオ通話を開始したり、誰がオンラインであるかを確認したり、チャット
を始めたりすることができ、これらすべてを Skype for Salesforce で行うことができます。
このセクションの内容:
Lightning for Outlook: Lightning アプリケーションビルダーを使った生産性の向上と更なるカスタマイズ
Lightning for Outlook から直接表示して操作できる Salesforce のコンテンツの種類が増加しました。Microsoft®
Outlook® コンテキストも拡張され、開発者は Lightning アプリケーションビルダーのカスタムコンポーネント
の構築にそれを使用できるようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方から
管理できます。
Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Salesforce での Microsoft のイベント詳細
営業担当主催のミーティングの出席者は、営業担当の Microsoft® Exchange ベースのカレンダーから Salesforce
に同期されます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
Salesforce for Outlook: 必須アップグレードおよびシステム要件
Salesforce for Outlook を使い続けるには、営業担当が最新バージョンにアップグレードし、営業担当のシステ
ムが最新の要件を満たしていることが重要です。最新の要件は、Spring '17 で改訂されました。
Connect for Office: 間もなく終了するサポート (2017 年 2 月までにお客様の対応が必要)
お客様が Connect for Office 製品の使用を継続するには、2017 年 2 月 24 日までに Connect for Office v1.8.1.6 にアッ
プグレードする必要があります。ただし、2017 年 3 月上旬にはサポートの終了が予定されているため、今
すぐ営業担当を代替製品に移行させることをお勧めします。
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Lightning for Outlook: Lightning アプリケーションビルダーを使った生産性の向上
と更なるカスタマイズ
Lightning for Outlook から直接表示して操作できる Salesforce のコンテンツの種類が
増加しました。Microsoft® Outlook® コンテキストも拡張され、開発者は Lightning ア
プリケーションビルダーのカスタムコンポーネントの構築にそれを使用できる
ようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方から
管理できます。
このセクションの内容:
Lightning for Outlook から直接完了できる作業の増加
営業チームは、Salesforce レコードの詳細について Lightning for Outlook からすぐ
に調べることができます。営業担当は、レコードの詳細ページに加えて、
Chatter フィード、活動タイムライン、関連リストを表示できます。それだけ
ではありません。Lightning for Outlook ではインライン編集がサポートされるよ
うになったため、営業担当は Salesforce と Outlook を切り替えずにレコードを
変更できます。

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
使用可能なプラット
フォーム: Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition のSales
Cloud、Service Cloud、
Force.com

Lightning for Outlook での Einstein の活用によるインサイトの獲得
Einstein を使用すれば、営業チームの意思決定に役立つデータが Lightning for Outlook で提供されます。Einstein
が設定されている場合、営業担当は取引先と商談のインサイトを使用して、メールの対処中に作業に優先
順位を付けることができます。
メールアプリケーションペインでコンテンツをさらにカスタマイズ
営業担当が Lightning for Outlook でカスタマイズされた機能を使用して作業することを望んでいる場合は、朗
報です。開発者は、カスタム Lightning コンポーネントを設計して、メールコンテンツ、行動の説明、開始
日、終了日、参加者、場所を活用できるようになりました。
Service Cloud と Force.com のお客様へ
Lightning for Outlook の使用対象者が拡大されました。このリリースでは、Service Cloud または Force.com のライ
センスをお持ちのお客様にサポートが拡張されます。

Lightning for Outlook から直接完了できる作業の増加
営業チームは、Salesforce レコードの詳細について Lightning for Outlook からすぐに調べることができます。営業担
当は、レコードの詳細ページに加えて、Chatter フィード、活動タイムライン、関連リストを表示できます。そ
れだけではありません。Lightning for Outlookではインライン編集がサポートされるようになったため、営業担当
は Salesforce と Outlook を切り替えずにレコードを変更できます。
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例: 営業担当の Chris が、商談成立のメールをお客様から受信したとします。Chris は、活動タイムラインで
そのお客様の最近の活動を確認したり、商談の営業フェーズを更新したり、吉報を Chatter に投稿したり
ということをすべて Lightning for Outlook から実行できます。

Lightning for Outlook での Einstein の活用によるインサイトの獲得
Einstein を使用すれば、営業チームの意思決定に役立つデータが Lightning for Outlook で提供されます。Einstein が
設定されている場合、営業担当は取引先と商談のインサイトを使用して、メールの対処中に作業に優先順位を
付けることができます。
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関連トピック:
Sales Cloud Einstein

メールアプリケーションペインでコンテンツをさらにカスタマイズ
営業担当が Lightning for Outlook でカスタマイズされた機能を使用して作業することを望んでいる場合は、朗報
です。開発者は、カスタム Lightning コンポーネントを設計して、メールコンテンツ、行動の説明、開始日、終
了日、参加者、場所を活用できるようになりました。
例: たとえば、営業担当の Dan が、次回の Salesforce イベントの確認メールを受信したとします。Dan の出
張計画を簡単にしてあげようと思いませんか。ここが、Salesforce開発者の活躍の場になります。開発者が
ちょっとした魔法をかければ、Dan はイベントの天気予報を Lightning for Outlook のカスタム Lightning コン
ポーネントから確認できるようになります。Dan の前途は洋々です。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 営業担当の Lightning for Outlook のカスタマイズ (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)
Salesforce ヘルプ: Lightning for Outlook および Lightning for Gmail のコンポーネントの作成 (ベータ) (リリースプレ
ビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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Service Cloud と Force.com のお客様へ
Lightning for Outlook の使用対象者が拡大されました。このリリースでは、Service Cloud または Force.com のライセ
ンスをお持ちのお客様にサポートが拡張されます。

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Salesforce での Microsoft のイベント詳細
営業担当主催のミーティングの出席者は、営業担当の Microsoft® Exchange ベース
のカレンダーから Salesforce に同期されます。この変更は Salesforce Classic にのみ適
用されます。
このセクションの内容:
Microsoft Exchange® カレンダーから予約したミーティングに誰が出席するかを
Salesforce から直接表示

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

会社で Lightning Sync を Microsoft Exchange と併用している場合、営業チームは、
どの見込み客、お客様、同僚がミーティングに出席するかをSalesforceから直
接表示できます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

Microsoft Exchange® カレンダーから予約したミーティングに誰が出席するかを Salesforce か
ら直接表示
会社で Lightning Sync を Microsoft Exchange と併用している場合、営業チームは、ど
の見込み客、お客様、同僚がミーティングに出席するかを Salesforce から直接表
示できます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
次のようなとき、ミーティング出席者とその応答は Salesforce に自動的に同期さ
れます。
• Lightning Sync で行動を同期するように、行動主催者が設定されている。

ユーザ権限
Microsoft Exchange カレン
ダーのイベント参加者を
Salesforce の行動に表示す
る
• 行動に対する「作成」
および

• イベント参加者のメールアドレスが、Salesforce の取引先責任者、リード、
ユーザプロファイルのいずれかと一致する。

「行動の同期を有効に
した、有効な Lightning
Sync 設定への行動主催
者の割り当て」

ミーティング出席者の同期を開始するために、追加の設定は必要ありません。
行動を同期するように一部のチームメンバーを設定し、その他のメンバーを設
定しない場合は、行動同期の制限事項に注意する必要があります。詳細は、
Salesforce ヘルプの「イベント参加者の同期」を参照してください。

Salesforce for Outlook: 必須アップグレードおよびシステム要件
Salesforce for Outlookを使い続けるには、営業担当が最新バージョンにアップグレー
ドし、営業担当のシステムが最新の要件を満たしていることが重要です。最新
の要件は、Spring '17 で改訂されました。
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このセクションの内容:
必須の重要なアップグレード
サービスの中断を避けるため、Salesforce for Outlook のすべてのユーザは、2017 年 3 月にはバージョン 3.0.0 以
降を使用している必要があります。可能な限り早いアップグレードを営業チームに指示してください。そ
うすれば、3 月までにインストールの問題に対処できます。
一部の Microsoft® アプリケーションのサポート終了
Microsoft の最新アプリケーションとの互換性を営業担当に提供するため、Salesforce for Outlook では、Internet
Explorer® 9、Internet Explorer® 10、Outlook 2007、Exchange 2007 など、Microsoft がサポートを終了するアプリケー
ションのサポートを終了します。すぐにこれらのアプリケーションの使用を終了するように営業担当に指
示して、問題を回避してください。

必須の重要なアップグレード
サービスの中断を避けるため、Salesforce for Outlook のすべてのユーザは、2017 年 3 月にはバージョン 3.0.0 以降を
使用している必要があります。可能な限り早いアップグレードを営業チームに指示してください。そうすれ
ば、3 月までにインストールの問題に対処できます。
Salesforce が 2017 年 3 月 4 日に TLS 1.0 暗号化プロトコルを無効にすると、Salesforce for Outlook v2.9.3 以下は機能し
なくなります。これらのバージョンから作業している営業担当は、Outlook の項目を Salesforce に同期できず、
サイドパネルから Salesforce レコードを操作できません。
Salesforce for Outlook をアップグレードし、さらに TLS 1.1 と 1.2 との互換性の要件をすべて満たしていることを確
認してください。
営業担当が Salesforce for Outlook のどのバージョンから作業しているかが不明な場合は、Salesforce から確認でき
ます。
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 Disablement (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 ヘルプ: ユーザが実行する Salesforce for Outlook のバージョンの追跡 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

一部の Microsoft® アプリケーションのサポート終了
Microsoft の最新アプリケーションとの互換性を営業担当に提供するため、Salesforce for Outlookでは、Internet Explorer®
9、Internet Explorer® 10、Outlook 2007、Exchange 2007 など、Microsoft がサポートを終了するアプリケーションのサ
ポートを終了します。すぐにこれらのアプリケーションの使用を終了するように営業担当に指示して、問題を
回避してください。
Internet Explorer 9 と 10 のサポートは Spring ’17 リリースをもって終了します。その時点で、すべての営業担当は
Internet Explorer 11 に移行する必要があります。このようにしないと、営業担当がサイドパネルパブリッシャー
を使用して Outlook から Salesforce レコードを作成したとき、Salesforce のコンテンツの表示が不完全になること
があります。
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Microsoft では Outlook 2007 と Exchange 2007 の サポートが 2017 年 4 月に終了しますが、同時に Salesforce でもこれ
らのサポートを終了します。その時点で、営業担当は、Outlook と Exchange の 2016、2013、2010 のいずれかを実
行して Salesforce for Outlook の使用を続ける必要があります。このようにしないと、営業担当の項目は Outlook と
Salesforce の間で同期されず、サイドパネルは動作しなくなります。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce for Outlook システム要件 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

Connect for Office: 間もなく終了するサポート (2017 年 2 月までにお客様の対応
が必要)
お客様が Connect for Office 製品の使用を継続するには、2017 年 2 月 24 日までに Connect for Office v1.8.1.6 にアップグ
レードする必要があります。ただし、2017 年 3 月上旬にはサポートの終了が予定されているため、今すぐ営業
担当を代替製品に移行させることをお勧めします。
営業担当が Connect for Office を使用している場合、お客様には、2017 年 3 月 4 日以降は製品がサポートされなく
なることを直接通知済みです。
Connect for Office には次のものが含まれます。
• 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
• 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
サポートの終了が予定されているのに加えて、Connect for Office v1.8.1.5 は、2017 年 2 月 24 日以降、セキュリティ
証明書の要件を満たさなくなります。サービスの中断を避けるため、2 月 24 日までに営業担当を Connect for
Office v1.8.1.6 にアップグレードするか、代替製品に移行させることをお勧めします。代替製品の詳細は、下記
のリンク先の記事を参照してください。
Connect for Office v1.8.1.6 がダウンロードできるようになる時期の詳細は、近日お知らせします。
関連トピック:

ナレッジ記事: End of Support for Excel Add-In from Connect for Office in March 2017 (2017 年 3 月の Connect for Office から
の Excel Add-In のサポート終了)
ナレッジ記事: End of Support for Word Add-In from Connect for Office and Standard Mail Merge in March 2017 (2017 年 3 月
の Connect for Office からの Word Add-In および標準差し込み印刷のサポート終了)
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Pardot: マーケティングオートメーションの改善
Pardot ユーザが新しいレポートオプションや権限、更新されたデザイン、さらに
多くのパーソナライズを利用できるように変更されました。これらの変更は
Salesforce Classic にのみ適用されます。
このセクションの内容:
Engagement Studio: 新しいレポートオプションと権限
Engagement Studio を使用するオプションをより詳細に制御できるようになり
ました。

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

更新された Engage アラートで最新のアクティビティを最初に確認
Engage アラートのデザインが更新され、ユーザの環境がより一貫したものになるとともに、最新のアラー
トが常に表示されるようになりました。ブラウザサポートが更新されたため、Engage アラートは最新のブ
ラウザで正常に動作します。
Pardot Classic は Spring '17 で廃止
Pardot Classic は Spring '17 で廃止されます。まだ Pardot Classic を使用している場合、2017 年 2 月 13 日に新しい
UI に切り替わります。新しい Pardot スタイルでは、デザインが更新され、ナビゲーションが合理化され、
Lightning Experience との一貫性が高まりました。ご安心ください。Pardot 機能はこの更新によって影響を受け
ません。
件名のパーソナライズによる開封率の向上: 変数タグと高度なダイナミックコンテンツの追加
Advanced Subject Line Composer を使用して Pardot メールの件名を簡単にパーソナライズする機能が追加されま
した。複数の言語でメールを送信する場合でも、複数の製品についてメールを送信する場合でも、件名に
ダイナミックコンテンツを使用した 1 つのメールを作成して、登録者に適切なメッセージを届けることが
できます。
更新された [アカウント] ページでアカウント使用状況と制限情報を一目で確認
新しくタブ化された閲覧環境とアカウント使用状況の表示により、これまで以上に簡単に Pardot 設定を表
示、編集したり、アカウント機能の使用状況を管理したりできるようになりました。

Engagement Studio: 新しいレポートオプションと権限
Engagement Studio を使用するオプションをより詳細に制御できるようになりました。
このセクションの内容:
Engagement Program からのバウンス、オプトアウト、メール送信状況に関するレポート
新しいレポートオプションを使用すれば、メール送信アクションのレポートカードおよびプログラムの .csv
エクスポートに関する主要な総計値を確認できます。メール送信ドリルダウンレポートには、プロスペク
トへのメール送信の詳細な状況が表示されるようになりました。
新しい権限オプションを使用した Engagement Studio へのアクセスの管理
新しい Engagement Studio 権限オプションを使用すると、Engagement Program とレポートを参照できるユーザ
ロールをより詳細に制御できます。
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Engagement Program からのバウンス、オプトアウト、メール送信状況に関するレポート
新しいレポートオプションを使用すれば、メール送信アクションのレポートカードおよびプログラムの .csv エ
クスポートに関する主要な総計値を確認できます。メール送信ドリルダウンレポートには、プロスペクトへの
メール送信の詳細な状況が表示されるようになりました。
Engagement Program レポートの機能強化により、2016 年 11 月 1 日以降に開始されたプログラムのすべてのメー
ル送信アクションのレポートカードからのメールバウンスとオプトアウトを参照できるようになりました。プ
ログラムの .csv エクスポートには、プログラムの個々のメールのオプトアウト数とバウンス率が含まれるよう
になりました。
また、メール送信ツールチップドリルダウンレポートに、新しい [メール状況] 列が追加されました。この列に
は、各プロスペクトに対するメール送信の実際の状況が表示されます。
関連トピック:
Salesforce Pardot ヘルプ: Engagement Program レポート

新しい権限オプションを使用した Engagement Studio へのアクセスの管理
新しい Engagement Studio 権限オプションを使用すると、Engagement Program とレポートを参照できるユーザロー
ルをより詳細に制御できます。
Engagement Studio のユーザロール設定に 2 つの新しい権限オプションが追加されました。以前は、ユーザには
完全な作成/編集アクセス権があるか、Engagement Studio へのアクセス権がないかのいずれかでした。参照オプ
ションではすべての Engagement Programs とレポートの参照のみの表示が可能で、削除オプションではユーザが
Engagement Program を削除できます。
デフォルトの管理者ユーザロールとマーケティングユーザロールには、フルアクセス権があります。営業マ
ネージャユーザロールには参照アクセス権のみがあり、ユーザはレポートを参照できます。営業ユーザにはア
クセス権がありません。アカウントにカスタムユーザロールがある場合は、参照権限と削除権限を任意のカス
タムロールに割り当てることができます。
関連トピック:
Salesforce Pardot ヘルプ: カスタムユーザーロール
Salesforce Pardot ヘルプ: ユーザーに割り当てるロール

更新された Engage アラートで最新のアクティビティを最初に確認
Engage アラートのデザインが更新され、ユーザの環境がより一貫したものになるとともに、最新のアラートが
常に表示されるようになりました。ブラウザサポートが更新されたため、Engage アラートは最新のブラウザで
正常に動作します。
スライダは列、マーケティングアクションはエンゲージメントアクティビティと呼ばれるようになり、アク
ティビティはグループ化され、カードは縦に表示されて最新のアクティビティが列の最上部に配置されるよう
になりました。
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サポート対象のブラウザも更新されました。IE 11+、Edge、および最新バージョンの Chrome、Firefox、Safari がサ
ポートされるようになりました。
関連トピック:
Salesforce Pardot ヘルプ: Engage アラートの使用

Pardot Classic は Spring '17 で廃止
Pardot Classic は Spring '17 で廃止されます。まだ Pardot Classic を使用している場合、2017 年 2 月 13 日に新しい UI に
切り替わります。新しい Pardot スタイルでは、デザインが更新され、ナビゲーションが合理化され、Lightning
Experience との一貫性が高まりました。ご安心ください。Pardot 機能はこの更新によって影響を受けません。

件名のパーソナライズによる開封率の向上: 変数タグと高度なダイナミックコ
ンテンツの追加
Advanced Subject Line Composer を使用して Pardot メールの件名を簡単にパーソナライズする機能が追加されまし
た。複数の言語でメールを送信する場合でも、複数の製品についてメールを送信する場合でも、件名にダイナ
ミックコンテンツを使用した 1 つのメールを作成して、登録者に適切なメッセージを届けることができます。
Advanced Subject Line Composer を使用して既存の変数タグから選択します。さらに、メールの件名での高度なダ
イナミックコンテンツブロックのサポートも追加されました。単に Advanced Subject Line Composer を使用して、
同様に既存のダイナミックコンテンツブロックを挿入するだけです。
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Advanced Subject Line Composer は、Email Flow の [作成] タブと [送信] タブで使用できます。
関連トピック:
Salesforce Pardot ヘルプ: 高度なダイナミックコンテンツの概要
Salesforce Pardot ヘルプ: 変数タグの概要

更新された [アカウント] ページでアカウント使用状況と制限情報を一目で確認
新しくタブ化された閲覧環境とアカウント使用状況の表示により、これまで以上に簡単に Pardot 設定を表示、
編集したり、アカウント機能の使用状況を管理したりできるようになりました。
[アカウント] タブには、アカウント情報および [製品およびサービスに関するお知らせ] の設定が含まれていま
す。[使用状況と制限] タブには、アカウントの使用状況統計と各 Pardot 機能の制限が表示されます。[私のプロ
ファイル] タブにはユーザ情報と個人設定が含まれています。個人設定を管理するために、どこまでもスクロー
ルする必要はなくなりました。

関連トピック:
Salesforce Pardot ヘルプ: アカウント設定リファレンス
Salesforce Pardot ヘルプ: アカウントの使用状況や機能は、どのように確認できますか?

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:
データ評価の日付スタンプの変更
データ評価の概要ページで、最終更新を通知する行に [最終更新 <日付>] と表示されるようになりました。
以前は、[(最終更新日 <日付>)] と表示されていました。この変更はLightning Experienceにのみ適用されます。
契約と注文へのグローバルアクションの追加
契約オブジェクトと注文オブジェクトでグローバルアクションを使用できるようになったため、これらの
オブジェクトでのアクションのカスタマイズをさらに細かく制御できます。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ブラウザを更新せずに、最近スケジュールしたミーティングを Lightning Experience のホームから表示
いくつものブラウザタブをデスクトップで開いているユーザはたくさんいます。そんなユーザにちょっと
した朗報があります。営業担当は、行動をカレンダーに追加して、他のブラウザタブで Lightning Experience
ホームに移動すると、その行動を確認できるようになりました。更新? 更新なんて必要ありません。この変
更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience に移動したカレンダーのナビゲーションボタン
朗報です。カレンダーの週や月を移動するために使用するボタンが、商談やリードなど、その他のレコー
ドのボタンと同じ場所に移動しました。Lightning Design System で作成したカスタムページのボタンとも同じ
場所にあります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ユーザ向けに細かくパーソナライズされ、システム管理者向けに迅速化されたカレンダー表示
ユーザがオブジェクトからカレンダービューを作成すると、そのユーザのみがそのカレンダーを参照でき
ます。以前は、階層内でそのユーザより上位のユーザや「すべてのデータの参照」権限を持つユーザがカ
レンダーを参照することができ、さらに削除することもできましたが、この広範囲に及ぶ表示によって、
応答時間が遅くなる場合がありました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Cloud Scheduler の廃止
Cloud Scheduler は、Winter '17 以降、段階的に廃止されます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
メモのリッチテキストエディタでの Quill の使用
Salesforce のメモ取りアプリケーション「メモ」で使用されていたリッチテキストエディタが置き換わりま
した。現在は「Quill」というエディタが使用されています。Quill のツールバーボタンは今までと少し違った
表示になっていますが、機能は以前と同じです。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および
Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価
トリガ、入力規則、フロー、承認、ワークフロー、およびプロセスビルダーで、より効率的に個人取引先
が評価されるようになりました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience で個人取引先にメールを送信するとき、使いやすくなった差し込み項目
営業担当が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すべての個人
取引先の差し込み項目が表示されるようになりました。以前は、検索結果には取引先の差し込み項目のみ
が表示されましたが、取引先責任者の差し込み項目も表示されるようになりました。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
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Lightning Experience で常に取引先情報を表示する個人取引先クイックビュー
個人取引先リンクにマウスポインタを置くと、取引先の情報がクイックビューに常に表示されます。これ
までは、個人取引先リンクが項目にあり、かつそれが取引先責任者 ([名前] 項目や [関連する取引先責任者]
項目など) を表している場合、取引先責任者の情報が表示されていました。この変更はLightning Experienceに
のみ適用されます。
「取引先の自動入力」が「自動化された取引先項目」という名前に変更
「自動化された取引先項目」は、営業担当が情報を入力するときに、米国を拠点とする会社が [取引先名]
項目に表示される取引先機能の新しい名前です。営業担当は候補の企業をリストから選択できるため、法
人取引先を容易に作成できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Salesforce Classic で割り当てやすくなったセールスコンソール権限
Standard Permission Set が Salesforce Classic のセールスコンソールで使用できるようになりました。Standard Permission
Sets により、権限セットライセンスを操作するときの時間を節約できます。セールスコンソール権限セッ
トライセンスを購入したら、すぐに権限セットをユーザに割り当てることができます。
Lightning Experience でのリード割り当てルールの表示
営業担当には、Lightning Experience の新規リードで [リード割り当て] チェックボックスが表示されるように
なりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
[見積] 関連リストの項目の変更
パフォーマンスを向上させるため、商談、取引先責任者、および契約の [見積] 関連リストに表示される項
目にいくつかの変更が加えられました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。

データ評価の日付スタンプの変更
データ評価の概要ページで、最終更新を通知する行に [最終更新 <日付>] と表示
されるようになりました。以前は、[(最終更新日 <日付>)] と表示されていまし
た。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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契約と注文へのグローバルアクションの追加
契約オブジェクトと注文オブジェクトでグローバルアクションを使用できるよ
うになったため、これらのオブジェクトでのアクションのカスタマイズをさら
に細かく制御できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。
[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションが契約と注文
のページレイアウトエディタに追加され、グローバルアクションがそこで使用
できるようになりました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのアクションの順序 (リリースプレビュー
の時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

エディション
契約を使用可能なエディ
ション: Performance
Edition および Developer
Edition と、Sales Cloud が
付属する Professional
Edition、Enterprise
Edition、および Unlimited
Edition
注文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

ブラウザを更新せずに、最近スケジュールしたミーティングを Lightning
Experience のホームから表示
いくつものブラウザタブをデスクトップで開いているユーザはたくさんいます。
そんなユーザにちょっとした朗報があります。営業担当は、行動をカレンダー
に追加して、他のブラウザタブで Lightning Experience ホームに移動すると、その
行動を確認できるようになりました。更新? 更新なんて必要ありません。この変
更は Lightning Experience にのみ適用されます。

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

Lightning Experience に移動したカレンダーのナビゲーションボタン
朗報です。カレンダーの週や月を移動するために使用するボタンが、商談やリー
ドなど、その他のレコードのボタンと同じ場所に移動しました。Lightning Design
System で作成したカスタムページのボタンとも同じ場所にあります。この変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。
なぜ移動したのでしょうか。営業担当が使用するボタンが常に同じ場所にあれ
ば、探しやすいからです。デザインを効率的にすると、営業担当は Salesforce を
素早く操作できます。
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Professional Edition、
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Performance Edition、
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Developer Edition
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ユーザ向けに細かくパーソナライズされ、システム管理者向けに迅速化された
カレンダー表示
ユーザがオブジェクトからカレンダービューを作成すると、そのユーザのみが
そのカレンダーを参照できます。以前は、階層内でそのユーザより上位のユー
ザや「すべてのデータの参照」権限を持つユーザがカレンダーを参照すること
ができ、さらに削除することもできましたが、この広範囲に及ぶ表示によって、
応答時間が遅くなる場合がありました。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。

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

Cloud Scheduler の廃止
Cloud Scheduler は、Winter '17 以降、段階的に廃止されます。この変更は Salesforce
Classic にのみ適用されます。

エディション

Winter '17 以降に作成された Salesforce 組織では、Cloud Scheduler を使用できません。
Winter '17 より前に Cloud Scheduler を有効にした場合は、Winter '18 まで組織で引き
続き使用できます。

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

重要: Winter '17 以降に作成された Salesforce 組織では、Cloud Scheduler を使用
できません。Winter '17 より前に Cloud Scheduler を有効にした場合は、Winter
'18 まで組織で引き続き使用できます。ただし、[新規ミーティング要請] ボ
タンを削除すると、追加し直すことはできません。
詳細は、「Winter ‘17 で段階的な廃止を開始する Cloud Scheduler」を参照して
ください。

メモのリッチテキストエディタでの Quill の使用
Salesforce のメモ取りアプリケーション「メモ」で使用されていたリッチテキス
トエディタが置き換わりました。現在は「Quill」というエディタが使用されてい
ます。Quill のツールバーボタンは今までと少し違った表示になっていますが、
機能は以前と同じです。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およ
びSalesforce1モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。

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
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ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価
トリガ、入力規則、フロー、承認、ワークフロー、およびプロセスビルダーで、
より効率的に個人取引先が評価されるようになりました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
これまで、[名前] 項目を使用する取引先関連プロセスでは、個人取引先の名と
姓がルール条件と一致するときでも、法人取引先のみが検索対象となっていま
した。現在は、[名前] 項目を使用するプロセスで個人取引先が調べられるよう
になりました。
これまでどおり、プロセスで個人取引先を検索対象から外す場合は、
IsPersonAccount 項目を条件に追加して個人取引先を除外します。
関連トピック:
プロセスビルダー: Lightning アイコンと暗号化データ
承認: すべての Salesforce 環境での一貫性

エディション
個人取引先および プロセ
スビルダーを使用可能な
エディション: Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition
フロー、承認、ワークフ
ローを使用可能なエディ
ション: Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Lightning Experience で個人取引先にメールを送信すると
き、使いやすくなった差し込み項目
営業担当が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すべての個人取引
先の差し込み項目が表示されるようになりました。以前は、検索結果には取引先の差し込み項目のみが表示さ
れましたが、取引先責任者の差し込み項目も表示されるようになりました。この変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。

Lightning Experience で常に取引先情報を表示する個人取引先クイックビュー
個人取引先リンクにマウスポインタを置くと、取引先の情報がクイックビューに常に表示されます。これまで
は、個人取引先リンクが項目にあり、かつそれが取引先責任者 ([名前] 項目や [関連する取引先責任者] 項目な
ど) を表している場合、取引先責任者の情報が表示されていました。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。

「取引先の自動入力」が「自動化された取引先項目」という名前に変更
「自動化された取引先項目」は、営業担当が情報を入力するときに、米国を拠
点とする会社が [取引先名] 項目に表示される取引先機能の新しい名前です。営
業担当は候補の企業をリストから選択できるため、法人取引先を容易に作成で
きます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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使用可能なエディション:
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Salesforce Classic で割り当てやすくなったセールスコンソール権限
Standard Permission Set が Salesforce Classic のセールスコンソールで使用できるようになりました。Standard Permission
Sets により、権限セットライセンスを操作するときの時間を節約できます。セールスコンソール権限セットラ
イセンスを購入したら、すぐに権限セットをユーザに割り当てることができます。
関連トピック:
作業が容易になる Standard Permission Sets

Lightning Experience でのリード割り当てルールの表示
営業担当には、Lightning Experience の新規リードで [リード割り当て] チェックボッ
クスが表示されるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
これまで、Lightning Experience では [リード割り当て] チェックボックスが表示さ
れませんでした。営業担当が、リードの作成時または編集時に割り当てルール
を手動で適用できるようにするには、[リード割り当て] チェックボックスをリー
ドのレイアウトページに追加します。

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

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 高度なページレイアウトエディタの使用に関するガイドライン(リリースプレビューの時点
で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

[見積] 関連リストの項目の変更
パフォーマンスを向上させるため、商談、取引先責任者、および契約の [見積]
関連リストに表示される項目にいくつかの変更が加えられました。これらの変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Winter '17 以前では、商談、取引先責任者、契約の [見積] 関連リストに [割引] 項目
と [総計] 項目が含まれていました。
Spring '17 では、それらの項目が削除され、[小計] 項目と [合計金額] 項目が追加さ
れました。見積品目レコードのホームには、引き続き [割引] 項目と [総計] 項目
が表示されます。
• 小計は、品目の販売価格に数量を乗じて、割引を引いた金額です。
• 合計金額は、割引適用後、税金と送料の適用前の見積品目の合計です。
• 割引は、QuoteLineItem レコードの小計の合計と、QuoteLineItem レコードの割
引の合計の差で、パーセントで表示されます。
• 総計は、送料と税金を加算した見積の合計金額です。
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使用可能なエディション:
Performance Edition、
Developer Edition
Sales Cloud でも使用可能
なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、および
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Data.com: 新しい名前と新機能
Data.com Clean のルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようにな
り、さらに強力で多様なカスタマイズが可能なルールになっています。米国以
外の年間売上データと選択リストに基づく位置データがルールで更新されるよ
うになりました。データサービスが新しいデータを受信すると、各自のデータ
も更新されます。データサービスによる更新を改善するには、データの照合と
更新の対応付けをカスタマイズします。
このセクションの内容:
クリーンアップルールの名前変更
クリーンアップルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるように
なりました。この新しい名前により、クリーンアップジョブに基づいている
Data.com Clean とルールベースの更新が区別されます。Data.com Clean ライセン
スが必要かどうかは、データインテグレーションルールによって異なりま
す。
米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新

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
取引先の会社情報とリー
ドの会社情報のルールを
使用するには、Data.com
Premium Clean ライセンス
が必要です。
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

データを経済と同様にグローバルにしましょう。Data.com によって提供され
るデータインテグレーションルールは、レコードの通貨が米国ドル以外の場合でも、レコードの年間売上
データを更新できます。
州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
州選択リストと国選択リストを使用して取引先の住所を標準化すると、データ品質を確保できます。取引
先の州選択リストと国選択リストを使用して、最新の住所データを取得できるようになりました。州選択
リストと国選択リストが使用されている場合でも、「取引先の会社情報」データインテグレーションルー
ルで取引先が更新されます。
データ更新を使用した最新データの維持
データを完全に最新にします。データインテグレーションルールはデータサービスを使用してレコードを
更新しますが、データサービス自体のデータが更新される場合はどうなるでしょうか。データ更新では、
データサービスの更新が行われるときに組織の最新データを維持できます。選択に基づき、データ更新は
既存レコードにデータインテグレーションルールを継続的に適用します。
データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ
カスタマイズ済み項目の対応付けを使用すると、データインテグレーションルールによる外部データを使
用したレコードの照合および更新方法を制御できます。各データインテグレーションルールには、照合と
更新の個別の対応付けがあります。これらの対応付けは、[設定] で表示および変更できます。
組織でのデータインテグレーションルールの試行
組織の Sandbox で新しいデータインテグレーションルール機能を試してみてください。その過程で、新しい
[設定] の場所と更新を設定する新しい手順を確認できます。
カスタムオブジェクトの [トリガをスキップ] 機能の変更
カスタムオブジェクトのトリガのスキップ機能の動作方法が変更されました。カスタムオブジェクトのデー
タインテグレーションルールで [トリガをスキップ] が選択されていても、これらのトリガがスキップされ
なくなりました。
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クリーンアップルールの名前変更
クリーンアップルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようにな
りました。この新しい名前により、クリーンアップジョブに基づいているData.com
Clean とルールベースの更新が区別されます。Data.com Clean ライセンスが必要か
どうかは、データインテグレーションルールによって異なります。
クリーンアップルールはデータインテグレーションルールと呼ばれるようにな
りましたが、個々のルールの名前は変更されていません。たとえば、Data.comの
データを使用して取引先を更新するルールの名前は [取引先の会社情報] のまま
です。組織で使用できるルールのリストを参照するには、[設定] から [クイック
検索] ボックスに「データインテグレーションルール」と入力し、[データインテ
グレーションルール] をクリックします。[データインテグレーションルール] リ
ストビューが表示されます。
メモ: 各データインテグレーションルールにはまだ独自のライセンス要件
や購入要件があります。ルールによっては、ライセンスが必要だったり、
購入するデータパッケージに含まれていたりします。また、Data.comによっ
て提供される地理コード住所ルールのように無料のルールもあります。

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
取引先の会社情報とリー
ドの会社情報のルールを
使用するには、Data.com
Premium Clean ライセンス
が必要です。
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

関連トピック:
米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新
州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ
データ更新を使用した最新データの維持
組織でのデータインテグレーションルールの試行

米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新
データを経済と同様にグローバルにしましょう。Data.com によって提供される
データインテグレーションルールは、レコードの通貨が米国ドル以外の場合で
も、レコードの年間売上データを更新できます。
「取引先の会社情報」ルールと「リードの会社情報」ルールでは、Data.com の
[年間売上] 項目は、組織で定義された換算レートにより米国ドルからレコードの
通貨に変換されます。この機能はマルチ通貨を使用する組織でのみ使用できま
す。米国ドル以外の通貨を 1 通貨のみ使用する組織では使用できません。
メモ: この機能を有効にするには、組織の通貨テーブルで次の通貨が有効
になっていることを確認します。
• 米国ドル

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
取引先の会社情報とリー
ドの会社情報のルールを
使用するには、Data.com
Premium Clean ライセンス
が必要です。
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition
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州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所
の更新

• 更新するレコードの通貨

関連トピック:
Idea Exchange: Data.com Clean - 米国ドル以外の収益勘定項目を更新する機能
クリーンアップルールの名前変更
州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ
データ更新を使用した最新データの維持
組織でのデータインテグレーションルールの試行

州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
州選択リストと国選択リストを使用して取引先の住所を標準化すると、データ
品質を確保できます。取引先の州選択リストと国選択リストを使用して、最新
の住所データを取得できるようになりました。州選択リストと国選択リストが
使用されている場合でも、「取引先の会社情報」データインテグレーションルー
ルで取引先が更新されます。

エディション

取引先には、Salesforce で提供される標準の州選択リストと国選択リストに含ま
れていない州と国の値を設定できます。組織の州選択リストと国選択リストに
Data.com の値を追加できます。

取引先の会社情報とリー
ドの会社情報のルールを
使用するには、Data.com
Premium Clean ライセンス
が必要です。

関連トピック:

ナレッジ記事: Data.com: Data.com で使用できる州と国のリスト
クリーンアップルールの名前変更
米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新
データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ
データ更新を使用した最新データの維持
組織でのデータインテグレーションルールの試行
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フェース: Salesforce Classic
および Lightning Experience

使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition
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データ更新を使用した最新データの維持
データを完全に最新にします。データインテグレーションルールはデータサー
ビスを使用してレコードを更新しますが、データサービス自体のデータが更新
される場合はどうなるでしょうか。データ更新では、データサービスの更新が
行われるときに組織の最新データを維持できます。選択に基づき、データ更新
は既存レコードにデータインテグレーションルールを継続的に適用します。

エディション

この機能をルールで使用できるようにするには、ルール設定[このルールを有効
化または保存した後にすべてのレコードを更新] を選択します。

取引先の会社情報とリー
ドの会社情報のルールを
使用するには、Data.com
Premium Clean ライセンス
が必要です。

メモ: 一部のデータインテグレーションルールでは、データ更新がサポー
トされていません。たとえば、Data.comによって提供される地理コードデー
タインテグレーションルールではデータ更新を使用できません。
関連トピック:
クリーンアップルールの名前変更
米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新

使用可能なインター
フェース: Salesforce Classic
および Lightning Experience

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

州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ
組織でのデータインテグレーションルールの試行

データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ
カスタマイズ済み項目の対応付けを使用すると、データインテグレーションルー
ルによる外部データを使用したレコードの照合および更新方法を制御できます。
各データインテグレーションルールには、照合と更新の個別の対応付けがあり
ます。これらの対応付けは、[設定] で表示および変更できます。
カスタマイズ済み項目の対応付けを理解する最も簡単な方法は、カスタマイズ
オプションを参照することです。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「データインテグレーションルール」と入
力し、ルールをクリックします。ルールの詳細ページで、[項目の対応付けの編
集] をクリックします。項目の対応付けの詳細ページが表示されます。

エディション
使用可能なエディション:
Salesforce Classic および
Lightning Experience
取引先の会社情報とリー
ドの会社情報のルールを
使用するには、Data.com
Premium Clean ライセンス
が必要です。
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

ヘッダーには、データインテグレーションルールの名前 (1) が表示されます。こ
の例では、ルールは Data.com によって提供される [取引先の会社情報] です。
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データインテグレーションルールの項目の対応付けのカ
スタマイズ

タブバー (2) では、照合と更新のいずれかのカスタマイズを選択できます。どちらのタブでも、ページにはデー
タサービス項目リスト (3) とルールに関連付けられているオブジェクトの項目リスト (4) が表示されます。この
例では、ルールは [取引先の会社情報] であるため、オブジェクト項目リストには取引先項目が表示されます。

対応付けは、データサービス項目のリストと、レコードの項目 (この場合は取引先) のリスト間のリレーション
を示します。対応付けは、項目のペアで構成されます。各ペアには、データサービスレコードの項目 (5) と取
引先レコードの項目 (6) があります。たとえば、データサービス項目 [市区郡] は、取引先項目 [市区郡(請求先)]
とペアになっています。
データサービス項目は変更できませんが、取引先項目は変更できます。この例では、[市区郡] と取引先項目を
ペアにする必要があります。現在、[市区郡] は [市区郡(請求先)] とペアになっています。ただし、別の取引先
項目を選択することもできます。たとえば、[市区郡(請求先)] の代わりに [市区郡(納入先)] を [市区郡] とペアに
できます。

照合
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スタマイズ

照合の対応付けは検索条件です。データサービスは、検索条件を使用して、データサービスレコードに一致す
るデータのレコードを検索します。各ペアが比較されます。すべてのペアが一致すると、データサービスレ
コードのデータで各自のレコードを更新できます。
データサービス項目リストには、サービスで照合に必要だと判断された最小限の項目セットが含まれます。
データサービスで異なるオブジェクトのデータを提供している場合、[データサービス項目] 列には、オブジェ
クトごとに異なる項目セットがリストされます。たとえば、取引先とリードのデータを提供するデータサービ
スの場合、取引先の項目リストとリードの項目リストを別個に指定できます。

更新

更新の対応付けを使用して、データサービスレコードから各自のレコードにコピーされるデータを制御しま
す。データサービスレコードの各項目により、各自のレコードのペア項目が更新されます。この例では、
Data.com によって [市区郡] 項目のデータが提供されています。更新時に [市区郡] の値が、一致する取引先レコー
ドの [市区郡(請求先)] 項目にコピーされます。[市区郡(納入先)] 取引先項目を選択した場合、更新によって [市
区郡] が [市区郡(納入先)] にコピーされます。
データサービス項目のリストには、サービスで提供されるレコードのすべてのデータの項目があります。デー
タサービス項目は変更できませんが、レコード項目は変更できます。データサービスで異なるオブジェクトの
データを提供している場合、[データサービス項目] 列には、オブジェクトごとに異なる項目セットがリストさ
れます。たとえば、取引先とリードの両方を更新するデータサービスの場合、取引先の項目リストとリードの
項目リストを別個に指定できます。
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組織でのデータインテグレーションルールの試行

考慮事項
データインテグレーションルールの照合項目リストと更新項目リストには異なる項目を含めることができま
す。たとえば、データサービスは、会社名と場所に基づいてレコードを照合し、財務データでレコードを更新
できます。
次の場合にのみデータサービスによってデータがコピーされます。
• レコードの項目値が空白または null になっている。
• データサービス項目の項目種別とレコードの項目に互換性がある。
• データサービス項目のスケールおよび精度と、レコードの項目に互換性がある。
関連トピック:
クリーンアップルールの名前変更
米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新
州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
データ更新を使用した最新データの維持
組織でのデータインテグレーションルールの試行

組織でのデータインテグレーションルールの試行
組織の Sandbox で新しいデータインテグレーションルール機能を試してみてくだ
さい。その過程で、新しい [設定] の場所と更新を設定する新しい手順を確認で
きます。
ルールの設定手順が変更されました。
1. データインテグレーションルールを設定するには、[設定] から [クイック検索]
ボックスに「データインテグレーションルール」と入力し、[データインテグ
レーションルール] をクリックします。
2. ルールを編集するには、その名前をクリックしてルールの詳細ページを表示
し、[ルール設定の編集] をクリックします。
3. [有効化] ボタンが表示された場合、ルールは無効化されています。ルールを
有効化するには、[有効化] をクリックします。
これでルールが有効になります。ルールに関連付けられたオブジェクトのレ
コードを追加または更新すると、データインテグレーションは、ルールの
データサービスからのデータを使用してレコードを更新します。たとえば、
Data.com によって提供される「リード住所の地理コード」ルールを有効にす
るとします。リードを追加または更新すると、データインテグレーション
は、リードの住所に基づく地理コード情報を使用してリードを更新します。

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
取引先の会社情報とリー
ドの会社情報のルールを
使用するには、Data.com
Premium Clean ライセンス
が必要です。
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

Salesforce Classicを使用している場合、ルールに関連付けられたオブジェクトのページレイアウトを更新します。
たとえば、「リード住所の地理コード」ルールを有効にするには、リードページレイアウトを更新します。
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ユーザがリードレコードの更新状況を確認できるように、[データインテグレーションルール] 関連リストをレ
イアウトに追加します。
関連トピック:
クリーンアップルールの名前変更
米国ドル以外の通貨を使用するレコードの年間売上の更新
州選択リストと国選択リストを使用するレコードの住所の更新
データ更新を使用した最新データの維持
データインテグレーションルールの項目の対応付けのカスタマイズ

カスタムオブジェクトの [トリガをスキップ] 機能の変更
カスタムオブジェクトのトリガのスキップ機能の動作方法が変更されました。
カスタムオブジェクトのデータインテグレーションルールで[トリガをスキップ]
が選択されていても、これらのトリガがスキップされなくなりました。
Winter '17 以前では、カスタムオブジェクトのデータインテグレーションルール
で [トリガをスキップ] が選択されていると、これらのトリガがスキップされて
いました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ:Data.com の互換性を確保するためのトリガおよびワークフロー
ルールの確認

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
取引先の会社情報とリー
ドの会社情報のルールを
使用するには、Data.com
Premium Clean ライセンス
が必要です。
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

サービス: Lightning でのコンソールとナレッジの機能強化、iOS
でのフィールドサービスの使用
Lightning Experience でサービスコンソールを使用できるようになりました。UI が
合理化され、Lightning アプリケーションビルダーでドラッグアンドドロップを使
用して簡単にカスタマイズできます。また、Lightningのナレッジが強化されまし
た。[ナレッジ] タブが統合され、カスタム記事タイプが標準レコードタイプに置
き換えられました。技術者は、iOS アプリケーションでフィールドサービスを使
用できるようになりました。さらに、デスクトップ CTI が廃止され、Lightning コ
ンソールアプリケーションで Open CTI を使用できるようになります。
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サービス: Lightning でのコンソールとナレッジの機能強
化、iOS でのフィールドサービスの使用

このセクションの内容:
コンソール: Lightning のサービスコンソール (ベータ)
吉報です。Salesforce コンソールが Lightning Experience の一部になりました。すぐに使用できるサービスコン
ソールアプリケーションは、サービス関連機能専用に合理化された設定フローですが、さらに多くの機能
があります。これまで、コンソールは Salesforce Classic でしか使用できませんでした。
ナレッジ: Lightning Knowledge の導入 (ベータ)
ナレッジが Lightning Experience に組み込まれ、知識ベースを強力かつ合理化された方法で管理できるように
なりました。Lightning Knowledgeを使用すると、Salesforceの他のオブジェクトのように機能する標準オブジェ
クトの利点を得ることができます。Lightning Knowledge は、ナレッジを使用したことがない組織、または 1
つの記事タイプに簡単に統合でき、データカテゴリ数が少なく、単一言語モードを使用している既存の組
織に最適です。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
フィールドサービス: 現場で大活躍
技術者の皆さんに朗報です。iOS 用の Field Service Mobile アプリケーション (正式リリース) はオールインワン
ソリューションです。部品やバンのストックの追跡、サービス予約の状況、作業指示の優先度、レポート
により、オンサイトサービスがさらに使いやすくなります。
CTI: Lightning コンソールでのサポート開始とデスクトップ CTI の廃止
Lightning Experience の新しいコンソールで Open CTI を使用できるようになりました。1 つの Open CTI メソッド
の動作が若干変更されました。そして最後に、デスクトップ CTI が廃止されました。
Lightning ケースの管理
Lightning での顧客の問題の解決とケースの管理は絶えず改善されています。このリリースでは、エージェ
ントがケースの進行状況をすばやく確認できるように、コンパクトケースフィードが改良されました。[ケー
ス割り当て] チェックボックスがケースページレイアウトに表示されるようになったため、エージェントが
ケースを作成および編集するときに割り当てルールをトリガできます。これらの変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
ソーシャルカスタマーサービス: シームレスなサポート
Chatter REST API を使用して組織にソーシャルカスタマーサービスを設定し、ソーシャル投稿の詳細ページで
より多くの操作の実行と検出を行い、ケースフィードで簡単にメッセージを返信および転送し、API が有効
化された Professional Edition 組織をソーシャルカスタマーサービスに接続します。
オムニチャネル: スーパーバイザの生産性の大幅な向上、制限の緩和
サポートスーパーバイザは、Omni-Channel Supervisor (正式リリース) を使用してリアルタイムにインサイトを
取得できます。また、Omni-Channel組織の制限が緩和され、組織が制限に達した場合に作業を割り当てるデ
フォルトのユーザまたはキューを設定できます。さらに、いくつかの通知サウンドが改良されました。こ
の変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
Live Agent: オムニチャネルでのチャットの転送、および更新されたチャットトランスクリプトと機能の利用
オムニ転送される他の作業のように、オムニチャネルで転送される Live Agent チャットはキューによりサイ
ズが設定されて優先順位が付けられ、チャットが要求されたときに Live Chat トランスクリプトが作成され
ます。さらに、顧客は iOS でチャットトランスクリプトを保存でき、チャットにはライブハイパーリンクが
表示されるようになり、一部の通知音が改善されました。この変更はSalesforce Classicにのみ適用されます。
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Web 用の Snap-ins: Service Cloud コンポーネント機能の Web サイトでの使用
チャットなどの便利な Service Cloud 機能を Web サイトやモバイルブラウザに直接追加できたらよいのにと
思ったことはありませんか。Snap-ins では、Service Cloud コンポーネントを Web ページに埋め込んで、コンテ
キストに応じたサポートを提供できます。
モバイルアプリケーション用の Snap-ins
モバイルアプリケーションをさらに改善するために、iOS および Android の Snap-ins SDK にいくつかの優れた
機能が追加されました。ケースデフレクションでは、ユーザがケースを作成するまでもなくユーザの問題
を解決できます。ユーザがニーズに適した情報を得られるように、特定のユーザプロファイル用にカスタ
マイズした知識ベースを作成できます。Live Agent チャットと SOS も改善され、さらに優れたリアルタイム
のサポートを顧客に提供できるようになりました。
Service Cloud のその他の変更
Service Cloud に加えられたその他の変更について説明します。

コンソール: Lightning のサービスコンソール (ベータ)
吉報です。Salesforce コンソールが Lightning Experience の一部になりました。すぐに使用できるサービスコンソー
ルアプリケーションは、サービス関連機能専用に合理化された設定フローですが、さらに多くの機能がありま
す。これまで、コンソールは Salesforce Classic でしか使用できませんでした。
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition (Service Cloud 付属)

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning コンソールアプリケーシ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。Lightning コンソールアプリケーションは、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。
Lightning コンソールアプリケーションは Sales Cloud および Service Cloud ユーザのみが使用できます。予期しない
問題を避けるため、他のユーザに Lightning コンソールアプリケーションへのアクセス権を与えないでくださ
い。
このセクションの内容:
新しい Lightning サービスコンソールの紹介 (ベータ)
サービスコンソールが Lightning Experience で使用できるようになりました。システム管理者とサービスエー
ジェントは、Lightning Experience で提供されるすべての機能を利用できます。サービスエージェントは、更
新されたユーザインターフェースと使いやすい Lightning コンポーネントを気に入るでしょう。システム管
理者は、数回クリックするだけでコンソールをカスタマイズできることを気にいるでしょう。そのとおり。
クリックを数回するだけです。コンソールですぐに利用できるように、存分にカスタマイズできるサービ
スコンソールという標準のアプリケーションが用意されています。
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Lightning のサービスの設定で設定作業がとても容易に (ベータ)
設定は、歯の根幹治療のように気が重く感じられますか? Service Cloud は強力なツールで多くの機能がある
ため、設定が困難に思えることがあります。特に、この製品の初心者にはそうです。「どの機能を先に設
定するのでしょうか? Facebook ページを有効にすることはできるのでしょうか? ユーザを Service Cloud アプリ
ケーションに追加する方法は?」 Lightning のサービスの設定のおかげで、このように疑問が沸き起こる日々
は過去のものになります。

新しい Lightning サービスコンソールの紹介 (ベータ)
サービスコンソールがLightning Experienceで使用できるようになりました。システム管理者とサービスエージェ
ントは、Lightning Experienceで提供されるすべての機能を利用できます。サービスエージェントは、更新された
ユーザインターフェースと使いやすいLightningコンポーネントを気に入るでしょう。システム管理者は、数回
クリックするだけでコンソールをカスタマイズできることを気にいるでしょう。そのとおり。クリックを数回
するだけです。コンソールですぐに利用できるように、存分にカスタマイズできるサービスコンソールという
標準のアプリケーションが用意されています。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning コンソールアプリケーシ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。Lightning コンソールアプリケーションは、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。
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サービスコンソールアプリケーションには次のような機能があります。
• 3 列レイアウトを使用するケースの設定済み Lightning ページ (1)。これには、関連レコードコンポーネント
(2)、関連リストコンポーネント (3)、ナレッジサイドバー (4) が含まれます。
• [履歴] と [メモ] を含む設定済みユーティリティバー (5)
• コンパクトなケースフィード (6)
メモ: メモユーティリティを表示して使用するには、組織でメモを有効にする必要があります。ナレッジ
サイドバーを表示して使用するには、組織で Lightning Knowledge を有効にする必要があります。
カスタマイズする準備が整いましたか。Lightning Experienceではコンソールを簡単にカスタマイズできます。[設
定] から、アプリケーションマネージャを使用して次のことを実行します。
• 独自のブランド設定を追加します。
• 商品や契約など、その他の項目を追加します (サービスコンソールアプリケーションには、取引先、取引先
責任者、ケース、商談、リードがデフォルトで含まれます)。
• Open CTI ソフトフォンなど、その他のユーティリティを追加します。
• サービスエージェントプロファイルなど、適切なユーザプロファイルにアプリケーションを割り当てます。
さらにカスタマイズすることをご希望ですか。Lightning ページを更新するには、Lightning アプリケーションビ
ルダーに進んで、コンポーネントをページにドラッグアンドドロップします。
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Salesforce が提供するサービスコンソールアプリケーションをカスタマイズするか、独自の Lightning コンソール
アプリケーションを最初から作成できます。
サービスコンソールを素早くロールアウトしたいですか。Service Cloud の機能を設定できるようにするため、
サービス固有の設定フローが作成されています。これらの設定フローでは、メール-to-ケースを設定し、Facebook
と Twitter をコンソールに統合できます。
メモ: Lightning コンソールアプリケーションは、まだ Salesforce Classic コンソールアプリケーションと完全
に同じ機能を使用できるわけではありません。たとえば、キーボードショートカットやマクロなどの
Salesforce Classic コンソールアプリケーションの一部の機能は、Lightning コンソールアプリケーションでは
使用できません。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience に移行することはできません。
コンソールは強力なアプリケーションであり、Salesforce はその機能を Lightning Experience に導入することに取り
組んでいます。Salesforce Classic のコンソールに追い付いてきており、現在の Lightning サービスコンソールは中
小企業に最適です。Lightning Experience の新機能の詳細は、Lightning Experience ロードマップを参照してくださ
い。
関連トピック:
Lightning アプリケーションビルダーを使用したコンソールアプリケーションレコードページのカスタマイ
ズ
ユーティリティバーによる Lightning アプリケーションの拡張
Lightning コンソールアプリケーションでのタブ履歴の表示
コンソールアプリケーションの新しい表示方法および管理方法
Salesforce Classic コンソールアプリケーションと Lightning Experience コンソールアプリケーションの違いを理解
する (ベータ)

Lightning のサービスの設定で設定作業がとても容易に (ベータ)
設定は、歯の根幹治療のように気が重く感じられますか? Service Cloud は強力なツールで多くの機能があるた
め、設定が困難に思えることがあります。特に、この製品の初心者にはそうです。「どの機能を先に設定する
のでしょうか? Facebook ページを有効にすることはできるのでしょうか? ユーザを Service Cloud アプリケーショ
ンに追加する方法は?」 Lightning のサービスの設定のおかげで、このように疑問が沸き起こる日々は過去のも
のになります。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning のサービスの設定が含まれています。機能の品
質は高いですが、既知の制限があります。ドキュメント、プレスリリース、または公式声明で Lightning の
サービスの設定の正式リリースは発表されていません。特定期間内の正規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。
現在は、操作が簡単な設定フローが提供されています。これは直観的な設定ツリーであり、ほとんどの必須
ノードおよびパフォーマンス総計値ダッシュボードが表示されます。手順ごとのガイドがほしい場合は、推奨
設定によって設定を開始できます。
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さらに、Service Cloud の新しいLightningコンソールアプリケーションであるサービスコンソールも忘れてはなり
ません。新しくて美しいものを楽しんでいただきたいのですが、Salesforce Classic を好まれる場合は、そちらも
お使いいただけます。
メモ: Lightning のサービスの設定 (ベータ) で加えた変更は Salesforce Classic に影響します。その逆も同様で
す。
Lightning のサービスの設定を開始するには、設定ギアアイコンをクリックして [サービスの設定] を選択しま
す。
Lightning の [サービスの設定のホーム] ページが次のように表示されます。

設定のホーム: 全体像の把握
設定のツリーのブランチを調べて、利用可能なすべての機能を確認してください。設定のツリーは簡略化
されています。サービス関連のすべての設定ノードがサービスの設定のツリーに表示されるわけではあり
ません。ノードをクリックして、行先を見つけてください。
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クイック検索ですぐに検索することもできます。[クイック検索] ボックスに入力して、探している機能を
見つけてください。

ガイド付き設定フロー
顧客のメールを自動的にケースにしたくありませんか。Facebook の投稿やツイートを自動的にケースにし
たくありませんか。このようなことができたら便利ですよね。ガイド付き設定フローを使用すると、簡単
な指示にただ従うだけで、メールやソーシャルチャネルが設定されて動作し、顧客の問い合わせに対応で
きるようになります。
設定フローは、ここをクリックして開始できます。

メール設定を開くと、設定フローが始まります。
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推奨設定
Service Cloud の初心者でもベテランでも、推奨設定によって楽しく効率的に顧客を成功に導く準備ができま
す。簡単な 10 ステップに従うだけで、主な機能を設定し、Service Cloud の機能を習得して、Salesforce コミュ
ニティにつながることができます。
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パフォーマンス
設定のホームにはパフォーマンスダッシュボードもあり、サービスの総計値を監視できます。メールとソー
シャルチャネルの状況を確認したり、コールセンターの急増を分析したり、最新の取り扱い件数の統計を
確認したりというようなことをすべて、Lightning のサービスの設定から行うことができます。
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ナレッジ: Lightning Knowledge の導入 (ベータ)
ナレッジが Lightning Experience に組み込まれ、知識ベースを強力かつ合理化され
た方法で管理できるようになりました。Lightning Knowledgeを使用すると、Salesforce
の他のオブジェクトのように機能する標準オブジェクトの利点を得ることがで
きます。Lightning Knowledge は、ナレッジを使用したことがない組織、または 1
つの記事タイプに簡単に統合でき、データカテゴリ数が少なく、単一言語モー
ドを使用している既存の組織に最適です。この変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning Knowledge が含ま
れています。機能の品質は高いですが、既知の制限 (ページ 99)がありま
す。Lightning Knowledge 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。
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:
Salesforce Classic、
Lightning Experience
Salesforce ナレッジを使用
可能なエディション:
Performance Edition、
Developer Edition、および
Unlimited Edition (Service
Cloud 付属)
有料オプションで
Salesforce ナレッジを使用
可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、および
Unlimited Edition

Lightning Knowledge に関する考慮事項
Lightning Knowledge には、いくつかの制限があります。Lightning Knowledge を有
効にするかどうかを決定するときは、次の点を考慮してください。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
Salesforce Classic を使用した Lightning Knowledge の設定
ナレッジの作業を Lightning Experience で行う場合でも、設定および管理タスクは Salesforce Classic で行います。
Lightning に移行すると、Salesforce Classic での設定環境が変更されます。この変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。
Lightning Knowledge でのアクセスおよび権限の簡略化
Lightning Knowledgeの場合、公開グループに記事アクションは割り当てられません。アクセスおよび権限は、
記事タイプではなくレコードタイプに基づくようになり、新しい CRUD 値とプロファイル権限があります。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ナレッジ検索: 事前絞り込みや他の機能強化にあらゆる場所からアクセス可能
Lightning Experience の検索を使用してナレッジ検索を実行し、高度な検索を使用して結果を絞り込みます。
[ナレッジ] タブとサイドバーで、クリックする前に上位の結果のスニペットを確認し、アーカイブ済み記
事を検索し、結果数を確認できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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統合されたナレッジホームページとリストビューによる画面の合理化
必要なものすべてが 1 か所にまとめられます。記事の検索、表示、作成、管理を単一のナレッジホームペー
ジで実行できます。さらに、リストビューのすべての利点をナレッジで利用できます。この変更はLightning
Experience にのみ適用されます。
ナレッジレコードタイプ: レコードタイプの有効活用
Lightning Knowledge を有効にすると、異なる記事タイプを区別するために記事タイプがレコードタイプに置
き換えられます。各レコードタイプで、そのページレイアウトとコンパクトレイアウトをカスタマイズし、
それぞれの記事タイプまたはユーザプロファイルに何が表示されるかを制御できます。レコードタイプ全
体でファイルの共有とワークフローの定義を行うこともできます。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
標準レコードホーム: 5 つの新しいコンポーネントで記事をより有効に活用
ナレッジレコードタイプには、記事の標準レコードホームがあります。ナレッジ記事の標準レコードホー
ムに、[評価]、[ファイル]、[バージョン]、[データカテゴリ]、[データカテゴリビューア]、[データカテゴリ
選択機能] の 5 つのコンポーネントが追加されました。標準レコードホームはページレイアウトおよびコン
パクトページレイアウトから設定できますが、コンポーネントが表示される場所はカスタマイズできませ
ん。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning サービスコンソールのナレッジサイドバーでの記事の検索、添付、およびフォロー
エージェントは知識ベースに接続しながら、コンソールの新しいナレッジサイドバーで作業を行うことが
できます。表示しているケースの推奨記事を参照したり、検索を実行して他の記事を見つけたりできます。
サイドバーを使用して記事を追跡し、ケースに添付できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。

Lightning Knowledge に関する考慮事項
Lightning Knowledge には、いくつかの制限があります。Lightning Knowledge を有効
にするかどうかを決定するときは、次の点を考慮してください。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
• Lightning Knowledge を有効にすると、無効にはできません。
• Lightning Knowledgeは、複数の記事タイプを持つ組織には対応しません。Classic
ナレッジに複数の記事タイプがある場合は、記事を 1 つの記事タイプに手動
で移行し、他の記事タイプを削除または無効にしてから、Lightning Knowledge
を有効にしてください。このプロセスで使用できる移行ツールはありませ
ん。
• Lightning Knowledge では、複数の言語と翻訳はサポートされません。
• Lightning Knowledge はデータカテゴリ数が 300 未満の場合にのみ使用すること
をお勧めします。これより多い場合は、パフォーマンスが低下する可能性が
あります。
• Lightning Knowledge は現在、コミュニティではサポートされていません。
• Classic ナレッジ 実装での添付ファイルは、Lightning Knowledge には転送されま
せん。Lightning Knowledgeに記事を移行した後にファイルを添付するには、各
記事の [ファイル] 関連リストを使用します。
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• Lightning Knowledge の設定は Salesforce Classic でも保持されます。Lightning Knowledge を有効にすると、[ナレッ
ジオブジェクト設定] と呼ばれる新しい設定ノードが表示されます。ここで、ナレッジのレコードタイプ、
項目、ページレイアウト、入力規則を管理します。
• LockerService を有効にすると、すべてのリッチテキストエディタが無効になります。Sandbox 組織または
Developer Edition 組織で Lightning Knowledge を使用している場合、Lightning Experience の LockerService を無効にす
ることをお勧めします。本番組織で Lightning Knowledge を使用している場合、Lightning Experience で LockerService
を有効にしないことをお勧めします。
関連トピック:
カスタマーサービスの機能: Lightning Experience の考慮事項

Salesforce Classic を使用した Lightning Knowledge の設定
ナレッジの作業を Lightning Experience で行う場合でも、設定および管理タスクは Salesforce Classic で行います。
Lightning に移行すると、Salesforce Classic での設定環境が変更されます。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
Lightning Knowledge の有効化は、チェックボックスをオンにするだけです。ただし、Lightning Knowledge を一度
有効化すると Classic Knowledge に戻すことはできません。最初に Sandbox 組織で Lightning Knowledge を有効化して
テストすることをお勧めします。
Lightning Knowledge に移行する手順は、次のとおりです。
1. 組織がすべての要件を満たしていることを確認します。記事タイプは 1 つのみで単一言語モードを使用し、
データカテゴリ数は 300 以下である必要があります。
2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ナレッジ」と入力し、[ナレッジの設定] をクリックします。
3. [一般設定] で [Lightning Knowledge を有効化] を選択します。
重要: Lightning Knowledge を一度有効化すると、Classic Knowledge に戻すことはできません。ナレッジを
Lightning Experience に完全に移行する準備が整っている場合にのみ、Lightning Knowledge を有効化してく
ださい。
4. [保存] をクリックします。

Lightning Knowledge でのアクセスおよび権限の簡略化
Lightning Knowledgeの場合、公開グループに記事アクションは割り当てられません。アクセスおよび権限は、記
事タイプではなくレコードタイプに基づくようになり、新しい CRUD 値とプロファイル権限があります。この
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ナレッジ記事とアクションへのアクセスおよび権限は、CRUD 値、プロファイル権限、およびページレイアウ
トを使用して制御します。他のSalesforceオブジェクトでも使用されている、「すべて表示」と「すべて変更」
の 2 つの CRUD 値がナレッジに追加されました。また、「記事を公開」と「記事をアーカイブ」の 2 つの新し
いプロファイル権限も追加されました。
さらに、一部の記事アクションは、より具体的な権限を付与できるように変更されました。たとえば、Classic
Knowledge では、ドラフト記事とアーカイブ済み記事を削除する権限は 1 つの記事アクションでのみ付与でき
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ました。Lightning Knowledge では、ドラフトの削除とアーカイブ済み記事の削除は 2 つの異なるアクションに
なっています。
ナレッジを使用するすべてのユーザは、ナレッジユーザライセンスが必要です。

ナレッジ検索: 事前絞り込みや他の機能強化にあらゆる場所からアクセス可能
Lightning Experience の検索を使用してナレッジ検索を実行し、高度な検索を使用して結果を絞り込みます。[ナ
レッジ] タブとサイドバーで、クリックする前に上位の結果のスニペットを確認し、アーカイブ済み記事を検
索し、結果数を確認できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience のどこからでもナレッジを検索できます。
1. ページ上部の検索ボックスで、「ナレッジ」と入力します。推奨コンテンツ、および検索を特定のオブジェ
クトに絞り込むオプションが表示されます。
2. [ナレッジの検索を制限] を選択します。
3. 必要に応じて、[高度な検索] をクリックして結果を事前に絞り込みます。選択した検索条件が検索ボック
スに表示されます。
4. 検索語を入力します。
5. Enter キーを押して検索を実行します。
このセクションの内容:
記事の上位の結果のスニペットを使用したより詳細なコンテキストの取得 (ベータ)
[上位の結果] ページにナレッジ記事からの抜粋が表示され、ユーザが探しているものをすばやく見つける
ことができます。[上位の結果] には、最も頻繁に使用されるオブジェクトの最良の一致が表示されます。
また、これは、Salesforce 検索を実行したときにユーザに表示される最初のページです。この変更はLightning
Experience にのみ適用されます。
アーカイブ済み記事の検索
ナレッジ検索を実行するときに、結果をアーカイブ済み記事に制限する検索条件を設定できます。一度に
選択できる公開状況の検索条件 (公開済み、ドラフト、またはアーカイブ済み) は 1 つのみです。この変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。
検索で検出される結果数の確認
Lightning サービスコンソールのグローバル検索または新しいナレッジサイドバーでナレッジ検索を実行す
ると、検出された結果数を確認できます。この数によって、検索語または検索条件を変更または拡大する
必要があるかどうかがわかります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

記事の上位の結果のスニペットを使用したより詳細なコンテキストの取得 (ベータ)
[上位の結果] ページにナレッジ記事からの抜粋が表示され、ユーザが探している
ものをすばやく見つけることができます。[上位の結果] には、最も頻繁に使用さ
れるオブジェクトの最良の一致が表示されます。また、これは、Salesforce 検索
を実行したときにユーザに表示される最初のページです。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
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メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの上位の結果のナレッジ記事スニペットが含まれていま
す。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。上位の結果のナレッジ記事スニペットは、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。

レイアウトは、ナレッジ記事検索結果ページの結果ページに似ています。ユーザは結果を並び替えることがで
きません。

アーカイブ済み記事の検索
ナレッジ検索を実行するときに、結果をアーカイブ済み記事に制限する検索条件を設定できます。一度に選択
できる公開状況の検索条件 (公開済み、ドラフト、またはアーカイブ済み) は 1 つのみです。この変更はLightning
Experience にのみ適用されます。

検索で検出される結果数の確認
Lightning サービスコンソールのグローバル検索または新しいナレッジサイドバーでナレッジ検索を実行する
と、検出された結果数を確認できます。この数によって、検索語または検索条件を変更または拡大する必要が
あるかどうかがわかります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

統合されたナレッジホームページとリストビューによる画面の合理化
必要なものすべてが 1 か所にまとめられます。記事の検索、表示、作成、管理を単一のナレッジホームページ
で実行できます。さらに、リストビューのすべての利点をナレッジで利用できます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
Lightning Knowledge には、[ナレッジ] (記事の検索と表示) と [記事の管理] (記事の作成、編集、および翻訳) の 2 つ
のタブの代わりに、1 つの一元化されたホームページがあります。
さらに、ナレッジホームを離れることなく、いくつかの作成アクションを実行できます。標準のユーザ権限を
使用して、他のナレッジユーザにこれらのアクションへのアクセスを許可します。ページレイアウトを使用し
てレコードホームでこれらのアクションを使用可能にすることもできます。
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リストビュー
Salesforce の他の場所と同じリストビューを Lightning Knowledge ベースで使用します。リストビューをカスタ
マイズし、表示して並び替える項目を選択します。
デフォルトでは、ドラフト、公開記事、アーカイブ済み記事のリストビューがあります。カスタムリスト
ビューの場合、記事レコードにない項目は選択できないため、データカテゴリ、評価、参照カウント、お
よびケースは使用できません。
重要: 各 [ナレッジ] リストビューに 1 つの言語と 1 つの公開状況を指定する必要があります。指定しな
いと、リストビューにレコードが表示されません。PublishStatus または Language での複数選択はサポー
トされていません。リストビューの検索条件では「IN」および「OR」演算子はサポートされていませ
ん。
作成アクション
各記事の横にあるドロップダウンを使用して、ナレッジホームの作成アクションにすばやくアクセスでき
ます。システム管理者、エージェント、および適切な権限を持つ社内従業員は、これらのアクションを実
行できます。
公開記事では、次の操作を実行できます。
• 記事を作成する
• 記事をアーカイブする
• 記事を新しいドラフトとして編集する
ドラフト記事では、次の操作を実行できます。
• 記事を作成する
• ドラフトを公開する
• 記事を削除する
• 記事を編集する
アーカイブ済み記事では、次の操作を実行できます。
• 記事を作成する
• アーカイブ済み記事を復元する
メモ: これらの作成アクションは、レコードホームでも使用できます。アクションをレコードタイプ
ページレイアウトに追加するだけです。

ナレッジレコードタイプ: レコードタイプの有効活用
Lightning Knowledgeを有効にすると、異なる記事タイプを区別するために記事タイプがレコードタイプに置き換
えられます。各レコードタイプで、そのページレイアウトとコンパクトレイアウトをカスタマイズし、それぞ
れの記事タイプまたはユーザプロファイルに何が表示されるかを制御できます。レコードタイプ全体でファイ
ルの共有とワークフローの定義を行うこともできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
誰かが記事に適さないレコードタイプを設定したとしても心配いりません。レコードタイプページレイアウト
に [レコードタイプを変更] アクションを追加します。こうすることで、適切な権限を持つユーザは記事のレ
コードタイプをアクセス権のある別のレコードタイプに変更できます。ナレッジユーザのユーザプロファイル
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によって表示されるページレイアウトが決まるため、レコードタイプが変更されると表示される項目も変更さ
れる場合があります。
メモ: Lightning Knowledge を有効にして記事のレコードタイプを作成すると、Salesforce Classic にもそのレコー
ドタイプが表示されます。Lightning Knowledge レコードタイプとページレイアウトは、Salesforce Classic の [設
定] でのみ設定できます。
このセクションの内容:
異なる記事タイプのページレイアウトのカスタマイズ
各ナレッジレコードタイプでは、レコードタイプとユーザプロファイルごとに項目、アクション、および
関連リストをカスタマイズできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

異なる記事タイプのページレイアウトのカスタマイズ
各ナレッジレコードタイプでは、レコードタイプとユーザプロファイルごとに項目、アクション、および関連
リストをカスタマイズできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
各レコードタイプで、プロファイル別のページレイアウトを選択するか、すべてのプロファイルに 1 つのレイ
アウトを適用することを選択できます。

Classic Knowledgeでは、カスタマイズできるのは項目のみです。Lightning Knowledgeでは、項目、アクション、お
よび関連リストをカスタマイズできます。つまり、顧客やナレッジユーザに対してより多くのパーソナライズ
を行うことができます。
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標準レコードホーム: 5 つの新しいコンポーネントで記事をより有効に活用
ナレッジレコードタイプには、記事の標準レコードホームがあります。ナレッジ記事の標準レコードホーム
に、[評価]、[ファイル]、[バージョン]、[データカテゴリ]、[データカテゴリビューア]、[データカテゴリ選択機
能] の 5 つのコンポーネントが追加されました。標準レコードホームはページレイアウトおよびコンパクトペー
ジレイアウトから設定できますが、コンポーネントが表示される場所はカスタマイズできません。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
Classic Knowledge のカスタムレコードホームが置き換えられ、ナレッジ記事は Salesforce の他のオブジェクトと一
貫するようになりました。標準レコードホームページレイアウトは、Salesforce Classic の [設定] で設定します。

標準レコードホームに移動すると、関連リストタブ、詳細タブ、コンパクトレイアウトなど、他のSalesforceレ
コードですでに使用している内容が表示されます。これらはすべてページレイアウトおよびコンパクトページ
レイアウトで設定した項目に基づきます。ユーザプロファイルごと、およびレコードタイプごとにページレイ
アウトを設定できます。
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このセクションの内容:
ナレッジ記事の高評価
新しい評価コンポーネントでは、エージェント、社内従業員、および顧客が記事に対する他のユーザの評
価を確認し、その評価をミックスに追加できます。さらに、エージェントと顧客は記事に対して自分が行っ
た評価を変更できるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ナレッジ記事にファイルをすぐに追加
Lightning Knowledge では、Classic Knowledge のカスタムナレッジファイル項目がファイルセレクタに置き換え
られます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
以前のナレッジ記事バージョンと変更内容の表示
記事のレコードホームを離れることなく、その記事のバージョン履歴と変更内容を確認できます。バージョ
ンコンポーネントから、変更の概要レベルのビューを確認するか、クリックして完全な記事を確認します。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ナレッジ記事に割り当てられているデータカテゴリの表示
データカテゴリビューアを使用して、記事がどのようにタグ付けされているかを確認します。概要レベル
のビューまたは詳細ビューでデータカテゴリとサブカテゴリを展開したり折りたたんだりできます。この
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ナレッジ記事へのデータカテゴリの追加
記事ドラフトのデータカテゴリをデータカテゴリビューアから直接変更します。ナレッジに対する「編集」
権限があるすべてのユーザは、記事ドラフトのデータカテゴリを変更できます。個々のサブカテゴリまた
はグループを選択します。各記事でデータカテゴリグループごとに最大 8 個のデータカテゴリを追加でき
ます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

ナレッジ記事の高評価
新しい評価コンポーネントでは、エージェント、社内従業員、および顧客が記事に対する他のユーザの評価を
確認し、その評価をミックスに追加できます。さらに、エージェントと顧客は記事に対して自分が行った評価
を変更できるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience に切り替えて公開記事を表示すると、評価コンポーネントが表示されます。

気が変わったら投票を変更しましょう。切り替える必要がある評価をクリックするだけです。

ナレッジ記事にファイルをすぐに追加
Lightning Knowledgeでは、Classic Knowledgeのカスタムナレッジファイル項目がファイルセレクタに置き換えられ
ます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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記事にファイルを追加する方法は、他の Salesforce レコードにファイルを追加する方法と同じです。Salesforce
Classic の [設定] を使用して、レコードタイプページレイアウトに [ファイル] 関連リストを追加します。
メモ: Classic Knowledge 実装での添付ファイルは、Lightning Knowledge には転送されません。Lightning Knowledge
に記事を移行した後にファイルを添付するには、各記事の [ファイル] 関連リストを使用します。

以前のナレッジ記事バージョンと変更内容の表示
記事のレコードホームを離れることなく、その記事のバージョン履歴と変更内容を確認できます。バージョン
コンポーネントから、変更の概要レベルのビューを確認するか、クリックして完全な記事を確認します。この
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
以前の記事バージョンの参照時に、表示されているバージョンがわからなくなることはないため、心配いりま
せん。バージョンコンポーネントでは、参照しているバージョンとドラフトのバージョン (存在する場合) が明
確にラベル表示されます。
記事バージョン履歴と項目の変更をユーザが確認できるようにする手順は、次のとおりです。
1. Salesforce Classic の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ナレッジ」と入力し、[ナレッジオブジェクト設
定] をクリックします。
2. [知識ベースの編集] で [編集] をクリックします。
3. [項目履歴管理] を選択します。このオプションは、記事の履歴情報をユーザが使用できるようにします。
4. [保存] をクリックします。
5. [ナレッジオブジェクト設定] から、[項目履歴管理の設定を選択] をクリックします。このオプションは、
バージョン項目をユーザが変更できるようにします。
6. 追跡する値を選択します。
7. [保存] をクリックします。
ユーザプロファイルを使用して、バージョンコンポーネントがナレッジユーザに表示されるようにします。ナ
レッジユーザがバージョンコンポーネントを表示するには、ナレッジに対する「参照」権限が必要です。
メモ: バージョンコンポーネントには、最大 30 個の記事バージョンが表示されます。それより多くのバー
ジョンを確認するには、Salesforce Classic で記事のバージョン履歴を表示します。

ナレッジ記事に割り当てられているデータカテゴリの表示
データカテゴリビューアを使用して、記事がどのようにタグ付けされているかを確認します。概要レベルの
ビューまたは詳細ビューでデータカテゴリとサブカテゴリを展開したり折りたたんだりできます。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
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ナレッジ記事へのデータカテゴリの追加
記事ドラフトのデータカテゴリをデータカテゴリビューアから直接変更します。ナレッジに対する「編集」権
限があるすべてのユーザは、記事ドラフトのデータカテゴリを変更できます。個々のサブカテゴリまたはグ
ループを選択します。各記事でデータカテゴリグループごとに最大 8 個のデータカテゴリを追加できます。こ
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Lightning サービスコンソールのナレッジサイドバーでの記事の検索、添付、お
よびフォロー
エージェントは知識ベースに接続しながら、コンソールの新しいナレッジサイドバーで作業を行うことができ
ます。表示しているケースの推奨記事を参照したり、検索を実行して他の記事を見つけたりできます。サイド
バーを使用して記事を追跡し、ケースに添付できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ナレッジサイドバーは、Lightning サービスコンソールアプリケーションに自動的に含まれます。カスタム
Lightning コンソールアプリケーションにサイドバーを追加するには、Lightning アプリケーションビルダーを使
用してカスタムレコードページを作成し、選択した項目にナレッジを追加します。
ちなみに、ナレッジサイドバーはコンソールアプリケーションのみに制限されていません。Lightning アプリ
ケーションビルダーを使用して、Lightning Experience のケースレコードホームに追加できます。
ナレッジサイドバーでは、エージェントがケースの作業中にナレッジを使用できます。
推奨記事
検索を実行することなく、推奨記事がエージェントのナレッジサイドバーに直接表示されます。
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検索および結果の並び替え
ナレッジ検索を実行し、高度な検索オプションを使用して表示する記事タイプに結果を絞り込みます。結
果を並び替えるには、並び替えアイコンをクリックし、リストから並び替えオプションを選択します。検
索結果は、関連性、公開日、最終更新日 (記事ドラフト)、A ～ Z、Z ～ A で並び替えることができます。推
奨記事は常に関連性で並び替えられます。
結果の並び替え順を選択すると、別の検索を実行したときもその選択が保持されます。推奨記事に戻った
場合や新しいケースを選択した場合は、関連性の並び替え順に戻されます。
記事の添付と削除
エージェントは記事の横にあるドロップダウンを使用して、記事を添付したり削除したりできます。
記事のフォローとフォロー解除
エージェントは記事の横にあるドロップダウンを使用して、記事をフォローしたりフォロー解除したりで
きます。エージェントが記事をフォローすると、その記事への変更がエージェントの Chatter フィードに表
示されます。システム管理者、エージェント、およびナレッジへの参照アクセス権を持つ社内従業員は、
公開済みやドラフトなどのすべての状態の記事をフォローできます。

フィールドサービス: 現場で大活躍
技術者の皆さんに朗報です。iOS 用の Field Service Mobile アプリケーション (正式リ
リース) はオールインワンソリューションです。部品やバンのストックの追跡、
サービス予約の状況、作業指示の優先度、レポートにより、オンサイトサービ
スがさらに使いやすくなります。
Salesforce のフィールドサービス機能にアクセスするには、Field Service Lightning を
有効にします。[設定] の [クイック検索] ボックスに「Field Service 設定」と
入力します。[Field Service 設定] をクリックして、[Field Service Lightning を有効化]
を選択します。Field Service Lightning の設定方法についての詳細は、「Field Service
Lightning ヘルプ」 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能
になる可能性があります) を参照してください。
メモ: ユーザには、作業指示以外のフィールドサービス機能にアクセスす
るための「Field Service Lightning」権限セットライセンスが必要です。作業指
示には、特別な権限セットライセンスは必要ありません。

エディション
Field Service Lightning 機能
管理パッケージを使用可
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
Professional Edition でも使
用できます。

このセクションの内容:
Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーション (正式リリース)
Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションを使用して、フィールドサービス業務を次の段階に発展
させます。技術者は膨大なデータ、スケジュールおよび自動化ツール、Salesforce 組織のカスタマイズ性を
利用して、どこからでも作業を迅速に行うことができます。また、オフラインファースト設計により、技
術者はインターネットにアクセスできない場合でも常に作業できます。技術者の生産性が向上すれば、顧
客の満足度も高まります。
部品やバンのストックの追跡
部品やバンのストックのさまざまな側面 (どの部品をどこで使用できるのか、あるジョブ種別で必要な部品
は何か、ある作業指示でどの部品が使用されたのかなど) を追跡します。
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フィールドサービスロケーション
バン、倉庫、顧客の施設など、組織にとって適切な任意の項目にロケーションを分類し、それぞれのロケー
ションで使用可能な部品を追跡します。
フィールドサービス顧客レポートのテンプレートの作成
迅速なフィールドサービスレポートを顧客の受信箱に配信することにより、技術者が顧客を満足させられ
るようにします。技術者と派遣担当者が作業指示、作業指示品目、およびサービス予約のレポートを作成
し、そのレポートを顧客に直接メールで送信するためのテンプレートを作成します。標準テンプレートを
使用するか、独自のバリエーションを作成できます。
ユーザプロファイルレベルでの GPS 追跡の無効化
GPS 追跡を、技術者の中で数人のみに対して無効にする必要がありますか? ユーザプロファイルを使用して
GPS 追跡を無効にできるようになりました。
推奨ナレッジ記事の項目の設定
[Field Service 設定] ページから、関連記事の推奨に使用される作業指示と作業指示品目の項目を設定できま
す。
作業指示品目への優先度の追加
作業指示の作業指示品目の優先順位を付けることができるため、派遣担当者や技術者が最初にすべき項目
を把握できます。
Field Service Lightning 管理パッケージを使用したスケジュールの最適化
Field Service Lightning 管理パッケージは Salesforce の標準フィールドサービス機能で構築され、派遣担当者と技
術者に豊富で高度にカスタマイズ可能な機能を提供します。Service Cloud および Field Service ライセンスがあ
る場合、パッケージをダウンロードできます。

Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーション (正式リリース)
Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションを使用して、フィールドサー
ビス業務を次の段階に発展させます。技術者は膨大なデータ、スケジュールお
よび自動化ツール、Salesforce 組織のカスタマイズ性を利用して、どこからでも
作業を迅速に行うことができます。また、オフラインファースト設計により、
技術者はインターネットにアクセスできない場合でも常に作業できます。技術
者の生産性が向上すれば、顧客の満足度も高まります。

エディション

メモ: Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションを使用するには、
Field Service Lightning モバイル権限セットライセンスが必要です。

Field Service Lightning 機能
を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)。

重要: Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションは、2017 年 2 月 13
日の週に Apple App Store から入手できます。
このオールインワンのフィールドサービスソリューションによって、技術者は次の操作を実行できます。
• 割り当てのスケジュールを表示する。
• Salesforce データを使用して、作業指示の確認、取引先責任者への連絡、住所の確認などを行う。
• 作業を記録するレコードを作成および編集し、フォローアップ予約を作成する。
• 完了した作業に対する顧客の署名を取得する。
• Chatter を使用して、他の技術者、マネージャ、派遣担当者、さらには顧客ともコラボレーションする。
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• 転送通知で更新を追跡する。
• Salesforce ナレッジ記事を参照して複雑な ToDo を完了する。
• 作業を完了するために使用するバンの在庫と部品を追跡する。
Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションの要件
Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションの使用を開始する前に、組織でフィールドサービスを有効に
し、組織に Field Service Lightning Mobile アプリケーション接続アプリケーションパッケージをインストールし、
フィールドサービスユーザに権限セットライセンスを割り当てる必要があります。Field Service Lightning iOS モバ
イルアプリケーションの要件についての詳細は、「関連トピック」セクションを参照してください。
Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションのカスタマイズ
柔軟な設計により、会社独自のフィールドサービスのニーズに合わせて Field Service Mobile アプリケーションを
設定できます。
• レイアウトで主要フィールドを目立つように表示する。
• ユーザがクイックアクションを使用できるようにする。
• 技術者に Salesforce ナレッジ記事を提供する。
• 完了した作業に対する顧客の署名を取得する。
• Chatter を使用してパートナーおよび顧客とコミュニケーションを取る。
• 人員の地理位置情報追跡によってサービス人員を管理する。
• 作業スケジュールのカレンダー範囲を設定する。
• 会社の色でアプリケーションにブランドを設定する。
モバイルデバイスでの Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションの入手
技術者へのアプリケーションのリリースは、モバイルデバイスで Apple の App Store からアプリケーションをダ
ウンロードするだけです。
1. iOS デバイスで App Store を開きます。
2. [検索] タブを押します。「Field Service Lightning」と入力し、[検索] を押します。
3. Salesforce による Field Service Lightning アプリケーションを探し、[+GET] を押してから [INSTALL] を押します。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Field Service Lightning モバイルアプリケーション (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

部品やバンのストックの追跡
部品やバンのストックのさまざまな側面 (どの部品をどこで使用できるのか、あるジョブ種別で必要な部品は
何か、ある作業指示でどの部品が使用されたのかなど) を追跡します。
部品やバンのストックは、製品項目オブジェクトと 3 つの関連リスト (必要製品、消費した製品、製品項目ト
ランザクション) で構成されます。
• 製品項目オブジェクトは、製品をロケーションに関連付けます。
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• [必要製品] 関連リストは、作業指示または作業指示品目に追加され、ジョブ種別に必要な部品を追跡しま
す。
• [消費した製品] 関連リストは、作業指示または作業指示品目に追加され、作業を完了するために使用され
た部品を追跡します。
• [製品項目トランザクション] 関連リストは、製品項目オブジェクトに追加され、そのロケーションでの製
品の使用とストックを追跡します。
• 既存の製品オブジェクトに次の 4 つの新規項目が追加されました。
– 外部データソース: 既存のソースの参照項目
– 外部 ID: 製品の公開識別子のテキスト項目
– 表示 URL: 1000 文字までの製品 Web アドレス
– 基準数量単位: 基準の選択リスト
製品データモデルは、基準単位と外部データソースを説明するように拡張されました。[外部 ID]、[外部データ
ソース]、[表示 URL]、[基準数量単位] の 4 つの項目が製品に追加されました。
製品項目
製品項目は、部品をサービスロケーション (バン、倉庫、作業サイトなど) に関連付けます。

[製品項目] タブでは、次の操作を実行できます。
1. 製品の項目番号をクリックして、製品項目の詳細ページに移動する。[製品項目トランザクション] 関連リ
ストが表示されます。
2. 製品の名前をクリックして、関連する価格表がある製品の詳細ページに移動する。
3. 部品のロケーションをクリックして、ロケーションの詳細ページに移動する。
4. ロケーションの部品数量を表示する。
製品項目を作成、編集、および削除することもできます。
必要製品
[必要製品] は、ジョブ種別、作業指示、または作業指示品目で必要な部品の関連リストです。
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関連リストから必要な部品を作成、編集、および削除できます。
使用済み製品
[使用済み製品] は、作業指示または作業指示品目を完了するために使用された部品の関連リストです。

関連リストから使用された部品を作成、編集、および削除できます。部品が使用済みとして記録されると、
[製品項目] に表示される部品の [手持ち数量] がそれに応じて減少します。
製品項目トランザクション
[製品項目トランザクション] は、製品項目に対して実行されるアクションの関連リストです。

製品項目のトランザクション種別は次のとおりです。
• 補充済み: そのロケーションの部品の数量が増加した場合。
• 使用済み: 作業指示または作業指示品目を完了するために部品が使用された場合。技術者が作業指示または
作業指示品目の [使用済み製品] 関連リストを更新します。
• 調整後: 不一致があった場合。調整は、製品項目の在庫数量を編集して行われます。
例: 製品項目は、サービス部品をサービスロケーションに関連付けます。[必要製品] では、ジョブ種別に
必要な部品を推奨できます。[使用済み製品] は、作業指示を正常に完了するために必要だった部品を関連
付けます。一方、[製品項目トランザクション] は部品のストック補充フローを追跡します。

