Salesforce Summer '17 リリー
スノート
Salesforce, Summer ’17

生産性への道を切り開く

@salesforcedocs
最終更新日: 2017/06/13

本書の英語版と翻訳版で相違がある場合は英語版を優先するものとします。
© Copyright 2000–2017 salesforce.com, inc. All rights reserved. Salesforce およびその他の名称や商標は、salesforce.com,

inc. の登録商標です。本ドキュメントに記載されたその他の商標は、各社に所有権があります。

目次
Salesforce Summer '17 リリースノート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
リリースノートの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
機能が使用可能になる方法と状況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
サポートされるブラウザ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Salesforce 全体 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Salesforce Einstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
セールス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
サービス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
コミュニティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Chatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Salesforce インテグレーション: Salesforce を次のレベルへ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
モバイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Financial Services Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Health Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
カスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
セキュリティと ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
リリース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
開発 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
マーケティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
重要な更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
ドキュメントコンテンツ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
その他の Salesforce 製品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

Salesforce Summer '17 リリースノート
Summer ’17 では、Salesforce Platform 内に直接人工知能 (AI) が組み込まれているため、インタラクションを行うた
びにスマートになるアプリケーションを構築することができます。また、Salesforce Einstein により、リードスコ
アリング、データ検出、重複管理、推奨も強化されました。Lightning Partner Central により Salesforce CRM がパー
トナーネットワークまで拡張され、Lightning オムニチャネルによりカスタマーサービスのケースを適切なタイ
ミングで適切なエージェントに転送できるようになります。ユーザの Lightning Experience 採用を促進するより
多くのツールが提供され、Lightning コンソールの分割ビューでは 1 つの画面で複数のレコードや関連レコード
を開くことができます。
このセクションの内容:
リリースノートの使用方法
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
Summer '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
サポートされるブラウザのドキュメントが変更され、必要な情報が見つけやすくなりました。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: Lightning Experience の採用を支援するツールの増加、キーボードショートカット、レコードの
移動および管理方法の増加
Summer ’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。Lightning Experience 移行
アシスタントのインターフェースが使いやすいウィザードスタイルになりました。また、効率性を最大に
するためにキーボードショートカットを使用できるようになり、作成したレコードに移動する有効なリン
クが成功メッセージに含まれるようになりました。さらに、Lightning コンソールの分割ビューを使用すれ
ば、1 画面で複数のレコードおよび関連レコードを開くことができます。
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: 人工知能を備えた世界で最もスマートな CRM をすべてのユーザへ
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 Trailblazer 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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セールス: Einstein リードスコアリング、重複検出、および Gmail インテグレーション
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。重複レコードを把握することにより、会社の評判を高めて、面倒な重複
管理から解放されます。また、簡単に Gmail で直接セールスプロセスを処理できます。
サービス: 転送の向上、設定の迅速化、項目の機能強化
Lightning オムニチャネルでは、ケースや作業を適切なエージェントに適切なタイミングで転送できます。
ガイド付きの順を追った設定フローにより、手間をかけずに Lightning Knowledge と Communities を設定できま
す。さらに、Field Service Lightning 予防メンテナンス、部品要求、在庫転送により、リモートからより多くの
作業を実行できます。顧客の拠点で作業できます!
Analytics: レポートとダッシュボードのコラボレーション、および Einstein Analytics (Wave)
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は、ダッシュボード検索条件、レポートの登録の改善、その他の機能強化に
より、コラボレーションしやすくなりました。Einstein Discovery と新しい Wave 機能を使用すると、システム
管理者とビジネスユーザはより簡単に Analytics にアクセスできます。
コミュニティ: Partner Central ソリューション、CMS Connect、通知など
コミュニティは、この夏に多数の柔軟な新機能が追加されます。Salesforce CRM をパートナーネットワーク
にまで拡大し、ネイティブの Lightning Partner Central ソリューションでチャネルセールスを促進できます。
CMS Connect を使用して、コミュニティのコンテンツ管理システム (CMS) からコンテンツを表示し、一貫性
のあるブランド設定とメンテナンスのしやすさを実現できます。アプリケーションランチャーと通知サポー
トにより、コミュニティ間を切り替えることができ、リアルタイムで通知が表示されます。その他多くの
機能があります。詳しく見てみましょう。
Chatter: トピック、ストリームの機能強化、改善されたグループメンバー管理、トップユーザレポート
トピックを使用してフィードを整理し、ストリームの新しいホームをお楽しみください。また、グループ
メンバーシップを容易に管理し、Chatter で最も活動的なユーザを確認しす。
Files: ライブラリへの複数のファイルの追加、公開リンクによるファイルの共有、ファイルの詳細ページの
カスタマイズ
Salesforce CRM Content ライセンスを持たないユーザも Lightning Experience でライブラリを使用できます。ライ
ブラリへの複数回のアップグレードにより Lightning Experience での作業が向上しました。ライブラリに複数
のファイルを追加したり、ファイルの詳細ページをカスタマイズしたり、Chatter フィードからファイルに
対するアクションを直接実行したりできます。
Salesforce インテグレーション: Salesforce を次のレベルへ
業界をリードするいくつかのビジネスアプリケーションに Salesforce を接続することによって、ユーザの生
産性を高めます。これらの統合されたアプリケーションのほとんどは Salesforce Classic と Lightning Experience
の両方で使用できますが、いずれかのみで使用可能なものもいくつかあります。
モバイル: 検索と承認の改善、要件の更新、および Mobile Classic の要件
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。
Salesforce は、オフィスの外にいるユーザをサポートする新しい方法を追加するために懸命に取り組んでい
ます。Salesforce1 では、検索、承認、その他多数のセールス機能の改善が提供されるため、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。

2

Salesforce Summer '17 リリースノート

Financial Services Cloud: コミュニティの Lightning コンポーネント、クライアントプロファイルビルダー、個人
およびリレーショングループの機能強化
コミュニティで利用可能になった Financial Services Cloud Lightning コンポーネントの財産を共有します。新し
いクライアントプロファイルビルダーを使用して、個人を速やかに作成してグループに追加します。Wave
for Financial Services Cloud のクイックアクションを利用します。
Health Cloud: 統合された Analytics リスト、並行ケアプラン、Health Cloud Empower Lightning コンポーネントなど
慢性疾患または長期的な病状を持つ患者のケアが合理化され、複数の並行ケアプランやマネージャを設定
できるようになりました。Einstein Analytics for Health Cloud アプリケーションで作成された患者リストを Health
Cloud コンソールに送信したり、Health Cloud コンソールで使用したりできるようになりました。システム管
理者の作業を容易にするために、患者コミュニティを短期間で作成できる 3 つの新しい Lightning コンポー
ネントがパッケージ化されました。
カスタマイズ: Lightning Experience でのよりスマートな Lightning ページ、効率的な [設定] のナビゲーション、
フローのオプションの増加
新しい Einstein の [おすすめ] コンポーネントを追加して、Lightning ページをよりスマートにします。Lightning
Experience でオブジェクトマネージャおよび [設定] の他の部分によりすばやく移動できます。また、拡張さ
れた承認および Lightning フローランタイムにより、Lightning Experience でより多くの作業を実行できます。
それでも足りない場合は、改善されたデータインポートツールとグローバル選択リストの使いやすさを確
認してください。
セキュリティと ID: Lightning サポートの強化、数式の暗号化、埋め込みログイン
トランザクションセキュリティの Lightning Experience インターフェースが新しく便利になりました。数式が
暗号化項目で機能するようになり、埋め込みログインで Web サイトをバックエンド CRM に接続できます。
リリース: 変更セットで使用できるネットワークコンポーネント
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。
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
このリリースには、Lightning コンポーネント、数式、Apex コントローラ、およびメール通知に関する新し
い重要な更新が含まれます。Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を有効にできる重要な更新を遅
延しました。また、IE11 からの Lightning Experience および Salesforce1 へのアクセスを無効にする重要な更新を
キャンセルしました。
ヘルプ & トレーニング
ヘルプの検索結果を環境別に絞り込みます。Trailhead の追加内容を確認してください。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
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リリースノートの使用方法

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、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。
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。
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Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic
の機能の把握

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。

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。
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お客様のご要望

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 2 つの例を見てみましょう。
• 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。
• 新しいコミュニティ機能であるトピックはLightning Experienceでのみ使用可能であるため、「これは、Lightning
Experience の新機能です。」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。
IdeaExchange

実現したアイデア

Lightning Experience
Object History related list isn’t supported in Lightning Experience Lightning Experience での [項目の履歴] 関連リストへのア
(Lightning Experience で [オブジェクト履歴] 関連リスト クセス
がサポートされていない)
Disable access to Salesforce Classic (Salesforce Classic へのアク Lightning Experience を唯一の環境にする
セスの無効化)
セールス
Change Letterhead on Template (テンプレートのレターヘッ Classic レターヘッドメールテンプレートの更新
ドの変更)
Integrate Gmail with Salesforce (Gmail と Salesforce の統合)

Lightning for Gmail: 正式リリースと効率の向上

Relate Gmail emails to Salesforce (Salesforce への Gmail メール 作成しているメールを Salesforce レコードに関連付ける
の関連付け)
Add Attachments from Gmail to Salesforce (Gmail から Salesforce 保持する価値のある添付ファイルの選択
への添付ファイルの追加)
Chatter
Chatter Email Settings: Notify When Someone Posts to an Object ストリームに関する多くの新しい機能
I'm Following (Chatter のメール設定: 自分がフォローして
いるオブジェクトに誰かが投稿したときに通知)
カスタマイズ
Default Values on Picklist Fields (選択リスト項目のデフォル 項目レベルのデフォルト値の定義
ト値)
Ability to Update Metadata from Apex (Apex Metadata API) (Apex Apex でのメタデータの取得とリリース
(Apex メタデータ API) からメタデータを更新する機能)
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その他のリソース

IdeaExchange

実現したアイデア

Is There a Way to Access the Record Counts Via the API? (API で
レコード件数にアクセスする方法はありますか?)

新しいリソース: Record Count

Bulk API - Download Batch Job CSV Files to a Single File (Bulk API Bulk API 2.0 のジョブプロセスの簡易化 (パイロット)
- 単一ファイルへの一括処理ジョブの CSV ファイルの
ダウンロード)

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。
• Summer '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。
最新情報については、英語版のリリースノートを参照してください。

2017 年 6 月 21 日
Wave での Salesforce 共有設定の使用
Wave に (データセット編集ページ経由で) 共有継承を設定する 3 つ目のオプションが追加されました。

2017 年 6 月 14 日
Mobile Field Service: Field Service Lightning iOS アプリケーションの 2.0 への更新と Android アプリケーションのベー
タリリース
iOS 2.0 のリリース予定日が更新されました。サービスレポート機能の制限の変更、複数日の予約、コミュ
ニティユーザ。
Wave Analytics が Einstein Analytics に改称
Wave Analytics、Wave の事前作成済みアプリケーション、Einstein Data Discovery が新しい名称になりました。
コラボレーション売上予測の売上予測に関する機能の増加
商談リストの上矢印をクリックすると、売上予測ページにより多くの商談が表示されるようになりました。
最新の Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの新機能
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 13.0 の正式リリースが発表されました。
iOS ユーザ向けの新しい機能強化を確認してください。
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リリースノートの変更

ブラウザのキャッシュ
Summer '17 以降はブラウザのキャッシュがサポートされません。
新規追加または変更された Lightning コンポーネント
lightning:inputRichText コンポーネントへの変更に関する情報が追加されました。

2017 年 6 月 7 日
イベントログファイルを使用した外部のオブジェクトデータコールアウトの追跡 (パイロット)
新しいパイロット機能が発表されました。
Lightning Design System のリリースノート
Lightning Design System のリリースノートへのリンクが追加されました。
フィールドサービス機能へのプロファイルベースのアクセスの活用
商談のアクセス権への変更に関する注意事項が削除され、ロケーションのアクセス権への変更に関する注
意事項が追加されました。
作業指示の条件に基づく共有 (正式リリース)
作業指示の条件に基づく共有の正式リリースが発表されました。
Lightning コンポーネントでの標準アクションの上書き
アクションの上書きは Lightning コンソールアプリケーションでサポートされておらず、実行しても無視さ
れ何の通知もありません。

2017 年 5 月 31 日
Sales Analytics: よりスマートな営業とセールスプロセスの最適化をかつてないスピードで
アプリケーションの新バージョンが追加されました。
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。
新規追加または変更された Lightning コンポーネント
force:recordEdit および force:recordView のスタイル設定の更新に関する情報が追加されました。
プロセスビルダーのフィールドサービスの機能強化
Lightning プロセスビルダーでの新しいフィールドサービスオブジェクトのサポートに関する情報が追加さ
れました。
ストリーミング API でサポートされる CometD バージョン
ドキュメントに記載のサンプルの CometD の新バージョンへのアップグレードに関する注意事項が追加され
ました。
リソース不在が重複可能に
フィールドサービスのサービスリソース不在が重複可能になったことが説明されています。
Apex クラスの変更によるプラットフォームキャッシュの無効化
いずれかの Apex クラスを変更するとプラットフォームキャッシュがなぜ無効になるのかを説明するリリー
スノートが追加されました。
プラットフォームイベントによるカスタム通知の配信 (正式リリース)
次のプラットフォームイベントの制限が変更されました。
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リリースノートの変更