フィールドサービスロケーション
バン、倉庫、顧客の施設など、組織にとって適切な任意の項目にロケーションを分類し、それぞれのロケー
ションで使用可能な部品を追跡します。
サービスロケーションには、倉庫のような大規模なものからツールボックスのような小規模のものまでありま
す。クライアントの施設やサービスバンの場合もあります。サービスロケーションのサイズ、ロケーション、
何が含まれるかは会社によって異なります。Salesforce Field Service では、ニーズに合わせてロケーションを作成
できます。
ロケーションページレイアウトに [ロケーション種別]、[在庫のロケーション]、および [モバイル] 項目を追加
します。
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• 会社のニーズに合わせて [ロケーション種別] を設定できます。たとえば、1 つの大規模な倉庫とすべての
サービスバン、または保管室と技術者が持ち運ぶツールボックスを設定できます。
• 複数の住所と住所種別を設定できます。たとえば、顧客の納入先住所は物理的な住所とは異なる場合があ
ります。
• 複数の取引先を 1 つのロケーションに関連付けることができます。たとえば、ショッピングセンターのロ
ケーションには複数の顧客取引先がある場合があります。
• [在庫のロケーション] としてマークされたロケーションは、そのロケーションに保管されている部品を表
す [製品項目] に関連付けることができます。
• [モバイルのロケーション] 項目は、移動可能なロケーションを示します。
[製品項目] を関連リストとして追加し、そのロケーションにどの部品があるかを表示できます。[住所] および
[関連付けられたロケーション] 関連リストを追加して、関連住所と他の取引先のロケーションを追跡すること
もできます。

[製品項目番号] と [製品名] のデータをクリックすると、対応する詳細ページが表示されます。
サービスリソースをモバイルのロケーションと関連付けることもできます。たとえば、技術者をバンと関連付
けることができます。

フィールドサービス顧客レポートのテンプレートの作成
迅速なフィールドサービスレポートを顧客の受信箱に配信することにより、技術者が顧客を満足させられるよ
うにします。技術者と派遣担当者が作業指示、作業指示品目、およびサービス予約のレポートを作成し、その
レポートを顧客に直接メールで送信するためのテンプレートを作成します。標準テンプレートを使用するか、
独自のバリエーションを作成できます。
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作業指示、作業指示品目、およびサービス予約のページレイアウトで、[サービスレポートを作成]ボタンを追
加します。

これで、技術者と派遣担当者がオブジェクトからレポートにアクセスして送信できます。

オブジェクト (作業指示、作業指示品目、またはサービス予約) の標準テンプレートまたはカスタムテンプレー
トから選択できます。標準テンプレートには、一般的な取引先と取引先責任者の情報、オブジェクトに固有の
詳細 (サービス予約時間など)、使用済み部品、および顧客と技術者の署名が含まれます。
レポートはそのオブジェクトの詳細ページに保存され、選択した場合は顧客にメールで送信されます。
標準テンプレートを調整するか、会社のニーズに合わせてテンプレートを作成できます。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「サービスレポート」と入力し、[Field Service] で [サービスレポート
テンプレート] を選択します。
2. 調整するレポートテンプレートの横にある [新規] または [編集] をクリックします。
3. テンプレートを作成する場合、そのベースとして既存のテンプレートを選択し、名前を付けます。
4. サービスレポートテンプレートの作成ページで、適切なセクションに項目を追加します。
テンプレートとその関連オブジェクトを変更することもできます。

5. [保存] をクリックします。
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メモ: レポートテンプレートをプレビューすると、システム管理者プロファイルビューが表示されま
す。項目レベルセキュリティ設定によって、他のプロファイルではすべての項目が表示されない場合
があります。画像とリッチテキスト以外のデータがシミュレーションされます。

ユーザプロファイルレベルでの GPS 追跡の無効化
GPS 追跡を、技術者の中で数人のみに対して無効にする必要がありますか? ユーザプロファイルを使用して GPS
追跡を無効にできるようになりました。
組織レベルでは追跡が有効になっているものの、数人の技術者の追跡は無効にする必要がある場合、その技術
者のユーザプロファイルに [地理位置情報追跡から技術者を除外] 権限を追加します。

推奨ナレッジ記事の項目の設定
[Field Service 設定] ページから、関連記事の推奨に使用される作業指示と作業指示品目の項目を設定できます。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Field Service」と入力し、[Field Service] で [Field Service 設定] を
選択します。
2. 作業指示と作業指示品目の項目リストで、知識ベースから関連記事を推奨するときに検索エンジンで使用
する項目を選択します。
3. [保存] をクリックします。

作業指示品目への優先度の追加
作業指示の作業指示品目の優先順位を付けることができるため、派遣担当者や技術者が最初にすべき項目を把
握できます。
作業指示品目の優先度の状況を設定および表示するには、作業指示品目ページレイアウトに [優先度] 項目を追
加します。優先度の値は、低、中、高、重大です。

Field Service Lightning 管理パッケージを使用したスケジュールの最適化
Field Service Lightning 管理パッケージは Salesforce の標準フィールドサービス機能で構築され、派遣担当者と技術
者に豊富で高度にカスタマイズ可能な機能を提供します。Service Cloud および Field Service ライセンスがある場
合、パッケージをダウンロードできます。
管理パッケージには次のツールが付属されています。
• スケジュール設定および最適化:作業ルールおよびスケジュール設定ポリシーの堅牢なツールボックスを利
用して、スケジュール設定エンジンがスキル、ロケーション、およびビジネス目標を考慮してリソースの
割り当てを最適化します。
• ディスパッチャコンソール:予定リスト、スケジュール設定アクション、ガントチャート、対話型の地図を
利用して、コンソールはすべてのサービス予約の概観ビューを派遣担当者とスーパーバイザに提供します。
• 管理アプリケーション:スケジュール設定ポリシー、グローバルアクション、共有ツール、最適化ルールを
統合して一元的に管理します。
• 自動的なユーザ権限の設定と更新:フィールドサービスのユーザ権限を設定し、ボタンのクリックにより最
新の状態が保たれます。
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プ CTI の廃止

Field Service Lightning ディスパッチャコンソールを使用すると、派遣担当者は派遣リソースをシームレスに管理
および監視し、現場での効率性と生産性を高めることができます。適切な作業が適切な派遣リソースに割り当
てられ、注意が必要な問題のアラートがすぐに表示されて対応策を実行できるようになりました。ディスパッ
チャコンソールでは、1 回クリックするだけで一括作業を自動的にスケジュールし、地図またはガントチャー
トでリアルタイムにサービスの提供を追跡および監視して現場で何が行われているかをより明確に把握して制
御できます。

CTI: Lightning コンソールでのサポート開始とデスクトップ CTI の廃止
Lightning Experience の新しいコンソールで Open CTI を使用できるようになりまし
た。1 つの Open CTI メソッドの動作が若干変更されました。そして最後に、デス
クトップ CTI が廃止されました。
このセクションの内容:
Lightning コンソールアプリケーションでの Open CTI の使用
前回のリリースでは、Lightning Experience 用の Open CTI が導入されました。こ
のリリースではさらに朗報があります。サービスコンソールを含む Lightning
コンソールアプリケーションで、Lightning Experience 用の Open CTI を使用でき
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:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Open CTI onNavigationChange メソッドの新しい動作
onNavigationChange メソッドで呼び出されたリスナーは、標準とコンソールのどちらのアプリケーショ

ンを使用しているかによって動作が異なるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。
デスクトップ CTI の廃止
ついにこの時がきました。デスクトップ CTI (CTI Toolkit とも呼ばれる) が廃止されます。デスクトップ CTI は
サポートされなくなり、デスクトップ CTI 上に構築されたアダプタは (TLS 1.0 の無効化に基づいて) 動作しな
くなります。CTI 機能を引き続き使用するには、Open CTI に移行してください。

Lightning コンソールアプリケーションでの Open CTI の使用
前回のリリースでは、Lightning Experience 用の Open CTI が導入されました。このリリースではさらに朗報があり
ます。サービスコンソールを含む Lightning コンソールアプリケーションで、Lightning Experience 用の Open CTI を
使用できるようになりました。
詳細は、『Open CTI 開発者ガイド』を参照してください。
関連トピック:
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_intro_lightning_vs_classic.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_methods_intro_lightning.htm
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Open CTI onNavigationChange メソッドの新しい動作
onNavigationChange メソッドで呼び出されたリスナーは、標準とコンソールのどちらのアプリケーション

を使用しているかによって動作が異なるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。
標準のLightningアプリケーションでは、このメソッドは、ユーザがブラウザのタブまたはウィンドウ間を移動
してドキュメントにフォーカスが戻ったときにコールされる関数を登録します。ドキュメントにフォーカスが
戻らなかった場合は、リスナーは呼び出されません。たとえば、ユーザがブラウザのタブから別の場所に移動
して、その後タブに戻ってくると、リスナーが呼び出されます。
コンソールLightningアプリケーションでは、このメソッドは、ユーザがコンソール内で主タブとサブタブの間
を移動したとき、またはユーザがブラウザのタブまたはウィンドウ間を移動してドキュメントにフォーカスが
戻ったときにコールされる関数を登録します。
関連トピック:
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_onnavigationchange_lex.htm

デスクトップ CTI の廃止
ついにこの時がきました。デスクトップ CTI (CTI Toolkit とも呼ばれる) が廃止されます。デスクトップ CTI はサ
ポートされなくなり、デスクトップ CTI 上に構築されたアダプタは (TLS 1.0 の無効化に基づいて) 動作しなくな
ります。CTI 機能を引き続き使用するには、Open CTI に移行してください。
関連トピック:

ナレッジ記事: CTI Toolkit の廃止に関する FAQ
Open CTI 開発者ガイド

Lightning ケースの管理
Lightningでの顧客の問題の解決とケースの管理は絶えず改善されています。この
リリースでは、エージェントがケースの進行状況をすばやく確認できるように、
コンパクトケースフィードが改良されました。[ケース割り当て] チェックボック
スがケースページレイアウトに表示されるようになったため、エージェントが
ケースを作成および編集するときに割り当てルールをトリガできます。これら
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

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

このセクションの内容:
Lightning Experience での刷新されたコンパクトケースフィード
コンパクトケースフィードが拡張され、予定ありのエージェントがケースの進行状況を一目ですばやく確
認できるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience での [ケース割り当て] チェックボックスの表示
Lightning Experience で、新規ケースの [ケース割り当て] チェックボックスをサポートエージェントに表示で
きるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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Lightning Experience での刷新されたコンパクトケースフィード
コンパクトケースフィードが拡張され、予定ありのエージェントがケースの進行状況を一目ですばやく確認で
きるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
カラフルなアイコンによりフィード項目を一目で区別

レコードが作成または更新されたときに何が変更されたかをすばやく確認

Lightning Experience での [ケース割り当て] チェックボックスの表示
Lightning Experience で、新規ケースの [ケース割り当て] チェックボックスをサポートエージェントに表示できる
ようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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以前は、[ケース割り当て] チェックボックスは Lightning Experience に表示されませんでした。ケースの作成また
は編集時に割り当てルールをエージェントが手動でトリガできるようにするには、[ケース割り当て] チェック
ボックスをケースレイアウトページに追加します。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 高度なページレイアウトエディタの使用に関するガイドライン(リリースプレビューの時点
で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

ソーシャルカスタマーサービス: シームレスなサポート
Chatter REST API を使用して組織にソーシャルカスタマーサービスを設定し、ソーシャル投稿の詳細ページでよ
り多くの操作の実行と検出を行い、ケースフィードで簡単にメッセージを返信および転送し、API が有効化さ
れた Professional Edition 組織をソーシャルカスタマーサービスに接続します。
このセクションの内容:
ソーシャルカスタマーサービス API のサポート
Chatter REST API を使用して、組織のソーシャルカスタマーサービスの有効化 (または無効化)、ソーシャル取
引先の監視、ソーシャルネットワークの認証情報の取得、ユーザのソーシャル取引先の取得を行い、ソー
シャル投稿のフローを開始します。
ソーシャル投稿の詳細ページがさらに詳細に
ソーシャル投稿の詳細ページで、投稿の優先順位付け、利用可能なソーシャル取引先の表示、ソーシャル
ハンドルのクリック、投稿の状況の表示ができるほか、関連リストでタイトルをクリックして投稿の内容
を表示できます。
Lightning の [ソーシャル投稿] タブ
Lighting で使用可能になった [ソーシャル投稿] タブには、一括アクション (投稿の優先順位付けが一括で可
能)、プロバイダを容易に識別できるアイコン、投稿の内容を表示するためのクリック可能な内容項目が含
まれます。
ケースフィードを離れることなく多くの目的を達成
Lightning サービスコンソールのケースフィードで返信やリツイートを押すと、ソーシャルカスタマーサー
ビスのパブリッシャーが有効になり、そのデータが自動入力されるようになりました。
ソーシャルカスタマーサービスでサポートされる Professional Edition
API を有効にしている組織がある場合、ソーシャルカスタマーサービスを有効にできます。

ソーシャルカスタマーサービス API のサポート
Chatter REST API を使用して、組織のソーシャルカスタマーサービスの有効化 (または無効化)、ソーシャル取引先
の監視、ソーシャルネットワークの認証情報の取得、ユーザのソーシャル取引先の取得を行い、ソーシャル投
稿のフローを開始します。
Chatter REST API の新しいメソッドを使用してソーシャルカスタマーサービスと連携できます。

228

Salesforce Spring '17 リリースノート

ソーシャルカスタマーサービス: シームレスなサポート

• readTermsOfService: このメソッドは、サービス利用規約の URL と、サービス利用規約に同意したユーザに関
する情報を返します。他の設定 API エンドポイントを使用する前にサービス利用規約に同意する必要があり
ます。このメソッドは Apex で公開されます。
• acceptTermsOfService: このメソッドは、サービス利用規約に同意します。このメソッドは Apex で公開されま
す。
• enableSocialCustomerService: このメソッドは、組織のソーシャルカスタマーサービスを有効にします。この
メソッドは Apex で公開されません。
• disableSocialCustomerService: このメソッドは、組織のソーシャルカスタマーサービスを無効にします。この
メソッドは Apex で公開されません。
• getSocialCustomerServiceConfig: このメソッドは、現在のソーシャルカスタマーサービス設定を取得します。
このメソッドは Apex で公開されません。
• initializeSocialCustomerServiceConfig: このメソッドは、不足している設定値に、許容されるデフォルトを入力
します。設定値が削除された場合にこのメソッドを使用します。このメソッドは Apex で公開されません。
• setSocialCustomerServiceConfig: このメソッドは、パラメータを使用してソーシャルカスタマーサービス設定
を更新します。このメソッドは Apex で公開されません。
• getSocialNetworkAuthData: このメソッドを使用すると、ユーザは管理する SCS の取引先を追加した後にソー
シャルネットワークのログイン URL に戻ります。このメソッドは、管理ソーシャル取引先の GET コールと共
に使用する必要があります。
• getManagedSocialAccounts: このメソッドは、ソーシャルネットワークユーザが管理するすべての取引先と
ページのリストを取得します。このメソッドは Apex で公開されません。
• ExternalSocialAccounts: このメソッドは、ユーザのページと取引先をソーシャル取引先として追加し、この
取引先の受信ソーシャル投稿のフローを開始します。このメソッドは Apex で公開されません。

ソーシャル投稿の詳細ページがさらに詳細に
ソーシャル投稿の詳細ページで、投稿の優先順位付け、利用可能なソーシャル取引先の表示、ソーシャルハン
ドルのクリック、投稿の状況の表示ができるほか、関連リストでタイトルをクリックして投稿の内容を表示で
きます。
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Lightning の [ソーシャル投稿] タブ
Lighting で使用可能になった [ソーシャル投稿] タブには、一括アクション (投稿の優先順位付けが一括で可能)、
プロバイダを容易に識別できるアイコン、投稿の内容を表示するためのクリック可能な内容項目が含まれま
す。

ケースフィードを離れることなく多くの目的を達成
Lightning サービスコンソールのケースフィードで返信やリツイートを押すと、ソーシャルカスタマーサービス
のパブリッシャーが有効になり、そのデータが自動入力されるようになりました。
メモ: 自動有効化と自動入力は Salesforce Mobile では利用できません。

Twitter で顧客にダイレクトメッセージを送信するには、顧客がソーシャル取引先をフォローしている必要があ
ります。
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ソーシャルカスタマーサービスでサポートされる Professional Edition
API を有効にしている組織がある場合、ソーシャルカスタマーサービスを有効にできます。

オムニチャネル: スーパーバイザの生産性の大幅な向上、制限の緩和
サポートスーパーバイザは、Omni-Channel Supervisor (正式リリース) を使用してリ
アルタイムにインサイトを取得できます。また、Omni-Channel組織の制限が緩和
され、組織が制限に達した場合に作業を割り当てるデフォルトのユーザまたは
キューを設定できます。さらに、いくつかの通知サウンドが改良されました。
この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
このセクションの内容:
Omni-Channel Supervisor の正式リリース

エディション
使用可能なエディション:
Salesforce Classic
オムニチャネルを使用可
能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Omni-Channel Supervisor では、リアルタイムのオペレーショナルインテリジェ
ンスすべてを Salesforce コンソールの便利なタブで確認できます。オムニチャ
ネルのエージェント、キュー、および作業に関する情報がパネルにライブで
ストリーミングされます。そうです。「ライブ」です。待ち時間、進行中の
作業などがリアルタイムで表示されます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
オーバーフロー作業のユーザまたはキューへの割り当て

組織がオムニチャネルの制限に達した後に作成された作業を逃す必要はありません。オムニチャネルが再
び使用可能になるまで作業を受信するユーザまたはキューを設定します。この変更はSalesforce Classicにのみ
適用されます。
オムニチャネル組織の制限の緩和
オムニチャネルの 1 時間あたりのキューに入っている作業項目の最大数が 5,000、待機中の転送要求の最大
数が 30,000 になるように制限が緩和されました。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
要求通知と切断通知の新しい音
チームは Live Agent とオムニチャネルの通知音が新しくなりました。要求 (転送) 通知音と切断通知音が変更
されましたが、送受信チャット通知音は同じままです。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

Omni-Channel Supervisor の正式リリース
Omni-Channel Supervisor では、リアルタイムのオペレーショナルインテリジェンスすべてを Salesforce コンソール
の便利なタブで確認できます。オムニチャネルのエージェント、キュー、および作業に関する情報がパネルに
ライブでストリーミングされます。そうです。「ライブ」です。待ち時間、進行中の作業などがリアルタイム
で表示されます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
Omni-Channel Supervisor は継続的に更新されて最新データが反映されるため、常にサポートセンターの状況を把
握できます。
スーパーバイザは [エージェント]、[キュー]、および [作業] タブを使用して、コールセンターの健全性を確認
できます。さらに、状況を調査し、何が進行中で有効か、誰に何が割り当てられているか、および業務量の空
きや顧客の平均待機時間などの他の詳細を確認できます。
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さらに、特定のエージェント、作業、キューの詳細にドリルダウンしたり、エージェントのスケジュールを見
ることでチームの状況をより視覚的に確認したりすることができます。

すべてのタブで、並び替えや絞り込みを使用することができるため、画面上に表示される内容を絞り込み、目
的の情報を迅速に得ることができます。
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関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Omni-Channel Supervisor (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)

オーバーフロー作業のユーザまたはキューへの割り当て
組織がオムニチャネルの制限に達した後に作成された作業を逃す必要はありません。オムニチャネルが再び使
用可能になるまで作業を受信するユーザまたはキューを設定します。この変更は Salesforce Classic にのみ適用さ
れます。
[ルーティング設定] で [オーバーフロー任命先] を設定します。次の両方を確認してください。
• 設定したユーザまたはキューが、オムニチャネルキューが処理するオブジェクト種別に対するアクセス権
を持っていること
• 一括処理 (複数の要求の状況または所有者の変更など) 内のすべてのオムニチャネルキューが、オーバーフ
ロー任命先を指定したルーティング設定を使用していること
これらの条件が満たされていない場合には、オーバーフロー任命が機能しません。

オムニチャネル組織の制限の緩和
オムニチャネルの 1 時間あたりのキューに入っている作業項目の最大数が 5,000、待機中の転送要求の最大数が
30,000 になるように制限が緩和されました。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce の機能とエディションの制限 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)
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要求通知と切断通知の新しい音
チームは Live Agent とオムニチャネルの通知音が新しくなりました。要求 (転送) 通知音と切断通知音が変更さ
れましたが、送受信チャット通知音は同じままです。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

Live Agent: オムニチャネルでのチャットの転送、および更新された
チャットトランスクリプトと機能の利用
オムニ転送される他の作業のように、オムニチャネルで転送される Live Agent
チャットはキューによりサイズが設定されて優先順位が付けられ、チャットが
要求されたときに Live Chat トランスクリプトが作成されます。さらに、顧客は
iOS でチャットトランスクリプトを保存でき、チャットにはライブハイパーリン
クが表示されるようになり、一部の通知音が改善されました。この変更はSalesforce
Classic にのみ適用されます。
このセクションの内容:
チャットのオムニチャネルルーティングの正式リリース
その他の作業と一緒にチャットに優先順位を付けてサイズを設定し、オムニ
チャネルの強力なルーティングシステムを利用するためにオムニチャネルを
使用して Live Agent チャットを転送します。この変更は Salesforce Classic にのみ
適用されます。
[有効]、[待機中]、[終了済み] のチャットトランスクリプトのページレイアウ
ト

エディション
使用可能なエディション:
Salesforce Classic
Live Agent を使用可能な組
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
Live Agent を使用可能なエ
ディション: Unlimited
Edition (Service Cloud 付属)
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

オムニチャネルで転送されるチャットの場合、Live Chat トランスクリプトで、
チャット要求から始まるチャットライフサイクル全体をカバーできます。[待
機中]、[有効]、[終了済み] のチャットの状態に基づいてページレイアウトを
カスタマイズできます。このカスタマイズにより、サポートスタッフにチャットの各フェーズで必要な情
報のみを提供できます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
デフォルトのサイドバールックアップコンポーネントのカスタマイズ
Salesforce コンソールのデフォルトのサイドバールックアップコンポーネントは、最初の [オムニ] チャット
ボタンを作成するときに自動的に作成されるようになりました。この変更はSalesforce Classicにのみ適用され
ます。
顧客が iOS でトランスクリプトを保存可能
顧客はチャットが終了したときに、iOS デバイスでチャットトランスクリプトを保存できるようになりまし
た。[チャットを保存] をクリックすると、トランスクリプトがメモアプリケーションで開きます。次に、
メモにトランザクションを保存するか、テキストをコピーして他の場所に貼り付けることができます。こ
の変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
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チャットでのクリック可能なリンクの使用
顧客は閲覧している Web ページやナレッジ記事をエージェントと共有する必要がある場合があります。エー
ジェントは非常に忙しいため、コピーして貼り付けている時間はありません。チャットで顧客が共有する
リンクは、チャットとチャットトランスクリプトの両方でエージェントにハイパーリンクとして表示され
るようになりました。以前は、ハイパーリンクはエージェントから顧客に送信されたチャットでのみ表示
されていました。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
要求通知と切断通知の新しい音
チームは Live Agent とオムニチャネルの通知音が新しくなりました。要求 (転送) 通知音と切断通知音が変更
されましたが、送受信チャット通知音は同じままです。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

チャットのオムニチャネルルーティングの正式リリース
その他の作業と一緒にチャットに優先順位を付けてサイズを設定し、オムニチャネルの強力なルーティングシ
ステムを利用するためにオムニチャネルを使用してLive Agentチャットを転送します。この変更はSalesforce Classic
にのみ適用されます。
スキルを使用して最適なエージェントにチャットを転送する代わりに、ボタンのルーティング種別として [オ
ムニ] を選択し、オムニチャネルキューを使用します。オムニチャネルルーティングを使用すると、チャット
がその他のチャットやチャネルと相対的に優先順位付けされます。さらに、チャットキューのルーティングに
関する設定を更新して、チャットのサイズと優先順位を変更できます。
その他にも、チャットのオムニチャネルルーティングでは、統合されたチャットエージェントへの通知、[エー
ジェントの作業] を使用したより多くのレポートオプション、チャットスーパーバイザ向けの Omni-Channel
Supervisor などを利用できます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Compare Live Agent and Omni-Channel Routing for Chats (Live Agent とチャットのオムニチャネルルー
ティングの比較) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

[有効]、[待機中]、[終了済み] のチャットトランスクリプトのページレイアウト
オムニチャネルで転送されるチャットの場合、Live Chat トランスクリプトで、チャット要求から始まるチャッ
トライフサイクル全体をカバーできます。[待機中]、[有効]、[終了済み] のチャットの状態に基づいてページレ
イアウトをカスタマイズできます。このカスタマイズにより、サポートスタッフにチャットの各フェーズで必
要な情報のみを提供できます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
ページレイアウトは最初の[オムニ]チャットボタンを作成するときに自動的に作成されるため、必要な作業は
カスタマイズしてサポートスタッフに割り当てるだけです。

デフォルトのサイドバールックアップコンポーネントのカスタマイズ
Salesforce コンソールのデフォルトのサイドバールックアップコンポーネントは、最初の [オムニ] チャットボタ
ンを作成するときに自動的に作成されるようになりました。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
オムニチャネル経由で転送されるチャットの場合、ペーパークリップを使用する代わりに、チャットトランス
クリプトにレコードを添付できます。デフォルトのサイドバールックアップコンポーネントをカスタマイズす
れば、エージェントはさらに簡単にチャットトランスクリプトにレコードを添付できます。
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1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Live Agent」と入力し、[Live Chat のトランスクリプト] > [ペー
ジレイアウト] を選択します。
2. [Live Chat のトランスクリプト (処理中)] ページレイアウトの横にある [編集] をクリックします。
3. [カスタムコンソールコンポーネント] をクリックします。
4. [主タブコンポーネント] で、オブジェクトと設定を調整します。チャットが左側に表示されるため、コン
ポーネントを左サイドバーに移動しないでください。
5. [保存] をクリックします。

顧客が iOS でトランスクリプトを保存可能
顧客はチャットが終了したときに、iOS デバイスでチャットトランスクリプトを保存できるようになりました。
[チャットを保存]をクリックすると、トランスクリプトがメモアプリケーションで開きます。次に、メモにト
ランザクションを保存するか、テキストをコピーして他の場所に貼り付けることができます。この変更は
Salesforce Classic にのみ適用されます。

チャットでのクリック可能なリンクの使用
顧客は閲覧している Web ページやナレッジ記事をエージェントと共有する必要がある場合があります。エー
ジェントは非常に忙しいため、コピーして貼り付けている時間はありません。チャットで顧客が共有するリン
クは、チャットとチャットトランスクリプトの両方でエージェントにハイパーリンクとして表示されるように
なりました。以前は、ハイパーリンクはエージェントから顧客に送信されたチャットでのみ表示されていまし
た。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

要求通知と切断通知の新しい音
チームは Live Agent とオムニチャネルの通知音が新しくなりました。要求 (転送) 通知音と切断通知音が変更さ
れましたが、送受信チャット通知音は同じままです。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

Web 用の Snap-ins: Service Cloud コンポーネント機能の Web サイトで
の使用
チャットなどの便利な Service Cloud 機能を Web サイトやモバイルブラウザに直接
追加できたらよいのにと思ったことはありませんか。Snap-ins では、Service Cloud
コンポーネントを Web ページに埋め込んで、コンテキストに応じたサポートを
提供できます。
このセクションの内容:
Snap-ins チャットのベータが終了して正式リリースへ

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

Snap-ins チャットの正式リリースの準備が整いました。主要なカスタマイズ
機能が提供されるようになりました。会社のニーズに基づいて事前チャットフォームをカスタマイズでき
ます。チャット環境を会社のブランド設定とイメージが反映されたものとするために、チャットウィジェッ
トに使用される色とフォントをカスタマイズすることもできます。
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顧客にシームレスな操作性を提供するための Snap-ins 事前チャットフォームのカスタマイズ
さまざまなビジネスニーズに対応する事前チャットフォームを作成し、顧客情報を Salesforce レコード (リー
ド、ケース、取引先責任者など) に関連付けます。フォームに使用される項目をカスタマイズすることもで
きます。
会社のブランドに合わせた Snap-ins チャットウィジェットのカスタマイズ
Snap-ins チャットボタンとウィジェットが会社のブランド設定とイメージに合うように、会社のプライマリ
色とアクセント色を指定します。ブランド設定を反映するように、チャットの本文テキストのフォントを
選択します。

Snap-ins チャットのベータが終了して正式リリースへ
Snap-ins チャットの正式リリースの準備が整いました。主要なカスタマイズ機能が提供されるようになりまし
た。会社のニーズに基づいて事前チャットフォームをカスタマイズできます。チャット環境を会社のブランド
設定とイメージが反映されたものとするために、チャットウィジェットに使用される色とフォントをカスタマ
イズすることもできます。

メモ: システム管理者は、Lightning Experience を使用して Snap-ins チャットの設定ページにアクセスする必
要があります。ただし、組織の他のユーザは、Snap-ins チャットで Lightning Experience へのアクセスや使用
は必要ありません。
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重要: Snap-ins チャットのベータを使用していた場合は、Snap-ins チャットリリースをアップグレードすれ
ば、事前フォームを使用して、改善された Snap-ins チャットを楽しめるようになります。
関連トピック:

ナレッジ記事: Upgrade Snap-ins Chat from Beta to GA (ベータから正式リリースへの Snap-in チャットのアップグ
レード) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
Salesforce ヘルプ: Snap-in チャット (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性
があります)
Salesforce ヘルプ: Web サイトに Snap-in チャットを設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

顧客にシームレスな操作性を提供するための Snap-ins 事前チャットフォームの
カスタマイズ
さまざまなビジネスニーズに対応する事前チャットフォームを作成し、顧客情報を Salesforce レコード (リード、
ケース、取引先責任者など) に関連付けます。フォームに使用される項目をカスタマイズすることもできます。

営業に関する問い合わせのリードレコードへの関連付け
顧客がチャットを使用して営業に関する質問を行う場合、顧客の連絡先情報を Salesforce のリードに関連付
けるフォームを設計します。
サービスに関する問い合わせのケースおよび取引先責任者レコードへの関連付け
顧客がチャットを使用してサービスに関する質問を行う場合、エージェントが顧客の問題を簡単に解決で
きるように、ケースと取引先責任者を作成する事前チャットフォームを設計します。
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その他の問い合わせの取引先責任者レコードへの関連付け
顧客がチャットを使用してその他の質問を行う場合、適切な部署がフォローアップできるように、顧客情
報に基づいて取引先責任者のみを作成するフォームを設計します。

事前チャットフォームに表示される項目は、次のようにカスタマイズします。
1. 項目を必須にする。Salesforce でレコードを作成するために必要な項目は、自動的に必須になります。
2. 項目を上下に移動する。
3. フォームの項目を追加または削除する。Salesforce でレコードを作成するために必要な項目は削除できませ
ん。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Customize the Pre-Chat Form (事前チャットフォームのカスタマイズ) (リリースプレビューの時
点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

会社のブランドに合わせた Snap-ins チャットウィジェットのカスタマイズ
Snap-ins チャットボタンとウィジェットが会社のブランド設定とイメージに合うように、会社のプライマリ色
とアクセント色を指定します。ブランド設定を反映するように、チャットの本文テキストのフォントを選択し
ます。
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Snap-ins チャットウィジェットで、次のような多数の要素の外観をカスタマイズできます。
1. [求める行動] ボタンの色 (「エキスパートとチャット」など)
2. 事前チャットフォーム画像の背景色
3. 入力項目のフォーカス色
4. [チャットを開始] ボタンの色
5. ナビゲーションバーの色
6. チャットテキストのフォント
7. チャットテキストの色
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Customize the Branding and Appearance of Your Snap-ins Chat Widget (Snap-in チャットウィジェットの
ブランドと外観のカスタマイズ) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能
性があります)

モバイルアプリケーション用の Snap-ins
モバイルアプリケーションをさらに改善するために、iOS および Android の Snap-ins
SDK にいくつかの優れた機能が追加されました。ケースデフレクションでは、
ユーザがケースを作成するまでもなくユーザの問題を解決できます。ユーザが
ニーズに適した情報を得られるように、特定のユーザプロファイル用にカスタ
マイズした知識ベースを作成できます。Live Agent チャットと SOS も改善され、
さらに優れたリアルタイムのサポートを顧客に提供できるようになりました。
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iOS SDK は正式リリースです。Android SDK は SOS とナレッジをサポートし、Live Agent チャットとケース管理は現
在パイロットです。このパイロットへの参加についての詳細は、取引先チームにお問い合わせください。
その他にも多数の新機能があります。詳細は、「モバイルアプリケーション用の Snap-ins」 サイトにアクセス
してください。

Service Cloud のその他の変更
Service Cloud に加えられたその他の変更について説明します。
このセクションの内容:
Web-to-ケース: reCAPTCHA によるスパム送信者の阻止
Web-to-ケースフォームに reCAPTCHA を追加すれば、顧客が会社への問い合わせを簡単に行える一方で、サー
ビスエージェントがスパムボットに費やす時間が削減されます。reCAPTCHA ウィジェットでは、顧客がケー
スを作成する前に、チェックボックスをオンにする必要があります。スパムフィルタリングの有効化によ
り、カスタマーサービスエージェントはスパムケースではなく実際の顧客の問題を解決することに集中で
きます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
顧客がメール-to-ケースでケースを送信したときのキューへのケースの自動割り当て
顧客がメール-to-ケースを使用してケースを送信すると自動的にケースがサポートキューに割り当てられる
ため、サービスエージェントはすばやく優先順位を付けて新しいケースに対応できます。メール-to-ケース
のルーティングアドレスを設定する場合、ケースを割り当てるキューを選択します。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
コールセンターアプリケーションの新しい名前
Service Cloud の今後の方向性に合わせて、コールセンターアプリケーションの名前が「サービス」に変更さ
れました。このアプリケーションには、Salesforce Classic ではアプリケーションメニュー、Lightning Experience
ではアプリケーションランチャーを使用してアクセスできます。
Chatter アンサーは Winter ’18 で廃止
Chatter アンサーの引退がいよいよ近づいてきました。差し迫った質問への回答を検索するお手伝いを長年
誠実に行ってきたサービスですが、Chatter アンサーは Winter ’18 をもって廃止になります。Salesforce で、
Chatter アンサーはサポートされなくなり、Chatter アンサーで既存の Chatter アンサーデータについての投稿、
回答、コメント、および表示はできなくなります。セルフサービスのマントを担う、準備が整った熱意あ
る新しいサービス、Chatter の質問へ Chatter アンサーはトーチを渡します。
Service Cloud ユーザが Lightning for Outlook および Lightning for Gmail (ベータ) を使用可能
このリリースでは、Service Cloud ライセンスをお持ちのお客様に Lightning for Outlook および Lightning for Gmail
のサポートが拡張されました。
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Web-to-ケース: reCAPTCHA によるスパム送信者の阻止
Web-to-ケースフォームに reCAPTCHA を追加すれば、顧客が会社への問い合わせを
簡単に行える一方で、サービスエージェントがスパムボットに費やす時間が削
減されます。reCAPTCHA ウィジェットでは、顧客がケースを作成する前に、チェッ
クボックスをオンにする必要があります。スパムフィルタリングの有効化によ
り、カスタマーサービスエージェントはスパムケースではなく実際の顧客の問
題を解決することに集中できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方に適用されます。

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

関連トピック:
https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html
Salesforce ヘルプ: Web-to-ケース HTML コードの生成 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)
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顧客がメール-to-ケースでケースを送信したときのキューへのケースの自動割
り当て
顧客がメール-to-ケースを使用してケースを送信すると自動的にケースがサポー
トキューに割り当てられるため、サービスエージェントはすばやく優先順位を
付けて新しいケースに対応できます。メール-to-ケースのルーティングアドレス
を設定する場合、ケースを割り当てるキューを選択します。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ルーティングアドレスを使用してユーザまたはキューにケースを割り当てる場
合、[サポート設定] ページで指定されているデフォルトのケース所有者は、選択
したケース所有者で上書きされます。

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

以前は、キューへのケースの割り当ては、Outlook のルーティングアドレスでの
みサポートされており、メール-to-ケースのルーティングアドレスではサポートされていませんでした。
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関連トピック:
Salesforce ヘルプ: メール-to-ケースおよびオンデマンドメール-to-ケースのルーティングアドレスの設定 (リ
リースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
Salesforce ヘルプ: メール-to-ケースおよびオンデマンドメール-to-ケースのルーティングアドレス設定 (リリー
スプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

コールセンターアプリケーションの新しい名前
Service Cloud の今後の方向性に合わせて、コールセンターアプリケーションの名前が「サービス」に変更され
ました。このアプリケーションには、Salesforce Classic ではアプリケーションメニュー、Lightning Experience では
アプリケーションランチャーを使用してアクセスできます。
Lightning Experience:

Salesforce Classic:
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Chatter アンサーは Winter ’18 で廃止
Chatter アンサーの引退がいよいよ近づいてきました。差し迫った質問への回答を検索するお手伝いを長年誠実
に行ってきたサービスですが、Chatter アンサーは Winter ’18 をもって廃止になります。Salesforce で、Chatter アン
サーはサポートされなくなり、Chatter アンサーで既存の Chatter アンサーデータについての投稿、回答、コメン
ト、および表示はできなくなります。セルフサービスのマントを担う、準備が整った熱意ある新しいサービ
ス、Chatter の質問へ Chatter アンサーはトーチを渡します。
関連トピック:

ナレッジ記事: Chatter アンサーの廃止に関する FAQ

Service Cloud ユーザが Lightning for Outlook および Lightning for Gmail (ベータ) を
使用可能
このリリースでは、Service Cloud ライセンスをお持ちのお客様に Lightning for Outlook および Lightning for Gmail のサ
ポートが拡張されました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning for Outlook: Microsoft® Outlook® から Salesforce を操作するための営業担当の設定 (リリー
スプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Analytics: Lightning の機能強化、ワンストップデータマネージャ、
個人の Wave ホーム、新規グラフなど
レポートとダッシュボード、および Wave Analytics のインサイトで意思決定を促進します。Lightning Experience の
レポートとダッシュボードでは、レポートの登録、ダッシュボードの共有とフォロー、グラフの機能強化が行
われています。データマネージャでのワンストップショッピング、新しくカスタマイズされた Wave ホームペー
ジ、カスタムアプリケーションナビゲーション、新しいグラフの種類などで Wave をカスタマイズできます。
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このセクションの内容:
レポートおよびダッシュボード: データ操作の強化
レポートの登録、ダッシュボードの Chatter インテグレーションの向上、新しいじょうごグラフと散布図、
その他の機能強化により、Lightning Experience がさらに強化されました。
Wave Analytics: 個人のインサイトをより簡単に
Wave をカスタマイズできます。データからインサイトをすばやく取得するために必要な多くの機能が備わ
りました。データの準備は、データ統合に成功するためのレシピです。新しい Wave ホームには、固定表示
されたアプリケーションや通知で、カスタマイズされた分析が表示されます。アプリケーション内でカス
タムナビゲーションを作成し、プレゼンテーションモードでダッシュボードにアノテーションを付加しま
す。Wave アセットを作成するための多くの機能強化 (バブルチャート、ピボットテーブル、接続されたデー
タセットなど) と Wave のトレンドの新機能 (スケジュール設定など) を是非ご活用ください。

レポートおよびダッシュボード: データ操作の強化
レポートの登録、ダッシュボードの Chatter インテグレーションの向上、新しい
じょうごグラフと散布図、その他の機能強化により、Lightning Experience がさら
に強化されました。
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このセクションの内容:
Lightning Experience でのレポートへの登録
毎週月曜日の朝にオフィスに着いたときに確認しているレポートは、代わりに毎週月曜日の午前 8:00 にメー
ルで受信しましょう。レポートは 5 個まで登録が可能で、更新されたレポート結果を、設定した日、週、
または月単位のスケジュールどおりにメールで受信できます。Lightning Experience でのレポートの登録は、
Spring '17 リリースの 7 日以内に使用できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience での URL パラメータを介したレポートの絞り込み
検索条件に時間をかける必要はありません。URL パラメータを渡して Lightning Experience レポートの検索条
件値を設定できます。レポートへのリンクやレポートのブックマークを行うときに、URL に検索条件値パラ
メータを追加して、レポートが開くときに絞り込まれる方法をカスタマイズします。たとえば、商談レポー
トをブックマークし、新規ビジネス と 既存のビジネス のどちらが表示されるかを指定する検索条件値パラ
メータを追加します。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience での他のユーザとしてのダッシュボードの表示
たとえば、営業担当は各自の商談のみが表示可能であるものの、あなたは前四半期に成立したすべての商
談を確認する必要があるとします。ダッシュボードを作成すれば、そのダッシュボードをあなた (またはす
べての商談を表示できる誰か) の代わりに他のユーザが表示できるようにすることができます。営業担当が
ダッシュボードを開くと、各自の商談の代わりにすべての商談に関する情報が表示されます。営業担当の
Salesforce でのアクセス権は変更されません。営業担当はそのダッシュボードでのみ追加データを見ること
ができます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience でのダッシュボードグラフの Chatter への投稿による共有
Chatter でダッシュボードグラフの画像を共有して会話を開始しましょう。これは、Lightning Experience の新
機能です。
Lightning Experience でのダッシュボードコンポーネントの展開による大きな画像の表示
ダッシュボードコンポーネントをウィンドウで開くと、すべての詳細が表示されます。これは、Lightning
Experience の新機能です。
Lightning Experience でのダッシュボードのフォロー
定期的にダッシュボードを開いて変更を確認する代わりに、ダッシュボードをフォローして Chatter フィー
ドで更新を確認します。ダッシュボードでフィード追跡を有効にすると、ユーザはダッシュボードを開い
て [フォロー] をクリックすることでダッシュボードをフォローできます。これは、Lightning Experience の新
機能です。
Lightning Experience ダッシュボードビルダーでのフォルダ間のダッシュボードの移動
組織でレポートとダッシュボードの分析フォルダの拡張共有を使用している場合、フォルダ内に保存され
たレポートとダッシュボードに誰がアクセスできるかが制御されます (組織が Summer '13 Salesforce リリース
より後に作成された場合、すでに分析フォルダの拡張共有が有効になっています)。ダッシュボードをフォ
ルダ間で移動するには、Lightning Experience ダッシュボードビルダーで [プロパティ] メニューを開きます。
これは、Lightning Experience の新機能です。
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Lightning Experience ダッシュボードへのじょうごグラフと散布図の追加
じょうごグラフと散布図がダッシュボードコンポーネントエディタで使用できるようになりました。じょ
うごグラフを追加すると、フェーズごとの相対的な測定量が表示されます。たとえば、じょうごグラフは
商談がどのようにフェーズを移動するかを表示するのに適しています。散布図を追加すると、1 つまたは 2
つのグループのレポートデータと集計が表示されます。散布図は、大量のデータセットのトレンドを識別
するのに役立ちます。これは、Lightning Experience の新機能です。
外部オブジェクトレポートの制限の緩和
以前の制限がいくつか排除されました (これまでにこの制限に達していないことを願います)。この改善は、
外部オブジェクトリレーションが含まれるレポートや、Salesforce Connectの組織間アダプタを使用するレポー
トに影響します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードのその他の機能強化
このリリースの主要機能に加えて、レポートとダッシュボードにいくつかの軽微かつ重要な改善が行われ
ました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Lightning Experience でのレポートへの登録
毎週月曜日の朝にオフィスに着いたときに確認しているレポートは、代わりに
毎週月曜日の午前 8:00 にメールで受信しましょう。レポートは 5 個まで登録が可
能で、更新されたレポート結果を、設定した日、週、または月単位のスケジュー
ルどおりにメールで受信できます。Lightning Experience でのレポートの登録は、
Spring '17 リリースの 7 日以内に使用できます。これは、Lightning Experience の新機
能です。
レポートの登録を開始するには、レポートを開いて [登録] をクリックします。
レポートの受信タイミングを指定し、いつもどおりに仕事に取り掛かります。
レポートデータが必要なときに、そのデータは受信箱に届いています。
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関連トピック:
レポートとダッシュボード

Lightning Experience での URL パラメータを介したレポートの絞り込み
検索条件に時間をかける必要はありません。URL パラメータを渡して Lightning Experience レポートの検索条件値
を設定できます。レポートへのリンクやレポートのブックマークを行うときに、URL に検索条件値パラメータ
を追加して、レポートが開くときに絞り込まれる方法をカスタマイズします。たとえば、商談レポートをブッ
クマークし、新規ビジネス と 既存のビジネス のどちらが表示されるかを指定する検索条件値パラメータを追
加します。これは、Lightning Experience の新機能です。
ユーザは 1 日に何回も商談レポートを確認します。そして、レポートを開いた後には常に [新規ビジネス] また
は [既存のビジネス] を表示するように検索条件を編集します。(デフォルトでは [種別] 条件には、[新規ビジネ
ス] と [既存のビジネス] の両方が含まれています。)
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レポートを読み込み、検索条件を編集し、レポートを再読み込みする代わりに 2 つのブックマークを作成でき
ます。1 つは検索条件値パラメータに「新規ビジネス」を設定したのもので、もう 1 つは検索条件値パラメー
タに「既存のビジネス」を設定したのものです。商談レポートの URL を見てみましょう。
https://na1.salesforce.com/one/one.app#/sObject/00OR0000000PCHYMA4/view?t=1479844235107

URL を編集して [種別] 検索条件値を「新規ビジネス」に設定するように、パラメータ &fv0=New%20Business
を追加します。ブックマークされた完全な URL は次のようになります。
https://na1.salesforce.com/one/one.app#/sObject/00OR0000000PCHYMA4/view?t=1479844235107&fv0=New%20Business

パラメータの意味を詳しく見てみましょう。
• & — URL 内の新しいパラメータを示します。URL 内に他のパラメータが存在しない場合は、& ではなく ? を
使用します。
• fv0 — fv は「検索条件値」を表すパラメータの名前です。0 は検索条件がレポートに表示される順序です。
(最初の検索条件は 0、2 番目の検索条件は 1、3 番目の検索条件は 2、など。) 標準の検索条件は、すべての
レポートで最初の 3 つの検索条件として表示されますが、この順序にはカウントされず、URL パラメータを
使用して絞り込むことができません。レポートの 5 番目の検索条件の値を設定するには、fv4 を指定しま
す。ここでは、レポートの最初の項目検索条件である [種別] 検索条件で絞り込みます。
Lightning Experience のレポート実行ページに検索条件が表示される順序は、必ずしも検索条件がレポートに
表示される順序ではありません。実行ページでは、ロックされている検索条件はロックされていない検索
条件の下にリストされますが、すべてのロックされていない検索条件の下になるとは限りません。レポー
ト内の検索条件の順序を確認するには、レポートビルダーでの順序を参照します。また
は、/services/data/v39.0/analytics/reports/<レポート ID>/describe に対して GET コールを実
行し、JSON 応答内の順序を確認します。
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• =新規ビジネス — [種別] 検索条件値が「新規ビジネス」であることを指定します。
パラメータ値は URI エンコードする必要があります。つまり、特定の文字 (スペースなど) を URL が理解でき
る形式で記述する必要があります。たとえばスペース (「 」) を URI エンコードすると %20 になります。
検索条件値を使用した URL によって商談レポートに移動すると、検索条件が適用され、そのまま読める状態で
レポートが開きます。

URL を介して検索条件を設定する場合は、次の制限事項に注意してください。
• URL パラメータからの編集がサポートされているのは項目条件のみです。標準の検索条件 (ロール階層条件、
範囲条件、日付条件)、クロス条件、行制限条件はサポートされていません。標準の検索条件、クロス条
件、行制限条件は、検索条件をリストするときにカウントされません。fv0 は最初の項目条件です。
• グラフ検索条件はサポートされていません。
• 絞り込み演算子 (equals や greater than など) は URL パラメータを介して変更できません。
• URL パラメータを介して、絞り込まれる項目を変更することはできません。
• 検索条件値 URL パラメータを使用して新しい検索条件をレポートに追加することはできません。既存の検
索条件を変更することのみ可能です。
• 検索条件値 URL パラメータを使用してレポートから検索条件を削除することはできません。空白値を設定
すると、テキストまたは数値なしで絞り込まれますが、検索条件は削除されません。
関連トピック:
レポートとダッシュボード
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Lightning Experience での他のユーザとしてのダッシュボードの表示
たとえば、営業担当は各自の商談のみが表示可能であるものの、あなたは前四半期に成立したすべての商談を
確認する必要があるとします。ダッシュボードを作成すれば、そのダッシュボードをあなた (またはすべての
商談を表示できる誰か) の代わりに他のユーザが表示できるようにすることができます。営業担当がダッシュ
ボードを開くと、各自の商談の代わりにすべての商談に関する情報が表示されます。営業担当の Salesforce での
アクセス権は変更されません。営業担当はそのダッシュボードでのみ追加データを見ることができます。これ
は、Lightning Experience の新機能です。
どのユーザとしてダッシュボードを表示するかを指定するには、[編集] > [
]をクリックします。[プロパティ]
ウィンドウで、ダッシュボード閲覧者が次のどのユーザとしてダッシュボードを表示するかを選択します。
• 自分 — ダッシュボード閲覧者に、設定者のデータアクセス権に基づいたデータが表示されます。
たとえば、設定者がカナダの商談のみを参照できる場合、ダッシュボード閲覧者にはカナダの商談に関す
るデータのみが表示されます。
• 指定したユーザ — ダッシュボード閲覧者に、指定したユーザのデータアクセス権に基づいたデータが表示
されます。
たとえば、すべての国の商談を参照できるユーザを指定すると、ダッシュボード閲覧者にはすべての国の
商談に関するデータが表示されます。
• ログインしたユーザ — ダッシュボード閲覧者に、閲覧者自身のデータアクセス権に基づいたデータが表示
されます。
必要に応じて、[ダッシュボード閲覧者にこの変更を許可 (動的ダッシュボード)] を選択すると、適切なユーザ
権限を持つ閲覧者はどのユーザとしてダッシュボードを表示するかを選択できます。「私のチームのダッシュ
ボードの参照」ユーザ権限を持つ閲覧者は、自分自身として、またはロール階層内で自分より下位のユーザと
してダッシュボードを表示できます。「すべてのデータの参照」ユーザ権限を持つ閲覧者は、どのユーザとし
てもダッシュボードを表示することができます。

どのユーザとしてダッシュボードを表示できるかを指定すると、閲覧者はその人であるかのようにデータを参
照できることに注意してください。機密データを公開する閲覧者の範囲が広すぎないか確認してください。
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Lightning Experience では、Salesforce Classic で作成された動的ダッシュボードを編集、コピー、削除できるように
なりました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic の実行ユーザの選択
レポートとダッシュボード

Lightning Experience でのダッシュボードグラフの Chatter への投稿による共有
Chatter でダッシュボードグラフの画像を共有して会話を開始しましょう。これは、Lightning Experience の新機能
です。
ダッシュボードのフィード追跡を有効にすると、ユーザがダッシュボードグラフのスナップショットをダッ
シュボードのフィードに投稿できるようになります。[設定] の [レポートおよびダッシュボードの設定] ページ
で[ダッシュボードコンポーネントスナップショットを有効化]を選択すると、ユーザはグループフィードや自
分のChatterフィードにグラフを投稿できるようになります。フィード追跡を有効にしない場合、ユーザはグラ
フをダッシュボードのフィードに投稿でき、ダッシュボードにアクセス権のあるユーザのみがグラフを参照で
きます。個人またはグループのフィードにグラフを投稿することで、ダッシュボードへのアクセス権のない
ユーザがグラフを参照できるようになります。
グラフを共有した後に、自分の投稿にコメントして個人やグループにメンションします。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: フィード追跡
レポートとダッシュボード
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Lightning Experience でのダッシュボードコンポーネントの展開による大きな画
像の表示
ダッシュボードコンポーネントをウィンドウで開くと、すべての詳細が表示されます。これは、Lightning
Experience の新機能です。
[

] をクリックすると、コンポーネントの大きなバージョンが表示されます。

関連トピック:
レポートとダッシュボード

Lightning Experience でのダッシュボードのフォロー
定期的にダッシュボードを開いて変更を確認する代わりに、ダッシュボードをフォローして Chatter フィードで
更新を確認します。ダッシュボードでフィード追跡を有効にすると、ユーザはダッシュボードを開いて [フォ
ロー] をクリックすることでダッシュボードをフォローできます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience では、ユーザはダッシュボードコンポーネントをフォローできません。ユーザの Lightning
Experience フィードにはダッシュボードフィード活動 (投稿など) のみが表示されます。
ダッシュボードコンポーネントをフォローするには、ユーザはLightning Experienceでダッシュボードをフォロー
解除し、Salesforce Classic に切り替えてから、Salesforce Classic でダッシュボードをフォローします。フォローされ
ているダッシュボードコンポーネントがしきい値 (ゲージグラフのセグメント範囲間のブレークポイントなど)
を超えると、フォロワーのフィードにアラートが投稿されます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: フィード追跡
レポートとダッシュボード
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Lightning Experience ダッシュボードビルダーでのフォルダ間のダッシュボード
の移動
組織でレポートとダッシュボードの分析フォルダの拡張共有を使用している場合、フォルダ内に保存されたレ
ポートとダッシュボードに誰がアクセスできるかが制御されます (組織が Summer '13 Salesforce リリースより後に
作成された場合、すでに分析フォルダの拡張共有が有効になっています)。ダッシュボードをフォルダ間で移
動するには、Lightning Experience ダッシュボードビルダーで [プロパティ] メニューを開きます。これは、Lightning
Experience の新機能です。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: レポートとダッシュボードの拡張共有の有効化
レポートとダッシュボード

Lightning Experience ダッシュボードへのじょうごグラフと散布図の追加
じょうごグラフと散布図がダッシュボードコンポーネントエディタで使用できるようになりました。じょうご
グラフを追加すると、フェーズごとの相対的な測定量が表示されます。たとえば、じょうごグラフは商談がど
のようにフェーズを移動するかを表示するのに適しています。散布図を追加すると、1 つまたは 2 つのグルー
プのレポートデータと集計が表示されます。散布図は、大量のデータセットのトレンドを識別するのに役立ち
ます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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関連トピック:
レポートとダッシュボード

外部オブジェクトレポートの制限の緩和
以前の制限がいくつか排除されました (これまでにこの制限に達していないこと
を願います)。この改善は、外部オブジェクトリレーションが含まれるレポート
や、Salesforce Connect の組織間アダプタを使用するレポートに影響します。この
変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

エディション

参照関係、外部参照関係、および間接参照関係によって外部オブジェクトを参
照するレポートを実行する場合に、それらのリレーション項目の空の値が返さ
れなくなりました。以前は、外部オブジェクトのリレーション項目が Salesforce
ID または親オブジェクトの名前項目でない場合に、レポートで空の値が返され
ていました。

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

使用可能なエディション:
Developer Edition

Salesforce Connect の組織間アダプタを使用する場合に URL が 2 KB を超えてもレポー
トコールアウトが失敗しなくなりました。大きなコールアウトでは、各 URL が 2
KB 未満になるように複数の HTTP コールに分割されます。他の Salesforce Connect アダプタのレポートコールアウ
トはすでにこのように動作しています。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect — すべてのアダプタのレポートに関する考慮事項
Salesforce ヘルプ: 外部オブジェクトリレーション
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Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードのその他の機能強化
このリリースの主要機能に加えて、レポートとダッシュボードにいくつかの軽微かつ重要な改善が行われまし
た。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ダッシュボードコンポーネントのグラフとテーブルでの最大 200 件のグルーピングの表示
ダッシュボードコンポーネントのグラフとテーブルに、以前の 2 倍のグルーピングが表示できるようにな
りました。以前はコンポーネントあたり 100 件のグルーピングを表示できましたが、今回のリリースでは
最大 200 件のグルーピングを表示できるようになりました。
ダッシュボードコンポーネントのグラフとテーブルでのデータの並び替え
データを表示ラベルまたは値の昇順または降順で並び替えます。
Lightning Experience ダッシュボードビルダーでの動的ダッシュボードの編集、コピー、削除
Lightning Experience で、Salesforce Classic で作成された動的ダッシュボードを編集、コピー、削除できるように
なりました。
Lightning Experience ダッシュボード検索条件の保持
以前は、ダッシュボードの検索条件を設定してからダッシュボードを閉じると、次にダッシュボードを開
いたときに、条件が適用されない状態で開いていました。今回のリリースでは、ダッシュボードの検索条
件を設定してからダッシュボードを閉じると、次にダッシュボードを開いたときに、条件が適用された状
態で開くようになりました。
Lightning Experience ダッシュボードビルダーのプロパティメニューからのダッシュボードの説明の編集
ダッシュボードの説明を編集するには、ダッシュボードを編集してから[
ニューを開きます。

]をクリックしてプロパティメ

折れ線グラフを含む複合グラフの表示
以前は、複合グラフに折れ線グラフが含まれている場合、Salesforce Classic と Lightning Experience の間に表示の
違いがありました。Lightning Experience では、次のようになっていました。
• 積み上げ縦棒グラフと折れ線グラフの両方から成る組み合わせグラフには、積み上げ縦棒グラフのみが
表示され、折れ線グラフは描画されませんでした。
• 2 つのグルーピングと 1 つの折れ線グラフがある組み合わせグラフは、Lightning Experience の表示が Salesforce
Classic とは異なっていました。Lightning Experience では、折れ線グラフに両方のグルーピングが描画され
ていました。Salesforce Classic では、折れ線グラフに 1 つのグルーピング (最初のグルーピング) が描画され
ていました。
• 2 つのグルーピング、2 つの基準、1 つの折れ線グラフがある組み合わせ縦棒グラフは、Lightning Experience
では棒グラフとして表示されていました。この棒グラフには 2 つのグルーピングが表示されていました
が、折れ線グラフによって描画される基準は表示されませんでした。
今回のリリースでは、折れ線グラフを含む複合グラフは、Lightning Experience でも Salesforce Classic とまったく
同じように表示されるようになりました。
複合グラフをダッシュボードに追加するか、複合グラフを編集するには、Salesforce Classicに切り替えます。
ゲージグラフに表示される情報の増加
再設計によってゲージグラフ上のマーカーに値が追加され、ゲージグラフが読みやすくなりました。ゲー
ジ区分にマウスポインタを置くと、詳しい情報が表示されます。以前は、ゲージグラフでは区分のしきい
値にのみ値が含まれ、区分にマウスポインタを置いても追加情報は表示されませんでした。
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関連トピック:
レポートとダッシュボード

Wave Analytics: 個人のインサイトをより簡単に
Wave をカスタマイズできます。データからインサイトをすばやく取得するため
に必要な多くの機能が備わりました。データの準備は、データ統合に成功する
ためのレシピです。新しい Wave ホームには、固定表示されたアプリケーション
や通知で、カスタマイズされた分析が表示されます。アプリケーション内でカ
スタムナビゲーションを作成し、プレゼンテーションモードでダッシュボード
にアノテーションを付加します。Wave アセットを作成するための多くの機能強
化 (バブルチャート、ピボットテーブル、接続されたデータセットなど) と Wave
のトレンドの新機能 (スケジュール設定など) を是非ご活用ください。

エディション
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。
Developer Edition でも使用
可能。

このセクションの内容:
Wave: Wave へのデータの取り込み
データマネージャの複製およびレシピを使用して、お好みの方法で Wave にデータを取り込みます。拡張メ
タデータの最新バージョンの完全なサポートと、基準に関する適切な null 処理を活用します。
Wave: Wave を全面的に拡張
独自の分析ホームページでアプリケーションを固定表示し、通知を追跡することで、Wave 操作をカスタマ
イズします。Wave アプリケーションのカスタムナビゲーションパスを作成し、その設計どおりにチームが
Wave アプリケーションを操作できるようにします。プレゼンテーションモード時のダッシュボードにアノ
テーションを追加し、通知を設定します。
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Wave: 探索と視覚化
ナビゲーションとユーザエクスぺリエンスが向上し、新しい機能、検索条件、およびグラフの種類が追加
されたことで、データをより簡単に探索できます。
Wave: 設計と作成
接続したデータセット、より強力な検索条件、一括アクション、ピボットテーブルのサポートを使用して、
Wave デザイナでダッシュボードをより効率的に作成します。
Wave: トレンドデータ
トレンド分析ダッシュボードの更新をスケジュールし、データストレージへの影響を制御します。
Wave: 事前作成済み Wave アプリケーションによる加速化
Wave アプリケーションの継続的な強化によって分析がますます高速かつ容易になっています。たとえば、
スマート設定ウィザードでは、アプリケーション作成の信頼性が向上します。また、Wave テンプレート
(ベータ) では、ユーザが独自のアプリケーションをパッケージ化して配布できます。
Wave: Wave モバイルを持って外出
最新バージョンの iOS または Android アプリケーションと Wave を携えて出かけましょう。
Wave: プラットフォームでの開発
Wave プラットフォームが追加の REST API サポート、新しい SAQL 関数、Wave テンプレートによってさらに強
化されました。

Wave: Wave へのデータの取り込み
データマネージャの複製およびレシピを使用して、お好みの方法で Wave にデータを取り込みます。拡張メタ
データの最新バージョンの完全なサポートと、基準に関する適切な null 処理を活用します。
このセクションの内容:
データマネージャでの監視、複製、準備
データセットに関するすべてのニーズを一元管理できる場所がすべての組織の Wave Analytics で利用できる
ようになりました。さらに、この場所がデータ監視にとっての永住の地になります。すべてのジョブとデー
タフローの監視、複製の表示と編集、レシピを使用したデータの準備を すべて 1 つの場所で実行できるの
です。
レシピを使用したデータセットの準備 (正式リリース)
Wave Analytics でのデータの準備がより一層簡単になりました。データセットレシピが正式リリースされ、
多くの新機能と共に提供されます。既存のデータセットまたは複製内のデータを取得して項目のクリーン
アップや削除を行ったり、他のデータセットや複製から項目を追加したりします。また、行の絞り込み、
計算項目とバケット項目の追加、レシピステップのインライン編集ができるようになりました。レシピを
実行すると、必要なデータのみが含まれる新しいデータセットを取得できます。そう、JSON はいらないの
です!
null 基準の処理による適切な結果の取得
Wave では基準の null 値をゼロに置き換えるのではなく、その null 値をサポートするようになりました。こ
れは計算済みのすべての平均値と最小値にとって朗報です。この機能の詳細と、この機能を有効にする前
に考慮する必要がある事項について説明します。
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データセット編集ページの拡張メタデータファイルによる XMD 2.0 の使用
データセット編集ページで追加された拡張メタデータ (XMD) ファイルが XMD 1.1 の代わりに XMD 2.0 構文を使
用するようになり、個々の XMD ファイルが 5 MB に制限されるようになりました。これが既存の XMD ファイ
ルにどのように影響するか、アップロードする新しいファイルに関して何を実行する必要があるかについ
て説明します。

データマネージャでの監視、複製、準備
データセットに関するすべてのニーズを一元管理できる場所がすべての組織の Wave Analytics で利用できるよう
になりました。さらに、この場所がデータ監視にとっての永住の地になります。すべてのジョブとデータフ
ローの監視、複製の表示と編集、レシピを使用したデータの準備を すべて 1 つの場所で実行できるのです。
データマネージャは Winter '17 リリースで導入されましたが、使用できるのは複製を有効にするか、データの
準備 (ベータ機能) を使用する場合に限られていました。これがすべての組織で利用できるようになりました。
ギアアイコンから Wave のデータマネージャを開きます。データ監視がこのメニューからなくなったことがわ
かります。これは、データ監視がデータマネージャの必須要素の 1 つになったためです。

[監視] タブを開きます。これがデータマネージャにアクセスする理由の大半を占めると思われます。ここで、
データ監視で行っていたようにすべてのジョブとデータフローの追跡および管理ができます。

複製専用の領域 (新しい [取り込む] タブ) が新たに用意されました。Wave で複製を有効にしている場合、ここで
設定の表示と更新を行って複製のスケジュールを設定し、実行します。

260

Salesforce Spring '17 リリースノート

Wave Analytics: 個人のインサイトをより簡単に

[準備する] タブでデータセットレシピの作成と管理を行います。ここでは、準備で利用できるすべてのデータ
セットに簡単にアクセスできます。

レシピを使用したデータセットの準備 (正式リリース)
Wave Analytics でのデータの準備がより一層簡単になりました。データセットレシピが正式リリースされ、多く
の新機能と共に提供されます。既存のデータセットまたは複製内のデータを取得して項目のクリーンアップや
削除を行ったり、他のデータセットや複製から項目を追加したりします。また、行の絞り込み、計算項目とバ
ケット項目の追加、レシピステップのインライン編集ができるようになりました。レシピを実行すると、必要
なデータのみが含まれる新しいデータセットを取得できます。そう、JSON はいらないのです!
レシピを使用したデータの準備は Winter '17 リリースのベータ機能として導入されましたが、これが正式にリ
リースされ、Wave ではすでに有効になっています。

データセットレシピとは?
データセットレシピは、一連の保存済みの変換仕様 (ステップ) であり、特定のソースデータセットまたは複製
に対して実行されます。レシピを実行すると変換仕様が適用され、結果が新しい対象データセットに出力され
ます。レシピを定期的に実行するようスケジュールすることで、対象データセットを最新の状態に維持できま
す。
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レシピを使用して、さまざまなソースからデータを組み合わせて項目の値を変更し、作成する新しいデータ
セットの一貫性を保持します。探索またはダッシュボードの作成を目的として、またはデータフローや他のレ
シピ内で、新しいデータセットをスタンドアロンデータセットとして使用できます。

データセットレシピの作成
レシピの作成、実行、スケジュール、管理をすべて 1 つの場所 (データマネージャ) で実行できます。

データマネージャの [準備する] タブに移動すると、既存のレシピとデータセットにアクセスできます。

データマネージャで任意のデータセットまたは複製に移動してそのレシピを作成するか、[レシピを作成]をク
リックしてソースデータを選択してレシピの作成を開始します。すべてのデータ準備作業を 1 つのデータセッ
トレシピページで行います。つまり、必要なすべてのツールが手元にあります。

262

Salesforce Spring '17 リリースノート

Wave Analytics: 個人のインサイトをより簡単に

レシピのプレビュー (1) では、データの準備に応じてデータのリアルタイムプレビューが提供されます。項目
や行が多すぎる場合は、プレビューの上にある
をクリックして、表示内容を変更します。データに関す
る作業を行うと、変更内容がレシピステップとして左ペイン (2) に表示されます。項目が見つからない場合は、
右ペイン (3) の項目ナビゲータを使用して検索します。不要な項目をプレビューで見つけた場合は、
リックして非表示にします。ページの上部にある
に切り替えることができます。

をク

ボタンを使用して、項目ナビゲータをオンまたはオフ

メモ: レシピのプレビューには、最大で 100 項目表示されます。プレビューを変更するか、項目を非表示
にして、準備する項目のみ表示してください。後でデータセットを作成するときに、新しいデータセッ
トで必要なすべての項目を選択できます。

データの準備
データの準備で使用するすべてのツールがレシピページの上部に表示されます。

US Leads というデータセットがあり、マーケティングダッシュボードでそのデータセットを使用する準備をし
ているとします。実行できる内容を次に示します。
ルックアップデータセットまたは複製から項目を追加します。マージキー項目を使用してレシピ
内の行をルックアップ内の行と一致させることで、レシピに取り込むルックアップ項目を選択し
ます。
たとえば、郵便番号をマージキーとして使用して、geodata データセットを leads データセットに結
合します。
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次に、地理データ項目を選択します。

メモ: 最大 10 個のデータセットまたは複製から項目を追加できます。ルックアップデータ
セットのプレビューには、最大で 100 項目表示できます。プレビューを変更するか、項目を
非表示にして、必要な項目のみ表示するようにしてください。後でデータセットを作成す
るときに、新しいデータセットで必要なすべての参照項目を選択できます。
レシピの行を絞り込みます。
たとえば、私書箱の郵便番号を持つリードを除外します。

指定したディメンション項目または基準項目から項目をバケット値に追加します。
たとえば、世帯の人数に応じてリードを分類するための項目を追加します。
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算術演算子と算術関数を使用してレシピ内の基準から新しい値を計算するための数式項目を追加
します。
たとえば、各リードの世帯サイズを全国平均と比較する方法を計算します。

指定したディメンション項目の値を変換します。大文字小文字の変更、区切り文字を使用した値
の分割、値の切り捨て、新しい値への置き換えを実行できます。
たとえば、マーケティングで使用する値と一致するようにカテゴリ値を変更します。

変更の操作
データを準備するにつれ、各変更内容がレシピステップとして左側に表示されます。1 回目でうまくできなく
ても心配はいりません。各ステップに再度移動して変更することができます。
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[移動] を選択すると、各ステップを [編集] を選択すると、変更を加える
前後に移動して各ステップのデー ことができます。数式項目と変換
タを表示できます。
仕様をインラインで変更します。

メモ: レシピには、最大 100 個のレシピステップを含めることができます。

データセットの作成
レシピはいつでも保存でき、後で戻ることもできます。レシピが完了したら、[データセットを作成]をクリッ
クします。
メモ: 1 回のレシピの実行は、1 日あたり 24 回のデータフロー実行の制限にカウントされます。たとえば、
Sales Wave アプリケーション、ユーザデータフロー、および 2 つのレシピを使用している組織には 4 つの
個別のデータフローがあります。それぞれのデータフローを 6 時間ごとに実行するようにスケジュールす
ると、1 日の制限に達します。レシピをスケジュールするときはこの制限を考慮してください。

null 基準の処理による適切な結果の取得
Wave では基準の null 値をゼロに置き換えるのではなく、その null 値をサポートするようになりました。これは
計算済みのすべての平均値と最小値にとって朗報です。この機能の詳細と、この機能を有効にする前に考慮す
る必要がある事項について説明します。

null 基準の処理が重要な理由
たとえばデータフローまたは CSV アップロードを使用してデータセットを作成または更新する場合、データ内
の空白の基準値を具体的な値で置き換える必要があります。Wave では、データフローまたは CSV メタデータ
ファイルに指定されたデフォルト値を使用して、空白値を置き換えます。これまで、このデフォルトは数値
(通常は 0) である必要があり、デフォルト値が設定されていない場合、Wave では 0 を使用していました。
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ただし、空白値をゼロで置き換えることは、いくつかの理由で問題となる可能性がありました。次の顧客満足
度のスコアの例を考えてみましょう。この中には回答なしの顧客も含まれます。
ソースデータ

空白の代わりのゼロを含むデータセット

ソースデータでは平均や最小などの計算済みの値が正確ですが、データセットの作成時に空白値をゼロで置き
換えると、これらの計算結果が誤った数値になります。これは、計算にゼロが含まれているためです。
null 基準の処理を有効にすると、データフローおよび CSV メタデータファイルで特別な「null」値を使用してデ
フォルトを指定できます。デフォルト値を指定しない場合、Wave は空白を null 値で置き換えます。null 基準を
使用して顧客の CSAT データセットを作成すれば、平均および最小の計算が正確に行われます。
ソースデータ

空白の代わりの null を含むデータセット

null 基準の処理の有効化
null 基準の処理は、Spring '17 リリース以降に作成した組織で有効になります。これを無効にすることはできま
せん。
既存の組織で null 基準の処理を有効にする場合、追加の手順を実行してアップグレードが円滑に進むようにす
る必要があります。この機能を有効にするよう選択すると、無効にできません。このため、まず Salesforce カス
タマーサポートに連絡して組織を評価してください。
既存の組織では追加の手順が必要です。null 基準の処理を有効にしても、空白値から置き換えられたゼロを遡っ
て null に変更できないためです。この動作によって作成されたデータセットには、ソースデータから明示的に
取得されたゼロ、空白値を置き換えたゼロ、および null 値が入り混じっている可能性があります。このような
データセットの集計計算は依然として正確ではありません。
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null 基準の処理を有効にする前に、段階的に抽出した商談データの例を見てみましょう。この場合も集計計算
は正確ではありません。
ソースデータ

空白の代わりのゼロを含むデータセット、Null 基準の
処理はオフ

現在、null 基準の処理を有効にして増分抽出を実行したときに、増分抽出に空白の金額を持つ新規商談が含ま
れる場合、その空白は null で置き換えられます。ただし、集計計算は依然として正確ではありません。置き換
えられたゼロと null が混在するためです。
ソースデータ

空白の代わりのゼロと null を含むデータセット、Null
基準の処理はオン

以上の理由から、null 基準の処理を有効にした後に次の手順を実行することが重要です。
1. 基準項目の defaultValue 属性で、0 の代わりに null を使用するように既存のデータフロー定義ファイル
を更新します。
2. 基準項目の defaultValue の null を使用して、長期間使用されているデータセットの新しいインスタンス
を作成し、それをデータフローのソースとして使用します。通常、長期間使用されているデータセットは
参照データセットであり、データフローによって更新されず、他のデータセットのデータを増強するため
に使用されます。たとえば、geolocation データセットを使用して、郵便番号に基づいてリード情報を増強で
きます。
3. 段階的に構築したデータセットのソースデータが利用できなくなった場合、カスタムデータフローを使用
して、0 値を null に手動で変換します。段階的に構築したデータセットとは、ログのように、行を付加しな
がら時間をかけて作成されたデータセットです。
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さらに、computeRelative 変換を使用して、データフローに delta 変換を再実装します。null 基準の処理を
有効にしている場合は delta 変換がサポートされず、delta 変換を含むデータフローは失敗します。
重要: null 基準の処理を有効にすることを検討している場合は、「null 基準の処理の有効化」を読んで手順
の詳細を確認してください。
null 基準の処理を利用できるようになった組織は、[設定] から有効にできます。[クイック検索] ボックスに
「Wave Analytics」 と入力して、[設定] をクリックします。[Wave Analytics での null 基準の処理を有効化] を
選択して、[保存] をクリックします。

null 基準の処理によるデータフロー変換の動作の変化
null 基準の処理を有効にしても、既存のデータフローと CSV アップロードは引き続き正常に機能します。ただ
し、次のように動作が変わることを考慮する必要があります。
append

Wave はデータセットに異なる基準項目を付加できます。たとえば、あるデータセットに [金
額] 項目があり、2 番目のデータセットにはその項目が存在しない場合、付加後に作成され
た新しいデータセットでは、2 番目のデータセットから作成された行の [金額] 項目に null が
含まれます。基準項目が異なる場合、null 基準を処理せずにデータセットを付加することは
できません。

augment

左のデータセットのキーが null であるか右のデータセットと一致しない場合、Wave は右の
データセットから列を付加し、ディメンションと基準に null を挿入します。null 基準の処理
がない場合、Wave は基準にゼロを挿入します。

computeExpression 計算項目の defaultValue 属性は null の値を受け入れます。次に例を示します。
"SAQLNode": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {
"source": "extractOpp",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [
{
"name": "Amount2",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "null",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount+Amount"
}

computeRelative

計算項目の defaultValue 属性は null の値を受け入れます。previous() または next()
に値がないなど、値を計算できない場合、このデフォルトが使用されます。次に例を示し
ます。
"computeTrending": {
"action": "computeRelative",
"parameters": {
"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [
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{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"
}
],
"computedFields": [
{
"name": "AmountPrev",
"defaultValue" : "null",
"expression": {
"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "null"
}
}

delta

null 基準の処理を有効にしている場合はこの変換がサポートされず、delta 変換を含むデータ
フローは失敗します。computeRelative 変換を使用して、データフローに delta 変換を再
実装してください (「null 基準の処理の有効化」を参照)。

dim2mea

measureDefault パラメータは null の値を受け入れます。Wave はディメンションを有効な

数値に変換できない場合にこの値を使用します。デフォルトを指定しない場合、Wave は null
の値を使用します。次に例を示します。
"Create_Measure_From_Dimension": {
"action": "dim2mea",
"parameters": {
"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "null",
"source": "Extract_Opportunities"
}
}

sfdcDigest

項目の defaultValue 属性は null の値を受け入れます。デフォルトを指定しない場合、Wave
は null の値を使用します。次に例を示します。
Sample Sfdc-digest :{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{
"name": "Amount",
"defaultValue": "null",
"precision":18
"scale":2
}

Update

Wave は null 以外の値を null で更新できます。
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データセット編集ページの拡張メタデータファイルによる XMD 2.0 の使用
データセット編集ページで追加された拡張メタデータ (XMD) ファイルが XMD 1.1 の代わりに XMD 2.0 構文を使用
するようになり、個々の XMD ファイルが 5 MB に制限されるようになりました。これが既存の XMD ファイルに
どのように影響するか、アップロードする新しいファイルに関して何を実行する必要があるかについて説明し
ます。
XMD 2.0 は XMD 1.1 と同じパラメータを使用しますが、その構造は異なり、各項目にパラメータのブロックが含
まれます。また、この一部のパラメータの名前が変わり、新しいパラメータが導入されています。
Wave は、データセット編集ページで追加された既存の XMD ファイルを新しい構文に変換します。Wave がファ
イルを変換できない場合、データセット編集ページを開いたときにエラーメッセージが表示されます。
新しい XMD ファイルをアップロードするたびに Wave は構文とファイルサイズを検証し、いずれかが無効な場
合はエラーを返します。
データセット編集ページで既存の XMD ファイルを確認することをお勧めします。エラーのある XMD ファイル
が表示された場合、次の手順を実行して、ファイルで正しい構文が使用されていることを確認します。
1. データセット編集ページからファイルをダウンロードし、バックアップ用にコピーを作成します。
2. ファイル構文を XMD 2.0 に変換します。
3. 変換したファイルをデータセット編集ページにアップロードして、エラーがないかどうか確認します。
この手順についての詳細は、「データセットの拡張メタデータの更新」を参照してください。

Wave: Wave を全面的に拡張
独自の分析ホームページでアプリケーションを固定表示し、通知を追跡することで、Wave 操作をカスタマイ
ズします。Wave アプリケーションのカスタムナビゲーションパスを作成し、その設計どおりにチームが Wave
アプリケーションを操作できるようにします。プレゼンテーションモード時のダッシュボードにアノテーショ
ンを追加し、通知を設定します。
このセクションの内容:
個人の分析ホームページのカスタマイズ
個人の分析ホームへようこそ! この新しいホームページでは、自分に関係のある分析にスポットライトを直
接当てることができます。最も頻繁に使用するアプリケーションを固定表示し、設定した通知の進行状況
を追跡します。
顧客のための対話型 Wave アプリケーションの作成
Wave アプリケーションが Wave を実行する場所になりました。各アプリケーション内でカスタムナビゲー
ションを生成し、適切なダッシュボードを適切なユーザに公開します。
アノテーションと通知を使用したプレゼンテーション時の生産性の向上
新しい Wave アプリケーションのプレゼンテーションで Wave の対話型コラボレーション機能が提供されま
す。
Wave タブを使用した Wave の Salesforce へのシームレスな統合
Salesforce 内のタブから個人の分析ホームへのアクセスと Wave アプリケーションの実行ができるようになり
ました。
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Web ページまたは Web ベースアプリケーションへの Wave の埋め込み
新しい Wave Analytics ホワイトリストで、信頼済みサイトを指定することで、Salesforce サーバの外側にある
Web サイトとアプリケーションに埋め込み Wave ダッシュボードを含めることができます。

個人の分析ホームページのカスタマイズ
個人の分析ホームへようこそ! この新しいホームページでは、自分に関係のある分析にスポットライトを直接
当てることができます。最も頻繁に使用するアプリケーションを固定表示し、設定した通知の進行状況を追跡
します。

新しい [Wave Analytics] タブを初めてクリックしたときに、お気に入りの Wave アプリケーションを固定表示する
ように求められます。[アプリケーションを固定]をクリックし、定期的にアクセスするアプリケーションを選
択します。固定した順番でアプリケーションが Wave Analytics ホームに表示されます。
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ホームページの下部で、設定した通知の進行状況を追跡します。通知はダッシュボードの数値ウィジェットに
作成されます。有効なすべての通知が分析ホームページに表示されます。
Wave の以前のバージョンで使い慣れた整理されたアセットリストを表示するには、[すべてを参照]をクリック
します。

顧客のための対話型 Wave アプリケーションの作成
Wave アプリケーションが Wave を実行する場所になりました。各アプリケーション内でカスタムナビゲーショ
ンを生成し、適切なダッシュボードを適切なユーザに公開します。
アプリケーションをクリックするとアプリケーションがプレゼンテーションモードで開き、最初のダッシュ
ボードがナビゲーションリストに表示されます。アプリケーションのコンテンツを表示するには、メニューか
ら [アプリケーションを参照] を選択します。

ナビゲーションパネルを開くには、ナビゲーションアイコン (
) をクリックします。利用可能なダッシュ
ボードのリストがパネルに表示されます。ダッシュボードをクリックして開始します。
アプリケーションの管理者である場合は、[整理] をクリックしてアプリケーションを設定します。ダッシュ
ボードを上下にスライドしてプレゼンテーション順序を変更できます。また、ダッシュボード名をクリックし
て非表示または表示を切り替えることができます。
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プラス記号をクリックすると、ダッシュボードがアプリケーションの参照ビューから追加されます。[保存]を
クリックするとアプリケーションのナビゲーションが保持され、アプリケーションが顧客と共有されます。

アノテーションと通知を使用したプレゼンテーション時の生産性の向上
新しい Wave アプリケーションのプレゼンテーションで Wave の対話型コラボレーション機能が提供されます。

ダッシュボードデザイナの共有、ダウンロード、アクセスができるほか、通知の設定や、アノテーションが付
加されたダッシュボードのフィードでのコラボレーションができます。さらに、非表示のドロップダウンコン
トロールがプレゼンテーションで使用されなくなりました。コントロールとナビゲーションは常に使用できま
す。

Wave タブを使用した Wave の Salesforce へのシームレスな統合
Salesforce 内のタブから個人の分析ホームへのアクセスと Wave アプリケーションの実行ができるようになりま
した。
新しい Wave 対応の組織では [分析] タブを使用できます。
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既存の組織では、新しいタブの場合と同様に [分析] タブを設定します。

[分析] タブ内の Wave には次の Wave 機能を含めることができます。
• アノテーション、通知、全画面プレゼンテーション
• 共有およびダウンロードオプション
• 他の Wave アセットへのリンク
• レコードアクションメニュー
• ネイティブ Wave へのリンク (Wave ユーザはこれを使用できますがコミュニティユーザは使用できません)
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Web ページまたは Web ベースアプリケーションへの Wave の埋め込み
新しい Wave Analytics ホワイトリストで、信頼済みサイトを指定することで、Salesforce サーバの外側にある Web
サイトとアプリケーションに埋め込み Wave ダッシュボードを含めることができます。
まず、Visualforce 埋め込み、Lightning アプリケーションビルダー、または Lightning Out を使用して、Wave ダッシュ
ボードコンポーネントをサイトに追加します。次のコードサンプルは、Lightning Out を使用して Wave ダッシュ
ボードコンポーネントを追加する方法を示しています。
$Lightning.use("wave:waveApp", function() {
$Lightning.createComponent("wave:waveDashboard", {
dashboardId: "0FKxx00000006bOGAQ"
}, "app");
}, url, accessToken)

次に、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用して、ホワイトリストを設定します。[設定] から、[クイッ
ク検索] ボックスに「ホワイトリスト」と入力し、Wave Analytics で [ホワイトリスト] を選択します。

[新規] をクリックし、サイトの情報を入力します。
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埋め込み Wave のホワイトリストにはデフォルトで次のドメインが含まれます。
• *.salesforce.com:*
• *.force.com:*
• 組織のカスタムドメイン

Wave: 探索と視覚化
ナビゲーションとユーザエクスぺリエンスが向上し、新しい機能、検索条件、およびグラフの種類が追加され
たことで、データをより簡単に探索できます。
このセクションの内容:
拡張された比較テーブルナビゲーション
クリックやキーストロークを使用して、新しい列の作成や既存の列間の移動をすばやく簡単に行います。
ピボットテーブルと値テーブルの改善
値テーブルおよびピボットテーブルで値をセルから直接コピーできるようになりました。また、値テーブ
ルでは列ベースの並び替えもサポートされ、集計行も含まれます。
新しい検索条件と関数の探索
2 つの新しい検索条件を使用して、範囲ベースの基準に null を含めたり除外したりできます。また、まった
く新しい SAQL 関数グループが加わったことで、集計のオプションが広がりました。
新しい Wave グラフによる視野の拡大
レーダー、ツリー、バブルを使用してビジネスを視覚化します。これらの新しいグラフが他の新しい種類
(マトリックス、複数総計値のタイムライングラフなど) と共にユーザのオプションに追加され、ユーザは
あらゆる種類のデータを視覚化できるようになります。
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拡張された Wave グラフ
予測線からスケーリングされた軸、null 値を適切に処理するためのカスタマイズ可能なラベルサイズまで、
Wave グラフの使いやすさと柔軟性の境界線が引き続き広がっています。

拡張された比較テーブルナビゲーション
クリックやキーストロークを使用して、新しい列の作成や既存の列間の移動をすばやく簡単に行います。
矢印ボタンまたはキーボードの左右矢印キーを使用して列エディタ内で列を移動できます。

右端の列に達すると、右矢印ボタンが列追加ボタンになります。列追加ボタンをクリックするか、キーボード
の Enter キーを使用して、新しい数式列を追加することができます。
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新しい列追加メニューを使用して、比較テーブルから列を直接追加することもできます。

[数式列を追加] を選択すると、列が追加されて列エディタが開きます。
新しい [閉じる] ボタンを使用すると、列の変更が適用されずに列エディタが終了します。

ピボットテーブルと値テーブルの改善
値テーブルおよびピボットテーブルで値をセルから直接コピーできるようになりました。また、値テーブルで
は列ベースの並び替えもサポートされ、集計行も含まれます。
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新しい検索条件と関数の探索
2 つの新しい検索条件を使用して、範囲ベースの基準に null を含めたり除外したりできます。また、まったく
新しい SAQL 関数グループが加わったことで、集計のオプションが広がりました。
2 つの新しい検索条件を使用して、範囲ベースの基準に null を含めたり除外したりできます。[ヌル] を使用す
ると、指定した範囲ですべての null が返されます。[ヌルでない] を使用すると、指定した範囲で結果からすべ
ての null が除外されます。
次の新しい SAQL 集計関数を使用すると、さまざまな方法で基準を集計できます。[first()]、[last()]、[median()]、
[stddev()] (標準偏差)、[stddevp()] (母標準偏差)、[var()] (分散)、[varp()] (母分散)。

さらに、Wave ダッシュボードデザイナのクエリビルダーを使用してステップを作成すると、より広くなった
新バージョンによってグラフやテーブルが見やすくなります。

新しい Wave グラフによる視野の拡大
レーダー、ツリー、バブルを使用してビジネスを視覚化します。これらの新しいグラフが他の新しい種類 (マ
トリックス、複数総計値のタイムライングラフなど) と共にユーザのオプションに追加され、ユーザはあらゆ
る種類のデータを視覚化できるようになります。
レーダーグラフを使用して、1 つのディメンションと少なくとも 3 つの測定値列を持つ小さなデータセットを
表示します。たとえば、署名された契約数、合計契約額、および平均契約額について年の四半期の数字を比較
します。
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ツリーマップを使用して定量的な階層データを視覚化します。包含する長方形は色でリレーションを示し、
「葉」の長方形は面積で量を表します。たとえば、各都道府県の市区郡別に商談数を表示できます。

マップグラフと同様に、バブルマップはビジュアルキューを使用して、指定された地理的領域に基準値を示し
ます。たとえば、各都道府県の相対的な商談数を表示できます。
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マトリックスグラフ (Wave ダッシュボードデザイナの新機能) を使用して基準を視覚的に表現するテーブルを
作成すると、極値をすばやく見つけることができます。たとえば、最も多くの商談を生み出している商品ファ
ミリを表示します。

複数総計値のタイムライングラフを使用すると、時間と共に推移する複数の基準を 1 つの視覚化で同時に比較
できます。たとえば、毎月の完了した商談数を合計契約額と共に表示することができます。
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拡張された Wave グラフ
予測線からスケーリングされた軸、null 値を適切に処理するためのカスタマイズ可能なラベルサイズまで、Wave
グラフの使いやすさと柔軟性の境界線が引き続き広がっています。
あなたのデータが未来を見据えていることを納得させる必要がありますか? 予測線をタイムライングラフに追
加するだけです。日付を設定すると、既存のデータの使用はその日付までとなり、その後は予測データを使用
してグラフが描画されます。

将来については、基準線を使用してフラットゲージ上に目標を設定できるようになりました。
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カスタムラベルの間隔や縦軸の対数スタイルのスケールによって、グラフがさらに読みやすくなります。完成
したグラフは最初は少し読みにくいかもしれません。

しかし、対数に似たスケーリングによって抜群に読みやすくなります。
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凡例のサイズメニューを使用して、グラフの凡例テキストのサイズを制御して読みやすくしたり、凡例テキス
トをグラフの邪魔にならない場所に配置したりします。
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他の改善点として、スクリーンリーダーでグラフ内のすべてのデータポイントを読み取ることができるように
なり、null がハイフンで示されるようになりました。

Wave: 設計と作成
接続したデータセット、より強力な検索条件、一括アクション、ピボットテーブルのサポートを使用して、
Wave デザイナでダッシュボードをより効率的に作成します。
このセクションの内容:
ウィジェットのコピーとステップの置き換えによるダッシュボードの迅速な構築
ウィジェットをコピーして、類似するデザインのコンポーネントを Wave ダッシュボードに作成します。た
とえば、3 つの数値ウィジェットをすばやく作成し、進行中の商談金額の合計、成立した商談金額の合計、
不成立の商談金額の合計を表示するように各ステップを置き換えます。また、グラフウィジェットをコピー
してグラフの種類を変更し、同じ結果の異なるビューを表示することもできます。
接続されたデータソースを使用したデータセット間の絞り込みの自動化
同じデータセットからの各ステップは、デフォルトでファセットされます。つまり、自動的に相互に絞り
込まれます。異なるデータセットからのステップまたは Wave デザイナダッシュボードの静的ステップを
ファセットするには、それらを接続します。以前は、JSON を変更し、バインドを使用してこれらのステッ
プをファセットする必要がありました。
リストおよび切り替えウィジェットの表示値のカスタマイズ
複数の項目から値を表示するようにリストウィジェットおよび切り替えウィジェットを設定できるように
なりました。たとえば、リストウィジェットに営業担当と地域を SalesRepA-West、SalesRepB-West、SalesRepC-North
のような値で表示すると、ユーザはこの 2 つの項目に基づいて絞り込むことができます。また、基準を値
の一部として表示し、表示の形式を設定することもできます。
1 回のクリックによる複数のテーブルレコードに対するアクションの実行
Wave デザイナダッシュボードのテーブルウィジェットに表示されるすべてのレコードに適用するカスタム
一括アクションを作成できます。一括アクションを使用して、レコードを更新したり、各レコードに対し
てアクションを実行したりします。たとえば、医者の診察を 2 年間受けていない患者がテーブルに表示さ
れている場合、一括アクションを使用してその各患者にメールで通知を送信できます。
ピボットテーブルを使用したさまざまなディメンションでのデータ集計
Wave デザイナダッシュボードでテーブルウィジェットをピボットテーブルとして表示できるようになりま
した。ウィジェットは、最後に定義されたグルーピングに基づいてテーブルを表示します。グルーピング
は 1 つのディメンションに基づいて定義する必要があります。
Wave アプリケーションを使用した画像の保存とパッケージ化
Wave デザイナを使用して、画像ウィジェットおよび背景の画像をアップロードできるようになりました。
Wave デザイナは、ダッシュボードのアプリケーションに関連付けられた画像ギャラリーに画像を保存しま
す。画像の最大ファイルサイズは 2 GB です。Wave ダッシュボードをパッケージ化すると、Wave に画像が含
まれるようになりました。
Null 基準の新しい処理による正確な計算の実行
計算で null 基準が無視されるようになりました。これまで、null はゼロとしてカウントされていました。計
算のすべての値が null の場合、結果も null になります。結果として、ウィジェットに異なる結果が表示され
る場合があります。現在、null 基準は Wave デザイナとエクスプローラでダッシュとして表示されます。
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新しいステップ種別を使用したデータセットおよび Salesforce オブジェクトのクエリ
Wave デザイナでは多くのステップ種別がサポートされており、これらを使用して Salesforce オブジェクトと
データセットをクエリできます。
日付ウィジェットのより直感的なコントロールの操作
会計年度とカレンダー年だけでなく、相対日付範囲と絶対日付範囲を表示するように日付ウィジェットを
設定できます。ダッシュボードがプレビューモードになっているときは、絶対日付と相対日付を選択する
ためのより直感的なデザインが日付ウィジェットに提供されます。
説明ラベルを使用したステップの識別
ステップに説明ラベルを追加するとステップの操作が簡単になります。たとえば、「成立した商談金額」
のほうがデフォルト ID の「Amount_1」よりも役に立ちます。Wave では表示ラベルに基づいてステップ ID が
生成されるため、ステップの作成時に表示ラベルを指定してください。ステップを作成した後でも表示ラ
ベルを変更できますが、JSON を編集しない限り ID を変更することはできません。バインドを定義するな
ど、ダッシュボード JSON で作業を行う場合、ステップ ID が必要になります。
Wave ダッシュボードデザイナのその他の機能強化の活用
Wave デザイナでより多くの作業を行うことができるようになりました。パッケージ化できるダッシュボー
ド要素が増えました。説明ラベルをステップに適用できます。Wave デザイナグリッドをカスタマイズする
こともできます。

ウィジェットのコピーとステップの置き換えによるダッシュボードの迅速な構築
ウィジェットをコピーして、類似するデザインのコンポーネントを Wave ダッシュボードに作成します。たと
えば、3 つの数値ウィジェットをすばやく作成し、進行中の商談金額の合計、成立した商談金額の合計、不成
立の商談金額の合計を表示するように各ステップを置き換えます。また、グラフウィジェットをコピーしてグ
ラフの種類を変更し、同じ結果の異なるビューを表示することもできます。

1.