• 公開するイベントの 1 時間あたりの最大数
• 24 時間以内に CometD クライアントに配信するイベントの最大数
患者に適合したケアプランの作成
ケアプランの複数のレコードタイプを使用するには、権限セットがコピーされている既存の組織で、リー
ドオブジェクトの [Care_Plan_Record_Type_Name] 項目と [Care_Plan_Record_Type_Namespace]
項目に対する「参照」および「編集」権限を追加する必要があります。これらの項目に対する権限がない
ユーザは、ケアプランのデフォルトレコードタイプにのみアクセスできます。
Salesforce Chatter: Windows 10 を操作する新しい方法
Windows 10 Anniversary Edition ユーザ向けの新しい Salesforce Chatter アプリケーションに関する情報が追加され
ました。
更新された Event Monitoring Analytics アプリケーションによる Lightning Experience のユーザアクションの視覚
化
ダッシュボードおよびデータセットの廃止に関する情報が追加され、ダッシュボードの説明の改善を解説
するセクションが追加されました。
HYPERLINK 関数での JavaScript の実行をブロック (重要な更新)
重要な更新の影響を受ける数式項目の見つけ方に関する情報へのリンクが追加されました。

2017 年 5 月 24 日
サードパーティドメインのセキュアな HTTPS 接続
新しいセッション設定に関する情報が追加されました。
通話中のマイクのミュート
Lightning Dialer の新しいミュートボタンに関する情報が追加されました。
Tooling API でフローの拡張エラーの詳細を取得
「UNKNOWN_EXCEPTION」を参照する v39.0 の例が修正されました。
変更されたオブジェクト
QuoteLineItem オブジェクトの Product2Id 項目は必須です。
納入商品レベルを一目で確認する
新しい [納入商品レベル] 項目が導入されました。
フィールドサービス機能へのプロファイルベースのアクセスの活用
Field Service Lightning ユーザにオブジェクトのアクセス権を付与する方法への変更に関する情報が追加されま
した。
SAML 署名証明書の廃止
SAML プロキシ証明書の廃止およびその準備方法に関する情報が追加されました。
Lightning Experience の洗練されたデザイン
Lightning Experience のビジュアルデザインとテキストの変更の説明が追加されました。

2017 年 5 月 17 日
Salesforce Classic からの拡張差し込み印刷の設定でカスタマーサポートへの問い合わせが不要
拡張差し込み印刷の設定手順が追加されました。
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リリースノートの変更

新しい時間データ型を使用した時間の追跡 (パイロット)
営業時間など、日付に依存しない時間を追跡する新しいカスタムデータ型のパイロットプログラムに参加
する場合は、Salesforce にお問い合わせください。
現在のアプリケーションを表示したままお気に入りを開く
Lightning Experience のお気に入りへの変更に関する情報が追加されました。
Salesforce 組織とコミュニティの容易な切り替え
コミュニティでアプリケーションランチャーを使用する場合、Lightning Experience の Salesforce 組織と Lightning
コミュニティを自在に切り替えられるようになったことが明記されました。

2017 年 10 月 10 日
Lightning Sync for Google: 取引先責任者の双方向同期、正式リリース
Summer '17 では Lightning Sync に取引先責任者のみの双方向同期が導入されることが明記されました。
Bulk API 2.0 のジョブプロセスの簡易化 (パイロット)
Bulk API 2.0 で、ジョブを作成してジョブデータをアップロードするプロセスが簡易化されました。
runTestsSynchronous の POST メソッドに「設定を参照」権限が必要 (重要な更新)
/runTestsSynchronous/ に post メソッドを使用してテストを同期的に実行する場合に、「設定を参照」
権限が必要になりました。
isTest() アノテーションへの並列テストの新しいオプションの撤回

このリリースでは、isTest() アノテーションで isParallel オプションを使用できません。このオプ
ションに関するリリースノートは削除されました。
リリースの変更でトリガされる再コンパイルの撤回
メタデータのリリース、パッケージのインストール、パッケージのアップグレードなどを完了する前の Apex
クラスの自動再コンパイルが延期されました。この機能に関するリリースノートは削除されました。
レコード作成パネルの項目の自動入力
defaultFieldValues が含まれるように更新された sforce.one.createRecord 関数に関する情報が追
加されました。
コミュニティでの TLS 1.0 の無効化の期限延長
システム管理者にコミュニティユーザの準備を整える時間を与えるために、Salesforce コミュニティの TLS 1.0
の無効化の期限が 2018 年 3 月まで延長されました。
サポートされるブラウザ
サポート対象外となったブラウザバージョンが削除され、一定のブラウザの制限が明記されました。
訪問者の移動によるチャットの中断を解決
バージョン 2.0 コードスニペットに storageDomain パラメータが必要になりました。使用方法の詳細が追加さ
れました。
アクセシビリティを理由とする Lightning Experience のルックアップレコードプレビューの無効化
ルックアップレコードプレビューを無効にするオプションに関する詳細が追加されました。
SalesforceA: Android および iOS ユーザ向けのさらなるリソースオプション
SalesforceA for Android バージョン 3.1 および SalesforceA for iOS バージョン 3.4 の正式リリースが発表されました。
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フィードバックについて

コミュニティパフォーマンスの分析および向上 (開発者プレビュー)
Salesforce Communities Page Optimizer を開発者プレビューとして利用できます。
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。

2017 年 5 月 3 日
新規 Apex クラス
Metadata.DeployCallbackQueueable クラスが削除されました。

新規追加または変更された Lightning コンポーネント
lightning:formattedRelative の名称が、コンポーネントの動作を反映した明確な名前にする目的で
lightning:relativeDateTime に変更されました。
Lightning Experience でのカスタムアプリケーションの表示
まだ組織で Lightning Experience を有効にしていない場合は、Classic アプリケーションのカスタムアプリケー
ション設定が変更され [Lightning Experience で表示] が有効にされます。組織で Lightning Experience を有効に
している場合は、これらのアプリケーションが表示されます。

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。
• フィードバックフォーム: Salesforce ヘルプ、リリースノート、開発者ガイド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
Summer '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
サポートされるブラウザのドキュメントが変更され、必要な情報が見つけやすくなりました。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。
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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 でサポートされ
るブラウザ
Microsoft Internet Explorer バージョ
ン 11 を使用した Lightning Experience
へのアクセスのサポートの延長
Salesforce Classic でサポートされる
ブラウザ

Salesforce 全体
Summer ’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。Lightning Experience 移行ア
シスタントのインターフェースが使いやすいウィザードスタイルになりました。また、効率性を最大にするた
めにキーボードショートカットを使用できるようになり、作成したレコードに移動する有効なリンクが成功
メッセージに含まれるようになりました。さらに、Lightning コンソールの分割ビューを使用すれば、1 画面で
複数のレコードおよび関連レコードを開くことができます。

機能

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

Salesforce に連
絡して有効化

新しいスタイルの Lightning
Experience 移行アシスタントによる
支援の向上
Lightning Experience 準備状況チェッ
ク時の分析の拡張
Lightning Experience へのより多くの
ユーザの移行
Lightning Experience 環境のみを使用
するようにする設定
マウスは不要 — キーボードショー
トカットの使用
アクションの成功メッセージから
レコードへの直接移動
Lightning コンソールアプリケーション: より多くの情報を表示して、より多くの機能を実行 (正式リリース)
(リリース遅延)
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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 コンソールの分割ビュー
を使用してすべての情報を手元に
保持する
Lightning コンソールアプリケーショ
ンのキーボードショートカットで
生産性を向上
Lightning コンソールアプリケーショ
ンでの個人取引先の使用
Lightning アプリケーションのユー
ティリティアイコンを容易に選択
LockerService のリッチテキストエ
ディタの再有効化
Lightning Experience での [項目の履
歴] 関連リストへのアクセス
ケースのフロート表示によるケー
スの詳細のプレビュー
現在のアプリケーションを表示し
たままお気に入りを開く
「IE11 からの 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無
効化」という重要な更新のキャン
セル
Lightning Experience の洗練されたデ
ザイン
検索
統合検索を使用した外部検索エン
ジンの結果の表示 (正式リリース)
取引先名を使用した商談の検索
スペル修正が用語に適用される条
件の把握
さらに多くのオブジェクトが検索
結果の対象に
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機能が使用可能になる方法と状況

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。重複レコードを把握することにより、会社の評判を高めて、面倒な重複管
理から解放されます。また、簡単に Gmail で直接セールスプロセスを処理できます。

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
Einstein High Velocity Sales
Sales Cloud Einstein
Sales Cloud Einstein 準備状況の確認
Einstein 自動取引先責任者
Einstein Automated Contacts によるデー
タ入力の簡易化
スマートメールマッチングによる
関連性の高い活動の表示 (ベータ)
Einstein 自動取引先責任者の設定
Einstein 活動キャプチャ
日付マッチングを使用したより多
くの商談の関連活動の表示
新規ユーザのデフォルトの活動共
有の選択
Einstein リードスコアリング
取引開始率に最も影響するリード
項目値の表示
スコアに基づくリードの割り当て
とプロセスの作成
Einstein インサイト
さまざま種別のインサイトを使用
して取引先の最新情報を入手
フォローしているレコードのイン
サイトの表示
誤って破棄したインサイトを元に
戻す
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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

アクセス可能商談インサイトの増
加
商談との高度なメールマッチング
の廃止
中核的なセールス機能
リード
営業担当がリードの取引を開始す
るときの関連ファイルや関連レコー
ドの保持
機密性の高いリード項目の暗号化
(ベータ)
取引先マッチングで取引先をリー
ドにすばやく関連付け
取引先
取引先階層の詳細を同一ページで
表示
取引先チームメンバーの正確な追
加
キャンペーン
取引先がレスポンスしているキャ
ンペーンの確認
Lightning Experience でのレポートから
キャンペーンへのメンバーの追加
取引先からキャンペーンへのメン
バーの追加
キャンペーン項目履歴の追跡
キャンペーンのその他の変更
コラボレーション売上予測
商談
Lightning Experience での商談フェーズ
履歴の確認
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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

ワンクリックで今日の日付に設定
パス
契約と注文へのパスにより成功を
収める
パスの表示方法の決定
パッケージのパス
取引先責任者
Lightning Experience の取引先責任者
ページでの部下と上司の表示
取引先レコードからの取引先責任
者の迅速な作成
ニュース
生産性機能
セールスコンソール (リリース遅延)
Lightning Voice
Lightning Voice から Lightning Dialer へ
の名称変更
活動リストによる通話の整理 (正式
リリース)
事前録音済みボイスメールメッセー
ジの送信
通話中のマイクのミュート
レポート内の番号を使用した発信
Lightning Dialer の簡単な設定
Inbox
メール
Lightning Experience での Classic メール
テンプレートの使用
Classic レターヘッドメールテンプ
レートの更新
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Salesforce Summer '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

ポップアウトメールコンポーザの
表示情報と機能の増加
メール作成時のメールの署名の表
示および編集
活動
更新された活動タイムラインによ
る完全な把握
更新された活動コンポーザ
リストビュー
リストビューからのグラフの削除
キーボードを使用したリストビュー
の操作
Kanban
ナレッジおよびソーシャル人格の
Kanban ビューの取得
数値項目による集計
所有者での Kanban ビューのグルー
プ化
営業担当が更新できないカードの
識別
メモ
メモの容易な作成とレコードへの
追加
Salesforce API による Lightning Experience
への従来のメモの変換
メモのフィード追跡の無効化
関連リストでの個人取引先のすべ
てのメモの表示
カレンダー
ホーム
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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

アシスタントの更新の新しい表示
方法
パフォーマンスグラフの複数ビュー
の表示
データ品質
標準ルールを使用した取引先責任
者とリード間の重複の検出
Lightning Experience のオブジェクト
間の重複の表面化
Lightning Experience での潜在的な重
複の処理の簡易化
データパッケージに投資する前の
無料の評価の取得
Google インテグレーション
Lightning for Gmail: 正式リリースと効率の向上
作成しているメールを Salesforce レ
コードに関連付ける
メールテンプレートによる迅速化
と一貫性の向上
Lightning for Gmail へのログインの維
持
保持する価値のある添付ファイル
の選択
Salesforce の行動の最新状態の維持
Salesforce レコードに関連付けられた
メールの容易な識別
Lightning Sync for Google: 取引先責任者の双方向同期、正式リリース
Salesforce と Google コンタクト間の取
引先責任者の同期
Lightning Sync による生産性の向上 (正
式リリース)
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce と同期する Google カレン
ダーの予定の選択
Google® の連絡先 (取引先責任者) と
予定 (行動) の同期頻度の増加
Microsoft® インテグレーション
Lightning for Outlook
Lightning for Outlook の固定による効
率化
作成しているメールを Salesforce レ
コードに関連付ける (リリース遅延)
メールテンプレートによる迅速化
と一貫性の向上
保持する価値のある添付ファイル
の選択
拡張メールによる生産性向上
Salesforce レコードに関連付けられた
メールの容易な識別
Lightning Sync for Microsoft® Exchange®
Microsoft® Office 365® と Salesforce 間の
行動の双方向同期
Salesforce の行動でのミーティング出
席者の招待、参照、管理、同期
Microsoft® の連絡先 (取引先責任者) と
イベント (行動) の同期頻度の増加
Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook の使用継続に必
須の重要なアップグレード
予定されている Microsoft® Outlook®
2007 の廃止
Lightning for Outlook および Lightning
Sync への移行による手動アップグ
レードの排除
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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