をクリックして、ダッシュボードを編集します。
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2. ウィジェットをコピーする手順は、次のとおりです。
• ウィジェットを選択します。日付または範囲以外のすべてのウィジェットをコピーできます。

•

をクリックします。
ダッシュボード下部にウィジェットのコピーが配置されます。コピーされたウィジェットは同じステッ
プを参照します。

3. ウィジェットのステップを変更する手順は、次のとおりです。
a.

をクリックして、ステップアクションメニューを開きます。

b.

をクリックします。
ステップが削除され、空のウィジェットになります。
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c. 別のステップをウィジェットに追加します。
4. ダッシュボードを保存します。

接続されたデータソースを使用したデータセット間の絞り込みの自動化
同じデータセットからの各ステップは、デフォルトでファセットされます。つまり、自動的に相互に絞り込ま
れます。異なるデータセットからのステップまたは Wave デザイナダッシュボードの静的ステップをファセッ
トするには、それらを接続します。以前は、JSON を変更し、バインドを使用してこれらのステップをファセッ
トする必要がありました。
メモ: 日付と基準範囲を指定する静的ステップを接続することはできません。
1.
2.

をクリックして、ダッシュボードを編集します。
をクリックして、[データソースに接続] を選択します。

3. [新しい接続] をクリックします。
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4. 接続の名前を入力します。
5. [データソース 1 を選択] をクリックして、最初のデータソースを選択します。データソースごとに、ダッ
シュボードで使用するデータセットまたは静的ステップを選択します。
6. また、指定したソース間でレコードを一致できるようにデータソースから 1 つの項目を選択します。
メモ: ファセットは、接続を定義するために使用した項目に対してのみ機能します。たとえば、次の
スクリーンショットの接続は StageName 項目に基づきます。その結果、StageName リストウィジェット
が棒グラフにファセットされます。Account.Type リストウィジェットで選択が行われた場合、ファセッ
トは発生しません。つまり、結果は絞り込まれません。Account.Type 項目でファセットを有効にするに
は、同じデータソースを使用してこの項目に基づく別の接続を定義します。
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7. [データソース 2 を選択] をクリックして 2 番目のソースを選択し、項目を選択します。
8. 別のデータソースを追加するには、[データソースを追加] をクリックします。このオプションは、2 つの
データソースが接続された後に表示されます。
9. [保存] をクリックします。
メモ: 以前にデータセットとディメンションを静的ステップの定義に追加して別のステップとファセット
した場合、Wave はそれらの間にデータソース接続を作成します。また、データセットとディメンション
をステップの定義から削除します。

リストおよび切り替えウィジェットの表示値のカスタマイズ
複数の項目から値を表示するようにリストウィジェットおよび切り替えウィジェットを設定できるようになり
ました。たとえば、リストウィジェットに営業担当と地域を SalesRepA-West、SalesRepB-West、SalesRepC-North の
ような値で表示すると、ユーザはこの 2 つの項目に基づいて絞り込むことができます。また、基準を値の一部
として表示し、表示の形式を設定することもできます。
表示値をカスタマイズするには、ウィジェットのプロパティで [表示と形式をカスタマイズ] をクリックしま
す。[項目を追加...] ドロップダウンから、ステップクエリに定義したグルーピングまたは基準を選択します。
追加の文字をエディタボックスに直接挿入して、表示の形式を設定できます。たとえば次のように、括弧を追
加して基準値を囲むことができます。

1 回のクリックによる複数のテーブルレコードに対するアクションの実行
Wave デザイナダッシュボードのテーブルウィジェットに表示されるすべてのレコードに適用するカスタム一
括アクションを作成できます。一括アクションを使用して、レコードを更新したり、各レコードに対してアク
ションを実行したりします。たとえば、医者の診察を 2 年間受けていない患者がテーブルに表示されている場
合、一括アクションを使用してその各患者にメールで通知を送信できます。
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Wave は、static または soql ステップ種別に基づいて構築されたテーブルウィジェットに対する一括アク
ションをサポートしません。
テーブルウィジェットに一括アクションを追加する手順は、次のとおりです。
1. Visualforce ページで、一括アクションで実行するロジックを定義します。
2. テーブルウィジェットのアクションメニューに一括アクションを表示するように、次のウィジェットのプ
ロパティを設定します。
プロパティ

説明

カスタムアクションを表示

オンにすると、ウィジェットのアクションメニュー
に一括アクションが表示されます。

カスタムアクション表示ラベル

アクションメニュー内のアクションの表示ラベル。

Visualforce ページ名

一括アクションのロジックを定義した Visualforce ペー
ジの API 参照名。

Visualforce 名前空間プレフィックス

省略可能。Visualforce ページに対して指定された名前
空間プレフィックス。

テーブルウィジェットのアクションメニューに一括アクションが表示されます。
メモ: このウィジェットレベルのアクションメニューは、レコードからアクセスできるレコードレベルの
アクションメニューとは異なります。
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詳細は、「Configure Bulk Actions on Table Records」を参照してください。

ピボットテーブルを使用したさまざまなディメンションでのデータ集計
Wave デザイナダッシュボードでテーブルウィジェットをピボットテーブルとして表示できるようになりまし
た。ウィジェットは、最後に定義されたグルーピングに基づいてテーブルを表示します。グルーピングは 1 つ
のディメンションに基づいて定義する必要があります。
次のテーブルは [優先度] グルーピングを中心として表示されます。

テーブルウィジェットをピボットテーブルとして表示するには、[ピボットテーブルとして表示] を選択しま
す。このオプションは、ステップクエリにグルーピングが含まれる場合にのみ表示されます。
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Wave アプリケーションを使用した画像の保存とパッケージ化
Wave デザイナを使用して、画像ウィジェットおよび背景の画像をアップロードできるようになりました。Wave
デザイナは、ダッシュボードのアプリケーションに関連付けられた画像ギャラリーに画像を保存します。画像
の最大ファイルサイズは 2 GB です。Wave ダッシュボードをパッケージ化すると、Wave に画像が含まれるよう
になりました。
画像をアップロードするには、「Wave Analytics ダッシュボードの作成および編集」および「Wave Analytics アプ
リケーションを作成」ユーザ権限が必要です。
画像が必要な場合、画像をアップロードするか、ギャラリーから既存の画像を使用することができます。

294

Salesforce Spring '17 リリースノート

Wave Analytics: 個人のインサイトをより簡単に

以前にドキュメント ID を使用して画像を追加した場合、その画像は引き続き機能します。ユーザインター
フェースでドキュメント ID を表示できますが、編集することはできません。この画像を置き換えるには、画
像を削除し、新しい画像を画像ギャラリーから選択します。

Null 基準の新しい処理による正確な計算の実行
計算で null 基準が無視されるようになりました。これまで、null はゼロとしてカウントされていました。計算
のすべての値が null の場合、結果も null になります。結果として、ウィジェットに異なる結果が表示される場
合があります。現在、null 基準は Wave デザイナとエクスプローラでダッシュとして表示されます。
null 基準の処理は、Spring '17 リリース以降に作成した組織で有効になります。これを無効にすることはできま
せん。既存の組織で null 基準の処理を有効にする方法は、「null 基準の処理による適切な結果の取得」を参照
してください。

新しいステップ種別を使用したデータセットおよび Salesforce オブジェクトのクエリ
Wave デザイナでは多くのステップ種別がサポートされており、これらを使用して Salesforce オブジェクトとデー
タセットをクエリできます。
ダッシュボード JSON で次の新しいステップ種別を手動で定義できます。これらのステップ種別をコンパクト
フォームで使用することはできません。
saql ステップ種別

Wave データセットをクエリする特殊なケースでは、saql ステップ種別を使用します。このステップ種別を使
用すると、カスタム SAQL クエリを記述して、未加工データテーブルの派生項目を作成できます。グルーピン
グなしでディメンションを指定できます。また、データセット名またはクエリ全体をバインドすることもでき
ます。たとえば、このステップ種別を、異なる SAQL クエリまたはデータセットを提供する静的ステップにバ
インドできます。
saql ステップの JSON 構文の例を次に示します。
"Oppty2ProdSAQL": {
"type": "saql",
"label": "Oppty2ProdSAQL",
"query": "q = load \"Goppty\";
q = group q by id;
q = foreach q generate id as 'id',
first('Account') as 'Account',
sum(Oppty_Amount) as 'sum_Oppty_Amount';",
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"selectMode": "single"
}

ヒント: グルーピングに含まれないディメンションを返すクエリの場合、first() 関数を使用します。この例
では商談レコードごとに一意の ID があるため、ID ごとに最初に取得した取引先が適切な取引先になりま
す。実際には、これが唯一の取引先です。商談に重複する ID があると、クエリは以降のすべての商談に
誤った取引先を割り当ててしまいます。
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プロパ
ティ

説明

type

ステップ種別。saql に設定します。

label

ステップ表示ラベル。

query

SAQL クエリ。SAQL クエリについての詳細は、「SAQL の概要」を参照してください。

isFacet

このステップで他のステップをファセットしたり、他のステップでこのステップをファセット
したりできます。ファセットとは、ウィジェットでの選択内容によってダッシュボード内の他
のステップを絞り込むことです。デフォルトでは、同じデータセットからのステップがファセッ
トされます。異なるデータセットからのステップをファセットするには、データソースを接続
します。このステップ種別のファセットを有効にするのに autofilter プロパティは不要です。

useGlobal

グローバル検索条件をこのステップに適用します。

soql ステップ種別

Salesforce オブジェクト (標準とカスタムの両方) を直接クエリし、データセットで利用できない Salesforce データ
を取得します。Salesforce Connect の OData アダプタを使用して作成された外部オブジェクトをクエリすることも
できます。Salesforce Connect を使用して外部データにアクセスする方法についての詳細は、「Salesforce Connect」
オンラインヘルプを参照してください。ダッシュボードを表示するユーザには、soql ステップでクエリされ
るオブジェクトと項目へのアクセス権が必要です。
soql ステップの JSON 構文の例を次に示します。
"soql": {
"type": "soql",
"query": "SELECT Name from ACCOUNT",
"strings": ["Name"],
"numbers": [],
"groups": [],
"selectMode": "single"
}

プロパ
ティ

説明

type

ステップ種別。soql に設定します。

label

ステップ表示ラベル。

query

SOQL クエリ。SOQL クエリについての詳細は、「SOQL および SOSL の概要」を参照してください。

strings

指定した項目に非グルーピングディメンションとしてのフラグを付けます。たとえば、グルー
ピングを許可しない値テーブルの項目にディメンションとしてのフラグを付けることができま
す。

numbers

指定した項目に基準としてのフラグを付けます。
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プロパ
ティ

説明

groups

指定した項目にグルーピングとしてのフラグを付けます。たとえば、ピボットテーブルやグラ
フの項目にグルーピングとしてのフラグを付けることができます。

isFacet および useGlobal プロパティはこのステップ種別に適用されません。バインドを使用して、soql

ステップでの選択内容に基づいて他のステップを絞り込むことができます。
メモ: 必要に応じて、静的ステップに対する「strings」、「numbers」、および「groups」ステッププロパ
ティを指定することもできます。グルーピングまたは基準を必要とするウィジェットに静的ステップを
適用するには、これらのプロパティを指定します。

日付ウィジェットのより直感的なコントロールの操作
会計年度とカレンダー年だけでなく、相対日付範囲と絶対日付範囲を表示するように日付ウィジェットを設定
できます。ダッシュボードがプレビューモードになっているときは、絶対日付と相対日付を選択するためのよ
り直感的なデザインが日付ウィジェットに提供されます。
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絶対日付を選択した場合、ダッシュボードをプレビューしている間に年と月をすばやくスクロールできます。
以前は、日付を入力するか、スライダを使用して日付を選択する必要がありました。

相対日付モードでは、新しい直感的なデザインによって、UTC に基づく今日の日付を基準として相対的な日付
を選択できます。また、範囲に独自の値を入力することもできます。

説明ラベルを使用したステップの識別
ステップに説明ラベルを追加するとステップの操作が簡単になります。たとえば、「成立した商談金額」のほ
うがデフォルト ID の「Amount_1」よりも役に立ちます。Wave では表示ラベルに基づいてステップ ID が生成さ
れるため、ステップの作成時に表示ラベルを指定してください。ステップを作成した後でも表示ラベルを変更
できますが、JSON を編集しない限り ID を変更することはできません。バインドを定義するなど、ダッシュボー
ド JSON で作業を行う場合、ステップ ID が必要になります。
表示ラベルは、ステップをクリップするときやウィジェットウィザードからステップを作成するときに表示さ
れます。また、次の図のように、ステップパネルにも表示されます。
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メモ: ウィジェットウィザードを使用してリスト、切り替え、日付、または範囲ウィジェットのステップ
を作成する場合、ステップ表示ラベルを追加するためのオプションはありません。

Wave ダッシュボードデザイナのその他の機能強化の活用
Wave デザイナでより多くの作業を行うことができるようになりました。パッケージ化できるダッシュボード
要素が増えました。説明ラベルをステップに適用できます。Wave デザイナグリッドをカスタマイズすること
もできます。
Wave デザイナには、次の機能強化があります。
• Spring '17 以降に作成されたダッシュボードを完全にパッケージ化できます。パッケージにリンクウィジェッ
トと画像が含まれるようになりました。この機能を有効にするために、他のアセットから参照されている
アセット (画像、ダッシュボード、レンズなど) を削除できなくなりました。これらを削除するには、まず
参照を削除する必要があります。この新しい動作は、このリリース以降に作成されたアセットにのみ適用
されます。これまでは参照先アセットを削除できたため、ダッシュボードでエラーが発生していました。
• Wave デザイナグリッドの「微細な」行の高さを選択して、ウィジェットのサイズを制御します。このオプ
ションを使用すると、縦方向の間隔が 0 に設定されます。これを変更することはできません。Wave はウィ
ジェットを読みやすくしてその相対サイズを維持するように、列数と行の高さに基づいてウィジェットの
デフォルトサイズを決定します。
• デザイナグリッドと余白の色を変更します。余白は、デバイスの画面サイズがダッシュボードの最大幅よ
りも広い場合に表示されます。
• 数値ウィジェットとテキストウィジェットの配置 (横位置) オプションを指定します。
• バインドを使用して、SAQL クエリの load ステートメント内のデータセット名を動的に設定します。また、
バインドを使用して次のようにクエリの文字列全体を置き換えることもできます。
"query": "{{cell(static_1.selection, 0, \"query\").asString()"
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次の値を持つ static_1 ステップが提供されます。
values: [
{query: "q = load \"opp\"; ..."}
{query: "q = load \"account\"; ..."}
]

Wave: トレンドデータ
トレンド分析ダッシュボードの更新をスケジュールし、データストレージへの影響を制御します。
このセクションの内容:
トレンド分析レポートのスナップショットスケジュールの設定
新しいスケジュール設定を使用して、トレンド分析ダッシュボードの更新頻度を設定します。相対的な日
または特定の日を使用して、更新頻度 (毎日、毎週、または毎月) を選択し、トレンド分析をスケジュール
上に配置します。
トレンドレポートのデータセットサイズに関する組織全体の制限の設定
システム管理者は、組織全体の一般的な制限に対するトレンド分析データセットの影響を制御できるよう
になりました。この制限 (Wave Analytics の [設定] ページで設定可能) を使用して、使用可能なデータストレー
ジの領域がトレンド分析データセットによって占有されないようにします。
トレンド分析ダッシュボードでの Boolean 値の列のグループ化
トレンド分析ダッシュボードで Boolean データが基準列およびディメンション列として表示されるように
なったため、この値のグループ化と絞り込みができます。

トレンド分析レポートのスナップショットスケジュールの設定
新しいスケジュール設定を使用して、トレンド分析ダッシュボードの更新頻度を設定します。相対的な日また
は特定の日を使用して、更新頻度 (毎日、毎週、または毎月) を選択し、トレンド分析をスケジュール上に配置
します。
トレンド分析ダッシュボードの作成フローの一部に直感的なスケジュール設定コントロールが含まれます。
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Salesforce Lightning および Salesforce Classic からトレンド分析を行う場合、同様のスケジュール設定コントロール
を利用できます。

トレンドレポートのデータセットサイズに関する組織全体の制限の設定
システム管理者は、組織全体の一般的な制限に対するトレンド分析データセットの影響を制御できるようにな
りました。この制限 (Wave Analytics の [設定] ページで設定可能) を使用して、使用可能なデータストレージの領
域がトレンド分析データセットによって占有されないようにします。
スナップショットの取得時にトレンド分析レポートに含めることができる最大行数を制御するには、[スナッ
プショットあたりの最大行数] オプションを使用します。レポートが制限を超えた場合、スナップショットは
取得されず、エラーメールがユーザに送信されます。
スナップショットを含む Wave データセットに含めることができる最大行数を制御するには、[トレンド分析
データセットの合計最大行数] オプションを使用します。データセットが制限を超えた場合、最も古いスナッ
プショットがデータセットから削除されます。
これらの制限は管理者ユーザには適用されません。

トレンド分析ダッシュボードでの Boolean 値の列のグループ化
トレンド分析ダッシュボードで Boolean データが基準列およびディメンション列として表示されるようになっ
たため、この値のグループ化と絞り込みができます。
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以前は、トレンド分析ダッシュボードでは Boolean 値は基準として表示されました。Boolean 値を、たとえば数
値として追加できましたが、グループ化することはできませんでした。

Wave: 事前作成済み Wave アプリケーションによる加速化
Wave アプリケーションの継続的な強化によって分析がますます高速かつ容易に
なっています。たとえば、スマート設定ウィザードでは、アプリケーション作
成の信頼性が向上します。また、Wave テンプレート (ベータ) では、ユーザが独
自のアプリケーションをパッケージ化して配布できます。
このセクションの内容:
新しいバージョンの Wave for Sales および Wave for Service アプリケーションの正
式リリース
Sales Wave および Service Wave ダッシュボードは、新しい Wave ダッシュボード
デザイナで作成されているため、以前よりも強力で使いやすくなっていま
す。
プレビューで使用可能: Wave for Sales および Wave for Service の新しいバージョン
(ベータ)
現在、Wave ダッシュボードデザイナで作成されたダッシュボードを使用して
Sales Wave および Service Wave の強化と使いやすさの向上を目指しています。

ユーザ権限
Wave アプリケーションを
使用する
• 「Analytics Cloud テン
プレートアプリケー
ションの使用」
•

アプリケーションごと
に指定する追加の権限

Wave アプリケーションを
作成および管理する
• 「Analytics Cloud テン
プレートアプリケー
ションの管理」
•

「Wave Analytics デー
タフローの編集」

さらに容易になった Wave for Sales および Wave for Service の作成
アプリケーションを正常に作成できるよう、拡張された設定ウィザードで Salesforce データをチェックしま
す。
関連トピック:
Wave テンプレートを使用したアプリケーションのパッケージ化および配布 (ベータ)
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新しいバージョンの Wave for Sales および Wave for Service アプリケーションの正式リリー
ス
Sales Wave および Service Wave ダッシュボードは、新しい Wave ダッシュボードデ
ザイナで作成されているため、以前よりも強力で使いやすくなっています。

ユーザ権限

Wave for Sales および Wave for Service を使用すると、営業チーム全体で Salesforce デー
タを最大限に活用できます。新しいバージョンでは、成功する営業チームおよ
びサービスチームを従来よりも簡単に編成できます。新しい Wave ダッシュボー
ドデザイナを使用して作成されたダッシュボードでは、アプリケーションでダッ
シュボードを簡単にカスタマイズしたり、より強力にデータにドリルインした
り、Wave 通知およびアノテーションを使用したりできます。

Wave for Sales アプリケー
ションを使用する
• 「Analytics Cloud テン
プレートアプリケー
ションの使用」
•

各アプリケーションは、次の 2 つのバージョンから選択できます。
• 新規顧客や最新の Wave 技術を求める顧客向けの最新バージョン。新しい Wave
ダッシュボードデザイナで作成されたまったく新しいダッシュボードを使用
します。
• 現在の Sales Wave および Service Wave 環境を維持したい既存の顧客向けの従来
のバージョン。元のダッシュボードデザイナで作成されたダッシュボードを
使用する元のバージョンのアプリケーションです。

「Sales Cloud Analytics
テンプレートおよびア
プリケーションへのア
クセス」

Wave for Service アプリ
ケーションを使用する
• 「Analytics Cloud テン
プレートアプリケー
ションの使用」
•

「Service Cloud

アプリケーションを作成する場合、2 つのテンプレートから選択できます。Sales
Analytics テンプレート
およびアプリケーショ
Wave では、最新バージョンの [Wave for Sales] または以前のバージョンの [Wave
ンへのアクセス」
for Sales (Classic)] を選択します。Service Wave では、[Wave for Service] または [Wave
for Service (Classic)] を選択します。いずれかのバージョンを使用してアプリケー
ションを作成および維持できます。最新バージョンを使用しても、既存のダッ
シュボードは上書きされません。つまり、新しいバージョンのアプリケーションを探索しながら、既存のアプ
リケーションに行ったカスタマイズを保持できます。

最新バージョンの Wave for Sales の機能強化
最新バージョンの Sales Wave を使用すると、役員は専用の 3 つの新しいダッシュボードで営業 KPI を確認できま
す。
• Executive Pipeline Performance では、パイプラインの KPI が強調表示されるため、次に起こることを確認して新
規ビジネスに遅れをとらないようにすることができます。
• Executive Sales Performance では、現在の契約の概要と詳細の両方を 1 か所で確認できます。
• Executive Service Performance では、Sales Cloud と同じ組織で Service Cloud を使用していれば、チームが取引先に
どのようなサービスを提供しているのかに関する最新情報を確認できます。
新しい Lead Analysis ダッシュボードを使用すると、営業リーダーはリードを地域別や種別にさまざまな切り口
から分析してビジネストレンドを特定できるため、リード取引開始率に集中できます。
Wave for Sales では、営業マネージャ、営業担当、業務スタッフ向けにも最新バージョンのダッシュボードが用
意されています。
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Service Wave の新機能
すべての Service Wave デスクトップおよびモバイルダッシュボードは再設計され、新しいダッシュボードデザ
イナを使用して作成されています。また、お客様のフィードバックに基づいた最適化も行われています。ダッ
シュボードには、サービスエージェントがサービスコンソールまたは他の Salesforce ページに埋め込むことがで
きる特殊なサイドバーがあります。
ダッシュボードに主要な総計値の変化を強調表示する条件付き書式が含まれるようになりました。複雑な数式
を使用する総計値 (CSAT スコアの下位 4 分の 1 やアーラン C 式のコール総計値など) が追加されました。
まったく新しいダッシュボードとその他の機能強化により、新しいバージョンのアプリケーションでは、成功
するサービスチームを従来よりも簡単に編成できます。

プレビューで使用可能: Wave for Sales および Wave for Service の新しいバージョン (ベータ)
現在、Wave ダッシュボードデザイナで作成されたダッシュボードを使用して
Sales Wave および Service Wave の強化と使いやすさの向上を目指しています。

ユーザ権限

完成はまだですが、徹底的にテストされた完成間近の新バージョンの事前作成
済みアプリケーションを確認することはもう可能です。新しいダッシュボード
をプレビューするには、ベータバージョンテンプレートを使用してアプリケー
ションを作成します。

Wave for Sales アプリケー
ションを使用する
• 「Analytics Cloud テン
プレートアプリケー
ションの使用」
•

「Sales Cloud Analytics
テンプレートおよびア
プリケーションへのア
クセス」

Wave for Service アプリ
ケーションを使用する
• 「Analytics Cloud テン
プレートアプリケー
ションの使用」
•

「Service Cloud
Analytics テンプレート
およびアプリケーショ
ンへのアクセス」

上記の Wave for Sales (ベータ) テンプレートまたは Wave for Service (ベータ) テンプレートを使用すると、Wave に
よって既存のアプリケーションと共に新しいアプリケーションが作成されます。ベータバージョンのアプリ
ケーションテンプレートを使用しても、既存のバージョンのアプリケーションは上書きされません。
Wave ダッシュボードデザイナでは、以前よりずっと簡単にカスタマイズできるダッシュボードが作成されま
す。また、新しいダッシュボードでは、データにドリルインする機能が強化されました。
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ベータリリースには次の内容が含まれます。また、新しいバージョンの正式リリース (GA) の前に解決する予定
の既知の問題もあります。
• Sales Wave のみ: Opportunity Discovery、Account Summary、Opportunity Summary 以外のすべてのダッシュボードは、
Wave ダッシュボードデザイナを使用して再作成されます。これらのダッシュボードの以前のバージョン
は、ベータバージョンに含まれます。Tasks データセットと Events データセットは、新しい Activities データ
セットに統合されました。
• Service Wave のみ: My Performance Summary と Agent Sidebars (By Customer、By Similarity、By Case History) 以外のすべて
のダッシュボードは、Wave ダッシュボードデザイナを使用して再作成されます。これらのダッシュボード
の以前のバージョンは、ベータバージョンに含まれます。
• 新しいダッシュボードでは、iOS がサポートされています。Android のサポートは GA で使用可能になる予定
です。
• 新しいダッシュボードは、プレゼンテーションモードで表示できません。

さらに容易になった Wave for Sales および Wave for Service の作成
アプリケーションを正常に作成できるよう、拡張された設定ウィザードで Salesforce
データをチェックします。

ユーザ権限
Wave for Sales アプリケー
ションを使用する
• 「Analytics Cloud テン
プレートアプリケー
ションの使用」
•

「Sales Cloud Analytics
テンプレートおよびア
プリケーションへのア
クセス」

Wave for Service アプリ
ケーションを使用する
• 「Analytics Cloud テン
プレートアプリケー
ションの使用」
•

「Service Cloud
Analytics テンプレート
およびアプリケーショ
ンへのアクセス」

Sales Wave または Service Wave の設定ウィザードを開くと、Wave は Salesforce データ
を確認し、データに適した、ウィザードの質問とデフォルトの回答をまとめま
す。ウィザードの質問に回答すると、Wave は 2 回目のスキャンを実行するかど
うかを尋ねます。このスキャンでは、組織が最小のデータ要件を満たしている
ことを検証します。データがアプリケーションの要件を満たしていない場合、Wave はエラーメッセージを表
示し、アプリケーションを正常に作成するために追加または変更する必要があるデータを指示します。

Wave: Wave モバイルを持って外出
最新バージョンの iOS または Android アプリケーションと Wave を携えて出かけましょう。
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このセクションの内容:
最新の Wave for iOS を体験
Wave Analytics は iOS 9 以降が実行されている Apple® デバイスで使用できます。
Wave Analytics for Android の最新機能の取得
Wave Analytics は Android 5 以降が実行されている Android™ 端末で使用できます。

最新の Wave for iOS を体験
Wave Analytics は iOS 9 以降が実行されている Apple® デバイスで使用できます。
機能強化された最新のものを取得するには、App Store から Wave Analytics をダウンロードします。新機能を次に
示します。
• Wave Analytics が iOS 10 で起動します。
• 新しい Wave デザイナに組み込まれたダッシュボードと、数値ウィジェットの条件付き書式など、多くの機
能を体験できます。
• 承認済みホストのみを表示するオプションを備えたモバイルデバイス管理 (MDM) によってセキュリティが
向上します。

Wave Analytics for Android の最新機能の取得
Wave Analytics は Android 5 以降が実行されている Android™ 端末で使用できます。
機能強化された最新のものを取得するには、Google Play™ から Wave Analytics をダウンロードします。新機能を次
に示します。
• 現地の言語で作業できます。26 の言語がサポートされるようになりました。
• 一般的なモバイルデバイス管理 (MDM) ベンダーを使用して Wave for Android をリリースします。
• レンズまたはダッシュボード上の共有アイコンをタップしてそのリンクをコピーし、自由に共有します。
• レンズまたはダッシュボードから任意の URL を直接開きます (Web 上の Salesforce 組織でリンクを設定してい
る場合)。
• ダッシュボードおよびレンズでカスタムフォントを表示します。

Wave: プラットフォームでの開発
Wave プラットフォームが追加の REST API サポート、新しい SAQL 関数、Wave テンプレートによってさらに強化
されました。
このセクションの内容:
最新の SAQL 機能の利用
新しいヘルパー関数、パフォーマンスに関するヒント、null 基準のサポートなど、Wave の SAQL は継続して
機能強化が行われています。
Wave REST API の更新の確認
Wave REST API に新しいエンドポイントと表現が追加されました。
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パッケージ化可能なユーザ XMD を使用したカスタマイズの移行またはリリース
Wave のパッケージ化により、ユーザ XMD のサポートが強化されます。
Wave テンプレートを使用したアプリケーションのパッケージ化および配布 (ベータ)
Salesforce ISV のパートナーおよびお客様が、Wave プラットフォームで開発したアプリケーションをテンプ
レートに変換して配布できるようになりました。

最新の SAQL 機能の利用
新しいヘルパー関数、パフォーマンスに関するヒント、null 基準のサポートなど、Wave の SAQL は継続して機
能強化が行われています。
日付および時間のヘルパー関数
日付および時間の新しいヘルパー関数を使用してdate データ型を操作できます。これらの関数はスカラー値を
生成するものであり、射影句内、または射影後の filter by 句内で使用できます。これらを射影前の group by また
は order by 内で使用することはできません。
• date_diff: 2 つの日付の間隔を、指定した間隔要素数 (日、年、秒など) で返します。
• day_in_week: 特定の日付の曜日を表す数値を返します (1 = 日曜日、2 = 月曜日など)。
• day_in_month: 特定の日付がその月の何日目かを表す数値を返します。
• day_in_quarter: 特定の日付がその四半期の何日目かを表す数値を返します。
• day_in_year: 特定の日付がその年の何日目かを表す数値を返します。
• week_last_day: 特定の日付に対応する週の最終日の日付を返します。
• month_last_day: 特定の日付に対応する月の最終日の日付を返します。
• quarter_last_day: 特定の日付に対応する四半期の最終日の日付を返します。
• year_last_day: 特定の日付に対応する年の最終日の日付を返します。
• month_days: 特定の日付に対応する月の日数を返します。
• quarter_days: 特定の日付に対応する四半期の日数を返します。
• year_days: 特定の日付に対応する年の日数を返します。
null 基準のサポート
Wave における基準は、数値を含むデータセット列です。null 基準の処理を有効にすることで、数値データ内の
null 値と null 以外の値 (数値の 0 など) を区別できます。SAQL が null 基準をサポートすることで、この設定が促進
されます。たとえば、集計関数、比較関数、数学関数や、order by 句または group by 句を使用する場合です。
null 基準のサポートは、Spring '17 リリース以降に作成した組織で有効になります。既存の組織については、シ
ステム管理者がこのサポートを有効にすることができます。詳細は、「null 基準の処理による適切な結果の取
得」を参照してください。
クエリのパフォーマンスに関する落とし穴を回避するためのヒント
実例に基づくベストプラクティスをクエリ設計で採用し、パフォーマンスを向上する方法についての詳細は、
SAQL リファレンスに記載されています。詳細は、「SAQL の概要」を参照してください。

Wave REST API の更新の確認
Wave REST API に新しいエンドポイントと表現が追加されました。
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トレンドレポートのスケジュール
Wave でトレンドレポートのスナップショットの API (/wave/trendedreports の GET と
POST、/wave/trendedreports/<Id> の GET と PATCH) が拡張され、定期的なスケジュール設定 (毎日、毎週、
毎月、毎相対月) がサポートされるようになりました。
カスタム地図グラフの作成
次の新しいエンドポイントで Wave のカスタム地図グラフがサポートされます。
/eclair/maps
地図のコレクションを取得したり、新しい地図を投稿したりします。
/eclair/maps/<Id>
特定の地図を取得または更新します。
/eclair/geodata
地理データの定義のコレクションを取得したり、新しい地理データの定義を投稿したりします。
/eclair/geodata/<Id>
特定の地理データの定義を取得または更新します。
/eclair/geodata/<Id>/file
地理データの定義に関連付けられたバイナリファイルを取得します。
全般的な更新
多くの表現に新しいプロパティが追加され、特にダッシュボードのステップやウィジェットで新規機能または
変更された機能がサポートされるようになりました。たとえば、ステップで SAQL クエリと SOQL クエリがサ
ポートされるようになりました。
詳細は、「Wave REST API の概要」を参照してください。

パッケージ化可能なユーザ XMD を使用したカスタマイズの移行またはリリース
Wave のパッケージ化により、ユーザ XMD のサポートが強化されます。
Wave アセットのメタデータ API、変更セット、パッケージ化のサポートによって、Wave アプリケーションを作
成およびリリースするための優れたプラットフォームが提供されます。また、ユーザ XMD のパッケージ化と
リリースもできるようになりました。ユーザ XMD は JSON ドキュメントであり、これを使用して、アプリケー
ションでデータセットの特定のメタデータを上書きできます。ユーザはデータの表示方法を制御する設定 (色、
形式、表示ラベルなど) を管理できます。上書きしたデータセットメタデータをリリースするには、ユーザ XMD
属性をパッケージ化する必要があります。
メタデータ API のサポートにより、移行ツールを使用してユーザ XMD を含むデータセットを組織間で移行でき
ます。たとえば、ユーザ XMD の上書きを Sandbox から本番組織に移行できます。パートナーはアプリケーショ
ン固有のユーザ XMD を AppExchange パッケージと共にリリースできます。パートナーはユーザ XMD を引き続き
管理し、将来のパッケージバージョンで更新できます。
詳細は、以下を参照してください。
• メタデータ API 開発者ガイド
• Wave Analytics 拡張メタデータ (XMD) リファレンス
• Wave REST API 開発者ガイド
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Wave テンプレートを使用したアプリケーションのパッケージ化および配布 (ベータ)
Salesforce ISV のパートナーおよびお客様が、Wave プラットフォームで開発したア
プリケーションをテンプレートに変換して配布できるようになりました。

ユーザ権限

Wave テンプレート (ベータ) を使用して、Wave プラットフォームアプリケーショ
ンに基づくテンプレートを作成します。Salesforce システム管理者は、Salesforce の
事前作成済み Wave アプリケーション (Sales Wave など) の場合と同様にテンプレー
トを使用してアプリケーションを作成できます。Wave テンプレートの使用を開
始するには、Salesforce の [設定] から、Wave Analytics 設定で [Wave テンプレートの
サポートを有効化] を選択します。開発者が API を使用してテンプレートを作成
します。

Wave テンプレートを使用
する
• 「Wave テンプレート
の管理」

Wave テンプレートはベータ版で使用可能です。機能の品質は高いですが、既知
の制限があります。完全なドキュメントとサポートを含む正式リリースは、以
降のリリースで予定されています。Wave テンプレート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。

•

「Wave データフロー
の編集」

•

「外部データのアップ
ロード」

メタデータ API (MDAPI) を
使用する
• 「すべてのデータの編
集」

コミュニティ: コミュニティワークスペース、条件に基づく利用
者、モバイルアクションなど
Spring '17 がもたらすさわやかな春風が、コミュニティに大きな変化をもたらし
ます。ツールが一新されコンポーネントが新しくなりました。コミュニティワー
クスペースでは、コミュニティの作成、モデレーション、管理のために使用す
るすべてのツールが一元管理され、コミュニティビルダーでの作業スペースが
広くなりました。条件に基づく利用者によって、ページのバリエーションに場
所やレコードタイプの条件を割り当てて、対象利用者を見つけることができま
す。さらに、モバイルアクションによって、モバイルデバイスから直接、簡単
に Salesforce レコードを作成、編集、更新できます。

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

ヒント: 今日の Salesforce には多数の Lightning (Lightning Experience、Lightning Bolt、Lightning コンポーネント)
が存在しており、各々のコミュニティへの適用方法を理解するのは難しいかもしれません。概要は次の
とおりです。
Lightning Bolt ソリューションとコミュニティテンプレートは、Lightning Experience と同様、Lightning プラッ
トフォームと Lightning コンポーネントを基盤としています。ただし、これらを使用するために Lightning
Experience を有効にする必要はありません。
コミュニティは、Lightning Experience の [設定] で使用できますが、Lightning Experience ではグローバルヘッ
ダーが使用できないため、コミュニティは完全にはサポートされていません。グローバルヘッダーは、
Salesforce 組織とコミュニティ間で内部ユーザを切り替えるために使用されます。グローバルヘッダーがな
いと、内部ユーザは自分がメンバーになっているコミュニティにアクセスするためにコミュニティ URL を
ブックマークする必要があります。
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。
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このセクションの内容:
Winter '16 より前のテンプレートの更新
Spring '17 をもって Winter '16 (2015 年 10 月) より前のバージョンの Koa、Kokua、またはカスタマーサービス
(Napili) テンプレートのサポートが終了します。
TLS 1.0 の無効化へのコミュニティの準備
2017 年の 3 月 4 日以降、Salesforce はすべての本番組織に対して TLS 1.0 (Transport Layer Security プロトコル)
のサポートを無効化します。この日付を過ぎると、Salesforce 組織との間の受信接続および送信接続には TLS
1.1 または TLS 1.2 暗号化プロトコルが必要になります。この変更は、Force.com および Site.com 上に構築され
たコミュニティ、カスタマーポータル、パートナーポータル、およびサイトへのユーザアクセスに影響を
及ぼします。
コミュニティのカスタムコンポーネントに適用されるサーバー側のイベントのアクセス権チェック
Lightning コンポーネントのアクセス権チェックは、サーバ側とクライアント側の両方に適用されるように
なりました。以前は、クライアント側のアクセス権チェック失敗のみが適用され、その結果コンポーネン
トが部分的に機能していました。コンポーネントがアクセス権のないイベントを参照した場合、サーバ側
のアクセス権チェックによってそのコンポーネントは読み込みに失敗するようになりました。カスタムコ
ンポーネントが適切に読み込まれるように、コードをテストしてイベント属性が正しく設定されているこ
とを確認してください。
LockerService: 重要な更新の変更とセキュリティの向上
Lightning コンポーネントのための強力なセキュリティアーキテクチャである LockerService がコミュニティに
及ぼす影響について説明します。
使いやすさとデザインの向上: 新しくなったツール、デザイン制御の強化
作成、モデレート、管理のいずれを行う場合でも、使いやすさが向上しました。また、コミュニティのデ
ザインをより詳細に制御できるようになりました。
ページおよびグループでの利用者のターゲティングによるコミュニティの絞り込み
プロファイルに加えて、ページのバリエーションに場所やレコードタイプの条件を追加して、対象利用者
を絞り込むことができるようになりました。たとえば、条件を組み合わせることにより、カナダにいる営
業ユーザにのみページが表示されるようにしたり、そのユーザのグループ専用のカスタムグループを作成
したりできます。
Lightning Bolt: パッケージ化の簡易化と AppExchange での配布
エクスポートされパッケージ化された Lightning Bolt ソリューションで、より多くのページ種別とプロパティ
がサポートされるようになりました。それだけではなく、コンサルティングパートナーや ISV は、Lightning
Bolt ソリューションを Salesforce AppExchange で配布して、お客様とカスタム製品をつなぐことができるよう
になりました。そして、Salesforce システム管理者やユーザは、AppExchange にアクセスし、コミュニティを
活性化するためのソリューションを見つけることができるようになりました。
コミュニティテンプレート: 検索結果の向上、ダイレクトメッセージなど
冬の努力の成果として、今春は真新しい機能とコンポーネントをたくさんお届けします。コミュニティメ
ンバーへのダイレクトメッセージ、記事フィードでのコメント、トピックの強化、ナビゲーションメニュー
項目のネストなどがあります。
カスタム Lightning コンポーネント: コミュニティ向けの開発
Lightning コンポーネントフレームワークを使用して、コミュニティ向けのカスタムコンポーネントを作成
します。
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コミュニティテンプレートの Chatter とファイル: カスタムグループの作成、上位の投稿の追跡、質問の絞り
込み、投稿の共有など
完全なカスタムグループを作成したり、投稿を人気順に並び替えたり、コミュニティのグループフィード
の質問を絞り込んだり、同僚と投稿を共有したりします。
検索、レポート、分析: コミュニティについての理解の向上
強化された検索レポートとダッシュボードにより、検索を最大限に活用し、関連する質問のクリックスルー
率を確認します。
モデレーション: 事前設定済みルールと Spam IQ
モデレーションルールがそのまま使用できるため作業の負荷が減り、また Spam IQ で常にコミュニティを保
護します。モデレータの作業が楽になります。
コミュニティのその他の変更
コミュニティのユーザエクスペリエンスを向上させる小規模な変更について説明します。
コミュニティのドキュメント: 春の大整理
UI の外観が一新されたのに合わせて、ドキュメントも整理されました。いくつかのドキュメントは廃止さ
れ、PDF 数を少なくするためにコンテンツが移動、統合され、Salesforce ヘルプから検索できるようになりま
した。

Winter '16 より前のテンプレートの更新
Spring '17 をもって Winter '16 (2015 年 10 月) より前のバージョンの Koa、Kokua、またはカスタマーサービス (Napili)
テンプレートのサポートが終了します。
重要: コミュニティに Winter '16 より前のテンプレートを使用していて、今すぐ更新しない場合、メンバー
は Spring '17 リリースでそのサイトにアクセスできなくなります。
メンバーが引き続きコミュニティにアクセスできること以外に、今すぐ更新することによって次のような利点
があります。
• Salesforce カスタマーサポートからの支援の継続
• 新しい Lightning コンポーネント、ページ作成、カスタムレイアウトなど、コミュニティビルダーとテンプ
レートの最新機能
テンプレートの更新による影響は、バージョンによって異なります。
テンプレートの種類とバージョン

Spring '17 への更新時に想定される影響

Winter '16 より前の Koa、Kokua、またはカスタマーサー ほとんどのコンポーネントのカスタマイズとプロパ
ビス (Napili)
ティは上書きされます。ただし、
• Koa および Kokua 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。
• カスタマーサービス (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
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TLS 1.0 の無効化へのコミュニティの準備

Spring '17 への更新時に想定される影響
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。

Winter '16 (2015 年 10 月) の Koa、Kokua、またはカスタ
マーサービス (Napili)

• ログインページ以外のすべてのページのカスタマ
イズが維持されます。
• ログインページのブランド設定は維持されますが、
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。
メモ: コミュニティで Winter '16 (2015 年 10 月) バー
ジョンの Koa、Kokua、またはカスタマーサービ
ス (Napili) を使用している場合は、今すぐテンプ
レートバージョンを更新することをお勧めしま
す。Winter '16 テンプレートは、ログインページ
以外のすべてのページで 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。
Winter '16 のサポートは将来のリリースで終了し
ます。

TLS 1.0 の無効化へのコミュニティの準備
2017 年の 3 月 4 日以降、Salesforce はすべての本番組織に対して TLS 1.0 (Transport Layer Security プロトコル) の
サポートを無効化します。この日付を過ぎると、Salesforce 組織との間の受信接続および送信接続には TLS 1.1 ま
たは TLS 1.2 暗号化プロトコルが必要になります。この変更は、Force.com および Site.com 上に構築されたコミュ
ニティ、カスタマーポータル、パートナーポータル、およびサイトへのユーザアクセスに影響を及ぼします。
Salesforce は、信頼を最優先事項として、お客様のデータの保護に真摯に取り組んでいます。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、データの安全性を確保して、業界全体のベストプラク
ティスに準拠することができます。
この変更の結果として、ブラウザアクセス、インバウンド API インテグレーション、コールアウトインテグレー
ションは、TLS 1.1 以上に準拠する必要があります。組織の準備を整え、コミュニティ、ポータル、サイトの利
用者にこの変更の予定について通知することをお勧めします。すべての訪問者はライセンスの有無に関わら
ず、TLS 1.1 以上に準拠したブラウザおよびブラウザ設定を使用する必要があります。
事前にこの変更に対する準備を整えるには、次のことを実行します。
• ライセンスのあるユーザおよびライセンスのないゲストユーザの両方に、TLS バージョンの互換性に関する
ブラウザ要件について通知し、コミュニティ、ポータル、サイトに適切なメッセージを追加することを検
討します。
• ユーザに、ブラウザの TLS 1.1 以上との互換性を早めにテストサイトで確認することを推奨します。ブラウ
ザが準拠している場合は、Web サイトに「Test passed」(テスト合格) メッセージが表示されます。
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コミュニティのカスタムコンポーネントに適用される
サーバー側のイベントのアクセス権チェック

• API インテグレーションで TLS 1.1 以上が有効になっていることを確認します。
TLS 1.0 無効化の詳細は、このナレッジ記事を参照してください。

コミュニティのカスタムコンポーネントに適用されるサーバー側の
イベントのアクセス権チェック
Lightning コンポーネントのアクセス権チェックは、サーバ側とクライアント側の両方に適用されるようになり
ました。以前は、クライアント側のアクセス権チェック失敗のみが適用され、その結果コンポーネントが部分
的に機能していました。コンポーネントがアクセス権のないイベントを参照した場合、サーバ側のアクセス権
チェックによってそのコンポーネントは読み込みに失敗するようになりました。カスタムコンポーネントが適
切に読み込まれるように、コードをテストしてイベント属性が正しく設定されていることを確認してくださ
い。
コミュニティページへの影響
イベントの access 属性に適切な値が設定されていない場合、そのイベントを参照するコンポーネントはコミュ
ニティページに読み込まれません。公開コミュニティページの場合、access システム属性を global に設定する
必要があります。非公開ページの場合、コードに応じて access システム属性を public または global に設定できま
す。
コンポーネントがイベントを参照していてコンポーネントにそのイベントへのアクセス権がない場合、次のよ
うに動作します。
• クライアント側のコードは実行されないか、undefined を返します。デバッグモードを有効にした場合は、
ブラウザコンソールにエラーメッセージが表示されます。
• クライアント側のコードは実行されないか、undefined を返します。デバッグモードを有効にした場合は、
ブラウザコンソールにエラーメッセージが表示されます。
公開コミュニティに表示されるエラー
以前は、アクセス権チェックエラーのあるカスタム Lightning コンポーネントにはエラーメッセージのみが表示
されていました。Spring '17 以降、コンポーネントまたはテンプレートがまったく読み込まれなくなります。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド: アクセスの制御

LockerService: 重要な更新の変更とセキュリティの向上
Lightning コンポーネントのための強力なセキュリティアーキテクチャである LockerService がコミュニティに及ぼ
す影響について説明します。
このセクションの内容:
コミュニティの LockerService の重要な更新の置き換え
コミュニティの重要な更新から Lightning LockerService セキュリティが削除されました。代わりに、全般的な
Lightning LockerService セキュリティの重要な更新にコミュニティが含まれるようになりました。
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ページの <Head> マークアップのセキュリティの向上
セキュリティ上の理由により、LockerService が有効になっている場合にページの head マークアップで使用
できるタグ、属性、値が制限されます。Summer '17 リリースですべての組織に LockerService が自動的に有効
化される前に、既存のすべての head マークアップに、許可されているタグ、属性、値のみが含まれてい
ることを確認してください。Summer '17 以降、無効なタグ、属性、値を使用している head は無効になりま
す。

コミュニティの LockerService の重要な更新の置き換え
コミュニティの重要な更新から Lightning LockerService セキュリティが削除されました。代わりに、全般的な
Lightning LockerService セキュリティの重要な更新にコミュニティが含まれるようになりました。
Spring '17 では、LockerService は重要な更新のままです。Summer '17 リリースでは、すべての組織で LockerService が
自動的に有効になります。その前に、更新を手動で有効にして、コミュニティを含む Salesforce 組織全体への影
響を評価できます。

この変化による影響
以前に何を有効にしていたかによって異なります。
• コミュニティの LockerService の重要な更新のみを有効にしていた場合、LockerService が有効でなくなります。
全般的な LockerService の重要な更新を有効にしてください。
• 全般的な LockerService の重要な更新のみを有効にしていた場合、LockerService がコミュニティにも適用される
ようになります。追加の作業は必要ありません。
• 全般的およびコミュニティ固有の重要な更新の両方を有効にしていた場合、LockerService がコミュニティを
含む Salesforce 組織全体に適用されるようになります。
LockerService を Sandbox または Developer Edition 組織でテストして、コンポーネントが正しく動作することを確認
してから本番組織で有効にすることをお勧めします。
メモ:
• LockerService は、本番組織のテキスト編集には影響を及ぼしません。ただし、Sandbox または Developer
Edition 組織で LockerService が有効になっている場合、次の影響があります。
– リッチコンテンツエディタはコミュニティビルダーで無効です。
– コミュニティでは、[フィード] コンポーネントなどのリッチテキストエディタを含むコンポーネン
トが無効です。
• LockerService が有効になっている場合でも、コミュニティでは IE11 がサポートされています。ただし、
IE11 ではコンテンツセキュリティポリシー (CSP) がサポートされていないため、サポートされている他
のブラウザを使用してセキュリティを強化することをお勧めします。

関連トピック:
LockerService のコンテンツセキュリティポリシーの厳格化
LockerService の重要な更新が有効な場合はリッチテキストエディタが無効
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ページの <Head> マークアップのセキュリティの向上
セキュリティ上の理由により、LockerService が有効になっている場合にページの head マークアップで使用でき
るタグ、属性、値が制限されます。Summer '17 リリースですべての組織に LockerService が自動的に有効化される
前に、既存のすべての head マークアップに、許可されているタグ、属性、値のみが含まれていることを確認
してください。Summer '17 以降、無効なタグ、属性、値を使用している head は無効になります。
許可されるタグ

許可される属性

<base>

href、target

<link>

as、charset、crossorigin、disabled、href、hreflang、id、import、integrity、
media、rel1、relList、rev、sheet、sizes、target、title、type
1

rel で許可される値は、alternate、apple-touch-icon、
apple-touch-icon-precomposed、apple-touch-startup-image、author、
bookmark、external、help、icon、license、manifest、next、nofollow、
noopener、noreferrer、pingback、prefetch、preload、prev、search、shortcut
icon、stylesheet、tag です。
<meta>

charset、content、http-equiv2、name、scheme
2

http-equiv で許可される値は cleartype、content-type、content-language、
default-style です。
<title>

許可される属性はありません。

使いやすさとデザインの向上: 新しくなったツール、デザイン制御の
強化
作成、モデレート、管理のいずれを行う場合でも、使いやすさが向上しました。また、コミュニティのデザイ
ンをより詳細に制御できるようになりました。
このセクションの内容:
コミュニティワークスペース: コミュニティ機能の中心
コミュニティを作成し、管理するために 2 つの異なるページ間を行き来することが面倒だと感じていませ
んか? [管理] やダッシュボードがどこにあるか忘れてしまったことはありませんか? 今回のリリースで、ビ
ルダー、管理、ダッシュボード、およびすべてのモデレーションツールに 1 か所でアクセスできるように
なりました。それがコミュニティワークスペースです。
コミュニティビルダーの作業スペースの拡大
新しく改善されたコミュニティビルダーでは、作業スペースが広くなり、ユーザは設計と設定に専念し、
より簡単にツールにアクセスできるようになりました。コンポーネントの追加および設定、ブランド設定
のカスタマイズ、ページの追加、設定の調整のいずれを行う場合もエディタを切り替える必要がなくなり
ました。このワークフローの改善の一環として、次のことが変更されました。
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作成中に何をどこに配置するかを確認するためのビジュアルフィードバックの改善
テーマレイアウト範囲およびコンテンツレイアウト範囲の表示ラベルにより、Lightning コンポーネントを
ページ上の目的の位置にドラッグアンドドロップすることがより簡単になりました。
テーマレイアウト種別を使用した各ページのレイアウトの制御
コミュニティの各ページのレイアウトをより詳細に制御したいとお考えですか? テーマレイアウトとテーマ
レイアウト種別を使用すればそれが可能です。以前は、テーマレイアウトはコミュニティのすべてのペー
ジに適用されていましたが、テーマレイアウト種別を使用すれば、1 か所から、テーマレイアウトを個々の
ページに適用したり、レイアウトを切り替えたりすることができます。そして開発者向けには、[テーマ]
領域で設定できるカスタムテーマレイアウトにプロパティを追加する機能が導入されました。この機能は、
カスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用するコミュニティで使用できます。
コミュニティビルダーからのアセットファイルの検索と作成
コミュニティのヘッダー、ロゴ、カスタムコンポーネントを、画像を使用してカスタマイズすることがよ
り簡単になりました。ファイルセレクタを使用して画像をアップロードし、選択します。アップロードが
完了すると、ファイルはパッケージ化可能なアセットファイルに変換され、組織アセットライブラリに保
管されるため、簡単に参照して取得できます。
カスタムドメインのクイック設定
非常に簡単なラジオボタンを使用して、カスタムドメインの HTTP を設定します。
パスワードの簡単なリセット方法
以前は、Salesforce およびコミュニティユーザ名と同じカスタマーセルフサービスユーザがいる場合、パス
ワードのリセットメールの送信に失敗していました。その場合、いくつかの巧みな処理を行ってメールを
受信する必要がありました。この問題が解決されました。
コミュニティのタイトルの大文字/小文字の制御
[ブランド] パネルの [フォント] セクションの新しい [テキストの大文字/小文字] プロパティを使用すると、
コミュニティ内のタイトルの大文字/小文字をすばやく調整できます。[テキストの大文字/小文字] プロパ
ティは、ナビゲーションメニュー、質問ボタン、プロファイルヘッダー、見出しなどのすべての標準コン
ポーネントに影響します。すべて大文字にする以外に、小文字または最初の文字だけを大文字にすること
ができます。

コミュニティワークスペース: コミュニティ機能の中心
コミュニティを作成し、管理するために 2 つの異なるページ間を行き来することが面倒だと感じていませんか?
[管理] やダッシュボードがどこにあるか忘れてしまったことはありませんか? 今回のリリースで、ビルダー、
管理、ダッシュボード、およびすべてのモデレーションツールに 1 か所でアクセスできるようになりました。
それがコミュニティワークスペースです。
新しく合理化されたコミュニティワークスペースには、コミュニティのモデレーション、作成、管理など、コ
ミュニティに必要なすべての機能がまとめられています。また、頻繁にアクセスするページへのクイックリン
クにアクセスしたり、リリースノートを確認したり、ヘルプ & トレーニングを参照したりできます。

316

Salesforce Spring '17 リリースノート

使いやすさとデザインの向上: 新しくなったツール、デ
ザイン制御の強化

コミュニティワークスペースの有効化
コミュニティワークスペースを有効にするには、[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、[コミュニティ設定] をクリックします。[コミュニティ管理] 設定で [コミュニティワークスペースの有効
化] を選択します。コミュニティワークスペースは、Spring '17 以降に作成されたすべての組織でデフォルトで
有効になります。
コミュニティワークスペースに移行する準備が整っていない場合は、何もする必要はありません。コミュニ
ティワークスペースを有効にしない限り、設定はそのままです。ワークスペースを試してみたい場合は、自由
に試してください。[コミュニティワークスペースの有効化]を選択解除することで、簡単にコミュニティ管理
に戻すことができます。
メモ: Internet Explorer® バージョン 11 では、コミュニティワークスペースはサポートされていません。

変更点
コミュニティワークスペースでは、合理化された領域から、コミュニティの作成、管理、追跡に必要なすべて
のツールにアクセスできます。外観は異なりますが、これまで使用されていたものはすべてあります。一部の
ものは位置が若干変更されています。
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エンゲージメントレポートは、[ダッシュボード] ワークスペースに移動されました。[レポート作成] ダッシュ
ボードと [ホーム] ダッシュボードも [ダッシュボード] ワークスペースにあります。

[おすすめ] と [トピック] は新しい [コンテンツターゲティング] ワークスペースにあります。

モデレーションページは、[モデレーション] ワークスペース内の別個の領域に整理されました。[ホーム] タブ
からはモデレーションインサイトにアクセスでき、[ルール] タブからはモデレーションルール、メンバー条
件、コンテンツ条件をカスタマイズできます。

318

Salesforce Spring '17 リリースノート

使いやすさとデザインの向上: 新しくなったツール、デ
ザイン制御の強化

現在表示されているワークスペースから別のワークスペースへの移動も簡単です。左上隅にあるアイコンをク
リックすると、ナビゲーションドロップダウンメニューが表示されます。また、コミュニティ間の移動もコ
ミュニティワークスペースから離れずに行うことができます。

コミュニティビルダーの作業スペースの拡大
新しく改善されたコミュニティビルダーでは、作業スペースが広くなり、ユーザは設計と設定に専念し、より
簡単にツールにアクセスできるようになりました。コンポーネントの追加および設定、ブランド設定のカスタ
マイズ、ページの追加、設定の調整のいずれを行う場合もエディタを切り替える必要がなくなりました。この
ワークフローの改善の一環として、次のことが変更されました。

左パネルの変更
左側のパネルが、不要時にはスライドして非表示になるようになりました。

319

Salesforce Spring '17 リリースノート

使いやすさとデザインの向上: 新しくなったツール、デ
ザイン制御の強化

• 合理化された [コミュニティ] メニュー (1) から他のワークスペースにアクセスできます。
• [ページ] メニューと [ページのバリエーション] メニュー (2) を使用すると、ページおよびページのプロパティ
に移動できます。
• [Lightning コンポーネント] (3) と [ページ構造] (5) には別のパネルでアクセスします。
• ブランドエディタ (4) は [ブランド] という名前に変更されました。

見つけやすくなった [ページ構造] パネル
[ページ構造] は単独のパネルなりました。現在のページ上のすべてのコンポーネントが表示され、表示するコ
ンポーネントをすばやく選択できます。

ページのプロパティの再設計
[ページマネージャ] 領域のすべての設定をお探しですか? それらの設定は [ページ] メニューからアクセスでき
るページの [プロパティ] 領域に統合されました。
現在のページのプロパティを開くには、ツールバーのページ名の横にある をクリックします。コミュニティ
内のページのプロパティを開くには、[ページ] メニューのページ名にマウスポインタを置き、 をクリック
します。
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一元化されたプロパティ領域では、1 か所の使いやすい場所で、ページの作成、ページのバリエーションの管
理、ページのレイアウトプロパティの設定を行うことができます。[ページ] メニューから [新規ページ] オプ
ションが使用できるようになり、[ページレイアウト] 領域が追加されました。

作成中に何をどこに配置するかを確認するためのビジュアルフィードバックの
改善
テーマレイアウト範囲およびコンテンツレイアウト範囲の表示ラベルにより、Lightning コンポーネントをペー
ジ上の目的の位置にドラッグアンドドロップすることがより簡単になりました。
コンポーネントをテーマレイアウト範囲にドラッグすると、コンポーネントの配置に役立つように範囲名が表
示されます。
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テーマレイアウト範囲内のコンポーネントは、そのテーマレイアウトを使用するすべてのページに表示されま
す。[共有] 表示ラベルは、他のページに表示されるコンポーネントを示します。

コンポーネントをコンテンツレイアウト範囲にドラッグすると、コンポーネントの配置に役立つように範囲名
が表示されます。

コンテンツレイアウト範囲内のコンポーネントは、1 つのページに固有です。コンテンツレイアウト範囲内の
コンポーネントには、[共有] 表示ラベルが付いていません。

テーマレイアウト種別を使用した各ページのレイアウトの制御
コミュニティの各ページのレイアウトをより詳細に制御したいとお考えですか? テーマレイアウトとテーマレ
イアウト種別を使用すればそれが可能です。以前は、テーマレイアウトはコミュニティのすべてのページに適
用されていましたが、テーマレイアウト種別を使用すれば、1 か所から、テーマレイアウトを個々のページに
適用したり、レイアウトを切り替えたりすることができます。そして開発者向けには、[テーマ] 領域で設定で
きるカスタムテーマレイアウトにプロパティを追加する機能が導入されました。この機能は、カスタマーサー
ビス (Napili) テンプレートを使用するコミュニティで使用できます。
テーマレイアウトでは、ヘッダーとフッター、ナビゲーション、検索、ユーザプロファイルメニューなど、
ページの最上位の範囲を定義します。テーマレイアウト種別を使用して、コミュニティ内で同じテーマレイア
ウトを共有するページを分類します。コミュニティビルダーの [設定] > [テーマ] で、テーマのレイアウトを既
存の種別に割り当てるか、より柔軟性のあるカスタム種別を作成します。次に、ページのプロパティでテーマ
レイアウト種別を適用します。
カスタマーサービス (Napili)には次のデフォルトのテーマレイアウト種別とテーマレイアウトが含まれています
が、必要に応じてカスタム種別を作成したり、レイアウトを切り替えたりすることができます。
• [ホーム] では、[カスタマーサービス] テーマレイアウトが [ホーム] ページに適用されます。
• [ログイン] では、[ログインのボティレイアウト] テーマレイアウトが [ログイン] ページに適用されます。
• [内部] では、[カスタマーサービス] テーマレイアウトがその他のすべてのページに適用されます。
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例: たとえば、近日予定されている春のキャンペーンのために 3 つのページを作成するとします。[Large
Header (大きなヘッダー)] テーマレイアウトを使用する場合、[テーマ] 領域で、これらのページを分類する
ために「Spring」(春) というカスタムテーマレイアウト種別を作成して、それに [Large Header (大きなヘッ
ダー)] レイアウトを割り当てます。

次に、[Spring (春)] テーマレイアウト種別を各ページのプロパティで適用します。各ページに [Large Header
(大きなヘッダー)] レイアウトがすぐに適用されます。

うまくいっているように見えましたが、マーケティングの統括責任者がヘッダーが場所を取りすぎると
判断しました。テーマレイアウトを変更するために各ページのプロパティを更新する必要がないため、
簡単に修正できます。[テーマ] 領域で 1 回クリックするだけで、[Spring (春)] を [Small Header (小さなヘッダー)]
レイアウトに切り替えて、3 つのページすべてをすぐに更新できます。
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例: ここで、[Small Header (小さなヘッダー)] レイアウトに 2 つのカスタムプロパティ、プロパティ A とプロ
パティ B が含まれているとします。これらのプロパティは有効になっていてすべてのキャンペーンページ
に適用されています。ただし、1 つのページには、プロパティ B のみを適用する必要があります。
この場合、「Spring B」(春 B) というテーマレイアウト種別を作成し、それに [Small Header (小さなヘッダー)]
レイアウトを割り当て、プロパティ B を有効にすることができます。その後は、[Spring B (春 B)] レイアウ
ト種別をページに適用するだけです。

テーマレイアウト種別を使用すると、必要なだけ詳細な制御を維持しながら、同じテーマレイアウトを
いくつかの異なる方法で簡単に再利用することができます。

コミュニティビルダーからのアセットファイルの検索と作成
コミュニティのヘッダー、ロゴ、カスタムコンポーネントを、画像を使用してカスタマイズすることがより簡
単になりました。ファイルセレクタを使用して画像をアップロードし、選択します。アップロードが完了する
と、ファイルはパッケージ化可能なアセットファイルに変換され、組織アセットライブラリに保管されるた
め、簡単に参照して取得できます。
コミュニティビルダーから、[ブランド] パネルの画像アイコンをクリックし、統合ファイルセレクタを開きま
す。

ファイルセレクタには画像ファイルのみが表示されるため、ロゴやヘッダーの画像をすべてのファイルの中か
ら探し出す必要はありません。目的の画像ファイルがすでにアセットファイルである場合は、そのファイルは
アセットライブラリ内に存在し、組織アセットライブラリバッジが付けられわかりやすくなっています。
Salesforce 組織とすべてのコミュニティ用のアセットファイルは、組織アセットライブラリに保存されているた
め、他の場所にコピーを保持する必要がありません。

324

Salesforce Spring '17 リリースノート

使いやすさとデザインの向上: 新しくなったツール、デ
ザイン制御の強化

画像を初めてコミュニティに追加するときには、アセットファイルが自動的に作成され、組織アセットライブ
ラリに保存されます。システム管理者は、組織アセットライブラリへのフルアクセス権を持ち、アセットファ
イルを検索、タグ付け、登録することができます。「アプリケーションのカスタマイズ」および「コミュニ
ティの作成および設定」権限を持つユーザは組織アセットライブラリにアクセスできます。他のユーザにアク
セス権を付与するには、そのユーザを適切な権限を持つライブラリのメンバーとして追加します。これらの権
限を持たないユーザには組織アセットライブラリは表示されません。組織アセットライブラリは、すべての新
しい組織で使用でき、既存の組織でも自動的に有効になります。
メモ: コミュニティビルダーのページまたはコミュニティレベルで公開アクセスが有効になっている場
合、[管理] | [個人設定] で [ゲストユーザは、公開ページでアセットファイルを表示できます] 設定が有効に
なっています。この設定は、公開アクセスが有効になっている限り、有効になっています。

カスタムドメインのクイック設定
非常に簡単なラジオボタンを使用して、カスタムドメインの HTTP を設定します。
見やすいラジオボタンから選択することで、カスタムドメインの設定方法をすばやく選択できるようになりま
した。[設定] > [管理] > [ドメイン管理] > [ドメイン] に移動して選択を行います。

パスワードの簡単なリセット方法
以前は、Salesforce およびコミュニティユーザ名と同じカスタマーセルフサービスユーザがいる場合、パスワー
ドのリセットメールの送信に失敗していました。その場合、いくつかの巧みな処理を行ってメールを受信する
必要がありました。この問題が解決されました。
ユーザが [パスワードを忘れた場合] リンクをクリックすると、ユーザのパスワードをリセットする手順が含ま
れたメールが適切に送信されます。
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コミュニティのタイトルの大文字/小文字の制御
[ブランド] パネルの [フォント] セクションの新しい [テキストの大文字/小文字] プロパティを使用すると、コ
ミュニティ内のタイトルの大文字/小文字をすばやく調整できます。[テキストの大文字/小文字] プロパティは、
ナビゲーションメニュー、質問ボタン、プロファイルヘッダー、見出しなどのすべての標準コンポーネントに
影響します。すべて大文字にする以外に、小文字または最初の文字だけを大文字にすることができます。
また、テキストの書式設定を行わず、コンポーネントのデフォルトのフォントの書式設定を使用することもで
きます。

ページおよびグループでの利用者のターゲティングによるコミュニ
ティの絞り込み
プロファイルに加えて、ページのバリエーションに場所やレコードタイプの条件を追加して、対象利用者を絞
り込むことができるようになりました。たとえば、条件を組み合わせることにより、カナダにいる営業ユーザ
にのみページが表示されるようにしたり、そのユーザのグループ専用のカスタムグループを作成したりできま
す。
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条件を使用して対象利用者を絞り込む場合、次の点に留意してください。
• 複数のページバリエーションがある場合、割り当てられた条件が最も多いページが表示されます。同様の
条件を持つページがある場合、条件のランクによってどのページが表示されるかが決まります。優先順位
は次の順序で決定されます。
– プロファイル
– レコードタイプ
– 最も具体的な場所 (都道府県など) から最も一般的な場所 (国など) へ
たとえば、プロファイル条件が営業ユーザに設定された 2 つのページがあるとします。一方はさらにレコー
ドタイプ条件も使用しており、もう一方は場所を使用しています。この場合、レコードタイプの方が優先
順位が高いため、営業ユーザとレコードタイプに設定されているページが表示されます。
• プロファイル条件によってナビゲーションメニュー項目が決まります。たとえば、営業ユーザプロファイ
ルに対してある項目を無効にすると、追加条件にかかわらず無効になります。
場所条件には、さらにいくつかの具体的な注意事項があります。
• 場所は、実際にはユーザの IP の場所です。これは、近隣地域に存在する可能性があります。
• Developer Edition 組織では、場所権限はデフォルトで有効ではありません。このエディションでこの機能を
使用する場合は、Salesforce にお問い合わせください。
• 一部の国では Google API の使用が許可されていません。それらの地域では、場所条件が機能しません。

Lightning Bolt: パッケージ化の簡易化と AppExchange での配布
エクスポートされパッケージ化された Lightning Bolt ソリューションで、より多くのページ種別とプロパティが
サポートされるようになりました。それだけではなく、コンサルティングパートナーや ISV は、Lightning Bolt ソ
リューションを Salesforce AppExchange で配布して、お客様とカスタム製品をつなぐことができるようになりま
した。そして、Salesforce システム管理者やユーザは、AppExchange にアクセスし、コミュニティを活性化する
ためのソリューションを見つけることができるようになりました。
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ヒント: Lightning Bolt ソリューションは、Spring '17 のリリース直後に AppExchange から入手可能になります。
最もシンプルな状態の Lightning Bolt ソリューションは、ページ、コンテンツレイアウト、Lightning コンポーネ
ントに加えて、テーマレイアウトと CSS で構成されるエクスポートされたテンプレートから成ります。Bolt ソ
リューションは Salesforce とシームレスに統合し、ビジネスロジック、カスタムオブジェクト、業界のベストプ
ラクティスを組み込んでいます。
Lightning Bolt ソリューションをエクスポートおよびパッケージ化するときに、次のものがサポートされるよう
になりました。
• ログインページ
• ページレベルのプロパティ
• アセットファイル
• テーマレイアウトのプロパティと種別
そして、コンサルティングパートナーや ISV は、カスタム Lightning Bolt ソリューションを管理パッケージとして
AppExchange に公開できます。AppExchange リストを使用して、アプリケーション、コンポーネント、コンサル
ティングサービスと同じ方法でソリューションのマーケティングを行うことができます。リストには、ソリュー
ション、価格設定、サポート、その他の詳細を記載して、お客様が製品が自分たちの求めるものかどうかを判
断できるようにします。
メモ: [設定] の次の項目が変更されました。
• [Lightning コミュニティテンプレート] が [Lightning Bolt ソリューション] になりました。
• [Lightning コミュニティページ] が [Lightning Bolt ページ] になりました。

コミュニティテンプレート: 検索結果の向上、ダイレクトメッセージ
など
冬の努力の成果として、今春は真新しい機能とコンポーネントをたくさんお届けします。コミュニティメン
バーへのダイレクトメッセージ、記事フィードでのコメント、トピックの強化、ナビゲーションメニュー項目
のネストなどがあります。
このセクションの内容:
テンプレート主導のコミュニティでのモバイル機能強化
コミュニティビルダーのテンプレート主導のコミュニティの最大の利点の 1 つは、モバイルに対応してい
ることです。コミュニティユーザはモバイルデバイスを使用してより多くのアクションを実行できるよう
になり、外出先で業務を遂行できます。たとえば、客先で仕事をしているパートナーは、すばやくリード
を追加したり、商談を更新したりできます。フィールドサービス技術者は、仕事の現場から直接、予約を
完了にしたり、新しい作業指示を追加したりできます。そして、モバイルデバイスでコミュニティにアク
セスしている顧客は、ケースを登録することができます。
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コミュニティでのダイレクトメッセージの送信
コミュニティメンバーは、ダイレクトメッセージを送信して、1 人以上のメンバーと非公開の会話を開始で
きるようになりました。ダイレクトメッセージは、カスタマーサービス (Napili) テンプレートに基づき、
Lightning Bolt ソリューション (Lightning パートナー管理ソリューションなど) に含まれるすべてのコミュニティ
でサポートされています。
記事へのコラボレーションフィードの追加
誤りのあるナレッジ記事をコミュニティで読んだことはありませんか? 今回のリリースでは、コミュニティ
の記事フィードにコメントを追加できるようになりました。他のコミュニティメンバーはそのフィードバッ
クを見て自分のコメントを追加し、コミュニティマネージャはそれらの提案を記事自体に取り入れること
ができます。
コミュニティで未回答の質問への回答の促進
まだ回答されていない質問を強調表示することによって、コミュニティメンバーが互いに助け合えるよう
にします。コミュニティメンバー、マネージャ、モデレータ、そしてカスタマーサポートまでもが、最も
参照されている未回答の質問を簡単に確認して、回答することができます。Salesforce Einstein を装備した [未
回答の質問] コンポーネントは任意のページに配置できます。このコンポーネントには、コミュニティ全体
での参照カウントに基づいて上位の未回答の質問が表示されます。回答された質問は表示から削除されま
す。
関連性の高い推奨検索結果の表示
コミュニティメンバーがオートコンプリート検索を使用するときに、より関連性の高い推奨検索結果が表
示されるようになりました。以前は、推奨検索結果にはディスカッションと記事のみが表示されていまし
た。現在は、コミュニティで公開されていてシステム管理者が検索可能と設定しているオブジェクトがす
べてオートコンプリート検索の対象になります。システム管理者は、より柔軟にオートコンプリート検索
結果を設定できるようになり、検索結果を関連性が高い順に表示するか、種別ごとにグループ化して表示
するかを選択できます。さらに、システム管理者はコミュニティで使用できる検索可能な任意のオブジェ
クトをオートコンプリート検索結果に追加することもできます。
コミュニティ検索結果に含まれるようになったすべての質問の投稿
コミュニティで検索を実行すると、トピックでタグ付けされていない場合でも結果に質問の投稿が含まれ
るようになりました。たとえば、コミュニティメンバーが以前にトピックでタグ付けせずに「最高のコー
ヒー豆は?」と質問したとします。「コーヒー豆」を検索すると、結果にその質問とコミュニティからの回
答が含まれるようになりました。
レポートとダッシュボードのリストビューおよび詳細ページの作成
コミュニティメンバーは、レポートとダッシュボードのリストビューや詳細ページにアクセスして、重要
なレコードを確認し、必要に応じてドリルダウンできるようになりました。コミュニティビルダーでレポー
トまたはダッシュボードのオブジェクトページを作成すると、リストビューおよび詳細ページが自動的に
作成されます。コミュニティメンバーはフィードを使用してコラボレーションすることもできます。
ルックアップからの新規レコードの作成
コミュニティメンバーはルックアップからレコードを作成できるようになり、時間と労力を節約できます。
たとえば、パートナーコミュニティメンバーが、潜在的な販売を追跡するために Awesome Widgets という商
談を作成したとします。パートナーは、取引先責任者の Jess Fabulous が存在するかどうかを確認するために
Jess を検索します。Jess がシステム内に存在しなければ、パートナーはそのまま [新規] をクリックして取引
先責任者を作成できます。フローが中断されることはなく、時間が無駄になりません。
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コミュニティで使用可能になった ToDo
コミュニティの商談、リード、取引先、取引先責任者に、レコードリストコンポーネントを使用して ToDo
を追加できるようになりました。それをナビゲーションメニューに追加すると、コミュニティメンバーは
自分の ToDo を把握できるようになります。
トピックのフォローおよび使用の頻度の表示
コミュニティメンバーはトピックの使用に関するさまざまな総計値を表示できるようになりました。表示
できるのは、トピックを使用している投稿数、トピックに関連する記事数、過去 60 日間にトピックが使用
された回数、トピックのフォロワー数です。この情報が手元にあれば、コミュニティメンバーはトピック
が新しいか古いかを知ることができます。また、システム管理者はこれらの総計値を使用して、コミュニ
ティで特定のトピックを重要なトピックとしたり、使用に基づいて類似するトピックをまとめたりするこ
とができます。
コミュニティのオブジェクトデータへのゲストユーザアクセスの簡略化
トピック、記事、おすすめを表示するために、コミュニティ管理またはコミュニティワークスペースで
[Chatter に対する公開 API 要求へのアクセス権を付与] 設定を有効にする必要がなくなりました。以前は、
この設定が有効でない場合はトピック、記事、おすすめのデータがコミュニティの公開ページに正しく読
み込まれませんでした。
コミュニティビルダーへのブックマークフィードの導入
コミュニティビルダーで、フィードコンポーネントとフィードコンパクトコンポーネントの Type 項目の
オプションに [ブックマーク] が追加されました。ブックマークフィードを作成すると、ユーザがブックマー
クしたすべてのものを 1 か所に表示できます。
ネストされたメニュー項目を使用したコミュニティナビゲーションのカスタマイズ
[ナビゲーションメニュー] コンポーネントの新しい [メニューの表示ラベル] 種別を使用すると、ナビゲー
ションメニューに親ヘッダーを作成し、その下にネスト項目を作成できます。
テンプレートベースのコミュニティで Visualforce の機能を活用
コミュニティのカスタマイズを完成させるのに、Salesforce タブ + Visualforce テンプレートを使用したことは
ありますか? Visualforce を使用したカスタマイズを利用しつつも、Lightning ベースのコミュニティの利点や機
能強化を利用したいと思ったことはありませんか。それが可能となりました。Visualforce ページ、アクショ
ン、ボタン、リンク、キャンバスアプリケーションが カスタマーサービス (Napili) ベースのコミュニティで
機能するようになりました。
Kanban ビューの編集
「リストビューを作成およびカスタマイズ」権限を持つコミュニティメンバーは、コミュニティ内でのレ
コードの Kanban ビューを編集できます。この機能は、Lightning コンポーネントベースのコミュニティでの
み使用できます。

テンプレート主導のコミュニティでのモバイル機能強化
コミュニティビルダーのテンプレート主導のコミュニティの最大の利点の 1 つは、モバイルに対応しているこ
とです。コミュニティユーザはモバイルデバイスを使用してより多くのアクションを実行できるようになり、
外出先で業務を遂行できます。たとえば、客先で仕事をしているパートナーは、すばやくリードを追加した
り、商談を更新したりできます。フィールドサービス技術者は、仕事の現場から直接、予約を完了にしたり、
新しい作業指示を追加したりできます。そして、モバイルデバイスでコミュニティにアクセスしている顧客
は、ケースを登録することができます。
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メモ: コミュニティメンバーは、レコードの詳細ページおよびレコードのリストビューページからアク
ションを実行できます。
例:

コミュニティでのダイレクトメッセージの送信
コミュニティメンバーは、ダイレクトメッセージを送信して、1 人以上のメンバーと非公開の会話を開始でき
るようになりました。ダイレクトメッセージは、カスタマーサービス (Napili) テンプレートに基づき、Lightning
Bolt ソリューション (Lightning パートナー管理ソリューションなど) に含まれるすべてのコミュニティでサポー
トされています。
コミュニティでダイレクトメッセージを有効にするには、次の手順を実行します。
1. コミュニティ管理 (または有効にしている場合はコミュニティワークスペース) の [管理] > [個人設定] で [ダ
イレクトメッセージを有効化] を選択します。
2. コミュニティビルダーで、コミュニティの [ホーム] ページの [プロファイルヘッダー] コンポーネントをク
リックし、[私のメッセージを含める] を選択します。これによりユーザプロファイルドロップダウンメ
ニューに [私のメッセージ] リンクが表示されます。
3. 必要に応じて、コミュニティページに他のコンポーネントを追加することで、ダイレクトメッセージにア
クセスしやすくすることができます。
• コミュニティナビゲーションメニューに[メッセージ]ページを追加すると、目につきやすく、アクセス
しやすくなります。
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• ページに [[新規メッセージ] ボタン] コンポーネントを追加すると、コミュニティメンバーがそのページ
からメッセージを作成できるようになります。
• コミュニティホームページに[メッセージ通知]コンポーネントを追加すると、コミュニティメンバーが
受信したメッセージの最後の 3 件が表示されます。

コミュニティメンバーは次の方法でダイレクトメッセージを開始できます。
• [メッセージ] ページから開始する。
• ユーザプロファイルで、ユーザの上にマウスポインタを置いて開始する。
• コミュニティページの [メッセージ通知] コンポーネントおよび [新規メッセージ] ボタンコンポーネントか
ら開始する。
• フィード投稿をダイレクトメッセージとして共有することによって開始する。
また、ダイレクトメッセージが不適切またはスパムであると判断した場合には、ダイレクトメッセージにフラ
グを設定できます。
コミュニティメンバーは [私のメッセージ] リストですべてのダイレクトメッセージを参照できます。[私のメッ
セージ] リストにはユーザプロファイルメニューから簡単にアクセスできます。
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Chatter REST API および Chatter in Apex では、ダイレクトメッセージがサポートされます。
例: ダイレクトメッセージを使用すると、機密性の高い会話のプライバシーが保護されます。コミュニ
ティフィードで、顧客が商品の問題を投稿した場合について想像してください。サポート担当者は、ダ
イレクトメッセージでその投稿を共有し、非公開で顧客の懸念に対応できます。同様に、チャネルマネー
ジャは、パートナーコミュニティのパートナーユーザと、機密性の高い売上データについて議論できま
す。

記事へのコラボレーションフィードの追加
誤りのあるナレッジ記事をコミュニティで読んだことはありませんか? 今回のリリースでは、コミュニティの
記事フィードにコメントを追加できるようになりました。他のコミュニティメンバーはそのフィードバックを
見て自分のコメントを追加し、コミュニティマネージャはそれらの提案を記事自体に取り入れることができま
す。
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記事に関するフィードを使用するには、フィード追跡を有効にする必要があります。記事フィードを使用する
には、コミュニティビルダーで記事の詳細ページに [フィード] コンポーネントと [フィードパブリッシャー] コ
ンポーネントを追加します。結果はすぐに反映されます。
メモ: Spring '17 より後に作成されたコミュニティでは、デフォルトで [フィード] コンポーネントと [フィー
ドパブリッシャー] コンポーネントが含まれています。それよりも古いコミュニティでは、システム管理
者がこれらのコンポーネントを記事の詳細ページに追加する必要があります。

コミュニティで未回答の質問への回答の促進
まだ回答されていない質問を強調表示することによって、コミュニティメンバーが互いに助け合えるようにし
ます。コミュニティメンバー、マネージャ、モデレータ、そしてカスタマーサポートまでもが、最も参照され
ている未回答の質問を簡単に確認して、回答することができます。Salesforce Einstein を装備した [未回答の質問]
コンポーネントは任意のページに配置できます。このコンポーネントには、コミュニティ全体での参照カウン
トに基づいて上位の未回答の質問が表示されます。回答された質問は表示から削除されます。
メモ: [未回答の質問] コンポーネントには Spring '17 リリースより後に作成された質問のみが表示されま
す。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、上位の未回答の質問がサポートされます。
例:

関連性の高い推奨検索結果の表示
コミュニティメンバーがオートコンプリート検索を使用するときに、より関連性の高い推奨検索結果が表示さ
れるようになりました。以前は、推奨検索結果にはディスカッションと記事のみが表示されていました。現在
は、コミュニティで公開されていてシステム管理者が検索可能と設定しているオブジェクトがすべてオートコ
ンプリート検索の対象になります。システム管理者は、より柔軟にオートコンプリート検索結果を設定できる
ようになり、検索結果を関連性が高い順に表示するか、種別ごとにグループ化して表示するかを選択できま
す。さらに、システム管理者はコミュニティで使用できる検索可能な任意のオブジェクトをオートコンプリー
ト検索結果に追加することもできます。
たとえば、コミュニティメンバーがコミュニティで「コーヒー」を検索すると、推奨オートコンプリート検索
結果には「コーヒー」を含む最も関連性の高いオブジェクトが表示されます。パートナーコミュニティユーザ
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の場合は取引先の Awesome Coffee が表示され、顧客の場合は「コーヒーの粉が細かすぎる」というケースが表
示されるなどです。
ディスカッションと記事以外のオブジェクトが含まれるようにオートコンプリート結果をカスタマイズするに
は、[検索パブリッシャーと投稿パブリッシャー] コンポーネントのプロパティで [オートコンプリートの結果
を 1 つのリストに表示] (1) を有効にします。システム管理者は、[オートコンプリートの結果: 関連性で並び替
え] セクション (2) および [オートコンプリートの結果: オブジェクトでグループ化] セクション (3) のプロパティ
を設定して、オートコンプリート検索を設定できます。
例:

コミュニティ検索結果に含まれるようになったすべての質問の投稿
コミュニティで検索を実行すると、トピックでタグ付けされていない場合でも結果に質問の投稿が含まれるよ
うになりました。たとえば、コミュニティメンバーが以前にトピックでタグ付けせずに「最高のコーヒー豆
は?」と質問したとします。「コーヒー豆」を検索すると、結果にその質問とコミュニティからの回答が含ま
れるようになりました。
以前は、ユーザがトピックで質問をタグ付けした場合にのみ、検索結果に質問が含まれていました。
メモ: 検索結果として表示された質問からは絞り込みは行なえません。
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レポートとダッシュボードのリストビューおよび詳細ページの作成
コミュニティメンバーは、レポートとダッシュボードのリストビューや詳細ページにアクセスして、重要なレ
コードを確認し、必要に応じてドリルダウンできるようになりました。コミュニティビルダーでレポートまた
はダッシュボードのオブジェクトページを作成すると、リストビューおよび詳細ページが自動的に作成されま
す。コミュニティメンバーはフィードを使用してコラボレーションすることもできます。

ルックアップからの新規レコードの作成
コミュニティメンバーはルックアップからレコードを作成できるようになり、時間と労力を節約できます。た
とえば、パートナーコミュニティメンバーが、潜在的な販売を追跡するために Awesome Widgets という商談を
作成したとします。パートナーは、取引先責任者の Jess Fabulous が存在するかどうかを確認するために Jess を
検索します。Jess がシステム内に存在しなければ、パートナーはそのまま [新規] をクリックして取引先責任者
を作成できます。フローが中断されることはなく、時間が無駄になりません。
例:

コミュニティで使用可能になった ToDo
コミュニティの商談、リード、取引先、取引先責任者に、レコードリストコンポーネントを使用して ToDo を
追加できるようになりました。それをナビゲーションメニューに追加すると、コミュニティメンバーは自分の
ToDo を把握できるようになります。

トピックのフォローおよび使用の頻度の表示
コミュニティメンバーはトピックの使用に関するさまざまな総計値を表示できるようになりました。表示でき
るのは、トピックを使用している投稿数、トピックに関連する記事数、過去 60 日間にトピックが使用された
回数、トピックのフォロワー数です。この情報が手元にあれば、コミュニティメンバーはトピックが新しいか
古いかを知ることができます。また、システム管理者はこれらの総計値を使用して、コミュニティで特定のト
ピックを重要なトピックとしたり、使用に基づいて類似するトピックをまとめたりすることができます。
[トレンドトピック] コンポーネントと [関連トピック] コンポーネントにも、トピックを使用している人数を示
す総計値を含めることができるようになりました。
例: コミュニティビルダーの [トピック総計値] コンポーネントのプロパティ

336

Salesforce Spring '17 リリースノート

コミュニティテンプレート: 検索結果の向上、ダイレク
トメッセージなど

コミュニティのオブジェクトデータへのゲストユーザアクセスの簡略化
トピック、記事、おすすめを表示するために、コミュニティ管理またはコミュニティワークスペースで[Chatter
に対する公開 API 要求へのアクセス権を付与] 設定を有効にする必要がなくなりました。以前は、この設定が
有効でない場合はトピック、記事、おすすめのデータがコミュニティの公開ページに正しく読み込まれません
でした。
次のコンポーネントは、データが正しく読み込まれ、[Chatter に対する公開 API 要求へのアクセス権を付与] 設
定に依存しなくなりました。
• 主要トピック
• ナビゲーショントピック
• 関連トピック
• トピックのトレンド
• 関連記事
• トレンド記事
• おすすめ

コミュニティビルダーへのブックマークフィードの導入
コミュニティビルダーで、フィードコンポーネントとフィードコンパクトコンポーネントの Type 項目のオプ
ションに [ブックマーク] が追加されました。ブックマークフィードを作成すると、ユーザがブックマークした
すべてのものを 1 か所に表示できます。
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ネストされたメニュー項目を使用したコミュニティナビゲーションのカスタマ
イズ
[ナビゲーションメニュー] コンポーネントの新しい [メニューの表示ラベル] 種別を使用すると、ナビゲーショ
ンメニューに親ヘッダーを作成し、その下にネスト項目を作成できます。

メニュー項目を追加し、種別を [メニューの表示ラベル] に設定します。そのメニューの表示ラベルの下に他の
メニュー項目をドラッグすることでネストします。
メモ: メニューの表示ラベルの下にナビゲーショントピックをネストすることはできません。

テンプレートベースのコミュニティで Visualforce の機能を活用
コミュニティのカスタマイズを完成させるのに、Salesforce タブ + Visualforce テンプレートを使用したことはあり
ますか? Visualforce を使用したカスタマイズを利用しつつも、Lightning ベースのコミュニティの利点や機能強化
を利用したいと思ったことはありませんか。それが可能となりました。Visualforce ページ、アクション、ボタ
ン、リンク、キャンバスアプリケーションが カスタマーサービス (Napili) ベースのコミュニティで機能するよ
うになりました。
たとえば、Salesforce CPQ (Steelbrick) アプリケーションが組織にインストールされているとします。見積の詳細
ページを作成し、[Visualforce ページ] コンポーネントを使用して見積品目エディタや他のページを表示できま
す。標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトに関連付けられている設定済みのアクション、ボタン、リ
ンクもコミュニティで機能します。そして、キャンバスアプリケーションのフロート表示を使用すると、コ
ミュニティでサードパーティアプリケーションをホストできます。
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はじめよう
1. プロファイルでユーザに Visualforce ページへのアクセス権を付与します。
[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、[有効な Visualforce ページ] を選択しま
す。

2. コミュニティで Visualforce ページを使用可能にします。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Visualforce」と入力し、[Visualforce ページ] を選択します。
[Salesforce モバイルアプリケーションおよび Lightning ページでの使用が可能] を有効にします。

ヒント: Visualforce ページのコードをリリースするときに、showHeader 属性を true に設定します。
[コミュニティワークスペース] または [コミュニティ管理] の [管理] > [ブランド] で設定したブランド設
定プロパティもカスタマーサービス (Napili) コミュニティの [Visualforce ページ] コンポーネントに適用さ
れます。
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Visualforce ページコンポーネント
コミュニティビルダーで、ページに [Visualforce ページ] コンポーネントを追加します。次に、コンポーネントを
編集して、使用する Visualforce ページを選択します。Salesforce CPQ (Steelbrick) アプリケーションをインストール
している場合、それらのページをここで選択できます。

メモ: Visualforce ページで取引先などのオブジェクトのレコード ID が必要な場合、取引先のオブジェクト
ページを作成します。次に、[Visualforce ページ] コンポーネントをオブジェクトの詳細ページにドラッグア
ンドドロップします。[レコード ID] 項目がオブジェクトの ID に調整されます。

カスタムアクション
Visualforce カスタムアクションを使用すると、ユーザがレコードの作成などのタスクを実行できます。アクショ
ン種別が [カスタム Visualforce] であるカスタムアクションが Visualforce ページに関連付けられている場合、公開
コミュニティでそれらのアクションが機能するようになりました。ユーザがアクションボタンをクリックする
と、関連付けられた Visualforce ページが表示されます。
メモ: [表示]、[新規]、[編集]、[削除] などの Visualforce 標準アクションの上書きは、コミュニティではサポー
トされていません。レコードの詳細ページのこれらのボタンは、コミュニティでは表示されません。

カスタムボタンとカスタムリンク
Visualforce カスタムボタンとカスタムリンクを使用すると、ユーザが Salesforce データ、および外部の Web サイ
トやサービスを操作できます。コンテンツソースが Visualforce ページであるカスタムボタンやカスタムリンク
がある場合、公開コミュニティでそれらのボタンやリンクが機能するようになりました。ユーザがボタンやリ
ンクをクリックすると、関連付けられた Visualforce ページが表示されます。
メモ: カスタムボタンとカスタムリンクの動作設定はサポートされていません。公開コミュニティでユー
ザがカスタムボタンをクリックすると、Visualforce ページは常に現在のウィンドウに表示されます。
Visualforce カスタムリストボタンは、コミュニティではサポートされていません。

キャンバスアプリケーション
キャンバスアプリケーションをカスタムアクションとして使用すると、ユーザはコミュニティでアプリケー
ションの機能にアクセスできます。Lightning コンポーネントおよび Visualforce ページのキャンバスアプリケー
ションの設定は、[キャンバスアプリケーション設定] で行います。その後、キャンバスアプリケーションを公
開コミュニティの Visualforce ページ、Visualforce アクション、Lightning コンポーネント内に読み込むことができ
ます。
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メモ: ゲストユーザはキャンバスクイックアクションを使用できません。
[キャンバスアプリケーション設定] で、パブリッシャーヘッダーとパブリッシャーの [共有] ボタンを非表
示にすることを選択できます。

Kanban ビューの編集
「リストビューを作成およびカスタマイズ」権限を持つコミュニティメンバーは、コミュニティ内でのレコー
ドの Kanban ビューを編集できます。この機能は、Lightning コンポーネントベースのコミュニティでのみ使用で
きます。

カスタム Lightning コンポーネント: コミュニティ向けの開発
Lightningコンポーネントフレームワークを使用して、コミュニティ向けのカスタムコンポーネントを作成しま
す。
このセクションの内容:
一度記述すればどこでも再利用可能な force:hasRecordId のサポート
force:hasRecordId インターフェースを実装する Lightning コンポーネントがコミュニティビルダーでシー

ムレスに動作するようになりました。force:hasRecordId インターフェースを使用すると、実行時にコ
ンポーネントのページからレコード ID がコンポーネントに追加され、コンポーネントがコンテキストを認
識するようになります。たとえば、レコードページ上のコンポーネントは、現在表示されているレコード
のレコード ID を受け取ります。
公開コミュニティでの Lightning アプリケーションへのアクセス
Lightning アプリケーションに ltng:allowGuestAccess インターフェースを追加すると、ユーザはコミュ
ニティに登録したりログインしたりすることなく、そのアプリケーションにアクセスできます。このイン
ターフェースにより、Lightning アプリケーションを使用するための障壁が下がり、より多くのユーザが使
用できるようになります。
グローバル Lightning コンポーネントおよびイベントを使用したカスタマイズ
新しい forceCommunity:routeLink コンポーネントが追加されました。このコンポーネントは、カスタ
マーサービス (Napili) テンプレートに基づくコミュニティで SEO リンクエクイティを改善するために使用し
ます。forceCommunity:analyticsInteraction イベントも更新され、ソーシャルインタラクション、
期間、およびエラーを測定できるようになりました。

一度記述すればどこでも再利用可能な force:hasRecordId のサポート
force:hasRecordId インターフェースを実装する Lightning コンポーネントがコミュニティビルダーでシーム

レスに動作するようになりました。force:hasRecordId インターフェースを使用すると、実行時にコンポー
ネントのページからレコード ID がコンポーネントに追加され、コンポーネントがコンテキストを認識するよ
うになります。たとえば、レコードページ上のコンポーネントは、現在表示されているレコードのレコード ID
を受け取ります。
以前は、force:hasRecordId インターフェースは、Lightning アプリケーションビルダー および Salesforce1 で
のみサポートされていました。それが、コミュニティでもサポートされるようになりました。このインター
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フェースを実装するコンポーネントをすでに作成済みであれば、それらをコミュニティビルダーで使用できま
す。
レコード ID を取得する式言語を含むコンポーネントがある場合、その式言語を削除する必要はありません。
式は force:hasRecordId インターフェースより優先されます。
メモ: Lightning コンポーネントを コミュニティで使用できるようにするには、引き続き
forceCommunity:availableForAllPageTypes インターフェースが必要です。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド: Lightning Experience レコードページのコンポーネントの設定

公開コミュニティでの Lightning アプリケーションへのアクセス
Lightning アプリケーションに ltng:allowGuestAccess インターフェースを追加すると、ユーザはコミュニ
ティに登録したりログインしたりすることなく、そのアプリケーションにアクセスできます。このインター
フェースにより、Lightningアプリケーションを使用するための障壁が下がり、より多くのユーザが使用できる
ようになります。
メモ: 個別のコンポーネントではなく、Lightning アプリケーションのみに ltng:allowGuestAccess イ
ンターフェースを追加できます。
アプリケーションのゲストアクセスを有効にしたら、そのアプリケーションは URL、
https://yourCommunityDomain/communityURL/namespace/appName.app でスタンドアロン Lightning ア
プリケーションとして使用できます。
スタンドアロン Lightning アプリケーションには Salesforce ブランドは表示されず、コミュニティテンプレートも
使用されません。スタンドアロンアプリケーションのビジュアルデザインを完全に制御できます。
組織の設定をアプリケーションの URL に変換する方法の例を次に示します。
• コミュニティドメインを「universalcontainers.force.com」に設定します。
• 組織には名前空間が定義されていません。
• 「ourstores」という URL のコミュニティを作成します。
• 「locator.app」という Lightning アプリケーションに implements="ltng:allowGuestAccess" を追加しま
す。
Lightning アプリケーションへの URL は
https://universalcontainers.force.com/ourstores/c/locator.app です。

重要: ltng:allowGuestAccess インターフェースを追加して Lightning アプリケーションをゲストユーザ
がアクセスできるようにすると、コミュニティで公開アクセスが有効になっているかどうかに関わらず、
組織内のすべてのコミュニティからアクセスできます。コミュニティ URL を介したアクセスを防ぐことは
できず、一部のコミュニティのみに対してアクセス可能にすることはできません。
警告: アプリケーションのゲストアクセスへの開放は慎重に行ってください。ゲストアクセスが有効なア
プリケーションは、コミュニティのゲストユーザプロファイルに設定したオブジェクトレベルセキュリ
ティと項目レベルセキュリティ (FLS) を無視します。Lightningコンポーネントでは、オブジェクトを参照し
たり、Apex コントローラからオブジェクトを取得したりするときに、CRUD および FLS が自動的に適用さ
れることはありません。つまり、このフレームワークでは、ユーザに CRUD アクセス権および FLS 表示権
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限がないレコードと項目は引き続き表示されます。CRUD と FLS は、Apex コントローラで手動によって適
用する必要があります。ゲストアクセスが有効なアプリケーションで使用されるコード内のエラーによっ
て、組織のデータが世界中に開放されてしまう可能性があります。
関連トピック:
未認証ユーザとの Lightning アプリケーションの共有
Salesforce ヘルプ: コミュニティの作成(リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可
能性があります)
Lightning コンポーネント開発者ガイド: CRUD および項目レベルセキュリティ (FLS)

グローバル Lightning コンポーネントおよびイベントを使用したカスタマイズ
新しい forceCommunity:routeLink コンポーネントが追加されました。このコンポーネントは、カスタマー
サービス (Napili) テンプレートに基づくコミュニティで SEO リンクエクイティを改善するために使用します。
forceCommunity:analyticsInteraction イベントも更新され、ソーシャルインタラクション、期間、お
よびエラーを測定できるようになりました。
関連トピック:
新規追加または変更された Lightning コンポーネント
Lightning イベントの変更

コミュニティテンプレートの Chatter とファイル: カスタムグループ
の作成、上位の投稿の追跡、質問の絞り込み、投稿の共有など
完全なカスタムグループを作成したり、投稿を人気順に並び替えたり、コミュニティのグループフィードの質
問を絞り込んだり、同僚と投稿を共有したりします。
このセクションの内容:
コミュニティの投稿の人気順での並び替え
今回のリリースでは、フィードのリストの並び替えオプションに [上位の投稿] が追加されました。ユーザ
が [上位の投稿] を選択すると、エンゲージメントが最も多い最新の投稿が表示されます。エンゲージメン
トはコメント数、いいね! の数、表示数によって測定されます。[上位の投稿] 並び替えオプションは、カス
タマーサービス (Napili) テンプレートに基づくコミュニティのディスカッションフィードで使用できます。
コミュニティでの質問を多様な方法で絞り込み
コミュニティで質問を表示する方法が増えました。質問を並び替えることはすでに可能でしたが、絞り込
むこともできるようになりました。[すべての質問]、[未回答の質問]、[最良の回答がない質問]、[最良の回
答がある質問] によって絞り込むことができます。この機能は、カスタマーサービス (Napili) テンプレートを
ベースにしたコミュニティで使用できます。
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コミュニティの投稿の共有

多くのユーザに見てもらいたい投稿をフォロワーと共有できます。必要に応じて、投稿する前に独自の紹
介コメントを追加できます。投稿をダイレクトメッセージに共有 ([メッセージとして送信]) すると、新しい
ダイレクトメッセージスレッドが開始されます。この機能は、カスタマーサービス (Napili) テンプレートを
ベースにしたコミュニティで使用できます。
ショートカット機能を利用したコミュニティへの投稿
あなたが上級ユーザなら、ショートカット機能を使用して投稿やコメントを実行してみてください。Windows
の場合、コンテンツを入力して Ctrl+Enter キーを押します。macOS の場合、Control+Enter キーまたは
Command+Enter キーを押します。この機能は、カスタマーサービス (Napili) テンプレートをベースにしたコ
ミュニティで使用できます。
コミュニティのフィードのデザインの更新
Salesforce は、すべてのプラットフォームが等しく使いやすくなるよう作業を続けています。このリリース
では、いいね! バーが変更されました。カウントが表示されるようになり、投稿にいいね! と言った最大 3 人
のユーザ名がリストされるようになりました。この機能は、カスタマーサービス (Napili)テンプレートをベー
スにしたコミュニティで使用できます。
より簡単になったメンバー管理
グループのメンバー管理をより簡単にするため、新しく 3 つの方法が導入されました。グループにメンバー
を追加する前に、そのメンバーが誰であるかを知るには、名前にマウスポインタを置くと、詳細が表示さ
れます。さらに、メンバーをよりすばやく追加するには、[さらに追加]をクリックすると[メンバーの追加]
ダイアログが直接開きます。また、メンバーリスト全体を列 (写真以外) によって並び替えることができま
す。これらの機能は、Lightning Experience と、カスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用するコミュニ
ティで使用できます。
さらに合理化されたユーザプロファイルヘッダー
ユーザプロファイルページは、ヘッダーに多くの情報があるために混み合った状態になりがちです。ペー
ジをすっきりさせるために、項目が整理されました。ヘッダーに表示されるのは 4 つの基本項目である名
前、役職、会社名、有効のみになりました。心配は無用です。マウスポインタを置けば、その他の項目が
表示されます。
ユーザ情報のフロート表示のコミュニティへの導入
写真の上にカーソルを置くだけでその人物の情報がポップアップ表示されたら便利ですね。その機能がコ
ミュニティでも使用できるようになりました。メンバーの詳細を取得するために現在のページから移動す
る必要がなくなりました。この機能は、カスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用するコミュニティ
で使用できます。
ユーザの評価レベルの配置の選択
コミュニティで評価機能を使用している場合、ユーザの評価レベルは通常、プロファイル写真の下に表示
されます。ただし、多くの情報があるために、スペースが狭く感じられることがあります。そこで、表示
をすっきりさせるために、評価を [影響度] セクションに配置することを選択できるようになりました。こ
の機能は、カスタマーサービス (Napili) テンプレートをベースにしたコミュニティで使用できます。
カスタマイズ可能なグループの正式リリース
ここ数年間で最大の Chatter グループの機能強化を発表します。すべての Chatter グループが完全にカスタマ
イズ可能になりました。この機能によりグループは大きく強化され、迅速かつ簡単に、メンバーにあらゆ
る種類の充実したコラボレーション体験を提供するためのコンテナとなります。この機能は、Lightning ベー
スのテンプレートを使用するコミュニティで使用できます。
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タイルを使用した [グループ] リストビューの整理

[グループ] リストビューでタイルを使用して、すべてのグループを整理して表示します。タイルビューと
通常のグリッドビューは簡単に切り替えることができます。この機能は、Lightning Experienceと、カスタマー
サービス (Napili) テンプレートに基づくコミュニティで使用できます。

コミュニティの投稿の人気順での並び替え
今回のリリースでは、フィードのリストの並び替えオプションに [上位の投稿] が追加されました。ユーザが
[上位の投稿] を選択すると、エンゲージメントが最も多い最新の投稿が表示されます。エンゲージメントはコ
メント数、いいね! の数、表示数によって測定されます。[上位の投稿] 並び替えオプションは、カスタマーサー
ビス (Napili) テンプレートに基づくコミュニティのディスカッションフィードで使用できます。

コミュニティでの質問を多様な方法で絞り込み
コミュニティで質問を表示する方法が増えました。質問を並び替えることはすでに可能でしたが、絞り込むこ
ともできるようになりました。[すべての質問]、[未回答の質問]、[最良の回答がない質問]、[最良の回答がある
質問] によって絞り込むことができます。この機能は、カスタマーサービス (Napili) テンプレートをベースにし
たコミュニティで使用できます。

コミュニティの投稿の共有
多くのユーザに見てもらいたい投稿をフォロワーと共有できます。必要に応じて、投稿する前に独自の紹介コ
メントを追加できます。投稿をダイレクトメッセージに共有 ([メッセージとして送信]) すると、新しいダイレ
クトメッセージスレッドが開始されます。この機能は、カスタマーサービス (Napili)テンプレートをベースにし
たコミュニティで使用できます。
関連トピック:
Lightning Experience での投稿の共有

ショートカット機能を利用したコミュニティへの投稿
あなたが上級ユーザなら、ショートカット機能を使用して投稿やコメントを実行してみてください。Windows
の場合、コンテンツを入力して Ctrl+Enter キーを押します。macOS の場合、Control+Enter キーまたは Command+Enter
キーを押します。この機能は、カスタマーサービス (Napili)テンプレートをベースにしたコミュニティで使用で
きます。
メモ: 質問のショートカットキーは、質問の詳細では機能しますが、質問自体では機能しません。した
がって、質問をしただけ (1) では、ショートカットは使用できません。質問で詳細を含める場合 (2)、ショー
トカットは機能します。
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関連トピック:
ショートカット機能を利用した投稿

コミュニティのフィードのデザインの更新
Salesforce は、すべてのプラットフォームが等しく使いやすくなるよう作業を続けています。このリリースで
は、いいね! バーが変更されました。カウントが表示されるようになり、投稿にいいね! と言った最大 3 人の
ユーザ名がリストされるようになりました。この機能は、カスタマーサービス (Napili)テンプレートをベースに
したコミュニティで使用できます。

より簡単になったメンバー管理
グループのメンバー管理をより簡単にするため、新しく 3 つの方法が導入されました。グループにメンバーを
追加する前に、そのメンバーが誰であるかを知るには、名前にマウスポインタを置くと、詳細が表示されま
す。さらに、メンバーをよりすばやく追加するには、[さらに追加] をクリックすると [メンバーの追加] ダイア
ログが直接開きます。また、メンバーリスト全体を列 (写真以外) によって並び替えることができます。これら
の機能は、Lightning Experience と、カスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用するコミュニティで使用でき
ます。

さらに合理化されたユーザプロファイルヘッダー
ユーザプロファイルページは、ヘッダーに多くの情報があるために混み合った状態になりがちです。ページを
すっきりさせるために、項目が整理されました。ヘッダーに表示されるのは 4 つの基本項目である名前、役
職、会社名、有効のみになりました。心配は無用です。マウスポインタを置けば、その他の項目が表示されま
す。
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ユーザ情報のフロート表示のコミュニティへの導入
写真の上にカーソルを置くだけでその人物の情報がポップアップ表示されたら便利ですね。その機能がコミュ
ニティでも使用できるようになりました。メンバーの詳細を取得するために現在のページから移動する必要が
なくなりました。この機能は、カスタマーサービス (Napili)テンプレートを使用するコミュニティで使用できま
す。

ユーザの評価レベルの配置の選択
コミュニティで評価機能を使用している場合、ユーザの評価レベルは通常、プロファイル写真の下に表示され
ます。ただし、多くの情報があるために、スペースが狭く感じられることがあります。そこで、表示をすっき
りさせるために、評価を [影響度] セクションに配置することを選択できるようになりました。この機能は、カ
スタマーサービス (Napili) テンプレートをベースにしたコミュニティで使用できます。

カスタマイズ可能なグループの正式リリース
ここ数年間で最大の Chatter グループの機能強化を発表します。すべての Chatter グループが完全にカスタマイ
ズ可能になりました。この機能によりグループは大きく強化され、迅速かつ簡単に、メンバーにあらゆる種類
の充実したコラボレーション体験を提供するためのコンテナとなります。この機能は、Lightning ベースのテン
プレートを使用するコミュニティで使用できます。
これはどういう意味でしょうか? 以前は、コミュニティビルダーを使用して、グループに表示されるコンポー
ネントを変更できましたが、レイアウトはどのグループも同じでした。今回のリリースでは、各グループで独
自のレイアウトを設定できるようになりました。つまり、コンポーネント、アクション、パブリッシャー、関
連リストを特定の使用事例に完璧に合うようにすべてカスタマイズできます。
例: 顧客にサポートを提供するグループであれば、パブリッシャーデフォルトを [質問] にして、フィード
の周りに「ようこそ」動画、FAQ、上位の KB 記事、そのユーザのオープンケースのリスト、その他最高の
サポート体験を提供するために必要なあらゆるものが含まれたコンポーネントを配置できます。

タイルを使用した [グループ] リストビューの整理
[グループ] リストビューでタイルを使用して、すべてのグループを整理して表示します。タイルビューと通常
のグリッドビューは簡単に切り替えることができます。この機能は、Lightning Experienceと、カスタマーサービ
ス (Napili) テンプレートに基づくコミュニティで使用できます。
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検索、レポート、分析: コミュニティについての理解の向上
強化された検索レポートとダッシュボードにより、検索を最大限に活用し、関連する質問のクリックスルー率
を確認します。
このセクションの内容:
検索レポートが改善、より詳細な情報が入手可能に
Salesforce が結果を取得するたびにカウントされるようになりました。検索レポートには、コミュニティで
ヒットしなかった検索語とヒットした検索語が表示されます。また、システム管理者は、検索語当たりの
平均結果数や、どの検索が特定のレコードのサブセットに限定されているかを確認できます。以前は、検
索クエリは、ユーザが検索クエリを入力して Enter を押すか、[検索] をクリックするか、オートコンプリー
トの結果から検索オプションを選択するたびにカウントされていました。
Google Analytics を使用したセルフサービスコミュニティの分析
会社でサイト分析を追跡するために Google Analytics™ を使用している場合、それを使用して、セルフサービ
スコミュニティでの検索活動を追跡し、ケースからのデフレクションを追跡できるようになりました。
Google Analytics を使用して、コミュニティの検索行動を詳細に分析し、その情報をまとめて意味のあるレ
ポートを作成できます。
関連質問のクリックスルー率を確認するためのカスタムレポートタイプの作成
コミュニティによって推奨された関連質問をメンバーがクリックした頻度を知ることができます。[関連コ
ンテンツ総計値] を主オブジェクトとして使用してカスタムレポートタイプを作成し、関連質問のクリック
スルー率を監視します。これで、コミュニティで関連質問が表示された回数 (インプレッション数)、クリッ
クされた頻度、その 2 つの比率を日ごとに追跡できます。クリックスルー率を使用することで、頻繁にア
クセスされる質問を中心にコンテンツを作成することができ、顧客が必要な情報を見つけられるようにな
ります。
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検索レポートが改善、より詳細な情報が入手可能に
Salesforce が結果を取得するたびにカウントされるようになりました。検索レポートには、コミュニティでヒッ
トしなかった検索語とヒットした検索語が表示されます。また、システム管理者は、検索語当たりの平均結果
数や、どの検索が特定のレコードのサブセットに限定されているかを確認できます。以前は、検索クエリは、
ユーザが検索クエリを入力して Enter を押すか、[検索] をクリックするか、オートコンプリートの結果から検索
オプションを選択するたびにカウントされていました。

Google Analytics を使用したセルフサービスコミュニティの分析
会社でサイト分析を追跡するために Google Analytics™ を使用している場合、それを使用して、セルフサービスコ
ミュニティでの検索活動を追跡し、ケースからのデフレクションを追跡できるようになりました。Google Analytics
を使用して、コミュニティの検索行動を詳細に分析し、その情報をまとめて意味のあるレポートを作成できま
す。
Google Analytics をセルフサービスコミュニティに統合することで、コミュニティユーザの種別、ユーザ ID、
Salesforce オブジェクト、顧客検索活動を追跡できます。

コミュニティビルダーの [設定] > [詳細] で Google Analytics ID を入力してから、[Google Analytics で Salesforce デー
タにアクセスすることで、検索活動へのより深いインサイトが得られます] を選択します。サービスを有効に
するコミュニティを公開すると、コミュニティの検索データが Google Analytics サービスに直接ストリーミング
されます。セルフサービスコミュニティの活動を追跡するには、Google Analytics での追加設定が必要です。事
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前設定済みのレポートとダッシュボードにアクセスするには、Google Analytics for Salesforce Communities パッケー
ジをインストールします。
メモ: すべてのテンプレートベースのコミュニティで、Google Analytics インテグレーションがサポートさ
れます。

関連質問のクリックスルー率を確認するためのカスタムレポートタイプの作成
コミュニティによって推奨された関連質問をメンバーがクリックした頻度を知ることができます。[関連コン
テンツ総計値] を主オブジェクトとして使用してカスタムレポートタイプを作成し、関連質問のクリックスルー
率を監視します。これで、コミュニティで関連質問が表示された回数 (インプレッション数)、クリックされた
頻度、その 2 つの比率を日ごとに追跡できます。クリックスルー率を使用することで、頻繁にアクセスされる
質問を中心にコンテンツを作成することができ、顧客が必要な情報を見つけられるようになります。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: カスタムレポートタイプの作成

モデレーション: 事前設定済みルールと Spam IQ
モデレーションルールがそのまま使用できるため作業の負荷が減り、また Spam IQ で常にコミュニティを保護
します。モデレータの作業が楽になります。
このセクションの内容:
事前設定済みのモデレーションルールによる迅速な作業開始
モデレータは、コミュニティから不適切な投稿やスパムをなくすために懸命に努力しています。そこで、
今回のリリースではモデレータに役立つ機能が追加されました。事前設定済みのモデレーションルールで
す。ルールを有効にするだけで、悪意あるコンテンツに対して臨戦態勢をとることができます。
予測スパム検出によるコミュニティの保護と生産性の向上 (パイロット)
コミュニティは顧客が質問への答えを入手したり、他の顧客と話したりする場所です。また、顧客がお客
様のことを知る場所でもあります。それがスパムによって阻害されるのは絶対に避けたいことですが、常
に対応し続けるのは困難な場合があります。そこで導入されたのが予測スパム検出です。予測スパム検出
は、コミュニティモデレータの活動をガイドとして使用して、カスタマーコミュニティのスパムを監視し
ます。

事前設定済みのモデレーションルールによる迅速な作業開始
モデレータは、コミュニティから不適切な投稿やスパムをなくすために懸命に努力しています。そこで、今回
のリリースではモデレータに役立つ機能が追加されました。事前設定済みのモデレーションルールです。ルー
ルを有効にするだけで、悪意あるコンテンツに対して臨戦態勢をとることができます。
設定済みですぐに使用できるこれらのモデレーションルールは、ブラックリストに登録されているキーワード
に対してブロック、フラグ付け、置換を行い、ルールに従わないメンバーを凍結します。これらのルールが、
目的のものとまったく同じでなくても心配ありません。コミュニティのニーズに合わせてこれらのルールをカ
スタマイズし、ブロックするキーワードのリストの用語を追加または削除できます。
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事前設定済みのモデレーションルールは、Spring '17 より後に作成されたコミュニティでのみ使用できます。
ルールを有効にするには、[モデレーション] > [ルール] に移動し、有効にするルールの横にある [編集] を選択
し、[有効] ボックスをオンにします。禁止されたキーワードを編集するには、[モデレーション] > [コンテンツ
条件] に移動し、[禁止されたキーワード] をクリックします。

予測スパム検出によるコミュニティの保護と生産性の向上 (パイロット)
コミュニティは顧客が質問への答えを入手したり、他の顧客と話したりする場所です。また、顧客がお客様の
ことを知る場所でもあります。それがスパムによって阻害されるのは絶対に避けたいことですが、常に対応し
続けるのは困難な場合があります。そこで導入されたのが予測スパム検出です。予測スパム検出は、コミュニ
ティモデレータの活動をガイドとして使用して、カスタマーコミュニティのスパムを監視します。
手動のモデレーションとは異なり、予測スパム検出はコミュニティを常時保護する機械学習システムです。
ルールベースのモデレーションとは異なり、モデレータがモデレートした内容を学習することによって、具体
的なコミュニティのデータに合わせて自動的に適応できます。
予測スパム検出は、ユーザが作成したコンテンツを分類し、そこから学習することによって機能します。たと
えば、コミュニティのフィードにコメントが追加されると、その情報は保存され、同じ種類の以前のコメント
に基づいて分類されます。コメントがスパムとして分類されると、スパムのフラグが付けられ、モデレータま
たは顧客によって追加されたフラグと区別するために、Einstein フラグを使用してマークされます。システムが
多くの情報を収集するほど、モデレーションの精度が向上します。予測スパム検出によって収集されたコンテ
ンツは 365 日間保存されます。
メモ: この機能のパイロット期間中は、すべての予測スパム検出機能が使用できるわけではありません。
今回のリリースでは、予測スパム検出は収集しているコンテンツの分類のみを行います。
重要: 予測スパム検出は、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
イロットプログラムは変更される可能性があるため、参加は保証されません。予測スパム検出は、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
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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。

コミュニティのその他の変更
コミュニティのユーザエクスペリエンスを向上させる小規模な変更について説明します。
このセクションの内容:
コミュニティでのリストビューの作成
コミュニティメンバーがコミュニティでリストビューを作成できるようにすることができます。コミュニ
ティユーザの「リストビューの作成およびカスタマイズ」権限を有効にするだけで、コミュニティユーザ
は希望どおりのリストビューを作成できるようになります。
コミュニティでのレコードのインライン編集
オブジェクトに対して編集権限を持つユーザは、レコードをインラインで編集できるようになり、時間と
労力を節約できます。操作がさらに簡単になりました。
意味のある活動を反映するための評価の見直し
評価に関してポイントは重要ですが、商談など、レコードへの貢献のポイントを含めると、ポイント数が
膨れ上がる場合があります。そのため、レコードへの貢献が全体の評価ポイントから除外され、コミュニ
ティでのユーザの活動を評価レベルがより正確に表すようになりました。
記事の URL へのレコード ID の追加
一貫性と安定性の向上のため、記事の URL にレコード ID が含まれるようになりました。以前の記事の URL
では /article/:urlName の形式が使用されていましたが、/article/:recordId/:urlName にリダイ
レクトされるようになりました。この機能強化により、汎用のレコード ID に依存するカスタムコンポーネ
ントを作成して記事の詳細ページでそれらを使用することもより簡単になりました。
カスタマーコミュニティプラスライセンス
カスタマーコミュニティプラスユーザは、ToDo アラームの受信、メモと添付ファイルの追加、行動とカレ
ンダーへのアクセス、メールの送信、ケースの状況の更新を行えるようになりました。
Salesforce 組織内に作成できるコミュニティ数の増加
お客様のご要望により実現した機能です。組織で最大 100 個のコミュニティを作成できるようになりまし
た。朗報ですね。
コミュニティでの一括インライン編集の実行
コミュニティメンバーは同時に最大 200 件のレコードを編集できるようになりました。組織でインライン
編集と拡張リストが有効になっていると、コミュニティメンバーに「リストからの一括編集」権限を付与
できます。各レコードに同じ変更を行うときにすべてのレコードを開く必要はなくなりました。この機能
は、Salesforce タブと Visualforce を使用するコミュニティでのみ使用できます。
特殊なユーザへのスタンプ付け
ユーザの特殊性によってもコミュニティメンバーを識別できます。MVP、エキスパート、チームキャプテン
など、さまざまな種類の特殊性を作成し、特定のメンバーにそれらを割り当てます。他のメンバーはある
特殊性でスタンプ付けされたユーザをすばやく識別し、フォローすることで、より多くの支援やインサイ
トを得ることができます。特殊性は自由に作成できますが、各ユーザに割り当てられる特殊性は 1 つのみ
です。
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コミュニティのその他の変更

コミュニティでのすべてのプラットフォーム言語のサポート
以前は、コミュニティでは、完全サポート対象言語およびエンドユーザ言語のみがサポートされていまし
た。今回のリリースでは、コミュニティですべてのプラットフォーム言語がサポートされるようになり、
コミュニティの言語サポートは Salesforce プラットフォームと同等になりました。
テンプレート主導のコミュニティのタブでの [戻る] ボタンのサポート開始
テンプレート主導のコミュニティで [戻る] ボタンを使用すると、コミュニティページで前に選択されてい
たタブに移動することができます。

コミュニティでのリストビューの作成
コミュニティメンバーがコミュニティでリストビューを作成できるようにすることができます。コミュニティ
ユーザの「リストビューの作成およびカスタマイズ」権限を有効にするだけで、コミュニティユーザは希望ど
おりのリストビューを作成できるようになります。

コミュニティでのレコードのインライン編集
オブジェクトに対して編集権限を持つユーザは、レコードをインラインで編集できるようになり、時間と労力
を節約できます。操作がさらに簡単になりました。

意味のある活動を反映するための評価の見直し
評価に関してポイントは重要ですが、商談など、レコードへの貢献のポイントを含めると、ポイント数が膨れ
上がる場合があります。そのため、レコードへの貢献が全体の評価ポイントから除外され、コミュニティでの
ユーザの活動を評価レベルがより正確に表すようになりました。

記事の URL へのレコード ID の追加
一貫性と安定性の向上のため、記事の URL にレコード ID が含まれるようになりました。以前の記事の URL では
/article/:urlName の形式が使用されていましたが、/article/:recordId/:urlName にリダイレクトさ
れるようになりました。この機能強化により、汎用のレコード ID に依存するカスタムコンポーネントを作成
して記事の詳細ページでそれらを使用することもより簡単になりました。
たとえば、https://mycommunity.com/s/article/some_article は
https://mycommunity.com/s/article/0D5B0000007qtP7KAI/some_article にリダイレクトされます。

メモ: 記事の urlName に依存するカスタムコンポーネントが組織にある場合は、recordId を使用する
ようにコンポーネントを変更してください。

カスタマーコミュニティプラスライセンス
カスタマーコミュニティプラスユーザは、ToDo アラームの受信、メモと添付ファイルの追加、行動とカレン
ダーへのアクセス、メールの送信、ケースの状況の更新を行えるようになりました。
メモ: メモと添付ファイルへの顧客のアクセスを無効にするには、[カスタマーユーザは、メモと添付ファ
イルにアクセスできます] 組織設定を選択解除します。
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Salesforce 組織内に作成できるコミュニティ数の増加
お客様のご要望により実現した機能です。組織で最大 100 個のコミュニティを作成できるようになりました。
朗報ですね。
メモ: これには、公開済みコミュニティ、無効なコミュニティ、有効なコミュニティが含まれます。

コミュニティでの一括インライン編集の実行
コミュニティメンバーは同時に最大 200 件のレコードを編集できるようになりました。組織でインライン編集
と拡張リストが有効になっていると、コミュニティメンバーに「リストからの一括編集」権限を付与できま
す。各レコードに同じ変更を行うときにすべてのレコードを開く必要はなくなりました。この機能は、Salesforce
タブと Visualforce を使用するコミュニティでのみ使用できます。

特殊なユーザへのスタンプ付け
ユーザの特殊性によってもコミュニティメンバーを識別できます。MVP、エキスパート、チームキャプテンな
ど、さまざまな種類の特殊性を作成し、特定のメンバーにそれらを割り当てます。他のメンバーはある特殊性
でスタンプ付けされたユーザをすばやく識別し、フォローすることで、より多くの支援やインサイトを得るこ
とができます。特殊性は自由に作成できますが、各ユーザに割り当てられる特殊性は 1 つのみです。
Spring ’17 では、API を介してのみ特殊性の作成および割り当てが可能です。[スタンプ] を使用して特殊性を作
成し、StampAssignment を使用してその特殊性をユーザに割り当てます。特殊性は、ユーザのプロファイル
ページのプロファイル写真の下に表示されます。

コミュニティでのすべてのプラットフォーム言語のサポート
以前は、コミュニティでは、完全サポート対象言語およびエンドユーザ言語のみがサポートされていました。
今回のリリースでは、コミュニティですべてのプラットフォーム言語がサポートされるようになり、コミュニ
ティの言語サポートは Salesforce プラットフォームと同等になりました。

テンプレート主導のコミュニティのタブでの [戻る] ボタンのサポート開始
テンプレート主導のコミュニティで [戻る] ボタンを使用すると、コミュニティページで前に選択されていたタ
ブに移動することができます。

コミュニティのドキュメント: 春の大整理
UI の外観が一新されたのに合わせて、ドキュメントも整理されました。いくつかのドキュメントは廃止され、
PDF 数を少なくするためにコンテンツが移動、統合され、Salesforce ヘルプから検索できるようになりました。
では、どこが変わったのでしょうか?
• 『Salesforce Communites 実装ガイド』は廃止されました。この実装ガイドのすべての情報は、すでに Salesforce
ヘルプに含まれています。Salesforce ヘルプは完全に検索可能で、すべてのサポート対象言語に翻訳されて
います。コンテンツをダウンロードする場合は、『コミュニティの設定および管理』ガイドを使用してく
ださい。これは、すべてのヘルプトピックを 1 つの PDF に統合したものです。
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• パートナーポータルを使用している場合は、ポータルをコミュニティに移行することを強くお勧めします。
コミュニティはポータルライセンスをサポートしているため、追加のコミュニティランセンスを取得する
必要はありません。新しく、パートナーリレーションの管理に関するコンテンツとパートナーコミュニティ
を作成するための Lightning パートナー管理ソリューションの使用に関するコンテンツが大量に追加されま
した。
• さらに、パートナーポータルのドキュメントは Salesforce ヘルプから削除され、すべて 『パートナーポータ
ルの作成と管理』ガイドに移動されました。
• 組織で Salesforce Classic と Lightning Experience のどちらを使用している場合でもコミュニティにアクセスでき
ることを示すように、すべてのドキュメントが更新されました。この唯一の例外としてグローバルヘッダー
があり、グローバルヘッダーは Salesforce Classic でのみサポートされています。
• そして、最後の仕上げとして、コミュニティの作成に必要なすべてのガイド、Trailhead モジュール、開発者
リソースが便利なリストにまとめられています。

Chatter: 「会社の特長」フィード、カスタムフィードの作成、グ
ループのカスタマイズ
ユーザが望む機能 (カスタマイズ) をさらに提供するよう Lightning Experience の
Chatter ホームページを再設計しました。また、「会社の特長」フィードを導入
したほか、ストリームを使用して独自のフィードを作成する機能、最近更新さ
れたグループのリスト、投稿を共有する方法を導入しました。ユーザは使用事
例に応じてカスタムグループを作成したり、コミュニティや Lightning Experience
のグループフィードで質問を絞り込んだりすることもできます。
このセクションの内容:
Chatter フィード: カスタムフィードの作成、投稿の共有、ライブコメントの確
認

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

ストリームを使用してカスタムフィードを作成したり、Lightning Experience の
投稿を共有したり、ライブコメントがどのように改善されたのかを確認したりします。
グループ: カスタムグループの作成、質問の絞り込み、外部ユーザの招待
Lightning Experience でニーズに合わせてカスタマイズされたグループを作成したり、コミュニティや Lightning
Experience のグループフィードで質問を絞り込んだり、Lightning Experience のグループに外部ユーザを招待し
たりします。

Chatter フィード: カスタムフィードの作成、投稿の共有、ライブコメ
ントの確認
ストリームを使用してカスタムフィードを作成したり、Lightning Experienceの投稿を共有したり、ライブコメン
トがどのように改善されたのかを確認したりします。
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このセクションの内容:
Lightning Chatter ホームページの刷新
Lightning Chatter ホームページの左列に多くの変更があります。[すべての会社フィード] が [会社の特長] とい
う名前に変わり、会社全体で最も人気のある投稿 (上位の投稿) の動的なリストが表示されるようになりま
した。[会社の特長] には、ストリームと呼ばれる新機能が導入されています。最大 25 個の最も有益なソー
スの投稿をまとめる最大 5 個のカスタムフィードを作成します。ストリームのリストから、最近更新され
た 5 個のグループにすばやくアクセスできるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
Chatter ストリームを使用したカスタムフィードの作成
Chatter ストリームを使用して、最も有益な情報を独自のカスタムフィードにまとめることができるように
なりました。異なるフィードやフィード種別の投稿を結合する最大 5 個の Chatter ストリームを作成します。
ユーザ、グループ、レコード (取引先、商談、ケースなど) のフィードを結合します。これは、Lightning
Experience の新機能です。
[すべての会社フィード] から Einstein 搭載の [会社の特長] への変更
[すべての会社フィード] の名前が [会社の特長] になりました。[会社の特長] フィードには Einstein 人工知能
(AI) が組み込まれており、組織のトレンドのランク付けされたビュー ([上位の投稿]) が表示されます。会社
全体で最も人気のあるニュースを簡単に確認できるようになりました。この変更は Lightning Experience にの
み適用されます。
Chatter への Shield Platform Encryption の導入 (パイロット)
Chatter の Shield Platform Encryption が公開パイロットで実施されています。Chatter の暗号化では、ネットワー
ク経由での送信時だけでなく、保存時に機密データを暗号化できます。Chatter の暗号化は、本番環境への
準備はできていませんが、専用の Sandbox 環境で安全に試すことができます。この変更は、すべての Chatter
フィードに適用されます。
Lightning Experience での投稿の共有
多くのユーザに見てもらいたい投稿をフォロワーと共有できます。必要に応じて、投稿する前に独自の紹
介コメントを追加できます。この機能は、Lightning Experience と、カスタマーサービス (Napili) テンプレート
に基づくコミュニティで使用できます。
ライブコメントの改善
ライブコメントが強化され使いやすくなりました。たとえば、ユーザがコメントするときにアニメーショ
ンが表示されるようになりました。そのアニメーションの横には、コメントを入力中のユーザ名が最大 3
人分表示されます。これは、Lightning Experience の新機能です。
ショートカット機能を利用した投稿
あなたが上級ユーザなら、ショートカット機能を使用して投稿やコメントを実行してみてください。Windows
の場合、コンテンツを入力して Ctrl+Enter キーを押します。macOS の場合、Control+Enter キーまたは
Command+Enter キーを押します。この機能は、Lightning Experience と、カスタマーサービス (Napili) テンプレー
トに基づくコミュニティで使用できます。
フィードのデザインの更新
Salesforce は、すべてのプラットフォームが等しく使いやすくなるよう作業を続けています。このリリース
では、いいね! バーが変更されました。カウントが表示されるようになり、投稿にいいね! と言った最大 3 人
のユーザ名がリストされるようになりました。これらの変更は、Lightning Experience と、カスタマーサービ
ス (Napili) テンプレートに基づくコミュニティで使用できます。
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Lightning Chatter ホームページの刷新
Lightning Chatter ホームページの左列に多くの変更があります。[すべての会社フィード] が [会社の特長] という
名前に変わり、会社全体で最も人気のある投稿 (上位の投稿) の動的なリストが表示されるようになりました。
[会社の特長] には、ストリームと呼ばれる新機能が導入されています。最大 25 個の最も有益なソースの投稿を
まとめる最大 5 個のカスタムフィードを作成します。ストリームのリストから、最近更新された 5 個のグルー
プにすばやくアクセスできるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

これらの新機能やその他の新機能についての詳細は、各リリースノートを参照してください。
関連トピック:
Chatter ストリームを使用したカスタムフィードの作成
[すべての会社フィード] から Einstein 搭載の [会社の特長] への変更
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Chatter ストリームを使用したカスタムフィードの作成
Chatter ストリームを使用して、最も有益な情報を独自のカスタムフィードにまとめることができるようになり
ました。異なるフィードやフィード種別の投稿を結合する最大 5 個の Chatter ストリームを作成します。ユー
ザ、グループ、レコード (取引先、商談、ケースなど) のフィードを結合します。これは、Lightning Experience の
新機能です。
メモ: 個人取引先をストリームに含めるには、[ストリームに含める] 項目の取引先として追加します。取
引先責任者として個人取引先を追加する場合、関連フィード投稿は表示されません。

最大 25 個のエンティティ (フィードやレコード) を 1 個のストリームに追加して、有益な情報のグループを作成
します。最大 5 個のストリームを作成して、Chatter ホームページ (1) の左列から簡単にアクセスできます。最
初は完璧なものとなっていなくても問題ありません。適切な情報が表示されるようにストリームを編集します
(2)。有益でなくなったストリームは削除して (3)、新しいストリームに置き換えます (4)。
メモ: 最大 25 個の一意のフィード、レコード、グループ、ユーザをストリームに追加できます。いずれ
かのエンティティのアクセスが削除されても、その削除されたエンティティは 25 個のうちの 1 つとして
カウントされます。このエンティティを他のエンティティに置き換えることはできません。
ユーザ、グループ、またはレコードをストリームに追加する前にこれらをフォローする必要はありません。
フィードをストリームに追加する利点は、フォロー数制限の影響を受けないということです。
メモ: ストリームは複数のフィードで構成されているため、ストリームに投稿する公開者は存在しませ
ん。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、Chatter ストリームがサポートされます。
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[すべての会社フィード] から Einstein 搭載の [会社の特長] への変更
[すべての会社フィード] の名前が [会社の特長] になりました。[会社の特長] フィードには Einstein 人工知能 (AI)
が組み込まれており、組織のトレンドのランク付けされたビュー ([上位の投稿]) が表示されます。会社全体で
最も人気のあるニュースを簡単に確認できるようになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。

ランキングにより、会社で最も人気のあるコンテンツが表示されます。どういった投稿に高いランクが付けら
れるのでしょうか。
• 最新の投稿
• エンゲージメント (コメント、いいね!、参照など) が多い投稿

Chatter への Shield Platform Encryption の導入 (パイロット)
Chatter の Shield Platform Encryption が公開パイロットで実施されています。Chatter の暗号化では、ネットワーク経
由での送信時だけでなく、保存時に機密データを暗号化できます。Chatter の暗号化は、本番環境への準備はで
きていませんが、専用の Sandbox 環境で安全に試すことができます。この変更は、すべての Chatter フィードに
適用されます。
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メモ: Chatter の暗号化は、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。Chatter の暗号化は、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。特定期間内の正規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。Chatter の暗号化に関するフィードバックや提
案は、Success コミュニティの Chatter 製品グループに投稿してください。
Chatter の暗号化を使用すると、Chatter データを処理するために、プライバシーポリシー、規制要件、契約義務
に確実に準拠できます。
何が暗号化されますか? Chatter の暗号化は、フィード投稿、質問と回答、リンク名、すべてのコメントに適用
されます。また、アンケートの質問にも適用されますが、アンケート選択肢には適用されません。
暗号化項目は Salesforce ユーザインターフェース、ビジネスプロセス、API のすべてで正常に機能します。ただ
し、暗号化項目は絞り込みができないなどの例外はあります。項目を暗号化しても、既存の値はすぐに暗号化
されません。値は、項目内容の追加や編集などの操作を行った後にのみ暗号化されます。
重要: 履歴 Chatter フィードは一括暗号化できません。
Chatter の暗号化を有効にすると、Spam IQ が無効になり、暗号化に付随するグローバル制限が Chatter に適用さ
れます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Shield Platform Encryption のトレードオフおよび制限事項 (リリースプレビューの時点で内容が
刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
Salesforce ヘルプ: 暗号化できる項目は? (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)
Chatter のデータの暗号化 (パイロット)
Chatter のデータの暗号化 (パイロット)

Lightning Experience での投稿の共有
多くのユーザに見てもらいたい投稿をフォロワーと共有できます。必要に応じて、投稿する前に独自の紹介コ
メントを追加できます。この機能は、Lightning Experience と、カスタマーサービス (Napili) テンプレートに基づく
コミュニティで使用できます。
[共有] (1) をクリックして開始します。
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Chatter フィード: カスタムフィードの作成、投稿の共
有、ライブコメントの確認

メモ: 添付ファイルがある投稿を共有する場合、投稿のみが共有され、ファイルは共有されません。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、投稿の共有がサポートされます。
関連トピック:
Lightning Experience で共有された投稿の Salesforce1 での表示

ライブコメントの改善
ライブコメントが強化され使いやすくなりました。たとえば、ユーザがコメントするときにアニメーションが
表示されるようになりました。そのアニメーションの横には、コメントを入力中のユーザ名が最大 3 人分表示
されます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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Chatter フィード: カスタムフィードの作成、投稿の共
有、ライブコメントの確認

ショートカット機能を利用した投稿
あなたが上級ユーザなら、ショートカット機能を使用して投稿やコメントを実行してみてください。Windows
の場合、コンテンツを入力して Ctrl+Enter キーを押します。macOS の場合、Control+Enter キーまたは Command+Enter
キーを押します。この機能は、Lightning Experience と、カスタマーサービス (Napili) テンプレートに基づくコミュ
ニティで使用できます。
メモ: 質問のショートカットキーは、質問の詳細では機能しますが、質問自体では機能しません。そのた
め、質問するだけの場合 (1)、ショートカットは機能しません。質問で詳細を含める場合 (2)、ショートカッ
トは機能します。

フィードのデザインの更新
Salesforce は、すべてのプラットフォームが等しく使いやすくなるよう作業を続けています。このリリースで
は、いいね! バーが変更されました。カウントが表示されるようになり、投稿にいいね! と言った最大 3 人の
ユーザ名がリストされるようになりました。これらの変更は、Lightning Experienceと、カスタマーサービス (Napili)
テンプレートに基づくコミュニティで使用できます。
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グループ: カスタムグループの作成、質問の絞り込み、外部ユーザの
招待
Lightning Experience でニーズに合わせてカスタマイズされたグループを作成したり、コミュニティや Lightning
Experience のグループフィードで質問を絞り込んだり、Lightning Experience のグループに外部ユーザを招待したり
します。
このセクションの内容:
カスタマイズ可能な Chatter グループの正式リリース
ここ数年で Chatter グループの最も大きな改善であるカスタムグループが発表されました。グループは、組
織にとって重要なビジネスプロセスを迅速化するために、すぐに簡単に利用できるコンテナとなります。
この機能は、Lightning Experience でのみ使用できます。
タイルを使用した [グループ] リストビューの整理
[グループ] リストビューでタイルを使用して、すべてのグループを整理して表示します。タイルビューと
通常のグリッドビューは簡単に切り替えることができます。この機能は、Lightning Experience で使用できま
す。
Lightning Experience の Chatter グループへの外部ユーザの招待
Lightning Experience の Chatter が強化されており、たとえば、外部ユーザをグループに招待できるようになっ
ています。この方法は、メールアドレスを使用して外部ユーザをグループに追加するだけです。

カスタマイズ可能な Chatter グループの正式リリース
ここ数年で Chatter グループの最も大きな改善であるカスタムグループが発表されました。グループは、組織に
とって重要なビジネスプロセスを迅速化するために、すぐに簡単に利用できるコンテナとなります。この機能
は、Lightning Experience でのみ使用できます。
これはどういう意味でしょうか? 以前は、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、グループに表示さ
れるコンポーネントを変更できましたが、すべてのグループが同じように表示されていました。今回のリリー
スでは、各グループで独自のレイアウトを設定できるようになりました。つまり、コンポーネント、アクショ
ン、パブリッシャー、関連リストを特定の使用事例に完璧に合うようにすべてカスタマイズできます。
例: 商談成立に専念するグループでは、重要な成功指標を表示するグラフを右上の列に配置したり、その
他のコンポーネントに重要な販促資料、商談などの関連レコード、営業技術を説明するトレーニングビ
デオを含めたりすることができ、その可能性は無限大に広がります。

タイルを使用した [グループ] リストビューの整理
[グループ] リストビューでタイルを使用して、すべてのグループを整理して表示します。タイルビューと通常
のグリッドビューは簡単に切り替えることができます。この機能は、Lightning Experience で使用できます。
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項目: ライブラリのフォルダ (ベータ)、レコードへの
Salesforce ファイルの添付、関連リストからのファイル
名の変更

Lightning Experience の Chatter グループへの外部ユーザの招待
Lightning Experience の Chatter が強化されており、たとえば、外部ユーザをグループに招待できるようになってい
ます。この方法は、メールアドレスを使用して外部ユーザをグループに追加するだけです。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、外部ユーザをグループに招待できます。

項目: ライブラリのフォルダ (ベータ)、レコードへの Salesforce
ファイルの添付、関連リストからのファイル名の変更
ファイルの操作性が向上し、より円滑にさらに多くの機能を使用できるように
なりました。ライブラリファイルをフォルダに整理 (ベータ) して、ライブラリ
を一新します。Apex を使用して、セキュリティと追跡のためにファイルのダウ
ンロードをカスタマイズします。[ファイル] 関連リストから直接ファイルを添付
したり、ファイル名を変更したりすることで、Lightning Experience で業務をより
速く、より適切に実行できます。
このセクションの内容:
フォルダを使用したライブラリファイルの整理 (ベータ)
フォルダは、お客様のご要望により実現した機能です。Lightning Experience
で、フォルダの作成、名前変更、削除を行って、ライブラリのファイルを整
理できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience の関連リストからレコードへの Salesforce ファイルの追加
ファイルカードから直接 Salesforce ファイルをレコードに添付することで、生
産性が向上します。Chatter は使用しなくて問題ありませんか? 問題ありませ
ん。Files Connect ファイルおよびライブラリファイルも添付できます。この変
更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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フォルダを使用したライブラリファイルの整理 (ベータ)

Spring '17 でページレイアウトに [ファイル] 関連リストを追加する必要がある理由
Summer '17 以降、Lightning Experience で [メモ & 添付ファイル] 関連リストを使用してレコードにファイルを添
付することはできなくなります。代わりに、[ファイル] 関連リストを使用する必要があります。ユーザが
継続して Summer '17 でファイルを添付できるように、遅くとも Spring '17 中に [ファイル] 関連リストをペー
ジレイアウトに追加してください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience でのファイル名の変更
ファイル名で後悔したことはありませんか? Lightning Experience でファイル名を簡単に変更できるようになり
ました。
外部ファイルへのリンクの Files Connect ファイル参照への変換
外部 Files Connect Google ドライブファイルのハイパーリンクを Chatter に投稿すると、自動的に Files Connect
ファイル参照になります。投稿の本文の下にアイコンとファイルタイトルが表示されます。この変更は、
Lightning Experience および Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションに適用されます。
Salesforce Files Sync での macOS Sierra のサポート
Mac で Files Sync を使用している場合、オペレーティングシステムを macOS Sierra (OS X 10.12) に更新できます。
ファイルがリンクとして送信される条件の決定
ユーザがファイルをメールに添付する場合、ファイルを添付ファイルまたはコンテンツ配信リンクとして
送信できます。以前は、すべての添付ファイルの合計サイズが 3 MB を超えている場合にのみファイルがコ
ンテンツ配信リンクとして送信されていました。いくつかの異なるオプションから選択できるようになり
ました。

フォルダを使用したライブラリファイルの整理 (ベータ)
フォルダは、お客様のご要望により実現した機能です。Lightning Experience で、フォルダの作成、名前変更、削
除を行って、ライブラリのファイルを整理できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンのライブラリフォルダが含まれています。機能の品質は高
いですが、既知の制限があります。
ライブラリマネージャでフォルダを作成してコンテンツを整理し、必要な情報をすばやく検索できます。フォ
ルダは、ライブラリへのアクセス権を持つすべてのユーザに表示されます。
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フォルダを使用したライブラリファイルの整理 (ベータ)

ライブラリタイトルは、ファイルパスと共に左上に表示されます (1)。[新規フォルダ] ボタンを使用して、フォ
ルダをライブラリまたはフォルダ内に追加します (2)。複数のレベルのサブフォルダを作成できます。行レベ
ルの 「移動」アクションを使用して、ライブラリ内のフォルダ間でファイルを移動します (3)。
フォルダはファイルセレクタでサポートされているため、ファイルをレコードまたは Chatter 投稿に追加すると
きに、ファイルセレクタに [ファイル] ホームと同じフォルダが表示されます。Salesforce Classic またはモバイル
デバイスでライブラリを表示する場合、Lightning Experience で作成したフォルダ構造を表示できます。Salesforce
Classic でフォルダを作成したり、ファイルをフォルダに移動したりすることはできませんが、ライブラリにファ
イルを追加することはできます。
フォルダはベータ機能です。理解しておくべきいくつかの点を次に示します。
• Lightning Experience でフォルダを作成して、すでにライブラリにあるファイルを整理します。
• [ファイルをアップロード] ボタンはライブラリで使用できますが、ここでアップロードされたファイルは、
ライブラリ内ではなく [自分が所有者] 検索条件に表示されます。
• ファイルをライブラリに追加するには、Salesforce Classic に切り替えます。ライブラリから [寄稿] を選択して
ファイルを追加します。または、ファイルの行レベルアクションやファイルの詳細ページから[ライブラリ
と共有] を選択します。
アクション

Lightning Experience

Salesforce Classic

ライブラリフォルダの作成、名前
変更、削除

○

×

ライブラリのファイルのフォルダ
への移動

○

×

フォルダの表示

○

○

ライブラリの表示

○

○

ファイルのライブラリへの追加

×

○

ライブラリの作成、編集、削除

×

○

ライブラリメンバーシップの管理

×

○

フォルダの有効化
整理できると知ってわくわくしていると思いますが、開始するために知っておくべきことは何でしょうか?
• Lightning Experience が有効になっている組織では、新規作成するどのライブラリでもフォルダがデフォルト
で有効になっています。既存のライブラリではフォルダはデフォルトで無効になっています。フォルダを
有効にするには、[フォルダを追加] ボタンをクリックします。ライブラリのサイズによっては、フォルダ
の有効化にしばらく時間がかかることがあります。
• Lightning Experience が有効になっていない組織では、新しいライブラリでフォルダがデフォルトで無効になっ
ています。
• 5,000 を超えるファイルがあるライブラリでは、フォルダを有効にすることはできません。
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Lightning Experience の関連リストからレコードへの
Salesforce ファイルの追加

Lightning Experience の関連リストからレコードへの Salesforce ファイ
ルの追加
ファイルカードから直接 Salesforce ファイルをレコードに添付することで、生産性が向上します。Chatter は使用
しなくて問題ありませんか? 問題ありません。Files Connect ファイルおよびライブラリファイルも添付できま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
以前は、Salesforce のファイルをレコードに添付するには、レコードの Chatter フィードに投稿する必要がありま
した。Lightning Experience およびコミュニティで、ローカルファイルと同じぐらい簡単に Salesforce ファイルをレ
コードに添付できるようになりました。

取引先計画を取引先に追加したり、商談から直接アピール用デックでコラボレーションしたり、保証情報が常
にケースに関連付けられているようにしたりします。従来よりも簡単に、レコードから直接ドキュメントの共
有や追跡を行うことができます。
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Spring '17 でページレイアウトに [ファイル] 関連リストを追加する必
要がある理由
Summer '17 以降、Lightning Experience で [メモ & 添付ファイル] 関連リストを使用してレコードにファイルを添付
することはできなくなります。代わりに、[ファイル] 関連リストを使用する必要があります。ユーザが継続し
て Summer '17 でファイルを添付できるように、遅くとも Spring '17 中に [ファイル] 関連リストをページレイアウ
トに追加してください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
変更内容
Summer '17 以降、[メモ & 添付ファイル] 関連リストには [ファイルをアップロード] ボタンが表示されません。
どうすればよいですか?
レコードページレイアウトに [ファイル] 関連リストを追加します (まだ追加されていない場合)。手順は、
「ページレイアウトへの [ファイル] 関連リストの追加」を参照してください。その後、[ファイル] 関連リス
トを使用してレコードにファイルを添付します。さらに、[ファイル] 関連リストではファイルをアップロー
ドできるだけでなく、Salesforce に保存されている既存のファイルを添付 (ページ 367)することもできるよう
になります。
[メモ & 添付ファイル] 関連リストの既存のファイルはどうなりますか?
そのまま変更されません。それらのファイルは移動できませんが、(添付ファイルではなく) Salesforce Files の
場合、同じレコードの [ファイル] 関連リストに追加できます。
レコードページレイアウトに [ファイル] 関連リストがすでに追加されているかどうか確認するには?
次の 2 つの方法で確認できます。
• レコード (取引先など) に移動します。次のようなカードは表示されているでしょうか。

ある場合、そのレコードのオブジェクトはすでにそのページレイアウトに [ファイル] 関連リストが追加
されています。商談、リード、取引先、グループ、人、取引先責任者など、組織のすべてのオブジェク
トページレイアウトを確認します。オブジェクトのレコードタイプを定義している場合、それらのペー
ジレイアウトも必ず確認してください。
• 確認する各オブジェクト (取引先など) で、「ページレイアウトへの [ファイル] 関連リストの追加」のス
テップ 1 ～ 4 を実行します。[ファイル] 関連リストがまだページレイアウトに追加されていない場合は、
ページレイアウトにドラッグします。

Lightning Experience でのファイル名の変更
ファイル名で後悔したことはありませんか? Lightning Experience でファイル名を簡単に変更できるようになりま
した。
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外部ファイルへのリンクの Files Connect ファイル参照へ
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外部ファイルへのリンクの Files Connect ファイル参照への変換
外部 Files Connect Google ドライブファイルのハイパーリンクを Chatter に投稿すると、自動的に Files Connect ファ
イル参照になります。投稿の本文の下にアイコンとファイルタイトルが表示されます。この変更は、Lightning
Experience および Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションに適用されます。
各投稿の最初のリンクにファイル参照が作成されます。ファイルアイコンを選択すると、フィードから直接
ファイルプレビューが開きます。ファイル参照は、コメントのリンクには作成されません。ファイル参照が作
成されると、[自分が所有者] 検索条件のファイル参照として表示されます。ファイル参照がすでに作成されて
いるリンクを貼り付けた場合、その既存のファイル参照が使用されます。ファイル参照は、リンクを Chatter 投
稿に貼り付けたときに作成されます。

Chatter 投稿のファイルアイコンから直接ファイルのプレビューを開くことができます。
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リンク変換はデフォルトで有効になっています。無効にするには、[設定] で Files Connect を検索して、[リンク
変換を有効化] をオフにします。
Chatter REST API は、リンク変換をサポートします。

Salesforce Files Sync での macOS Sierra のサポート
Mac で Files Sync を使用している場合、オペレーティングシステムを macOS Sierra (OS X 10.12) に更新できます。

ファイルがリンクとして送信される条件の決定
ユーザがファイルをメールに添付する場合、ファイルを添付ファイルまたはコンテンツ配信リンクとして送信
できます。以前は、すべての添付ファイルの合計サイズが 3 MB を超えている場合にのみファイルがコンテン
ツ配信リンクとして送信されていました。いくつかの異なるオプションから選択できるようになりました。
合計サイズが 3 MB を超えた場合にのみファイルをリンクとしてメール送信するデフォルト設定をそのまま使
用することも、次の 2 つの新しいオプションのいずれかを選択することもできます。
• 常にファイルをリンクとして送信する
• すべての添付ファイルの合計サイズが、大部分のメールサーバでサポートされている最大値を超えた場合
にのみファイルをリンクとして送信する
この新しい設定により柔軟性が向上し、ファイルの送信方法や受信側の環境をさらに詳細に制御できます。詳
細は、「ファイルのメール送信方法で添付またはリンクを選択可能」を参照してください。

モバイル: 外出先で実行できる操作の増加
Salesforce モバイルアプリケーションでは、場所を問わず、ユーザが多忙なときでも生産性を維持できます。
Salesforce1 では ToDo の改善、拡張グラフ、その他多くのセールス機能が提供されるため、営業担当は携帯電話
からさらに多くの業務を実行できます。Salesforce Authenticator のデザインが更新され、通知を一目で簡単に読め
るようになりました。また、新しいオールインワンのツール、Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーショ
ンの導入により、フィールドサービス技術者は必要なものをすべて簡単に使用できます。
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Salesforce1: 改善された ToDo 管理で売上データも増強

このセクションの内容:
Salesforce1: 改善された ToDo 管理で売上データも増強
Salesforce1モバイルアプリケーションにより、営業チームの生産性が向上します。全員がフォローアップと
定期的な ToDo を含むより完全な ToDo リストを管理できるだけでなく、グローバル検索結果に行動と ToDo
も表示されるようになります。営業担当は外出先で見積、注文、および個人取引先を管理するための拡張
オプションを使用し、拡張グラフの改善により組織のデータをより詳しく確認できます。また、ユーザが
要求を送信または承認した直後に次の承認者を選択できるようになったため、チーム全体の承認プロセス
時間が短縮されるという利点もあります。
Salesforce Authenticator: 新しい iOS 10 向け通知、より洗練されたデザイン
小さい画面で情報を読むのは大変です。そのため、Salesforce Authenticator モバイルアプリケーション全体の
デザインが改良されました。モバイルデバイスのロック画面から通知を確認して読むことがより簡単にな
り、改善されたダイアログボックスにはアカウントの詳細を管理するオプションが増えました。
Field Service Lightning iOS: 技術者に朗報、オールインワンのモバイルソリューションの導入 (正式リリース)
Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションを使用して、フィールドサービス業務を次の段階に発展
させます。技術者は膨大なデータ、スケジュールおよび自動化ツール、Salesforce 組織のカスタマイズ性を
利用して、どこからでも作業を迅速に行うことができます。また、このアプリケーションのオフライン
ファースト設計により、技術者はインターネットにアクセスできない場合でも常に作業できます。技術者
の生産性が向上すれば、顧客の満足度も高まります。
Salesforce Classic モバイルアプリケーションは 2017 年 12 月に廃止
モバイルユーザ、開発者、およびリリース環境全体を改善するため、Salesforce は Salesforce1 アプリケーショ
ンでのモバイル開発に焦点を絞っています。その結果、Salesforce Classic モバイルアプリケーションは 2017 年
12 月 1 日に廃止されます。また、iOS 10 および Android 7.0 が Salesforce Classic モバイルの互換性テストに使用
される最後のモバイル OS バージョンになります。Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのロール
アウト、現在と今後のモバイルニーズに対応するカスタムモバイルアプリケーションのリリースなど、代
替環境へのモバイルユーザの移行を開始することをお勧めします。
関連トピック:
Wave: Wave モバイルを持って外出
モバイルアプリケーション用の Snap-ins

Salesforce1: 改善された ToDo 管理で売上データも増強
Salesforce1 モバイルアプリケーションにより、営業チームの生産性が向上しま
す。全員がフォローアップと定期的な ToDo を含むより完全な ToDo リストを管理
できるだけでなく、グローバル検索結果に行動と ToDo も表示されるようになり
ます。営業担当は外出先で見積、注文、および個人取引先を管理するための拡
張オプションを使用し、拡張グラフの改善により組織のデータをより詳しく確
認できます。また、ユーザが要求を送信または承認した直後に次の承認者を選
択できるようになったため、チーム全体の承認プロセス時間が短縮されるとい
う利点もあります。
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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
プラットフォームの最小要件を満たす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。
このリリースでの Salesforce1 のすべての新機能
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 の異なるまたは使用できない Spring '17 の機能
Salesforce1 モバイルアプリケーションでは、組織で Lightning Experience と Salesforce Classic のいずれを使用して
いる場合でも、Salesforceフルサイトの一部の機能が含まれません。ここでは、Salesforce1では使用できない、
フルサイトで使用する場合と機能上の差異がある、またはモバイルアプリケーションでの動作が異なる
Spring '17 Salesforce の拡張機能について説明します。

Salesforce1 モバイルアプリケーションへのアクセス
プラットフォームの最小要件を満たす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 Android ™ および Apple® モバイルデバイスにインストールし
ます。ユーザは Google Play™ または App Store からアプリケーションをダウンロードできます。
• Android デバイス、Apple デバイスまたは選択した Windows の携帯電話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。

このリリースでの Salesforce1 のすべての新機能
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 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 の機能強化と変更

デバイスおよびブラウザのサポート
Spring '17 で Salesforce1 に iOS 10 が必要になることに関するお
知らせ

データのアクセスおよび表示

372

(バージョン
12.0 以降)

フルサ
イトの
[設定]

Salesforce Spring '17 リリースノート

Salesforce1: 改善された ToDo 管理で売上データも増強

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 の機能強化と変更

書き込み可能な外部オブジェクトを使用した Salesforce1 か
らのすべての組織でのシームレスな作業
検索
さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
取引先名を使用した取引先責任者の検索
連動ルックアップ検索条件での結果の関連性向上
セールス機能
Professional Edition での個人取引先の使用
取引先責任者リストビューからの個人取引先への直接アク
セス
取引先責任者-to-複数取引先のさらなる強化
リードスコアの表示
マーケティング担当および営業担当は取引開始済みリード
を確認可能
キャンペーンメンバー状況の管理
注文の活用
見積へのより簡単なアクセス
セールスパスを「パス」に名称変更
パスでのページレイアウトの必須項目に関する注意喚起
重複する個人取引先のマージ
生産性機能
フォローアップ ToDo の作成
定期的な ToDo の使用
ToDo と行動の検索
メモのリッチテキストエディタでの Quill の使用
レポートとダッシュボード
Salesforce1 の従来のグラフを拡張グラフに置換 (段階的廃止)
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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 の機能強化と変更

拡張グラフでの最大 200 個のグルーピングの表示
棒グラフと折れ線グラフの組み合わせグラフの表示
Files
外部ファイルへのリンクの Files Connect ファイル参照への
変換
Chatter
Lightning Experience から共有された投稿の表示
プロファイルからの電話の発信とメールの送信
(以前のリリー
ス)
ビジネスロジックおよびプロセスの自動化
次の承認者の選択
Lightning ページへのフローの埋め込み (ベータ)
2 列のフロー画面の表示 (正式リリース)
オフラインアクセス
Salesforce1 のオンラインセッションとオフラインセッショ
ンでの統合された作成および編集操作

設定
新しいテンプレートを使用した Lightning ページのカスタマ
イズ
その他の機能強化
LockerService の重要な更新が有効な場合はリッチテキストエ
ディタが無効
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Spring '17 で Salesforce1 に iOS 10 が必要になることに関するお知らせ
Spring '17 では、iOS デバイスのモバイルオペレーティングシステム最小要件が iOS 10 以降に変更されます。移行
を円滑に進めるために、iPhone および iPad ユーザは Spring '17 リリース日より前に iOS 10 に更新しておくことを
お勧めします。OS のバージョンが古いデバイスから App Store にアクセスすると、Spring '17 バージョン (バージョ
ン 12.0) のアプリケーションが表示されないため、Salesforce1 for iOS ダウンロード可能アプリケーションユーザは
特にアップグレードが重要です。
ユーザは、iPhone や iPad デバイスで最新バージョンの iOS を無料で簡単にインストールできます。iOS のアップ
グレードについてのヘルプは、Apple 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。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce1 モバイルアプリケーションの要件 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce1 ナビゲーションメニューでの ToDo と行動の新しいデフォルトの場所
Salesforce1 ナビゲーションメニューに直接 [ToDo] または [行動] 項目を追加してい
ない場合、それらの項目は自動的にメニューの [最近] セクションに表示される
ようになりました。以前に [ToDo] または [行動] を含めるようにナビゲーション
メニューをカスタマイズしている場合、モバイルユーザには何の変更もありま
せん。この変更は、すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーション
に適用されます。
[ToDo] と [行動] は、ナビゲーションメニューで [ダッシュボード]、[グループ]、
[人]、[レポート] と同様に動作するようになりました。[設定] の Salesforce1 ナビ
ゲーションメニューの設定ページから、これらの項目を直接メニューに追加し、
自在に配置できます。ただし、メニューに追加しない場合、それらの項目は [最
近] セクションに自動的に含まれます。

エディション
行動と ToDo を使用可能な
エディション: General
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

メモ: ナビゲーションメニューに追加しないことで、Salesforce1 から [ToDo] または [行動] を除外することは
できなくなりました。
関連トピック:
ToDo と行動の検索

Salesforce1 の取引先責任者リストビューからの個人取引先への直接アクセス
Salesforce1 ユーザが取引先責任者リストビューから個人取引先を参照すると、取
引先ページレイアウトで詳細が表示されます。以前は、個人取引先の詳細は取
引先責任者ページレイアウトで表示され、ユーザが期待する項目、関連リスト、
およびアクションの一部が含まれていない場合がありました。この変更は、す
べてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションに適用されます。
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Salesforce1 でのリードスコアの表示
組織で Einstein リードインサイトが有効になっている場合、営業担当は Salesforce1
を使用して取引を開始する可能性が高いリードを追跡できます。リードスコア
は、[スコア] 項目が含まれるリードリストビューに表示されます。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の新機能です。
組織のリードの公開リストビューに [スコア] 項目を追加すると、モバイル営業
担当は常にリードスコアの最新情報を把握できます。また、ユーザがこの項目
を独自のリストビューに追加すると、どこからでもリードに優先順位を付けら
れます。

エディション
有料オプションで Sales
Cloud Einstein を使用可能
なオプション: Professional
Edition、Enterprise
Edition、および Unlimited
Edition

リードの詳細ページのリードインサイトは、Lightning Experience のみで使用でき
ます。

Salesforce1 の注文の機能強化
Salesforce1 での注文管理が改善されました。モバイル営業担当は、注文の作成、
注文の有効化、注文の無効化、注文所有者の変更、注文のコピーを実行できま
す。さらに、[注文商品] 関連リストから注文商品を管理することもできます。こ
の変更は、すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションに適用さ
れます。
メモ: Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの [注文] ホームページ
では、[新規] ボタンは使用できません。ただし、ダウンロード可能アプリ
ケーションのユーザは、[注文] リストビューから新しい注文を作成できま
す。

エディション
注文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

Salesforce1 での見積へのより簡単なアクセス
Salesforce1 ナビゲーションメニューから [見積] 項目にアクセスできるようになり
ました。[見積] ホームページから、モバイル営業担当はすべての見積を簡単に表
示できます。グローバル検索を使用して、特定の見積をすばやく検索すること
もできます。この変更は、すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケー
ションに適用されます。

エディション

[見積] 項目は、Salesforce1 ナビゲーションメニューの [最近] セクションにありま
す。[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。[見積] 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。

Sales Cloud でも使用可能
なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、および
Unlimited Edition

見積を使用可能なエディ
ション: Performance
Edition、Developer Edition

Salesforce1 でのフォローアップ ToDo の作成
完全かつ最新の ToDo リストは、外出先の営業担当にとって重要な生産性ツールです。営業担当が完了した ToDo
のフォローアップを行う場合、または現在の ToDo に関連する新規 ToDo が必要な場合、オフィスに戻るまで待
つ代わりに、Salesforce1 でフォローアップ ToDo を作成できるようになりました。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の新機能です。
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フォローアップ ToDo は、元の ToDo の [件名]、[割り当て先]、[名前]、[関連先] 項目から情報を取得します。期
日は空白ですが、ユーザが項目をタップすると、デフォルトで今日になります。
Salesforce1 ユーザは、2 つの方法でフォローアップ ToDo を作成できます。
• ToDo リストから — ToDo を左にスワイプし、アクションメニューアイコンをタップしてから、[フォローアッ
プ ToDo の作成] を選択します。
• ToDo から — アクションバーで [フォローアップ ToDo の作成] アイコンをタップします。組織の設定によっ
ては、アイコンを表示するにはアクションメニューを開く必要がある場合があります。

[フォローアップ ToDo の作成] アクションは、ToDo のページレイアウトで定義済みの Salesforce1 および Lightning
Experience アクションセットに自動的に含まれます。組織の ToDo のページレイアウトで [Salesforce1 および Lightning
Experience アクション] セクションを上書きしている場合、[Salesforce1 および Lightning のアクション] パレットか
ら手動で [フォローアップ ToDo の作成] アクションを追加します。
関連トピック:
フォローアップ ToDo の作成
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Salesforce1 での定期的な ToDo の使用
Salesforce1 で定期的な ToDo を使用すると、モバイル営業チームメンバーが重要な定期的活動をその他すべての
必要な作業の中で見失ってしまうことを防げます。この機能は、すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルア
プリケーションでの新機能です。
Salesforce1 ユーザは、ToDo リストの [新規 ToDo] ボタンを使用して定期的な ToDo を作成します。[新規 ToDo] ク
イックアクションを使用した定期的な ToDo の作成はサポートされていません。
定期的な ToDo の一部として作成された各 ToDo は、ユーザの ToDo リストに表示されます (1)。定期的な ToDo 全
体を表示、編集、または削除するには、いずれかの定期的な ToDo を左にスワイプし、アクションメニューか
ら [定期的な行動の参照] を選択します (2)。

定期的な ToDo を表示しているときに (3)、アクションバーからすべての ToDo の詳細を更新したり、定期的な
ToDo 全体を削除したりできます (4)。
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Salesforce1 での定期的な ToDo の設定
[設定] で次の設定を確認します。
• [活動設定] ページで、[簡単な新規 ToDo フォームを Salesforce1 に表示] チェックボックスをオフにし
ます。簡単な [新規 ToDo] フォームには、一連の定期的な ToDo を作成するオプションがありません。
• 組織の ToDo のページレイアウトで、Lightning Experience で定期的な ToDo を使用可能にする設定を Salesforce1
にも設定する必要があります。
– [定期的なToDoを作成] 項目を組織の ToDo のページレイアウトの [ToDo の詳細] セクションに追加しま
す。
– 組織の ToDo のページレイアウトで [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションが上書き
されている場合、そのセクションに [Salesforce1 および Lightning のアクション] パレットから [定期的な行
動の削除] および [定期的な行動の参照] アクションが含まれていることを確認します。まだ含まれてい
ない場合は、これらのアクションを追加します。

関連トピック:
Lightning Experience での定期的な ToDo の反復使用
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Salesforce1 の従来のグラフを拡張グラフに置換 (段階的廃止)
従来のグラフは長い間 Salesforce1 エクスペリエンスの一部でしたが、廃止されま
した。Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンで、従来のグ
ラフは拡張グラフ (Lightning Experience グラフのモバイルバージョン) に置き換わ
ります。切り替える準備がまだ整っていない場合は、[設定] から Salesforce1 を従
来のグラフに戻してください。ただし、従来のグラフは Summer '17 で廃止され
るため、今のうちに拡張グラフに慣れておくことをお勧めします。この変更は、
すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションに適用されます。
従来のグラフが組織で廃止されたことにより、次が変更になります。

エディション
拡張グラフを使用可能な
エディション: Group
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

• Summer '17 では、Salesforce1 には拡張グラフのみが含まれ、無効にすることは
できません。
• Summer '16 リリース以降で作成した組織の Salesforce1 ではすでに拡張グラフになっており、拡張グラフ以外
は使用できません。これらの組織では、拡張グラフを無効にするオプションは [設定] に表示されません。
• フル Salesforce サイトでは従来のグラフが廃止になってもグラフに影響はありません (Salesforce Classic と Lightning
Experience)。
詳細は、「従来のグラフの廃止」のお知らせを参照してください。拡張グラフと従来のグラフを切り替えるに
は、Salesforce ヘルプの「Salesforce1 での拡張グラフの表示」を参照してください。
メモ: 従来のグラフは段階的廃止の一環として廃止されるため、全面廃止の日付は今後のリリースにずれ
込む可能性があります。リリースノートと従来のグラフの廃止のお知らせは、情報が有効になり次第、
常に更新されます。

Salesforce1 の拡張グラフでの最大 200 個のグルーピングの表示
Salesforce1 では、拡張グラフにこれまでと比べて 2 倍のグルーピング数が表示さ
れます。ユーザはレポートとダッシュボードでグラフをスクロールして最大 200
個のグルーピングを参照できるようになりました。以前は、各グラフに表示さ
れるグルーピングの最大数は 100 個でした。この変更は、すべてのバージョンの
Salesforce1 モバイルアプリケーションに適用されます。
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Salesforce1 での棒グラフと折れ線グラフの組み合わせグラフの表示
Salesforce1 のダッシュボードには、折れ線グラフを含む棒グラフが表示されるよ
うになりました。折れ線グラフが棒の上に表示される棒グラフは、1 つのデータ
セットで 2 つの基準を追跡するために役立ちます。この種類のグラフを使用し
て、経時的な商談成立の平均確度 (折れ線) 別の成立した商談金額の合計 (棒) を
追跡します。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
ションでの新機能です。

エディション
拡張グラフを使用可能な
エディション: Group
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

Lightning Experience で共有された投稿の Salesforce1 での表示
Salesforce1 のフィードに、Lightning Experience の Chatter から共有された投稿が含まれるようになりました。ただ
し、Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーション の特定のフィードでは、これらの共有された投稿のコンテ
ンツ全体が直接表示されるわけではありません。こうしたフィードでは、誰が投稿を共有したかは表示されま
すが、その他の詳細を表示するには、手順がもう 1 つ必要です。一方、Salesforce1 モバイルブラウザアプリケー
ションでは、Lightning Experienceで共有された投稿のコンテンツがすべてのフィード内に直接表示されます。ま
た、Salesforce Classic または Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションで共有された投稿は、引き続きすべて
の種類の Salesforce1 でフィードに直接表示されます。
Lightning Experience で共有された投稿が Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの次のフィードに表示さ
れた場合、[投稿を表示] リンクをタップすると投稿のコンテンツが表示されます (1)。
• メイン Chatter フィード
• プロファイル上のフィード (Salesforce1 for iOS アプリケーションのみ)
Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのその他のフィード (Salesforce1 for Android のグループフィード、
レコードフィード、プロファイルフィードなど) では、Salesforce Classic または Salesforce1 ダウンロード可能アプ
リケーションで共有された投稿がすべての種類の Salesforce1 でフィードに表示されるように、Lightning Experience
で共有された投稿のコンテンツはフィードに直接表示されます (2)。
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関連トピック:
Lightning Experience での投稿の共有

Salesforce1 のプロファイルからの電話の発信やメールの送信
Salesforce1 for Android 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
のユーザは、外出中によりすばやく同僚に連絡できるようになりました。[特長] 領域およびレコード詳細ペー
ジにあるプロファイルの [電話] 項目と [メール] 項目がリンクになり、ユーザはリンクをタップすることですぐ
に電話をかけたりメールメッセージを送信したりできるようになりました。Salesforce1 for iOS では、これまでも
同僚のプロファイルでこれらのアクションを実行することができましたが、Salesforce1 for Android およびモバイ
ルブラウザアプリケーションではさらに便利になり、ユーザは自分のプロファイルから自分自身にボイスメッ
セージやメールメッセージを送ることまでできるようになりました。

Salesforce1 のオンラインセッションとオフラインセッションでの統合された作成および編集
操作
以前は、Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションユーザがオンラインで作業中にレコードを作成または
編集すると、アプリケーションが更新を確認するまで遅延が発生していました。待機時間はモバイルデバイス
のネットワークシグナルの強度によって異なります。ユーザがレコードを作成または編集するときに、オンラ
インであるかオフラインであるかに関わらず、更新が待機中の変更として保存されるようになりました。アプ
リケーションが待機中の変更を Salesforce と同期している間、ユーザは直ちに Salesforce1 で他の作業に移行でき
ます。この機能は、Salesforce1 for Android および Salesforce1 for iOS ダウンロード可能アプリケーションのバージョ
ン 11.0 以降での新機能です。
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Salesforce1 の異なるまたは使用できない Spring '17 の機能
Salesforce1 モバイルアプリケーションでは、組織で Lightning Experience と Salesforce Classic のいずれを使用している
場合でも、Salesforce フルサイトの一部の機能が含まれません。ここでは、Salesforce1 では使用できない、フル
サイトで使用する場合と機能上の差異がある、またはモバイルアプリケーションでの動作が異なる Spring '17
Salesforce の拡張機能について説明します。
メモ: Salesforce1 とフルサイトの相違点の完全なリストは、Salesforce ヘルプの「Salesforce1 モバイルアプリ
ケーションで使用できない機能」を参照してください。