拡張差し込み印刷
Salesforce Classic からの拡張差し込み
印刷の設定でカスタマーサポート
への問い合わせが不要 (リリース遅
延)
拡張差し込み印刷でサポートされ
る Microsoft® Word の .docx ファイル
(リリース遅延)
Sales Cloud のその他の変更
Cloud Scheduler の廃止
階層の親レコードのみを行展開用
のアイコン付きで表示
注文の容易な作成
複数の注文商品の追加および編集
表示される注文項目および注文商
品項目の決定
1 回のクリックで見積 PDF をメール
送信
Firefox での見積 PDF のプレビュー
関連リストでの個人取引先のすべ
てのケースの表示
重複管理の設定項目の統合
有効にできない、効果のない一致
ルール
ニュースコンポーネントから分離
された、Lightning の Data.com プロ
スペクティングインサイト
Prospector ユーザのみが使用可能な
[Data.com] タブ
Data.com の取引先データ評価の廃
止
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

Salesforce に連
絡して有効化

Pardot Engagement Studio
Salesforce キューを介した
Engagement Program からの見込み
客の割り当ての管理
見込み客の活動に基づいたスコア
リングカテゴリの調整
Engagement Program でのスコアリ
ングカテゴリスコアのチェック

サービス
Lightning オムニチャネルでは、ケースや作業を適切なエージェントに適切なタイミングで転送できます。ガイ
ド付きの順を追った設定フローにより、手間をかけずに Lightning Knowledge と Communities を設定できます。さ
らに、Field Service Lightning 予防メンテナンス、部品要求、在庫転送により、リモートからより多くの作業を実
行できます。顧客の拠点で作業できます!

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

サービスコンソール (リリース遅延)
Lightning サービスコンソールアプ
リケーションによる生産性の大幅
な向上
Lightning のサービスの設定フロー
の追加 (ベータ)
Community 360 による顧客サポート
の合理化 (パイロット)
ケース
少ない方が効果的 — コンパクト
ケースフィード
Lightning Experience でのケース
フィードの絞り込み
ケースコメントの参照、作成、編
集、および削除
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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

ケースの [添付ファイル] 関連リスト
でのメールの添付ファイルの表示
改善されたリッチテキストツール
バーによる洗練されたメールの送
信
[メールを送信] クイックアクション
の名前を [メール] に変更
Lightning Experience で使用可能な活
動の記録アクション
ケースフィードでのソーシャル投
稿への返信
ナレッジ
Lightning Knowledge の設定の一元化
サイドバーのナレッジ記事でのア
クション実行
クリックせずにナレッジ記事を参
照
独自のレコードホーム — Lightning
Knowledge レコードホームの設定
コミュニティでの Lightning
Knowledge のサポート開始
Lightning Knowledge リッチテキスト
エディタへの機能強化による魅力
ある記事の作成
Lightning Knowledge でのファイル残
留なし
記事の移動: レコードタイプによる
インポートとエクスポート
Lightning Knowledge でのナレッジの
表示 (記事ではなく)
Salesforce1 でナレッジ記事を使用し
て外出先で回答を取得
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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 Knowledge の検索レイアウ
トでの必要な情報の検索
ナレッジ記事バージョン (KAV) に対
する SOQL クエリの更新による迅速
なクエリ
ナレッジの新しい派生項目の確認
Lightning のサービスの設定での
Knowledge の設定
Lightning Knowledge に関する考慮事
項
ナレッジ検索: 関連性の向上、推奨記事の詳細な制御
文字制限の緩和によるケースの適
切な記事の検索
添付ファイルによる記事の迅速な
検索
オムニチャネル
Lightning Experience でのエージェン
トへの作業の転送 (ベータ)
オムニチャネルでの外部ルーティ
ング実装の使用 (ベータ)
フィールドサービス
予防メンテナンスによる事前対応
部品リクエストと在庫転送を伴う
業務に適したツールの取得
タイムシートを使用したモバイル
環境の従業員の管理
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
フィールドサービス機能へのプロ
ファイルベースのアクセスの活用
リソース不在が重複可能に
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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

プロセスビルダーのフィールドサー
ビスの機能強化
Mobile Field Service
iOS でのロケーションに基づく作業
指示の表示
iOS でより確実に作業を仕上げる
iOS でのスケジュール画面の制御
iOS の Field Service Mobile 設定ページ
での新しいブランド設定オプショ
ンと地理位置情報精度
iOS での連動選択リストのサポート
コミュニティユーザによる iOS アプ
リケーションへのアクセス
iOS での複数日予約
Android ユーザへの朗報Android 用
Field Service Lightning モバイルアプ
リケーションのベータバージョン
が登場しました。
ソーシャルカスタマーサービス
Professional Edition でのソーシャル
カスタマーサービスの取得
Facebook 投稿の機能強化
Lightning Experience でのすべての
ソーシャル設定の実行
再設計されたケースフィードの新
しい Twitter アクションによる生産
性の向上
ケースフィードの添付ファイルに
よる全体像の把握
Web 用の Snap-in
Lightning コミュニティへの Snap-in
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

訪問者の移動によるチャットの中
断を解決
情報チャットウィンドウのヘッダー
への通知とチャットオプションの
提供
チャット転送によるエージェント
の応援要請
ファイル転送による、チャット訪
問者からの情報取得
多言語の使用: チャット訪問者のた
めの表示ラベルのカスタマイズと
翻訳
長期間成立していないチャットの
訪問者でエージェントを待たせな
い
チャット訪問者がチャットのトラ
ンスクリプトを保存可能
チャット訪問者へのその他のリソー
スの表示
チャットウィンドウとフォントの
サイズ変更
受信チャットの訪問者情報の参照
Snap-in チャットのコードスニペッ
トのアップグレードによるチャッ
ト機能の強化
送信ボタンの廃止
モバイル用の Snap-in
その他の変更
Salesforce1 での割り当てチェック
ボックスの表示
Lightning Experience 用 Open CTI の
saveLog メソッドの変更
Chatter アンサーは Winter ’18 で廃止
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

Lightning Experience でのサポートエ
ンタイトルメントの使用
納入商品レベルを一目で確認する
作業指示の条件に基づく共有 (正式
リリース)

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は、ダッシュボード検索条件、レポートの登録の改善、その他の機能強化により、
コラボレーションしやすくなりました。Einstein Discovery と新しい Wave 機能を使用すると、システム管理者と
ビジネスユーザはより簡単に Analytics 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

レポートとダッシュボード
Lightning Experience でのダッシュ
ボード検索条件の追加
ダッシュボードコンポーネントの
追加または編集中にレポートを容
易に検索
Lightning Experience でのダッシュ
ボードへの組み合わせグラフの追
加
レポートへの他のユーザの登録
Lightning Experience でのレポートお
よびダッシュボードフォルダの作
成
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
Einstein Analytics (Wave)
Wave Analytics が Einstein Analytics に
改称
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

ユーザに対する
有効化

Wave: Einstein Discovery
Einstein Discovery の設定
Einstein Discovery へのデータのイン
ポート
データに埋もれたストーリーの検
出
視覚化により深まるデータへの理
解
データの掘り下げ
ストーリーの共有とエクスポート
Salesforce オブジェクトでの Einstein
Discovery のおすすめの表示
Wave: 分析ホームとアプリケーションのカスタマイズ
ビジネスユーザとビルダーのため
の合理化されたパスを使用した Wave
の操作
Wave アプリケーションへのレンズ
の追加
ダッシュボードウィジェットの変
更に関する通知の受信
Wave ホームページでのプロのよう
な通知の追跡および管理
タイルまたはリストビューからの
ダッシュボードの削除
Wave: 再設計された探索、新しいグラフ、およびダッシュボードインスペクタ
新しいエクスプローラによる生産
性の向上
アクセスできる Wave グラフとその
設定方法の増加
ダッシュボードインスペクタを使
用した迅速なダッシュボードの実
行

27

Salesforce に連
絡して有効化

Salesforce Summer '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

Salesforce に連
絡して有効化

ダッシュボードを参照しているユー
ザに合わせた結果のカスタマイズ
合計の表示とテーブルの表示の最
大化
Wave デザイナ表示ラベルの変更
Wave デザイナのダッシュボード
JSON の変更
Wave: 更新されたデータマネージャ、外部ソースへの新しいコネクタ、データフローの機能強化
データマネージャでの効率的な作
業
コードではなくクリックによる外
部データへの接続 (正式リリース)
コードではなくクリックによるデー
タフローの作成
ダイジェスト変換を使用した複製
データの抽出
データフロー検証の機能強化につ
いて
データフローの制限の変更につい
て
複製に対する新しい項目の容易な
有効化
レシピの新機能によるデータのさ
らなる活用
柔軟性の高いスケジューラによる
適切な処理
整理されたデータセットの作成
Wave での Salesforce 共有設定の使用
Wave: アクションメニューのカスタマイズ、バインドの拡張、およびコミュニティへの埋め込み
コードではなく数回のクリックで、
アクションにつながるインサイト
を有効化
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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

拡張バインドのサポートによる充
実したウィジェットインタラクショ
ンの定義
コミュニティビルダーによるコミュ
ニティへの簡単な Wave ダッシュ
ボードの埋め込み
Wave: トレンドデータ
無効なトレンド分析ダッシュボー
ドの削除
Lightning レポートへのトレンド分析
ダッシュボードの埋め込み
Wave: 事前作成済み Wave アプリケーションによる加速化
Sales Analytics: よりスマートな営業と
セールスプロセスの最適化をかつ
てないスピードで
Field Service Analytics の概要
最新の Sales Wave ダッシュボードに
よるセールスプロセスの最適化
新しい Service Wave ダッシュボード
によるチームの生産性と顧客満足
の維持
Wave: モバイルでの分析
最新の Wave for iOS を体験
Wave Analytics for Android の最新機能
の取得
Wave: 新しい API、SDK、およびテンプレート
Wave テンプレートの概要
REST API の更新
Wave Apex SDK によるデータセットの
クエリ
Web SDK を使用した Wave ダッシュ
ボードとの通信
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機能が使用可能になる方法と状況

コミュニティ
コミュニティは、この夏に多数の柔軟な新機能が追加されます。Salesforce CRM をパートナーネットワークにま
で拡大し、ネイティブの Lightning Partner Central ソリューションでチャネルセールスを促進できます。CMS Connect
を使用して、コミュニティのコンテンツ管理システム (CMS) からコンテンツを表示し、一貫性のあるブランド
設定とメンテナンスのしやすさを実現できます。アプリケーションランチャーと通知サポートにより、コミュ
ニティ間を切り替えることができ、リアルタイムで通知が表示されます。その他多くの機能があります。詳し
く見てみましょう。

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

重要な更新の有効化: コミュニティ
の LockerService
コミュニティでの TLS 1.0 の無効化
の期限延長
Partner Central の発表 — 新しいパー
トナーコミュニティソリューショ
ン
コミュニティへのコンテンツ管理
システム (CMS) の接続 (ベータ)
条件に基づく利用者をさらに活用
サポートエージェントが顧客をさ
らに支援するための Community 360
(パイロット)
Web サイトへのログインフォーム
の追加による秘密の保護
変更セットを使用した組織間のコ
ミュニティの移行
コミュニティユーザライセンスの
迅速なアップグレード
Lightning Bolt
操作性、デザイン、およびパフォーマンスの改善
コミュニティワークスペースを使
用してコミュニティをさらに活用
Salesforce 組織とコミュニティの容
易な切り替え
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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