セールス機能
取引先階層
• Salesforce1 では、取引先階層は使用できません。
キャンペーン
Salesforce1 でキャンペーンを操作する場合、ユーザは次の操作を実行できません。
• [キャンペーン階層] プレビューまたは [キャンペーン階層] 関連リストを表示する。
• [キャンペーンメンバー] 関連リストで一括アクションを実行する。
契約
• Salesforce1 で取引先責任者から新しい ToDo や行動の作成または活動の記録を行う場合、[関連先] 項目に
は契約番号が事前に入力されません。
Data.com およびデータインテグレーション
Data.com Clean:
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• ユーザはクリーンアップジョブで更新された項目を参照できますが、レコードを手動でクリーンアップ
するオプションは使用できません。
Data.com Prospector:
Salesforce1 では、Data.com プロスぺクタはサポートされていません。ユーザは次の操作を実行できません。
• 取引先、取引先責任者、またはリードを検索または追加する。
• プロスペクティングインサイトを参照する。
• 会社階層を参照する。
データインテグレーション:
• ユーザはデータインテグレーションルールで更新された項目を参照できますが、データインテグレー
ションを使用してレコードを手動で更新することはできません。
リード
Salesforce1 でリードを操作する場合、ユーザは次の操作を実行できません。
• リードリストビューで一括アクションを実行する。
注文
• 取引先責任者の [注文] 関連リストから注文を作成する場合、[契約番号] 項目にはデフォルトの契約番号
が事前に入力されません。
• 注文から新しい ToDo や行動の作成または活動の記録を行う場合、[関連先] 項目には注文番号が事前に
入力されません。
見積
• 見積 PDF は関連リストに表示されますが、参照できません。
• ユーザは複数の見積品目を同時に追加または編集することはできません。
• ユーザは次のアクションを実行できません。
– 見積をメールで送信する。
– PDF を作成または削除する。
– 同期を開始または中止する。
– [見積] ホームページから見積を作成する。代わりに、商談から見積を作成します。
Sales Cloud Einstein
• Salesforce1 でリードスコアがリードリストビューに表示されることを除き、モバイルアプリケーション
では他のすべての Sales Cloud Einstein 機能を使用できません。

生産性機能
ToDo
• Salesforce1 で定期的な ToDo を使用できるようになりましたが、定期的な行動はサポートされていません。
クイックアクションレイアウトでは 定期的なToDoを作成 項目はサポートされていません。新規 ToDo ク
イックアクションには定期的な ToDo インターフェースの一部のみが表示され、ユーザは作成を試みた
定期的な ToDo を保存できません。
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• Salesforce1 ユーザは、頻度が「平日」の定期的な ToDo を作成できません。編集ページには ToDo の繰り返
し設定が表示されないため、Salesforce1 でこの頻度の ToDo を編集することはお勧めしません。平日繰り
返される ToDo を作成または編集するには、Salesforce Classic を使用してください。
• ToDo に件名が含まれていない場合、Salesforce1 のフィードには [件名なし] と表示されます。
Inbox
• Salesforce1 では、Inbox は使用できません。

Salesforce Files
フォルダ
• Salesforce1 ユーザは、Lightning Experience で作成されたライブラリフォルダ、およびフォルダに含まれる
ファイルを参照できます。ただし、Salesforce1 でライブラリフォルダの作成または変更を行うことはで
きません。

重複管理
重複するレコードのマージ
• ユーザは取引先、取引先責任者、リードをマージできません。

Salesforce のカスタマイズ
LockerService とリッチテキストエディタ
• Salesforce1 では、LockerService の重要な更新が Sandbox および Developer Edition 組織で有効な場合、リッチテ
キストエディタを使用することもリッチテキストを含む項目を編集することもできません。詳細は、
「LockerService の重要な更新が有効な場合はリッチテキストエディタが無効」を参照してください。

Salesforce Authenticator: 新しい iOS 10 向け通知、より洗練されたデザ
イン
小さい画面で情報を読むのは大変です。そのため、Salesforce Authenticator モバイルアプリケーション全体のデザ
インが改良されました。モバイルデバイスのロック画面から通知を確認して読むことがより簡単になり、改善
されたダイアログボックスにはアカウントの詳細を管理するオプションが増えました。
このセクションの内容:
Salesforce Authenticator の新デザイン
v2.8 以降、洗練された新しいデザインにより、ユーザは簡単にアカウントを管理できるようになりました。
アイコンが新しくなり、実行するアクションがわかりやすくなりました。また、ダイアログボックスでの
指示が明確になり、アカウント設定を管理するためのオプションが増えました。チームの皆様にもきっと
気に入っていただけることでしょう。
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iOS 10 向け Salesforce Authenticator の通知の確認がより簡単に
iOS 10 デバイスの通知が見やすくなりました。Salesforce Authenticator v2.8 以降、アクション、ユーザ名、サー
ビス、およびデバイス情報がロック画面に直接表示されるようになりました。ユーザは、携帯電話のロッ
クを解除したり、アプリケーションが開くのを待ったりせずに詳細をすばやく確認できます。ロックされ
たデバイスに通知が表示されたときには、その通知を長押しするだけでアクションに関する情報が表示さ
れます。やや古いデバイスの場合は、スワイプしてタッチします。その後、ロック画面から直接、アクショ
ンを承認または拒否します。

Salesforce Authenticator の新デザイン
v2.8 以降、洗練された新しいデザインにより、ユーザは簡単にアカウントを管理できるようになりました。ア
イコンが新しくなり、実行するアクションがわかりやすくなりました。また、ダイアログボックスでの指示が
明確になり、アカウント設定を管理するためのオプションが増えました。チームの皆様にもきっと気に入って
いただけることでしょう。
更新がよりスマートになり、ユーザに最適なパスが案内されます。アプリケーションが古いためにすぐにアク
ションを完了できない場合は、App Store または Google Play にリダイレクトされます。Salesforce Authenticator は、
Apple および Android デバイスの両方で無料で提供されています。

iOS 10 向け Salesforce Authenticator の通知の確認がより簡単に
iOS 10 デバイスの通知が見やすくなりました。Salesforce Authenticator v2.8 以降、アクション、ユーザ名、サービ
ス、およびデバイス情報がロック画面に直接表示されるようになりました。ユーザは、携帯電話のロックを解
除したり、アプリケーションが開くのを待ったりせずに詳細をすばやく確認できます。ロックされたデバイス
に通知が表示されたときには、その通知を長押しするだけでアクションに関する情報が表示されます。やや古
いデバイスの場合は、スワイプしてタッチします。その後、ロック画面から直接、アクションを承認または拒
否します。
Salesforce では 2 要素認証に力を注いでいるため、通知に関する操作を行っているのが適切なユーザであること
を確認しています。アクションを確定する前には常に、ロック画面からユーザの指紋、PIN、またはパスワー
ドが求められます。

Field Service Lightning iOS: 技術者に朗報、オールインワンのモバイル
ソリューションの導入 (正式リリース)
Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションを使用して、フィールドサー
ビス業務を次の段階に発展させます。技術者は膨大なデータ、スケジュールお
よび自動化ツール、Salesforce 組織のカスタマイズ性を利用して、どこからでも
作業を迅速に行うことができます。また、このアプリケーションのオフライン
ファースト設計により、技術者はインターネットにアクセスできない場合でも
常に作業できます。技術者の生産性が向上すれば、顧客の満足度も高まります。
重要: Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーションは、2017 年 2 月 13
日の週に Apple App Store から入手できます。
このオールインワンのフィールドサービスソリューションによって、技術者は
次の操作を実行できます。
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12 月に廃止

• レイアウトで主要フィールドを目立つように表示する。
• ユーザがクイックアクションを使用できるようにする。
• 技術者に Salesforce ナレッジ記事を提供する。
• 完了した作業に対する顧客の署名を取得する。
• Chatter を使用してパートナーおよび顧客とコミュニケーションを取る。
• 人員の地理位置情報追跡によってサービス人員を管理する。
• 作業スケジュールのカレンダー範囲を設定する。
• 会社の色でアプリケーションにブランドを設定する。
そして何よりも、このアプリケーションはオフラインで機能するため、技術者はインターネット接続がない場
合や制限されている場合でも、常に作業を完了できます。
アプリケーションのリリースについての詳細は、「Field Service Lightning iOS モバイルアプリケーション (正式リ
リース)」を参照してください。

Salesforce Classic モバイルアプリケーションは 2017 年 12 月に廃止
モバイルユーザ、開発者、およびリリース環境全体を改善するため、Salesforce は Salesforce1 アプリケーション
でのモバイル開発に焦点を絞っています。その結果、Salesforce Classic モバイルアプリケーションは 2017 年 12 月
1 日に廃止されます。また、iOS 10 および Android 7.0 が Salesforce Classic モバイルの互換性テストに使用される最
後のモバイル OS バージョンになります。Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのロールアウト、現在
と今後のモバイルニーズに対応するカスタムモバイルアプリケーションのリリースなど、代替環境へのモバイ
ルユーザの移行を開始することをお勧めします。
2017 年 12 月 1 日をもって、Salesforce Classic モバイルは App Store および Google Play から削除され、現在インストー
ルされている Salesforce Classic モバイルアプリケーションへのアクセスはすべてのユーザと組織で直ちに無効に
なります。
Salesforce Classic モバイルの廃止および移行オプションについての詳細は、「Salesforce Classic Mobile アプリケー
ションは 2017 年 12 月 1 日に廃止」を参照するとともに、Success コミュニティの「Salesforce1 Mobile App Success」
グループのディスカッションにご参加ください。

Financial Services Cloud: クライアントと世帯のリレーションの対
応付け、アラート、クライアントサービスの機能強化
アドバイザーは、新しいリレーショングループを使用してクライアントと世帯
の作成、管理、視覚化を行うことができるようになりました。あらたなクライ
アントサービスの機能強化が行われています。たとえば、クライアントのプロ
ファイルページや金融口座のアラートにより、アドバイザーはクライアントの
金融口座への最新の変更を確認できます。
これらの新機能と機能強化を最大限に活用するには、「Financial Services Cloud」を
参照してください。
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このセクションの内容:
世帯へのビジネスの追加
企業合同や法人などのビジネスエンティティを世帯のメンバーにして、積み上げ集計に含めることができ
るようになりました。アドバイザーは、ユーザやエンティティのグルーピング (リレーショングループ) を
作成してリレーションの値を測定し、新規ビジネスの商談を特定できます。
新しいウィザードを使用したリレーショングループの作成
新しいリレーショングループビルダーを使用して、アドバイザーはグループのメンバーシップやユーザと
ビジネスエンティティ間のリレーションを作成および管理できます。
複数の世帯への個人クライアントの追加
クライアントを複数の世帯に追加できるようになりました。この機能は、アップグレードされた組織で有
効にできます。新しい組織では、この機能はデフォルトで有効になります。集計項目は、クライアントの
プライマリグループへのみ積み上げることができます。
財務リレーションの視覚化
Financial Services Cloud の新しいリレーションの対応付けコンポーネントにより、アドバイザーは複雑な世帯
およびリレーションを管理できます。ユーザ、世帯、ビジネスエンティティのリレーションの視覚化モデ
ルを取得します。また、アドバイザーはリレーションの対応付けで直接変更することもできます。
金融口座に関するタイムリーなアラートの表示
外部のコア経理システムから Financial Services Cloud に金融口座アラートを転送できるようになったため、ア
ドバイザーはクライアントの金融口座に関する重要な最新情報を把握できます。
金融口座からのケースの作成
Financial Services Cloud アドバイザーがクライアントの金融口座からケースを作成できるようになったため、
アドバイザーは金融口座のページまたはクライアントのプロファイルページからケースを参照できます。
取引先と取引先責任者の同期
個人の取引先所有者と取引先責任者所有者を同じ所有者として自動的に維持できるようになりました。新
規組織と既存の組織の両方の新しいデータで、取引先と取引先責任者の同期がデフォルトで有効になりま
す。既存のデータがある組織の場合、同期中に不一致が発生すると、個人に取引先所有者が使用されます。
Financial Services Cloud オブジェクトの変更
取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクトでより多くの作業を実行できます。
Financial Services Cloud メタデータの変更
Financial Services Cloud のメタデータ型が変更されています。

世帯へのビジネスの追加
企業合同や法人などのビジネスエンティティを世帯のメンバーにして、積み上げ集計に含めることができるよ
うになりました。アドバイザーは、ユーザやエンティティのグルーピング (リレーショングループ) を作成して
リレーションの値を測定し、新規ビジネスの商談を特定できます。
ビジネスを世帯に含めるには、ビジネスに世帯のユーザとのリレーションが必要です。アドバイザーは、取引
先と取引先責任者のリレーションを使用して、ユーザをビジネスエンティティに関連付けることができます。
個人の取引先責任者部分がビジネスエンティティの取引先に関連付けられます。同じビジネスエンティティを
複数の世帯またはグループに含めることはできません。
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新しいウィザードを使用したリレーショングループの作成
新しいリレーショングループビルダーを使用して、アドバイザーはグループのメンバーシップやユーザとビジ
ネスエンティティ間のリレーションを作成および管理できます。
[詳細] ページで、アドバイザーは取引先名や重要事項などのグループ属性を編集できます。
[メンバーとリレーション] ページは、グループメンバーと関連する取引先や取引先責任者とのリレーションを
作成および編集する場所です。
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メモ: リレーショングループの新機能を使用するには、ページレイアウトでインストール後の作業が必要
です。

複数の世帯への個人クライアントの追加
クライアントを複数の世帯に追加できるようになりました。この機能は、アップグレードされた組織で有効に
できます。新しい組織では、この機能はデフォルトで有効になります。集計項目は、クライアントのプライマ
リグループへのみ積み上げることができます。

財務リレーションの視覚化
Financial Services Cloud の新しいリレーションの対応付けコンポーネントにより、アドバイザーは複雑な世帯およ
びリレーションを管理できます。ユーザ、世帯、ビジネスエンティティのリレーションの視覚化モデルを取得
します。また、アドバイザーはリレーションの対応付けで直接変更することもできます。

金融口座に関するタイムリーなアラートの表示
外部のコア経理システムから Financial Services Cloud に金融口座アラートを転送できるようになったため、アドバ
イザーはクライアントの金融口座に関する重要な最新情報を把握できます。
アドバイザーが金融口座または金融口座ページに関連付けられているクライアントのプロファイルを表示する
と、アラートが表示されます。[エラー]、[警告]、[情報] の 3 つのアラートタイプを使用できます。アラートは
非表示にしたり、再通知したりできます。非表示にされたアラートはクライアントプロファイルに表示されな
くなりますが、[アラート] リストビューでは引き続き使用できます。再通知されたアラートは、次回クライア
ントプロファイルにアクセスするまで一時的に表示されなくなります。
新しいカスタムオブジェクト Alert__c を使用して、クライアントの金融口座に関するアラートをアドバイ
ザーに通知します。
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金融口座からのケースの作成
Financial Services Cloud アドバイザーがクライアントの金融口座からケースを作成できるようになったため、アド
バイザーは金融口座のページまたはクライアントのプロファイルページからケースを参照できます。
クライアントのプロファイルページの [金融口座] 詳細ページまたは [金融口座] タブからケースを作成します。

ケースは、クライアントの [関連] タブおよび金融口座の [関連] タブの [ケース] セクションに表示されます。

取引先と取引先責任者の同期
個人の取引先所有者と取引先責任者所有者を同じ所有者として自動的に維持できるようになりました。新規組
織と既存の組織の両方の新しいデータで、取引先と取引先責任者の同期がデフォルトで有効になります。既存
のデータがある組織の場合、同期中に不一致が発生すると、個人に取引先所有者が使用されます。

Financial Services Cloud オブジェクトの変更
取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクトでより多くの作業を実行できます。
AccountContactRelation
次の項目が追加されました。
IncludeInPrimary__c

この取引先を関連する個人のプライマリグループに追加します。
PrimaryGroup__c

ユーザのプライマリグループを示します。

Financial Services Cloud メタデータの変更
Financial Services Cloud のメタデータ型が変更されています。
IndividualRecordTypeMapper
次の項目が追加されました。
LeadRecordType__c

使用されていません。
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LeadRecordTypeNamespace__c

使用されていません。

Health Cloud: Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave、リードか
ら患者への変換など
Wave ダッシュボードを使用して、ケアの連携を最適化し、リスクが高い患者を
積極的に管理します。また、Salesforce のリードを Health Cloud の患者レコードに
非常に簡単に変換できます。さらに、Health Cloud データモデルへの追加が行わ
れ、Health Cloud Console のパフォーマンスが改善されました。

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:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave を使用した患者のリスク管理
Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave アプリケーションには、リスクが高い患
者を識別してその患者の詳細情報にドリルダウンできる、事前作成済み Wave
ダッシュボードがあります。設定可能な患者データのダッシュボードとカス
タムグラフを使用して、会社が管理する患者の新しいインサイトを取得でき
ます。

Health Cloud を使用可能な
エディション: Salesforce
Classic

リードから患者へのシームレスな変換
ケアコーディネータは独自のケアプランとケアチームを使用して、Salesforce のリードを Health Cloud の患者
に変換できます。ケアコーディネータは Health Cloud 未管理パッケージ拡張をインストールするときに、最
大 200 件のリードを選択し、その個人に必要なレコードをシステムに作成します。リードを使用して患者
を追加することで、患者の取得から Health Cloud への登録までのシームレスなサポートが可能になります。
患者タイムラインの読み込み時間の短縮
コンソールにタイムラインを初めて表示するときに行動のサブセットのみを表示するためのオプションを
用意しました。これにより、ページの読み込み時間が大幅に短縮されます。タイムラインには各患者の個
人履歴が含まれますが、場合によって大量の情報が読み込まれることがあります。良いことであれば待つ
価値はあるのですが、初期ビューを削って最も重要な行動のみをすばやく読み込むことができるようにな
りました。その後、ケアコーディネータは行動条件を使用して、特定の患者に対して追加表示する行動を
選択できます。
Health Cloud の新しいカスタムオブジェクト
Health Cloud に新しいカスタムオブジェクトが含まれています。
Health Cloud メタデータ: 新規および変更された型
Health Cloud では、メタデータ型が新規追加および変更されました。
コンソールのパフォーマンス向上
Health Cloud 全体のパフォーマンスが向上しました。特に、Health Cloud Console の速度とパフォーマンスが改
善されました。
高度な患者のセグメント化を使用した正確な患者リストの作成
ケアコーディネータは検索条件を調整できる、患者の高度なセグメント化機能を使用して、より正確な患
者リストを作成できます。
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[最後に使用] 患者リストの表示
より少ないクリック数で簡単にお気に入りの患者リストにアクセスできるようになりました。コンソール
内の任意の場所から患者リストページに戻ると、コンソールに最後に作業していたリストが表示されるよ
うになりました。まだ患者リストを作成していない場合は、[リストを選択] オプションで最初の患者リス
トを作成できます。

Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave を使用した患者のリスク管
理
Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave アプリケーションには、リスクが高い患者を識別してその患者の詳細情報
にドリルダウンできる、事前作成済み Wave ダッシュボードがあります。設定可能な患者データのダッシュボー
ドとカスタムグラフを使用して、会社が管理する患者の新しいインサイトを取得できます。
重要: Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave の免責事項
Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave は、患者集団のヘルストレンドに対するインサイトの提供により、お
客様が患者に質の高いケアを提供できるようにするという目的に特化しています。
その他の目的で使用するものではありません。たとえば、Risk Stratification 機能は、Medicare、Medicaid、そ
の他の連邦政府または州政府ヘルスプログラム、または個人向け健康保険会社によるヘルスケア払戻に
関連する目的で使用することはできません。
Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave は、HIPAA および他のヘルスプライバシー関連法規に準拠して使用し
ます。特に、HIPAA にはヘルスケア組織の従業員および契約社員が参照可能な情報を規制する「最低限必
要な条件」が含まれています。これらの個人は、職務を行うために必要な保護対象保険情報 (PHI) の最小
限の内容のみにアクセスする必要があります。
Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave では、お客様の組織内のすべての患者に PHI が公開されます。お
客様の会社が取り扱うすべての個人のうち PHI を知る有効な必要性がある個人のみに、機能へのアクセス
権を付与します。たとえば、すでにすべての個人の PHI を参照可能な病院管理者、またはケアイニシアチ
ブの品質を担当する人物のみにアクセスを制限します。お客様は、この機能にアクセスできる組織内の
個人を決定し、適切な権限を設定する責任があります。デフォルトでは、Health Cloud ライセンスユーザ
はこの機能を使用できません。
Health Cloud では、CMS Hierarchical Condition Categories (HCC) リスクスコアリングモデルに基づく Wave リスクスコア
リングダッシュボードが提供されるようになりました。CMS HCC モデルは、患者の診断と他の主要な人口統計
情報に基づき、各患者にリスクスコアを割り当てます。このダッシュボードは、臨床管理者や役員などがケア
を受けている患者に影響するトレンドの全体像を把握するために役立ちます。ダッシュボードは、1 つ以上の
レンズでデータに基づいてキュレーションされたグラフ、総計値、および表のセットです。探索モードでは、
データはレンズで表示されます。レンズは、データセットのデータの表示方法であり、データをグラフィカル
に探索する場所であり、ダッシュボードを作成するための基礎でもあります。アプリケーションへのアクセス
権があるユーザは、レンズに検索条件を適用し、最も関連性の高いデータのサブセットに焦点を絞ることがで
きます。たとえば、検索条件で視覚化を特定のカレンダー年または患者集団に制限できます。
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Health Cloud: Risk Stratification 向け Wave アプリケーションには、管理する患者の全体的な健康状態に対する重要な
インサイトが提供されるグラフとリストが付属しています。各 Health Cloud 組織は、5 つの Wave アプリケーショ
ン権限セットライセンスを取得します。

• Risk Score (リスクスコア) (1): 評価対象患者数と各リスク群カテゴリの患者数。
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• Risk Score Trends (リスクスコアトレンド) (2): プログラム内の患者数とカレンダー年の平均リスクスコアの前
年の数との比較。
• Age Group (年齢グループ) (3): 各年齢グループの対象患者数。
• Age Group Trends (年齢グループトレンド) (4): 指定されたカレンダー年とその前年のプログラム内の男性およ
び女性の対象患者数。
• Patient Distribution by Number of Conditions (疾患数別の患者分布) (5): 1 つ以上の疾患を持つ患者数。
• Patient Distribution Trends (患者分布トレンド) (6): 1 つ以上の疾患を持つ患者数の前年の数との比較。
• Enrollment Type (登録タイプ) (7): 各プログタムタイプに登録している患者数。
• Enrollment Type Trends (登録タイプトレンド) (8): 各プログラムタイプに登録している患者数の前年の数との
比較。
• Patient Details (患者の詳細) (9): リスクスコア、疾患、Hierarchical Condition Categories (HCC) コードなどが関連付
けられた患者のリスト。ユーザが患者リストの CSV ファイルをダウンロードできる権限を付与できます。
このリストは、リスクの高い患者をケア管理プログラムに割り当てて Health Cloud で管理するために使用で
きます。
ウィジェット内の要素をクリックすると、ダッシュボード全体の表示も変更される場合があります。たとえ
ば、疾患数に基づいて年齢グループと患者分布を表示するダッシュボードのセクションは次のようになりま
す。

60 ～ 64 才の年齢グループの患者を選択すると、図とグラフはそのレンズを反映して変更されます。
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絞り込まれた情報は、患者の詳細リストにも反映されます。患者リストは、すべての患者の情報を表示する権
限を持つ他のユーザと共有できます。

ヒント: 初めて Wave を使用する場合は、詳細を「Wave Analytics ライブラリ」で確認してください。

リードから患者へのシームレスな変換
ケアコーディネータは独自のケアプランとケアチームを使用して、Salesforce のリードを Health Cloud の患者に変
換できます。ケアコーディネータは Health Cloud 未管理パッケージ拡張をインストールするときに、最大 200 件
のリードを選択し、その個人に必要なレコードをシステムに作成します。リードを使用して患者を追加するこ
とで、患者の取得から Health Cloud への登録までのシームレスなサポートが可能になります。
リードは Sales Cloud か Service Cloud で取得するか、電子健康カルテ (EHR) システム、データウェアハウス、患者
登録システム、コールセンターとのインテグレーションによって取得できます。たとえば、ケアコーディネー
タは長期ケアプログラムを通じて会社のコールセンターに連絡してきた人物を簡単に登録できます。
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各患者に対して、Salesforce は次のアクションを実行します。
• 患者を個人として作成します。個人は、個人 ID によってリンクされるアカウントと連絡先の両方のオブ
ジェクトビューです。
• 患者 ID および MRN 項目にリンクされる個人のアカウントを作成します。
• 個人 ID を介してアカウントにリンクされる個人の連絡先レコードを作成します。
• CarePlan レコードタイプを使用してケースを作成します。この処理によってケアプランのページレイアウト
が自動的に表示されます。ケアコーディネータが選択されている場合は、コーディネータがケースの所有
者になります。
• ケアプランを表すケースをアカウントレコードに追加します。
• 個人を患者とするケースチームを作成し、ケアコーディネータ (選択されている場合) を追加します。
• 患者のアカウント ID を患者レコードに追加します。

患者タイムラインの読み込み時間の短縮
コンソールにタイムラインを初めて表示するときに行動のサブセットのみを表示するためのオプションを用意
しました。これにより、ページの読み込み時間が大幅に短縮されます。タイムラインには各患者の個人履歴が
含まれますが、場合によって大量の情報が読み込まれることがあります。良いことであれば待つ価値はあるの
ですが、初期ビューを削って最も重要な行動のみをすばやく読み込むことができるようになりました。その
後、ケアコーディネータは行動条件を使用して、特定の患者に対して追加表示する行動を選択できます。
行動条件を使用してタイムライン設定を選択した場合、[有効] オプションがオンになっているすべてのタイ
ムライン設定をタイムラインに表示できます。ただし、デフォルトでは、[読み込み時に表示] 設定が選択され
ている設定レコードのみがタイムラインに表示されます。
既存の Health Cloud 顧客の場合、組織にすでに含まれているすべての有効なタイムラインビュー設定レコード
に対して [読み込み時に表示] が自動的に選択されます。その後、設定レコードの設定を変更してタイムライ
ンの初期読み込み時間を短縮するかどうかを決定できます。
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Health Cloud の新しいカスタムオブジェクト
Health Cloud に新しいカスタムオブジェクトが含まれています。
ConditionToHCCCodeMapping__c
患者の疾患と Hierarchical Condition Category (HCC) コードのマッピングを表します。
Program__c
会社が参加しているプログラムに関する情報を表します。プログラムには、Medicare Chronic Care Management
(CCM)、Medicare Accountable Care Organization HCC リスクスコアリングなどがあります。
ProgramPatientAffiliation__c
患者が登録しているプログラムを表します。
ProgramPatientSummary__c
患者が登録している関連プログラム用の計算値が含まれているレコードを表します。
Provider__c
ヘルスケアを提供する個人を表します。

Health Cloud メタデータ: 新規および変更された型
Health Cloud では、メタデータ型が新規追加および変更されました。

新しいメタデータ型
RiskScoreAgeBandContinuedEnrollee
年齢と継続登録状況に基づくリスクスコアを示します。
RiskScoreAgeBandNewEnrollee
年齢と新規登録状況に基づくリスクスコアを示します。
RiskScoreHCCCode
リスクスコアを HCC コードに対応付けます。
RiskScoreDiseaseInteraction
リスクスコアを疾患の相互作用に対応付けます。
RiskScoreMedicaidInteractions
リスクスコアを医療扶助受給と生まれつきの障害の相互作用に対応付けます。

更新されたメタデータ型とメタデータ項目
IndividualRecordTypeMapper
次の項目が追加されました。
LeadRecordType__c

リードレコードを変換するときに使用されるリードレコードタイプ。任意のレコードタイプを使用する
には、この項目を空白のままにします。別の対応付けが指定されていない場合、使用可能なすべてのレ
コードタイプが個人レコードタイプに変換されます。
LeadRecordTypeNamespace__c

カスタムレコードタイプの組織のリード名前空間。
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コンソールのパフォーマンス向上

コンソールのパフォーマンス向上
Health Cloud 全体のパフォーマンスが向上しました。特に、Health Cloud Console の速度とパフォーマンスが改善さ
れました。

高度な患者のセグメント化を使用した正確な患者リストの作成
ケアコーディネータは検索条件を調整できる、患者の高度なセグメント化機能を使用して、より正確な患者リ
ストを作成できます。
[患者] タブの [検索条件ロジック] テキストボックスを使用して、検索条件に AND および OR 検索条件ロジック
演算子を適用できます。

[最後に使用] 患者リストの表示
より少ないクリック数で簡単にお気に入りの患者リストにアクセスできるようになりました。コンソール内の
任意の場所から患者リストページに戻ると、コンソールに最後に作業していたリストが表示されるようになり
ました。まだ患者リストを作成していない場合は、[リストを選択] オプションで最初の患者リストを作成でき
ます。

カスタマイズ: レコードページの割り当てやフロー画面の制御の
強化、外部サービスへの接続
クリックで従来よりも多くのことができるようになりました。Lightningレコードページをユーザに割り当てる
方法をより詳細に制御したり、フロー画面を制御したりできます (フロー画面を Lightning Experience のように表
示することも可能)。短いコードを使用する必要はありますが、クリックで組織を外部サービスに簡単に接続
できます。
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カスタマイズ: レコードページの割り当てやフロー画面
の制御の強化、外部サービスへの接続

カスタマイズ機能は、オブジェクト、データおよび項目の機能強化、組織の外観の更新、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:
Lightning アプリケーションビルダー: レコードタイプおよびプロファイル別のレコードページの割り当て、
新しいページテンプレート、新しいコンポーネントなど
Lightning Experience のページカスタマイズに数多くの機能強化が行われました。アプリケーション別だけで
なくレコードタイプおよびユーザプロファイル別でもレコードページを割り当てます。テンプレートから
ページを作成するか (いくつかはこのリリースの新機能)、システムデフォルトをコピーします。新しいコ
ンポーネントを使用してページに機能を追加します。Lightning アプリケーションビルダーは、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。別途記載がない限り、機能の変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
外部サービス: ウィザード、スキーマ、フローを使用した Salesforce への接続 (ベータ)
外部サービスを使用して、選択したサービスに Salesforce 組織を接続します。フローで外部ソースに基づい
てメソッドを呼び出します。サービスから Salesforce にデータをインポートします。使いやすいウィザード
を使用して、このすべてを実行できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Salesforce Connect: 組織間の書き込み可能な外部オブジェクト、組織当たりの外部オブジェクトの増加、Salesforce
コンソールの機能強化、クイックアクション、レポートおよびリレーションの改善
他の Salesforce 組織のレコードを作成、編集、および削除できるようになりました。組織当たりの外部オブ
ジェクトが 2 倍になり、外部オブジェクトでクイックアクションがサポートされるようになりました。
Salesforce Classic の Salesforce コンソールの外部オブジェクトでは、強調表示パネルとカスタムコンソールコン
ポーネントを使用できます。また、外部オブジェクトリレーションおよびレポートの不適切な動作も修正
されました。
承認: すべての Salesforce 環境での一貫性
Salesforce では、使用している製品 (Lightning Experience、Salesforce Classic、または Salesforce1) に関係なく、承認
者に同じ環境を提供したいと考えています。これらの機能強化は、Salesforce Classicではこのリリース以前か
ら使用可能でした。一部の機能強化は、Salesforce1、Lightning Experience、またはその両方の環境で初めて搭
載されました。
Visual Workflow: 画面制御の強化
Lightning ランタイムや Lightning アプリケーションビルダーのフローコンポーネントを使用して、フローを
Lightning Experience のようなデザインにします。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。
プロセスビルダー: Lightning アイコンと暗号化データ
Lightning Experience の他の部分と調和するように、プロセスビルダーのアイコンをすっきりとさせました。
この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
選択リストの管理: グローバル選択リストの改善、表示ラベルと識別子の分離、新しい API 項目
選択リストが使いやすくなりました。非制限選択リストから制限付き選択リストへの変換が簡単になり、
参照するコードを変更することなく選択リストの表示ラベルを更新できます。コーディングする場合、メ
タデータ API だけでなく Tooling API を標準値セットとグローバル値セットの両方で使用できるようになりま
した。
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AppExchange: 合理化されたリストと統合エクスペリエンスレビュー

合理化された AppExchange リストで、最適なアプリケーション、Lightning コンポーネント、またはコンサル
ティングサービスを短時間で見つけます。商品またはサービスを試したら、Salesforce組織から直接レビュー
を書きます。
一般設定: オブジェクトマネージャの情報量の増加、Standard Permission Sets
オブジェクトマネージャを使用して、組織でどのように Lightning レコードページが使用されているのかを
簡単に確認できます。セールスコンソール権限セットライセンスを購入している場合、一致する権限セッ
トを手動で作成する必要はありません。Standard Permission Sets を使用して、ユーザに直接、権限セットを割
り当てることができます。また、ユーザは Force.com ライセンスで Lightning for Outlook と Lightning for Gmail (ベー
タ) を使用できます。

Lightning アプリケーションビルダー: レコードタイプおよびプロファ
イル別のレコードページの割り当て、新しいページテンプレート、
新しいコンポーネントなど
Lightning Experience のページカスタマイズに数多くの機能強化が行われました。
アプリケーション別だけでなくレコードタイプおよびユーザプロファイル別で
もレコードページを割り当てます。テンプレートからページを作成するか (いく
つかはこのリリースの新機能)、システムデフォルトをコピーします。新しいコ
ンポーネントを使用してページに機能を追加します。Lightning アプリケーション
ビルダーは、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。別途記
載がない限り、機能の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル別のレコードページの割
り当て
カスタムレコードページを作成して、アプリケーション、レコードタイプ、ユーザプロファイル別に割り
当てることで、ユーザの環境をより詳細にカスタマイズできるようになりました。営業マネージャには営
業担当とは異なる商談のビューを提供します。標準の法人取引先ページとは異なる非営利団体ページを設
定します。
個人取引先ページのカスタマイズ
Summer '16 では、Lightning アプリケーションビルダーで個人取引先の独自のページが提供されていました
が、編集することはできませんでした。それが可能になりました。これらの個人取引先ページをカスタマ
イズしてみましょう。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Apex を使用した Lightning ページコンポーネントの動的選択リストの作成
Lightning アプリケーションビルダーでコンポーネントが設定されるときに、コンポーネントのプロパティ
を選択リストとして公開できるようになりました。選択リストの値は、作成する Apex クラスによって提供
されます。
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新しいテンプレートを使用した Lightning ページのさらなるカスタマイズ

選択できるテンプレートが増えて、ページ設計オプションが増加しました。3 個のアプリケーションページ
テンプレートと 5 個のレコードページテンプレートが追加されました。アプリケーションページテンプレー
トは、Lightning Experience と Salesforce1 間で動的に調整されます。レコードページテンプレートは、Lightning
Experience でのみサポートされます。
Salesforce のデフォルトの Lightning ページのコピー
2 つの異なる方法でLightning ページを作成できるようになりました。テンプレートを使用して、必要なコン
ポーネントを入力できる空のページを作成します。また、システムデフォルトページをコピーして、標準
コンポーネントが入力されたページを作成することもできます。この機能は、ホームページ、レコードペー
ジ、およびメールアプリケーションページで使用できます。
Lightning アプリケーションビルダーの新規ページウィザードの再構成
以前は、ページを作成するときにページ種別を選択してテンプレートを選択し、ページの名前を付けてい
ました。この順序が変更され、テンプレートを選択するプロセスが後に移動しました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
より多くのアクションボタンを使用した強調表示パネルのカスタマイズ
最大 10 個のアクションボタンが強調表示パネルに表示されるようになり、レコードの [特長] の利便性が向
上しています。以前は、3 個が上限でした。この変更が反映されるように表示ラベルが更新され、コンパク
トビューの強調表示パネルを表示するオプションの名前が変更されました。これらの強調表示パネルのカ
スタマイズは、Lightning Experience でのみ使用できます。
Lightning ページへの [関連レコード] コンポーネントの追加
ユーザに最も必要なレコードの詳細を提供します。[関連レコード] コンポーネントを使用してLightningペー
ジをカスタマイズし、任意のレコードページに関連レコードの詳細 (親レコードなど) を表示します。これ
は、Lightning Experience の新機能です。
Lightning ページへの [関連リスト] コンポーネントの追加
Salesforce では、Lightning ページでお客様が必要とする情報を提供したいと考えています。新しい [関連リス
ト] コンポーネントでは、レコードのすべての関連リストを表示する代わりに必要なリストを選択できるよ
うになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning ページでの関連リストの表示方法のカスタマイズ
[関連リスト] コンポーネントの新しい属性を使用して、カスタムLightning ページで関連リスト項目を表示す
る方法 (リストまたはタイル) を選択します。[関連リスト] コンポーネントをページの狭い領域に配置する場
合、リスト項目はタイルでのみ表示されます。
フローコンポーネントによる Lightning ページの強化 (ベータ)
Lightning アプリケーションビルダーに新しいコンポーネントが追加されました。フローコンポーネントを
使用して、有効なフローを Lightning ページに埋め込みます。
[ホーム] ページでの未承認申請の表示
新しい [未承認申請] コンポーネントを使用して、ユーザがまだ応答していない承認申請を表示します。こ
のコンポーネントは [ホーム] ページでのみサポートされます。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。

402

Salesforce Spring '17 リリースノート

Lightning アプリケーションビルダー: レコードタイプお
よびプロファイル別のレコードページの割り当て、新し
いページテンプレート、新しいコンポーネントなど

Lightning レコードページへの Skype の追加 (ベータ)

Lightning アプリケーションビルダーで新しい [Skype for Business] コンポーネントが使用できるようになりまし
た。このコンポーネントをレコードページに追加して、オンラインになっているユーザの確認、音声通話
やビデオ通話の開始、およびチャットを行う Skype コントロールを取得します。このコンポーネントを追加
するには、組織で Skype for Salesforce (ベータ) を設定する必要があります。コンポーネントを使用するには、
レコードページに少なくとも 1 つのメール項目を含める必要があります。
LockerService の重要な更新が有効な場合は [リッチテキスト] コンポーネントが無効に
Sandbox 組織と Developer Edition 組織の場合、LockerService の重要な更新が有効になっていると、[リッチテキ
スト] コンポーネントは Lightning アプリケーションビルダーで参照のみになります。

アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル別のレコードページの割り
当て
カスタムレコードページを作成して、アプリケーション、レコードタイプ、ユーザプロファイル別に割り当て
ることで、ユーザの環境をより詳細にカスタマイズできるようになりました。営業マネージャには営業担当と
は異なる商談のビューを提供します。標準の法人取引先ページとは異なる非営利団体ページを設定します。
また、有効化プロセスが改良され、1 か所で組織のデフォルトやアプリケーションのデフォルトとしてページ
を有効化したり、ページをアプリケーション、レコードタイプ、プロファイルの組み合わせに割り当てて詳細
に制御したりできるようになりました。

メモ: 最初は、取引先と個人取引先には異なる標準デフォルトページがあります。ただし、取引先の
Lightning ページを作成して組織またはアプリケーションのデフォルトとして割り当てると、そのページは
法人取引先と個人取引先両方の組織またはアプリケーションのデフォルトになります。個人取引先のカ
スタムレコードページを表示するには、カスタム取引先レコードページを作成して、個人取引先レコー
ドタイプに割り当てます。
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個人取引先ページのカスタマイズ
Summer '16 では、Lightning アプリケーションビルダーで個人取引先の独自のペー
ジが提供されていましたが、編集することはできませんでした。それが可能に
なりました。これらの個人取引先ページをカスタマイズしてみましょう。この
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
関連トピック:
アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル別のレコードページの割
り当て

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

個人取引先をさらに活用

Apex を使用した Lightning ページコンポーネントの動的選択リストの作成
Lightning アプリケーションビルダーでコンポーネントが設定されるときに、コンポーネントのプロパティを選
択リストとして公開できるようになりました。選択リストの値は、作成する Apex クラスによって提供されま
す。
たとえば、カスタムお知らせレコードを表示するホームページのコンポーネントを作成するとします。Apex ク
ラスを使用して、Lightning アプリケーションビルダーのコンポーネントプロパティの選択リストにすべてのお
知らせレコードのタイトルを表示できます。これで、システム管理者がホームページにコンポーネントを追加
するときに、ページに配置する適切なお知らせを簡単に選択できます。
1. 選択リストのデータソースとして使用するカスタム Apex クラスを作成します。Apex クラスは、
VisualEditor.DynamicPickList 抽象クラスを拡張する必要があります。
global class MyCustomPickList extends VisualEditor.DynamicPickList{
global override VisualEditor.DataRow getDefaultValue(){
VisualEditor.DataRow defaultValue = new VisualEditor.DataRow('red', 'RED');
return defaultValue;
}
global override VisualEditor.DynamicPickListRows getValues() {
VisualEditor.DataRow value1 = new VisualEditor.DataRow('red', 'RED');
VisualEditor.DataRow value2 = new VisualEditor.DataRow('yellow', 'YELLOW');
VisualEditor.DynamicPickListRows myValues = new
VisualEditor.DynamicPickListRows();
myValues.addRow(value1);
myValues.addRow(value2);
return myValues;
}
}

2. カスタム Apex クラスをデータソースとして指定するデザインファイルに属性を追加します。
<design:component>
<design:attribute name="property1" datasource="apex://MyCustomPickList"/>
</design:component>
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新しいテンプレートを使用した Lightning ページのさらなるカスタマイズ
選択できるテンプレートが増えて、ページ設計オプションが増加しました。3 個のアプリケーションページテ
ンプレートと 5 個のレコードページテンプレートが追加されました。アプリケーションページテンプレート
は、Lightning Experience と Salesforce1 間で動的に調整されます。レコードページテンプレートは、Lightning Experience
でのみサポートされます。
新しいアプリケーションページテンプレートの内容は、次のとおりです。
• ヘッダーと左サイドバー — 全体の幅のヘッダーとその下に左サイドバーとメインの列。縦方向のタブレッ
トでは、ヘッダーの下の列は同じ幅です。
• ヘッダーと 3 列 — 全体の幅のヘッダーとその下に同じ幅の 3 列。縦方向のタブレットでは、最初の列がメ
インの列になり、他の 2 つの範囲が右サイドバーに積み上げられます。
• ヘッダーと 2 列 — 全体の幅のヘッダーとその下に同じ幅の 2 列。
携帯電話でアプリケーションページテンプレートを表示する場合、範囲は縦方向に積み上げられます。
新しいレコードページテンプレートの内容は、次のとおりです。
• ヘッダーと左サイドバー — 全体の幅のヘッダーとその下に左サイドバーとメインの列。
• ヘッダー、サブヘッダー、左サイドバー — 全体の幅のヘッダーおよびそれより狭いサブヘッダーと、その
下に左サイドバーとメインの列。
• ヘッダーと 3 列 — 全体の幅のヘッダーとその下に同じ幅の 3 列。
• 1 列 — 全体の幅の 1 つのメイン領域。
• 3 列 — 固定比率幅のメインの列と 2 つのサイドバー。メインの列の幅は 50% で、サイドの列はそれぞれ 25%
です。このテンプレートは、Salesforce コンソールのレコードページ向けに設計されています。このテンプ
レートでサポートされる最低解像度は 1280 ピクセルです。
また、内容をわかりやすくするためにいくつかの既存のテンプレートの名前が変更されました。
型

古いテンプレート名

新しいテンプレート名

アプリケーションページ

ヘッダーと 2 列

ヘッダーと右サイドバー

アプリケーションページ

メインの列とサイドバー

メインの列と右サイドバー

レコードページ

ヘッダー、サブヘッダー、2 列

ヘッダー、サブヘッダー、右サイ
ドバー

レコードページ

ヘッダーと 2 列

ヘッダーと右サイドバー

Salesforce のデフォルトの Lightning ページのコピー
2 つの異なる方法でLightning ページを作成できるようになりました。テンプレートを使用して、必要なコンポー
ネントを入力できる空のページを作成します。また、システムデフォルトページをコピーして、標準コンポー
ネントが入力されたページを作成することもできます。この機能は、ホームページ、レコードページ、および
メールアプリケーションページで使用できます。
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Lightning アプリケーションビルダーの新規ページウィザードの再構成
以前は、ページを作成するときにページ種別を選択してテンプレートを選択し、ページの名前を付けていまし
た。この順序が変更され、テンプレートを選択するプロセスが後に移動しました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

より多くのアクションボタンを使用した強調表示パネルのカスタマイズ
最大 10 個のアクションボタンが強調表示パネルに表示されるようになり、レコードの [特長] の利便性が向上
しています。以前は、3 個が上限でした。この変更が反映されるように表示ラベルが更新され、コンパクト
ビューの強調表示パネルを表示するオプションの名前が変更されました。これらの強調表示パネルのカスタマ
イズは、Lightning Experience でのみ使用できます。
変更された属性および表示ラベルにアクセスするには、Lightning アプリケーションビルダーで、キャンバスの
強調表示パネルをクリックします。

Lightning ページへの [関連レコード] コンポーネントの追加
ユーザに最も必要なレコードの詳細を提供します。[関連レコード] コンポーネントを使用して Lightning ページ
をカスタマイズし、任意のレコードページに関連レコードの詳細 (親レコードなど) を表示します。これは、
Lightning Experience の新機能です。
ケースの関連付けられた取引先責任者に関する詳細を表示したり、ケースの親ケースの詳細を表示したりでき
ます。さらに、組み込みのレコード作成、インライン編集、レコードのリンク解除や新規レコードのリンクを
行う機能はユーザに喜ばれるでしょう。効率が大幅に向上しますね。
内部では、クイックアクションとグローバルアクションを使用してレコードを作成および更新します。ルック
アップで使用できるアクションがない場合、Lightning アプリケーションビルダーのプロパティエディタのリン
クにアクセスしてアクションを作成します。カスタムオブジェクトのルックアップでも、関連付けられた参照
項目を選択して、関連する詳細を表示できます。
ヒント: Salesforce コンソールを設定したことがある場合、関連レコードについて耳にしたことがあるかも
しれません。Salesforce Classic コンソールで使用したルックアップコンポーネントを思い出しましたか? 新
しい [関連レコード] コンポーネントでは、Lightning コンソールアプリケーションと同じ機能が提供されま
す。コンソールアプリケーションを素晴らしいものにしたいですか? 3 列のテンプレートを使用してレコー
ドページを作成し、[関連レコード] コンポーネントをサイドの列のいずれかに追加します。
サンプル [関連レコード] コンポーネント
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Lightning アプリケーションビルダーのコンポーネント ケースの関連取引先責任者を表示するコンポーネン
プロパティ:
ト:

ケースの関連する親ケースを表示するコンポーネン
ト:

ユーザの立場になって考えてみましょう。ケースの取引先責任者情報が表示されるようにこのコンポーネント
を設定するとします。ただし、ユーザは関連取引先責任者のないケースを開きます。このコンポーネントを使
用すると、ページを離れることなく取引先責任者を作成したり、取引先責任者をリンクしたりできます。後で
取引先責任者情報が古いことがわかれば、詳細をインラインで更新できます。情報が正しくない場合、レコー
ドを削除 (リンク解除) して新規レコードを追加できます。これにより、常にコンテキストを維持できます。
リンクされたレコードが表示されていないコンポーネ インライン編集が表示されているコンポーネント:
ント:
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メモ:
• ケースは、取引先責任者も同時に削除しないとコンポーネントから削除 (リンク解除) できないデフォ
ルトの取引先にリンクされます。
• ケースの [親ケース] および [納入商品] 参照項目を使用するには、項目レベルセキュリティを [非表示]
ではなく [参照可能] に更新します。更新しないと、ユーザにエラーが表示されます。
このコンポーネントを使用する準備ができたら、Lightning アプリケーションビルダーに移動してカスタムレ
コードページを編集または作成します。
関連トピック:
Lightning アプリケーションビルダーを使用したコンソールアプリケーションレコードページのカスタマイ
ズ

Lightning ページへの [関連リスト] コンポーネントの追加
Salesforce では、Lightning ページでお客様が必要とする情報を提供したいと考えています。新しい [関連リスト]
コンポーネントでは、レコードのすべての関連リストを表示する代わりに必要なリストを選択できるようにな
りました。これは、Lightning Experience の新機能です。
[関連リスト] コンポーネントにより、ユーザは最も重要な情報に集中できます。たとえば、このコンポーネン
トを使用して、活動履歴をすべてのケースページの中央部分にすぐ目に付くように表示できます。このコン
ポーネントを設定して、親レコードの関連リストを表示することもできます。ケースの取引先責任者に他の
オープンケースがあるかどうかをユーザが把握できるようにしたいとします。こうすることで、ユーザが動揺
することがなくなります。
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ヒント: [関連リスト] コンポーネントは、Lightning コンソールアプリケーションのページに最適です。コ
ンソールアプリケーションを素晴らしいものにしたいですか? 3 列のテンプレートを使用してレコードペー
ジを作成し、[関連リスト] コンポーネントをサイドの列のいずれかに追加します。
このコンポーネントを使用する準備ができたら、Lightning アプリケーションビルダーに移動してカスタムレ
コードページを編集または作成します。
サンプル [関連リスト] コンポーネント
Lightning アプリケーションビルダーのコンポーネント ケースの関連活動履歴を表示するコンポーネント:
プロパティ:

ケースの親取引先責任者の関連ケースを表示するコン
ポーネント:

関連トピック:
Lightning アプリケーションビルダーを使用したコンソールアプリケーションレコードページのカスタマイ
ズ

Lightning ページでの関連リストの表示方法のカスタマイズ
[関連リスト] コンポーネントの新しい属性を使用して、カスタム Lightning ページで関連リスト項目を表示する
方法 (リストまたはタイル) を選択します。[関連リスト] コンポーネントをページの狭い領域に配置する場合、
リスト項目はタイルでのみ表示されます。
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フローコンポーネントによる Lightning ページの強化 (ベータ)
Lightning アプリケーションビルダーに新しいコンポーネントが追加されました。
フローコンポーネントを使用して、有効なフローを Lightning ページに埋め込み
ます。
メモ: 今回のリリースには、Lightning ページのベータバージョンのフローコ
ンポーネントが含まれています。機能の品質は高いですが、既知の制限が
あります。フローコンポーネントは、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。Lightning ページのフローコンポーネントに関するフィー
ドバックと提案は、IdeaExchange からお寄せください。

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

詳細は、Visual Workflow セクションの「Lightning ページへのフローの埋め込み (ベータ)」を参照してください。

[ホーム] ページでの未承認申請の表示
新しい [未承認申請] コンポーネントを使用して、ユーザがまだ応答していない
承認申請を表示します。このコンポーネントは [ホーム] ページでのみサポート
されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
関連トピック:
Lightning Experience からの未承認申請の確認

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

Idea Exchange: Items To Approve on Lightning Experience Homepage (Lightning Experience
ホームページでの未承認申請)

Lightning レコードページへの Skype の追加 (ベータ)
Lightning アプリケーションビルダーで新しい [Skype for Business] コンポーネントが使用できるようになりました。
このコンポーネントをレコードページに追加して、オンラインになっているユーザの確認、音声通話やビデオ
通話の開始、およびチャットを行う Skype コントロールを取得します。このコンポーネントを追加するには、
組織で Skype for Salesforce (ベータ) を設定する必要があります。コンポーネントを使用するには、レコードペー
ジに少なくとも 1 つのメール項目を含める必要があります。

LockerService の重要な更新が有効な場合は [リッチテキスト] コンポーネントが
無効に
Sandbox 組織と Developer Edition 組織の場合、LockerService の重要な更新が有効になっていると、[リッチテキスト]
コンポーネントは Lightning アプリケーションビルダーで参照のみになります。
キャンバスのコンポーネント内のリッチテキストは参照できますが編集はできません。コンポーネントのプロ
パティペインのリッチテキストエディタは表示されません。
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例:
詳細は、「LockerService の重要な更新が有効な場合はリッチテキストエディタが無効」を参照してくださ
い。

外部サービス: ウィザード、スキーマ、フローを使用した Salesforce
への接続 (ベータ)
外部サービスを使用して、選択したサービスに Salesforce 組織を接続します。フ
ローで外部ソースに基づいてメソッドを呼び出します。サービスから Salesforce
にデータをインポートします。使いやすいウィザードを使用して、このすべて
を実行できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの外部サービスが含まれて
います。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。外部サービス
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。特定期間内の正規リ
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。外部サービス
に関するフィードバックや提案は、Success コミュニティの「IdeaExchange App
Cloud (Platform)」の「Integration」グループ に投稿してください。

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:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Salesforceアカウントの信用度を判断するサービスに接続するとします。また、支払条件についても知りたいと
考えています。外部サービスを使用して、次の作業を行います。
• 指定ログイン情報、URL、および認証設定を指定する。Salesforceでは、この情報を使用して外部サービスへ
のコールアウトを実行します。
• スキーマの URL パス (エンドポイント) または完全なスキーマを入力する。
• Salesforce のポイント & クリック自動化ツールを使用して、外部サービスの登録で生成された Apex クラスに
基づいてフローを作成する。
フローを実行すると、出力に信用度の判断と支払条件 (該当する場合) が表示されます。ウィザードに従ってプ
ロセスを進めます。
このセクションの内容:
外部サービスウィザードに従った設定 (ベータ)
外部サービスウィザードを使用して、外部サービスをすばやく簡単に設定できます。サービス名やスキー
マエンドポイントなどのいくつかの基本情報を指定するだけで、アプリケーションを作成する準備が整い
ます。
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外部サービスへのスキーマの簡単な追加 (ベータ)
スキーマには、サービスのメソッドが記述されています。メソッドまたはコールを記述しなくてもサービ
スは機能します。ただし、サービスには説明が必要です。スキーマメソッドは、フローで作成するアクショ
ンの入力および出力を変換します。
フローおよび外部サービスを使用した反復可能なアクションの実行 (ベータ)
Salesforce以外のサービスのデータを使用して、反復可能なSalesforceアクションをフローで実行します。コー
ドを記述することなく登録済み外部サービススキーマに基づいてフローを作成できます。

外部サービスウィザードに従った設定 (ベータ)
外部サービスウィザードを使用して、外部サービスをすばやく簡単に設定できます。サービス名やスキーマエ
ンドポイントなどのいくつかの基本情報を指定するだけで、アプリケーションを作成する準備が整います。
フローと呼ばれるアプリケーションを作成するには、Cloud Flow Designer (ドラッグアンドドロップインターフェー
スを備えたツール) を使用します。
サポートが必要ですか? いつでも [はじめに] 画面に戻ってサポートを受けることができます。

外部サービスへのスキーマの簡単な追加 (ベータ)
スキーマには、サービスのメソッドが記述されています。メソッドまたはコールを記述しなくてもサービスは
機能します。ただし、サービスには説明が必要です。スキーマメソッドは、フローで作成するアクションの入
力および出力を変換します。
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外部サービスは、JSON を利用する Interagent ハイパースキーマを使用します。たとえば、Evaluate というスキー
マのスニペットを次に示します。このスキーマには、信用度を判断するための POST メソッドがあります。こ
のメソッドは、入力として orderId、orderAmount、accountId、creditRating を取ります。
"title": "Evaluate",
"description": "Evaluates credit rating and decides what payment terms to offer.",
"href": "/decision",
"method": "POST",
"schema": {
"type": [
"object"
],
"properties": {
"orderId": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/orderId"
},
"orderAmount": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/orderAmount"
},
"accountId": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/accountId"
},
"creditRating": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/creditRating"
}
},
"required": [
"orderId",
“orderAmount",
"accountId",
"creditRating"
]
},
}

フローおよび外部サービスを使用した反復可能なアクションの実行 (ベータ)
Salesforce 以外のサービスのデータを使用して、反復可能な Salesforce アクションをフローで実行します。コード
を記述することなく登録済み外部サービススキーマに基づいてフローを作成できます。
たとえば、信用度サービスのフローを作成するとします。サービスが特定のアカウントにアクセスするように
レコード検索ステップを含めます。また、信用度の評価とその評価結果でアカウントを更新するステップを含
めることもできます。フローは次のようになります。
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Salesforce Connect: 組織間の書き込み可能な外部オブジェ
クト、組織当たりの外部オブジェクトの増加、Salesforce
コンソールの機能強化、クイックアクション、レポート
およびリレーションの改善

フローが正常に完了すると、関連するアカウントと注文レコードが更新されます。

Salesforce Connect: 組織間の書き込み可能な外部オブジェクト、組織
当たりの外部オブジェクトの増加、Salesforce コンソールの機能強
化、クイックアクション、レポートおよびリレーションの改善
他の Salesforce 組織のレコードを作成、編集、および削除できるようになりまし
た。組織当たりの外部オブジェクトが 2 倍になり、外部オブジェクトでクイッ
クアクションがサポートされるようになりました。Salesforce Classic の Salesforce コ
ンソールの外部オブジェクトでは、強調表示パネルとカスタムコンソールコン
ポーネントを使用できます。また、外部オブジェクトリレーションおよびレポー
トの不適切な動作も修正されました。
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クト、組織当たりの外部オブジェクトの増加、Salesforce
コンソールの機能強化、クイックアクション、レポート
およびリレーションの改善

このセクションの内容:

すべての Salesforce 組織でのシームレスな作業 — 書き込みがサポートされた組織間コネクタ
Salesforce Connect の組織間アダプタで、書き込み可能な外部オブジェクトを使用できます。ユーザや開発者
が、接続された Salesforce 組織に保存されているレコードを作成、更新、および削除できるようになりまし
た。さらに、Salesforce Connect の組織間アダプタにその親外部オブジェクトが関連付けられている外部参照
関係でルックアップ検索を使用できます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびす
べてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーションに適用されます。
外部オブジェクトの増加
組織あたりの外部オブジェクトの最大数が 100 から 200 に増加しました。これにより、さらに多くの外部
データにアクセスできます。また、ドキュメントが更新され、外部オブジェクトがカスタムオブジェクト
の制限に対してカウントされないことが明記されるようになりました。この動作に変更はありませんが、
これまでは明記されていませんでした。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用され
ます。
Salesforce Classic の Salesforce コンソールの外部オブジェクトで強調表示パネルとカスタムコンソールコンポー
ネントを使用可能
Salesforce コンソールでは複数のレコードを同時に操作するためのタブベースのインターフェースが提供さ
れるため、生産性が向上します。これまで、強調表示パネルとカスタムコンソールコンポーネントは外部
オブジェクトの詳細ページレイアウトでサポートされていませんでした。ユーザはシステムの境界を越え
てより効率的に作業できるようになり、1 つの画面から Salesforce 組織の内外に保存されているデータにア
クセスできます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
外部参照関係項目の改善 — 名前の重要性
以前に表示されていた ID よりもはるかにわかりやすい親レコードの名前が外部参照関係項目に表示される
ようになりました。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。Lightning Experience の外部参照関係で
は、すでに ID の代わりに名前が表示されています。
外部オブジェクトのクイックアクションの作成
Lightning Experience の外部オブジェクトでクイックアクションを使用できるようになりました。以前は、
Salesforce Classic の外部オブジェクトでしかクイックアクションを使用できませんでした。
外部オブジェクトのレポートの改善
以前の制限がいくつか排除されました (これまでにこの制限に達していないことを願います)。この改善は、
外部オブジェクトリレーションが含まれるレポートや、Salesforce Connectの組織間アダプタを使用するレポー
トに影響します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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すべての Salesforce
組織間コネクタ

Salesforce Connect: 組織間の書き込み可能な外部オブジェ
クト、組織当たりの外部オブジェクトの増加、Salesforce
コンソールの機能強化、クイックアクション、レポート
およびリレーションの改善
組織でのシームレスな作業 — 書き込みがサポートされた

Salesforce Connect の組織間アダプタで、書き込み可能な外部オブジェクトを使用
できます。ユーザや開発者が、接続されたSalesforce組織に保存されているレコー
ドを作成、更新、および削除できるようになりました。さらに、Salesforce Connect
の組織間アダプタにその親外部オブジェクトが関連付けられている外部参照関
係でルックアップ検索を使用できます。これらの変更は、Lightning Experience、
Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリケーショ
ンに適用されます。
書き込み可能な外部オブジェクトを有効にする手順は、次のとおりです。
1. 外部データソースを定義する合、[書き込み可能外部オブジェクト] を選択し
ます。

ユーザ権限
外部データソースを作成
および編集する
• 「アプリケーションの
カスタマイズ」
権限セットおよびユーザ
プロファイルを編集する
• 「プロファイルと権限
セットの管理」

2. 外部オブジェクトへのユーザアクセスを有効にする場合、必要に応じて次の
オブジェクト権限を選択します。
• 参照 — 常に必要
• 作成 — 外部オブジェクトレコードを作成する場合に必要
• 編集 — 外部オブジェクトレコードを作成または編集する場合に必要
• 削除 — 外部オブジェクトレコードを削除する場合に必要
3. 外部オブジェクトの項目へのユーザアクセス権を有効にします。
詳細は、「組織間アダプタで別の組織のデータにアクセスするための Salesforce Connect の設定」を参照してく
ださい。
Salesforce ヘルプの「書き込み可能な外部オブジェクトの考慮事項」を参照してください。
関連トピック:
Salesforceヘルプ: Salesforce Connect — すべてのアダプタに関する書き込み可能な外部オブジェクトの考慮事項
Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect — 組織間アダプタの書き込み可能外部オブジェクトに関する考慮事項
Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect — 組織間アダプタの通貨に関する考慮事項

外部オブジェクトの増加
組織あたりの外部オブジェクトの最大数が 100 から 200 に増加しました。これにより、さらに多くの外部デー
タにアクセスできます。また、ドキュメントが更新され、外部オブジェクトがカスタムオブジェクトの制限に
対してカウントされないことが明記されるようになりました。この動作に変更はありませんが、これまでは明
記されていませんでした。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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Salesforce Connect: 組織間の書き込み可能な外部オブジェ
クト、組織当たりの外部オブジェクトの増加、Salesforce
コンソールの機能強化、クイックアクション、レポート
およびリレーションの改善
コンソールの外部オブジェクトで強調表示パネ

Salesforce Classic の Salesforce
ルとカスタムコンソールコンポーネントを使用可能

Salesforce コンソールでは複数のレコードを同時に操作するためのタブベースのインターフェースが提供される
ため、生産性が向上します。これまで、強調表示パネルとカスタムコンソールコンポーネントは外部オブジェ
クトの詳細ページレイアウトでサポートされていませんでした。ユーザはシステムの境界を越えてより効率的
に作業できるようになり、1 つの画面から Salesforce 組織の内外に保存されているデータにアクセスできます。
この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect — すべてのアダプタのコンソールに関する考慮事項
Salesforce ヘルプ: 強調表示パネルの追加
Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic でのカスタムコンポーネントを使用したコンソールのカスタマイズ

外部参照関係項目の改善 — 名前の重要性
以前に表示されていた ID よりもはるかにわかりやすい親レコードの名前が外部参照関係項目に表示されるよ
うになりました。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。Lightning Experience の外部参照関係では、す
でに ID の代わりに名前が表示されています。
以前は、Salesforce Classic の外部参照項目に、親オブジェクト ID か、親オブジェクトの外部 ID 標準項目の値が表
示されていました (デフォルトでは外部 ID 標準項目が表示)。ただし、親オブジェクトのカスタム項目に [名前
項目] 属性がある場合は、親オブジェクト ID が表示されていました。
この動作は、組織で親レコードをまだ取得していない場合にのみ引き続き発生することがあります。外部参照
項目に ID が表示されている場合、ページを再読み込みして ID を名前に置き換えます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect — すべてのアダプタのリレーションに関する考慮事項
Salesforce ヘルプ: 外部オブジェクトの外部参照関係項目

外部オブジェクトのクイックアクションの作成
Lightning Experienceの外部オブジェクトでクイックアクションを使用できるようになりました。以前は、Salesforce
Classic の外部オブジェクトでしかクイックアクションを使用できませんでした。

外部オブジェクトのレポートの改善
以前の制限がいくつか排除されました (これまでにこの制限に達していないことを願います)。この改善は、外
部オブジェクトリレーションが含まれるレポートや、Salesforce Connect の組織間アダプタを使用するレポート
に影響します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
参照関係、外部参照関係、および間接参照関係によって外部オブジェクトを参照するレポートを実行する場合
に、それらのリレーション項目の空の値が返されなくなりました。以前は、外部オブジェクトのリレーション
項目が Salesforce ID または親オブジェクトの名前項目でない場合に、レポートで空の値が返されていました。
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Salesforce Connect の組織間アダプタを使用する場合に URL が 2 KB を超えてもレポートコールアウトが失敗しなく
なりました。大きなコールアウトでは、各 URL が 2 KB 未満になるように複数の HTTP コールに分割されます。他
の Salesforce Connect アダプタのレポートコールアウトはすでにこのように動作しています。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect — すべてのアダプタのレポートに関する考慮事項
Salesforce ヘルプ: 外部オブジェクトリレーション

承認: すべての Salesforce 環境での一貫性
Salesforce では、使用している製品 (Lightning Experience、Salesforce Classic、または
Salesforce1) に関係なく、承認者に同じ環境を提供したいと考えています。これら
の機能強化は、Salesforce Classic ではこのリリース以前から使用可能でした。一部
の機能強化は、Salesforce1、Lightning Experience、またはその両方の環境で初めて
搭載されました。
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

Lightning Experience からの未承認申請の確認
これまでは、承認者が通知を掘り返して、承認申請が関連付けられているレコードを思い出そうと努めて
いました。Lightning アプリケーションビルダーおよび [承認申請] ナビゲーションバー項目の新しい [未承認
申請] コンポーネントにより、Lightning Experience を使用する承認者は 1 か所で未承認申請を確認できます。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
[申請] ボタンに関する懸念の払拭
承認プロセスを有効化したのに [承認申請] ボタンをオブジェクトのページレイアウトに追加し忘れたこと
はありませんか。誰にでもあることです。そのため、そのステップは削除され、承認プロセスを有効化し
たときに関連するすべてのページレイアウトに自動的にボタンが追加されるようになりました。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience および Salesforce1 からの次の承認者の選択
次の承認者を選択することをユーザに求める承認プロセスが Lightning Experience および Salesforce1 でサポート
されるようになりました。以前は、ユーザが次の承認者を手動で選択できるのは Salesforce Classic のみでし
た。この変更は、Lightning Experience および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適
用されます。
「バックグラウンドで行われたレコードの承認申請の適切な承認プロセスへの転送」(重要な更新) の延期
この重要な更新は、Summer '16 でリリースされ、Winter '17 で自動的に有効化される予定でしたが、Spring '18
に延期されました。
関連トピック:
ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価
承認による個人取引先の評価
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Lightning Experience からの未承認申請の確認
これまでは、承認者が通知を掘り返して、承認申請が関連付けられているレコードを思い出そうと努めていま
した。Lightning アプリケーションビルダーおよび [承認申請] ナビゲーションバー項目の新しい [未承認申請] コ
ンポーネントにより、Lightning Experience を使用する承認者は 1 か所で未承認申請を確認できます。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
以前は、承認者は通知を調べる必要があり、承認申請を受信してから 20 個の新しい通知があると、Salesforce
Classic に切り替えるか、Salesforce1 を使用する必要がありました。
Lightning アプリケーションビルダーで適切なホームページを編集して、[未承認申請] コンポーネントを追加し
ます。

以前は、[承認申請] ナビゲーションバー項目は Salesforce1 でしか使用できませんでしたが、Lightning Experience
でも使用できるようになりました。適切な Lightning アプリケーションを編集して、[承認申請] 項目をアプリ
ケーションナビゲーションバーに追加します。

関連トピック:
Idea Exchange: Items To Approve on Lightning Experience Homepage (Lightning Experience ホームページでの未承認申請)

[申請] ボタンに関する懸念の払拭
承認プロセスを有効化したのに [承認申請] ボタンをオブジェクトのページレイアウトに追加し忘れたことはあ
りませんか。誰にでもあることです。そのため、そのステップは削除され、承認プロセスを有効化したときに
関連するすべてのページレイアウトに自動的にボタンが追加されるようになりました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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承認プロセスを作成したら、[承認申請] ボタンと [承認履歴] 関連リストをすべてのオブジェクトページレイア
ウトに追加 設定を探します。以前は、この設定では [承認履歴] 関連リストのみがオブジェクトのページレイ
アウトに追加され、デフォルトで無効になっていましたが、[承認申請] ボタンが含まれるようになり、デフォ
ルトで有効になるようになりました。
この設定は、承認プロセスを作成する場合にのみ使用できます。この設定が有効になっていると、Salesforce に
よって [承認申請] ボタンがそのオブジェクトのページレイアウトの [標準ボタン] セクションに追加されます。

Lightning Experience および Salesforce1 からの次の承認者の選択
次の承認者を選択することをユーザに求める承認プロセスが Lightning Experience および Salesforce1 でサポートさ
れるようになりました。以前は、ユーザが次の承認者を手動で選択できるのは Salesforce Classic のみでした。こ
の変更は、Lightning Experience および Salesforce1 モバイルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されま
す。

「バックグラウンドで行われたレコードの承認申請の適切な承認プロセスへの
転送」(重要な更新) の延期
この重要な更新は、Summer '16 でリリースされ、Winter '17 で自動的に有効化される予定でしたが、Spring '18 に
延期されました。
関連トピック:
Summer '16 リリースノート: バックグラウンドで行われたレコードの承認申請の適切な承認プロセスへの転
送 (重要な更新)
重要な更新: LockerService の変更、Visualforce ページの CSRF 保護、Shield Platform Encryption から分離されたマス
ク

Visual Workflow: 画面制御の強化
Lightning ランタイムや Lightning アプリケーションビルダーのフローコンポーネン
トを使用して、フローを Lightning Experience のようなデザインにします。これら
の変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
このセクションの内容:
Lightning スキンを使用したフローの実行 (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

フローのデザインを良くしたいと思ったことはありませんか? Salesforce も同
じです。この機能を有効にすると、すべての URL ベースのフローが Classic ラ
ンタイムではなく Lightning ランタイムを使用して表示されます。新しいスキンは Lightning Experience の他の
部分と調和するようになっていますが、Salesforce Classic で使用することもできます。
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Lightning ページへのフローの埋め込み (ベータ)
Lightning アプリケーションビルダーのフローコンポーネントがロールアウトされます。Lightning ページ (ア
プリケーションページ、レコードページ、ホームページなど) にフローを追加できるようになりました。す
べての Lightning ページは Lightning Experience で使用できます。アプリケーションページは、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。
フローエラーのコンテキストの増加
フローが失敗したときに表示されるメッセージが、API、Apex、または別のサービスによって生成されたエ
ラーコードである場合があります。これらのエラーコードの意味を理解しやすくするために、一部の一般
的なメッセージが削除されて、関連するドキュメントへのリンクが追加されました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
すべてのフロー処理に対する項目レベルセキュリティの適用
大部分の処理で、フローの権限はその実行ユーザによって決まります。ユーザにいずれかの項目への編集
アクセス権がない場合、フローは失敗し、失敗した理由の詳細が記載されたメールが送信されます。高速
作成要素や高速更新要素の場合、項目レベルセキュリティを適用するか、アクセスできない項目を無視す
るかを選択します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Spring '17 での「フロー sObject 変数のパーセント値の修正」(重要な更新) の有効化
この重要な更新は、Summer '16 でリリースされ、Winter '17 で自動的に有効化される予定でしたが、Spring '17
に延期されました。
2 列のフロー画面の表示 (正式リリース)
多数の情報を収集するフローを作成する場合、フロー画面が無制限の細長い項目の列として表示される可
能性があります。特定のフローを 2 列で表示して、フロー画面のレイアウトを分割します。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のすべてのバージョンで使
用できます。ただし、Lightning ランタイムを使用するフローでのみ有効になります。
関連トピック:
ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価

Lightning スキンを使用したフローの実行 (正式リリース)
フローのデザインを良くしたいと思ったことはありませんか? Salesforce も同じです。この機能を有効にすると、
すべての URL ベースのフローが Classic ランタイムではなく Lightning ランタイムを使用して表示されます。新し
いスキンは Lightning Experience の他の部分と調和するようになっていますが、Salesforce Classic で使用することも
できます。
ベータバージョンの Lightning ランタイムからデザインが若干改善されました。
[プロセスの自動化設定] から、Lightning ランタイムを有効にするオプションを選択します。これで完了です。
誰かがフローを次のものから実行したとき、フローでは Lightning ランタイムが使用されます。
• 直接リンク
• カスタムボタン
• 設定: フローリストページ、フローの詳細ページ、Cloud Flow Designer
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関連トピック:
Idea Exchange: Screen Layout in Visual Workflow / Flow Should Not Suck (Visual Workflow/フロー内の画面レイアウトを適
切なものにする)

Lightning ページへのフローの埋め込み (ベータ)
Lightning アプリケーションビルダーのフローコンポーネントがロールアウトされます。Lightning ページ (アプリ
ケーションページ、レコードページ、ホームページなど) にフローを追加できるようになりました。すべての
Lightning ページは Lightning Experience で使用できます。アプリケーションページは、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。
メモ: 今回のリリースには、Lightning ページのベータバージョンのフローコンポーネントが含まれていま
す。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。フローコンポーネントは、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。Lightning ページのフローコンポーネントに関するフィー
ドバックと提案は、IdeaExchange からお寄せください。
他のコンポーネントと同じようにフローコンポーネントを Lightning ページに追加します。
フローで操作対象のレコードの ID が必要になる場合がありますが、心配はいりません。レコードページのフ
ローコンポーネントを設定するときに、レコード ID を渡すテキスト変数を識別できます。
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例: 次の図では、「Survey Customers」というフローが Lightning Experience のレコードページに埋め込まれて
表示されています。

前回のリリースからの変更
レコードページからフローにレコード ID を渡す方法が変更されました。以前は、特定の名前で変数を設定し
ていましたが、命名規則に関係なく、レコード ID をテキスト変数に渡すことができるようになりました。こ
れを行うには、該当のテキスト変数の下にあるチェックボックスをオンにします。

Winter '17 でフローコンポーネントに recordId というテキスト入力変数を作成していた場合、組織を Spring '17
にアップグレードすると、このチェックボックスが自動的にオンになります。このようにデフォルトでオンに
なるのは、組織を Spring '17 にアップグレードするときだけです。Spring '17 以降で recordId というテキスト変
数を作成した場合、このチェックボックスはデフォルトでオンになりません。
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フローエラーのコンテキストの増加
フローが失敗したときに表示されるメッセージが、API、Apex、または別のサービスによって生成されたエラー
コードである場合があります。これらのエラーコードの意味を理解しやすくするために、一部の一般的なメッ
セージが削除されて、関連するドキュメントへのリンクが追加されました。この変更は、Lightning Experienceと
Salesforce Classic の両方に適用されます。
例: フローで必須項目の [完了予定日] の値がない商談を作成しようとしたとします。そのエラーメッセー
ジを比較してみてください。
Winter '17
INSERT --- INSERT FAILED --- ERRORS : (REQUIRED_FIELD_MISSING) Required fields are
missing: [CloseDate]

Spring '17
フローが REQUIRED_FIELD_MISSING というレコードを作成しようとしてこのエラーが起こりました。必須
項目の [CloseDate] がありません。詳細は、「API 例外」を参照してください。

すべてのフロー処理に対する項目レベルセキュリティの適用
大部分の処理で、フローの権限はその実行ユーザによって決まります。ユーザにいずれかの項目への編集アク
セス権がない場合、フローは失敗し、失敗した理由の詳細が記載されたメールが送信されます。高速作成要素
や高速更新要素の場合、項目レベルセキュリティを適用するか、アクセスできない項目を無視するかを選択し
ます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
動作を制御するには、[設定] の [プロセスの自動化設定] ページで [フロー要求のアクセスできない項目を絞り込
む] 設定を切り替えます。組織が Winter '17 以前で作成されている場合、この設定はデフォルトで有効になりま
す。それ以外の場合、この設定はデフォルトで無効になります。
警告: この設定の組織の選択内容を変更する場合は、Sandbox を使用して変更によるフローへの影響をテ
ストします。重要な更新の場合と同じプロセスに従うことを検討してください。
[フロー要求のアクセスできない項目を絞り込む] の状態

オン
実行ユーザにすべての項目への編
集アクセス権がない場合の結果

オフ (推奨)

処理は部分的に成功します。

処理は失敗します。

フローで参照のみ項目が処理から
除外されます。ユーザが編集でき
る項目は更新されます。ユーザが
編集できない項目は更新されませ
ん。障害パスはフローで実行され
ません。

処理の項目は更新されません。障
害パスがある場合、フローで実行
されます。

1 つ以上の項目が更新されていない 一部の項目が更新されなかったこ
場合の通知
とを示す通知はユーザまたはシス
テム管理者に送信されません。
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[フロー要求のアクセスできない項目を絞り込む] の状態

レコードの作成要素とレコードの
更新要素の比較

オン

オフ (推奨)

整合性なし

整合性あり

例: フローでは、高速更新要素を使用して商談のいくつかの項目が更新されます。実行時に、ユーザの代
わりにフローで Acme 取引先の更新が試行されます。ユーザは [フェーズ] と [完了予定日] を編集できま
すが、[金額] は編集できません。そのため、フローには [金額] を更新する権限がありません。
• [フロー要求のアクセスできない項目を絞り込む] がオンの場合、フローで取引先が正常に更新されます
が、[フェーズ] と [完了予定日] のみが更新されます。[金額] が更新されなかったことはフローで通
知されません。
• [フロー要求のアクセスできない項目を絞り込む] がオフの場合、フローで取引先を更新できません。シ
ステム管理者にフローのエラーメールが送信されます。メールには次のエラーが記載されています。
INVALID_FIELD_FOR_INSERT_UPDATE: Unable to create/update fields: Amount

これは、「実行ユーザに [金額] 項目を編集する権限がない」ことを示す API からのメッセージです。

Spring '17 での「フロー sObject 変数のパーセント値の修正」(重要な更新) の有
効化
この重要な更新は、Summer '16 でリリースされ、Winter '17 で自動的に有効化される予定でしたが、Spring '17 に
延期されました。
関連トピック:
重要な更新: LockerService の変更、Visualforce ページの CSRF 保護、Shield Platform Encryption から分離されたマス
ク
Summer '16 リリースノート: フロー sObject 変数のパーセント値の修正 (重要な更新)

2 列のフロー画面の表示 (正式リリース)
多数の情報を収集するフローを作成する場合、フロー画面が無制限の細長い項目の列として表示される可能性
があります。特定のフローを 2 列で表示して、フロー画面のレイアウトを分割します。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のすべてのバージョンで使用できま
す。ただし、Lightning ランタイムを使用するフローでのみ有効になります。
ベータバージョンの 2 列レイアウトから変更はありません。
URL (カスタムボタンなどで) または Lightning ページを使用してフローを配布する場合、フローを 2 列で表示す
るかどうかを決定できます。レイアウトは、組織の [プロセスの自動化設定] で Lightning ランタイムが有効に
なっている場合にのみ URL ベースのフローで有効になります。
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関連トピック:
Lightning スキンを使用したフローの実行 (正式リリース)
Salesforce ヘルプ: 2 列フローの考慮事項 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)

プロセスビルダー: Lightning アイコンと暗号化データ
Lightning Experience の他の部分と調和するように、プロセスビルダーのアイコン
をすっきりとさせました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方に適用されます。
このセクションの内容:
プロセスビルダーのアイコンの更新
プロセスビルダーを次に開いたときに、新しいアイコンを確認してみてくだ
さい。Salesforce Lightning Design System の古いアイコンが置き換わり、Lightning
Experience の他の部分と調和するようになりました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
関連トピック:
ビジネスプロセスでの名前項目を使用した個人取引先の評価
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プロセスビルダーのアイコンの更新
プロセスビルダーを次に開いたときに、新しいアイコンを確認してみてください。Salesforce Lightning Design
System の古いアイコンが置き換わり、Lightning Experience の他の部分と調和するようになりました。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
例:
Winter '17

Spring '17

選択リストの管理: グローバル選択リストの改善、表示ラベルと識別
子の分離、新しい API 項目
選択リストが使いやすくなりました。非制限選択リストから制限付き選択リス
トへの変換が簡単になり、参照するコードを変更することなく選択リストの表
示ラベルを更新できます。コーディングする場合、メタデータ API だけでなく
Tooling API を標準値セットとグローバル値セットの両方で使用できるようになり
ました。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

このセクションの内容:
グローバル選択リスト項目で設定できるようになった個々のレコードタイプ
同じグローバル値セットを使用するすべてのグローバル選択リスト項目に、個々のレコードタイプを設定
できるようになりました。この変更により、すべての項目で 1 つのレコードタイプしか設定できなかった
これまでよりも柔軟性が向上しています。
すべてのレコードタイプへのグローバル選択リスト項目の追加
グローバル値セットの値を、その値セットを使用するすべてのレコードタイプに自動的に追加できるよう
になりました。デフォルトでは、値はその値セットを使用するレコードタイプに自動的に追加されません。
値の表示ラベルと API 参照名の分離
各選択リスト値には、表示ラベルと API 参照名があります。API 参照名を変更しなくても表示ラベルを変更
できるようになりました。API 参照名を編集することもできます。ただし、API 参照名の変更機能を無効に
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。
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Tooling API を使用した選択リストへのアクセス
標準値セットとグローバル値セットがTooling APIおよびメタデータ APIで使用できるようになりました。ニー
ズに最も合う API を選択してください。
無制限カスタム選択リストの無効な値として使用できない ToDo と行動の件名項目
Task.Subject または Event.Subject 項目の無制限選択リスト値は無効化できません。選択リスト値は、無効化で
はなく削除されます。

グローバル選択リスト項目で設定できるようになった個々のレコードタイプ
同じグローバル値セットを使用するすべてのグローバル選択リスト項目に、個々のレコードタイプを設定でき
るようになりました。この変更により、すべての項目で 1 つのレコードタイプしか設定できなかったこれまで
よりも柔軟性が向上しています。

すべてのレコードタイプへのグローバル選択リスト項目の追加
グローバル値セットの値を、その値セットを使用するすべてのレコードタイプに自動的に追加できるようにな
りました。デフォルトでは、値はその値セットを使用するレコードタイプに自動的に追加されません。
すべてのレコードで新しい値を表示するには、値を追加するときに [このグローバル値セットを使用するすべ
てのレコードタイプに新しい選択リスト値を追加する] を選択します。

値の表示ラベルと API 参照名の分離
各選択リスト値には、表示ラベルと API 参照名があります。API 参照名を変更しなくても表示ラベルを変更でき
るようになりました。API 参照名を編集することもできます。ただし、API 参照名の変更機能を無効にすること
もできます。この機能は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
表示ラベルはレコードの選択リスト項目に表示されますが、API 参照名は他のどの場所でも使用されます。た
とえば、API 参照名は、データのインポートやエクスポート、および Apex コードで使用されます。
ユーザが選択リスト値の API 参照名を変更できないようにすることができます。Salesforce Classic の [設定] から、
[クイック検索] ボックスに「選択リスト設定」と入力し、[選択リスト値の API 参照名の編集を無効化] を選択
します。

Tooling API を使用した選択リストへのアクセス
標準値セットとグローバル値セットが Tooling API およびメタデータ API で使用できるようになりました。ニー
ズに最も合う API を選択してください。
新しい Tooling API 項目は、次のとおりです。
• StandardValueSet — 標準選択リスト項目の値のセットを表します。
• GlobalValueSet — グローバル値セットまたはローカルのカスタム選択リストで使用される値の定義を表
します。
タイプや項目の説明およびサンプル定義については、『Force.com Tooling API Developer’s Guide』を参照してくださ
い。
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無制限カスタム選択リストの無効な値として使用できない ToDo と行動の件名
項目
Task.Subject または Event.Subject 項目の無制限選択リスト値は無効化できません。選択リスト値は、無効化ではな
く削除されます。

AppExchange: 合理化されたリストと統合エクスペリエンスレビュー
合理化されたAppExchangeリストで、最適なアプリケーション、Lightningコンポーネント、またはコンサルティ
ングサービスを短時間で見つけます。商品またはサービスを試したら、Salesforce組織から直接レビューを書き
ます。
このセクションの内容:
合理化された AppExchange リストでの詳細情報の表示
AppExchangeリストが簡略化され、主要な製品の詳細を少ないクリック数で表示できるようになりました。
パッケージが含まれるリストには、パッケージの内容に関する詳細 (Lightning アプリケーションビルダーで
使用できるコンポーネントの数など) が表示されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。
Salesforce での AppExchange の製品やサービスの確認
統合 AppExchange エクスペリエンスからアプリケーション、Lightning コンポーネント、およびコンサルティ
ングサービスに関するフィードバックを共有できるようになりました。以前は、レビューの書き込みやレ
ビューに対する操作を行う場合、AppExchange Web サイトに移動していました。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。

合理化された AppExchange リストでの詳細情報の表示
AppExchange リストが簡略化され、主要な製品の詳細を少ないクリック数で表示
できるようになりました。パッケージが含まれるリストには、パッケージの内
容に関する詳細 (Lightning アプリケーションビルダーで使用できるコンポーネン
トの数など) が表示されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方に適用されます。
廃止された [概要] タブの代わりに、[詳細] タブ (1) に製品またはサービスの特長、
説明、メディアが表示されるようになりました。概要情報と製品またはサービ
スの詳細が統合されることで、製品やサービスの全体像を把握でき、タブ間を
移動する時間が少なくなります。
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アプリケーションリストおよびLightningコンポーネントリストでは、関連パッケージに関する詳細情報も確認
できます。[パッケージ内容] (2) には、パッケージのカスタムアプリケーション、タブ、およびコンポーネント
の数が表示されます。未管理パッケージの場合、この情報は、製品やサービスが組織のアプリケーション、タ
ブ、およびコンポーネントの制限にどのような影響を与えるのかを理解するのに役立ちます。[Lightning コン
ポーネント] (3) には、パッケージのグローバル Lightning コンポーネントの数と、互換性のある Salesforce 機能が
表示されます。コミュニティまたはカスタムアプリケーションを作成する場合、製品やサービスにプロジェク
トで再利用できるコンポーネントがあるかどうかをすばやく確認できます。
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 での AppExchange の製品やサービスの確認
統合 AppExchange エクスペリエンスからアプリケーション、Lightning コンポーネ
ント、およびコンサルティングサービスに関するフィードバックを共有できる
ようになりました。以前は、レビューの書き込みやレビューに対する操作を行
う場合、AppExchange Web サイトに移動していました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
メモ: 統合エクスペリエンスにアクセスするには、「AppExchange パッケー
ジのダウンロード」権限が必要です。
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アプリケーション、Lightningコンポーネント、またはコンサルティングサービスのレビューを書くには、統合
エクスペリエンスのリストに移動します。次に、[レビュー] タブ (1) をクリックします。ここから、次の操作
が可能です。
• 新しいレビューを作成するか、既存のレビューを編集します (2)。
• Salesforce コミュニティメンバーが投稿したレビューに対する操作を行います (3)。これは、レビューにいい
ね! したり、コメントを追加したりする場合に行います。

レビューの書き込みやレビューに対する操作を行うには、AppExchangeアカウントにログインします。AppExchange
アカウントがない場合、Salesforce ログイン情報でログインしてアカウントを設定します。
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
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一般設定: オブジェクトマネージャの情報量の増加、Standard
Permission Sets
オブジェクトマネージャを使用して、組織でどのようにLightningレコードページが使用されているのかを簡単
に確認できます。セールスコンソール権限セットライセンスを購入している場合、一致する権限セットを手動
で作成する必要はありません。Standard Permission Sets を使用して、ユーザに直接、権限セットを割り当てるこ
とができます。また、ユーザは Force.com ライセンスで Lightning for Outlook と Lightning for Gmail (ベータ) を使用で
きます。
このセクションの内容:
一目で確認できる Lightning レコードページの割り当て
オブジェクトマネージャの [Lightning レコードページ] 関連リストが刷新されました。カスタム Lightning レ
コードページが組織またはアプリケーションのデフォルトとして割り当てられているかどうか、アプリケー
ション、レコードタイプ、プロファイルに割り当てられているかどうかを簡単に確認できるようになりま
した。[ページ割り当てを表示] ボタンが関連リストに追加され、どのカスタムLightningページが特定のアプ
リケーション、レコードタイプ、プロファイルに割り当てられているのかに関する詳細情報を取得できる
ようになりました。
Force.com ユーザが使用できるようになった Lightning for Outlook と Lightning for Gmail (ベータ)
ユーザは Force.com ライセンスで Lightning for Outlook と Lightning for Gmail (ベータ) を使用できます。
作業が容易になる Standard Permission Sets
Standard Permission Set が Salesforce Classic のセールスコンソールで使用できるようになりました。Standard Permission
Sets により、権限セットライセンスを操作するときの時間を節約できます。セールスコンソール権限セッ
トライセンスを購入したら、すぐに権限セットをユーザに割り当てることができます。
契約および注文のアクションをカスタマイズするときの制御の強化
契約オブジェクトおよび注文オブジェクトでグローバルアクションを使用できるようになったため、これ
らのオブジェクトのアクションをカスタマイズするときのオプションが増えました。
関数から JavaScript を排除することによるセキュリティの向上
HYPERLINK 関数の URL に JavaScript を含めることができなくなりました。これにより、組織のセキュリティが
向上します。パッケージ、Sandbox コピー、および変更セットでは、引き続き JavaScript を使用できます。
Lightning Experience の [設定] の独自のタブ
作業中のページから離れずに組織の設定を変更したいという要望がありましたが、[設定] メニューでこれ
が可能になりました。 をクリックして [すべての設定] を選択すると、新しいブラウザタブで [設定] が開
きます。変更を加えたら他のタブに戻り、更新ボタンをクリックしてワークフローに戻ります。オブジェ
クトホームおよびレコードページの [オブジェクトを編集] オプションを選択した場合も、同じ操作を実行
できます。
わかりやすいタブの URL を使用したより簡単なカスタムタブへの移動
カスタムタブの URL 構造がわかりやすくなり、はるかに簡単にアクセスできるようになりました。これは、
Lightning Experience の新機能です。
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一目で確認できる Lightning レコードページの割り当て
オブジェクトマネージャの [Lightning レコードページ] 関連リストが刷新されました。カスタム Lightning レコー
ドページが組織またはアプリケーションのデフォルトとして割り当てられているかどうか、アプリケーショ
ン、レコードタイプ、プロファイルに割り当てられているかどうかを簡単に確認できるようになりました。
[ページ割り当てを表示] ボタンが関連リストに追加され、どのカスタム Lightning ページが特定のアプリケー
ション、レコードタイプ、プロファイルに割り当てられているのかに関する詳細情報を取得できるようになり
ました。
また、[デフォルト] 列と [アプリケーション別割り当て] 列が削除され、次の 3 つの新しい列に置き換わりまし
た。
• 組織のデフォルト — 組織全体のオブジェクトのデフォルトレコードページとしてページが割り当てられて
いるかどうかを示します。
• アプリケーションのデフォルト — アプリケーションのデフォルトレコードページとしてページが割り当て
られている Lightning アプリケーションの数を示します。
• その他の割り当て — アプリケーション、プロファイル、またはレコードタイプ別にそのページを使用して
いるその他の割り当ての数を示します。