グローバル通知によるコミュニティ
の最新情報の確認
一元化されたブランドプロパティ
によるスタイル設定の簡略化
コミュニティパフォーマンスの分
析および向上 (開発者プレビュー)
コンポーネント — 必要な場所で使
用
優先ドメインの設定による SEO 結果
の向上
Lightning コミュニティ
合理化されたリッチコンテンツエ
ディタと専用の HTML エディタによ
るコンテンツの改善
新しいコミュニティでは Koa および
Kokua テンプレートを使用不可
コミュニティのグローバル検索結
果へのトピックとフィードの追加
コミュニティのトピック別上位記
事の整理
コミュニティの特定のフィードの
検索と並び替え
コミュニティの記事への自動的な
トピックの割り当て
改善された記事の詳細ページを使
用したコンテンツの検出と操作
任意の Lightning コミュニティペー
ジへの言語ピッカーの追加
ケース詳細ページのバリエーショ
ンとコンポーネントが Summer '19
に廃止
Lightning のサービスの設定でのコ
ミュニティの設定
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Snap-in コンポーネントを使用した
Lightning コミュニティへの Live
Agent の追加
Lightning コミュニティのファイル
フィードから直接ファイルに対す
るアクションを実行
関連リストからのファイルに対す
るアクションの実行
ファイルヘの公開リンクの共有
コミュニティでのファイルの共有
解除
ライブラリへの複数のファイルの
追加
Lightning コミュニティの Chatter
新しいエディタによるトピック、
メンション、およびコメントの改
善
ディスカッションのグローバル検
索結果の関連性による並び替え
コミュニティグループの絞り込み
による未読投稿の表示
コミュニティグループとの投稿の
共有
上位 100 件のフィード項目の参照に
関するレポートの作成
ダイレクトメッセージのメンバー
シップ管理とナビゲーションの改
善
コミュニティのアンケート
グループメンバーを 1 か所で管理
グループ内でのメール通知の変更
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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

グループタイルへの情報と機能の
追加
カスタム Lightning コンポーネント
コミュニティの Lightning コンポー
ネントへのアプリケーションラン
チャーと通知コンポーネントの追
加
Chatter パブリッシャーへのカスタ
ムアプリケーションの統合 (パイ
ロット)
分析
サービスコミュニティスコアカー
ドを使用したコミュニティの健全
性の追跡
関連記事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
新しい参加レポートを使用したコ
ミュニティ活動の追跡
フィード投稿とコメントのセンチ
メントのマーク (パイロット)
Einstein によるスパム検出 (パイロッ
ト)
Wave ダッシュボードコンポーネン
トを使用した Wave Analytics の埋め
込み
フラグ付きディスカッションモデ
レーションキューからのアクショ
ンの実行
コミュニティのその他の変更
外部メンバーが使用可能な一括ア
クション
コミュニティでの Lightning
Knowledge のサポート開始
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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

オブジェクトの詳細ページから SEO
対応 URL へのリダイレクト
ヘッドマークアップで使用可能な
rel 属性値の追加
[ビルダー] リンクが復活!
コミュニティワークスペースの [管
理] > [詳細] のより正確な表示ラベ
ル
ダイレクトメッセージのモデレー
ション権限の変更
Customer Community Plus ユーザによ
るケース状況の変更
「外部ユーザの管理」権限による
取引先のマージ

Chatter
トピックを使用してフィードを整理し、ストリームの新しいホームをお楽しみください。また、グループメン
バーシップを容易に管理し、Chatter で最も活動的なユーザを確認しす。

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
Chatter 全般

Chatter でのトピックを使用したコ
ンテンツの整理
フォローする人と参加するグルー
プの検出
フィード
ストリームに関する多くの新しい
機能
レコードのフォローアクションに
よるストリームへの追加
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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

Chatter の新しいエディタでの充実
した操作
フィードのグローバル検索結果の
関連性による並び替え
新規ユーザのデフォルトフィード
になった [会社の特長]
グループの絞り込みによる未読投
稿の表示
プロファイルの絞り込みによるユー
ザの投稿の表示
[自分がフォローするもの] フィード
に新しい検索条件を追加
適切な人に投稿が届いているかの
確認
Lightning Experience のグループでの
投稿の共有
上位 100 件のフィード項目の参照に
関するレポートの作成
Chatter の暗号化の更新 (パイロット)
グループ
簡単なメンバー管理
Chatter ホームからの新しいグルー
プの作成
グループページでのグループメー
ル通知の表示
タイルビューでのグループ情報の
取得と参加
ユーザプロファイル
Chatter で最も活動的なユーザを
[トップユーザレポート] で確認
外部ユーザを一目で確認
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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

プロファイルの外出中メッセージ
による休暇の表示 (パイロット)

Files
Salesforce CRM Content ライセンスを持たないユーザも Lightning Experience でライブラリを使用できます。ライブラ
リへの複数回のアップグレードにより Lightning Experience での作業が向上しました。ライブラリに複数のファ
イルを追加したり、ファイルの詳細ページをカスタマイズしたり、Chatter フィードからファイルに対するアク
ションを直接実行したりできます。

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

意図的な分離: ライブラリとコンテ
ンツ
ライブラリの更新
ファイル詳細ページのカスタマイ
ズ
入力規則によるファイルデータの
改善
ファイルヘの公開リンクの共有
Lightning 配信プレーヤーによるパ
フォーマンスの向上、コンテンツ
プレビューのセキュリティ強化
ファイルの共有解除
右クリックして新しいタブでファ
イルを開く
[ファイル] および [添付ファイル] 関
連リストへのファイルのドラッグ
フィードから直接ファイルに対す
るアクションを実行
リードの取引が開始されたときに
ファイルを自動的に関連レコード
に転送
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

添付ファイルからファイルへの変
換
Salesforce での外部ファイルソース
との容易な認証
ファイル容量の増加

Salesforce インテグレーション: Salesforce を次のレベルへ
業界をリードするいくつかのビジネスアプリケーションに Salesforce を接続することによって、ユーザの生産性
を高めます。これらの統合されたアプリケーションのほとんどは Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で
使用できますが、いずれかのみで使用可能なものもいくつかあります。

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

Salesforce に連
絡して有効化

Lightning Experience での Skype for
Salesforce (ベータ): Microsoft 365® と
Salesforce 間の管理の簡素化
Google インテグレーション:
Lightning for Gmail と Lightning Sync
の正式リリース
Microsoft® インテグレーション: さら
に改善され、生産性が向上

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。
Salesforce は、オフィスの外にいるユーザをサポートする新しい方法を追加するために懸命に取り組んでいま
す。Salesforce1 では、検索、承認、その他多数のセールス機能の改善が提供されるため、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。

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

Salesforce1
最新の Salesforce1 ダウンロード可能
アプリケーションの新機能
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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

Salesforce1: すべての新機能
Salesforce1 の要件の更新
Salesforce1 for Android の新しい検索機
能
タップの前にレコードに関する詳
細情報の取得
個人取引先への簡単な移動
取引先レコードからの取引先責任
者の迅速な作成
Salesforce1 の従来のグラフは Winter
'18 で廃止 (段階的廃止)
トピックを使用した投稿やコメン
トへのタグ付け
フィードとディスカッションのグ
ローバル検索結果の関連性による
並び替え
モバイルデバイスからコミュニティ
へのアンケート投稿
Salesforce Mobile Classic
SalesforceA: Android および iOS ユーザ向けのさらなるリソースオプション
SalesforceA を使用した Lightning
Experience 準備状況の確認
SalesforceA を使用したオプティマイ
ザの開始
2 つの SalesforceA 接続アプリケー
ションへの分離
Salesforce Chatter: Windows 10 を操作する新しい方法
サポート対象デバイスと Salesforce
Chatter のインストール
Salesforce Chatter で使用可能な機能
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機能が使用可能になる方法と状況

Financial Services Cloud
コミュニティで利用可能になった Financial Services Cloud Lightning コンポーネントの財産を共有します。新しいク
ライアントプロファイルビルダーを使用して、個人を速やかに作成してグループに追加します。Wave for Financial
Services Cloud のクイックアクションを利用します。

機能

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

Salesforce に連
絡して有効化

Lightning コンポーネントを使用し
た独立アドバイザー向けデジタル
ポータルの構築
コミュニティでの Financial Services
Cloud へのアクセス
クライアントプロファイルビルダー
を使用した個人の作成
Einstein Analytics for Financial Services
Cloud でのアクションの実行
リレーショングループでのメンバー
の詳細のロック解除
取引先情報と取引先責任者情報の
設定
姓を最初に表示
Financial Services Cloud のその他の変更
権限セットライセンスの割り当て

Health Cloud
慢性疾患または長期的な病状を持つ患者のケアが合理化され、複数の並行ケアプランやマネージャを設定でき
るようになりました。Einstein Analytics for Health Cloud アプリケーションで作成された患者リストを Health Cloud コ
ンソールに送信したり、Health Cloud コンソールで使用したりできるようになりました。システム管理者の作業
を容易にするために、患者コミュニティを短期間で作成できる 3 つの新しい Lightning コンポーネントがパッ
ケージ化されました。

機能

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

並行ケアプランの作成
Health Cloud Empower Lightning コンポーネントを使用した患者コミュニティの構築
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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

ケアチームメンバーにコミュニティ
からケアプランへのアクセス権を
付与
コミュニティでのケアチームへの
アクセス
ケアチームメンバーにコミュニティ
から ToDo へのアクセス権を付与
Analytics アプリケーションから
Health Cloud への患者リストの送信
ケアプラン内の項目の並び替え順
の制御
患者に適合したケアプランの作成
タイムラインの詳細の簡単な取得
タイムラインへの処置と処置要求
の追加
患者リストの削除
Health Cloud コンソールで使用でき
るアーカイブ済み ToDo
権限セットライセンスの割り当て
コンソールユーザへの Visualforce
ページアクセス権の追加
Health Cloud の新しいカスタムオブ
ジェクト
Health Cloud オブジェクトの変更

カスタマイズ
新しい Einstein の [おすすめ] コンポーネントを追加して、Lightning ページをよりスマートにします。Lightning
Experience でオブジェクトマネージャおよび [設定] の他の部分によりすばやく移動できます。また、拡張され
た承認および Lightning フローランタイムにより、Lightning Experience でより多くの作業を実行できます。それで
も足りない場合は、改善されたデータインポートツールとグローバル選択リストの使いやすさを確認してくだ
さい。
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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 アプリケーションビルダー
フローコンポーネントによる
Lightning ページの強化 (正式リリー
ス)
Einstein のおすすめによるホーム
ページとレコードページのカスタ
マイズ
ホームページへのすべてのサード
パーティアプリケーションのロー
ンチパッドの追加
設定
[設定] から右クリックで追加タブを
開く
オブジェクトマネージャをすばや
く操作
[設定] で簡単に使用できる効率化機
能
カスタム項目のリッチテキストエ
ディタの新しい外観
Lightning Experience でのカスタムア
プリケーションの表示
アクセシビリティを理由とする
Lightning Experience のルックアップ
レコードプレビューの無効化
サポート対象言語の変更および追
加
代理管理者: より簡単な公開グルー
プの表示と割り当て
HYPERLINK 関数での JavaScript の実
行のブロック (重要な更新)
承認
承認申請の再割り当て
送信済み承認申請の取り消し
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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

承認コメントの参照
Visual Workflow
Lightning ページへのフローの埋め
込み (正式リリース)
ボタン、リンク、およびカスタム
タブから Lightning ランタイムでフ
ローを起動
Lightning ランタイムで表示するフ
ローのリダイレクト
あるときは表示、またあるときは
非表示。フロー画面項目の動的更
新 (パイロット)
フローでの暗号化データへのアク
セス (ベータ)
Tooling API でフローの拡張エラーの
詳細を取得
REST API によるフローインタビュー
のデザインのカスタマイズ (パイ
ロット)
データのインポート
対応付ける項目の検索
インポートファイルでのデータの
区切り
インポートが変更された場合のエ
ラー処理
参照項目と外部 ID の一致
カスタム項目および選択リスト管理
新しい時間データ型を使用した時
間の追跡 (パイロット)
項目レベルのデフォルト値の定義
グローバル値セットへの選択リス
ト項目の昇格
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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

グローバル値セットの制限の緩和
権限セット
セッションベースの権限セットの
正式リリース (リリース遅延)
フローを使用したセッションベー
スの権限セットの有効化または無
効化 (リリース遅延)
権限セットメタデータの動作の変
更
Salesforce Connect
イベントログファイルを使用した
外部のオブジェクトデータコール
アウトの追跡 (パイロット)
外部オブジェクトの選択リストお
よび複数選択リストサポートの改
善
外部オブジェクトの検索結果に適
用される新しい処理数制限
外部オブジェクトレコードの仮の
Salesforce ID の準備
プロセスビルダー
プロセスビルダーでの暗号化デー
タへのアクセス (ベータ)
自動項目更新によるメール通知の
抑制の防止 (重要な更新)

セキュリティと ID
トランザクションセキュリティの Lightning Experience インターフェースが新しく便利になりました。数式が暗
号化項目で機能するようになり、埋め込みログインで Web サイトをバックエンド CRM に接続できます。
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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

認証と ID
埋め込みログインによりユーザが
Web サイトにログイン可能
接続アプリケーションアクセスの
詳細な制御
プロファイルパスワードポリシー
のエクスポート
Chatter が無効でもブックマークリ
ダイレクトをサポート
セッションタイムアウトの事前通
知
Salesforce Identity のための Tooling
API エンドポイントの追加
loginURL クエリパラメータの非推奨
Salesforce によって予約されている
パスプレフィックスの使用の回避
使用可能になった SAML シングルロ
グアウト (SLO) (ベータ)
SAML 署名証明書の廃止
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
(正式リリース)
状態チェックの新しいセキュリティ
設定と変更されたセキュリティ設
定
Salesforce Shield
プラットフォームの暗号化
数式の暗号化 (正式リリース)
検索インデックスファイルへのユー
ザが指定した (BYOK) テナントの秘密
の適用
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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

新しい「証明書の管理」権限によ
る証明書の詳細な制御
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 (ベータ)
Chatter フィードで暗号化されるデー
タの追加 (パイロット)
標準リード項目の暗号化 (ベータ)
Wave の暗号化 (ベータ)
一括暗号化対象への既存のメール
添付ファイルの追加
重要な更新: 認証されたユーザへの
暗号化データの表示
イベント監視
更新された Event Monitoring Analytics
アプリケーションによる Lightning
Experience のユーザアクションの視
覚化
Event Monitoring Analytics アプリケー
ションの権限設定の合理化
大きなレポートをダウンロードし
たユーザの特定
新しい項目による Lightning Experience
のユーザアクションのより包括的
な追跡
非同期 SOQL と UniqueKey の使用によ
るログインフォレンジックの柔軟
性の向上
ログインフォレンジックによる
Government Cloud のなりすまし詐欺
の防止
イベントログファイルを使用した
Salesforce Connect コールアウトの追
跡 (パイロット)
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

Salesforce に連
絡して有効化

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

UI 追跡イベント種別の廃止に向けた
組織の準備
トランザクションセキュリティ
新しいウィザードの手順に従った
ポリシーの作成
新しいリソースとアクションによ
る Chatter 投稿の監視
新しい例でわかりやすい Chatter ポ
リシーの作成
その他の変更
サードパーティドメインのセキュ
アな HTTPS 接続

リリース

機能
新しい変更セットコンポーネント

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

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
Lightning コンポーネント

LockerService の重要な更新の有効化
厳格な CSP 制限の重要な更新
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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

管理パッケージの global 以外の Apex
コントローラメソッドへのアクセ
スの無効化 (重要な更新)
Lightning コンポーネントでの標準
アクションの上書き
Lightning データサービス (ベータ)
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
同じ名前の JavaScript と Apex アク
ションに関するブラウザコンソー
ルの警告
カスタムレンダラの代わりに
aura:valueRender イベントを使用
コンポーネントの有効性チェック
の合理化
クイックアクションでの
force:hasSObjectName インター
フェースの使用
AuraLocalizationService JavaScript API
メソッドで廃止された locale パラ
メータ
廃止された、aura:application の
useAppcache 属性
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
新規追加または変更された Lightning
イベント
新規追加または変更された Lightning
インターフェース
新しい JavaScript API メソッド
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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

Einstein Vision
Einstein Vision が正式にリリース
新しい UI でトークンを容易に取得
Einstein Vision アドオンを使用して
Heroku の API にアクセス
Zip ファイルからのデータセットの
作成
データセット内のすべての例を確
認
API 使用状況の監視
Visualforce
Advanced PDF を使用して Visualforce
ページを PDF ファイルとして表示
(パイロット)
レコード作成パネルの項目の自動
入力
SOAP API を使用した Visualforce ペー
ジの総計値へのアクセス
リモート JavaScript メソッドで例外
が発生した場合の組織の変更の回
避
[Visualforce ページに対する GET 要求
の CSRF 保護を許可] (重要な更新) の
延期
[ページヘッダーのない Visualforce
ページへの従来のブラウザ用クリッ
クジャック保護の追加] の適用 (重要
な更新)
Lightning Design System
Apex
Apexでのメタデータの取得とリリー
ス
Apex を使用した注文の送信と管理
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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

Apex クラスの変更によるプラット
フォームキャッシュの無効化
新しいキャッシュビルダーインター
フェースを使用して値を安全に
キャッシュする
Visualforce コントローラでサポート
されるキャッシュ操作
新しいメッセージメソッドによる
添付ファイルの容易な処理
管理パッケージの global 以外の Apex
コントローラメソッドへのアクセ
スの無効化 (重要な更新)
runTestsSynchronous の POST メソッ
ドに「設定を参照」権限が必要 (重
要な更新)
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 クラス
新規 Apex Enum
新規 Apex インターフェース
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クラスおよび Enum
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
新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
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機能

機能が使用可能になる方法と状況

ユーザに対する
有効化

システム管理者/
開発者に対する システム管理者
有効化
の設定が必要

新しいオブジェクト
変更されたオブジェクト
SOSL
カスタム項目とカスタムオブジェ
クトをサポートする WITH HIGHLIGHT
SPELL_CORRECTION による検索クエリ
のスペル修正の無効化
REST API
新しいリソース: Record Count
新しいリソース: Flows と Flow
Interviews (パイロット)
変更されたリソース: Search Suggested
Records
プラットフォームイベントスキー
マの新しいリソース
SOAP API
新しいコールと変更されたコール
Chatter REST API
新規および変更された Chatter REST
API リソース
新規および変更された Chatter REST
API リクエストボディ
新規および変更された Chatter REST
API レスポンスボディ
レポートおよびダッシュボード REST API
新規リソース: 検索条件の演算子、
検索条件オプション分析、レポー
トの項目
新しいメソッド
変更されたリソース: Analytics
Notifications および Dashboard Describe
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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

Bulk API
Bulk API 2.0 のジョブプロセスの簡易
化 (パイロット)
エンタープライズメッセージングプラットフォーム
プラットフォームイベントによる
カスタム通知の配信 (正式リリース)
ストリーミング API でサポートされ
る CometD バージョン
Tooling API
成功したメタデータ保存操作から
返される警告
Tooling API の新規オブジェクトと変
更されたオブジェクト
メタデータ API
Open CTI API
その他の API の変更
統合検索 API
カスタムメタデータ型
カスタムメタデータ型項目の入力
規則の追加
カスタムメタデータ型でロングテ
キストエリアをサポート (正式リ
リース)
カスタム設定の使用状況を確認で
きる使用状況ボタンをご用意しま
した
ISVforce
Lightning Experience での注文の送信
と管理
Channel Order Apex API を使用した注
文処理の自動化
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機能

サポートされるブラウザ

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

転送アップグレードからの登録者
組織の除外
管理パッケージ転送アップグレー
ドのパフォーマンスの改善
Apex でのメタデータアクセス

サポートされるブラウザ
サポートされるブラウザのドキュメントが変更され、必要な情報が見つけやすくなりました。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 でサポートされるブラウザと制限事項を確認してください。
Microsoft Internet Explorer バージョン 11 を使用した Lightning Experience へのアクセスのサポートの延長
以前、Lightning Experience の Internet Explorer バージョン 11 (IE11) のサポート終了日が 2017 年 12 月 16 日だとお
知らせしました。フィードバックを受けて、IE11 の延長サポートを提供することになりました。この延長
サポートは 2020 年 12 月 31 日まで利用できます。
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、macOS の Apple® Safari® バージョン 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 でサポートされるブラウザと制限事項を確認してください。
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。
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。
• 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。
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Microsoft Internet Explorer バージョン 11 を使用した
Lightning Experience へのアクセスのサポートの延長

• IE11 の拡張サポートを選択すると、2020 年 12 月 31 日まで引き続き IE11 を使用して Lightning Experience に
アクセスできます。
• 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、「Retirement of Support for Accessing Lightning Experience Using Microsoft Internet Explorer
version 11 (Microsoft Internet Explorer バージョン 11 を使用した Lightning Experience へのアクセスのサポート終
了)」を参照してください。
Microsoft®
Internet
Explorer®

Microsoft® Edge Google Chrome™ Mozilla® Firefox® Apple® Safari®

Lightning Experience IE 11 (2020 年 12 月 Windows 10
31 日にサポート
終了)

最新

最新

10.x+

Lightning コンソー なし
ルアプリケー
ション

Windows 10

最新

最新

10.x+

Lightning コミュニ IE 11
ティ

Windows 10

最新

最新

10.x+

設定に関する特
別な考慮事項?

なし

なし

なし

なし

なし

制限事項?

あり

あり

なし

あり

あり

メモ: 「最新バージョン」の用語は、ブラウザベンダによって定義されます。ブラウザのサポートを使用
して「最新バージョン」の意味を確認してください。

Microsoft Internet Explorer バージョン 11 を使用した Lightning Experience
へのアクセスのサポートの延長
以前、Lightning Experience の Internet Explorer バージョン 11 (IE11) のサポート終了日
が 2017 年 12 月 16 日だとお知らせしました。フィードバックを受けて、IE11 の延
長サポートを提供することになりました。この延長サポートは 2020 年 12 月 31
日まで利用できます。
この延長期間によって、Lightning Experience の利点を利用しながら IE11 から最新
の安全なブラウザに移行する時間を確保できると信じています。
IE11 の延長サポートについての詳細 (サポート対応される事項、サポート対応さ
れない事項、実行する必要のある手順など) は、「Retirement of Support for Accessing
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Salesforce Classic でサポートされるブラウザ

Lightning Experience Using Microsoft Internet Explorer version 11 (Microsoft Internet Explorer バージョン 11 を使用した Lightning
Experience へのアクセスのサポート終了)」を参照してください。
関連トピック:
「IE11 からの 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無効
化」という重要な更新のキャンセル

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、macOS の Apple®
Safari® バージョン 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®
Internet
Explorer®

Microsoft® Edge Google Chrome™ Mozilla® Firefox® Apple® Safari®

Salesforce Classic

IE 9+

Windows 10

最新

最新

10.x+

Salesforce コン
ソール

IE 9+

Windows 10

最新

最新

なし

設定に関する特
別な考慮事項?

あり

なし

なし

あり

なし

制限事項?

あり

あり

なし

なし

あり

メモ:
• 「最新バージョン」の用語は、ブラウザベンダによって定義されます。ブラウザのサポートを使用し
て「最新バージョン」の意味を確認してください。
• 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。
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Salesforce 全体: Lightning Experience の採用を支援するツールの増
加、キーボードショートカット、レコードの移動および管理方法
の増加
Summer ’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。Lightning Experience 移行ア
シスタントのインターフェースが使いやすいウィザードスタイルになりました。また、効率性を最大にするた
めにキーボードショートカットを使用できるようになり、作成したレコードに移動する有効なリンクが成功
メッセージに含まれるようになりました。さらに、Lightning コンソールの分割ビューを使用すれば、1 画面で
複数のレコードおよび関連レコードを開くことができます。
このセクションの内容:
新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタントによる支援の向上
最適なパスで Lightning Experience を有効にできるように、移行アシスタントが使いやすいウィザードスタイ
ルのインターフェースになりました。組織の準備状況の評価とプレビュー、機能やユーザの設定、スイッ
チの切り替えを行うツールが一目でわかるようになり、すばやくアクセスできるようになりました。また、
[設定] で移行アシスタントを見つけやすくなりました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。
Lightning Experience 準備状況チェック時の分析の拡張
準備状況チェックには、Lightning Experience の Salesforce の実装の準備に関するより実効性のあるアドバイス
が詰め込まれています。セールスコンソール、サービスコンソール、Salesforce ナレッジの準備、およびい
くつかの Service Cloud 機能のロードマップや利用状況データに関する詳細情報があります。また、ケースを
解決するための過去のアドバイス、JavaScript ボタンおよびリンクに基づいて構築されており、誰が Lightning
Experience へ移行する準備ができているのかに関するインサイトが追加されています。また、レポートを使
用してロールアウト計画の進捗を通知する手順が再編成されています。準備状況チェックでは 1 回のクリッ
クでパーソナライズされたレポートを直接メールの受信箱に送信できます。すぐに開始しない理由はあり
ませんよね。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience へのより多くのユーザの移行
Lightning Experience を有効にする場合、ユーザが新しいインターフェースで作業して利点を得られるように
することが重要です。[ユーザを Lightning Experience に移行] ツールに組織のすべてのユーザが表示されるよ
うになり、必要なグループを 1 回で移行できるようになりました。また、このツールでは簡単にリストの
特定のユーザを検索したり、組織のどのユーザが移行できる状態になっているのかを確認したりできます。
この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience 環境のみを使用するようにする設定
振り返ることなく Salesforce Classic から Lightning Experience に移行する準備はできていますか? Lightning Experience
にとどまるように、Salesforce Classic に切り替えるオプションが Lightning Experience ユーザに表示されないよう
にしましょう。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
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キーボードショートカットを使用できるようになりました。これにより、効率を最大化し、Lightning Experience
での作業時間を短縮できます。マウスを触らずにレコードの検索、編集、保存、終了ができます。パブリッ
シャーへの移動やフィードへの投稿に役立つキーボードショートカットも用意されています。短縮で浮い
た時間を好きなことに充ててください。デフォルトでは、キーボードショートカットはすべての Lightning
アプリケーションで動作します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
アクションの成功メッセージからレコードへの直接移動
クイックアクションを使用してレコードを作成または更新するときに表示される成功メッセージに、軽微
かつ強力な機能強化が追加されました。成功メッセージにレコード名が有効なリンクとして含まれ、その
レコードに直接アクセスでき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。
Lightning コンソールアプリケーション: より多くの情報を表示して、より多くの機能を実行 (正式リリース)
Lightning コンソールアプリケーションが正式リリースされました。これには、ユーザの生産性向上に役立
つより多くの機能が含まれます。分割ビュー、キーボードショートカット、個人取引先が追加されたこと
で、ユーザは必要なものすべてを手元に置くことができます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
Lightning アプリケーションのユーティリティアイコンを容易に選択
Lightning アプリケーションを作成または編集する場合、Lightning アプリケーションウィザードでユーティリ
ティのアイコンを直接選択できます。以前は、リンクをクリックして新しいブラウザタブを開き、Salesforce
Lightning Design System ユーティリティアイコンを表示していました。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
LockerService のリッチテキストエディタの再有効化
LockerService の重要な更新が有効な場合でも、リッチテキストエディタを使用して、リッチテキストを含む
項目を編集できるようになりました。以前は、LockerService の重要な更新が有効になっているとリッチテキ
ストエディタは Sandbox および Developer Edition 組織で無効になっていました。この変更は、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適用されます。
Lightning Experience での [項目の履歴] 関連リストへのアクセス
使用している Salesforce インターフェースに関係なく、標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトの項
目の履歴を追跡および表示します。Salesforce Classic でオブジェクトに追加した [履歴] 関連リストを Lightning
Experience で表示できるようになりました。Lightning Experience で [項目の履歴] 関連リストを設定することも
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。
ケースのフロート表示によるケースの詳細のプレビュー
ユーザはケースをフロート表示することで、説明や最新の更新を含む詳細をプレビューできます。重要な
情報を取得するのにケースレコードを開く必要がなくなります。つまり、時間が節約されます。この機能
は、ケースに関する作業を 1 日中行っているサポートエージェントに気に入ってもらえるでしょう。ケー
スのフロート表示は自動的に動作します。そのため、何も設定する必要はありません。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
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新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタント
による支援の向上