Force.com ユーザが使用できるようになった Lightning for Outlook と Lightning for
Gmail (ベータ)
ユーザは Force.com ライセンスで Lightning for Outlook と Lightning for Gmail (ベータ) を使用できます。

作業が容易になる Standard Permission Sets
Standard Permission Set が Salesforce Classic のセールスコンソールで使用できるように
なりました。Standard Permission Sets により、権限セットライセンスを操作すると
きの時間を節約できます。セールスコンソール権限セットライセンスを購入し
たら、すぐに権限セットをユーザに割り当てることができます。
たとえば、Salesforce Classic のセールスコンソール権限セットライセンスを 5 つ購
入したとします。[設定] に移動して、「Salesforce コンソールユーザ」という名前
の権限セットを探します。この権限セットは、セールスコンソールユーザ権限
セットライセンスに関連付けられている権限にアクセスする必要のあるユーザ
に割り当てることができます。
また、代わりに Salesforce コンソールユーザ権限セットをコピーして、その権限
セットにユーザを割り当てることもできます。たとえば、Standard Permission Set
をコピーして「Sales Console Ops User」という名前を付け、もう 1 つコピーして
「Sales Console Reps」という名前を付けることができます (Standard Permission Set は
編集できません)。

エディション
使用可能なエディション:
Salesforce Classic および
Lightning Experience
使用可能なエディション:
Contact Manager Edition、
Professional Edition、
Group Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition、および
Database.com Edition

どの権限セットが標準なのかを確認するために、[カスタム] をリストビューに追加します。Standard Permission
Set の場合、[カスタム] ボックスはオフになっています。手動で作成またはコピーした権限セットにはチェック
マークが表示されます。
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契約および注文のアクションをカスタマイズするときの制御の強化
契約オブジェクトおよび注文オブジェクトでグローバルアクションを使用でき
るようになったため、これらのオブジェクトのアクションをカスタマイズする
ときのオプションが増えました。
関連トピック:
契約と注文へのグローバルアクションの追加

関数から JavaScript を排除することによるセキュリティの
向上
HYPERLINK 関数の URL に JavaScript を含めることができなくなりました。これによ
り、組織のセキュリティが向上します。パッケージ、Sandbox コピー、および変
更セットでは、引き続き JavaScript を使用できます。
javascript が含まれる HYPERLINK 数式項目を新規作成することはできません

が、JavaScript ハイパーリンクが含まれる既存の数式項目は引き続き機能します。

エディション
契約を使用可能なエディ
ション: Performance
Edition および Developer
Edition と、Sales Cloud が
付属する Professional
Edition、Enterprise
Edition、および Unlimited
Edition
注文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

Lightning Experience の [設定] の独自のタブ
作業中のページから離れずに組織の設定を変更したいという要望がありましたが、[設定] メニューでこれが可
能になりました。 をクリックして [すべての設定] を選択すると、新しいブラウザタブで [設定] が開きます。
変更を加えたら他のタブに戻り、更新ボタンをクリックしてワークフローに戻ります。オブジェクトホームお
よびレコードページの [オブジェクトを編集] オプションを選択した場合も、同じ操作を実行できます。
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わかりやすいタブの URL を使用したより簡単なカスタムタブへの移動
カスタムタブの URL 構造がわかりやすくなり、はるかに簡単にアクセスできる
ようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。

エディション

新しい URL 構造の /one/one.app#/n/customTabDevName は、Lightning ページ
のタブ、Visualforce タブ、および Lightning コンポーネントタブに適用されます。

Lightning ページのタブを
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

セキュリティと ID: 容易になった状態チェック、
Chatter 暗号化、接続アプリケーションの OAuth
セキュリティヘルスチェックは、ユーザと顧客のセキュリティの設定作業を合
理化するためのカスタムベースラインを提供します。Chatter の投稿と添付ファ
イルを暗号化したり、OAuth 2.0 を使用して IoT (モノのインターネット) デバイス
を保護したりできます。
このセクションの内容:
認証と ID: 検証要件の増加、OAuth オプションの増加、接続アプリケーション
の機能強化

Visualforce タブおよび
Lightning コンポーネント
タブ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

組織内のユーザが実行しているすべての OAuth 接続アプリケーションのセキュ
リティポリシーを管理する機能が追加されました。ユーザとシステム管理者
の検証要件が追加され、モノのインターネットの接続デバイスの ID を提供す
る新しい OAuth フローが導入されました。また、独自の認証プロバイダを実装している場合、カスタマイ
ズされたエラー処理と更新トークンをサポートするようにプラグインが拡張されています。
状態チェック: カスタムベースラインのインポートおよび新しい権限の割り当て
状態チェックの新しい権限、およびツールへのカスタムベースラインのインポート機能が導入されました。
Salesforce Shield: イベントログデータの増加、専用の暗号化鍵
Salesforce Shield で提供される Lightning Experience イベントログデータが増加し、ユーザの操作を適切に追跡で
きるようになりました。暗号化項目に基づいた数式を使用したり、検索インデックスファイルに独自の暗
号化鍵を個別に設定したりできます。
その他のセキュリティの変更: ブラウザセキュリティと新しいセッション設定
クロスサイトスクリプティングおよび悪意のあるファイルに対する保護とブラウザセキュリティの改善な
ど、セキュリティに影響を及ぼすその他の変更が加えられました。

認証と ID: 検証要件の増加、OAuth オプションの増加、接続アプリ
ケーションの機能強化
組織内のユーザが実行しているすべての OAuth 接続アプリケーションのセキュリティポリシーを管理する機能
が追加されました。ユーザとシステム管理者の検証要件が追加され、モノのインターネットの接続デバイスの
ID を提供する新しい OAuth フローが導入されました。また、独自の認証プロバイダを実装している場合、カス
タマイズされたエラー処理と更新トークンをサポートするようにプラグインが拡張されています。
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このセクションの内容:
以前は管理できなかった OAuth 接続アプリケーションの管理
システム管理者は手腕を振るってください。以前は制御できなかったすべての OAuth 接続アプリケーショ
ンのセキュリティポリシーを制御できるようになりました。以前は、開発者が別の Salesforce 組織で接続ア
プリケーションを作成してパッケージ化しなかった場合、組織のユーザはそれを使用できましたが管理す
ることはできませんでした。これはどういうことでしょうか? そうです。組織に接続アプリケーションをイ
ンストールしないと、そのセキュリティポリシーを設定できません。このリリースでは、OAuth 接続アプリ
ケーションをローカルにインストールできるようになり、組織でポリシーを管理できるようになりました。
この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
2 要素認証で要求されるようになった ID 検証
ユーザが 2 要素認証方式を追加しようとしたときに ID 検証が要求されるようになりました。アカウントの
ログイン情報が盗まれた場合などに備えてセキュリティを強化するために、2FA 方式を追加するユーザに
ユーザ名とパスワードを使用したログインではなく ID 検証が求められるようになりました。これらの変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ユーザとしてログインするシステム管理者に適用できる 2 要素認証
システム管理者は、「ユーザインターフェースログインの 2 要素認証」ユーザ権限のあるユーザとしてロ
グインするシステム管理者またはサポート担当者に 2FA 要件を満たすことを要求できるようになりました。
このオプションを有効化するには、Salesforce サポートにご連絡ください。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Salesforce Authenticator バージョン 2.7.0 での Lightning Login の機能強化
Winter '17 で Lightning Login が導入されました。これは、ユーザ名とパスワードを使用するログインに代わる、
パスワード不要の簡単かつ安全なオプションです。Lightning Logins をさらに簡易化するために、2 要素認証
の適用方法を改良しました。指紋または PIN ですでにロック解除されたモバイルデバイスでは、Salesforce
Authenticator で [承認] をタップすることで Lightning Login が完了します。デバイスがロックされていない限
り、またはユーザに「ユーザインターフェースログインの 2 要素認証」権限がない限り、指紋または PIN の
必要がなくなりました。また、Lightning Login では Salesforce Authenticator バージョン 2.7.0 以上が必要になりま
した。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
OAuth Web サーバ認証フローで省略できるようになったクライアントの秘密
クライアントアプリケーションでクライアントの秘密を安全に保存できず、ユーザエージェント認証フロー
を使用できない場合、Web サーバフローが最適なオプションです。以前はクライアントの秘密が常に必要
でしたが、接続アプリケーションを必須でないと指定することで、Web サーバフローで client_secret
パラメータを省略できるようになりました。このオプションは、これらの制限があるモバイルアプリケー
ションなどのクライアントアプリケーションに最適です。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方の新機能です。
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モノのインターネットの ID の導入
モノのインターネット (IoT) の出現により、ユーザとアプリケーションを管理するだけの簡単なしくみでは
なくなりました。お客様は、各接続製品の背後にある接続デバイス、納入商品、および顧客のセキュリティ
と ID を管理しています。このリリースでは、IoT デバイスの新しい認証フローと ID 管理機能が導入されてい
ます。納入商品トークンは、接続デバイスからの要求を検証して保護する認証トークンです。納入商品トー
クンの発行中に、デバイスデータを Salesforce CRM データおよび Service Cloud の納入商品オブジェクトにリン
クできます。デバイス認証フローを使用して、TV、アプライアンス、またはコマンドラインアプリケーショ
ンなどの入力機能や表示機能が制限されたデバイスで実行されているアプリケーションを認証できます。
これらの機能は IoT の個別の使用事例に対応するように設計されており、OAuth 対応接続アプリケーション
で簡単に設定できます。
カスタム認証プロバイダのカスタマイズ
認証プロバイダは Facebook アカウントや Gmail アカウントなどの他のログイン情報を使用して、ユーザが組
織にログインできるようにします。Salesforce には、ソーシャルサインオンに対応するいくつかの認証プロ
バイダがあります (Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Microsoft Office 365 など)。独自の認証プロバイダを作
成して、Salesforce でサポートされていないプロバイダからソーシャルサインオンを有効にすることもでき
ます。この機能は、Spring '16 でリリースされました。このリリースでは、カスタムエラー処理と更新トー
クンのサポートが追加されました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。

以前は管理できなかった OAuth 接続アプリケーションの管理
システム管理者は手腕を振るってください。以前は制御できなかったすべての
OAuth 接続アプリケーションのセキュリティポリシーを制御できるようになりま
した。以前は、開発者が別の Salesforce 組織で接続アプリケーションを作成して
パッケージ化しなかった場合、組織のユーザはそれを使用できましたが管理す
ることはできませんでした。これはどういうことでしょうか? そうです。組織に
接続アプリケーションをインストールしないと、そのセキュリティポリシーを
設定できません。このリリースでは、OAuth 接続アプリケーションをローカルに
インストールできるようになり、組織でポリシーを管理できるようになりまし
た。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。

ユーザ権限
OAuth アプリケーションを
管理、作成、編集、およ
び削除する
• 「接続アプリケーショ
ンの管理」

次のようなセキュリティポリシーを設定できるようになりました。
• 接続アプリケーションを実行できるユーザ
• ユーザセッションの許容時間
• IP 制限の適用の有無
• モバイル接続アプリケーションで PIN を要求するかどうか
確認しましょう。[接続アプリケーションの OAuth の利用状況] ページに移動します。[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、[接続アプリケーションの OAuth の利用状況] を選択しま
す。このリリースでは、ページが若干異なっています。
組織の接続アプリケーションには、セキュリティポリシーを調整するリンクがまだありますが、[アプリケー
ションポリシーを管理] という名前に変更されています。リンクをクリックすると、アプリケーションの詳細
ページに移動します。そこから[ポリシーを編集]をクリックし、アクセスやセキュリティのニーズに合わせて
アプリケーションのポリシーを変更します。
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アプリケーションの詳細ページへのリンクがない接続アプリケーションについてはどうでしょうか? これらの
アプリケーションは、別の組織の開発者によって作成されています。OAuth アプリケーションは Salesforce 全体
で使用できるため、ユーザはこれらにアクセスできます。ただし、これらのアプリケーションは組織にインス
トールされていないため、セキュリティポリシーを管理することはできません。
いいえ、これまではできませんでしたが、このリリースでは、アプリケーションをローカルにインストールし
てこれらを管理できるようになりました。アプリケーションの横にある [インストール] をクリックすると、
[アプリケーションポリシーを管理] リンクが表示されます。リンクをクリックしてアプリケーションの詳細
ページに移動します。次に、[ポリシーを編集]をクリックして、アクセスやセキュリティのニーズに合わせて
ポリシーを変更します。
アプリケーションをインストールすると、ボタンが [アンインストール] に変わります。ただし、元の開発者が
他の組織でアプリケーションを削除した場合にのみアプリケーションをアンインストールすることをお勧めし
ます。アンインストールしても接続アプリケーションは削除されません。代わりに、組織のアプリケーション
に設定した OAuth ポリシーが削除されます。実際にはセキュリティ対策が弱くなります。組織のユーザが接続
アプリケーションにアクセスできないようにするには、[ブロック]をクリックします。アプリケーションをブ
ロックすると、接続アプリケーションを使用する現在のすべてのユーザセッションが終了し、すべての新しい
セッションがブロックされます。アプリケーションへのアクセスを復元するには、[ブロック解除]をクリック
します。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: OAuth 接続アプリケーションの利用状況の監視

2 要素認証で要求されるようになった ID 検証
ユーザが 2 要素認証方式を追加しようとしたときに ID 検証が要求されるように
なりました。アカウントのログイン情報が盗まれた場合などに備えてセキュリ
ティを強化するために、2FA 方式を追加するユーザにユーザ名とパスワードを使
用したログインではなく ID 検証が求められるようになりました。これらの変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

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

ユーザは、アクセスできる任意の方法 (ユーザによって異なる) を使用して ID を
検証できます。
• Salesforce Authenticator
• 認証アプリケーションからの確認コード
• U2F セキュリティキー
• システム管理者または「ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理」権限のあるユーザによって生成さ
れた仮の確認コード
• メールで送信されるワンタイムパスワード (他の方法がない場合に使用可能)
関連トピック:
変更されたオブジェクト
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ユーザとしてログインするシステム管理者に適用できる 2 要素認証
システム管理者は、「ユーザインターフェースログインの 2 要素認証」ユーザ
権限のあるユーザとしてログインするシステム管理者またはサポート担当者に
2FA 要件を満たすことを要求できるようになりました。このオプションを有効化
するには、Salesforce サポートにご連絡ください。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。

エディション

ログインするには、認証アプリケーション、U2F セキュリティキー、または仮の
ID 確認コードを使用できます。ユーザが 2FA 方式を設定していない場合、システ
ム管理者またはサポートユーザがそのユーザとしてログインする前に設定が必
要です。

ユーザ権限

使用可能なエディション:
すべてのエディション

他のユーザとしてログイ
ンする
• 「すべてのデータの編
集」

Salesforce Authenticator バージョン 2.7.0 での Lightning Login の機能強化
Winter '17 で Lightning Login が導入されました。これは、ユーザ名とパスワードを
エディション
使用するログインに代わる、パスワード不要の簡単かつ安全なオプションです。
Lightning Logins をさらに簡易化するために、2 要素認証の適用方法を改良しまし
使用可能なエディション:
た。指紋または PIN ですでにロック解除されたモバイルデバイスでは、Salesforce
すべてのエディション
Authenticator で [承認] をタップすることで Lightning Login が完了します。デバイス
がロックされていない限り、またはユーザに「ユーザインターフェースログイ
ンの 2 要素認証」権限がない限り、指紋または PIN の必要がなくなりました。また、Lightning Login ではSalesforce
Authenticator バージョン 2.7.0 以上が必要になりました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。
引き続きパスワードなしでログインできるように、すべての Lightning Login ユーザに Salesforce Authenticator の最
新バージョンに今すぐアップグレードすることを奨励してください。ユーザはモバイルデバイスのアプリケー
ションストアで現在のバージョンを確認できます。ユーザが Lightning Login の初期設定を行うときは指紋また
は PIN が依然として必要です。
2FA は Lightning Login に組み込まれているため、Lightning Login ユーザの個々の冗長な 2 FA 要件を管理する労力が
節約されます。ユーザに「Lightning Login ユーザ」権限または「ユーザインターフェースログインの 2 要素認
証」権限 (どちらか一方) を付与することをお勧めします。Lightning Login と 2FA には、次のデフォルトのセッ
ションセキュリティレベルが割り当てられます。
• Lightning Login — 標準
• 2 要素認証 — 高保証
組織がデフォルトを維持した場合、両方の権限を持つユーザには高保証セッションの要件が適用されます。
2FA 権限がない場合、Lightning Logins では標準セッションが開始されます。
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OAuth Web サーバ認証フローで省略できるようになったクライアントの秘密
クライアントアプリケーションでクライアントの秘密を安全に保存できず、ユー
ザエージェント認証フローを使用できない場合、Web サーバフローが最適なオ
プションです。以前はクライアントの秘密が常に必要でしたが、接続アプリケー
ションを必須でないと指定することで、Web サーバフローで client_secret
パラメータを省略できるようになりました。このオプションは、これらの制限
があるモバイルアプリケーションなどのクライアントアプリケーションに最適
です。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。

エディション

接続アプリケーション定義の新しい [Web サーバフローの秘密が必要] 設定はデ
フォルトでオンになります。client_secret を省略できるようにするには、オ
フにします。クライアントアプリケーションで秘密を安全に保存して保護でき
る場合は、client_secret を必須のままにしておくことをお勧めします。

OAuth アプリケーションを
管理、作成、編集、およ
び削除する
• 「接続アプリケーショ
ンの管理」

使用可能なエディション:
すべてのエディション

ユーザ権限

[Web サーバフローの秘密が必要] をオフにしても、接続アプリケーションの保
存時にクライアントの秘密が作成されます。Web サーバフローで、アクセストー
クンのクライアント要求にクライアントの秘密が含まれている場合、Salesforceによって検証が開始されます。
重要: 省略可能なクライアントの秘密の正式リリースは、2017 年 2 月 11 日です。それ以前は、Sandbox で
は使用できません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 接続アプリケーションの作成

モノのインターネットの ID の導入
モノのインターネット (IoT) の出現により、ユーザとアプリケーションを管理す
エディション
るだけの簡単なしくみではなくなりました。お客様は、各接続製品の背後にあ
る接続デバイス、納入商品、および顧客のセキュリティと ID を管理しています。
使用可能なエディション:
このリリースでは、IoT デバイスの新しい認証フローと ID 管理機能が導入されて
すべてのエディション
います。納入商品トークンは、接続デバイスからの要求を検証して保護する認
証トークンです。納入商品トークンの発行中に、デバイスデータをSalesforce CRM
データおよび Service Cloud の納入商品オブジェクトにリンクできます。デバイス認証フローを使用して、TV、
アプライアンス、またはコマンドラインアプリケーションなどの入力機能や表示機能が制限されたデバイスで
実行されているアプリケーションを認証できます。これらの機能は IoT の個別の使用事例に対応するように設
計されており、OAuth 対応接続アプリケーションで簡単に設定できます。
モノのインターネットでは、接続製品を管理するために使用されるセキュリティトークンの新しい要件が導入
されています。
• オープン、自己説明的、コンテキスト — デバイスはさまざまなバックエンドシステムと通信する必要があ
るため、オープン標準に基づいたトークン形式が求められます。トークンは、デバイスまたは顧客に関す
る追加コンテキストを使用してデバイスのサービス要求の検証と改善の両方を有効にするメタデータを運
ぶ必要があります。
• 長期、ハイスケール — 顧客がデバイスを認証して放っておいても、そのデバイスが顧客の代わりに継続的
かつ自立的に動作できる必要があります。これらのトランザクションは、多くの顧客のために多数のデバ
イスで必要になります。
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• 制限された代理認証 — デバイスはユーザの代わりに動作できますが、ユーザがデバイスに付与した特定の
権限に応じて機能が制限されます。
• 保証の範囲 — 製造コストやサポートする使用事例によって、デバイスを保護するための機能とニーズは異
なります。デバイスには、機能の範囲 (自己署名 ID から非公開鍵の所有の証明やメーカーの検証が可能な証
明書まで) が必要です。
• CRM との統合 — 接続製品は、会社のブランドおよび顧客とのやりとりの拡張機能です。これらのやりとり
を会社の CRM プラットフォームと統合することは不可欠です。
Salesforce Identity には、IoT デバイスの固有の要件を考慮して設計された納入商品トークンがあります。
• オープンソース JWT ベースのトークン — 納入商品トークンは、RFC 7519 で定義された JSON Web トークン
(JWT) 標準に基づいています。この形式は、シンプルで拡張性が高く安全です。これは、比較的コンパクト
でありながら作業しやすいため、デバイスに適しています。
• Salesforce との自動統合 — 納入商品トークンには、デバイスを納入商品オブジェクトおよびカスタムビジネ
スプロセスにリンクできるようにする登録プロトコルが含まれています。納入商品トークンの発行により、
既存の納入商品にリンクしたり、他の Salesforce データにリンクしたりして納入商品を動的に作成できます。
• 拡張可能 — 納入商品トークンにはセキュリティのための標準要求が含まれており、カスタム属性または権
限を運ぶこともできます。さまざまな使用事例のメタデータを運ぶことができ、Salesforce App Cloud を使用
して完全に拡張できます。
• 署名と所有の証明 — 納入商品トークンは Salesforce 組織固有の鍵で署名されます。トークンは自己説明的で
あるため、Salesforce の外部で検証プロセスを動的に実行できます。また、デバイス固有の鍵とメタデータ
をトークンにバインドして、改ざんに対する保証を提供したり、特定のデバイスキーの所有の証明などの
高度な使用事例をサポートしたりできます。
ユーザインターフェース機能が制限された IoT デバイスのクラス専用のデバイス認証フローが設計されていま
す。
このセクションの内容:
OAuth 2.0 接続デバイスのセキュリティを確保するための納入商品トークンフロー (正式リリース)
納入商品トークンとは、接続デバイスからの要求を検証してそのセキュリティを確保することを目的とす
るオープン標準ベースの JWT 認証トークンです。納入商品トークンは、データのストリームやデバイスか
らのイベントを処理するバックエンドサービスに対してデバイスを識別します。納入商品トークンを使用
すると、Salesforce プラットフォームにデバイスデータを登録したり、顧客、取引先、または取引先責任者
に関するSalesforce CRM データにデバイスデータをリンクしたりできます。このため、納入商品トークンは、
顧客に代わって操作を行うのに役立ちます。また、納入商品トークンイベントを使用してカスタムビジネ
スプロセスをサポートすることもできます。納入商品トークンを使用すると、より積極的なサポートと、
より予測的な顧客エンゲージメントを今までにないスケールでサポートできます。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
制限された入力デバイスのアプリケーションの OAuth 2.0 認証フロー
TV、アプライアンス、またはコマンドラインアプリケーションなどの入力機能や表示機能が制限されたデ
バイスのアプリケーションで OAuth 2.0 がサポートされるようになりました。新しいデバイスフロー設定を
使用して接続アプリケーションを設定し、Salesforce データへのアクセスの認証をユーザに求めるようにデ
バイスのユーザインターフェースを設計します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の
新機能です。
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OAuth 2.0 接続デバイスのセキュリティを確保するための納入商品トークンフロー (正式リ
リース)
納入商品トークンとは、接続デバイスからの要求を検証してそのセキュリティ
エディション
を確保することを目的とするオープン標準ベースの JWT 認証トークンです。納
入商品トークンは、データのストリームやデバイスからのイベントを処理する
使用可能なエディション:
バックエンドサービスに対してデバイスを識別します。納入商品トークンを使
すべてのエディション
用すると、Salesforce プラットフォームにデバイスデータを登録したり、顧客、
取引先、または取引先責任者に関する Salesforce CRM データにデバイスデータを
リンクしたりできます。このため、納入商品トークンは、顧客に代わって操作を行うのに役立ちます。また、
納入商品トークンイベントを使用してカスタムビジネスプロセスをサポートすることもできます。納入商品
トークンを使用すると、より積極的なサポートと、より予測的な顧客エンゲージメントを今までにないスケー
ルでサポートできます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
たとえば、顧客が接続デバイスを購入し、サポートコミュニティにアカウントを登録したとします。あなたの
会社は、デバイス登録エージェントとして機能するアプリケーション (モバイルアプリケーション、プロビジョ
ニングゲートウェイなど) を提供します。このアプリケーションを使用すると、ユーザはデバイスへの接続、
サポートコミュニティへのログイン、デバイスの登録ができます。コミュニティは、バックエンドのクラウド
サービスに対してデバイスを識別する納入商品トークンを発行します。登録の後、デバイスはアプリケーショ
ンから独立して動作でき、その状態と操作に関するデータをバックエンドサービスに定期的に送信します。
バックエンドは、問題または問題の可能性を示す異常な動作や異常な状態を事前に検出した場合、ケースを自
動的に作成します。ケースは納入商品に関連付けられます。納入商品は、顧客の取引先責任者レコードおよび
会社のサポートプロセスに直接結び付けられます。デバイスは、インクトナーなどのリソースが少なくなった
ことを通知することもでき、マーケティングと販売の新しい機会の可能性を予測します。
次の図は、納入商品トークンの発行から検証、および接続デバイスのバックエンドサービスへのコールを確保
するための使用方法を示しています。詳細な手順を次に示します。
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納入商品トークンの要求と発行
1. デバイスとやりとりするアプリケーションがAPIアクセス用のアクセストークンを要求します。このアプリ
ケーションは、デバイスとSalesforce間のブリッジとして機能する任意のアプリケーション (モバイルアプリ
ケーション、プロビジョニングゲートウェイなど) とすることができます。
2. Salesforce がアクセストークンを返します。
3. アプリケーションはデバイスと通信してメタデータを要求します。メタデータには、名前、デバイス ID、
シリアル番号、公開鍵、またはカスタム属性を含めることができます。
4. デバイスが、要求されたメタデータを返します。
5. アプリケーションはそのアクセストークンとデバイスのメタデータを Salesforce に送信し、納入商品トーク
ンを要求します。
6. Salesforce は、要求の正当性を検証し、アプリケーションとユーザを認証します。
7. Salesforce は納入商品トークンイベントレコードを発行し、デバイスを Service Cloud の既存のまたは新しい納
入商品への関連付けを試行します。カスタムビジネスプロセスをサポートするために Apex トリガでプラッ
トフォームイベントを受信するように登録している場合、そのビジネスプロセスが実行されます。
8. Salesforce は納入商品トークンをアプリケーションに返します。
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9. アプリケーションは納入商品を登録し、納入商品トークンをデバイスに提供します。これでデバイスは、
アプリケーションから独立して動作できるようになります。

納入商品トークンによるデバイスアクセスの承認
1. デバイスはそのデータまたはイベントを納入商品トークンと共にバックエンドサービスに提示します。バッ
クエンドサービスはデバイス機能を提供します。たとえば、テレメトリデータを収集したり、デバイスの
パフォーマンスを監視したり、ユーザに代わってアクションを実行したりします。
2. バックエンドサービスは公開鍵を Salesforce に要求します。
3. Salesforce はデバイス固有の公開鍵を返します。
4. バックエンドサービスは納入商品トークンを検証し、要求された操作に対してデバイスが承認されている
かどうかを判断します。
5. 必要に応じて、バックエンドサービスは納入商品トークンを使用して、デバイスを所有する Salesforce 取引
先または取引先責任者を識別できます。

パイロットとの違いおよび制限
• 納入商品トークンは、以前はパイロットプログラムでのみ使用可能でした。パイロットでは、納入商品トー
クンのイベントデータは納入商品トークンオブジェクトに保存されていましたが、この機能は、API バー
ジョン 39.0 の新機能である納入商品トークンイベントオブジェクトによって提供されるようになりました。
• Salesforce IoT Cloud と納入商品トークンの統合は、現在サポートされていません。

実装の前提条件
納入商品トークンの実装の前提条件を次に示します。
• [私のドメイン] を有効化する必要があります。
• 納入商品トークン用の自己署名証明書を作成し、SHA-256 署名アルゴリズムで署名します。納入商品トーク
ンは、Salesforce 組織によって保護された、組織に固有の非公開鍵を使用してこのアルゴリズムで署名され
ます。非公開鍵は、納入商品トークン内にある対応する公開鍵を使用して検証できます。
• 必須ではありませんが、外部ユーザのSalesforce Identity を有効にすることを強くお勧めします。これにより、
顧客が納入商品トークンを登録できます。『External Identity Implementation Guide (External Identity 実装ガイド)』
の手順に従う場合、セルフ登録の実装の手順を完了します。コミュニティに外部ユーザとしてログインで
きることを確認します。
• JSON Web トークン (JWT) 形式について再確認が必要な場合は、RFC 7519 仕様を参照することをお勧めします。
要求が JWT 内でどのように機能するか、JWT が JSON オブジェクトとしてどのように暗号化されるか、JWS 構
造内でオブジェクトがどのように保護されるかを確認してください。

実装ステップ
納入商品トークンを実装して使用するための手順の概要を次に示します。
1. OAuth ベースの接続アプリケーションを作成し、納入商品トークンを有効にします。接続アプリケーション
は、APIアクセスと納入商品トークンの発行で必要になります。接続アプリケーションを作成するときは、
新しい OAuth セクションで新しい納入商品トークン設定を探します。
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2. OAuth 2.0 トークン交換プロトコルをサポートする任意のアプリケーションを使用してアクセストークンを
取得します。アクセストークンによって API アクセスの認証が可能になります。アクセストークンは、納入
商品トークンの発行とデバイスの登録で必要になります。接続デバイスの場合、納入商品トークンを有効
にしている接続アプリケーションにアクセストークンを関連付ける必要があります。納入商品トークンに
慣れることだけを目的としており、デバイス、アプリケーション、バックエンドを完全に設定することな
くすぐに開始する場合は、「Asset Token Explorer (納入商品トークンエクスプローラ)」デモアプリケーション
が用意されています。このデモアプリケーションでは、ユーザの初期操作が簡素化されており、納入商品
トークンと交換できるアクセストークンをすばやく取得できます。
3. 納入商品トークンの JWT を作成します。パラメータは次のとおりです。
• grant_type — urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
• subject_token — アクセストークン
• actor_token — 新しいまたは既存の納入商品として登録しているデバイスのメタデータを含む JWT (省
略可能)。これには、RSA 公開鍵を含む確認要求を含めることができます (非公開鍵の保有を証明する必
要がある事例の場合)。
4. 納入商品トークンの要求を Salesforce OAuth トークンエンドポイントに POST します。
5. Salesforce が納入商品トークンを返します。納入商品トークンは、デバイスに関するさまざまな要求と、接
続アプリケーションに定義したすべてのカスタム属性または権限が含まれる JWT です。
6. デバイスとバックエンドサービス間の通信のセキュリティを確保します。デバイスはそのデータまたはイ
ベントをバックエンドサービスに提示するときに納入商品トークンも提供します。デバイスとバックエン
ドサービス間の通信のセキュリティを確保するための一般的な方法は、ベアラートークンシーケンスおよ
び JWT ベアラートークンの交換シーケンスです。ベアラートークンシーケンスでは、クライアントはアク
セストークンを認証ヘッダーに含めて提示し、コールごとにトークンを 1 つ生成します。
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JWT ベアラートークンの交換では、クライアントは要求を生成し、対象システムにその納入商品トークン
の交換を要請して、OAuth トークンを受け取ります。このトークンをクライアントは以降のコールで提示し
ます。一連のコールを実施する場合や、対象がセッション志向の場合、この使用法がさらに効率的になる
可能性があります。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: OAuth 2.0 納入商品トークンフロー
新しいオブジェクト
Salesforce ヘルプ: 接続アプリケーションの作成

制限された入力デバイスのアプリケーションの OAuth 2.0 認証フロー
TV、アプライアンス、またはコマンドラインアプリケーションなどの入力機能
や表示機能が制限されたデバイスのアプリケーションで OAuth 2.0 がサポートさ
れるようになりました。新しいデバイスフロー設定を使用して接続アプリケー
ションを設定し、Salesforce データへのアクセスの認証をユーザに求めるように
デバイスのユーザインターフェースを設計します。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方の新機能です。
デバイス認証フローのしくみを次に示します。
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1. デバイスは、Salesforce からの認証を要求します。
2. Salesforceは、要求を検証して、人間が読み取れるユーザコード、検証 URL、デバイスコード、最小ポーリン
グ間隔 (秒) を返します。
3. デバイスは、ユーザコードを表示して、指定された検証 URL でそのコードを入力するようにユーザに指示
します。
4. ユーザは、デスクトップコンピュータやスマートフォンなどのより高度な入力機能のある個別のデバイス
でブラウザを開きます。
a. ユーザが検証 URL に移動すると、ユーザコードを入力するように求められます。
b. コードが有効な場合、ユーザがまだログインしていなければログインするように求められます。
c. ログインに成功したら、ユーザはデバイスからSalesforceデータへのアクセスを許可するように求められ
ます。
5. デバイスは、ユーザコードと検証 URL を表示したら、認証のトークンエンドポイントのポーリングを開始
します。ポーリングの頻度は、最小ポーリング間隔を超えることはできません。デバイスは、ユーザがア
クセスを許可 (拒否) するか、ユーザコードの期限が切れるまでポーリングを続行します。
6. 許可された場合、認証サーバはアクセストークン、更新トークン (要求された場合)、およびその他の情報
をデバイスに返します。
7. アクセストークンが付与されると、デバイスは API 要求でアクセストークンを使用してユーザの代わりに
データにアクセスしたり、アクセストークンが無効になった場合に更新トークンを使用して新しいアクセ
ストークンを取得したりできます。
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OAuth 対応接続アプリケーションのデバイスフローを実装するには、接続アプリケーション定義で[デバイスフ
ローで有効化] を選択します。

デバイスフローの他の OAuth 設定について、次の点に注意してください。
• コールバック URL はこのフローでは使用されません。これと同じコンシューマが別のフローで使用されて
いる場合などに、必要に応じて独自のコールバック URL を指定できます。独自のコールバック URL を指定
しないと、値はデフォルトのプレースホルダ (無視できる) に設定されます。
• デバイスフローではサポートされるすべての範囲が許可されます。デフォルトでは範囲は選択されていま
せん。認証フローを開始する要求で省略可能な scope パラメータを使用して目的の範囲を指定します。
接続アプリケーションを保存したら、コンシューマ鍵を書き留めておきます。これは、デバイスフロー要求を
開始するときに client_id パラメータで渡す必要があります。コンシューマの秘密は必要ありません。必要
に応じて、トークンエンドポイントをポーリングするときに client_secret パラメータで渡すこともできま
す。
重要: 制限された入力デバイスの OAuth 2.0 フローの正式リリースは、2017 年 2 月 11 日です。それ以前は、
Sandbox では使用できません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: OAuth 2.0 デバイスの認証フロー
Salesforce ヘルプ: 接続アプリケーションの作成

カスタム認証プロバイダのカスタマイズ
認証プロバイダは Facebook アカウントや Gmail アカウントなどの他のログイン情報を使用して、ユーザが組織
にログインできるようにします。Salesforceには、ソーシャルサインオンに対応するいくつかの認証プロバイダ
があります (Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Microsoft Office 365 など)。独自の認証プロバイダを作成して、
Salesforceでサポートされていないプロバイダからソーシャルサインオンを有効にすることもできます。この機
能は、Spring '16 でリリースされました。このリリースでは、カスタムエラー処理と更新トークンのサポートが
追加されました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
この機能を強化するために、Apex AuthProviderPlugin インターフェースが新しい Apex 抽象クラス
AuthProviderPluginClass に置き換わりました。AuthProviderPlugin インターフェースを使用してカ
スタム認証プロバイダを実装している場合でも問題ありません。その認証プロバイダは依然として機能しま
す。ただし、新しい機能を追加したり、新しいプロバイダを実装したりする場合は、AuthProviderPlugin
クラスを使用する必要があります。
また、エラー処理をカスタマイズできるように認証プロバイダプラグインも拡張されました。例外が発生した
場合、その処理方法を定義したり、独自のエラーメッセージが表示される各自のエラーページにリダイレクト
したりできます。また、指定ログイン情報でカスタム認証プロバイダを使用する場合の更新トークンのサポー
トも追加されました。カスタムコードを追加して更新を処理できるようになりました。
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状態チェック: カスタムベースラインのインポートおよび新しい権限
の割り当て
状態チェックの新しい権限、およびツールへのカスタムベースラインのインポート機能が導入されました。
このセクションの内容:
状態チェックへのカスタムセキュリティベースラインのインポート (ベータ)
状態チェックのセキュリティベースラインをカスタマイズして、組織のセキュリティ設定と業界標準を比
較できるようになりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
状態チェックを表示および管理するために必要な新しい権限
「状態チェックを表示」権限がないと、状態チェックのスコアを表示したり、状態チェックの設定を表示
および編集したりできなくなりました。状態チェックのカスタムベースラインを作成、編集、削除するに
は、「状態チェックを管理」権限が必要です。システム管理者は、この権限がデフォルトで付与されてい
ます。「状態チェックを管理」権限を有効にすると、「状態チェックを表示」権限も有効になります。こ
の変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

状態チェックへのカスタムセキュリティベースラインのインポート (ベータ)
状態チェックのセキュリティベースラインをカスタマイズして、組織のセキュ
リティ設定と業界標準を比較できるようになりました。この機能は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
今回のリリースには、ベータバージョンのカスタムベースラインが含まれてい
ます。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。完全なドキュメント
とサポートを含む正式リリースは、以降のリリースで予定されています。
カスタムベースラインを作成するには、Salesforce ベースライン標準などの既存
のベースラインをエクスポートして XML ファイルを変更および保存し、状態
チェックにインポートし直します。[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。

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

(1) Salesforceベースライン標準またはカスタムベースラインを選択します。(2) XML ファイルをエクスポートまた
はインポートしたり、カスタムベースラインを削除したりします。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 状態チェックのカスタムベースラインの作成 (ベータ)
Salesforce ヘルプ: カスタムベースラインのファイル要件 (ベータ)
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状態チェックを表示および管理するために必要な新しい権限
「状態チェックを表示」権限がないと、状態チェックのスコアを表示したり、
状態チェックの設定を表示および編集したりできなくなりました。状態チェッ
クのカスタムベースラインを作成、編集、削除するには、「状態チェックを管
理」権限が必要です。システム管理者は、この権限がデフォルトで付与されて
います。「状態チェックを管理」権限を有効にすると、「状態チェックを表示」
権限も有効になります。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。

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

Salesforce Shield: イベントログデータの増加、専用
の暗号化鍵
Salesforce Shield で提供される Lightning Experience イベントログデータが増加し、ユーザの操作を適切に追跡でき
るようになりました。暗号化項目に基づいた数式を使用したり、検索インデックスファイルに独自の暗号化鍵
を個別に設定したりできます。
このセクションの内容:
プラットフォームの暗号化: 数式項目と Chatter 投稿の暗号化
数式が暗号化項目で機能するようになりました。検索インデックスを暗号化する場合、その暗号化鍵を個
別に管理できます。Chatter 投稿と添付ファイルの暗号化 (ベータ) を行うことができます。実際に試してみ
ましょう。
イベント監視: Lightning Experience の採用とシステム管理者の活動の追跡
4 つの新しい Lightning UI イベント種別がイベントログファイルに追加され、Lightning Experience で営業担当の
アクションを特定できるようになりました。また、別のユーザとしてログインした Salesforce システム管理
者のアクションを監査することもできます。

プラットフォームの暗号化: 数式項目と Chatter 投稿の暗号化
数式が暗号化項目で機能するようになりました。検索インデックスを暗号化する場合、その暗号化鍵を個別に
管理できます。Chatter 投稿と添付ファイルの暗号化 (ベータ) を行うことができます。実際に試してみましょ
う。
このセクションの内容:
暗号化チェックの高速化
項目またはファイルを暗号化する場合、指定したすべてを暗号化できるかどうかが Salesforce でチェックさ
れます。検証プロセスが最適化され、速度と精度が向上しました。
カスタム数式項目を使用した暗号化データの取得 (ベータ)
数式の暗号化項目を参照できるようになり、Shield Platform Encryption サービスの価値が向上しています。暗
号化されていても適切なデータをすばやく安全に絞り込んで検索できます。
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Chatter のデータの暗号化 (パイロット)
コラボレーションとセキュリティは両立できます。Shield Platform Encryption で、Chatter フィードで共有され
る機密情報の保護が一層強化されました。フィード投稿、質問と回答、リンク名、コメント、アンケート
の質問をすべてワンクリックで暗号化できます。
暗号化されたデータのマスクを無効化
データマスクが Shield Platform Encryption から分離されます。この重要な更新を有効化すると、「暗号化され
たデータの参照」権限と、それによるマスクの動作が Shield Platform Encryption で使用できなくなります。項
目レベルおよびオブジェクトレベルのセキュリティ機能は、暗号化されているかどうかに関係なく、デー
タにアクセスできるユーザを制御します。
専用のテナントの秘密種別を使用した検索インデックスファイルの暗号化
各種データを暗号化する鍵に、異なる鍵のローテーションサイクルまたは破棄ポリシーを適用した方が良
い場合もあります。Shield Platform Encryption により、[設定] ページまたは API を介してこの作業を行うことが
できるようになりました。
Government Cloud の検索インデックスの暗号化
Government Cloud でホストされる組織で、組織の暗号化ポリシーに応じて検索インデックスの暗号化サービ
スを利用したり、強力な暗号化機能を保存時の検索インデックスに埋め込んだりすることができるように
なりました。
Analytics Cloud への暗号化の埋め込み (ベータ)
このベータ機能により、保存時の Wave データのセキュリティおよび保護が一層強化されます。暗号化され
た 1 つの安全な場所に顧客データを集約して、マーケティングや営業などの重要な企業活動を促進できま
す。
フローおよびプロセスビルダーを使用した暗号化データへのアクセス (パイロット)
Shield Platform Encryption サービスは、フローおよびプロセスビルダーまで拡張されます。このパイロットプ
ログラムでは、より多くの方法で暗号化データの操作をカスタマイズできます。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

暗号化チェックの高速化
項目またはファイルを暗号化する場合、指定したすべてを暗号化できるかどうかが Salesforce でチェックされま
す。検証プロセスが最適化され、速度と精度が向上しました。
設定の組み合わせによっては、一部のデータを暗号化できなくなる可能性があります。たとえば、SOSL クエリ
で参照される項目は暗号化できません。検証サービスでそのような状況が検出されると、その回避方法が提案
されます。
一部の潜在的な制限は簡単に検出できます。暗号化を設定するときにそのような権限がテストされるようにな
り、暗号化をすばやく実行できるようになりました。
その他の状況はより複雑です。そのようなテストは、暗号化プロセスが遅延しないように非同期で実行され、
メールで結果が送信されるようになりました。
たとえば、ポータルが有効になっているために項目を暗号化できない場合はすぐに通知されますが、数式が暗
号化項目で機能するかどうかをチェックする場合は時間がかかることがあります。
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カスタム数式項目を使用した暗号化データの取得 (ベータ)
数式の暗号化項目を参照できるようになり、Shield Platform Encryption サービスの価値が向上しています。暗号化
されていても適切なデータをすばやく安全に絞り込んで検索できます。
連結 (& や +)、isBlank、isNull、if、hyperlink、image などのいくつかの演算子や関数を使用できます。
クイックアクションを参照したり、テキスト、日付、日時形式の暗号化データを表示したりできます。また、
数式で暗号化項目を無制限に参照できるため、さらに多くの検索データを取得できます。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの数式の暗号化サポートが含まれています。機能の品質は
高いですが、既知の制限があります。数式の暗号化サポートは、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。数式の暗号化サポートに関するフィードバックと提案は、IdeaExchange か
らお寄せください。

Chatter のデータの暗号化 (パイロット)
コラボレーションとセキュリティは両立できます。Shield Platform Encryption で、Chatter フィードで共有される機
密情報の保護が一層強化されました。フィード投稿、質問と回答、リンク名、コメント、アンケートの質問を
すべてワンクリックで暗号化できます。
メモ: このリリースには、Developer Edition と、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition の Sandbox
の Chatter の暗号化のパイロットバージョンが含まれています。この機能は、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。パイロットプログラムは変更される可能性があるた
め、参加は保証されません。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こ
のパイロット機能は正式リリースされていません。特定期間内の正規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機能に基づいて購入をご決定ください。
Chatter の暗号化に関するフィードバックや提案は、Success コミュニティの「Chatter Product」グループに投稿し
てください。
関連トピック:
Chatter への Shield Platform Encryption の導入 (パイロット)
Chatter への Shield Platform Encryption の導入 (パイロット)

暗号化されたデータのマスクを無効化
データマスクが Shield Platform Encryption から分離されます。この重要な更新を有効化すると、「暗号化された
データの参照」権限と、それによるマスクの動作がShield Platform Encryptionで使用できなくなります。項目レベ
ルおよびオブジェクトレベルのセキュリティ機能は、暗号化されているかどうかに関係なく、データにアクセ
スできるユーザを制御します。
この変更によって、次のことが実現します。
• 暗号化データにアクセスするときのユーザ操作の一貫性が高まる。
• マスクされたデータと暗号化されたデータを区別しやすくなる。これらは同じものではありません。
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「暗号化されたデータの参照」権限は、引き続き従来の暗号化に適用されます。

専用のテナントの秘密種別を使用した検索インデックスファイルの暗号化
各種データを暗号化する鍵に、異なる鍵のローテーションサイクルまたは破棄ポリシーを適用した方が良い場
合もあります。Shield Platform Encryption により、[設定] ページまたは API を介してこの作業を行うことができる
ようになりました。
Salesforceに保存されているすべてのデータまたは検索インデックスファイルのみにテナントの秘密を適用でき
ます。それ以降、そのテナントの秘密によってその特定のカテゴリのデータのみが暗号化されます。
ドロップダウンメニューから暗号化するデータの種類を選択し、テナントの秘密を生成またはアップロードし
ます。データ型ごとに 1 つの有効なテナントの秘密を設定でき、すべての有効なテナントの秘密、エクスポー
トされたテナントの秘密、アーカイブされたテナントの秘密を種別ごとに表示できます。これまでと同様に、
これらのテナントの秘密は [設定変更履歴] で追跡できます。
API でこれをサポートするために、次の 2 つの値がある Type 制限付き選択リストが TenantSecret オブジェクト
に追加されました。
• Data — Salesforceデータベースに保存されているデータを暗号化するテナントの秘密。ファイル、項目、お
よび添付ファイルのデータを含みますが、検索インデックスファイルのデータは含まれません。
• SearchIndex — 検索インデックスファイルを暗号化するテナントの秘密。
関連トピック:
変更されたオブジェクト

Government Cloud の検索インデックスの暗号化
Government Cloud でホストされる組織で、組織の暗号化ポリシーに応じて検索インデックスの暗号化サービス
を利用したり、強力な暗号化機能を保存時の検索インデックスに埋め込んだりすることができるようになりま
した。

Analytics Cloud への暗号化の埋め込み (ベータ)
このベータ機能により、保存時の Wave データのセキュリティおよび保護が一層強化されます。暗号化された
1 つの安全な場所に顧客データを集約して、マーケティングや営業などの重要な企業活動を促進できます。
メモ: これはベータバージョンです。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。この機能は、
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。特定期間内の正規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。フィードバックと提案は、Success
コミュニティからお寄せください。

フローおよびプロセスビルダーを使用した暗号化データへのアクセス (パイロット)
Shield Platform Encryption サービスは、フローおよびプロセスビルダーまで拡張されます。このパイロットプログ
ラムでは、より多くの方法で暗号化データの操作をカスタマイズできます。この変更は、Lightning Experienceと
Salesforce Classic の両方に適用されます。
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レコードの絞り込みまたは並び替えを行う場合を除き、フローおよびプロセスビルダーのほとんどの要素から
暗号化データにアクセスできます。暗号化項目の値を更新したりロジックで暗号化項目を参照したりできます
が、暗号化項目の特定の値に基づいてレコードを検索することはできません。
メモ: フローとプロセスの暗号化のサポートは、Developer Edition と、Enterprise Edition、Unlimited Edition、
Performance Edition の Sandbox で利用できるパイロットプログラムです。この機能は、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。パイロットプログラムは変更される可能性があ
るため、参加は保証されません。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
るこのパイロット機能は正式リリースされていません。特定期間内の正規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機能に基づいて購入をご決定ください。

イベント監視: Lightning Experience の採用とシステム管理者の活動の追跡
4 つの新しい Lightning UI イベント種別がイベントログファイルに追加され、Lightning Experience で営業担当のア
クションを特定できるようになりました。また、別のユーザとしてログインしたSalesforceシステム管理者のア
クションを監査することもできます。
このセクションの内容:
イベントログファイルを使用した Lightning Experience でのユーザアクションの追跡
EventLogFile 標準オブジェクトにイベント種別が追加され、Lightning Experience でのユーザの採用とアプリケー
ションのパフォーマンスを適切に追跡できるようになりました。これらのイベント種別により、ユーザデー
タが 4 つの個別のカテゴリに分離され、既存の UI 追跡イベント種別が改善されています。これらのイベン
トは API で使用できますが、Event Monitoring Wave アプリケーションではまだ使用できません。
別のユーザとしてログインした Salesforce システム管理者のアクションの確認
組織の設定によっては、システム管理者が別のユーザとして Salesforce にログインできます。「別名でログ
イン」イベント種別データを使用してそれらのアクションを確認し、セキュリティ侵害や脆弱性を特定し
たり、何が発生したのかをユーザに通知したりできるようになりました。

イベントログファイルを使用した Lightning Experience でのユーザアクションの追跡
EventLogFile 標準オブジェクトにイベント種別が追加され、Lightning Experience での
ユーザの採用とアプリケーションのパフォーマンスを適切に追跡できるように
なりました。これらのイベント種別により、ユーザデータが 4 つの個別のカテ
ゴリに分離され、既存の UI 追跡イベント種別が改善されています。これらのイ
ベントは API で使用できますが、Event Monitoring Wave アプリケーションではまだ
使用できません。
EventLogFile オブジェクトに 4 つのイベント種別が追加されました。

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 エラー — ユーザが Lightning Experience UI を操作しているときに発生し
たエラー (アプリケーションのページで発生する Aura エラーなど)。
• Lightning インタラクション — Lightning Experience UI でのユーザ操作 (ナビゲーションヘッダーまたは ToDo リ
ストでのユーザクリックなど)。
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• Lightning ページビュー — Lightning Experience UI でイベントが発生したページに関する情報 (実効ページ時間や
ユーザが操作したページエンティティなど)。
• Lightning パフォーマンス — Lightning Experience アプリケーションパフォーマンスのトレンドを特定するデー
タ (ページの開始時刻や期間など)。
例: 営業担当のニーズに合わせてアプリケーションの [ToDo] ページをカスタマイズするために、営業担当
が [ToDo] ページをどのように使用しているのかを調査したいとします。「Lightning ページビュー」イベン
ト種別のデータを使用して、営業担当がページにアクセスする方法、ページに滞在している時間、操作
するページエンティティを確認します。

「Lightning インタラクション」イベント種別データを確認して、[ToDo] ページ要素 (ToDo リストや Lightning
ナビゲーションヘッダーなど) でのユーザ操作にドリルダウンします。

関連トピック:
変更されたオブジェクト

別のユーザとしてログインした Salesforce システム管理者のアクションの確認
組織の設定によっては、システム管理者が別のユーザとして Salesforce にログイ
ンできます。「別名でログイン」イベント種別データを使用してそれらのアク
ションを確認し、セキュリティ侵害や脆弱性を特定したり、何が発生したのか
をユーザに通知したりできるようになりました。
EventLogFile オブジェクトの LoginAs イベント種別に次の項目が追加されました。
LOGIN_KEY と SESSION_KEY を併用してユーザのセッションを一意に識別し、別の
ユーザとしてログインした Salesforce システム管理者のアプリケーションでのク
リックパスを表示できます。他の多くのイベント種別にも LOGIN_KEY と SESSION_KEY
が含まれているため、組織でユーザのアクティビティを総合的に把握できます。

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

• CPU_TIME — 要求の完了にかかった CPU 時間 (ミリ秒単位)。この項目は、アプリケーションサーバレイヤ
で実行されているアクティビティ量を示し、Apex または Visualforce コードの再構成が必要な箇所が強調表示
されます。
• LOGIN_KEY — 特定のユーザのログインセッションのすべてのイベントを結び付ける文字列。ログインイベ
ントから開始され、ログアウトイベントまたはユーザセッションの期限切れで終了します。
• RUN_TIME — 要求にかかった時間 (ミリ秒単位)。
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• SESSION_KEY — 特定のアクティビテセッションのすべてのイベントを結び付ける文字列。たとえば、ユー
ザが [取引先] ページで操作中の URI イベントです。
• URI_ID_DERIVED — 要求を受信するページの URI の 18 文字の ID (大文字と小文字を区別しない)。
例: 組織のセキュリティ責任者は、機密情報が含まれるレコードを火曜日に更新したユーザを調査するた
めの監査を実行しました。セキュリティ責任者はレコードを変更した営業担当を特定しますが、その営
業担当は火曜日にレコードを変更していないと主張します。さらに調査するために、URI イベントデータ
と共に「別名でログイン」イベントデータを使用して (LOGIN_KEY と SESSION_KEY に基づいて)、実際にレ
コードを変更したユーザを絞り込みます。営業担当の代わりにログインしたシステム管理者がレコード
を火曜日に更新していたことがわかります。
関連トピック:
変更されたオブジェクト

その他のセキュリティの変更: ブラウザセキュリティと新しいセッ
ション設定
クロスサイトスクリプティングおよび悪意のあるファイルに対する保護とブラウザセキュリティの改善など、
セキュリティに影響を及ぼすその他の変更が加えられました。
このセクションの内容:
すべてのアカウントで有効になるブラウザセキュリティ機能
すべての Salesforce ユーザのセキュリティを強化するために、機密情報の保護と SSL 証明書の監視を適切に
行うブラウザ機能が追加されました。これらの更新はすべてのアカウントで有効になり、無効にすること
はできません。
クロスサイトスクリプティングおよび悪意のあるファイルに対する保護
新しいセッション設定により、組織のセキュリティが強化されます。

すべてのアカウントで有効になるブラウザセキュリティ機能
すべての Salesforce ユーザのセキュリティを強化するために、機密情報の保護と SSL 証明書の監視を適切に行う
ブラウザ機能が追加されました。これらの更新はすべてのアカウントで有効になり、無効にすることはできま
せん。
参照元ヘッダーの更新
Salesforce の外部で納入商品を読み込む場合や、Salesforce の外部に移動する場合、参照元ヘッダーには URL 全
体ではなく salesforce.com のみが表示されます。この機能により、完全な URL で示される可能性のある機密情
報 (組織 ID など) が参照元ヘッダーに表示されなくなります。更新された参照元ヘッダー機能は、Chrome と
Firefox でのみサポートされています。
公開鍵ピンニング
中間者 (man-in-the-middle) 攻撃を検出するために、Salesforce でユーザが表示できる SSL 証明書が監視されるよ
うになりました。カスタム証明書は影響を受けません。公開鍵ピンニングは、Chrome と Firefox でのみサポー
トされています。
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クロスサイトスクリプティングおよび悪意のあるファイルに対する保護
新しいセッション設定により、組織のセキュリティが強化されます。
次のセキュリティ機能を有効にするには、[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。
XSS 保護
クロスサイトスクリプティング攻撃から保護します。反射型クロスサイトスクリプティング攻撃が検出さ
れると、コンテンツのない空白のページがブラウザに表示されます。
コンテンツ盗聴保護
ブラウザでドキュメントコンテンツから MIME タイプが推定されないようにします。また、悪意のあるファ
イルが動的コンテンツ (JavaScript、スタイルシート) として実行されないようにします。

リリース: 自動的に選択されるようになったリリース権限の連動
関係
「変更セットのリリース」権限が選択されている場合、「すべてのデータの編集」権限が自動的に選択される
ようになりました。
このセクションの内容:
「変更セットのリリース」が選択されている場合に自動的に選択されるようになった「すべてのデータの
編集」権限
「変更セットのリリース」権限が選択されている場合、「すべてのデータの編集」権限が自動的に選択さ
れるようになりました。ユーザが受信変更セットをリリースまたは検証したり、リリース接続を編集した
りするには、「変更セットのリリース」権限に加えて「すべてのデータの編集」権限も必要です。Salesforce
システム管理者は、デフォルトでこの権限が有効になっています。

「変更セットのリリース」が選択されている場合に自動的に選択さ
れるようになった「すべてのデータの編集」権限
「変更セットのリリース」権限が選択されている場合、「すべてのデータの編集」権限が自動的に選択される
ようになりました。ユーザが受信変更セットをリリースまたは検証したり、リリース接続を編集したりするに
は、「変更セットのリリース」権限に加えて「すべてのデータの編集」権限も必要です。Salesforceシステム管
理者は、デフォルトでこの権限が有効になっています。
次の表に、変更セットで必要な権限を示します。
必要なユーザ権限
リリース接続を編集する

「変更セットのリリース」および「すべてのデータの
編集」

送信変更セットを使用する

「変更セットの作成とアップロード」
「AppExchange パッケージの作成」
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必要なユーザ権限
および
「AppExchange パッケージのアップロード」
受信変更セットを使用する

「変更セットのリリース」および「すべてのデータの
編集」

開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成
Lightning コンポーネント、Visualforce、または Apex を使用する、あるいはお気に入りのプログラミング言語と共
に Salesforce の API を使用する場合のいずれでも、Force.com の次の機能強化は別の組織に再販するための優れた
アプリケーション、インテグレーション、およびパッケージの開発に役立ちます。
このセクションの内容:
Lightning コンポーネント: セキュリティ、開発者の生産性、アプリケーションへのアクセス
Lightning コンポーネントフレームワークによって、Lightning Experience と Salesforce1 が強化されます。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。このリリースの機能強化は、LockerService とコンテンツセ
キュリティポリシーの変更、Lightning アプリケーションを使用可能にする新しい方法、パフォーマンスと
エラー処理の向上、その他の開発者向けの新機能に焦点を絞っています。
Visualforce: Lightning Experience の機能強化
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。このリリースでの変更に
よって、Visualforce ページで Lightning Design System を簡単に使用できるようになり、Lightning Experience とのイ
ンテグレーションが改善されます。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバ
イルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
Apex コード
Apex スタブ API が正式にリリースされました。Apex バッチジョブの監視に役立つページを追加し、
instanceOf キーワードとテスト設定メソッドのいくつかのバグを修正しました。
API
API バージョン 39.0 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。
カスタムメタデータ型: リレーション項目の機能強化、ロングテキストエリア
カスタムメタデータ型を使用することで、データだけでなくメタデータ型に基づいてアプリケーションを
作成することができるため、以前よりも優れたアプリケーションを構築できます。長らく待ちわびていた
機能 (項目定義とのメタデータリレーションやカスタムメタデータ型のロングテキストエリアなど) を使用
してさらに多くのことを実行できます。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。
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開発者コンソール: 例外クラスの作成、コードカバー率の表示件数の増加
新しい開発者コンソールの機能を使用して、組織でコードをより簡単に管理できます。Exception を拡張
する Apex クラスを作成できます。また、Apex クラスが 2,000 個を超えたり、トリガがあったりしても、組
織のコードカバー率の結果を表示したりできます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。
デバッグ: ISV カスタマーデバッグ、ネストされた追跡フラグ期間の排除
デバッグ環境が改善されたため、Salesforce 組織でより簡単に問題を解決できるようになりました。登録者
組織の管理パッケージをデバッグしたり、追跡フラグにネストされた時間枠がある場合に発生する問題を
回避したりします。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ISVforce: Lightning Experience のパッケージマネージャ、パッケージ化の機能拡張、ISV カスタマーデバッグ
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。このリリースでは、Lightning Experience にパッケージマネージャが表示され、パッケー
ジの転送アップグレードのセキュリティが向上しています。また、API を使用してパッケージ転送要求を中
止したり、登録者組織の「管理-リリース済み」パッケージをデバッグしたりすることもできます。

Lightning コンポーネント: セキュリティ、開発者の生産性、アプリ
ケーションへのアクセス
Lightning コンポーネントフレームワークによって、Lightning Experience と Salesforce1
が強化されます。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。このリリースの機能強化は、LockerService とコンテン
ツセキュリティポリシーの変更、Lightningアプリケーションを使用可能にする新
しい方法、パフォーマンスとエラー処理の向上、その他の開発者向けの新機能
に焦点を絞っています。
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 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:
サーバ側でのイベントのアクセス権チェック

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。

イベントのアクセス権チェック失敗を簡単に検索できるようになりました。
以前は、クライアント側のアクセス権チェック失敗のみが適用され、その結
果コンポーネントが部分的に機能していました。コードとそのテスト方法によっては、この失敗を見逃し
がちです。コンポーネントがアクセス権のないイベントを参照した場合、追加されたサーバ側のアクセス
権チェックによってそのコンポーネントは読み込みに失敗するようになりました。
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新しい Lightning LockerService 情報の設定ページ
LockerService では、個々の Lightning コンポーネントが各自の名前空間で分離されるためセキュリティが向上
します。また、LockerService では、コードのサポート機能が向上するベストプラクティスが促進されます。
これは、サポートされる API へのアクセスのみを許可し、公開されていないフレームワーク内部へのアクセ
スを排除することで実現します。新しい設定ページには、LockerService の重要な更新の説明、および詳細情
報へのリンクが含まれます。ページでこの重要な更新がより目立つようになっています。このページは単
に情報のみで、設定は含まれていません。
バナーでの LockerService に関する通知
Lightning Experience の新しいバナーでは、2017 年 6 月 13 日に LockerService の重要な更新の適用が予定されてい
ることがSalesforceシステム管理者および開発者に通知されます。このバナーを非表示にできますが、Spring
'17 リリース中は月に 1 回バナーが再表示されます。
LockerService のコンテンツセキュリティポリシーの厳格化
既存の LockerService の重要な更新により、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) が強化され、クロスサイ
トスクリプティング攻撃の可能性が排除されます。これらの CSP の変更は、Sandbox 組織と Developer Edition
組織でのみ適用されます。CSP の変更は、LockerService が有効化されている場合でも本番組織には影響しま
せん。Lightning コンポーネントフレームワークでは、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用して、
ページに読み込むことができるコンテンツのソースを制御します。
サードパーティ API にアクセスするための CSP 信頼済みサイトの作成
Lightning コンポーネントフレームワークでは、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用して、ページ
に読み込むことができるコンテンツのソースを制御します。外部 (Salesforce 以外の) サーバに対する要求を
実行するサードパーティ API を使用するには、サーバを CSP 信頼済みサイトとして追加します。
デフォルトでエラーのみが表示されるようになった Salesforce Lightning CLI
デフォルトの出力でエラーのみが表示されるようになり、より大きな問題に集中できるようになりました。
以前は、デフォルトの出力にはエラーと警告が表示されていました。警告も表示するには、新しい
--verbose 引数を使用します。
コンポーネント間の一方向データバインドでの非バインド式の使用
親コンポーネントから子コンポーネントに式を渡すときに、双方向データバインドが不要な場合は非バイ
ンド式で {#expression} 構文を使用します。{!expression} を使用したバインド式では、双方向のデー
タバインドが作成され、パフォーマンスが損なわれます。バインド式ではネストされたコンポーネントま
でデータの変更が伝搬されるため、エラーのデバッグも困難になります。
パフォーマンスの警告の修正によるコンポーネントの高速化
コード内のいくつかの一般的なパフォーマンスアンチパターンは、ブラウザコンソールに警告メッセージ
を記録するようにフレームワークに促します。警告メッセージを修正することでコンポーネントが高速化
されます。
Salesforce Lightning Inspector を使用したすべてのページの Lightning コンポーネントのデバッグ
アプリケーションの各 Lightning ページからコンポーネント情報を取得したり、アクションを開始したコン
ポーネントを表示したり、Lightning Out で実行されているコンポーネントをデバッグしたりします。
トークンの上書きによる Lightning アプリケーションのデザインのカスタマイズ (開発者プレビュー)
標準トークンを独自のトークン値で簡単に再定義し、Lightningアプリケーションをカスタマイズできます。
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未認証ユーザとの Lightning アプリケーションの共有
Lightning Out 連動関係アプリケーションに ltng:allowGuestAccess インターフェースを追加すると、ユー
ザは Salesforce の認証を行わずにそのアプリケーションにアクセスできます。このインターフェースでは、
Lightning コンポーネントを含むアプリケーションを作成し、あらゆる場所のすべてのユーザにリリースで
きます。
改善されたエラーメッセージによる迅速なコンポーネントマークアップエラーの検索
特定の種類の Lightning コンポーネントマークアップエラーによって発生するランタイムエラーの説明と表
示が改善されました。ユーザが発生したエラーを簡単に報告し、システム管理者がそれらのエラーを簡単
に検索して修正できるようになりました。この変更は、デバッグモードが有効かどうかに関わらず、組織
のすべてのユーザに適用されます。
開発者コンソールでのクイックアクションの Lightning コンポーネントの作成
開発者コンソールの [New Lightning Bundle (新規 Lightning バンドル)] パネルに、Lightning コンポーネントバンド
ルを作成するときに Lightning クイックアクションのインターフェースを追加するオプションが含まれるよ
うになりました。
Lightning Data Service (開発者プレビュー)
Lightning Data Service は開発者プレビューで引き続き使用可能で、使用を開始するために役立つドキュメント
が更新されています。Lightning Data Service を使用すると、Apex コードを必要とせずに、コンポーネントでレ
コードの読み込み、作成、編集、削除ができます。Lightning Data Service は、共有ルールと項目レベルセキュ
リティを処理します。Apex を必要としないだけでなく、Lightning Data Service はパフォーマンスとユーザイン
ターフェースの一貫性を改善します。
Lightning 基本コンポーネントでのイベント処理の簡略化
イベント処理で迷うことなく直接ソースにアクセスできます。Lightning 基本コンポーネントでは、LockerService
が有効かどうかに関わらず、event.getSource() を使用してイベントを起動するコンポーネントにアク
セスできるようになりました。
JavaScript の instanceof での LockerService 制限の削除
以前は、LockerService が有効な場合は JavaScript コードで instanceof 演算子を使用しないように指示されて
いました。一部のフレームワークのリファクタリングにより、この制限が削除されました。
新規追加または変更された Lightning コンポーネント
アプリケーションをよりすばやく作成できるように、いくつかの新しいコンポーネントが追加され、その
他のコンポーネントは改善されました。
Lightning イベントの変更
Lightning イベントはコンポーネント間のコミュニケーションを容易にし、アプリケーションのインタラク
ションを向上させます。
新しい JavaScript API メソッド
JavaScript API メソッドは、コンポーネントのクライアント側のコントローラ、ヘルパー、またはレンダラで
使用します。
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サーバ側でのイベントのアクセス権チェック
イベントのアクセス権チェック失敗を簡単に検索できるようになりました。以前は、クライアント側のアクセ
ス権チェック失敗のみが適用され、その結果コンポーネントが部分的に機能していました。コードとそのテス
ト方法によっては、この失敗を見逃しがちです。コンポーネントがアクセス権のないイベントを参照した場
合、追加されたサーバ側のアクセス権チェックによってそのコンポーネントは読み込みに失敗するようになり
ました。
コンポーネントにイベントへのアクセスを許可する access システム属性がないイベントをコンポーネントが
参照した場合、次のように動作します。
• クライアント側のコードは実行されないか、undefined を返します。デバッグモードを有効にした場合
は、ブラウザコンソールにエラーメッセージが表示されます。
• サーバ側のコードは、コンポーネントの読み込みに失敗します。デバッグモードを有効にした場合は、ポッ
プアップエラーメッセージが表示されます。
access システム属性についての詳細は、「アクセスの制御」を参照してください。

新しい Lightning LockerService 情報の設定ページ
LockerService では、個々の Lightning コンポーネントが各自の名前空間で分離されるためセキュリティが向上しま
す。また、LockerService では、コードのサポート機能が向上するベストプラクティスが促進されます。これは、
サポートされる API へのアクセスのみを許可し、公開されていないフレームワーク内部へのアクセスを排除す
ることで実現します。新しい設定ページには、LockerService の重要な更新の説明、および詳細情報へのリンク
が含まれます。ページでこの重要な更新がより目立つようになっています。このページは単に情報のみで、設
定は含まれていません。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「LockerService」と入力します。
2. [Lightning LockerService] を選択します。
Spring '17 では、LockerService は重要な更新のままです。Summer '17 リリースで、LockerService はすべての組織で自
動的に有効化されます。Summer '17 リリースの前は、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することができます。

LockerService による影響
LockerService は次の場所にセキュリティを適用します。
• Lightning Experience
• Salesforce1
• テンプレートベースのコミュニティ
• 独自に作成したスタンドアロンアプリケーション (myApp.app など)
LockerService は Lightning Out にセキュリティを適用します。ただし、LockerService の CSP 制限は Lightning Out に適
用されません。Lightning Out では、Lightning アプリケーション外のコンテナにある Lightning コンポーネント
(Visualforce や Visualforce ベースのコミュニティの Lightning コンポーネントなど) を実行できます。そのコンテナ
で CSP ルールが定義されます。
LockerService は、Salesforce Classic、Visualforce ベースのコミュニティ、セールスコンソール、またはサービスコ
ンソールでは、これらのコンテキストでの Visualforce の Lightning コンテキストの使用以外には影響しません。

462

Salesforce Spring '17 リリースノート

Lightning コンポーネント: セキュリティ、開発者の生産
性、アプリケーションへのアクセス

サポートされていないブラウザでのグレースフルデグラデーション
LockerService は、ブラウザの基本的な JavaScript 機能である厳格モードと Map オブジェクトのサポートに依存し
ます。これらの要件は、Lightning Experienceでサポートされているブラウザと連携しています。ブラウザが要件
を満たしていない場合、LockerService はそのすべてのセキュリティ機能を適用できません。
サポートされていないブラウザでのユーザエクスペリエンスは向上しています。ただし、サポートされていな
いブラウザを使用する場合、修正できない問題が発生する可能性があります。サポートされているブラウザを
使用すれば、問題を回避してブラウザをより安全に操作できます。
メモ: IE11 では CSP がサポートされていないため、サポートされている他のブラウザを使用してセキュリ
ティを強化することをお勧めします。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でサポートされるブラウザ (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

バナーでの LockerService に関する通知
Lightning Experience の新しいバナーでは、2017 年 6 月 13 日に LockerService の重要な更新の適用が予定されている
ことが Salesforce システム管理者および開発者に通知されます。このバナーを非表示にできますが、Spring '17 リ
リース中は月に 1 回バナーが再表示されます。
決して苛立たせようとしているわけではありません。Summer '17 で適用される前に、コンポーネントが正しく
動作することを確認するため、LockerService を Sandbox または Developer Edition 組織でテストするように通知して
いるだけです。
このバナーは次の条件を満たしている場合にのみ表示されます。
• 「設定・定義を参照する」、「アプリケーションのカスタマイズ」、および「Apex 開発」権限がある。
Lightning コンポーネントを追加または編集するには、これらの権限が必要です。
• 組織に少なくとも 1 つの Lightning コンポーネントがある。

関連トピック:
LockerService のコンテンツセキュリティポリシーの厳格化

463

Salesforce Spring '17 リリースノート

Lightning コンポーネント: セキュリティ、開発者の生産
性、アプリケーションへのアクセス

LockerService のコンテンツセキュリティポリシーの厳格化
既存の LockerService の重要な更新により、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) が強化され、クロスサイトス
クリプティング攻撃の可能性が排除されます。これらの CSP の変更は、Sandbox 組織と Developer Edition 組織での
み適用されます。CSP の変更は、LockerService が有効化されている場合でも本番組織には影響しません。Lightning
コンポーネントフレームワークでは、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用して、ページに読み込む
ことができるコンテンツのソースを制御します。
この変更により、Summer '17 ですべての組織に対して重要な更新が有効になる前に LockerService を完全にテスト
できます。
Spring '17 では、LockerService は重要な更新のままです。Summer '17 リリースで、LockerService はすべての組織で自
動的に有効化されます。Summer '17 リリースの前は、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することができます。LockerService を Sandbox または Developer Edition 組織でテスト
して、コンポーネントの動作を確認してから本番組織で有効にすることをお勧めします。
Spring '17 で、LockerService はインラインスクリプト (script-src) の unsafe-inline および unsafe-eval CSP
キーワードを禁止するようになりました。eval() またはインライン JavaScript コード実行を使用してすべての
コールを削除し、使用するコードとサードパーティライブラリがこれらのルールに従っていることを確認して
ください。サードパーティライブラリを unsafe-inline や unsafe-eval に依存しない最近のバージョンに
更新する必要がある可能性があります。これらの CSP の変更は、Sandbox 組織と Developer Edition 組織でのみ適用
されます。
メモ:
• LockerService が Sandbox または Developer Edition 組織で有効な場合、リッチテキスト項目は編集できず、
グレー表示されます。これは Spring '17 での一時的な制限であるためご安心ください。この制限は、
Summer '17 ですべての組織の LockerService が有効になる前に解除されます。詳細は、「LockerService の重
要な更新が有効な場合はリッチテキストエディタが無効」を参照してください。
• IE11 では CSP がサポートされていないため、サポートされている他のブラウザを使用してセキュリティ
を強化することをお勧めします。
CSP は、Web アプリケーションセキュリティに関する W3C ワーキンググループの勧告候補です。このフレーム
ワークでは、W3C が推奨する Content-Security-Policy HTTP ヘッダーを使用しています。
Spring '17 での CPS の変更は、Winter '17 での LockerService の重要な更新の既存セキュリティ機能に追加されます。
LockerService では、個々の Lightning コンポーネントが各自の名前空間で分離されるためセキュリティが向上しま
す。また、LockerService では、コードのサポート機能が向上するベストプラクティスが促進されます。これは、
サポートされる API へのアクセスのみを許可し、公開されていないフレームワーク内部へのアクセスを排除す
ることで実現します。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。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でサポートされるブラウザ (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)
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サードパーティ API にアクセスするための CSP 信頼済みサイトの作成
Lightningコンポーネントフレームワークでは、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用して、ページに読
み込むことができるコンテンツのソースを制御します。外部 (Salesforce 以外の) サーバに対する要求を実行する
サードパーティ API を使用するには、サーバを CSP 信頼済みサイトとして追加します。
CSP は、Web アプリケーションセキュリティに関する W3C ワーキンググループの勧告候補です。このフレーム
ワークでは、W3C が推奨する Content-Security-Policy HTTP ヘッダーを使用しています。デフォルトで
は、フレームワークのヘッダーに読み込むことができるコンテンツは安全な (HTTPS) URL からのみで、JavaScript
からの XHR 要求は禁止されています。
CSP 信頼済みサイトを定義すると、そのサイトの URL が CSP ヘッダーの次に示すディレクティブの許可サイト
一覧に追加されます。
• connect-src
• frame-src
• img-src
• style-src
• font-src
• media-src
この CSP ヘッダーディレクティブへの変更によって、Lightning コンポーネントがサイトから画像、スタイル、
フォントなどのリソースを読み込むことができます。また、クライアント側のコードでサイトへの要求を行う
こともできます。
重要: サードパーティサイトからは、CSP 信頼済みサイトであっても JavaScript リソースを読み込むことは
できません。サードパーティサイトの JavaScript ライブラリを使用するには、そのライブラリを静的リソー
スに追加し、静的リソースをコンポーネントに追加します。ライブラリが静的リソースから読み込まれ
たら、通常どおり使用できます。
メモ: CSP 信頼済みサイトは、Lightning コンポーネントフレームワーク要求でのみ CSP ヘッダーに影響しま
す。Visualforce または Apex での対応するアクセス権を有効にするには、リモートサイトを作成します。
CSP が適用されないブラウザもあります。CSP が適用されるブラウザのリストについては、caniuse.com を参
照してください。
IE11 では CSP がサポートされていないため、サポートされている他のブラウザを使用してセキュリティを強化
することをお勧めします。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド: コンテンツセキュリティポリシーの概要
Salesforce ヘルプ: サードパーティ API にアクセスするための CSP 信頼済みサイト (リリースプレビューの時点
で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

デフォルトでエラーのみが表示されるようになった Salesforce Lightning CLI
デフォルトの出力でエラーのみが表示されるようになり、より大きな問題に集中できるようになりました。以
前は、デフォルトの出力にはエラーと警告が表示されていました。警告も表示するには、新しい --verbose
引数を使用します。
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Lightning CLI は Heroku Toolbelt プラグインで、コードをスキャンして一般的な JavaScript コーディングの問題や
Lightning 固有の問題がないか調べることができます。このツールは、LockerService を有効にするための Lightning
コンポーネントコードを準備する上で有用です。
--quiet フラグは警告メッセージを無視するデフォルトの動作と一致するため、削除されました。

Salesforce Lightning CLI 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。

コンポーネント間の一方向データバインドでの非バインド式の使用
親コンポーネントから子コンポーネントに式を渡すときに、双方向データバインドが不要な場合は非バインド
式で {#expression} 構文を使用します。{!expression} を使用したバインド式では、双方向のデータバイ
ンドが作成され、パフォーマンスが損なわれます。バインド式ではネストされたコンポーネントまでデータの
変更が伝搬されるため、エラーのデバッグも困難になります。
この概念はやや複雑ですが、わかりやすく例を使用して説明します。parentAttr 属性のある c:parent コ
ンポーネントがあるとします。c:parent には、parentAttr 属性の値に初期設定された childAttr のある
c:child コンポーネントが含まれます。parentAttr 属性値を c:parent から c:child コンポーネントに
渡します。これは、2 つのコンポーネント間のデータバインド (値バインドとも呼ばれる) になります。
<!--c:parent-->
<aura:component>
<aura:attribute name="parentAttr" type="String" default="parent attribute"/>
<!-- Instantiate the child component -->
<c:child childAttr="{!v.parentAttr}" />
</aura:component>

{!v.parentAttr} はバインド式です。c:child の childAttr 属性値を変更すると、c:parent の parentAttr

属性が影響を受けます。その逆も同様です。
では、次のマークアップを変更してみましょう。
<c:child childAttr="{!v.parentAttr}" />

変更後
<c:child childAttr="{#v.parentAttr}" />

{#v.parentAttr} は非バインド式です。c:child の childAttr 属性値を変更しても、c:parent の
parentAttr 属性は影響を受けません。その逆も同様です。

式の構文形式間の違いについて概要を次に示します。
{#expression} (非バインド式)

データの更新は、JavaScript で期待どおりに動作します。String などのプリミティブが値によって渡され、
親と子の式でのデータ更新は分離しています。
Array や Map などのオブジェクトは参照として渡されるため、子のデータへの変更は親に伝搬されます。

ただし、親の変更ハンドラには通知されません。子に伝搬される親の変更も同様に動作します。
{!expression} (バインド式)

どちらのコンポーネントでのデータの更新も、双方向データバインドによって両方のコンポーネントに反
映されます。同様に、変更ハンドラは親と子両方のコンポーネントでトリガされます。
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パフォーマンスの警告の修正によるコンポーネントの高速化
コード内のいくつかの一般的なパフォーマンスアンチパターンは、ブラウザコンソールに警告メッセージを記
録するようにフレームワークに促します。警告メッセージを修正することでコンポーネントが高速化されま
す。
警告は、デバッグモードを有効にした場合にのみブラウザコンソールに表示されます。
<aura:if> — 表示されない内容のクリーンアップ

この警告は、<aura:if> タグの isTrue 属性を true から false に変更した場合に発生します。<aura:if>
の表示されない内容は破棄する必要があり、これによりフレームワークで表示にかかる時間が短縮されま
す。
<aura:iteration> — 複数の items 設定

この警告は、<aura:iteration> タグの items 属性を同じ表示サイクルで複数回設定した場合に発生し
ます。
パフォーマンス警告の修正についての詳細は、『Lightning コンポーネント開発者ガイド』を参照してください。

Salesforce Lightning Inspector を使用したすべてのページの Lightning コンポーネ
ントのデバッグ
アプリケーションの各Lightningページからコンポーネント情報を取得したり、アクションを開始したコンポー
ネントを表示したり、Lightning Out で実行されているコンポーネントをデバッグしたりします。
すべてのページのコンポーネント情報
Lightningが検出されたすべてのページのLightningコンポーネントに関する情報を取得できます。以前は、Salesforce
Lightning Inspector は特定の URL パターンのページでのみ実行されていました。
作成済みコンポーネント数
[Actions (アクション)] タブには、アクションを開始したコンポーネントに関する情報が表示されるようになり
ました。作成されたコンポーネントの数も表示されます。
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トランザクションでのカスタムコンポーネント
[Transactions (トランザクション)] タブのトランザクションの [TIMELINE (タイムライン)] でカスタムコンポーネント
に関する情報を取得できます。測定値はページが読み込まれてからのミリ秒です。開始時間と終了時間を表示
するには、[TIMELINE (タイムライン)] バーにマウスポインタを置きます。

Lightning Out のサポート
アプリケーションが Lightning Out を使用して Lightning コンポーネントを実行している場合、Salesforce Lightning
Inspector を使用してコンポーネントをデバッグできます。

トークンの上書きによる Lightning アプリケーションのデザインのカスタマイ
ズ (開発者プレビュー)
標準トークンを独自のトークン値で簡単に再定義し、Lightning アプリケーションをカスタマイズできます。
メモ: 標準トークンの上書きは、開発者プレビューとして利用できます。この機能は、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。
この機能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 アプリケーションの標準トークンを上書きするには、一意の名前 (myOverrides など) でトークンバ
ンドルを作成します。トークンリソースで、標準トークンの値を再定義します。
<aura:tokens>
<aura:token name="colorTextBrand" value="#8d7d74"/>
</aura:tokens>

Lightning アプリケーションで、tokens 属性のトークンバンドルを指定します。
<aura:application tokens="c:myOverrides">
<!-- Your app markup here -->
</aura:application>

トークンの上書きは、Salesforceが提供するリソースとコンポーネント、およびトークンを使用する独自のコン
ポーネントを含む、アプリケーション全体に適用されます。
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トークン属性を使用するアプリケーションのパッケージ化はサポートされていません。
重要: トークンバンドルの必須リソース、defaultTokens.tokens 内の標準トークン値の上書きはサポー
トされていません。標準トークンと同じ名前のトークンを作成すると、コンテキストによっては標準トー
クンの値を上書きする場合と影響を及ぼさない場合があります。上書きは、上記のように個別のリソー
スでのみ行ってください。

未認証ユーザとの Lightning アプリケーションの共有
Lightning Out 連動関係アプリケーションに ltng:allowGuestAccess インターフェースを追加すると、ユーザ
は Salesforce の認証を行わずにそのアプリケーションにアクセスできます。このインターフェースでは、Lightning
コンポーネントを含むアプリケーションを作成し、あらゆる場所のすべてのユーザにリリースできます。
ltng:allowGuestAccess インターフェースのある Lightning Out 連動関係アプリケーションは、Lightning

Components for Visualforce および Lightning Out で使用できます。
• Lightning Components for Visualforce を使用すると、Lightning アプリケーションを Visualforce ページに追加してか
ら、そのページを Salesforce タブ + Visualforce コミュニティで使用できます。その後、そのページへの公開ア
クセスを許可できます。
• Lightning Out を使用すると、Lightning Out がサポートされているすべての場所、つまりほぼすべての場所に
Lightning アプリケーションをリリースできます。
ltng:allowGuestAccess インターフェースは、コミュニティが有効な組織でのみ使用可能で、Lightning Out

アプリケーションは組織で定義したすべてのコミュニティエンドポイントに関連付けられています。
重要: ltng:allowGuestAccess インターフェースを追加して Lightning アプリケーションをゲストユーザ
がアクセスできるようにすると、コミュニティで公開アクセスが有効になっているかどうかに関わらず、
組織内のすべてのコミュニティからアクセスできます。コミュニティ URL を介したアクセスを防ぐことは
できず、一部のコミュニティのみに対してアクセス可能にすることはできません。
警告: アプリケーションのゲストアクセスへの開放は慎重に行ってください。ゲストアクセスが有効なア
プリケーションは、コミュニティのゲストユーザプロファイルに設定したオブジェクトレベルセキュリ
ティと項目レベルセキュリティ (FLS) を無視します。Lightningコンポーネントでは、オブジェクトを参照し
たり、Apex コントローラからオブジェクトを取得したりするときに、CRUD および FLS が自動的に適用さ
れることはありません。つまり、このフレームワークでは、ユーザに CRUD アクセス権および FLS 表示権
限がないレコードと項目は引き続き表示されます。CRUD と FLS は、Apex コントローラで手動によって適
用する必要があります。ゲストアクセスが有効なアプリケーションで使用されるコード内のエラーによっ
て、組織のデータが世界中に開放されてしまう可能性があります。

使用方法
まず、ltng:allowGuestAccess インターフェースを Lightning Out 連動関係アプリケーションに追加します。
次に例を示します。
<aura:application access="GLOBAL" extends="ltng:outApp"
implements="ltng:allowGuestAccess">
<aura:dependency resource="c:storeLocatorMain"/>
</aura:application>
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メモ: 個別のコンポーネントではなく、Lightning アプリケーションのみに ltng:allowGuestAccess イ
ンターフェースを追加できます。
次に、Lightning Out JavaScript ライブラリをページに追加します。
• Lightning Components for Visualforce では、<apex:includeLightning /> タグをページの任意の場所に追加す
るだけです。
• Lightning Out では、コミュニティのエンドポイント URL を使用して、ライブラリを直接参照する <script>
タグを追加します。次に例を示します。
<script
src="https://yourCommunityDomain/communityURL/lightning/lightning.out.js"></script>

例: https://universalcontainers.force.com/ourstores/lightning/lightning.out.js
最後に、Lightning アプリケーションを読み込んで有効化する JavaScript コードを追加します。このコードは、エ
ンドポイントに組織のいずれかのコミュニティ URL を使用する必要がある重要な追加が含まれる、標準の
Lightning Out です。エンドポイント URL は、https://yourCommunityDomain/communityURL/ の形式を取り
ます。次のサンプルでは、関連する行が強調表示されています。
<script>
$Lightning.use("c:locatorApp",
// name of the Lightning app
function() {
// Callback once framework and app loaded
$Lightning.createComponent(
"c:storeLocatorMain", // top-level component of your app
{ },
// attributes to set on the component when created
"lightningLocator",
// the DOM location to insert the component
function(cmp) {
// callback when component is created and active on the page
}
);
},
'https://universalcontainers.force.com/ourstores/' // Community endpoint
);
</script>

関連トピック:
公開コミュニティでの Lightning アプリケーションへのアクセス
Lightning コンポーネント開発者ガイド: Visualforce ページでの Lightning コンポーネントの使用
Lightning コンポーネント開発者ガイド: Lightning Out を使用した任意のアプリケーションへの Lightning コンポー
ネントの追加 (ベータ)
Lightning コンポーネント開発者ガイド: CRUD および項目レベルセキュリティ (FLS)
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改善されたエラーメッセージによる迅速なコンポーネントマークアップエラー
の検索
特定の種類のLightningコンポーネントマークアップエラーによって発生するランタイムエラーの説明と表示が
改善されました。ユーザが発生したエラーを簡単に報告し、システム管理者がそれらのエラーを簡単に検索し
て修正できるようになりました。この変更は、デバッグモードが有効かどうかに関わらず、組織のすべての
ユーザに適用されます。
1 枚の写真には 1,000 の言葉と同じ価値があると言いますが、これは 2 つの写真に相当します。
Spring '17 のエラーメッセージ