現在のアプリケーションを表示したままお気に入りを開く
セールスアプリケーションを使用している場合でも、Lightning コンソールを使用している場合でも、使用
しているアプリケーションに関係なく、お気に入りを開くことができます。お気に入りを作成したアプリ
ケーションに切り替える必要はなくなりました。どこからでもお気に入りを使用して、レコード、リスト、
グループ、ダッシュボードなどの重要なSalesforceページにすばやくアクセスできます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
簡略化されたお気に入りリストを使用したお気に入りの検索
お気に入りリストから [上位のお気に入り] セクションが削除され、Salesforce でお気に入りページに簡単に
アクセスできるようになりました。お気に入りでは、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。[上位のお気に入り] は、お気に入りの
使用方法として好評を得られませんでした。Salesforce はユーザにとって最も重要な機能にフォーカスして
いますが、[上位のお気に入り] はフィードバックからユーザにとって最も重要な機能ではないことがわかっ
たため、表示されなくなりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
「IE11 からの 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無効
化」という重要な更新のキャンセル
Internet Explorer バージョン 11 (IE11) で Lightning Experience のサポートを終了する日程は大きく変更されました。
その結果、この重要な更新はキャンセルされました。
Lightning Experience の洗練されたデザイン
一部の領域のデザインが改善され、Lightning Experience に Trailhead の活気が若干取り入れられています。たと
えば、[設定のホーム] のテキストとビジュアルが更新され、プロファイルページにはより魅力的なテキス
トが記載されています。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
検索: 外部検索結果での商談の検索方法などの向上
検索でリーチを拡大できます。外部検索プロバイダを接続して、Google、Dropbox、Confluence、およびその
他のリポジトリからの結果を Salesforce で直接表示できます。類似の名前を持つ膨大な商談の中から商談を
見つけようとしていませんか? 取引先名を検索語に追加して適切な商談を見つけることができます。さら
に、検索語のスペルが修正された場合に確認できるようになり、検索対象のオブジェクトが追加されまし
した。

新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタントによる支援
の向上
最適なパスで Lightning Experience を有効にできるように、移行アシスタントが使
いやすいウィザードスタイルのインターフェースになりました。組織の準備状
況の評価とプレビュー、機能やユーザの設定、スイッチの切り替えを行うツー
ルが一目でわかるようになり、すばやくアクセスできるようになりました。ま
た、[設定] で移行アシスタントを見つけやすくなりました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Salesforce Classic で簡単に移行アシスタントにアクセスできるようになりました。
[設定] から、メニューの上部にある [Lightning Experience 移行アシスタント] タイル
の [使用を開始する] をクリックします。Lightning Experience の [設定] の場合、引
き続き [Lightning Experience] リンクから移行アシスタントにアクセスします。
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新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタント
による支援の向上

昔の移行アシスタントページが恋しくなることはないでしょう。新しい移行アシスタントは、すっきりとした
簡潔なウィザードで、各タブでは Lightning Experience に移行するためのステップが強調表示されています。
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新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタント
による支援の向上

インターフェースでは、一度に 1 つずつ特定のタスクがフォーカスされます。ただし、順番にタブを進めて行
く必要はありません。以前と同様に、いつでも必要に応じて何回でも移行アシスタントを使用して準備状況
チェックやプレビューなどのツールを実行できます。目的のタブをクリックして作業を行います。
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関連トピック:
Lightning Experience へのより多くのユーザの移行

Lightning Experience 準備状況チェック時の分析の拡張
準備状況チェックには、Lightning Experience の Salesforce の実装の準備に関するよ
り実効性のあるアドバイスが詰め込まれています。セールスコンソール、サー
ビスコンソール、Salesforce ナレッジの準備、およびいくつかの Service Cloud 機能
のロードマップや利用状況データに関する詳細情報があります。また、ケース
を解決するための過去のアドバイス、JavaScript ボタンおよびリンクに基づいて
構築されており、誰が Lightning Experience へ移行する準備ができているのかに関
するインサイトが追加されています。また、レポートを使用してロールアウト
計画の進捗を通知する手順が再編成されています。準備状況チェックでは 1 回
のクリックでパーソナライズされたレポートを直接メールの受信箱に送信でき
ます。すぐに開始しない理由はありませんよね。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:
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Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

以前に準備状況チェックを実行している場合でも、リリースの間でさえ評価可能な機能とカスタマイズのリス
トは常に追加されているので注意が必要です。少し時間をとって準備状況を再度確認してください。
準備状況チェックは、引き続き Lightning Experience 移行アシスタントから開始しますが、手順が若干変更され
ました。[設定] から、[Lightning Experience 移行アシスタント] タイルの [使用を開始する] (1) をクリックします。
移行アシスタントの [準備状況をチェック] タブ (2) で、[準備状況をチェック] (3) をクリックします。
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SalesforceA を使用してモバイルデバイスから Salesforce を管理している場合、アプリケーションの [リソース] ペー
ジから準備状況チェックを開始することもできます。
チェックの開始後に受信する準備状況レポートには、Lightning Experienceの準備方法に関する最新の推奨事項が
記載されています。
• セールスコンソール、サービスコンソール、Salesforce ナレッジなどの機能の準備方法に関するインサイト
を取得します。また、Live Agent、オムニチャネル、エンタイトルメントなどのサービス機能に関する Lightning
Experience ロードマップおよび利用状況の詳細も取得します。
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Lightning Experience 準備状況チェック時の分析の拡張

• Lightning Experience の JavaScript ボタンおよびリンクの変更方法に関する詳細な推奨事項を取得します。

• パイロットに参加する準備が最も整っているユーザを判断できるように、Lightning Experience でユーザプロ
ファイルがどのように位置付けられているのかを確認します。

• レポートの最後に、Lightning Experience への移行で次に実行するステップに関する明確なアドバイスが記載
されたチェックリストが追加されました。
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Lightning Experience へのより多くのユーザの移行

関連トピック:
SalesforceA を使用した Lightning Experience 準備状況の確認

Lightning Experience へのより多くのユーザの移行
Lightning Experience を有効にする場合、ユーザが新しいインターフェースで作業
して利点を得られるようにすることが重要です。[ユーザを Lightning Experience に
移行] ツールに組織のすべてのユーザが表示されるようになり、必要なグループ
を 1 回で移行できるようになりました。また、このツールでは簡単にリストの
特定のユーザを検索したり、組織のどのユーザが移行できる状態になっている
のかを確認したりできます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。
[ユーザを Lightning Experience に移行] ツールは、[設定] の [Lightning Experience 移行
アシスタント] にあります。移行アシスタントで、[ユーザを設定] タブをクリッ
クし、[ユーザの切り替え] をクリックします。
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Lightning Experience 環境のみを使用するようにする設定

ユーザリストを検索して、目的のユーザを見つけます (1)。Lightning Experience にアクセスする権限のあるユーザ
や移行できるユーザ (2)、すでに移行しているユーザ (3)、Lightning Experience ユーザ権限がないために移行でき
ないユーザ (4) が一目でわかります。
ユーザを Lightning Experience に移行するには、ユーザ名の横にある

ボタンをクリックします。

以前とは異なり、このツールを使用してユーザを Salesforce Classic に戻すことはできません。ただし、ユーザは
必要に応じてプロファイルメニューのスイッチャを使用して自分自身を戻すことができます。
ヒント: ユーザが Salesforce Classic に戻れないようにしたいですか? 「Lightning Experience 環境のみを使用する
ようにする設定」を参照してください。
関連トピック:
新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタントによる支援の向上

Lightning Experience 環境のみを使用するようにする設定
振り返ることなく Salesforce Classic から Lightning Experience に移行する準備はできていますか? Lightning Experience
にとどまるように、Salesforce Classic に切り替えるオプションが Lightning Experience ユーザに表示されないように
しましょう。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
デフォルトでは、Lightning Experience を有効にすると、Lightning Experience と Salesforce Classic を切り替えることが
でできるスイッチャがユーザに表示されます。一部またはすべてのユーザに Lightning Experience のみを使用さ
せる場合、スイッチャ (1) を削除できます。
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[設定] で、プロファイルおよび権限セットの [Salesforce Classic に切り替えるオプションを非表示] 権限 (2) を有効
にします。

Lightning Experience ユーザに対してこの権限を有効にすると、新規ユーザおよび既存のユーザが次回 Salesforce に
ログインするときにLightning Experience が表示されます。また、[Salesforce Classic に切り替える] リンクが表示され
なくなります。
[Salesforce Classic に切り替えるオプションを非表示] 権限を有効にするときには、次の考慮事項に留意してくだ
さい。
• ユーザが Lightning Experience で使用できない機能にアクセスする場合、この権限が有効になっていても新し
いブラウザタブで一時的に Salesforce Classic にアクセスします。Salesforce Classic を使用するのは、Lightning
Experience で使用できない機能を使用する場合に限定されます。
• この権限は、Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションのフルサイトリンクには影響しません。Salesforce1
ユーザは、デスクトップデバイスに表示されるインターフェースに関係なく、いつでもSalesforce Classicバー
ジョンのフルサイトに切り替えることができます。
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マウスは不要 — キーボードショートカットの使用
キーボードショートカットを使用できるようになりました。これにより、効率を最大化し、Lightning Experience
での作業時間を短縮できます。マウスを触らずにレコードの検索、編集、保存、終了ができます。パブリッ
シャーへの移動やフィードへの投稿に役立つキーボードショートカットも用意されています。短縮で浮いた時
間を好きなことに充ててください。デフォルトでは、キーボードショートカットはすべての Lightning アプリ
ケーションで動作します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
使用できるキーボードショートカットを参照するには、次のキーを押してください。
• Windows: Ctrl+/
• macOS: Cmd+/

コンソールナビゲーションを使用する Lightning アプリケーションでは、タブ、ユーティリティなどのナビゲー
ションに役立つ追加のショートカットを使用できます。
関連トピック:
Lightning コンソールアプリケーションのキーボードショートカットで生産性を向上
Salesforce ヘルプ: キーボードショートカット(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)
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アクションの成功メッセージからレコードへの直接移動

アクションの成功メッセージからレコードへの直接移動
クイックアクションを使用してレコードを作成または更新するときに表示され
る成功メッセージに、軽微かつ強力な機能強化が追加されました。成功メッセー
ジにレコード名が有効なリンクとして含まれ、そのレコードに直接アクセスで
き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。

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:
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Lightning コンソールアプリケーション: より多くの情報を表示して、
より多くの機能を実行 (正式リリース)
Lightning コンソールアプリケーションが正式リリースされました。これには、
ユーザの生産性向上に役立つより多くの機能が含まれます。分割ビュー、キー
ボードショートカット、個人取引先が追加されたことで、ユーザは必要なもの
すべてを手元に置くことができます。これらの変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。
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、転送通知やマルチモニターサポートなどの 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。詳細はこちらを参照してください。
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。

このセクションの内容:
Lightning コンソールの分割ビューを使用してすべての情報を手元に保持する
Lightning コンソールアプリケーションでは、ユーザは複数のレコードと関連
レコードを 1 つの画面で開くことで作業を迅速に行うことができます。Lightning
コンソールの分割ビューを使用すると、ユーザは作業をさらに迅速に行うこ
とができます。これは、折りたたむことができるペインであり、必要なリス
トビューを手元で閉じておくことができます。これは、Lightning Experience の
新機能です。
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Lightning コンソールアプリケーション: より多くの情報
を表示して、より多くの機能を実行 (正式リリース)

Lightning コンソールアプリケーションのキーボードショートカットで生産性を向上
Lightning コンソールアプリケーションでキーボードショートカットを使用できるようになりました。キー
ボードショートカットを使用すると、営業担当、サポートエージェント、および他のコンソールユーザは
レコードをより短時間で効率的に管理できます。マウスを触らずにレコードの検索、編集、保存、終了が
できることをコンソールユーザに知らせてください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning コンソールアプリケーションでの個人取引先の使用
企業ではなく個人と直接やりとりしている場合は個人取引先のすべての能力がわかります。また、コンソー
ルアプリケーションに備えられた生産性にも依存する場合は、コンソールアプリケーションで個人取引先
が完全にサポートされるようになったことに感激することでしょう。この変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience コンソールの制限事項 (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)

Lightning コンソールの分割ビューを使用してすべての情報を手元に保持する
Lightning コンソールアプリケーションでは、ユーザは複数のレコードと関連レコードを 1 つの画面で開くこと
で作業を迅速に行うことができます。Lightningコンソールの分割ビューを使用すると、ユーザは作業をさらに
迅速に行うことができます。これは、折りたたむことができるペインであり、必要なリストビューを手元で閉
じておくことができます。これは、Lightning Experience の新機能です。
分割ビューでは、ワークスペースタブおよびサブタブの横にリストビューが表示されるため、リストからレ
コードをすばやく開くことができます。
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Lightning コンソールアプリケーション: より多くの情報
を表示して、より多くの機能を実行 (正式リリース)

分割ビューは 2 通りの方法でアクセスできます。コンソールの左側にある矢印 (1) をクリックします。
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を表示して、より多くの機能を実行 (正式リリース)

または、項目メニューで項目を選択した後、[次の形式で表示] ドロップダウンをクリックして [分割ビュー] を
選択します。
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を表示して、より多くの機能を実行 (正式リリース)

Lightning コンソールアプリケーションのキーボードショートカットで生産性を
向上
Lightning コンソールアプリケーションでキーボードショートカットを使用できるようになりました。キーボー
ドショートカットを使用すると、営業担当、サポートエージェント、および他のコンソールユーザはレコード
をより短時間で効率的に管理できます。マウスを触らずにレコードの検索、編集、保存、終了ができることを
コンソールユーザに知らせてください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
デフォルトではキーボードショートカットはすべての Lightning コンソールアプリケーションで動作します。ま
た、標準ナビゲーションを使用する Lightning アプリケーションでも動作します。コンソールユーザへの朗報と
して、タブやサブタブのナビゲーション、リストビューや項目メニューへのアクセス、一部のコンソールユー
ティリティの開始に役立つコンソール固有のショートカットが提供されます。
使用できるキーボードショートカットを参照するには、次のキーを押してください。
• Windows: Ctrl+/
• macOS: Cmd+/
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容易に選択

関連トピック:
マウスは不要 — キーボードショートカットの使用
Salesforce ヘルプ: Lightning コンソールアプリケーションのキーボードショートカット (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)

Lightning コンソールアプリケーションでの個人取引先の使用
企業ではなく個人と直接やりとりしている場合は個人取引先のすべての能力がわかります。また、コンソール
アプリケーションに備えられた生産性にも依存する場合は、コンソールアプリケーションで個人取引先が完全
にサポートされるようになったことに感激することでしょう。この変更は Lightning Experience にのみ適用され
ます。
Lightning コンソールアプリケーションでの個人取引先の動作は、標準の Lightning アプリケーションでの動作と
同じですが、コンソールアプリケーションの生産性が向上しています。Salesforce で個人取引先を有効にする必
要があることを忘れないでください。また、これを有効にすると、無効にできません。

Lightning アプリケーションのユーティリティアイコンを容易に選択
Lightning アプリケーションを作成または編集する場合、Lightning アプリケーションウィザードでユーティリティ
のアイコンを直接選択できます。以前は、リンクをクリックして新しいブラウザタブを開き、Salesforce Lightning
Design System ユーティリティアイコンを表示していました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。
デフォルトでは、アイコンが割り当てられていないユーティリティでは、代替アイコンが使用されます。
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アイコンを変更するには、既存のアイコンを削除して、[アイコンを選択]をクリックします。使用可能なアイ
コンがウィンドウに表示されます。

メモ、履歴など、一部のユーティリティのアイコンは変更できません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning アプリケーションへのユーティリティバーの追加 (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)

LockerService のリッチテキストエディタの再有効化
LockerService の重要な更新が有効な場合でも、リッチテキストエディタを使用し
て、リッチテキストを含む項目を編集できるようになりました。以前は、
LockerService の重要な更新が有効になっているとリッチテキストエディタは Sandbox
および Developer Edition 組織で無効になっていました。この変更は、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

Salesforceの大部分のリッチテキストエディタでは Quill が使用されるようになりましたが、いくつかのリッチテ
キストエディタでは引き続き iframe で CKEditor が使用されます。Quill に移行すると、リッチテキストエディタを
LockerService に準拠させることができますが、以前のリリースと比べて若干の視覚的な違いや書式設定の違い
があります。
メモ: 機能によって使用できるツールバーボタンが変わります。たとえば、コードスニペットボタンは
Chatter パブリッシャーでは使用できますが、カスタム項目では使用できません。
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カスタム項目
リッチテキストエリアタイプの項目のリッチテキストエディタが戻ってきました。Salesforce Classicでレコー
ドを保存して Lightning Experience で編集すると、一部の書式設定が異なって表示されます。詳細は、「カス
タム項目のリッチテキストエディタの新しい外観」を参照してください。
Chatter フィード
コンポーザのリッチテキストエディタが若干変更されました。たとえば、@メンションボタンは [画像を挿
入] の横に表示されます。詳細は、「Chatter の新しいエディタでの充実した操作」を参照してください。
Chatter の質問
Chatter の質問のリッチテキストエディタの変更は、Chatter フィードの変更と類似しています。
コミュニティビルダー
コミュニティビルダーのリッチコンテンツエディタコンポーネントが変更されました。[下線] ボタンが使
用できるようになり、[コードスニペット] ボタンが使用できなくなりました。詳細は、「合理化されたリッ
チコンテンツエディタと専用の HTML エディタによるコンテンツの改善」を参照してください。
グループ
情報項目のツールバーでサポートされるリッチテキスト書式設定が増え、グループの情報で次の新しいツー
ルバー機能の使用が促進されます。
• フォントフェイスの変更
• テキストへの下線または取り消し線の適用
• 番号付き箇条書きの作成
• インデントの追加または削除
• 書式設定の削除
できる限りツールバーを使用してコンテンツを書式設定することをお勧めします。別のソースから書式設
定済みコンテンツをコピーしてエディタに貼り付けると、サポートされていないタグは削除され、それら
のタグ内のテキストはプレーンテキストとして保持されます。ツールバーで使用できる書式設定のみがサ
ポートされます。たとえば、赤い太字のテキストを張り付けると、太字の書式設定は保持されますが、色
は保持されません。
セールスパス
[成功へのガイダンス] 項目のリッチテキストエディタが変更されました。[元に戻す] ボタンと [やり直し] ボ
タンは使用できなくなりました。ブラウザの [編集] メニューを使用して、変更を元に戻したりやり直した
りします。できる限りツールバーを使用してコンテンツを書式設定することをお勧めします。別のソース
から書式設定済みコンテンツをコピーしてエディタに貼り付けると、サポートされていないタグは削除さ
れ、それらのタグ内のテキストはプレーンテキストとして保持されます。ツールバーで使用できる書式設
定のみがサポートされます。
forceChatter:publisher コンポーネント
forceChatter:publisher のリッチテキストエディタの変更は、Chatter フィードの変更と類似していま

す。
メモ: ツールバーを使用してコンテンツを書式設定することをお勧めします。リッチテキストエディタで
は、WYSIWYG インターフェースのみが提供されます。HTML タグは編集できません。Web ページまたは別
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のソースからコンテンツをコピーしてエディタに貼り付けると、サポートされていないタグは削除され
ます。サポートされていないタグで囲まれていたテキストは、プレーンテキストとして保持されます。

CKEditor を使用するリッチテキストエディタ
Salesforce Classic のリッチテキストエディタでは引き続き CKEditor が使用されます。Lightning Experience や Salesforce1
では、次の機能のリッチテキストエディタで引き続き CKEditor が使用されます。
• [メールを送信] アクションを使用するメールコンポーザ
• Lightning Knowledge
• Lightning アプリケーションビルダー
• ui:inputRichText コンポーネント
メモ: ui:inputRichText コンポーネントは、LockerService でサポートされなくなりました。代わりに
lightning:inputRichText を使用します。
これらの機能では iframe でリッチテキストエディタが読み込まれるため、ブラウザのセキュリティ設定が適切
でないと正しく読み込まれません。ブラウザの説明を参照して、設定を行ってください。たとえば、Internet
Explorer の場合、[IFRAME のプログラムとファイルの起動] セキュリティ設定を [有効にする] または [ダイアログ
を表示する] に設定する必要があります。Safari の場合、Cookie のプライバシー設定を [アクセスした Web サイト
は許可] (1) に変更することをお勧めします。Chrome の場合、[コンテンツの設定] で [サードパーティの Cookie
とサイトデータをブロックする] が選択されていないことを確認します。
また、Windows が実行されているタッチ対応デバイスの Internet Explorer 11 のリッチテキストエディタで入力を
開始するには、まず、リッチテキストエリア項目をクリックし、Tab キーを押してエディタに切り替える必要
があります。

Lightning Experience での [項目の履歴] 関連リストへのアクセス
使用している Salesforce インターフェースに関係なく、標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトの項目の
履歴を追跡および表示します。Salesforce Classic でオブジェクトに追加した [履歴] 関連リストを Lightning Experience
で表示できるようになりました。Lightning Experience で [項目の履歴] 関連リストを設定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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すでに Salesforce Classic で [履歴] 関連リストをオブジェクトに追加している場合は、すべて設定されています。
Lightning Experience の [関連] タブ (2) で [履歴] 関連リスト (1) を探します。

すでに Lightning Experience で作業していて、[履歴] 関連リストをオブジェクトに追加したいと考えていますか?
問題ありません。
1. [オブジェクトマネージャ] タブをクリックしてリストからオブジェクトを選択します。
2. 左ペインで [カスタム項目 & リレーション] をクリックし、[項目履歴管理の設定] をクリックします。
3. 追跡する項目を選択します。
4. その関連リストをオブジェクトのページレイアウトに追加します。

ケースのフロート表示によるケースの詳細のプレビュー
ユーザはケースをフロート表示することで、説明や最新の更新を含む詳細をプレビューできます。重要な情報
を取得するのにケースレコードを開く必要がなくなります。つまり、時間が節約されます。この機能は、ケー
スに関する作業を 1 日中行っているサポートエージェントに気に入ってもらえるでしょう。ケースのフロート
表示は自動的に動作します。そのため、何も設定する必要はありません。この変更は Lightning Experience にの
み適用されます。
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く

ケースのフロート表示は、標準ナビゲーションやコンソールナビゲーションを使用するアプリケーションを含
め、すべての Lightning アプリケーションで動作します。この便利なフロート表示の対象はケースのみに特定さ
れます。ケースのフロート表示は、リストビューを除き、ケース番号があるあらゆる場所で動作します。
ヒント: フロート表示に表示する項目をカスタマイズしますか? ケースのコンパクトレイアウトは、[設定]
のオブジェクトマネージャから編集します。ケースのフロート表示には、最初の 5 つの項目のみが表示さ
れます。コンパクトレイアウトの最初の項目として [件名] を使用することをお勧めします。最初の項目は
フロート表示のタイトルになります。強調表示パネルとケースのフロート表示は同じコンパクトレイア
ウトを使用します。一方のレイアウトを変更した場合、もう一方のレイアウトも変更されます。
ケースのフロート表示の [最新の更新] セクションをカスタマイズすることはできません。このセクションには
1 つの投稿のみが表示されます。すべての投稿種別がサポートされます。たとえば、最新の投稿が Facebook な
どのソーシャルチャネルからの投稿であった場合、その投稿がフロート表示に表示されます。素晴らしいです
よね?
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのケースのフロート表示のカスタマイズ (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)