以前のリリース

メモ: 新しいエラーパネルには [OK] ボタンがありません。パネルを閉じるには、右上の [X] をクリックし
ます。
新しいエラーパネルは、Lightning Experience または Salesforce1 で関連するエラーが発生したときにのみ表示され
ます。エラーパネルの展開可能なスタック追跡はデスクトップおよびタブレットフォーム要素にのみ表示さ
れ、携帯電話には表示されません。
特定の種類のマークアップエラーのみが新しいエラー表示になります。コンポーネントコントローラまたはヘ
ルパー JavaScript コードのエラーは、以前のエラー出力で表示されます。新しいエラー表示はカスタムコンポー
ネントのみに適用され、フレームワークで提供される標準コンポーネントには適用されません。たとえば、
Lightning Experience および Salesforce1 外部の Lightning Out やスタンドアロンアプリケーションでは、エラー出力に
以前は省略されていた詳細 (完全なスタック追跡など) が含まれる場合があります。
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開発者コンソールでのクイックアクションの Lightning コンポーネントの作成
開発者コンソールの [New Lightning Bundle (新規 Lightning バンドル)] パネルに、Lightning コンポーネントバンドル
を作成するときにLightningクイックアクションのインターフェースを追加するオプションが含まれるようにな
りました。
[Lightning Quick Action (Lightning クイックアクション)] オプションは、新しいコンポーネントをそのコンポーネン
トの implements 属性の値として force:lightningQuickAction インターフェースに追加します。

完全なカスタムユーザインターフェースでクイックアクションを作成する場合、代わりに
force:lightningQuickActionWithoutHeader インターフェースを使用するように結果のマークアップを
編集します。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド: カスタムアクションのコンポーネントの設定
Lightning コンポーネント開発者ガイド: 開発者コンソールで使用できる Lightning バンドル設定

Lightning Data Service (開発者プレビュー)
Lightning Data Service は開発者プレビューで引き続き使用可能で、使用を開始するために役立つドキュメントが
更新されています。Lightning Data Service を使用すると、Apex コードを必要とせずに、コンポーネントでレコー
ドの読み込み、作成、編集、削除ができます。Lightning Data Service は、共有ルールと項目レベルセキュリティ
を処理します。Apexを必要としないだけでなく、Lightning Data Serviceはパフォーマンスとユーザインターフェー
スの一貫性を改善します。
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Lightning 基本コンポーネントでのイベント処理の簡略化
イベント処理で迷うことなく直接ソースにアクセスできます。Lightning 基本コンポーネントでは、LockerService
が有効かどうかに関わらず、event.getSource() を使用してイベントを起動するコンポーネントにアクセス
できるようになりました。
event.getSource() は、イベントを起動するコンポーネントのインスタンスを返します。次に例を示しま

す。
<aura:component>
<lightning:button name="myButton" onclick="{!c.doSomething}"/>
</aura:component>
({
doSomething: function(cmp, event, helper) {
var button = event.getSource();
//The following patterns are not supported
//when you’re trying to access another component’s
//DOM elements.
var el = event.target;
var currentEl = event.currentTarget;
}
})

この構文を使用して、イベントに渡されたコンポーネント属性を取得します。
event.getSource().get("v.name")

メモ: Summer '17 では、LockerService はすべての組織で自動的に有効になります。この変更に備えて、
event.getSource() を使用するように JavaScript コードを更新することをお勧めします。このパターン
は、ui 名前空間のコンポーネントなど、他のコンポーネントのイベント処理でも同じです。
このセクションの内容:
onactive イベントの処理
lightning:tab または lightning:menuItem コンポーネントが有効な場合、有効なコンポーネントへの

参照を取得します。
関連トピック:
LockerService のコンテンツセキュリティポリシーの厳格化

onactive イベントの処理
lightning:tab または lightning:menuItem コンポーネントが有効な場合、有効なコンポーネントへの参

照を取得します。
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onactive イベントハンドラでは、どのタブまたはメニュー項目が有効かを確認できます。コンポーネントを

数回クリックすると、ハンドラが 1 回だけ呼び出されます。たとえば、有効な場合にのみタブのコンテンツを
遅延読み込みできます。次に、有効な場合にコンテンツが読み込まれる 2 つのタブの例を示します。
<lightning:tabset variant="scoped">
<lightning:tab onactive="{! c.handleActive }" label="Accounts" id="accounts" />
<lightning:tab onactive="{! c.handleActive }" label="Cases" id="cases" />
</lightning:tabset>

クライアント側ヘルパーで、$A.createComponent() を使用して、コンテンツを追加する前に選択されたタ
ブを渡します。
({
handleActive: function (cmp, event) {
var tab = event.getSource();
switch (tab.get('v.id')) {
case 'accounts' :
this.injectComponent('c:myAccountComponent', tab);
break;
case 'cases' :
this.injectComponent('c:myCaseComponent', tab);
break;
}
},
injectComponent: function (name, target) {
$A.createComponent(name, {
}, function (contentComponent, status, error) {
if (status === "SUCCESS") {
target.set('v.body', contentComponent);
} else {
throw new Error(error);
}
});
}
})

メモ: タブの ID または値のみが必要で、ターゲットコンポーネントへの参照は不要な場合は、onselect
イベントハンドラを使用します。

JavaScript の instanceof での LockerService 制限の削除
以前は、LockerService が有効な場合は JavaScript コードで instanceof 演算子を使用しないように指示されてい
ました。一部のフレームワークのリファクタリングにより、この制限が削除されました。
コンポーネントで instanceof を自由に使用したり、内部で instanceof を使用するサードパーティライブ
ラリの静的リソースをアップロードしたりできます。

新規追加または変更された Lightning コンポーネント
アプリケーションをよりすばやく作成できるように、いくつかの新しいコンポーネントが追加され、その他の
コンポーネントは改善されました。
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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。
forceCommunity:routeLink
指定されたレコード ID から自動的に生成される href 属性に HTML アンカー (<a>) タグを設定します。カス
タマーサービス (Napili) テンプレートに基づくコミュニティで SEO リンクの品質を改善するために使用しま
す。
lightning:avatar
ユーザのビジュアル表現。

変更されたコンポーネント
次のコンポーネントが変更されました。
lightning:button
次の属性が新規追加されました。
• title — ボタンのツールチップテキスト。
• type — ボタンの種類を指定します。有効な値は、button、reset、および submit です。この値のデフォル
トは button です。
lightning:buttonIcon
次の属性が新規追加されました。
• iconClass — 含まれるアイコン要素に適用される CSS クラス。
• title — ボタンのツールチップテキスト。
• type — ボタンの種類を指定します。有効な値は、button、reset、および submit です。この値のデフォル
トは button です。
lightning:buttonMenu
次の属性が変更されています。
• iconName — utility:down または utility:chevrondown 以外のアイコンが使用されている場合、
utility:down アイコンがそのアイコンの右に追加されます。
lightning:icon
次の属性が変更されています。
• variant — bare のバリエーションがユーティリティアイコンに追加されました。
次の属性が新規追加されました。
• title — アイコンのツールチップテキスト。
lightning:input
項目検証は、項目でユーザが操作中に連続キーストロークの 2 秒の遅延後に発生するようになりました。
onblur イベント中、項目検証はすぐに発生します。項目を離れると、入力規則エラーが表示されます。
次の種別が新規追加されました。
• file — [ファイルをアップロード] ボタンまたはドラッグアンドドロップゾーンを使用してファイルを
アップロードするための入力項目。
• search — 検索文字列を入力するための入力項目。
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次の属性が新規追加されました。
• accept — サーバが受け入れるファイルの種類を指定します。この属性は、type='file' の場合にの
み使用できます。
• files — 選択したファイルが含まれる FileList。この属性は、type='file' の場合のみ使用できます。
• multiple — ユーザが複数の値を入力できることを指定します。この属性は、type='file' の場合に
のみ使用できます。
次の属性が変更されています。
• validity — 初期値は、null ではなくなりました。つまり、ユーザが項目を操作していない場合でも
入力項目の有効性をチェックできます。
次のメソッドが新規追加されました。
• showHelpMessageIfInvalid — フォームコントロールが無効な状態の場合、ヘルプメッセージを表示
します。
lightning:menuItem
次の属性が新規追加されました。
• onactive — メニュー項目が有効なときにトリガされるアクション。詳細は、「onactive イベントの処
理」を参照してください。
lightning:select
項目検証は、項目でユーザが操作中に連続キーストロークの 2 秒の遅延後に発生するようになりました。
onblur イベント中、項目検証はすぐに発生します。項目を離れると、入力規則エラーが表示されます。
次の属性が変更されています。
• validity — 初期値は、null ではなくなりました。つまり、ユーザが項目を操作していない場合でも
入力項目の有効性をチェックできます。
次のメソッドが新規追加されました。
• showHelpMessageIfInvalid — フォームコントロールが無効な状態の場合、ヘルプメッセージを表示
します。
lightning:spinner
次の属性が新規追加されました。
• alternativeText — 待機する理由とスピナーの必要性を説明します。
lightning:tab
次の属性が新規追加されました。
• onactive — タブが有効なときにトリガされるアクション。詳細は、「onactive イベントの処理」を参
照してください。
lightning:textarea
項目検証は、項目でユーザが操作中に連続キーストロークの 2 秒の遅延後に発生するようになりました。
onblur イベント中、項目検証はすぐに発生します。項目を離れると、入力規則エラーが表示されます。
次の属性が変更されています。
• validity — 初期値は、null ではなくなりました。つまり、ユーザが項目を操作していない場合でも
入力項目の有効性をチェックできます。
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次のメソッドが新規追加されました。
• showHelpMessageIfInvalid — フォームコントロールが無効な状態の場合、ヘルプメッセージを表示
します。
ui:outputText
次の属性が新規追加されました。
• title — 追加情報をフロート表示テキストとして表示します。

Lightning イベントの変更
Lightning イベントはコンポーネント間のコミュニケーションを容易にし、アプリケーションのインタラクショ
ンを向上させます。

変更されたイベント
次のイベントが変更されています。
forceCommunity:analyticsInteraction
hitType 属性で、次の値がサポートされるようになりました。
• social: Facebook での [いいね!] ボタンのクリックなど、ソーシャルインタラクションを測定します。
• exception: プロパティで発生するエラーの種類と件数を測定します。
• timing: ページの読み込み時間など、期間を測定しミリ秒単位で示します。

新しい JavaScript API メソッド
JavaScript API メソッドは、コンポーネントのクライアント側のコントローラ、ヘルパー、またはレンダラで使
用します。
次のメソッドが新規追加されました。
Component.getName()

コンポーネントの名前を namespace:cmpName 形式 (ui:button など) で返します。この形式は、コンポー
ネントの記述子とも呼ばれます。

Visualforce: Lightning Experience の機能強化
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。
このリリースでの変更によって、Visualforce ページで Lightning Design System を簡単
に使用できるようになり、Lightning Experience とのインテグレーションが改善さ
れます。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバ
イルアプリケーションのすべてのバージョンに適用されます。
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。
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このセクションの内容:
Visualforce ページでの Lightning Design System の使用
<apex:slds> 要素を使用して Visualforce ページに Lightning Design System を組み込み、Lightning Experience のス

タイルに合わせます。このコンポーネントの使用は、Lightning Design System を静的リソースとしてアップ
ロードして Visualforce ページで使用することに代わる合理的な方法です。
$Asset グローバル変数を使用した Lightning Design System アセットの参照
$Asset グローバル変数を使用して、Lightning Design System に含まれる画像、スプライト、その他のアセッ

トにアクセスします。このグローバル変数は、<apex:slds> コンポーネントも使用する Visualforce ページ
で使用します。
Visualforce ページのセキュリティ強化
Force.com サイトの標準ページにアクセスできるログイン設定が追加されました。サイトで Visualforce ページ
のみを提供する場合、この設定を無効にすることでアクセス保護のレイヤをサイトに追加できます。
Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を許可 (重要な更新)
この重要な更新により、Visualforce ページで GET 要求の CSRF チェックを有効にできるようになりますが、既
存の Visualforce ページへのリンクが切断される可能性があります。
上書きに影響する Visualforce URL パラメータの新しい順序
Visualforce ページの URL パラメータの順序の変更は、Visualforce の上書きに影響を及ぼす場合があります。
Visualforce ページを使用してアクションを上書きする場合、パラメータの値をエンコードしないと、ユーザ
がそのアクションを実行しようとしたときにエラーが発生します。

Visualforce ページでの Lightning Design System の使用
<apex:slds> 要素を使用して Visualforce ページに Lightning Design System を組み込み、Lightning Experience のスタ

イルに合わせます。このコンポーネントの使用は、Lightning Design System を静的リソースとしてアップロード
して Visualforce ページで使用することに代わる合理的な方法です。
Lightning Design System は静的リソースとしてアップロードする必要がないため、ページの構文をシンプルに保
ち、250 MB の静的リソース制限を超えずに済みます。Visualforce ページで Lightning Design System スタイルシート
を使用するには、ページマークアップの任意の場所に <apex:slds /> を追加します。
一般に、Lightning Design System はすでに範囲が指定されています。ただし、applyBodyTag または applyHtmlTag
を false に設定した場合、範囲指定クラス slds-scope を含める必要があります。範囲指定クラス内のマーク
アップで、Lightning Design System のスタイルとアセットを参照できます。
Lightning Design System のアセット (SVG アイコンや画像など) を参照するには、URLFOR() 数式関数と $Asset グ
ローバル変数を使用します。
関連トピック:
$Asset グローバル変数を使用した Lightning Design System アセットの参照
Visualforce 開発者ガイド: Lightning Design System の使用

478

Salesforce Spring '17 リリースノート

Visualforce: Lightning Experience の機能強化

$Asset グローバル変数を使用した Lightning Design System アセットの参照
$Asset グローバル変数を使用して、Lightning Design System に含まれる画像、スプライト、その他のアセットに

アクセスします。このグローバル変数は、<apex:slds> コンポーネントも使用するVisualforceページで使用し
ます。
$Resource ではなく $Asset を使用してください。この変数では、ドット表記および SLDS を使用します。

たとえば、次のマークアップは Lightning Design System の JPG アバターを参照します。
<apex:page>
<apex:slds />
<span class="slds-icon_container slds-icon--small slds-icon-standard-account"
title="Contact Avatar">
<img src="{!URLFOR($Asset.SLDS, 'assets/images/avatar1.jpg')}" alt="Contact Avatar"
/>
</span>
</apex:page>

関連トピック:
Visualforce ページでの Lightning Design System の使用
Visualforce 開発者ガイド: $Asset

Visualforce ページのセキュリティ強化
Force.com サイトの標準ページにアクセスできるログイン設定が追加されました。サイトで Visualforce ページの
みを提供する場合、この設定を無効にすることでアクセス保護のレイヤをサイトに追加できます。
[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。サイト名をクリックし、
[サイトの詳細] ページで [ログイン設定] をクリックします。

標準ページはプラットフォームの一部として Salesforce から提供されるものであり、Visualforce ページはお客様
が作成するものです。[標準の Salesforce ページへのアクセスを許可]設定を有効にすると、認証済みユーザは、
そのユーザのアクセス制御で許可されているサイトの標準の Salesforce ページにアクセスできます。無効にする
と、認証済みユーザは、そのユーザのアクセス制御で許可されていても標準の Salesforce ページにアクセスでき
ません。
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メモ: この設定は、コミュニティ以外の Force.com サイトでのみ表示されます。ただし、メタデータ API を
介してコミュニティの Force.com サイトでこの設定を使用することができます。

Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を許可 (重要な更新)
この重要な更新により、Visualforce ページで GET 要求の CSRF チェックを有効にできるようになりますが、既存
の Visualforce ページへのリンクが切断される可能性があります。
[設定] で Visualforce ページを作成するときに、[GET 要求の CSRF 保護が必要] を選択できます。このオプションを
使用することで、クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF) を防ぐVisualforceページのセキュリティが強化さ
れます。
一般に、Visualforce ページからの POST 要求でデータが送信され、GET 要求でデータが求められます。POST 要求
には常に CSRF 保護が含まれます。この重要な更新により、Visualforce ページが GET 要求で確実に CSRF トークン
を受け取るオプションを使用できるようになります。
Visualforce ページでこのオプションが有効な場合、その URL (/apex/PageName) を入力してページにアクセスす
ることはできません。また、<a> タグを使用したそのページへのプレーンリンクも機能しません。CSRF 保護が
有効な Visualforce ページにアクセスしようとすると、ページは読み込まれず、エラーが表示されます。
CSRF チェックがあるページからのプレーンリンクは機能しますが、そのページへのリンクは機能しません。た
とえば、ページの名前が PageName の場合、リンク <a href="/apex/PageName">Link</a> は機能しませ
ん。代わりに、URLFOR() 数式関数、$Page グローバル変数、または apex:outputLink コンポーネントを
使用します。
<apex:outputLink value="/apex/PageName">Link using apex:outputlink</apex:outputlink>
<a href="{!$Page.PageName}">Link using $Page</a>
<a href="{!URLFOR($Page.PageName)}">Link using URLFOR()</a>

GET 要求の CSRF チェックは、Visualforce ページが Apex コントローラから参照される方法にも影響します。ナビ
ゲーションの目的で CSRF で保護されたページの URL に戻るメソッドは機能しません。
public String getPage(){
return '/apex/PageName';
}

代わりに、URL ではなく Visualforce ページへの参照を返すメソッドを使用します。
public class customController {
public PageReference getPage() {
return new PageReference('/apex/PageName');
}
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public PageReference getPage1() {
return Page.PageName;
}
}

このいずれかのメソッドを使用してページにリンクすると、Visualforce が必要な CSRF トークンを URL に追加し
ます。ページで CSRF 保護が有効になっているかどうかに関わらず、Visualforce ページへのリンクにはこれらの
メソッドが優先されます。Visualforce ページの URL に CSRF トークンを追加する場合は、これらのメソッドのみ
を使用できます。

重要な更新のテスト
この更新は、2017 年 6 月 11 日の自動有効化日付にあらゆる場所で有効になります。最初に Developer Edition 組織
で Visualforce コードをテストしてから、CSRF 保護を使用するすべての Visualforce ページへのリンクが機能するこ
とを確認することをお勧めします。本番組織で作業する必要がある場合は、ピーク時を避けて行います。
1. [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。
2. [Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を許可] の [有効化] をクリックします。
3. GET 要求の CSRF 保護が有効になっている Visualforce ページへのリンクをテストします。

上書きに影響する Visualforce URL パラメータの新しい順序
Visualforceページの URL パラメータの順序の変更は、Visualforceの上書きに影響を及ぼす場合があります。Visualforce
ページを使用してアクションを上書きする場合、パラメータの値をエンコードしないと、ユーザがそのアク
ションを実行しようとしたときにエラーが発生します。
ユーザがレコードの作成、保存、編集、または削除などのアクションを実行すると、ページの URL に retURL
文字列が含まれます。retURL は、アクションが完了したときに戻るページをSalesforceに指示します。Visualforce
ページまたは Apex コントローラの URL に retURL を追加する場合は、エンコードする必要があります。そう
しないと検証エラーが発生します。これは、Visualforce URL 内の retURL とその他のパラメータ (レコード ID な
ど) の順序が変更されたためです。
Visualforce ページでは、URLENCODE() を使用します。たとえば、
retURL={!URLENCODE($CurrentPage.parameters.retURL)} を使用して retURL を作成します。

Apex コントローラでは、urlEncode() メソッドを使用します。たとえば、
EncodingUtil.urlEncode(retURL,'UTF-8') です。

Apex コード
Apexスタブ API が正式にリリースされました。Apexバッチジョブの監視に役立つ
ページを追加し、instanceOf キーワードとテスト設定メソッドのいくつかの
バグを修正しました。
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。
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このセクションの内容:
Apex スタブ API を正式リリース
Apexには、モックフレームワークを実装するためのスタブ API があります。モックフレームワークには多く
の利点があります。テストを合理化し、改善できるため、より迅速で信頼性の高いテストを作成するのに
役立ちます。クラスを分離してテストするために使用できます。これは単体テストを行う場合に重要です。
スタブ API を使用してモックフレームワークを作成すると、スタブオブジェクトが実行時に生成されるとい
う利点もあります。これらのオブジェクトは動的に生成されるため、テストクラスをパッケージ化してリ
リースする必要がありません。スタブ API を使用して独自のモックフレームワークを構築したり、他のユー
ザが構築したモックフレームワークを使用したりできます。
Apex 一括処理ジョブの状況監視
Apex 一括処理ジョブの状況について、より詳細な情報を取得します。特定の一括処理クラスの親ジョブに
関する情報 (実行日、完了日、一括処理された数、一括処理に失敗した数など) を取得できます。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
クラスごとに 1 つのテスト設定メソッドのみを許可
Apexテストクラスごとに許可されるテスト設定メソッドが 1 つのみになりました。テスト設定メソッドは、
@testSetup アノテーションが付加されたメソッドです。以前のバージョンでは、バグにより複数のテス
ト設定メソッドが許可されていましたが、そのバグが修正されました。複数のテスト設定メソッドを持つ
Apex テストクラスを実行した場合、コンパイル時例外が発生します。コードを更新してテストを再実行し
てください。
instanceOf キーワードのバグを解決
基本管理パッケージでの Apex instanceOf キーワードが一貫して動作するようになりました。以前のバー
ジョンでは、左側の式が右側の式に指定されたターゲット種別を拡張する Apex クラスで、Apex クラスが
ターゲット種別とは異なるパッケージで宣言されている場合、正しい値が提供されませんでした。
チェーニングされたキュー可能ジョブからの Web サービスコールアウトの実行
Apex で、チェーニングされたキュー可能ジョブから Web サービスコールアウトを実行できるようになりま
した。これまでもキュー可能ジョブで Web サービスコールアウトを実行できましたが、チェーニングされ
た追加のジョブでコールアウトを実行すると例外が発生していました。
入力された SObject 項目の対応付けによって返される正しい値
SObject.getPopulatedFieldsAsMap() メソッドは、入力された項目名とそれに対応する値の対応付け

を返します。対応付けには、SObject インスタンスについてメモリ内で入力された項目のみが含まれます。
以前は、このメソッドでは、SOQL クエリで取得された後に SObject に追加された項目が返されませんでし
た。このバグが修正され、メソッドで正しい項目が返されるようになりました。
Apex の新しいトランザクションセキュリティポリシーのテスト要件
ポリシーを実装している組織でポリシー条件インターフェースを使用している場合、ポリシーのテストク
ラスは不要です。ポリシーを別の組織に移動する場合、新しい組織で Apex ポリシーのテストクラスが必要
です。ポリシーを Sandbox から本番組織に移動するか、変更セットと共に移動するか、または他の方法で移
動するかに関係なくテストが必要です。なぜでしょうか? ポリシーを開発環境外で使用できるようにする場
合、ポリシーをテストして適切に機能することを確認する必要があるためです。
Apex: 新規および変更されたクラスおよびインターフェース
次のクラスおよびインターフェースが新規追加または変更されています。
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ConnectApi (Chatter in Apex)
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。このリリースでは、新し
い ConnectApi.ContentHub クラスを使用して Files Connect にアクセスしたり、ストリームを使用してカ
スタムフィードを作成および管理したり、ダイレクトメッセージを送信したり、フィード投稿を共有した
りできます。

Apex スタブ API を正式リリース
Apex には、モックフレームワークを実装するためのスタブ API があります。モックフレームワークには多くの
利点があります。テストを合理化し、改善できるため、より迅速で信頼性の高いテストを作成するのに役立ち
ます。クラスを分離してテストするために使用できます。これは単体テストを行う場合に重要です。スタブ
API を使用してモックフレームワークを作成すると、スタブオブジェクトが実行時に生成されるという利点も
あります。これらのオブジェクトは動的に生成されるため、テストクラスをパッケージ化してリリースする必
要がありません。スタブ API を使用して独自のモックフレームワークを構築したり、他のユーザが構築したモッ
クフレームワークを使用したりできます。
実行時に Apex クラスの匿名サブクラスとして作成されるスタブオブジェクトの動作を定義できます。スタブ
API は System.StubProvider インターフェースと System.Test.createStub() メソッドから構成されま
す。
Apex クラスのスタブバージョンを使用する手順は、次のとおりです。
1. System.StubProvider インターフェースを実装してスタブクラスの動作を定義します。
2. System.Test.createStub() メソッドを使用してスタブオブジェクトをインスタンス化します。
3. テストクラス内からスタブオブジェクトの該当するメソッドを呼び出します。
GA バージョンでは、スタブ API のパイロットバージョンに存在した次の制限が解決しています。
• パイロットバージョンで createStub() メソッドをコールする場合、Apex クラスは、ゼロ引数を取るコン
ストラクタを持つ必要がありましたが、GA バージョンではこの制限がなくなりました。
• 例外を模造できるようになりました。
•

Schedulable インターフェースと Queueable インターフェースを実装するクラスを模造できるようにな

りました。

Apex 一括処理ジョブの状況監視
Apex一括処理ジョブの状況について、より詳細な情報を取得します。特定の一括処理クラスの親ジョブに関す
る情報 (実行日、完了日、一括処理された数、一括処理に失敗した数など) を取得できます。この変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Apex」と入力し、[Apex ジョブ] を選択して組織のすべての Apex
ジョブを表示します。
2. ページの上部にあるリンクをクリックして新しい一括処理ジョブページに移動し、すべての Apex 一括処理
クラスを表示します。
3. 特定の一括処理クラスで [詳細情報] をクリックすると、次の情報を含む一括処理クラスの親ジョブが表示
されます。
• 状況
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• 実行日と完了日
• 各一括処理の経過時間
• 一括処理された数
• 一括処理に失敗した数

クラスごとに 1 つのテスト設定メソッドのみを許可
Apex テストクラスごとに許可されるテスト設定メソッドが 1 つのみになりました。テスト設定メソッドは、
@testSetup アノテーションが付加されたメソッドです。以前のバージョンでは、バグにより複数のテスト設
定メソッドが許可されていましたが、そのバグが修正されました。複数のテスト設定メソッドを持つ Apex テ
ストクラスを実行した場合、コンパイル時例外が発生します。コードを更新してテストを再実行してくださ
い。

instanceOf キーワードのバグを解決
基本管理パッケージでのApex instanceOf キーワードが一貫して動作するようになりました。以前のバージョ
ンでは、左側の式が右側の式に指定されたターゲット種別を拡張する Apex クラスで、Apex クラスがターゲッ
ト種別とは異なるパッケージで宣言されている場合、正しい値が提供されませんでした。

チェーニングされたキュー可能ジョブからの Web サービスコールアウトの実
行
Apex で、チェーニングされたキュー可能ジョブから Web サービスコールアウトを実行できるようになりまし
た。これまでもキュー可能ジョブで Web サービスコールアウトを実行できましたが、チェーニングされた追
加のジョブでコールアウトを実行すると例外が発生していました。
関連トピック:
Idea Exchange: Allow Callouts from Chained Queueable Apex Jobs (Idea Exchange: チェーニングされたキュー可能 Apex ジョ
ブからのコールアウトを許可)
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入力された SObject 項目の対応付けによって返される正しい値
SObject.getPopulatedFieldsAsMap() メソッドは、入力された項目名とそれに対応する値の対応付けを

返します。対応付けには、SObject インスタンスについてメモリ内で入力された項目のみが含まれます。以前
は、このメソッドでは、SOQL クエリで取得された後に SObject に追加された項目が返されませんでした。この
バグが修正され、メソッドで正しい項目が返されるようになりました。

Apex の新しいトランザクションセキュリティポリシーのテスト要件
ポリシーを実装している組織でポリシー条件インターフェースを使用している場合、ポリシーのテストクラス
は不要です。ポリシーを別の組織に移動する場合、新しい組織で Apex ポリシーのテストクラスが必要です。
ポリシーを Sandbox から本番組織に移動するか、変更セットと共に移動するか、または他の方法で移動するか
に関係なくテストが必要です。なぜでしょうか? ポリシーを開発環境外で使用できるようにする場合、ポリシー
をテストして適切に機能することを確認する必要があるためです。

Apex: 新規および変更されたクラスおよびインターフェース
次のクラスおよび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 インターフェース
このインターフェースは今回のリリースで廃止されました。

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。
Auth 名前空間のクラス
AuthProviderPluginClass クラス

新しい Auth.AuthProviderPluginClass クラスには、更新トークンを取得するためのメソッドが含
まれます。
refresh(authProviderConfiguration, refreshToken)

新しいアクセストークンを返します。これを使用して、有効期限の切れたアクセストークンを更新
します。
OAuthRefreshResult クラス

新しい Auth.OAuthRefreshResult クラスは Auth.AuthProviderPluginClass.refresh メソッド
の結果を保存します。OAuth 認証フローでは、新しいアクセストークンの取得に使用できる更新トーク
ンが提供されます。アクセストークンは、セッションタイムアウト値で指定された有効期間に制限され
ています。アクセストークンの有効期限が切れた場合、更新トークンを使用して新しいアクセストーク
ンを取得します。このクラスには次のプロパティがあります。
accessToken

現在ログインしているユーザの OAuth アクセストークン。
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error

ユーザがカスタム認証プロバイダとの認証に失敗した場合に発生するエラー。
refreshToken

現在ログインしているユーザの OAuth 更新トークン。
VisualEditor 名前空間のクラス
DataRow クラス

新しい VisualEditor.DataRow クラスには、Lightning ページの Lightning コンポーネントで使用する選
択リストの 1 つの項目に関する情報が含まれます。
clone()
VisualEditor.DataRow オブジェクトの重複コピーを作成します。
compareTo(o)

現在の VisualEditor.DataRow オブジェクトを、指定されたオブジェクトと比較します。比較の
結果である整数値を返します。
getLabel()

ユーザに表示される、選択リスト項目の表示ラベルを返します。
getValue()

選択リスト項目の値を返します。
isSelected()

選択リスト項目の状況を返し、選択リスト項目が選択されているかどうかを示します。
DynamicPicklist クラス

新しい VisualEditor.DynamicPicklist クラスは、Lightning ページの Lightning コンポーネント内の
選択リストの値を表示するために使用されます。
clone()
VisualEditor.DynamicPicklist オブジェクトの重複コピーを作成します。
getDefaultValue()

選択リストのデフォルト値として設定された選択リスト項目を返します。
getLabel(attributeValue)

ユーザに表示される、特定の選択リスト値の表示ラベルを返します。
getValues()

選択リスト項目の値のリストを返します。
isValid(attributeValue)

選択リスト項目の値の有効な状態を返します。getValues() から返された
VisualEditor.DynamicPickListRows の任意の VisualEditor.DataRow に選択リスト値が含ま
れる場合、その選択リスト値は有効とみなされます。
DynamicPicklistRows クラス

新しい VisualEditor.DynamicPicklistRows クラスには、Lightning ページの Lightning コンポーネン
ト内の選択リスト項目のリストが含まれます。
addAllRows(rows)

LightningページのLightningコンポーネントに表示する動的選択リストに選択リスト項目のリストを追
加します。
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addRow(row)

Lightning ページの Lightning コンポーネントに表示する動的選択リストに 1 つの選択リスト項目を追加
します。
clone()
VisualEditor.DynamicPickListRows オブジェクトの重複コピーを作成します。
containsAllRows()

ユーザが先行入力検索クエリを実行するときに、選択リストのすべての値を含めるか (true)、リスト
がクリックされたときに最初に表示された値のみを含めるか (false) を示す boolean 値を返します。
get(i)

指定されたインデックスに保存された選択リスト要素を返します。
getDataRows()

選択リスト項目のリストを返します。
setContainsAllRows(containsAllRows)

ユーザが先行入力検索クエリを実行するときに、選択リストのすべての値を含めるか (true)、リスト
がクリックされたときに最初に表示された値のみを含めるか (false) を示す値を設定します。

変更された Apex インターフェース
このインターフェースは今回のリリースで廃止されました。
Auth.AuthProviderPlugin インターフェース

廃止
Auth.AuthProviderPlugin インターフェースを新しい抽象クラス
Auth.AuthProviderPluginClass で置き換えました。Auth.AuthProviderPlugin を使用して

カスタム認証プロバイダを実装している場合、その認証プロバイダは引き続き機能します。ただし、
新しい機能を追加したり、新しいプロバイダを実装したりする場合は、
Auth.AuthProviderPluginClass 抽象クラスを使用してください。

ConnectApi (Chatter in Apex)
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。このリリースでは、新しい
ConnectApi.ContentHub クラスを使用して Files Connect にアクセスしたり、ストリームを使用してカスタム
フィードを作成および管理したり、ダイレクトメッセージを送信したり、フィード投稿を共有したりできま
す。
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。
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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。
ゲストユーザが使用できるようになったお知らせ
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。
• 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。

Chatter フィード
これらのメソッドは、ConnectApi.ChatterFeeds クラスに含まれます。
組織でサポートされる絵文字の取得
• getSupportedEmojis() — 組織でサポートされる絵文字を取得します。
リストを取得するには、絵文字が組織で有効になっている必要があります。
コメントにいいね! を言う、またはいいね! の取り消し
• updateLikeForComment(communityId, commentId, isLikedByCurrentUser) — コメントにいい
ね! を言う、またはいいね! の取り消しを行います。
コメントにいいね! するには、isLikedByCurrentUser パラメータを true に設定します。コメントの
いいね! を取り消すには、このパラメータを false に設定します。
投稿にいいね! を言う、またはいいね! の取り消し
• updateLikeForFeedElement(communityId, feedElementId, isLikedByCurrentUser) — フィー
ド要素にいいね! を言う、またはいいね! の取り消しを行います。
投稿にいいね! するには、isLikedByCurrentUser パラメータを true に設定します。投稿のいいね!
を取り消すには、このパラメータを false に設定します。
共有フィードエンティティを使用したフィード要素の更新
• updateFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)
新しい ConnectApi.FeedEntityShareCapabilityInput クラスを指定して、この既存のメソッドを
使用します。
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メモ: shareFeedElement(communityId, subjectId, feedElementType,
originalFeedElementId) メソッドは、フィード要素の共有でサポートされなくなりました。
共有フィードエンティティのあるフィード要素の作成
• postFeedElement(communityId, feedElement)
新しい ConnectApi.FeedEntityShareCapabilityInput クラスを指定して、この既存のメソッドを
使用します。
ストリームフィードの取得
• getFeed(communityId, feedType, subjectId)
この既存のメソッドを使用します。feedType は Streams、subjectId はストリーム ID です。
• getFeed(communityId, feedType, subjectId, sortParam)
この既存のメソッドを使用します。feedType は Streams、subjectId はストリーム ID です。
ストリームフィードからのフィード要素の取得
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId)
この既存のメソッドを使用します。feedType は Streams、subjectId はストリーム ID です。
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam)

この既存のメソッドを使用します。feedType は Streams、subjectId はストリーム ID です。
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam)

この既存のメソッドを使用します。feedType は Streams、subjectId はストリーム ID です。
フィードストリームの作成、削除、情報取得、更新
• createStream(communityId, streamInput) — Chatter フィードストリームを作成します。
• deleteStream(communityId, streamId) — Chatter フィードストリームを削除します。
• getStream(communityId, streamId) — Chatter フィードストリームに関する情報を取得します。
• getStreams(communityId) — コンテキストユーザの Chatter フィードストリームを取得します。
• updateStream(communityId, streamId, streamInput) — Chatter フィードストリームを更新しま
す。
ダイレクトメッセージフィードの取得
• getFeed(communityId, feedType)
この既存のメソッドを使用します。feedType は DirectMessages です。
• getFeed(communityId, feedType, sortParam)
この既存のメソッドを使用します。feedType は DirectMessages、sortParam は
LastModifiedDateDesc です。
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ダイレクトメッセージフィードからのフィード要素の取得
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType)
この既存のメソッドを使用します。feedType は DirectMessages です。
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam)
この既存のメソッドを使用します。feedType は DirectMessages、sortParam は
LastModifiedDateDesc です。
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam)

この既存のメソッドを使用します。feedType は DirectMessages、sortParam は
LastModifiedDateDesc です。
ダイレクトメッセージの更新
• updateFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)
新しい ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput クラスを指定して、この既存のメソッドを使
用します。
ダイレクトメッセージの作成
• postFeedElement(communityId, feedElement)
新しい ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput クラスを指定して、この既存のメソッドを使
用します。
コミュニティの上位の未回答の質問のリストの取得または検索
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, filter)

既存のメソッドを使用します。feedType は Home、sortParam は MostViewed、filter は
UnansweredQuestions です。
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, q, filter)

この既存のメソッドを使用します。feedType は Home、sortParam は MostViewed、filter は
UnansweredQuestions です。
確認待機中のフィードの取得
• getFeed(communityId, feedType) (feedType は PendingReview)。
• getFeed(communityId, feedType, sortParam) (feedType は PendingReview)。
確認待機中のフィード投稿とコメントの取得および検索
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType) (feedType は PendingReview)。
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam)
(feedType は PendingReview)。
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam) (feedType は PendingReview)。
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• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, q) (feedType は PendingReview)。
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam,
q) (feedType は PendingReview)。
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, q) (feedType は PendingReview)。

Email Merge Field Service
このメソッドは、新しい ConnectApi.EmailMergeFieldService クラスにあります。
オブジェクトの差し込み項目のリストの抽出
• getMergeFields(objectApiNames) — 特定のオブジェクトの差し込み項目を抽出します。

Files Connect
次のメソッドは、新しい ConnectApi.ContentHub クラスにあります。
リポジトリファイルのファイルプレビューの取得
• getFilePreview(repositoryId, repositoryFileId, formatType) — リポジトリファイルのプ
レビューを取得します。
• getFilePreview(repositoryId, repositoryFileId, formatType, startPageNumber,
endPageNumber) — リポジトリファイルのプレビューのページまたはページ範囲を取得します。
• getFilePreview(communityId, repositoryId, repositoryFileId, formatType) — コミュニ
ティのリポジトリファイルのプレビューを取得します。
• getFilePreview(communityId, repositoryId, repositoryFileId, formatType,
startPageNumber, endPageNumber) — コミュニティのリポジトリファイルのプレビューのページま
たはページ範囲を取得します。
• getPreviews(repositoryId, repositoryFileId) — 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します。
• getPreviews(communityId, repositoryId, repositoryFileId) — コミュニティのリポジトリ
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します。
リポジトリの取得
• getRepositories() — リポジトリのリストを取得します。
• getRepositories(communityId) — コミュニティのリポジトリのリストを取得します。
• getRepositories(pageParam, pageSize) — リポジトリのページを取得します。
• getRepositories(communityId, pageParam, pageSize) — コミュニティのリポジトリのページ
を取得します。
• getRepository(repositoryId) — リポジトリを取得します。
• getRepository(communityId, repositoryId) — コミュニティのリポジトリを取得します。
リポジトリファイルの取得
• getRepositoryFile(repositoryId, repositoryFileId) — リポジトリファイルを取得します。
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• getRepositoryFile(repositoryId, repositoryFileId,
includeExternalFilePermissionsInfo) — リポジトリファイル (権限情報あり/なし) を取得しま
す。
• getRepositoryFile(communityId, repositoryId, repositoryFileId) — コミュニティのリポ
ジトリファイルを取得します。
• getRepositoryFile(communityId, repositoryId, repositoryFileId,
includeExternalFilePermissionsInfo) — コミュニティのリポジトリファイル (権限情報あり/な
し) を取得します。
リポジトリフォルダの取得
• getRepositoryFolder(repositoryId, repositoryFolderId) — リポジトリフォルダを取得しま
す。
• getRepositoryFolder(communityId, repositoryId, repositoryFolderId) — コミュニティの
リポジトリフォルダを取得します。
リポジトリフォルダ項目の取得
• getRepositoryFolderItems(repositoryId, repositoryFolderId) — リポジトリフォルダ項目
を取得します。
• getRepositoryFolderItems(communityId, repositoryId, repositoryFolderId) — コミュニ
ティのリポジトリフォルダ項目を取得します。
• getRepositoryFolderItems(repositoryId, repositoryFolderId, pageParam, pageSize)
— リポジトリフォルダ項目のページを取得します。
• getRepositoryFolderItems(communityId, repositoryId, repositoryFolderId, pageParam,
pageSize) — コミュニティのリポジトリフォルダ項目のページを取得します。
リポジトリ項目の追加
• addRepositoryItem(repositoryId, repositoryFolderId, file) — リポジトリ項目を追加しま
す。
• addRepositoryItem(communityId, repositoryId, repositoryFolderId, file) — コミュニ
ティのリポジトリ項目を追加します。
• addRepositoryItem(repositoryId, repositoryFolderId, file, fileData) — リポジトリ項
目 (バイナリファイルを含む) を追加します。
• addRepositoryItem(communityId, repositoryId, repositoryFolderId, file, fileData)
— コミュニティのリポジトリ項目 (バイナリファイルを含む) を追加します。
リポジトリファイルの更新
• updateRepositoryFile(repositoryId, repositoryFileId, file) — リポジトリファイルのメ
タデータを更新します。
• updateRepositoryFile(repositoryId, repositoryFileId, file, fileData) — リポジトリ
ファイルのコンテンツを更新します。
• updateRepositoryFile(communityId, repositoryId, repositoryFileId, file) — コミュニ
ティのリポジトリファイルのメタデータを更新します。
• updateRepositoryFile(communityId, repositoryId, repositoryFileId, file, fileData)
— コミュニティのリポジトリファイルのコンテンツを更新します。
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コンテキストユーザがリポジトリフォルダに作成できる項目種別の取得
• getAllowedItemTypes(repositoryId, repositoryFolderId) — コンテキストユーザがリポジト
リフォルダに作成できる項目種別を取得します。
• getAllowedItemTypes(repositoryId, repositoryFolderId, filter) — コンテキストユーザ
がリポジトリフォルダに作成できる項目種別を種別で絞り込まれた状態で取得します。
• getAllowedItemTypes(communityId, repositoryId, repositoryFolderId) — コンテキスト
ユーザがコミュニティのリポジトリフォルダに作成できる項目種別を取得します。
• getAllowedItemTypes(communityId, repositoryId, repositoryFolderId, filter) — コン
テキストユーザがコミュニティのリポジトリフォルダに作成できる項目種別を種別で絞り込まれた状態
で取得します。
リポジトリに関連付けられた項目種別に関する情報の取得
• getItemType(repositoryId, repositoryItemTypeId) — リポジトリに関連付けられた項目種別
に関する情報を取得します。
• getItemType(communityId, repositoryId, repositoryItemTypeId) — コミュニティのリポジ
トリに関連付けられた項目種別に関する情報を取得します。

グループ
このメソッドは、ConnectApi.ChatterGroups クラスに含まれます。
グループに参加してもらうための内部ユーザおよび外部ユーザの招待
• inviteUsers(groupId, invite) — グループに参加してもらうために内部ユーザおよび外部ユーザ
を招待します。

管理トピック
このメソッドは、ConnectApi.ManagedTopics クラスにあります。
最大 100 個のトピックのリストに関連付けられた管理トピックの取得
• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, recordIds, depth)
この既存のメソッドを使用します。recordIds は最大 100 個のトピック ID から成るリストです。

SalesforceInbox
このメソッドは、ConnectApi.SalesforceInbox クラスにあります。
特定のユーザグループとの特定のメールまたは行動の共有
• shareActivity(activityId, sharingInfo) — 特定のユーザグループと特定のメールまたは行動を
共有します。
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新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
Chatter フィード
ConnectApi.ChatterStreamInput

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。
• description — ストリームの説明 (最大 1,000 文字)。
• name — ストリームの名前 (最大 120 文字)。
• subscriptionsToAdd — フィードがストリームに含まれるエンティティのリスト (最大 25 エンティ
ティ)。
• subscriptionsToRemove — フィードをストリームから削除するエンティティのリスト。
ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput

この新しい入力クラスは、ConnectApi.FeedElementCapabilityInput のサブクラスです。次のプロパ
ティがあります。
• membersToAdd — ダイレクトメッセージに含めるメンバーのユーザ ID のリスト。
• subject — ダイレクトメッセージの件名。
ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput

この入力クラスには、次の新しいプロパティがあります。
• directMessage — ダイレクトメッセージの説明。
• feedEntityShare — フィード要素と共有するフィードエンティティの説明。
ConnectApi.FeedEntityShareCapabilityInput

この新しい入力クラスは、ConnectApi.FeedElementCapabilityInput のサブクラスです。次の 1 つの
プロパティがあります。
• feedEntityId — フィード要素と共有されるフィードエンティティの ID。
ConnectApi.FeedItemInput
originalItemId プロパティのサポートは終了しました。代わりに、
capabilities.feedEntityShare.feedEntityId プロパティを使用してください。
ConnectApi.StreamSubscriptionInput

この新しい入力クラスには、次の 1 つのプロパティがあります。
• entity — コンテキストユーザがアクセスできる任意のフィード対応エンティティ (グループ、レコー
ド、ユーザなど) の ID。登録すると、エンティティのフィードがフィードストリームに含まれます。

Files Connect
ConnectApi.ContentHubFieldValueInput

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。
• name — 項目の名前。
• value — 項目の値。
ConnectApi.ContentHubItemInput

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。
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• fields — 作成する項目のリスト。
• itemTypeId — 項目種別の ID。

グループ
ConnectApi.InviteInput

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。
• invitees — 招待の送信先のメールアドレスのリスト。
• message — 招待に含めるメッセージ。

Salesforce Inbox
ConnectApi.ActivitySharingInput

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。
• groupsToShareWith — 活動を共有するグループの ID のリスト。sharingType が MyGroups の場合の
み有効です。
• sharingType — 共有操作の種類。

新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
Chatter フィード
ConnectApi.ChatterStream

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• createdDate — ストリームが作成された日付。
• description — ストリームの説明。
• id — ストリームの 18 文字の ID。
• name — ストリームの名前。
• subscriptions — フィードがストリームに含まれるエンティティのリスト。
• url — ストリームへの URL。
ConnectApi.ChatterStreamPage

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• currentPageUrl — ストリームの現在のページへの URL。
• items — ストリームのリスト。
• nextPageUrl — ストリームの次のページへの URL。
• total — コレクション内のストリームの総数。
ConnectApi.DirectMessageCapability

この新しい出力クラスは、ConnectApi.FeedElementCapability のサブクラスです。次のプロパティが
あります。
• members — ダイレクトメッセージに含まれるメンバー。
• subject — ダイレクトメッセージの件名。
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ConnectApi.DirectMessageMemberPage

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• currentPageToken — ダイレクトメッセージメンバーの現在のページにアクセスするためのページトー
クン。
• currentPageUrl — ダイレクトメッセージメンバーの現在のページへの URL。
• nextPageToken — ダイレクトメッセージメンバーの次のページにアクセスするためのページトーク
ン。
• nextPageUrl — ダイレクトメッセージメンバーの次のページへの URL。
• users — ダイレクトメッセージメンバーのコレクション。
ConnectApi.Emoji

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• category — 絵文字のカテゴリ。
• shortcut — 絵文字のショートカット。
• unicodeCharacter — 絵文字の Unicode 文字。
ConnectApi.EmojiCollection

この新しい出力クラスには、次の 1 つのプロパティがあります。
• emojis — 絵文字のコレクション。
ConnectApi.Features

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。
• feedStreamEnabled — Chatter フィードのストリームが組織で有効になっているかどうかを示します。
• maxEntitySubscriptionsPerStream — Chatter ストリームで登録できるフィード対応エンティティの
最大数を示します。
• maxStreamsPerPerson — ユーザが設定できる Chatter ストリームの最大数を示します。
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。
• directMessage — この機能があるフィード要素は、ダイレクトメッセージです。
• feedEntityShare — この機能があるフィード要素は、フィードエンティティと共有されています。
ConnectApi.FeedEntityNotAvailableSummary

この新しい出力クラスは ConnectApi.FeedEntitySummary のサブクラスで、プロパティはありません。
ConnectApi.FeedEntityShareCapability

この新しい出力クラスは、ConnectApi.FeedElementCapability のサブクラスです。次の 1 つのプロパ
ティがあります。
• feedEntity — フィード要素と共有されるフィードエンティティの概要。
ConnectApi.FeedEntitySummary

この新しい出力クラスは ConnectApi.FeedItemSummary および
ConnectApi.FeedEntityNotAvailableSummary のスーパークラスで、次のプロパティがあります。
• actor — フィードエンティティを作成したエンティティ。
• body — フィードエンティティに関する情報。
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• createdDate — ISO8601 日付文字列形式のエンティティの作成日 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。
• feedElementType — フィードエンティティのタイプ。
• id — フィードエンティティの 18 文字の ID。
• isEntityAvailable — エンティティが使用可能かどうかを示します。false の場合、ユーザにエン
ティティへのアクセス権がないか、エンティティが削除されています。
• parent — フィードエンティティの親。
• relativeCreatedDate — 相対的な作成日 (「2 時間前」など)。
• url — フィードエンティティへの URL。
ConnectApi.FeedItem

この出力クラスには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• isSharable — フィード項目を共有できるかどうかを示します。
メモ: canShare プロパティのサポートは終了しました。
ConnectApi.FeedItemSummary

この新しい出力クラスは ConnectApi.FeedEntitySummary のサブクラスで、次のプロパティがありま
す。
• capabilities — フィード項目に含めることができるすべての機能のコンテナ。
• header — 投稿のタイトル。このプロパティには、すべてのメッセージセグメントに対する表示可能な
プレーンテキストが含まれます。クライアント側でフィード要素の種類の表示方法が不明の場合、この
テキストが表示されます。
• modifiedDate — ISO8601 日付文字列形式のフィード項目の変更日 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。
• originalFeedItem — このフィード項目が共有フィード項目の場合は、元のフィード項目への参照、
それ以外の場合は null。
• originalFeedItemActor — このフィード項目が共有フィード項目の場合は、フィード項目の元の投
稿者に関する情報、それ以外の場合は null。
• photoUrl — フィード項目に関連付けられた写真の URL。
• visibility — フィード項目を表示できるユーザを示します。
ConnectApi.SocialAccount

この出力クラスには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• socialPersonaId — externalSocialAccountId が使用できない場合のソーシャル人格の ID。
ConnectApi.SupportedEmojis

この新しい出力クラスには、次の 1 つのプロパティがあります。
• supportedEmojis — サポートされる絵文字のコレクション。

メール差し込み項目サービス
ConnectApi.EmailMergeFieldInfo

この新しい出力クラスには、次の 1 つのプロパティがあります。
• entityToMergeFieldsMap — 複数のオブジェクトとそれらの差し込み項目のコレクションの対応付
け。
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ConnectApi.EmailMergeFieldCollection

この新しい出力クラスには、次の 1 つのプロパティがあります。
• mergeFields — 単一オブジェクトの差し込み項目のリスト。

Files Connect
ConnectApi.AbstractContentHubItem

この新しい抽象出力クラスは、ConnectApi.ContentHubItemTypeDetail および
ConnectApi.ContentHubItemTypeSummary のスーパークラスです。次のプロパティがあります。
• contentStreamSupport — コンテンツストリーミングのサポートを示します。値は次のとおりです。
– ContentStreamAllowed
– ContentStreamNotAllowed
– ContentStreamRequired
• description — 項目種別の説明。
• displayName — 項目種別の表示名。
• id — 項目種別の ID。
• isVersionable — 項目種別にバージョンを設定できるかどうかを示します。
• url — 項目種別の詳細情報の URL。
ConnectApi.AbstractDirectoryEntrySummary

この新しい抽象出力クラスは、ConnectApi.RepositoryGroupSummary および
ConnectApi.RepositoryUserSummary のスーパークラスです。次のプロパティがあります。
• domain — ディレクトリエントリのドメイン。
• email — ディレクトリエントリのメール。
• id — ディレクトリエントリの ID。
• type — ディレクトリエントリのタイプ。値は次のとおりです。
– GroupEntry
– UserEntry
ConnectApi.AbstractRepositoryFile

この新しい抽象出力クラスは、ConnectApi.AbstractRepositoryItem のサブクラスで、
ConnectApi.RepositoryFileDetail および ConnectApi.RepositoryFileSummary のスーパークラ
スです。次のプロパティがあります。
• checkinComment — ファイルのチェックインコメント。
• contentSize — ファイルのコンテンツの長さ (バイト)。
• downloadUrl — リポジトリファイルコンテンツへの URL。
• externalContentUrl — 外部システムにおけるこのファイルのコンテンツの URL。
• externalDocumentUrl — 外部システムにおけるこのファイルの URL。
• 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)、または、includeExternalFilePermissionsInfo が false
の場合は null。
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• mimeType — ファイルの MIME タイプ。
• previewUrlThumbnail — サムネイルプレビュー (240×180 PNG) への URL。
• previewUrlThumbnailBig — 大きなサムネイルプレビュー (720×480 PNG) への URL。
• previewUrlThumbnailTiny — 小さなサムネイルプレビュー (120×90 PNG) への URL。
• previewsUrl — プレビューへの URL。
• title — ファイルのタイトル。
• versionId — 外部システムにおけるファイルバージョンの ID。
ConnectApi.AbstractRepositoryFolder

この新しい抽象出力クラスは、ConnectApi.AbstractRepositoryItem のサブクラスで、
ConnectApi.RepositoryFolderDetail および ConnectApi.RepositoryFolderSummary のスーパー
クラスです。次のプロパティがあります。
• externalFolderUrl — 外部システムにおけるこのフォルダの URL。
• folderItemsUrl — このフォルダ内のファイルとフォルダをリストする URL。
• path — 外部システムにおけるフォルダの絶対パス。
ConnectApi.AbstractRepositoryItem

この新しい抽象出力クラスは、ConnectApi.AbstractRepositoryFile および
ConnectApi.AbstractRepositoryFolder のスーパークラスです。次のプロパティがあります。
• createdBy — 項目を作成したユーザの名前。
• createdDate — 項目が作成された日付。
• description — 項目の説明。
• id — 項目の ID。
• itemTypeUrl — 項目種別情報への URL。
• modifiedBy — 項目を最後に更新したユーザの名前。
• modifiedDate — 項目の最終更新日。
• motif — 項目の Motif。
• name — 項目の名前。
• repository — 項目の外部リポジトリ。
• type — 項目種別 (file または folder)。
• url — 項目への URL。
ConnectApi.ContentHubAllowedItemTypeCollection

この新しい出力クラスには、次の 1 つのプロパティがあります。
• allowedItemTypes — コンテキストユーザがリポジトリフォルダに作成できる項目種別のコレクショ
ン。
ConnectApi.ContentHubFieldDefinition

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• displayName — この項目の表示ラベルまたはキャプション。
• isMandatory — この項目がこの項目種別で必須かどうかを示します。
• maxLength — この項目の値の最大長。
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• name — 項目の名前。
• type — 項目の値のデータ型を示します。値は次のとおりです。
– BooleanType
– DateTimeType
– DecimalType
– HtmlType
– IdType
– IntegerType
– StringType
– UriType
– XmlType
ConnectApi.ContentHubItemTypeDetail

この新しい出力クラスは、ConnectApi.AbstractContentHubItemType のサブクラスです。次の 1 つの
プロパティがあります。
• fields — コンテキストユーザがこの項目種別のメタデータで設定できる項目のリスト。
ConnectApi.ContentHubItemTypeSummary

この新しい出力クラスは ConnectApi.AbstractContentHubItemType のサブクラスで、プロパティは
ありません。
ConnectApi.ContentHubPermissionType

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• id — リポジトリ内の権限タイプの内部 ID。
• label — リポジトリから返された表示ラベル。
ConnectApi.ContentHubProviderType

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• label — プロバイダタイプのローカライズされた表示ラベル。
• type — プロバイダタイプ。値は次のとおりです。
– ContentHubBox
– ContentHubGDrive
– ContentHubSharepoint
– ContentHubSharepointOffice365
– ContentHubSharepointOneDrive
– SimpleUrl
ConnectApi.ContentHubRepository

この新しい出力クラスは、ConnectApi.ActorWithId のサブクラスです。次のプロパティがあります。
• features — リポジトリの機能。
• label — リポジトリの表示ラベル。
• name — リポジトリ名。
• providerType — リポジトリプロバイダタイプ。
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• rootFolderItemsUrl — リポジトリルートフォルダの項目のリストへの URL。
ConnectApi.ContentHubRepositoryCollection

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• currentPageUrl — リポジトリの現在のページへの URL。
• nextPageUrl — リポジトリの次のページへの URL。
• previousPageUrl — リポジトリの前のページへの URL。
• repositories — リポジトリのコレクション。
ConnectApi.ContentHubRepositoryFeatures

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• canBrowse — リポジトリのフォルダ階層を参照できるか (true)、否か (false) を示します。
• canSearch — リポジトリを検索できるか (true)、否か (false) を示します。
ConnectApi.ExternalFilePermissionInformation

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• externalFilePermissionTypes — 外部ファイルの親フォルダに対して使用可能な権限タイプ。外部
ファイル以外か、includeExternalFilePermissionsInfo が false の場合は null。
• externalFilePermissionsFailure — 外部ファイル情報の取得に失敗したか、
includeExternalFilePermissionsInfo が false の場合は true。それ以外の場合は false。
• externalFilePermissionsInfoFailureReason — 障害が発生して
includeExternalFilePermissionsInfo が true の場合は障害の説明。それ以外の場合は null。
• externalFileSharingStatus — 外部ファイルの共有状況を示します。値は次のとおりです。
– DomainSharing — ファイルはドメインと共有されています。
– PrivateSharing — ファイルは非公開か、個人とのみ共有されています。
– PublicSharing — ファイルは公開され、共有されています。
• repositoryPublicGroups — 外部リポジトリ内の使用可能な公開グループ。外部ファイル以外か、
includeExternalFilePermissionsInfo が false の場合は null。
ConnectApi.FilePreview

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• format — プレビューの形式。
• previewUrlCount — このプレビュー形式のプレビュー URL の総数。
• previewUrls — ファイルプレビュー URL のリスト。
• status — プレビューの使用可能状況。
• url — ファイルプレビューの URL。
ConnectApi.FilePreviewCollection

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• fileId — ファイルの ID。
• previews — ファイルでサポートされるプレビュー。
• url — ファイルプレビューの現在のページの URL。
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ConnectApi.FilePreviewUrl

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• pageNumber — PDF ファイルのゼロから開始するプレビューページ番号または null。
• previewUrl — ファイルプレビュー URL。
ConnectApi.RepositoryFileDetail

この新しい出力クラスは ConnectApi.AbstractRepositoryFile のサブクラスで、プロパティはありま
せん。
ConnectApi.RepositoryFileSummary

この新しい出力クラスは ConnectApi.AbstractRepositoryFile のサブクラスで、プロパティはありま
せん。
ConnectApi.RepositoryFolderDetail

この新しい出力クラスは ConnectApi.AbstractRepositoryFolder のサブクラスで、プロパティはあり
ません。
ConnectApi.RepositoryFolderItem

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• file — フォルダ項目がファイルの場合は、ファイルのサマリー。フォルダ項目がフォルダの場合は、
null。
• folder — フォルダ項目がフォルダの場合、フォルダのサマリー。フォルダ項目がファイルの場合は、
null。
• type — フォルダの項目種別を示します。値は次のとおりです。
– file
– folder
ConnectApi.RepositoryFolderItemsCollection

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• currentPageUrl — 現在のページの URL。
• items — リポジトリフォルダ内の項目のコレクション。
• nextPageUrl — 次のページの URL。
• previousPageUrl — 前のページの URL。
ConnectApi.RepositoryFolderSummary

この新しい出力クラスは ConnectApi.AbstractRepositoryFolder のサブクラスで、プロパティはあり
ません。
ConnectApi.RepositoryGroupSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.AbstractDirectoryEntrySummary のサブクラスです。次のプ
ロパティがあります。
• groupType — グループの種別を示します。値は次のとおりです。
– Everybody — グループは全員に公開されています。
– EverybodyInDomain — グループは同じドメインの全員に公開されています。
– Unknown — グループの種別が不明です。
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• name — グループの名前。
ConnectApi.RepositoryUserSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.AbstractDirectoryEntrySummary のサブクラスです。次のプ
ロパティがあります。
• firstName — ユーザの名。
• lastName — ユーザの姓。

グループ
ConnectApi.Invitation

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• email — ユーザのメールアドレス。
• status — グループへの参加を求める招待の状況を示します。値は次のとおりです。
– ActedUponUser — ユーザがグループに追加されました。グループへのアクセスをユーザに求める
メールが送信されました。
– Invited — ユーザに組織へのサインアップを求めるメールが送信されました。
– MaxedOutUsers — グループの最大許容メンバー数に達しました。
– MultipleError — 複数のエラーが原因でユーザは招待されていません。
– NoActionNeededUser — ユーザはすでにグループのメンバーです。
– NotVisibleToExternalInviter — ユーザは、招待を送信したユーザにアクセスできません。
– Unhandled — 不明な理由によりユーザをグループに追加できませんでした。
• userId — ユーザの ID。
ConnectApi.Invitations

この新しい出力クラスには、次の 1 つのプロパティがあります。
• invitations — 招待のコレクション。

Salesforce Inbox
ConnectApi.ActivitySharingResult

この新しい出力クラスには、次の 1 つのプロパティがあります。
• success — 共有操作が成功したかどうかを示します。

ユーザ
ConnectApi.Stamp

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• description — スタンプの説明。
• id — スタンプの ID。
• imageUrl — スタンプの画像 URL。
• label — スタンプの表示ラベル。
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ConnectApi.User

この出力クラスには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• stamps — ユーザのスタンプのコレクション。

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。
ConnectApi.ActivitySharingTypeEnum

この新しい Enum には次の値があります。
• Everyone — 活動は全員と共有されます。
• MyGroups — 活動は選択されたコンテキストユーザグループとのみ共有されます。
• OnlyMe — 活動は非公開です。
ConnectApi.ContentHubDirectoryEntryType

この新しい Enum には次の値があります。
• GroupEntry
• UserEntry
ConnectApi.ContentHubExternalItemSharingType

この新しい Enum には次の値があります。
• DomainSharing — ファイルはドメインと共有されています。
• PrivateSharing — ファイルは非公開か、個人とのみ共有されています。
• PublicSharing — ファイルは公開され、共有されています。
ConnectApi.ContentHubGroupType

この新しい Enum には次の値があります。
• Everybody — グループは全員に公開されています。
• EverybodyInDomain — グループは同じドメインの全員に公開されています。
• Unknown — グループの種別が不明です。
ConnectApi.ContentHubItemType

この新しい Enum には次の値があります。
• Any — ファイルとフォルダを含めます。
• FilesOnly — ファイルのみを含めます。
• FoldersOnly — フォルダのみを含めます。
ConnectApi.ContentHubStreamSupport

この新しい Enum には次の値があります。
• ContentStreamAllowed
• ContentStreamNotAllowed
• ContentStreamRequired
ConnectApi.ContentHubVariableType

この新しい Enum には次の値があります。
• BooleanType
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• DateTimeType
• DecimalType
• HtmlType
• IdType
• IntegerType
• StringType
• UriType
• XmlType
ConnectApi.FeedElementCapabilityType

この Enum には次の新しい値があります。
• FeedEntityShare — フィード要素はフィードエンティティと共有されています。
• DirectMessage — フィード要素はダイレクトメッセージです。
ConnectApi.FeedSortOrder

この Enum には、1 つの新しい値と 1 つの更新された値があります。
• MostViewed — 最もよく参照されるコンテンツでフィードを並び替えます。この値は、
ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions に設定されている場合に Home フィードでのみ
使用できます。
• Relevance — この値は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。
ConnectApi.FeedType

この Enum には次の新しい値があります。
• DirectMessages — コンテキストユーザのダイレクトメッセージのすべてのフィード項目が含まれま
す。
• PendingReview — 確認待機中のすべてのフィード項目とコメントが含まれます。
• Streams — コンテキストユーザがストリームで登録している最大 25 個のフィード対応エンティティ
(ユーザ、グループ、レコードなど) の組み合わせのすべてのフィード項目が含まれます。
ConnectApi.FilePreviewFormat

この新しい Enum は、ファイルプレビュー形式を示します。値は次のとおりです。
• Pdf — プレビュー形式は PDF です。
• Svg — プレビュー形式は圧縮 SVG です。
• Thumbnail — プレビュー形式は 240×180 の PNG です。
• ThumbnailBig — プレビュー形式は 720×480 の PNG です。
• ThumbnailTiny — プレビュー形式は 120×90 の PNG です。
ConnectApi.FilePreviewStatus

この新しい Enum は、ファイルプレビューの状況を示します。値は次のとおりです。
• Available — プレビューを使用できます。
• InProgress — プレビューは処理中です。
• NotAvailable — プレビューは使用できません。
• NotScheduled — プレビューの生成がまだスケジュールされていません。
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ConnectApi.FolderItemType

この新しい Enum には次の値があります。
• file
• folder
ConnectApi.GroupViralInvitationsStatus

この新しい Enum は、グループへの参加を求めるバイラル招待の状況を示します。値は次のとおりです。
• ActedUponUser — ユーザがグループに追加されました。グループへのアクセスをユーザに求めるメー
ルが送信されました。
• Invited — ユーザに組織へのサインアップを求めるメールが送信されました。
• MaxedOutUsers — グループの最大許容メンバー数に達しました。
• MultipleError — 複数のエラーが原因でユーザは招待されていません。
• NoActionNeededUser — ユーザはすでにグループのメンバーです。
• NotVisibleToExternalInviter — ユーザは、招待を送信したユーザにアクセスできません。
• Unhandled — 不明な理由によりユーザをグループに追加できませんでした。
ConnectApi.RecommendationExplanationType

この Enum には、次の 1 つの新しい値があります。
• ArticleHasRelatedContent — コンテキスト記事に関連するコンテンツために推奨されている記事を
示します。
ConnectApi.SocialNetworkProvider

この Enum には次の新しい値があります。
• KakaoTalk
• Kik
• Messenger
• QQ
• SMS
• Snapchat
• Telegram

API
API バージョン 39.0 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:
新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
次の新規および変更された標準オブジェクトによってより多くのデータにア
クセスできます。
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SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) に新しい WITH HIGHLIGHT 句が追加され、" " 演算子の説明が更新されまし
た。
REST API
REST API には、変更されたリソースと、一度に複数の要求を実行するための正式リリースされたリソースが
含まれます。
SOAP API
SOAP API には、新規、変更、および廃止されたコールが含まれます。
Chatter REST API
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、ストリームを使用したカスタムフィー
ドの作成および管理、ダイレクトメッセージの送信、フィード投稿の共有、活動アラームの使用などが可
能になります。
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の強化には、レポートタイプを記述する新しいリソース、レポート
の作成やレポートインスタンスの削除、Lightning Experience のレポート登録の分析通知が含まれています。
Lightning API — 開発者プレビュー
Lightning API を使用して、独自のブランド設定とデザインを使用したネイティブモバイルアプリケーション
およびカスタム Web アプリケーションを作成します。1 回の REST 要求で、レコードを表示、編集、作成す
るための十分なメタデータ、レイアウト情報、データが返されます。Lightning API では、Lightning Experience
で利用できるほとんどのオブジェクトがサポートされます。
Bulk API
Bulk API で queryAll 操作と SOQL リレーションがサポートされるようになりました。また、Bulk API 2.0 のパイ
ロットバージョンを使用して Bulk API の次のバージョンへの移行を進めています。この新しい API では、大
量のデータを Salesforce 組織にすばやく読み込むための簡単なインターフェースが提供されます。
Messaging
Messaging には、ベータ機能であるプラットフォームイベントの機能強化、およびストリーミング API とプ
ラットフォームイベント用のコネクタが含まれます。
Tooling API
Tooling API で、オブジェクト、コール、リソースが新規追加および変更されました。
メタデータ API
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。
データサービス
カスタム BigObjects の複合主キーの定義とクエリができます。また、追加の機能が非同期 SOQL によってサ
ポートされます。
Open CTI API
Lightning コンソールアプリケーションで Open CTI for Lightning Experience を使用できるようになりました。
その他の API の変更
Data.com 用語を更新しました。
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新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
次の新規および変更された標準オブジェクトによってより多くのデータにアクセスできます。
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。

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。
AssetTokenEvent
納入商品としての接続デバイスのトークンの発行や登録など、納入商品トークンに関連付けられたイベン
トを表します。
CommunityWorkspacesNode
コミュニティワークスペースで使用されるノードを表します。
ForecastingUserPreference
ユーザが選択した売上予測のオプション (表示オプション、日付範囲、売上予測種別、通貨など) を表しま
す。
QuoteFeed
見積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。
SecurityCustomBaseline
組織のセキュリティ標準を定義するユーザ定義のカスタムセキュリティベースラインを参照、作成、削除
する機能を提供します。
Stamp
ユーザの専門分野を表します。
StampAssignment
ユーザへのユーザの専門分野の割り当てを表します。
UserCriteria
コミュニティのモデレーションルールで使用するメンバー条件を表します。
VoiceCall
Voice コールを表します。
VoiceCallList
電話番号の優先コールリストを表します。
VoiceCallListItem
優先コールリスト内の 1 つの電話番号を表します。
VoiceCallListShare
VoiceCallList の共有エントリを表します。
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VoiceCallShare
VoiceCall オブジェクトの共有エントリを表します。
VoiceMailContent
ボイスメールメッセージを表します。
VoiceMailContentShare
VoiceMailContent の共有エントリを表します。
VoiceUserLine
ユーザの転送電話番号を表します。
VoiceUserLineShare
ユーザの電話番号の共有エントリを表します。
VoiceVendorInfo
音声プロバイダのベンダに関する情報を表します。
VoiceVendorLine
ベンダで予約されているユーザの電話番号を表します。
VoiceVendorLineShare
ベンダの電話番号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。

変更されたオブジェクト
AccountContactRelation
CurrencyIsoCode 項目の名前が AccountContactRelationshipCurrency に変更されました。

CampaignMemberStatus
• layoutable 属性は true に変更されました。
• SortOrder 項目の nillable プロパティが true に変更されました。
• [表示ラベル] 項目の updateable プロパティが true に変更されました。
• すべてのキャンペーンでデフォルトの CampaignMemberStatus を定義することが必要になりました。
• 各キャンペーンで少なくとも 1 つの CampaignMemberStatus の hasResponded の値が true になっ
ている必要があります。
Contract
[状況] 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。

Event
使用している API バージョンによって、DurationInMinutes 項目および EndDateTime 項目に関するエ
ラーの表示場所が異なる場合があります。
• バージョン 38.0 以前 — エラーは常に DurationInMinutes 項目に表示されます。
• バージョン 39.0 以降 — DurationInMinutes 項目に値がない場合、エラーは EndDateTime 項目に表
示されます。値がある場合は DurationInMinutes 項目に表示されます。
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EmailMessage
次の項目が追加されました。
• MessageIdentifier — メールメッセージの ID。
• ThreadIdentifier — メールメッセージが属しているメールスレッドの ID。
EmailTemplate
RelatedEntityType 項目が追加されました。
EntityType 項目は廃止されました。代わりに新しい RelatedEntityType 項目を使用します。

EventLogFile
EventLogFile オブジェクトに次の新しいイベント種別が追加されました。
• Lightning エラー
• Lightning インタラクション
• Lightning ページビュー
• Lightning パフォーマンス
「別名でログイン」イベント種別に次の項目が追加されました。LOGIN_KEY と SESSION_KEY を同時に使用す
ると、ユーザのセッションを一意に識別できます。たとえば、LOGIN_KEY と SESSION_KEY を使用して、別の
ユーザとしてログインした Salesforce システム管理者のアプリケーションでのクリックパスを示すことがで
きます。他の多くのイベント種別にも LOGIN_KEY と SESSION_KEY が含まれているため、組織でユーザのアク
ティビティを総合的に把握できます。
• CPU_TIME — 要求の完了にかかった CPU 時間 (ミリ秒単位)。この項目は、アプリケーションサーバレイ
ヤで実行されているアクティビティ量を示し、Apex または Visualforce コードの再構成が必要な箇所が強
調表示されます。
• LOGIN_KEY — 特定のユーザのログインセッションのすべてのイベントを結び付ける文字列。ログイン
イベントから開始され、ログアウトイベントまたはユーザセッションの期限切れで終了します。
• RUN_TIME — 要求にかかった時間 (ミリ秒単位)。
• SESSION_KEY — 特定のアクティビテセッションのすべてのイベントを結び付ける文字列。たとえば、
ユーザが [取引先] ページで操作中の URI イベントです。
• URI_ID_DERIVED — 要求を受信するページの URI の 18 文字の ID (大文字と小文字を区別しない)。
1 つの項目が「ログイン」イベント種別に追加されました。この項目を使用して、Salesforce組織へのユーザ
のログイン試行が成功したかどうかを判断できます。
• LOGIN_STATUS — ログイン試行の状況。成功したログインの場合、値は LOGIN_NO_ERROR になります。
それ以外のすべての値は、エラーまたは認証の問題を示します。詳細は、『Salesforce および Force.com の
オブジェクトリファレンス』の「Login Event Type - LOGIN_STATUS Values」を参照してください。
ExternalDataSource
新しい AuthProviderId 項目には、認証プロバイダの Salesforce ID が含まれます。これは、ログインプロセ
スを提供し、外部システムへのアクセスを承認するサービスを定義します。
Salesforce Connect の組織間アダプタと共に isWritable 項目を true に設定できるようになりました。
ExternalDataUserAuth
新しい AuthProviderId 項目には、認証プロバイダの Salesforce ID が含まれます。これは、ログインプロセ
スを提供し、外部システムへのアクセスを承認するサービスを定義します。
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FeedAttachment
FeedEntity の値が Type 選択リストに追加されました。FeedEntity は、共有されるフィードエンティ

ティ (投稿など) です。Lightning Experience の API バージョン 39 以降で使用できます。
FeedItem
HasFeedEntity 項目が FeedItem に追加されました。HasFeedEntity は、フィード項目にフィードエ

ンティティ (投稿など) が添付ファイルとして含まれるかどうかを示します。Lightning Experience でフィード
エンティティを共有する場合、API バージョン 39 以降で使用できます。
Lead
次の項目が追加されました。
• ActivityMetricId
• ScoreIntelligenceId
LiveChatBlockingRule
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。
LiveChatButton
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。

LiveChatSensitiveDataRule
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。
LiveChatUserConfig
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。
MatchingRule
次の項目が追加されました。
SobjectSubType

参照のみ。Account の Person サブタイプに対して一致ルールが定義されているかどうかを示します。
ModerationRule
次の項目が追加されました。
ActionLimit
分単位で測定されるモデレーションアクションの制限を示します。
NotifyLimit
モデレーションルールの通知制限 (秒) を示します。
TimePeriod
処理数制限ルールが適用される期間を表す値。「Short」(3 分) と「Medium」(15 分) の 2 つの値を使用して
分単位で測定される期間を表すことができます。
Type
モデレーションルールのタイプ。コンテンツルールは、コミュニティをスパム送信者や悪意のあるメン
バーが作成した攻撃的な言葉や不適切なコンテンツから保護します。処理数ルールによって、同じメッ
セージを連続投稿してコミュニティを攻撃するスパム送信者やボットからコミュニティを保護できま
す。
NamedCredential
新しい AuthProviderId 項目には、認証プロバイダの Salesforce ID が含まれます。これは、ログインプロセ
スを提供し、外部システムへのアクセスを承認するサービスを定義します。
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NetworkActivityAudit
ParentEntityId 項目でダイレクトメッセージがサポートされるようになりました。

NetworkMember
新しい PreferencesDisableDirectMessageEmail 項目が追加されました。false に設定すると、コ
ミュニティのメンバーはダイレクトメッセージの通知を受信します。
ObjectTerritory2AssignmentRule
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。
OrderItem
Product2Id 項目が追加されました。

PermissionSet
IsCustom 項目が追加されました。

PresenceDeclineReason
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。
PresenceUserConfig
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。
QueueRoutingConfig
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。また、次の項目が追加されました。
• OverflowAssigneeId – オーバーフロー任命先として設定されたユーザまたはキューの ID。
QuoteDocument
ContentVersionDocumentId 項目が追加されました。この項目はドキュメントのバージョンの ID です。

QuoteLineItem
API 38.0 以前では、Product2Id に PricebookEntryId データが入力されている場合、エラーメッセージ
が表示されます。API 39.0 以降では、Product2Id が null で作成され、PricebookEntryId に
PricebookEntryId データが入力されます。
Pricebook2
isArchived 項目が追加されました。

Territory2Type
Language 項目の Defaulted on create プロパティがなくなりました。

TenantSecret
2 つの値を持つ Type 制限付き選択リストが追加されました。
• Data — Salesforceデータベースに保存されているデータを暗号化するテナントの秘密。ファイル、項目、
および添付ファイルのデータを含みますが、検索インデックスファイルのデータは含まれません。
• SearchIndex — 検索インデックスファイルを暗号化するテナントの秘密。
VerificationHistory
次の項目に新しい選択リスト値が追加されました。
• Activity 項目
– ChangeEmail — ユーザがメールアドレスの変更を試みた。
– ConnectToopher — ユーザが Salesforce Authenticator の接続を試みた。
– ConnectTotp — ユーザがワンタイムパスワードジェネレータの接続を試みた。
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– ConnectU2F — ユーザが U2F セキュリティキーの登録を試みた。
• Policy 項目
– PageAccess — ユーザがメールアドレスの変更や 2 要素認証方式の追加などのアクションを試行す
るには ID 検証が必要です。
Vote
次の項目が追加されました。
• LastModifiedById – この投票に最後に関連付けられたユーザの ID。
• LastModifiedDate – この投票が最後に変更された日時。
関連トピック:
別のユーザとしてログインした Salesforce システム管理者のアクションの確認

SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) に新しい WITH HIGHLIGHT 句が追加され、" " 演算子の説明が更新されました。
このセクションの内容:
変更されたリソース: FIND {SearchQuery}
FIND リソースの説明で、「" " 演算子は、入力された正確な順序で検索語の一致を返す」ことが示されるよ

うになりました。
WITH HIGHLIGHT 句を使用した検索結果での一致する語の強調表示
WITH HIGHLIGHT 句 (省略可能) を取引先、キャンペーン、取引先責任者、リード、商談、見積、および

ユーザ検索の SOSL クエリに追加できます。これにより、検索結果内で検索クエリに一致する語が強調表示
されるため、関連するコンテンツを容易に特定できます。

変更されたリソース: FIND {SearchQuery}
FIND リソースの説明で、「" " 演算子は、入力された正確な順序で検索語の一致を返す」ことが示されるよう

になりました。

WITH HIGHLIGHT 句を使用した検索結果での一致する語の強調表示
WITH HIGHLIGHT 句 (省略可能) を取引先、キャンペーン、取引先責任者、リード、商談、見積、およびユー

ザ検索の SOSL クエリに追加できます。これにより、検索結果内で検索クエリに一致する語が強調表示される
ため、関連するコンテンツを容易に特定できます。
次に例を示します。
FIND {salesforce} IN ALL FIELDS RETURNING Account(Name,Description) WITH HIGHLIGHT

メモ: WITH HIGHLIGHT 句は検索結果にスニペットを返しません。強調表示された一致語を含むスニペッ
トを返すには、WITH SNIPPET を使用してください。
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REST API
REST API には、変更されたリソースと、一度に複数の要求を実行するための正式リリースされたリソースが含
まれます。
このセクションの内容:
Composite リソースを使用した複数の要求の一度での実行 (正式リリース)
モバイルアプリケーションを作成しているところを想像してみてください。クライアントと Salesforce の間
を往復する回数を減らすために、複数の REST API 要求を 1 回のコールで実行する必要があります。Batch リ
ソースを検討しましたが、Batch ではサブ要求間で情報が渡されません。これまでならあきらめるところで
すが、もうその必要はありません! Composite リソースを使用すると、1 回のコールで複数の要求を実行で
き、あるサブ要求の結果を後のサブ要求で参照できます。
変更されたリソース: Search for a String
metadata パラメータを含むレスポンスボディの例が変更されました。

変更されたリソース: Search Suggested Records
where 句で複数のオブジェクトの指定がサポートされるようになりました。オブジェクト固有の where

句は、グローバルな where 句よりも優先されます。
削除されたリソース: FlexiPage
FlexiPage リソースは API バージョン 39.0 で廃止され、以前のすべての API バージョンからも削除されました。

Composite リソースを使用した複数の要求の一度での実行 (正式リリース)
モバイルアプリケーションを作成しているところを想像してみてください。クライアントと Salesforce の間を往
復する回数を減らすために、複数の REST API 要求を 1 回のコールで実行する必要があります。Batch リソースを
検討しましたが、Batch ではサブ要求間で情報が渡されません。これまでならあきらめるところですが、もう
その必要はありません! Composite リソースを使用すると、1 回のコールで複数の要求を実行でき、あるサブ要
求の結果を後のサブ要求で参照できます。
Composite は次のリソースでサポートされます。
• すべての sObject リソース (vXX.X/sobjects/)
• Query リソース (vXX.X/query/?q=soql)
• QueryAll リソース (vXX.X/queryAll/?q=soql)
1 回のコールに最大 25 個のサブ要求を含めることができます。このサブ要求のうち最大 10 個をクエリ操作と
することができます (Query 要求、QueryAll 要求、クエリ結果の次のバッチを取得するための「Query More」要求
など)。
Composite
/vXX.X/composite

変更されたリソース: Search for a String
metadata パラメータを含むレスポンスボディの例が変更されました。
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新しい例を次に示します。
{
"searchRecords" : [ {
"attributes" : {
"type" : "Account",
"url" : "/services/data/v35.0/sobjects/Account/001D000000IqhSLIAZ"
},
"Id" : "001D000000IqhSLIAZ",
}, {
"attributes" : {
"type" : "Account",
"url" : "/services/data/v35.0/sobjects/Account/001D000000IomazIAB"
},
"Id" : "001D000000IomazIAB",
} ],
"metadata" : {
"entityMetadata" : [ {
"entityName" : "Account",
" fieldMetadata" : [ {
"name" : "Name",
"label" : "Account Name"
} ]
} ]
}
}

変更されたリソース: Search Suggested Records
where 句で複数のオブジェクトの指定がサポートされるようになりました。オブジェクト固有の where 句

は、グローバルな where 句よりも優先されます。
次に、グローバルおよびオブジェクト固有の where 句を使用した新しい例を示します。
...search/suggestions?q=Smith
&sobject=Account,Contact,KnowledgeArticleVersion,CollaborationGroup,Topic,FeedItem
// Specifies a global where clause (to filter Account and Contact)
&where=name%20LIKE%20%27Smith%25%27
// Overrides the global where clause for Knowledge Article (filtering by PublishStatus and
Language is required for KnowledgeArticle)
&knowledgearticleversion.where=PublishStatus='online'+and+language='en_US'
// Overrides the global where clause for Topic
&topic.where=networkid=<1234567891>
// Overrides the global where clause for CollaborationGroup
&collaborationgroup.where=networkid=<1234567891>
// FeedItem-Question doesn't support where clauses, but we can filter the type and networkId
&type=question
&networkId==<1234567891>

削除されたリソース: FlexiPage
FlexiPage リソースは API バージョン 39.0 で廃止され、以前のすべての API バージョンからも削除されました。
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FlexiPage リソースは、Lightning ページとその詳細のリストを返しました。
この廃止の一環として /vXX.X/flexiPage/ REST エンドポイントが削除されました。
ただし、FlexiPage メタデータはメタデータ API および Tooling API を使用して引き続き取得できます。

SOAP API
SOAP API には、新規、変更、および廃止されたコールが含まれます。

新規、変更、および廃止されたコール
変更されたコール
merge() では、次の要素がサポートされるようになりました。

取引先階層
取引先階層の一部である階層 (ビクティム) を別の取引先 (マスタ) にマージします。ビクティムの子レコー
ドはマスタの子になります。
上司リレーション
「上司」リレーションがある取引先責任者 (ビクティム) を別の取引先責任者 (マスタ) にマージします。ビ
クティムの値 ReportsToId はマスタに移動します。
取引先責任者とポータルユーザ
ポータルユーザが関連付けられている取引先責任者 (ビクティム) を別の取引先責任者 (マスタ) にマージし
ます。ビクティムのポータル ID はマスタに移動します。
個人取引先
個人取引先 (ビクティム) を別の個人取引先 (マスタ) にマージします。
findDuplicates() で重複する個人取引先が検索されるようになりました。

廃止されたコール
describeFlexiPages() と DescribeFlexiPageResult は API バージョン 39.0 で廃止され、以前のすべての API バー

ジョンからも削除されました。ただし、FlexiPage メタデータはメタデータ API および Tooling API を使用して引き
続き取得できます。

Chatter REST API
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、ストリームを使用したカスタムフィードの作
成および管理、ダイレクトメッセージの送信、フィード投稿の共有、活動アラームの使用などが可能になりま
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。
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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
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
活動アラーム
Salesforce Classic の活動アラームに関する情報の取得
新規 /connect/reminders/activityId リソースに対して GET 要求を実行します。
Salesforce Classic の活動アラームの作成
新しい Activity Reminder Input またはクエリパラメータを指定して、新しい /connect/reminders/activityId
リソースに対し PUT 要求を実行します。
Salesforce Classic の活動アラームの削除
新しい /connect/reminders/activityId リソースに対して DELETE 要求を実行します。
Salesforce Classic の活動アラームの更新
新しい Activity Reminder Input またはクエリパラメータを指定して、新しい /connect/reminders/activityId
リソースに対し PATCH 要求を実行します。
Salesforce Classic の今後の活動アラームのリストの取得
新規 /connect/reminders/activities リソースに対して GET 要求を実行します。

非同期クエリ (パイロット)
Boolean 項目によって BigObjects を絞り込む
非同期 SOQL は、Boolean 項目による BigObjects の絞り込みをサポートします。
MIN() と MAX() を使用してデータをクエリする
MIN() および MAX() 関数を使用して、1 つの列内の数値または文字配列の最小または最大を計算します。

メモ: MIN() と MAX() では選択リストがサポートされていません。
CALENDAR_YEAR() と CALENDAR_MONTH() を使用してデータをクエリする
CALENDAR_YEAR() および CALENDAR_MONTH() 関数を使用して、dateTime 項目から年または月を表す数値

を返します。
結果を対象の sObject に更新/挿入する
結果を対象の sObject に更新/挿入するには、targetExternalIdField を使用して対象の sObject を指定し
ます。"operation":"upsert" を要求に含めます。
メモ: BigObjects の更新/挿入はサポートされていません。

Chatter
組織でサポートされる絵文字の取得
新規 /chatter/emojis リソースに対して GET 要求を実行します。

517

Salesforce Spring '17 リリースノート

API

リストを取得するには、絵文字が組織で有効になっている必要があります。
ストリームフィードへの URL の取得
新規 /chatter/feeds/streams/streamId リソースに対して GET 要求を実行します。
ストリームのすべてのフィード要素の取得
新規 /chatter/feeds/streams/streamId/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。
コンテキストユーザのストリームの取得
新規 /chatter/streams リソースに対して GET 要求を実行します。
ストリームの作成
新しい Chatter Stream Input またはクエリパラメータを指定して、新しい /chatter/streams リソースに対
し POST 要求を実行します。
ストリームに関する情報の取得
新規 /chatter/streams/streamId リソースに対して GET 要求を実行します。
ストリームの更新
新しい Chatter Stream Input またはクエリパラメータを指定して、新しい /chatter/streams/streamId リ
ソースに対し PATCH 要求を実行します。
ストリームの削除
新しい /chatter/streams/streamId リソースに対して DELETE 要求を実行します。

Chatter フィード
コメントにいいね! を言う、またはいいね! の取り消し
既存の /chatter/comments/commentId/likes リソースに対して PATCH 要求を実行します。コメントに
いいね! するには、新しい isLikedByCurrentUser パラメータを true に設定します。コメントのいいね!
を取り消すには、このパラメータを false に設定します。
投稿にいいね! を言う、またはいいね! の取り消し
既存の /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes/items リソース
に対して PATCH 要求を実行します。投稿にいいね! するには、新しい isLikedByCurrentUser パラメータ
を true に設定します。投稿のいいね! を取り消すには、このパラメータを false に設定します。
フィード要素のフィードエンティティ共有機能へのアクセス
新規 /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/feed-entity-share リソースに対
して GET 要求を実行します。
共有フィードエンティティを使用したフィード要素の更新
Feed Item Input および新しい Feed Entity Share Capability Input を指定して、既存の
/chatter/feed-elements/feedElementId リソースに対し PATCH 要求を実行します。
共有フィードエンティティのあるフィード要素の作成
Feed Item Input および新しい Feed Entity Share Capability Input を指定して、既存の /chatter/feed-elements
リソースに対し POST 要求を実行します。
メモ: /chatter/feed-elements リソースで originalFeedItemId 要求パラメータを使用してフィー
ド要素を共有できなくなりました。
ダイレクトメッセージフィードへの URL の取得
新規 /chatter/feeds/direct-messages リソースに対して GET 要求を実行します。
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ダイレクトメッセージフィードのすべてのフィード要素の取得
新規 /chatter/feeds/direct-messages/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。
フィード要素のダイレクトメッセージ機能へのアクセス
新規 /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message リソースに対して
GET 要求を実行します。
ダイレクトメッセージのすべてのメンバーの取得
新規 /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/members リソー
スに対して GET 要求を実行します。
ダイレクトメッセージの更新
Feed Item Input および新しい Direct Message Capability Input を指定して、既存の
/chatter/feed-elements/feedElementId リソースに対し PATCH 要求を実行します。
ダイレクトメッセージの作成
Feed Item Input および新しい Direct Message Capability Input を指定して、既存の /chatter/feed-elements リ
ソースに対し POST 要求を実行します。
コミュニティの上位の未回答の質問のリストの取得
既存の /connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements リソースに対
して GET 要求を実行します。filter パラメータを UnansweredQuestions に設定し、sort パラメータを
MostViewed に設定します。
確認待機中のフィードへの URL の取得
新規 /chatter/feeds/pending-review リソースに対して GET 要求を実行します。
確認待機中のすべての投稿とコメントの取得
新規 /chatter/feeds/pending-review/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。

コンテンツワークスペース
コンテンツワークスペースのユーザ権限の取得
新規 /connect/content/workspaces/workspaceId/permissions/userId リソースに対して GET 要求
を実行します。

メール差し込み項目サービス
特定のオブジェクトの差し込み項目のリストの参照
新規 /email-merge-fields リソースに対して GET 要求を実行します。

ファイル
複数の組織、コミュニティ、およびコンテンツワークスペースとのアセットファイルの共有
新しい shareWithIds パラメータを指定して、既存の /connect/files/fileId/asset リソースに対し
POST 要求を実行します。
メモ: バージョン 38.0 では、shareWith パラメータで単一の組織、コミュニティ、またはコンテンツ
ワークスペースと共有できました。バージョン 39.0 では、shareWith はサポートされなくなりまし
た。1 つ以上の組織、コミュニティ、またはワークスペースと共有するには、shareWithIds パラメー
タを使用します。
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ファイル画像に関する情報の取得
新規 /connect/files/fileId/image リソースに対して GET 要求を実行します。

Files Connect
外部ファイル URI からのファイル参照の作成
新しい repositoryFileUri パラメータまたは更新された File Input を指定して、既存の
/connect/files/users/userId リソースに対し POST 要求を実行します。

グループ
グループに参加してもらうための内部ユーザおよび外部ユーザの招待
新しい Invite Collection Input を指定して、新しい /chatter/groups/group/groupId/invite リソースに対
し POST 要求を実行します。

管理トピック
最大 100 個のトピックのリストに関連付けられた管理トピックの取得
recordIds パラメータ (最大 100 個のトピック ID のリスト) を指定して、既存の
/connect/communities/communityId/managed-topics リソースに対し GET 要求を実行します。

キャプチャした活動の共有
自動活動キャプチャで取得されたメールまたは行動の共有
新しい Share Captured Activity Input を指定して、新しい
/salesforce-inbox/shared-activities/activityId リソースに対し PUT 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
活動アラーム
Activity Reminder 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。
• isReminderDisplayed — 活動アラームを表示するかどうかを示します。
• reminderDateTime — 活動アラームを表示する日時。

Chatter
Chatter Stream 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。
• description — ストリームの説明 (最大 1,000 文字)。
• name — ストリームの名前 (最大 120 文字)。
• subscriptionsToAdd — フィードがストリームに含まれるエンティティのリスト (最大 25 エンティ
ティ)。
• subscriptionsToRemove — フィードをストリームから削除するエンティティのリスト。

520

Salesforce Spring '17 リリースノート

API

Stream Subscription Input
この新しいリクエストボディには、1 つのプロパティがあります。
• entity — コンテキストユーザがアクセスできる任意のフィード対応エンティティ (グループ、レコー
ド、ユーザなど) の ID。登録すると、エンティティのフィードがフィードストリームに含まれます。

Chatter フィード
Direct Message Capability 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。
• membersToAdd — ダイレクトメッセージに含めるメンバーのユーザ ID のリスト。
• subject — ダイレクトメッセージの件名。
Feed Element Capabilities 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。
• directMessage — ダイレクトメッセージの説明。
• feedEntityShare — フィード要素と共有するフィードエンティティの説明。
Feed Entity Share Capability Input
この新しいリクエストボディには、1 つのプロパティがあります。
• feedEntityId — フィード要素と共有するエンティティの ID。
Feed Item Input
originalFeedItemId プロパティのサポートは終了しました。代わりに、
capabilities.feedEntityShare.feedEntityId プロパティを使用してください。

Files Connect
File Input
このリクエストボディには、1 つの新規プロパティがあります。
• repositoryFileUri — 外部ファイルの URI。

グループ
Invite Collection 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。
• invitees — 招待の送信先のメールアドレスのリスト。
• message — 招待に含めるメッセージ。

キャプチャした活動の共有
Share Captured Activity 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。
• groupsToShareWith — 活動を共有するグループの ID のリスト。sharingType が MyGroups の場合の
み有効です。
• sharingType — 共有操作の種類。
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新規および変更された Chatter REST API レスポンスボディ
活動アラーム
Activity Reminder
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。
• entityId — 活動 (ToDo または行動) ID。
• isReminderDisplayed — アラームがユーザに表示されるかどうかを示します。
• message — 活動の件名。
• platformActionGroups — 活動アラームで使用できるアクションリンクがあるアクショングループの
リスト。
• reminderDate — アラームの期限日時。
Activity Reminder Collection
この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• reminders — 今後の活動アラームのリスト。

Chatter
Chatter Stream
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。
• createdDate — ストリームが作成された日付。
• description — ストリームの説明。
• id — ストリームの 18 文字の ID。
• name — ストリームの名前。
• subscriptions — フィードがストリームに含まれるエンティティのリスト。
• url — ストリームへの URL。
Chatter Stream 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。
• currentPageUrl — ストリームの現在のページへの URL。
• items — ストリームのリスト。
• nextPageUrl — ストリームの次のページへの URL。
• total — コレクション内のストリームの総数。
Emoji
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。
• category — 絵文字のカテゴリ。
• shortcut — 絵文字のショートカット。
• unicodeCharacter — 絵文字の Unicode 文字。
Emoji Collection
この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• emojis — 絵文字のコレクション。
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Error with Output
このレスポンスボディには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• enhancedErrorType — グループメンバーシップ要求の競合に関する詳細情報が含まれます。
Features
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。
• feedStreamEnabled — Chatter フィードのストリームが組織で有効になっているかどうかを示します。
• maxEntitySubscriptionsPerStream — Chatter ストリームで登録できるフィード対応エンティティの
最大数を示します。
• maxStreamsPerPerson — ユーザが設定できる Chatter ストリームの最大数を示します。
Supported Emojis
この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• supportedEmojis — サポートされる絵文字のコレクション。

Chatter フィード
Direct Message 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。
• members — ダイレクトメッセージに含まれるメンバー。
• subject — ダイレクトメッセージの件名。
Direct Message Member 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。
• currentPageToken — ダイレクトメッセージメンバーの現在のページにアクセスするためのページトー
クン。
• currentPageUrl — ダイレクトメッセージメンバーの現在のページへの URL。
• nextPageToken — ダイレクトメッセージメンバーの次のページにアクセスするためのページトーク
ン。
• nextPageUrl — ダイレクトメッセージメンバーの次のページへの URL。
• users — ダイレクトメッセージメンバーのコレクション。
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。
• directMessage — この機能があるフィード要素は、ダイレクトメッセージです。
• feedEntityShare — この機能があるフィード要素は、フィードエンティティと共有されています。
Feed Entity Not Available Summary
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。
• actor
• body
• createdDate
• feedElementType
• id

523

Salesforce Spring '17 リリースノート

API

• isEntityAvailable
• parent
• relativeCreatedDate
• url
これらのプロパティは、isEntityAvailable (false) を除き、すべて null です。
Feed Entity Share Capability
この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• feedEntity — フィード要素と共有されるフィードエンティティの概要。
Feed Item
このレスポンスボディには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• isSharable — フィード項目を共有できるかどうかを示します。
メモ: canShare プロパティのサポートは終了しました。
Feed Item Summary
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。
• actor — フィードエンティティを作成したエンティティ。
• body — フィードエンティティに関する情報。
• capabilities — フィード項目に含めることができるすべての機能のコンテナ。
• createdDate — ISO8601 日付文字列形式のエンティティの作成日 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。
• feedElementType — フィードエンティティのタイプ。
• header — 投稿のタイトル。このプロパティには、すべてのメッセージセグメントに対する表示可能な
プレーンテキストが含まれます。クライアント側でフィード要素の種類の表示方法が不明の場合、この
テキストが表示されます。
• id — フィードエンティティの 18 文字の ID。
• isEntityAvailable — エンティティが使用可能かどうかを示します。false の場合、ユーザにエン
ティティへのアクセス権がないか、エンティティが削除されています。
• modifiedDate — ISO8601 日付文字列形式のフィード項目の変更日 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。
• originalFeedItem — このフィード項目が共有フィード項目の場合は、元のフィード項目への参照、
それ以外の場合は null。
• originalFeedItemActor — このフィード項目が共有フィード項目の場合は、フィード項目の元の投
稿者に関する情報、それ以外の場合は null。
• parent — フィードエンティティの親。
• photoUrl — フィード項目に関連付けられた写真の URL。
• relativeCreatedDate — 相対的な作成日 (「2 時間前」など)。
• url — フィードエンティティへの URL。
• visibility — フィード項目を表示できるユーザを示します。
Social Account
このレスポンスボディには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• socialPersonaId — externalSocialAccountId が使用できない場合のソーシャル人格の ID。
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コンテンツワークスペース
Workspace Permission
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。
• canAddFileComments — ユーザがワークスペースのファイルにコメントを追加できるかどうかを示し
ます。
• canAddFiles — ユーザがファイルをワークスペースに追加できるかどうかを示します。
• canAddFilesOnBehalfOfOthers — ユーザが他のユーザの代わりにワークスペースにファイルを追加
できるかどうかを示します。
• canArchiveFiles — ユーザがワークスペースのファイルをアーカイブできるかどうかを示します。
• canAttachOrShareFilesToFeed — ユーザがワークスペースのファイルをフィードに添付したり、共
有したりできるかどうかを示します。
• canDeleteFiles — ユーザがワークスペースのファイルを削除できるかどうかを示します。
• canDeliverContent — ユーザがワークスペースのファイルからコンテンツ配信を作成できるかどうか
を示します。
• canFeatureFiles — ユーザがワークスペースのファイルを含めることができるかどうかを示します。
• canManageWorkspace — ユーザがワークスペースに対してアクションを実行したり、ワークスペース
メンバーを変更したりできるかどうかを示します。
• canModifyFileComments — ユーザがワークスペースのファイルに対するコメントを変更できるかど
うかを示します。
• canOrganizeFilesAndFolders — ユーザがワークスペースのファイルおよびフォルダを整理できる
かどうかを示します。
• canTagFiles — ユーザがワークスペースのファイルにタグを追加できるかどうかを示します。
• canViewFileComments — ユーザがワークスペースのファイルに対するコメントを参照できるかどう
かを示します。

メール差し込み項目サービス
Email Merge Field
この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• entityToMergeFieldsMap — 複数のオブジェクトとそれらの差し込み項目のコレクションの対応付
け。
Email Merge Field Collection
この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• mergeFields — 単一オブジェクトの差し込み項目のリスト。

ファイル
Image File
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。
• masterDetail — 元の画像の詳細。
• renditionDimensions — 元の画像の使用可能な変換ディメンション。
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Image File Detail
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。
• height — 画像の高さ (ピクセル単位)。
• imageFormat — 画像の形式。
• orientation — 画像の EXIF の方向値 (存在する場合)。
• width — 画像の幅 (ピクセル単位)。

グループ
Invite
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。
• email — ユーザのメールアドレス。
• status — グループへの参加を求める招待の状況を示します。値は次のとおりです。
– ActedUponUser — ユーザがグループに追加されました。グループへのアクセスをユーザに求める
メールが送信されました。
– Invited — ユーザに組織へのサインアップを求めるメールが送信されました。
– MaxedOutUsers — グループの最大許容メンバー数に達しました。
– MultipleError — 複数のエラーが原因でユーザは招待されていません。
– NoActionNeededUser — ユーザはすでにグループのメンバーです。
– NotVisibleToExternalInviter — ユーザは、招待を送信したユーザにアクセスできません。
– Unhandled — 不明な理由によりユーザをグループに追加できませんでした。
• userId — ユーザの ID。
Invite Collection
この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• invitations — 招待のコレクション。

キャプチャした活動の共有
Share Captured Activity Result
この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• success — 共有操作が成功したかどうかを示します。

ユーザ
Stamp
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。
• description — スタンプの説明。
• id — スタンプの ID。
• imageUrl — スタンプの画像 URL。
• label — スタンプの表示ラベル。
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User Detail
このレスポンスボディには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• stamps — ユーザのスタンプのコレクション。
User Summary
このレスポンスボディには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• stamps — ユーザのスタンプのコレクション。

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 の強化には、レポートタイプを記述する新しいリソース、レポートの
作成やレポートインスタンスの削除、Lightning Experience のレポート登録の分析通知が含まれています。

新しいリソースとパラメータ: レポートタイプ、lightningSubscribe
レポートおよびダッシュボード REST API には、レポートタイプを記述する新しいリソースが含まれ、Lightning
の登録を記述する分析通知エンドポイントの新しいパラメータも使用できます。
リソース URI

サポートさ 説明
れている
HTTP メソッ
ド

/services/data/v39.0/analytics/reportTypes

GET

レポートタイプのリスト
を返します。

/services/data/v39.0/analytics/reportTypes/reportType GET

指定されたレポートタイ
プに関する情報を返しま
す。

の型

/services/data/v39.0/analytics/notifications?source=lightningSubscription GET

POST

最近の通知のリストを返
します (GET)。
分析通知を作成します
(POST)。

/services/data/v39.0/analytics/notifications/limits?source=lightningSubscription GET

詳細は、『Reports and Dashboards REST API Developer Guide』を参照してください。
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新しいメソッド
新しいレポートおよびダッシュボード REST API メソッドを使用して、新規レポートの作成とレポートインスタ
ンスの削除を行うことができるようになりました。
リソース

サポートさ 説明
れている
HTTP メソッ
ド

/services/data/v39.0/analytics/reports

POST

新規レポートを作成しま
す。

/services/data/v39.0/analytics/reports/<レポート

DELETE

指定したレポートインス
タンスの状況が Success
または Error であれば、
レポートインスタンスを
削除します。

ID>/instances/<レポートインスタンス ID>

これらのメソッドについての詳細は、『Reports and Dashboards REST API Developer Guide』を参照してください。

変更されたリソース: Dashboard Describe の dashboardMetadata および Dashboard Results
レポートおよびダッシュボード REST API には、ロール階層検索条件、選択リスト値の色、および Chatter 写真を
示す新しいプロパティがあります。
ダッシュボード
Dashboard Describe リソースには、新しいプロパティが含まれ、新しいパラメータがあります。
プロパティ

型

説明

canUseStickyFilter

Boolean

ダッシュボードを閉じた後もダッシュボード検索条件
が保持されるか (true) 否か (false) を示します。検索
条件が保持されると、ダッシュボードを次回開いたと
きに、ダッシュボードが絞り込まれた状態のままにな
ります。検索条件は、ユーザごとに保持されるため、
検索条件を適用しても、他のユーザに対しては保持さ
れません。

dashboardType

String

ダッシュボードが動的ダッシュボード、実行ユーザを
指定したダッシュボード、標準ダッシュボードのいず
れであるかを示します。値は次のとおりです。
• SpecifiedUser — ダッシュボード閲覧者は、
runningUser によって指定されたユーザであるか
のようにデータを参照します。
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型

説明
• LoggedInUser — ダッシュボード閲覧者は自分自身
としてデータを参照します。ダッシュボードは動的
ダッシュボードです。
• MyTeamUser — ダッシュボード閲覧者は、デフォル
トで、runningUser によって指定されたユーザと
してデータを参照します。「すべてのデータの参
照」ユーザ権限がある場合、runningUser を任意
のユーザに変更できます。「私のチームのダッシュ
ボードの参照」ユーザ権限がある場合、
runningUser をロール階層内で自分より下位のユー
ザに変更できます。

Filters オブジェクトに新しいプロパティがあります。

プロパティ

型

説明

errorMessage

Boolean

ダッシュボード検索条件にエラーがない場合は null
です。それ以外の場合は、エラーメッセージが返され
ます。

新しい URL パラメータを使用できます。
パラメータ

説明

省略可能。各ダッシュボードコンポー
/services/data/v39.0/analytics/dashboards/01ZR00000008jjjMAA/describe?loadComponentProperties=false ネントのプロパティを返すかどうかを
指定します。デフォルト値は、true
です。有効な値は、次のとおりです。
loadComponentData

• true — コンポーネントプロパティ
を返します。
• false — コンポーネントプロパ
ティを返しません。properties 値
はその代わりに null を返します。

詳細は、『Reports and Dashboards REST API Developer Guide』を参照してください。
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Lightning API — 開発者プレビュー
Lightning API を使用して、独自のブランド設定とデザインを使用したネイティブ
モバイルアプリケーションおよびカスタム Web アプリケーションを作成します。
1 回の REST 要求で、レコードを表示、編集、作成するための十分なメタデータ、
レイアウト情報、データが返されます。Lightning API では、Lightning Experience で
利用できるほとんどのオブジェクトがサポートされます。

エディション
使用可能なエディション:
Developer Edition

メモ: すべての DE 組織で、Lightning API を開発者プレビューとして利用でき
ます。別の組織種別でこの API を使用するには、Salesforce にお問い合わせく
ださい。

Lightning API の概要
Lightning API のベース URL は
https://{your_instance}.salesforce.com/services/data/v{api_version}/lapi です。

レコードを表示するためのメタデータとデータを取得するには、コードでリソースに対する簡単な REST 要求
を実行します。
GET /lapi/record-ui/001R0000003GeJ1IAK

Salesforce では、バックグラウンドで次の面倒な作業を行っています。
• 項目レベルセキュリティの設定、共有設定、権限を確認する。
• SOQL クエリを実行してレコードデータを取得する。
• オブジェクトメタデータとテーマ情報を取得する。
• レイアウト情報を取得する。
あなたは幸せな開発者です。Salesforce が、レコードを表示するために必要なすべての情報を使用して、結果を
使いやすい JSON 応答に変換してくれるからです。
ヒント: 『Lightning API Developer Guide』には、稼働のための詳細な手順を説明するクイックスタートが含ま
れます。クイックスタートの簡易バージョンを入手するには、ワークベンチを開き、DE 組織にログイン
して Lightning API リソースを要求してください。
承認
他の Salesforce REST API と同様に、Lightning API では OAuth 2.0 を使用します。
バージョン設定
Lightning API はバージョン設定済みです。各要求で API バージョン番号を指定してください。
GET https://{your_instance}.salesforce.com/services/data/v39.0/lapi

応答の絞り込み
Lightning API は Chatter REST API と同じ REST フレームワーク上に構築されており、同じ絞り込みルールに従い
ます。
また、いくつかの Lightning API リソースでは、UI で必要とされる内容を含めるように応答を変更する追加の
パラメータがサポートされます。
• formFactor — レコードのレイアウトの表示サイズ。
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– Large — (デフォルト) この値を使用して、デスクトップ表示サイズのレイアウトを取得します。
– Medium — この値を使用して、タブレット表示サイズのレイアウトを取得します。
– Small — この値を使用して、携帯電話表示サイズのレイアウトを取得します。
• layoutType — レコードのレイアウト種別。
– Compact — この値を使用して、レコードの重要な項目が含まれるレイアウトを取得します。
– Full — (デフォルト) この値を使用して、フルレイアウトを取得します。
• mode — レコードのアクセスモード。この値によって、レイアウトから取得する項目が決まります。レ
イアウトには作成、編集、表示の各モードで異なる項目が含まれます。たとえば、数式項目は表示モー
ドで表示しますが作成モードでは表示しません。この項目はスプレッドシートの数式など、実行時に計
算されるためです。
– Create — レコードをユーザが作成できる UI の構築を目的とする場合、このモードを使用します。
このモードは /lapi/record-defaults/create/{apiName} リソースで使用されます。
– Edit — レコードをユーザが編集ができる UI の構築を目的とする場合、このモードを使用します。
このモードは /lapi/record-defaults/clone/{recordId} リソースで使用されます。
– View — (デフォルト) レコードを表示する UI の構築を目的とする場合、このモードを使用します。
エラー処理
応答ヘッダーには、HTTP 状況コードが含まれます。応答が正常でない場合は、エラーメッセージがレスポ
ンスボディに含まれ、必要に応じてエラーが発生した項目またはオブジェクトに関する情報も含まれます。
レート制限
Lightning API 要求はレート制限の対象になります。Lightning API には、ユーザ、アプリケーション、および時
間ごとにレート制限があります。レート制限を超過すると、すべての Lightning API リソースが 503 Service
Unavailable エラーコードを返します。
必須項目
UI を構築する場合、作成または更新の必須項目を指定するには、ObjectInfo.fields[].required プロ
パティを使用します。

リソース
Lightning API のパイロットバージョンのリソースを使用してレコードを表示します。
• /lapi/record-ui/{recordIds}
• /lapi/layout/{objectApiName}
• /lapi/object-info/{objectApiName}
• /lapi/records/{recordId}
• /lapi/records/batch/{recordIds}
• /lapi/records
• /lapi/record-defaults/clone/{recordId}
• /lapi/record-defaults/create/{apiName}
• /lapi/object-info/{objectApiName}/picklist-values/{recordTypeId}/{fieldApiName}
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レコード UI — GET
GET /lapi/record-ui/{recordIds}
[?layoutTypes={layoutTypeList}&modes={modeList}
&formFactor={formFactor}&optionalFields={fieldNameList}]

これは Lightning API の第一リソースです。このリソースを使用してレイアウト情報、メタデータ、データを
取得し、単一レコードまたはレコードのコレクションの UI を構築します。応答には、次の 3 つのネストさ
れたレスポンスボディが含まれます。
• layouts — オブジェクトの API 名と、各オブジェクトのレイアウト情報との対応付け。
• objectInfos — オブジェクトの API 参照名と、各オブジェクトのメタデータとの対応付け。
• records — レコード ID と、各レコードのデータとの対応付け。
レコードレイアウト — GET
GET /lapi/layout/{objectApiName}
[?formFactor={formFactorType}&layoutType={layoutType}
&mode={mode}&recordTypeId={recordTypeId}]

特定のフォーム要素、レイアウト種別、モードで、特定のレコードのレイアウトを取得します。
この応答も、GET /lapi/record-ui/{recordIds} から返されてネストされた layouts レスポンスボ
ディと、GET /lapi/record-defaults/clone/{recordId} および GET
/lapi/record-defaults/create/{apiName} から返されてネストされた layout レスポンスボディで
す。
オブジェクト情報 — GET
GET /lapi/object-info/{objectApiName}
[?layoutTypes={layoutTypeList}&modes={modeList}
&recordTypeId={recordTypeId}]

1 つ以上のレイアウト種別およびモードに対応するオブジェクトのメタデータを取得します。
この応答も、GET /lapi/record-ui/{recordIds} から返されてネストされた objectInfos レスポン
スボディと、GET /lapi/record-defaults/clone/{recordId} および GET
/lapi/record-defaults/create/{apiName} から返されてネストされた objectInfo レスポンスボ
ディです。
レコード — GET、PATCH (更新)、DELETE
GET /lapi/records/{recordId}?layoutTypes={layoutTypeList}
[&modes={modeList}&optionalFields={optionalFieldList}]
GET /lapi/records/{recordId}?fields={fieldList}[&optionalFields={optionalFieldList}]
PATCH /lapi/records/{recordId}?apiName={apiName}&fields={fieldList}
DELETE /lapi/records/{recordId}

特定のレコードのデータを取得、更新、削除します。
この応答も、GET /lapi/record-ui/{recordIds} から返されてネストされた records レスポンスボ
ディと、GET /lapi/record-defaults/clone/{recordId} および GET
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/lapi/record-defaults/create/{apiName} から返されてネストされた record レスポンスボディで

す。
レコード — Batch GET
GET /lapi/records/batch/{recordIds}?layoutTypes={layoutTypeList}
[&modes={modeList}&optionalFields={optionalFieldList}]
GET /lapi/records/batch/{recordIds}?fields={fieldList}
[&optionalFields={optionalFieldList}]

レコードのバッチのデータを取得します。応答には、バッチの各レコードのレコードデータまたはエラー
情報が含まれます。
レコード — POST (作成)
POST /lapi/records
{
"apiName": "Account",
"fields": {
"Name": "Universal Containers"
}
}

レコードを作成します。
レコードを作成する前にレコードのデフォルト値を取得します。既存のレコードをコピーするか、レコー
ドを作成するかに応じて、/lapi/record-defaults/clone/{recordId} または
/lapi/record-defaults/create/{apiName} のいずれかに対する要求を実行します。
レコードコピーのデフォルト — GET
GET
/lapi/record-defaults/clone/{recordId}[?formFactor={formFactor}&recordTypeId={recordTypeId}]

項目のデフォルト値を取得してレコードをコピーします。デフォルト値を取得したら、POST /lapi/records
に対する要求を実行してレコードを作成します。
応答には、次の 3 つのネストされたレスポンスボディが含まれます。
• layout — オブジェクトのレイアウト情報。
• objectInfo — オブジェクトのメタデータ。
• record — 各レコードのデータ。
レコード作成のデフォルト — GET
GET
/lapi/record-defaults/create/{apiName}[?formFactor={formFactor}&recordTypeId={recordTypeId}]

特定のオブジェクトの新しいレコードの項目に対するデフォルト値を取得します。デフォルト値を取得し
たら、POST /lapi/records に対する要求を実行してレコードを作成します。
応答には、次の 3 つのネストされたレスポンスボディが含まれます。
• layout — オブジェクトのレイアウト情報。
• objectInfo — オブジェクトのメタデータ。
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• record — 各レコードのデータ。
選択リスト値 — GET
GET /lapi/object-info/{objectApiName}/picklist-values/{recordTypeId}/{fieldApiName}

選択リストの値を取得します。
/lapi/record-ui/{recordIds} または /lapi/object-info/{objectApiName} に対する要求を実行

し、その応答に選択リスト項目が含まれる場合、picklistValueUrl プロパティも含まれます。このプロ
パティには、次の例のように {objectApiName}、{recordTypeId}、{fieldApiName} の値が設定され
た選択リスト値リソースが含まれます。
GET /services/data/v39.0/lapi/object-info/Account/picklist-values/012000000000000AAA/Type/
{
"controllerValues" : { },
"defaultValue" : null,
"url" :
"/services/data/v39.0/lapi/object-info/Account/picklist-values/012000000000000AAA/Type",
"values" : [ {
"attributes" : null,
"label" : "Analyst",
"picklistValueType" : "Standard",
"validFor" : [ ],
"value" : "Analyst"
}, {
"attributes" : null,
"label" : "Competitor",
"picklistValueType" : "Standard",
"validFor" : [ ],
"value" : "Competitor"
},
... some picklist values removed for space ...
{
"attributes" : null,
"label" : "Other",
"picklistValueType" : "Standard",
"validFor" : [ ],
"value" : "Other"
} ]
}

Bulk API
Bulk API で queryAll 操作と SOQL リレーションがサポートされるようになりました。また、Bulk API 2.0 のパイロッ
トバージョンを使用して Bulk API の次のバージョンへの移行を進めています。この新しい API では、大量のデー
タを Salesforce 組織にすばやく読み込むための簡単なインターフェースが提供されます。
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このセクションの内容:
Bulk API でより複雑なクエリをサポート
一括クエリで queryAll 操作と SOQL リレーションがサポートされるようになりました。
Bulk API 2.0 (パイロット) の導入
Bulk API 2.0 では、大量のデータを Salesforce 組織にすばやく読み込むための簡単なインターフェースが提供さ
れます。

Bulk API でより複雑なクエリをサポート
一括クエリで queryAll 操作と SOQL リレーションがサポートされるようになりました。
queryAll 操作
queryAll 操作では、merge または delete によって削除されたレコードが返されます。また、queryAll 操作では、
アーカイブ済みの ToDo と行動のレコードについての情報が返されます。queryAll 要求を実行するには、JobInfo
リソースの operation 項目を queryall に設定します。一括クエリについての詳細は、『Bulk API 開発者
ガイド』の「一括クエリの使用」を参照してください。
SOQL リレーション
リレーションクエリは、結果を絞り込んで返すために、オブジェクト間の親-子のリレーションおよび子-親
のリレーションを辿ります。一括クエリで SOQL リレーションを使用できるようになりました。SOQL リレー
ションについての詳細は、『Force.com SOQL および SOSL リファレンス』の「リレーションクエリの使用」を
参照してください。

Bulk API 2.0 (パイロット) の導入
Bulk API 2.0 では、大量のデータを Salesforce 組織にすばやく読み込むための簡単なインターフェースが提供され
ます。
メモ: Bulk API 2.0 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
供されます。Bulk API 2.0 は変更される可能性があり、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。
Bulk API 2.0 には、次の機能があります。
OAuth 2.0 のサポート
Bulk API 2.0 では、Salesforce の他の REST API でサポートされるすべての OAuth フローがサポートされます。
ファイルの自動バッチ化
Bulk API 2.0 では、ファイルをいくつかのバッチに自動的に分割することで大量データのアップロードが簡素
化されます。必要なことは、自分のレコードデータを含む CSV ファイルをアップロードし、結果の準備が
できたら再度確認するだけです。
レコード数に基づく毎日の制限
毎日のアップロードデータの量をバッチの数量によって制限する代わりに、Bulk API 2.0 では、アップロード
レコードの総数の制限が使用されます。パイロットでは、この制限は 24 時間あたり 1,000,000 レコードで
す。
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Messaging
Messaging には、ベータ機能であるプラットフォームイベントの機能強化、およ
びストリーミング APIとプラットフォームイベント用のコネクタが含まれます。
このセクションの内容:
プラットフォームイベントを使用してカスタマイズ可能なイベントの配信
(ベータ)

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

プラットフォームイベントにより、変更を伝達するプロセスや変更に対応す
るプロセスが簡素化され、複雑なロジックを構築する必要がなくなります。
パブリッシャーと登録者はイベント経由で相互に通信を行います。複数の登録者が同じイベントをリスン
して、別々の対応策を実行できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。プラットホームイベントの定義は、Salesforce Classic でのみ実行できます。
EMP コネクタによる Java のストリーミング API への容易な登録
エンタープライズメッセージングプラットフォーム (EMP) コネクタを使用すると、CometD によって Java の
ストリーミングイベントとプラットフォームイベントへの登録プロセスが簡素化されます。また、デュラ
ブルストリーミングによる過去のイベントの再生もサポートされます。複雑なロジックを記述してこれら
の機能を自分で実装する必要はありません。EMP コネクタを使用する場合、提供された関数をコールして
ログインし、チャネルに登録します。

プラットフォームイベントを使用してカスタマイズ可能なイベントの配信 (ベータ)
プラットフォームイベントにより、変更を伝達するプロセスや変更に対応するプロセスが簡素化され、複雑な
ロジックを構築する必要がなくなります。パブリッシャーと登録者はイベント経由で相互に通信を行います。
複数の登録者が同じイベントをリスンして、別々の対応策を実行できます。この変更は、Lightning Experienceと
Salesforce Classic の両方に適用されます。プラットホームイベントの定義は、Salesforce Classic でのみ実行できま
す。
メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンのプラットフォームイベントが含まれています。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は、Salesforceにお問い合わ
せください。プラットフォームイベントは、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。Success コミュニティの「プラットフォームイベント」にフィードバックと提案を入力できます。
プラットフォームイベントを使用して、Salesforce内または外部ソースから安全で拡張性の高いカスタム通知を
配信します。項目を定義してプラットフォームイベントをカスタマイズします。カスタムプラットフォームイ
ベントにより、Force.com プラットフォームで生成または使用できるイベントデータが決まります。
プラットフォームイベントを使用して、パブリッシャーは Apex または API 経由でカスタマイズしたイベント
データを送信できます。登録者は Salesforce や外部システムからカスタム通知を受信し、Apex または CometD ク
ライアントを使用してアクションを伴う応答ができます。たとえば、インクが残り少なくなったときにプリン
タを監視するソフトウェアシステムが API コールを行ってイベントを公開できます。カスタムプリンタイベン
トには、プリンタモデル、シリアル番号、インクレベルのカスタム項目を追加できます。新しいカートリッジ
を注文する Apex トリガによって、Salesforce でこのイベントが処理されます。
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プラットフォームイベントの定義
プラットフォームイベントは、Salesforce ユーザインターフェースの [プラットフォームイベント] ページで定義
します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「プラットフォームイベント」と入力し、[プラットフォーム
イベント] を選択します。
プラットフォームイベントは sObject でありカスタムオブジェクトに類似していますが、制限事項がいくつか
あります。イベント通知はプラットフォームイベントのインスタンスです。イベント通知は sObject とは異な
り、更新ができません。イベント通知をユーザインターフェースで表示することもできません。プラットフォー
ムイベント定義を削除すると、完全に削除されます。

Spring '17 におけるプラットフォームイベント (ベータ) の改善
プラットフォームイベント (ベータ) は前回のリリースで利用可能になりました。今回のリリースには、次の改
善と変更が加えられています。
イベント項目属性の適用
新規プラットフォームイベントレコードを検証して、カスタム項目の属性が適用されていることを確認し
ます。項目の属性には、必須属性とデフォルト属性、数値項目の精度、テキスト項目の最大長が含まれま
す。
Apex テストのサポート
Apex テストでプラットフォームイベントを公開し、関連付けられた Apex トリガをテストできます。
トリガの再起動数
新しい EventBus.TriggerContext クラスは、現在実行されているトリガに関する情報を提供します。
この情報には、EventBus.RetryableException によってトリガが再起動された回数が含まれており、
再起動回数の制限を設定できます。
パッケージ化とメタデータ API のサポート
プラットフォームイベントとそれに関連付けられた Apex トリガをパッケージに追加できます。プラット
フォームイベントは、メタデータ API で CustomObject 型を通じてサポートされます。
制限
プラットフォームイベントの公開、CometD クライアントへのイベントの配信、およびイベント定義に関し
て新しい制限が追加されました。
Databinding.ObjectMapper のサポート停止
Databinding.ObjectMapper クラスの transform メソッドが廃止され、今後のリリースから削除され

ます。
プラットフォームイベントについての詳細は、『Platform Events (Beta) Developer Guide』を参照してください。

EMP コネクタによる Java のストリーミング API への容易な登録
エンタープライズメッセージングプラットフォーム (EMP) コネクタを使用すると、CometD によって Java のスト
リーミングイベントとプラットフォームイベントへの登録プロセスが簡素化されます。また、デュラブルスト
リーミングによる過去のイベントの再生もサポートされます。複雑なロジックを記述してこれらの機能を自分
で実装する必要はありません。EMP コネクタを使用する場合、提供された関数をコールしてログインし、チャ
ネルに登録します。
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EMP コネクタは Java 8 に基づいており、CometD バージョン 3.0.9 を使用します。このコネクタは PushTopic および
汎用ストリーミングイベントのほか、プラットフォームイベントもサポートします。また、ユーザ名とパス
ワードを使った認証および OAuth ベアラートークンを使った認証もサポートします。
例: この Java の例は、指定されたユーザ名とパスワードのログイン情報を使用してログインし、CometD と
のハンドシェイクを実行します。次に、チャネル名 /topic/myTopic の myTopic と呼ばれる PushTopic
に登録します。再実行 ID は REPLAY_FROM_EARLIEST 定数に初期設定されています。つまり、この登録
では、新しいイベントだけでなく最も古い保存済みイベント (最大 24 時間) が返されます。EmpConnector
クラスは、接続と登録を開始するための関数を公開するメインクラスです。Java のラムダ式 (event ->
System.out.println(..)) によってイベント通知が出力に書き込まれます。
// Replay from the start of the event window.
// May be any valid replayFrom position in the event stream.
long replayFrom = EmpConnector.REPLAY_FROM_EARLIEST;
// Get parameters from login
BayeuxParameters params = login("<username>", "<password>");
// The event consumer.
// This lambda expression prints the received event to the output
// each time a notification is received.
Consumer<Map<String, Object>> consumer = event -> System.out.println(
String.format("Received:\n%s", event));
// Instantiate the EMP connector
EmpConnector connector = new EmpConnector(params);
// Wait for handshake with Streaming API
connector.start().get(5, TimeUnit.SECONDS);
// Subscribe to a topic
// Block and wait for the subscription to succeed for 5 seconds
TopicSubscription subscription = connector.subscribe("/topic/myTopic",
replayFrom, consumer).get(5, TimeUnit.SECONDS);
// Here's our subscription
System.out.println(String.format("Subscribed: %s", subscription));

OAuth ベアラートークン認証を代わりに使用するには、BayeuxParameters 値を次のコードで置き換え
ます。URL は、使用している Salesforce インスタンスの URL に対応します。
BayeuxParameters params = new BayeuxParameters() {
@Override
public String bearerToken() {
return "<token>";
}
@Override
public URL host() {
try {
return new URL("<URL>");
} catch (MalformedURLException e) {
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throw new IllegalArgumentException(String.format("Unable to create url:
%s", argv[0]), e);
}
}
};

次の関数コールによって登録が終了します。
// Cancel a subscription
subscription.cancel();
// Stop the connector
connector.stop();

完全な例は、EMP-Connector GitHub リポジトリを参照してください。
まだ一番のお楽しみが残っています。EMP コネクタはオープンソースプロジェクトです。つまり、ユーザが独
自の機能強化でこの EMP コネクタに貢献することができます。EMP-Connector GitHub リポジトリにお気軽にご寄
稿ください。

Tooling API
Tooling API で、オブジェクト、コール、リソースが新規追加および変更されました。
『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。また、最上位の設定オブジェクトとその
子オブジェクトの個々の項目を更新することもできます。
Tooling API ドキュメントの変更
Tooling API ドキュメントの主な改善点。

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。また、最上位の設定オブジェクトとその子
オブジェクトの個々の項目を更新することもできます。

新しいオブジェクト
FormulaFunction
特定の用途に使用できる関数を取得します。たとえば、このオブジェクトを使用して、フローまたは
Visualforce ページで使用できる関数を検索します。
FormulaOperator
STAR (乗算)、AND など、使用可能なすべての数式演算子を取得します。
GlobalValueSet
グローバル値セットまたはローカルのカスタム選択リストで使用される値の定義を表します。
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StandardValueSet
標準選択リスト項目の値のセットを表します。

変更されたオブジェクト
SecurityHealthCheck
次の項目が追加されました。
CustomBaselineID

項目の一意の識別子。設定のインポートとスコアの計算を行うために使用するベースラインを特定しま
す。
FlexiPage
次の項目が追加されました。
EntityDefinitionId

Lightning ページが関連付けられている標準オブジェクトの名前またはカスタムオブジェクトの ID。種別
が AppPage または HomePage の Lightning ページでは、この項目は null です。SobjectType 項目を
置き換えます。
次の項目が廃止されました。
SobjectType

API バージョン 39.0 で廃止されました。代わりに EntityDefinitionId を使用してください。

メタデータ設定に Tooling API でアクセス可能
Tooling API を使用して、メタデータ API で使用できるメタデータ設定を更新できるようになりました。
定義に次の要素が含まれる場合、Tooling API WSDL でこれらのタイプのいずれかを特定できます。
<xsd:extension base="mns:MetadataForSettings">

この最上位の設定オブジェクトにはいくつかの更新オプションがあります。オブジェクトのメタデータ項目を
使用して設定を更新できます。メタデータ項目は、オブジェクトのメタデータ API コントラクト全体を表しま
す。
また、設定オブジェクトの階層内の項目のサブセットを更新するには、インターフェースを変更します。この
インターフェースで個々の項目を直接更新します。
Tooling API WSDL にアクセスするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「API」と入力し、[API] を選択
して、[Tooling WSDL の生成] をクリックします。

Tooling API ドキュメントの変更
Tooling API ドキュメントの主な改善点。
主な改善点:
数式関数の再編成
数式関数が現在の API カテゴリに沿ったカテゴリに統合されました。統合の一環として Informational カテゴ
リと Encoding カテゴリが削除されました。
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メタデータ API
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
CspTrustedSite
CSP 信頼済みサイトを表します。Lightning コンポーネントフレームワークでは、コンテンツセキュリティポ
リシー (CSP) を使用して、ページに読み込むことができるコンテンツのソースを制御します。外部 (Salesforce
以外の) サーバに対する要求を実行するサードパーティ API を使用するには、サーバを CSP 信頼済みサイト
として追加します。
EclairGeoData
Wave のカスタム地図グラフを表します。カスタム地図は、Wave にアップロードされて標準地図のように使
用されるユーザ定義地図です。カスタム地図は、Wave にある、その地図グラフの種類で使用できる地図の
リストよりアクセスします。
ExternalServiceRegistration
組織の外部サービス設定を表します。ベータで使用できます。「外部サービス: ウィザード、スキーマ、フ
ローを使用した Salesforce への接続 (ベータ)」を参照してください。
FileUploadAndDownloadSecuritySettings
ファイルのアップロードとダウンロードに関するセキュリティ設定を表します。
LeadConvertSettings
リードの変換に関する組織のカスタム項目の対応付けを表します。カスタム項目をリードから取引先、取
引先責任者、および商談に対応付けることができます。リード変換中に商談を作成するためのオプション
を指定することもできます。
PersonalJourneySettings
Adoption Manager ツールを有効または無効にする、組織の Adoption Manager 設定を表します。
ProfileActionOverride
ユーザプロファイルによる ActionOverride の上書きを表します。これを使用して、Lightning Experience の標準
の [ホーム] タブまたはオブジェクトレコードページ上の ActionOverride を上書きできます。ユーザがプロファ
イルでログインすると、一致する ProfileActionOverride の割り当てが、ActionOverride で指定された [ホーム] タ
ブまたはレコードページの既存の上書きよりも優先されます。
UserCriteria
ユーザ条件の説明。
Wavexmd
Wave Analytics アプリケーションの WaveXmd オブジェクトを表します。

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。
CommunityTemplateDefinition
CommunityTemplatePageSetting サブタイプに次の項目が追加されました。
themeLayout

必須。テーマレイアウトの FlexiPage の名前。
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CommunityThemeDefinition
次の項目が追加されました。
customThemeLayoutType

テーマレイアウトで利用できるカスタムテーマレイアウト種別のリスト。
themeLayoutType 項目で、新しい値 (Home または Login) がサポートされるようになりました。

CommunityThemeSetting サブタイプに次の項目が追加されました。
customThemeLayoutType
themeLayoutType が指定されていない場合は必須です。テーマレイアウトに関連付けられたカスタム

テーマレイアウト種別。
CustomApplication
次の項目が追加されました。
profileActionOverrides

このカスタムアプリケーションに割り当てられた、Lightning Experience レコードページの ProfileActionOverrides
のリスト。ユーザがカスタムアプリケーションを呼び出すと、一致する ProfileActionOverride の割り当て
が、ActionOverride で指定されたレコードページの既存の上書きよりも優先されます。これにより、レコー
ドタイプとプロファイルによってカスタムアプリケーションのレコードページを上書きできます。
CustomField
次の項目が追加されました。
metadataRelationshipControllingField

カスタムメタデータリレーション内において、エンティティ定義のメタデータリレーションで標準オブ
ジェクトまたはカスタムオブジェクトを指定する制御項目を表します。カスタムメタデータ型で項目定
義のメタデータリレーションを作成する場合は、必須です。制御項目で指定したオブジェクトによっ
て、その連動項目の定義で使用できる値が決まります。たとえば、取引先オブジェクトを指定すると、
項目定義で使用できる項目が取引先項目のみに絞り込まれます。
CustomSite
次の項目が追加されました。
allowStandardPortalPages

必須。有効にすると、このサイトの認証済みユーザは、そのユーザのアクセス制御で許可されている標
準のSalesforceページにアクセスできます。無効にすると、このサイトの認証済みユーザは、そのユーザ
のアクセス制御で許可されていても標準の Salesforce ページにアクセスできません。サイトで Visualforce
ページのみを提供する場合、この設定を無効にすることでアクセス保護のレイヤをサイトに追加できま
す。
EmailToCaseRoutingAddress
次の項目が変更されています。
caseOwner

メール-to-ケースのルーティングアドレスでユーザまたはキューをケース所有者として指定できます。
メール-to-ケースのルーティングアドレスでケース所有者を指定すると、CaseSettings の defaultCaseOwner
の値が上書きされます。
ExternalDataSource
次の項目が変更されました。
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isWritable

Salesforce Connect の組織間アダプタと共にこの項目を true に設定できるようになりました。
type

この項目で値 outgoingemail がサポートされるようになりました。これは、クイックアクションで
メールを送信するために使用するデータソースです。
FlexiPage
次の項目が廃止されました。
pageTemplate

API バージョン 39.0 以降では、代わりに template を使用します。
次の項目が追加されました。
template

必須。FlexiPage に関連付けられているテンプレート。
type 項目で、次の値がサポートされるようになりました。

• CommForgotPasswordPage — コミュニティビルダーで作成したように、コミュニティでパスワードを
忘れた場合のページを上書きするために使用する Lightning ページ。
• CommLoginPage — コミュニティビルダーで作成したように、コミュニティのログインページを上書き
するために使用する Lightning ページ。
• CommSelfRegisterPage — コミュニティビルダーで作成したように、コミュニティのセルフ登録ペー
ジを上書きするために使用する Lightning ページ。
次の項目が FlexiPageTemplateInstance サブタイプに追加されました。
name

必須。テンプレートの単一インスタンスの名前。
properties

テンプレートインスタンスの単一プロパティの値。
ExternalDataSource
次の項目が変更されています。
isWritable

Salesforce Connect の組織間アダプタと共にこの項目を true に設定できるようになりました。
KnowledgeSettings
次の項目が変更されています。
suggestedArticles

サブタイプを持つ 2 つの複合型が追加されました。作業指示用の記事を推奨するために使用する作業指
示項目のリストを取得するには、KnowledgeWorkOrderFieldsSettings を使用します。作業指示品目用の記事
を推奨するために使用する作業指示品目項目のリストを取得するには、
KnowledgeWorkOrderLineItemFieldsSettings を使用します。
ModerationRule
次の項目が追加されました。
actionLimit

モデレーションアクションの制限を示します。
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notifyLimit

モデレーションルールの通知制限を示します。
timePeriod

レート制限の期間を示します。
type

メンバーが生成したコンテンツをモデレートするために使用するルールのタイプを示します。
userCriteria

コミュニティのモデレーションルールで使用するメンバー条件を表します。
Network
次の項目が追加されました。
subMenu

子メニュー項目のリスト。
navigationMenuItem

NavigationSubMenu のメニュー項目のリスト。このオブジェクトを使用して、親ヘッダーの子項目を作成、
削除、または更新します。
次の項目が変更されました。
type
type 項目で、値 MenuLabel (ナビゲーションメニューの親ヘッダー) がサポートされるようになりまし

た。メニューの表示ラベルのネスト項目。
TransactionSecurityPolicy
次の項目が追加されました。
description
ポリシーの説明。
developerName
一意の名前を使用して、同じ masterLabel を持つ他のポリシーとの競合を回避します。
masterLabel
このオブジェクトのマスタ表示ラベル。この表示値は、翻訳されない内部ラベルです。

データサービス
カスタム BigObjects の複合主キーの定義とクエリができます。また、追加の機能が非同期 SOQL によってサポー
トされます。
このセクションの内容:
カスタム BigObjects の必須項目 (パイロット)
カスタム BigObject 内の項目を必須として定義できるようになりました。
カスタム BigObjects の複合主キーの定義 (パイロット)
主キーを表すために使用する項目の定義が必須になりました。これにより、自動生成 ID を使用する以前の
方法を置き換えます。
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BigObjects のクエリ機能の強化 (パイロット)
SOQL を使用して、複合主キーを構成する項目をクエリの検索条件で使用できます。
非同期 SOQL の機能強化 (パイロット)
非同期 SOQL では、追加の集計機能と、結果を対象の sObject に更新/挿入する機能がサポートされます。

カスタム BigObjects の必須項目 (パイロット)
カスタム BigObject 内の項目を必須として定義できるようになりました。
値を指定しないとレコードの作成に失敗し、エラーが生成されます。項目定義内で required タグを使用し
て、項目を必須としてマークします。
<fields>
<fullName>Field__c</fullName>
<label>Field</label>
<length>20</length>
<required>true</required>
<type>Text</type>
</fields>

カスタム BigObjects の複合主キーの定義 (パイロット)
主キーを表すために使用する項目の定義が必須になりました。これにより、自動生成 ID を使用する以前の方
法を置き換えます。
インデックスタグを使用して、複合主キーを構成するカスタム BigObject 項目を定義する必要があります。複合
主キーは最大 5 つの項目を持つことができ、すべてのテキスト項目からの文字数は最大 50 文字に制限されま
す。インデックスタグ内で項目を定義している順序によって複合主キーの順序が決まります。
複合主キーに含まれるすべての項目を BigObject 内に定義し、必須としてマークする必要があります。
メモ: メタデータ API バージョン 39.0 以降を使用する必要があります。古い API バージョンではインデック
スがサポートされないため、カスタム BigObjects をリリースできません。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<deploymentStatus>Deployed</deploymentStatus>
<fields>
<fullName>FirstName__c</fullName>
<label>Field</label>
<length>20</length>
<required>true</required>
<type>Text</type>
</fields>
<fields>
<fullName>Quantity__c</fullName>
<label>Another Field</label>
<scale>2</scale>
<precision>10</precision>
<required>true</required>
<type>Number</type>
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</fields>
<indexes>
<type>PRIMARY</type>
<fullName>MyFirstObjectPK</fullName>
<fields>
<name>FirstName__c</name>
<sortDirection>ASC</sortDirection>
</fields>
<fields>
<name>Quantity__c</name>
<sortDirection>DESC</sortDirection>
</fields>
</indexes>
<label>MyFirstObject</label>
<pluralLabel>MyFirstObjects</pluralLabel>
</CustomObject>

BigObjects のクエリ機能の強化 (パイロット)
SOQL を使用して、複合主キーを構成する項目をクエリの検索条件で使用できます。
SOQL コマンドのサブセットを使用して、複合主キーの各項目をクエリできます。複合主キーのクエリを構築
するには、主キーに定義された最初の項目から開始し、欠落が生じないよう最初から最後の項目までクエリに
指定します。
範囲操作は、クエリする最後の項目でのみ使用できます。それより前の項目では = 演算子のみを使用できま
す。
次のクエリは、テーブル内で LastName__c、FirstName__c、PhoneNumber__c によって複合主キーが定義
されていると仮定します。
次のクエリは、インデックスに 3 つすべての項目を指定します。このケースでは、PhoneNumber__c の検索
条件を範囲にすることができます。
SELECT LastName__c, FirstName__c, PhoneNumber__c
FROM Phone_Book__b
WHERE LastName__c='Kelly' AND FirstName__c='Charlie' AND PhoneNumber__c='2155555555'

次のクエリは、インデックスに最初の 2 つの項目のみを指定します。このケースでは、FirstName__c の検索
条件を範囲にすることができます。
SELECT LastName__c, FirstName__c, PhoneNumber__c
FROM Phone_Book__b
WHERE LastName__c='Kelly' AND FirstName__c='Charlie'

次のクエリは、インデックスに最初の項目のみを指定します。LastName__c の検索条件を範囲にすることが
できます。
SELECT LastName__c, FirstName__c, PhoneNumber__c
FROM Phone_Book__b
WHERE LastName__c='Kelly'
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次のクエリは、LastName__c と PhoneNumber__c の間に欠落があるため機能しません。
SELECT LastName__c, FirstName__c, PhoneNumber__c
FROM Phone_Book__b
WHERE LastName__c='Kelly' AND PhoneNumber__c='2155555555'

メモ: これらの制限は BigObjects に対する非同期 SOQL クエリには適用されません。

非同期 SOQL の機能強化 (パイロット)
非同期 SOQL では、追加の集計機能と、結果を対象の sObject に更新/挿入する機能がサポートされます。

非同期 SOQL の関連リソース
非同期 SOQL で次のリソースがサポートされるようになりました。
Boolean 項目によって BigObjects を絞り込む
非同期 SOQL は、Boolean 項目による BigObjects の絞り込みをサポートします。
MIN() と MAX() を使用してデータをクエリする
MIN() および MAX() 関数を使用して、1 つの列内の数値またはテキスト値の最小または最大を計算しま

す。
メモ: MIN() と MAX() では選択リストがサポートされていません。
{
"query": "SELECT Name, MIN(CreatedDate) FROM Account",
"targetObject":"CustomObject1__c",
"targetFieldMap":{"expr0":"CustomField__c"}
}

CALENDAR_YEAR() と CALENDAR_MONTH() を使用してデータをクエリする
CALENDAR_YEAR() および CALENDAR_MONTH() 関数を使用して、dateTime 項目から年または月を表す数値

を返します。
{
"query": "SELECT Calendar_Year(CreatedDate) FROM Account GROUP BY
Calendar_Year(CreatedDate)",
"targetObject":"CustomObject1__c",
"targetFieldMap":{"expr0":"CustomField__c"}
}

結果を対象の sObject に更新/挿入する
結果を対象の sObject に更新/挿入するには、targetExternalIdField を使用して対象の sObject を指定し
ます。"operation":"upsert" を要求に含めます。
メモ: BigObjects の更新/挿入はサポートされていません。
{
"query": "Select count(id) c, AccountId from Contact",
"operation": "upsert",
"targetObject": "Account",
"targetFieldMap": {"AccountId":"Id", "c":"NumContacts__c"},
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"targetExternalIdField" : "Id"
}

Open CTI API
Lightning コンソールアプリケーションで Open CTI for Lightning Experience を使用できるようになりました。
Open CTI を Lightning コンソールアプリケーションに実装した場合、onNavigationChange メソッドの動作は標
準の Lightning アプリケーションでの動作と少し異なります。
詳細は、『Open CTI 開発者ガイド』を参照してください。
関連トピック:
Open CTI onNavigationChange メソッドの新しい動作
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_intro_lightning_vs_classic.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_methods_intro_lightning.htm

その他の API の変更
Data.com 用語を更新しました。
このセクションの内容:
Data.com 用語の変更
Data.com Cleanのルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようになりました。Data.com API では、
オブジェクト名、項目名、REST エンドポイントの URI、プロパティ名で引き続き「Clean」を使用します。
Data.com API のドキュメントでは、クリーンアップルールではなくデータインテグレーションルールを参照
するようになりました。

Data.com 用語の変更
Data.com Clean のルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようにな
りました。Data.com API では、オブジェクト名、項目名、REST エンドポイントの
URI、プロパティ名で引き続き「Clean」を使用します。Data.com API のドキュメン
トでは、クリーンアップルールではなくデータインテグレーションルールを参
照するようになりました。
Data.com Clean のルールがデータインテグレーションルールと呼ばれるようにな
りました。
API エンティティ名
Data.com API では、オブジェクト名、項目名、REST エンドポイントの URI、プ
ロパティ名で引き続き「Clean」を使用します。

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

たとえば、データサービスを表すメタデータオブジェクトはこれまで同様 CleanDataService です。
API ドキュメント
Data.com API ドキュメントでは次の用語を使用します。
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ロングテキストエリア

• 「クリーンアップルール」の代わりに「データインテグレーションルール」
• 「クリーンアップ」の代わりに「更新」
• 「クリーンアップデータサービス」の代わりに「データサービス」

カスタムメタデータ型: リレーション項目の機能強化、ロングテキス
トエリア
カスタムメタデータ型を使用することで、データだけでなくメタデータ型に基
づいてアプリケーションを作成することができるため、以前よりも優れたアプ
リケーションを構築できます。長らく待ちわびていた機能 (項目定義とのメタ
データリレーションやカスタムメタデータ型のロングテキストエリアなど) を使
用してさらに多くのことを実行できます。これらの変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
このセクションの内容:
メタデータリレーションでの項目定義リレーションのサポート
カスタムメタデータ型のメタデータリレーション項目で項目定義を検索でき
るようになりました。以前は、標準およびカスタムSalesforceオブジェクトの
エンティティ定義を検索できましたが、オブジェクトの特定の項目は検索で
きませんでした。このリリースでは、メタデータリレーション項目の種別と
して項目定義がサポートさ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:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、
Developer Edition、および
Database.com Edition
Professional Edition 組織で
は、カスタムメタデータ
レコードのみをインス
トール済みパッケージの
型から作成、編集、およ
び削除できます。

カスタムメタデータ型のロングテキストエリア (パイロット)
基本的な設定データの長さが 255 文字のテキスト項目制限を超えることはよ
くあります。このリリースまで、API キー、特殊なマークアップ、SOQLクエリなどの長い文字列を保存する
場合は、テキスト項目を使用する回避策が必要でしたが、ロングテキストエリアをカスタム項目のデータ
型として作成、パッケージ化、およびリリースできるようになりました。
カスタムメタデータ型でサポートされるようになった queryMore()
多数のカスタムメタデータレコードのページングで queryMore() API コールがサポートされるようになり
ました。
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

メタデータリレーションでの項目定義リレーションのサポート
カスタムメタデータ型のメタデータリレーション項目で項目定義を検索できるようになりました。以前は、標
準およびカスタムSalesforceオブジェクトのエンティティ定義を検索できましたが、オブジェクトの特定の項目
は検索できませんでした。このリリースでは、メタデータリレーション項目の種別として項目定義がサポート
されるようになりました。
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[項目定義] オプションは、カスタムメタデータ型にエンティティ定義へのリレーションが少なくとも 1 つある
場合は常に使用できます。
• エンティティ定義へのリレーションは、制御項目です。
• 項目定義へのリレーションでは、エンティティ定義オブジェクトの標準項目またはカスタム項目を指定し
ます。
詳細ページで、[制御項目] をエンティティ定義へのリレーションに設定します。
リレーション項目のあるカスタムメタデータ型にレコードを追加する場合、参照する特定のオブジェクトおよ
び項目を選択します。たとえば、取引先オブジェクトの業種項目を選択します。

項目定義リレーション項目でビューおよび検索条件を作成する場合、項目定義と制御エンティティ定義の 2 つ
の異なる検索条件が必要です。項目定義リレーション項目で絞り込むだけでは不十分です。たとえば、取引先
の業種項目を参照するすべてのレコードを表示する場合、検索条件でオブジェクトと項目の API 参照名が指定
されていることを確認します。

他にも次のような関連する変更があります。
• メタデータ API では、MetadataRelationshipControllingField が新たに追加されました。
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• ユーザインターフェースでは、メタデータリレーションデータ型の項目の種類が増えて、エンティティ定
義と項目定義リレーションのオプションが追加されました。
関連トピック:
メタデータ API

カスタムメタデータ型のロングテキストエリア (パイロット)
基本的な設定データの長さが 255 文字のテキスト項目制限を超えることはよくあります。このリリースまで、
API キー、特殊なマークアップ、SOQL クエリなどの長い文字列を保存する場合は、テキスト項目を使用する回
避策が必要でしたが、ロングテキストエリアをカスタム項目のデータ型として作成、パッケージ化、およびリ
リースできるようになりました。
メモ: カスタムメタデータ型のロングテキストエリアは、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。
この機能は、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。特定期間内の正規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。この機能に関する
フィードバックや提案は、Success コミュニティのカスタムメタデータ型グループに投稿してください。
ロングテキストエリア項目を作成する場合、キャッシュデータの制限に達しないように、保存するデータに合
わせて項目の長さを最適化します。次の制限に注意してください。
• デフォルトの文字制限 — 32,768 (32 KB)
• 最大文字制限 — 131,072 (128 KB)
• 最小文字制限 — 256
• ロングテキストエリア項目は、SOQL 検索条件ではサポートされていません。

カスタムメタデータ型でサポートされるようになった queryMore()
多数のカスタムメタデータレコードのページングで queryMore() API コールがサポートされるようになりま
した。

開発者コンソール: 例外クラスの作成、コードカバー率の表示件数の
増加
新しい開発者コンソールの機能を使用して、組織でコードをより簡単に管理で
きます。Exception を拡張するApexクラスを作成できます。また、Apexクラス
が 2,000 個を超えたり、トリガがあったりしても、組織のコードカバー率の結果
を表示したりできます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。
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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
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このセクションの内容:
開発者コンソールでの例外クラスの作成
開発者コンソールで System.Exception を拡張するApexクラスを作成できるようになりました。以前は、
Exception が名前に含まれているクラスを作成するとエラーになっていました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
開発者コンソールのコードカバー率の結果の表示件数の増加
2,000 個を超える Apex クラスおよびトリガがあっても、開発者コンソールですべてのコードカバー率の結果
を表示できるようになりました。以前は、開発者コンソールにコードカバー率の結果が 2,000 行までしか表
示されませんでした。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

開発者コンソールでの例外クラスの作成
開発者コンソールで System.Exception を拡張する Apex クラスを作成できるようになりました。以前は、
Exception が名前に含まれているクラスを作成するとエラーになっていました。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。

関連トピック:
Apex 開発者ガイド: Exception クラスおよび組み込み例外

開発者コンソールのコードカバー率の結果の表示件数の増加
2,000 個を超える Apex クラスおよびトリガがあっても、開発者コンソールですべてのコードカバー率の結果を
表示できるようになりました。以前は、開発者コンソールにコードカバー率の結果が 2,000 行までしか表示さ
れませんでした。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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デバッグ: ISV カスタマーデバッグ、ネストされた追跡フラグ期間の
排除
デバッグ環境が改善されたため、Salesforce 組織でより簡単に問題を解決できる
ようになりました。登録者組織の管理パッケージをデバッグしたり、追跡フラ
グにネストされた時間枠がある場合に発生する問題を回避したりします。この
変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
このセクションの内容:
登録者組織の管理パッケージのデバッグ

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

各ライセンス管理組織に ISV カスタマーデバッガセッションが 1 つ、無料で
含まれるようになりました。「管理された Apex の表示およびデバッグ」ユー
ザ権限でこの機能へのアクセスを制御します。
個別の追跡フラグ期間の設定
一度に有効にできる追跡フラグは追跡対象エンティティごとに 1 つのみです。ただし、以前は追跡フラグ
の有効時間枠をネストすれば、同じエンティティで重複する追跡フラグを設定できていました。紛らわし
い誤解を避けるために、このバグは修正されました。以前のように、ある追跡フラグよりも開始時間が遅
く終了時間が早い別の追跡フラグを、ある追跡フラグと重複して設定できなくなりました。

登録者組織の管理パッケージのデバッグ
各ライセンス管理組織に ISV カスタマーデバッガセッションが 1 つ、無料で含まれるようになりました。「管
理された Apex の表示およびデバッグ」ユーザ権限でこの機能へのアクセスを制御します。
メモ: この機能は使用資格のある Salesforce パートナーが使用できます。資格要件を含む、パートナープロ
グラムの詳細は、www.salesforce.com/partners を参照してください。
関連トピック:
登録者組織での Apex コードのデバッグ

個別の追跡フラグ期間の設定
一度に有効にできる追跡フラグは追跡対象エンティティごとに 1 つのみです。ただし、以前は追跡フラグの有
効時間枠をネストすれば、同じエンティティで重複する追跡フラグを設定できていました。紛らわしい誤解を
避けるために、このバグは修正されました。以前のように、ある追跡フラグよりも開始時間が遅く終了時間が
早い別の追跡フラグを、ある追跡フラグと重複して設定できなくなりました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: デバッグログの設定
Force.com Tooling API: TraceFlag
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ISVforce: Lightning Experience のパッケージマネージャ、パッケージ化
の機能拡張、ISV カスタマーデバッグ
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。このリリースでは、Lightning
Experience にパッケージマネージャが表示され、パッケージの転送アップグレー
ドのセキュリティが向上しています。また、API を使用してパッケージ転送要求
を中止したり、登録者組織の「管理-リリース済み」パッケージをデバッグした
り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:
Developer Edition

このセクションの内容:
Lightning Experience を使用したパッケージの管理
Salesforce Classic で行っていたのと同様の方法で、Lightning Experience を使用してパッケージを作成および管理
できるようになりました。
パッケージの転送アップグレードで新規作成または変更されたリモートサイトのデフォルトでの無効化
パッケージの転送アップグレードでリモートサイトが新規作成された場合や既存のサイトが変更された場
合、デフォルトでサイトが [無効] に設定されます。以前は、登録者のシステム管理者の明示的な承認を得
ることなくリモートサイトが [有効] に設定されており、製品のセキュリティ上の問題が発生する可能性が
ありました。
ISVforce: Lightning および Salesforce Classic アプリケーションパッケージの更新
開発者は、Lightning および Salesforce Classic アプリケーションを変更したり、新しいパッケージバージョンを
受信したときに登録者が変更を選択できるようにしたりできます。
API を使用したパッケージ転送要求の中止
パッケージ転送要求を中止するには、その状況を [Canceled (キャンセル)] に変更します。
登録者組織での Apex コードのデバッグ
各ライセンス管理組織で一度に 1 つの無料の ISV カスタマーデバッガセッションを使用できます。ISV カスタ
マーデバッガは、Apex デバッガ (Eclipse の Force.com IDE プラグインに含まれる機能で通常は有料) の一部で
す。Apex デバッガは Sandbox 組織でのみ使用できるため、デバッグセッションは顧客の Sandbox からのみ開
始できます。
新しい権限を使用した登録者組織のコードへの LMO ユーザのアクセス制御
以前は、「Apex 開発」権限で登録者組織の難読化コードへのライセンス管理組織 (LMO) ユーザのアクセス
を制御できましたが、このアクセスは、「管理された Apex の表示およびデバッグ」権限で制御されるよう
になりました。「Apex 開発」権限では、登録者組織の難読化コードを表示できなくなりました。

Lightning Experience を使用したパッケージの管理
Salesforce Classic で行っていたのと同様の方法で、Lightning Experience を使用してパッケージを作成および管理で
きるようになりました。
パッケージマネージャにアクセスするには、[設定] でパッケージを検索します。
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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
ISVforce ガイド

パッケージの転送アップグレードで新規作成または変更されたリモートサイト
のデフォルトでの無効化
パッケージの転送アップグレードでリモートサイトが新規作成された場合や既存のサイトが変更された場合、
デフォルトでサイトが [無効] に設定されます。以前は、登録者のシステム管理者の明示的な承認を得ることな
くリモートサイトが [有効] に設定されており、製品のセキュリティ上の問題が発生する可能性がありました。
新規リモートサイトまたは変更されたリモートサイトを有効化するには、その詳細に移動して [有効] ボック
スをオンにします。
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関連トピック:
ISVforce ガイド

ISVforce: Lightning および Salesforce Classic アプリケーションパッケージの更新
開発者は、Lightning および Salesforce Classic アプリケーションを変更したり、新しいパッケージバージョンを受
信したときに登録者が変更を選択できるようにしたりできます。
アプリケーションで変更可能または不可能な点について、次に示します。
• 開発者によって制御される項目は更新できる
• 登録者によって制御される項目は更新できない
• すべての項目が登録者によって制御されるため、Salesforce Classic コンソールはアップグレードできない
• 登録者組織で削除された管理Salesforce Classicアプリケーションは、パッケージのアップグレードで再作成で
きない
• 転送アップグレードとプルアップグレードの両方がサポートされている

API を使用したパッケージ転送要求の中止
パッケージ転送要求を中止するには、その状況を [Canceled (キャンセル)] に変更します。
たとえば、REST API を使用している場合、次のように PATCH 要求を PackagePushRequest sObject エンドポイントに
送信します。
PATCH
/services/data/v38.0/sobjects/packagepushrequest/0DV...
{
"Status" : "Canceled"
}
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転送要求の状況が [Created (作成済み)] または [Pending (待機中)] になっている場合、転送が中止され、関連する
すべての転送ジョブはキャンセルされます。要求の状況が [Canceled (キャンセル)]、[Succeeded (成功)]、[Failed (失
敗)]、[In Progress (処理中)] になっている場合、転送は中止されずにエラーメッセージが返されます。この動作
は、UI の動作に似ています。
関連トピック:
ISVforce ガイド

登録者組織での Apex コードのデバッグ
各ライセンス管理組織で一度に 1 つの無料の ISV カスタマーデバッガセッションを使用できます。ISV カスタ
マーデバッガは、Apex デバッガ (Eclipse の Force.com IDE プラグインに含まれる機能で通常は有料) の一部です。
Apex デバッガは Sandbox 組織でのみ使用できるため、デバッグセッションは顧客の Sandbox からのみ開始でき
ます。
メモ: この機能は使用資格のある Salesforce パートナーが使用できます。資格要件を含む、パートナープロ
グラムの詳細は、www.salesforce.com/partners を参照してください。
「管理された Apex の表示およびデバッグ」ユーザ権限で ISV カスタマーデバッガへのアクセスを制御します。
[設定] からデバッグセッションを開始します。登録者の組織にログインしているときにブラウザで [クイック
検索] ボックスに「Apex デバッガ」と入力し、[Apex デバッガ] を選択します。[パートナーデバッグセッショ
ンを開始] をクリックします。ブラウザから Eclipse ウィンドウにアイコン (

) をドラッグします。

関連トピック:
Force.com IDE Developer Guide (Force.com IDE 開発者ガイド): Get Started with the ISV Customer Debugger (ISV カスタマーデ
バッガの使用開始)

新しい権限を使用した登録者組織のコードへの LMO ユーザのアクセス制御
以前は、「Apex 開発」権限で登録者組織の難読化コードへのライセンス管理組織 (LMO) ユーザのアクセスを制
御できましたが、このアクセスは、「管理された Apex の表示およびデバッグ」権限で制御されるようになり
ました。「Apex 開発」権限では、登録者組織の難読化コードを表示できなくなりました。
メモ: この機能は使用資格のある Salesforce パートナーが使用できます。資格要件を含む、パートナープロ
グラムの詳細は、www.salesforce.com/partners を参照してください。
管理パッケージの一部である Apex クラス、トリガ、または Visualforce コンポーネントに含まれるコードは難読
化され、インストール先の組織で見ることができません。唯一の例外は、グローバルとして宣言されたメソッ
ドです。グローバルメソッドの署名は、インストール先の組織で表示できます。また、「管理された Apex の
表示およびデバッグ」権限を持つライセンス管理組織ユーザは、登録者サポートコンソールで登録者組織にロ
グインしたときにパッケージの難読化された Apex クラスを表示できます。
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マーケティング: かつてない方法で顧客をエンゲージするツール
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、ビジネスでの各インタラクションの影響を評価します。
関連トピック:
Marketing Cloud の概要
Marketing Cloud: 2016 年 10 月のリリースノート
Marketing Cloud: 2016 年 9 月のリリースノート
Marketing Cloud: 2016 年 7 月のリリースノート
Marketing Cloud: 2016 年 5 月のリリースノート
Marketing Cloud: 以前のリリースノート
Salesforce Marketing Cloud の Facebook ページ

重要な更新: LockerService の変更、Visualforce ページの CSRF 保
護、Shield Platform Encryption から分離されたマスク
このリリースには、2 つの新しい重要な更新があります。1 つ目は、Visualforce ページで GET 要求の CSRF 保護を
実装する方法の変更です。2 つ目は、Shield Platform Encryption からの「暗号化されたデータの参照」権限の分離
です。また、Summer '16 からの LockerService、承認、およびフローの重要な更新は延期されました。
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、「重要な更新への対応」を参照してください。
LockerService のコンテンツセキュリティポリシーの厳格化
既存の LockerService の重要な更新により、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) が強化され、クロスサイ
トスクリプティング攻撃の可能性が排除されます。これらの CSP の変更は、Sandbox 組織と Developer Edition
組織でのみ適用されます。CSP の変更は、LockerService が有効化されている場合でも本番組織には影響しま
せん。Lightning コンポーネントフレームワークでは、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用して、
ページに読み込むことができるコンテンツのソースを制御します。
Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を許可
この重要な更新により、Visualforce ページで GET 要求の CSRF チェックを有効にできるようになりますが、既
存の Visualforce ページへのリンクが切断される可能性があります。
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暗号化されたデータのマスクを無効化
この重要な更新により、Shield Platform Encryption サービスからマスクが分離されます。これは、「暗号化さ
れたデータの参照」権限と、それによるマスク動作を使用できなくなることを意味します。顧客は、この
重要な更新を有効化する前に項目とオブジェクトレベルセキュリティの設定を確認する必要があります。
「バックグラウンドで行われたレコードの承認申請の適切な承認プロセスへの転送」(重要な更新) の延期
この重要な更新は、Summer '16 でリリースされ、Winter '17 で自動的に有効化される予定でしたが、Spring '18
に延期されました。
Spring '17 での「フロー sObject 変数のパーセント値の修正」(重要な更新) の有効化
この重要な更新は、Summer '16 でリリースされ、Winter '17 で自動的に有効化される予定でしたが、Spring '17
に延期されました。

ヘルプ & トレーニング
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
メントも更新されました。
このセクションの内容:
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。
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。
コミュニティおよびポータルドキュメントの更新
『Salesforce Communites 実装ガイド』は削除され、パートナーポータルドキュメントが「ヘルプ & トレーニ
ング」から新しいガイドに移動され、パートナーコミュニティに関する多数の情報が追加されました。

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。
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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ウォークスルーを使用してください。
リリースノートからウォークスルーへのリンクは、最新のリリースでのみ機能し、プレビュー組織では
機能しません。
機能

ウォークスルー

必要なもの

対応言語

Lightning Experience

Lightning Experience へのアク 英語
お気に入りを使用し セス権
て最も頻繁に使用する項
目へのショートカットを
作成する

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。
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。最新のモジュー
ルとトレイルは次のとおりです。

新しいモジュール
コールセンターインテグレーション
電話チャネルとサポートコンソールを統合することにより、顧客からの電話に対応します。
Developer Console Basics (開発者コンソールの基本)
Salesforce の Web ベースの統合開発環境 (IDE) について学習します。
ISV Security Review (ISV セキュリティレビュー)
アプリケーションのセキュリティ戦略を考案し、セキュリティレビューの準備を整えます。
プラットフォームキャッシュの基礎
データ取得時間を短縮し、アプリケーションのパフォーマンスを高めます。
Salesforce1 Security and Compliance (Salesforce1 のセキュリティおよびコンプライアンス)
Salesforce1 モバイルアプリケーションを保護し、モバイルデバイスから Salesforce へのアクセスを制御しま
す。
Service Console Components (サービスコンソールコンポーネント)
サポートエージェントに必要なすべての機能を 1 つの画面で提供します。

新しいトレイル
Manage the Salesforce1 Mobile App (Salesforce1 モバイルアプリケーションの管理)
Salesforce1 によってビジネスを変革し、従業員の生産性を高める方法を学習します。
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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
• Services Covered: Financial Services Cloud、Health Cloud、および Salesforce Quote-to-Cash が追加されました。
• Quick Contact Import Feature: セクションが削除されました。
• Field Service Lightning: 新しいセクションが追加されました。
• Lightning Sync: セクションが削除されました。
• Lightning for Outlook: 新しいセクションが追加されました。
• Lightning Voice: 新しいセクションが追加されました。
• Send Email Through Gmail or Office364: 新しいセクションが追加されました。
• Distributed Software: 情報が更新されました。
Analytics Cloud
• Distributed Software: 情報が更新されました。
Commerce Cloud
• External Facing Services: 新しいセクションが追加されました。
Data.com
• Customer Data: 新しいセクションが追加されました。
• External Facing Services: 新しいセクションが追加されました。
Desk.com
• Third Party Content: 情報が更新されました。
• Third Party Applications: 情報が更新されました。
ExactTarget
• Restricted Uses of Information: 情報が更新されました。
• Advertising Studio: 情報が更新されました。
• Third Party Notices: 情報が更新されました。
Financial Services Cloud
• ドキュメント『Financial Services Cloud Notice and License Information』は、ドキュメント『Salesforce Notice and License
Information』に統合されました。
Health Cloud
• ドキュメント『Health Cloud Notice and License Information』は、ドキュメント『Salesforce Notice and License Information』
に統合されました。
Heroku
• Restricted Uses: ベストプラクティスとガイドラインに関する情報が追加されました。
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• Heroku Elements: 情報が更新されました。
• Distributed Software: 情報が更新されました。
IoT Cloud
• 更新なし
Krux
• 新しいドキュメント
LiveMessage
• Third-Party Platforms: セクションが追加されました。
• Third-Party Notices: セクションが追加されました。
Marketing Cloud
• Third Party Notices: 情報が更新されました。
• Terms Applicable to Public Sector Users: セキュリティが追加されました。
Pardot
• Third Party Notices: 情報が更新されました。
予測インテリジェンス
• Services Covered: Personalization Builder が追加されました。
• External-Facing Services: 情報が更新されました。
• Restricted Uses of Information: 情報が更新されました。
Quote-to-Cash
• ドキュメント『Quote-to-Cash Notice and License Information』は、ドキュメント『Salesforce Notice and License
Information』に統合されました。
SalesforceIQ
• Third Party Applications: 情報が更新されました。
Sales Cloud Einstein
• 新しいドキュメント『Notice and License Information』
Work.com
• 更新なし

Security, Privacy, and Architecture
ドキュメント『Security, Privacy, and Architecture』に次の変更が加えられました。
Salesforce
• Services Covered: Health Cloud、Financial Services Cloud、および Salesforce Quote-to-Cash が追加されました。BeyondCore、
LiveMessage、Salesforce Inbox はこのドキュメントで扱われないことが明記されました。
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
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• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。このセクションには、特定の地域で使用できるようになる新し
い Public Cloud Option に関する説明もあります。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Third Party Architecture: セクションの名前が「Third Party Functionality」に変わりました。コンテンツ配信ネット
ワークの使用に関する情報がドキュメント『Infrastructure and Sub-processors』に移動しました。Sales Cloud Einstein
というブランドの新製品の説明が追加されました。
• Audits and Certifications: Public Cloud Option および Salesforce Quote-to-Cash に対する証明書の適用性に関する記述が
追加されました。『Privacy Shield Notice』へのリンクが追加されました。
• Security Procedures, Policies and Logs: ログ種別に関する詳細が追加されました。
• Reliability and Backup: 管理パッケージが顧客のシステム管理者によってアンインストールされている場合、
Health Cloud、Financial Services Cloud、または Quote-to-Cash でバックアップを使用できないことが明記されまし
た。
• Return of Data: 顧客が削除したデータは返還できないことが明記されました。
• Deletion of Customer Data: マスターサブスクリプション契約が終了した後のデータ削除のタイムラインが明記
されました。
• Sensitive Data: すべての機密データで暗号化を使用することを推奨する文章が追加されました。保護対象保険
情報を Public Cloud Option に送信したり、特定の機密データを Quote-to-Cash に送信したりすることを禁止する
記述が追加されました。
Buddy Media
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Audits and Certifications: Buddy Media サービスに適用される ISO 27001 向けの Salesforce の情報セキュリティ管理シ
ステムが ISO 27018 にも準拠していることが注記されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できること、そ
れらのコミュニケーションを ExactTarget というブランドの Salesforce サービスを使用して送信できること、
および Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
Commerce Cloud
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
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• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Third Party Functionality: サードパーティが Commerce Cloud サービスを使用して分散型サービス拒否攻撃からサー
ビスを保護することに関する説明のある新しいセクションが追加されました。この説明は、以前は「Third
Party Architecture」セクションにありました。
• Tracking and Analytics: 顧客およびユーザへのメールコミュニケーションを ExactTarget というブランドの Salesforce
サービスを使用して送信できることが開示されました。
Data.com
• Services Covered: 「Salesforce サービス」の定義について、サービスがリストされる代わりに help.salesforce.com
の「信頼とコンプライアンスに関するドキュメント」セクションが参照されるようになりました。
• Applicability to Data.com Services accessed through Salesforce Services: Commerce Cloud サービス向けの Salesforce のイン
フラストラクチャに関する情報がドキュメント『Commerce Cloud Infrastructure and Sub-processors』に記載され
るようになりました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Audits and Certifications: 「ISO27001/27018 certification」の「is subject to」が「operates」に置き換わり、この言及が
「for the Data.com Services」であることが明記され、Data.com サービスに送信される顧客データをホストする
ために使用される物理データセンターのセキュリティコントロールが証明書に含まれることを示す文章も
追加されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できることや、
Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
Desk.com
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できることや、
Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
ExactTarget
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
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• Third Party Functionality: ExactTarget サービスを介したモバイルメッセージの送信に関与する仲介業者について説
明する新しいセクションが追加されました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Audits and Certifications: ExactTarget サービスに適用される ISO 27001 向けの Salesforce の情報セキュリティ管理シ
ステムが ISO 27018 にも準拠していることが注記されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できることや、
Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
Financial Services Cloud
• ドキュメント『Financial Services Cloud Security, Privacy, and Architecture』は、ドキュメント『Salesforce Security, Privacy,
and Architecture』に統合されました。変更の説明については、ドキュメント『Salesforce Security, Privacy, and
Architecture』を参照してください。
Health Cloud
• ドキュメント『Health Cloud Security, Privacy, and Architecture』は、ドキュメント『Salesforce Security, Privacy, and
Architecture』に統合されました。変更の説明については、ドキュメント『Salesforce Security, Privacy, and
Architecture』を参照してください。
Heroku
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Intrusion Detection: Heroku で実行されるコードのセキュリティスキャンについて説明する文章が追加されまし
た。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できることや、
Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
IoT Cloud
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
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• Physical Security: AWS Web サイトへの言及が削除されました。この言及はドキュメント『IoT Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Deletion of Customer Data: Salesforce は IoT Cloud サービスに送信されてから 180 日以上経過したデータを削除でき
ることが明記された文章が追加されました。また、Salesforce は契約の終了後に顧客データを保持する日数
を削減する権利を留保することが明記されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できることや、
Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
Krux
• 新しいドキュメント
LiveMessage
• Services Covered: 「Lightning LiveMessage」への言及が追加されました。
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Third Party Architecture: セクションの名前が「Third Party Functionality」に変わりました。AWS の使用に関する情
報がドキュメント『Infrastructure and Sub-processors』に移動しました。モバイルアグリゲーターの説明が追加
されました。
• Physical Security: AWS Web サイトへの言及が削除されました。この言及はドキュメント『IoT Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
Pardot
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Third Party Architecture: セクションの名前が「Third Party Functionality」に変わりました。サードパーティパート
ナーによって提供される機能の詳細が明記されました。AWS の使用に関する情報がドキュメント『Pardot
Infrastructure and Sub-processors』に移動しました。
• Audits and Certifications: AWS 監査および認証への言及が削除されました。
• Security Controls: ドメインのホワイトリスト登録への言及が削除されました。
• Physical Security: AWS Web サイトへの言及が削除されました。
• Reliability and Backup: AWS によってホストされるバックアップの説明が明記されました。
• Deletion of Customer Data: AWS によってホストされるバックアップの説明が明記されました。
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• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できることや、
Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
予測インテリジェンス
• Services Covered: ドキュメント『Predictive Intelligence Security, Privacy, and Architecture』に記載されるサービスとし
て Personalization Builder が追加されました。
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Audits and Certifications: 予測インテリジェンスサービスに適用される ISO 27001 向けの Salesforce の情報セキュリ
ティ管理システムが ISO 27018 にも準拠していることが注記されました。
• Audits and Certifications: 予測インテリジェンスサービスに適用される Salesforce の情報セキュリティ管理システ
ムが 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示す箇条書きが追加されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できること、そ
れらのコミュニケーションを ExactTarget というブランドの Salesforce サービスを使用して送信できること、
および Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
Radian6
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Audits and Certifications: Radian6 サービスに適用される ISO 27001 向けの Salesforce の情報セキュリティ管理システ
ムが ISO 27018 にも準拠していることが注記されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できること、そ
れらのコミュニケーションを ExactTarget というブランドの Salesforce サービスを使用して送信できること、
および Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
SalesforceIQ
• Services Covered: SalesforceIQ および「Salesforce Inbox」というブランドのサービスもドキュメントの対象となる
ことが明記されました。
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Third Party Functionality: 新しいセクションが追加されました。削除された「Third Party Architecture」セクション
のサポートされるサードパーティテクノロジの使用に関する記述はこのセクションに移動しました。
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• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できることや、
Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
Sales Cloud Einstein
• これは新しいドキュメントセットです。各セクションは次のとおりです。
• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 信頼性の高いサービス提供の役割について説明し、顧客データの定義を
記載します。
• Services Covered: Sales Cloud Einstein サービス内に含まれるサービスについて説明します。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
します。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明します。
• Audits and Certifications: サービスに関連する監査および認証に関する情報について説明します。
• Security Controls: サービス内に含まれるセキュリティコントロールについて説明します。
• Security Procedures, Policies, and Logging: サービスに関連するセキュリティの手順について説明します。
• Intrusion Detection: サービスの侵入検出機能について説明します。
• Security Logs: サービスで生成されるセキュリティログについて説明します。
• Incident Management: インシデント管理のプロセスについて説明します。
• User Authentication: ユーザ認証のプロセスについて説明します。
• Physical Security: サービスに関連する物理的なセキュリティについて説明します。
• Reliability and Backup: サービスにアップロードされるデータのバックアッププロセスについて説明します。
• Viruses: サービスにアップロードされる添付ファイルまたは他のデータのウィルスはサービスでスキャンさ
れないことが注記されます。
• Data encryption: サービスで使用される暗号化について説明します。
• Return of Customer Data: 顧客データの返還プロセスについて説明します。
• Deletion of Customer Data: 顧客データの削除プロセスについて説明します。
• Sensitive Personal Data: どのような機密個人データをプラットフォームにアップロードできないのかについて
説明します。
• Tracking and Analytics: Salesforce が追跡および分析を実施する目的について説明します。
• Interoperation with Other Salesforce Services: Sales Cloud Einstein サービスと他の Salesforce サービスをどのように相互
運用できるかについて説明します。
Social.com
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
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• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Audits and Certifications: Social.com サービスに適用される ISO 27001 向けの Salesforce の情報セキュリティ管理シス
テムが ISO 27018 にも準拠していることが注記されました。
• Audits and Certifications: 予測インテリジェンスサービスに適用される Salesforce の情報セキュリティ管理システ
ムが 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示す箇条書きが追加されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できること、そ
れらのコミュニケーションを ExactTarget というブランドの Salesforce サービスを使用して送信できること、
および Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
Social Studio
• Salesforce Infrastructure: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Third Party Architecture: Salesforce のインフラストラクチャに関する情報がドキュメント『Infrastructure and
Sub-processors』に移動しました。
• Third Party Functionality: 新しいセクションが追加されました。このセクションには、Social.com によるサード
パーティプロキシサーバの使用についての説明があります。以前は「Third Party Architecture」セクションに同
じような説明がありました。
• Architecture and Data Segregation: Salesforce のマルチテナントアーキテクチャの顧客データの分離について説明
する新しいセクションが追加されました。
• Control of Processing: Salesforce のサービスで実行されるデータ処理の顧客による制御について説明する新しい
セクションが追加されました。
• Audits and Certifications: Social Studio サービスに適用される ISO 27001 向けの Salesforce の情報セキュリティ管理シ
ステムが ISO 27018 にも準拠していることが注記されました。
• Tracking and Analytics: ドキュメント『Salesforce Services Security, Privacy, and Architecture』に合わせて変更されまし
た。Salesforce は追跡情報や分析情報を使用してトランザクションメッセージを顧客に送信できること、そ
れらのコミュニケーションを ExactTarget というブランドの Salesforce サービスを使用して送信できること、
および Salesforce は集計ベースで匿名の利用状況統計データを共有できることなどが開示されました。
Quote-to-Cash
• ドキュメント『Quote-to-Cash Security, Privacy, and Architecture』は、ドキュメント『Salesforce Security, Privacy, and
Architecture』に統合されました。変更の説明については、ドキュメント『Salesforce Security, Privacy, and
Architecture』を参照してください。

コミュニティおよびポータルドキュメントの更新
『Salesforce Communites 実装ガイド』は削除され、パートナーポータルドキュメントが「ヘルプ & トレーニン
グ」から新しいガイドに移動され、パートナーコミュニティに関する多数の情報が追加されました。
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詳細は、「コミュニティのドキュメント: 春の大整理」を参照してください。

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。

LiveMessage
LiveMessage を使用すると、サービスエージェントは、顧客が電話をかけるのに使用するのと同じ固定電話また
はフリーダイヤルで顧客からのテキストメッセージを受信できます。また、エージェントは、顧客へのテキス
トメッセージを送信することもできるため、顧客がどこにいてもプロアクティブなコミュニケーションを行う
ことができます。
新機能についての詳細は、LiveMessage のリリースページを参照してください。
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