現在のアプリケーションを表示したままお気に入りを開く
セールスアプリケーションを使用している場合でも、Lightning コンソールを使用している場合でも、使用して
いるアプリケーションに関係なく、お気に入りを開くことができます。お気に入りを作成したアプリケーショ
ンに切り替える必要はなくなりました。どこからでもお気に入りを使用して、レコード、リスト、グループ、
ダッシュボードなどの重要な Salesforce ページにすばやくアクセスできます。この変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
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簡略化されたお気に入りリストを使用したお気に入りの検索
お気に入りリストから [上位のお気に入り] セクションが削除され、Salesforce でお気に入りページに簡単にアク
セスできるようになりました。お気に入りでは、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。[上位のお気に入り] は、お気に入りの使用方法とし
て好評を得られませんでした。Salesforce はユーザにとって最も重要な機能にフォーカスしていますが、[上位
のお気に入り] はフィードバックからユーザにとって最も重要な機能ではないことがわかったため、表示され
なくなりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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「IE11 からの 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無効化」という重要な更新のキャ
ンセル
Internet Explorer バージョン 11 (IE11) で Lightning Experience のサポートを終了する日程は大きく変更されました。そ
の結果、この重要な更新はキャンセルされました。
関連トピック:
重要な更新
Summer '16 リリースノート: IE11 からの Lightning Experience および Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーショ
ンへのアクセスの無効化 (重要な更新)
Microsoft Internet Explorer バージョン 11 を使用した Lightning Experience へのアクセスのサポートの延長

Lightning Experience の洗練されたデザイン
一部の領域のデザインが改善され、Lightning Experience に Trailhead の活気が若干取
り入れられています。たとえば、[設定のホーム] のテキストとビジュアルが更新
され、プロファイルページにはより魅力的なテキストが記載されています。こ
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
次に、更新された [設定のホーム] を示します。

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

次に、プロファイルのページの新しいテキストを示します。少し活気のあるテキストになっていますよね？
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検索: 外部検索結果での商談の検索方法などの向上
検索でリーチを拡大できます。外部検索プロバイダを接続して、Google、Dropbox、
Confluence、およびその他のリポジトリからの結果を Salesforce で直接表示できま
す。類似の名前を持つ膨大な商談の中から商談を見つけようとしていませんか?
取引先名を検索語に追加して適切な商談を見つけることができます。さらに、
検索語のスペルが修正された場合に確認できるようになり、検索対象のオブジェ
クトが追加されましした。

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

このセクションの内容:
統合検索を使用した外部検索エンジンの結果の表示 (正式リリース)
統合検索を使用して Salesforce 内から外部コンテンツを検索できます。Salesforce の OpenSearch コネクタを使
用して外部検索プロバイダを組織に簡単に接続できるようになりました。ユーザは Salesforce 内で Salesforce
レコードと外部検索結果を表示できるため、時間と手間を節約できます。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
取引先名を使用した商談の検索
空港のスーツケースのように、商談名は類似しています。名前だけでなく取引先名を検索して適切な商談
を見つけます。この改善により、20 個のウィジェットの注文ごとに一意の名前を考える必要がなくなるた
め、商談の命名も簡単になります。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。
スペル修正が用語に適用される条件の把握
ポケットにお金があったときのようにうれしい驚きもありますが、業務では驚きはそれほど歓迎されませ
ん。そのため、検索語のスペルミスが原因で結果が表示されなかった可能性がある場合、スペルが修正さ
れた用語の結果が表示されます。この変更は 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
エンタイトルメントとトピックからの検索結果を表示できるようになりました。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。
関連トピック:
ナレッジ検索: 関連性の向上、推奨記事の詳細な制御
フィードのグローバル検索結果の関連性による並び替え

統合検索を使用した外部検索エンジンの結果の表示 (正式リリース)
統合検索を使用して Salesforce 内から外部コンテンツを検索できます。Salesforce
の OpenSearch コネクタを使用して外部検索プロバイダを組織に簡単に接続でき
るようになりました。ユーザは Salesforce 内で Salesforce レコードと外部検索結果
を表示できるため、時間と手間を節約できます。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。

80

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

Salesforce Summer '17 リリースノート

検索: 外部検索結果での商談の検索方法などの向上

コネクタと関連する開発者ガイドは、OpenSearch 仕様に準拠しながら、さらに拡張されています。Salesforce 統
合検索 API に準拠している外部検索プロバイダは、OpenSearch 仕様にも完全に準拠するため、OpenSearch クライ
アントによるクエリが可能です。
Salesforce は Coveo、Docurated、および Swiftype とも提携しているため、簡単に外部検索プロバイダを Salesforce に
接続できます。これらのパートナーのサービスを利用することで、そのサービス先の外部リポジトリも検索で
きます。たとえば、Dropbox、Confluence、SharePoint などです。プロセスは、外部データソースを Salesforce に接
続する場合と同じです。
接続したら、通常どおり検索できます。Salesforce レコードだけでなく外部検索エンジンの結果も Salesforce の検
索結果ページに直接表示されます。
Lightning Experience では、見つけやすい [外部の結果] セクションで結果のソースを確認できます。

検索結果ページで、リンクをクリックして直接ページに移動できます。さらに、外部結果のタイトルを選択し
て詳細ページに移動し、外部レコードの詳細を表示したり、コメントを投稿したりできます。
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検索: 外部検索結果での商談の検索方法などの向上

レコードの URL はすぐ目に付く中心に表示されます。URL をクリックすると新しいブラウザタブが開きますが、
外部検索プロバイダが Salesforce パートナーである場合は Salesforce 内のフレームとして URL が開きます。

取引先名を使用した商談の検索
空港のスーツケースのように、商談名は類似しています。名前だけでなく取引先名を検索して適切な商談を見
つけます。この改善により、20 個のウィジェットの注文ごとに一意の名前を考える必要がなくなるため、商談
の命名も簡単になります。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。
メモ: この機能は直ちに組織で使用できるものではありません。この機能は、すべてのレコードの再イン
デックス付けが完了した組織で使用できます。この組織単位の機能の有効化は、リリース全体を通して
行われます。
商談を見つけるには、商談名と取引先名を検索します。
検索語

返された商談

関連取引先

20 Widgets Acme

20 Widgets

Acme

スペル修正が用語に適用される条件の把握
ポケットにお金があったときのようにうれしい驚きもありますが、業務では驚きはそれほど歓迎されません。
そのため、検索語のスペルミスが原因で結果が表示されなかった可能性がある場合、スペルが修正された用語
の結果が表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
検索語のスペルが修正されると、検索結果ページの上部にメッセージが表示されます。

オブジェクトによって同じ語でもスペル修正が異なる場合があります。
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クスペリエンス

さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
エンタイトルメントとトピックからの検索結果を表示できるようになりました。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。
オブジェクト

Salesforce Classic に Lightning Experience Salesforce1 モバイル Salesforce1 ダウン
に新規追加
新規追加
ブラウザアプリケー ロード可能アプリ
ションに新規追加
ケーションに新規追
加

Entitlement
トピック

Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリ
エンス
Lightning Experience 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 Summer '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。
Summer '17 の Lightning Experience で動作が異なる機能と使用できない機能
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 Summer '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
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検索
コアセールス
営業の生産性
データ品質
Google インテグレーション
Microsoft® インテグレーション
サービス
レポートとダッシュボード
Chatter
コミュニティ
ファイル
Lightning アプリケーションビルダー
Salesforce Connect
ビジネスロジックおよびプロセスの自動化
設定
セキュリティと ID
開発

全般的な機能強化
新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタントによる支援の向上
最適なパスで Lightning Experience を有効にできるように、移行アシスタントが使いやすいウィザードスタイ
ルのインターフェースになりました。組織の準備状況の評価とプレビュー、機能やユーザの設定、スイッ
チの切り替えを行うツールが一目でわかるようになり、すばやくアクセスできるようになりました。また、
[設定] で移行アシスタントが容易に見つかるようになりました。
Lightning Experience 準備状況チェック時の分析の拡張
準備状況チェックには、Lightning Experience の Salesforce の実装の準備に関するより実効性のあるアドバイス
が詰め込まれています。セールスコンソール、サービスコンソール、Salesforce ナレッジの準備、およびい
くつかの Service Cloud 機能のロードマップや利用状況データに関する詳細情報があります。また、ケースを
解決するための過去のアドバイス、JavaScript ボタンおよびリンクに基づいて構築されており、誰が Lightning
Experience へ移行する準備ができているのかに関するインサイトが追加されています。また、レポートを使
用してロールアウト計画の進捗を通知する手順が再編成されています。メールの受信箱に直接送信された
カスタマイズしたレポートを 1 回のクリックだけで取得できるため、準備状況チェックをすぐに開始でき
ます。
Lightning Experience へのより多くのユーザの移行
Lightning Experience を有効にする場合、ユーザが新しいインターフェースで作業して利点を得られるように
することが重要です。[ユーザを Lightning Experience に移行] ツールに組織のすべてのユーザが表示されるよ
うになり、必要なグループを 1 回で移行できるようになりました。また、このツールでは、リスト内の特
定のユーザを容易に見つけることができ、組織のどのユーザが切り替えの対象かを参照できます。
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Lightning Experience を唯一の環境にする
振り返ることなく Salesforce Classic から Lightning Experience に移行する準備はできていますか? Lightning Experience
にとどまるように、Salesforce Classic に切り替えるオプションが Lightning Experience ユーザに表示されないよう
にしましょう。
マウスは不要 — キーボードショートカットの使用
キーボードショートカットを使用できるようになりました。これにより、効率を最大化し、Lightning Experience
での作業時間を短縮できます。マウスを触らずにレコードの検索、編集、保存、終了ができます。パブリッ
シャーへの移動やフィードへの投稿に役立つキーボードショートカットも用意されています。短縮で浮い
た時間を好きなことに充ててください。デフォルトではキーボードショートカットはすべての Lightning ア
プリケーションで動作します。
アクションの成功メッセージからレコードへの直接移動
クイックアクションを使用してレコードを作成または更新するときに表示される成功メッセージに、軽微
かつ強力な機能強化が追加されました。レコードに直接移動する有効なリンクとしてレコード名がメッセー
ジに含まれるようになりました。
Lightning コンソールアプリケーション: より多くの情報を表示して、より多くの機能を実行 (正式リリース)
Lightning コンソールアプリケーションが正式リリースされました。これには、ユーザの生産性向上に役立
つより多くの機能が含まれます。分割ビュー、キーボードショートカット、個人取引先が追加されたこと
で、ユーザは必要なものすべてを手元に置くことができます。
Lightning アプリケーションのユーティリティアイコンを容易に選択
Lightning アプリケーションを作成または編集する場合、Lightning アプリケーションウィザードでユーティリ
ティのアイコンを直接選択できます。以前は、リンクをクリックして新しいブラウザタブを開き、Salesforce
Lightning Design System ユーティリティアイコンを表示していました。
ケースのフロート表示によるケースの詳細のプレビュー
ユーザはケースをフロート表示することで、説明や最新の更新を含む詳細をプレビューできます。重要な
情報を取得するのにケースレコードを開く必要がなくなります。つまり、時間が節約されます。この機能
は、ケースに関する作業を 1 日中行っているサポートエージェントに気に入ってもらえるでしょう。ケー
スのフロート表示は自動的に動作します。そのため、何も設定する必要はありません。
LockerService のリッチテキストエディタの再有効化
LockerService の重要な更新が有効な場合でも、リッチテキストエディタを使用して、リッチテキストを含む
項目を編集できるようになりました。以前は、LockerService の重要な更新が有効になっているとリッチテキ
ストエディタは Sandbox および Developer Edition 組織で無効になっていました。この変更は、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適用されます。
Lightning Experience での [項目の履歴] 関連リストへのアクセス
使用している Salesforce インターフェースに関係なく、標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトの項
目の履歴を追跡および表示します。Salesforce Classic でオブジェクトに追加した [履歴] 関連リストを Lightning
Experience で表示できるようになりました。Lightning Experience で [項目の履歴] 関連リストを設定することも
できます。
代理管理者: より簡単な公開グループの表示と割り当て
[割り当て可能な公開グループ] ページで、1,000 件までのグループを一度に表示し、この件数を超える場合
は次のページで表示できます。これにより、多数の公開グループの割り当てが簡単になりました。ボタン
の表示ラベルも更新されました。ボタンは [キャンセル] ではなく [閉じる] に変わりました。
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現在のアプリケーションを表示したままお気に入りを開く
セールスアプリケーションを使用している場合でも、Lightning コンソールを使用している場合でも、使用
しているアプリケーションに関係なく、お気に入りを開くことができます。お気に入りを作成したアプリ
ケーションに切り替える必要はなくなりました。どこからでもお気に入りを使用して、レコード、リスト、
グループ、ダッシュボードなどの重要な Salesforce ページにすばやくアクセスできます。
簡略化されたお気に入りリストを使用したお気に入りの検索
お気に入りリストから [上位のお気に入り] セクションが削除され、Salesforce でお気に入りページに簡単に
アクセスできるようになりました。お気に入りでは、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。[上位のお気に入り] は、お気に入りの
使用方法として好評を得られませんでした。上位のお気に入りは表示されなくなります。ユーザにとって
最も重要な機能に重点を置くためです。フィードバックによれば上位のお気に入りはこの点が満たされて
いませんでした。
「IE11 からの 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無効
化」という重要な更新のキャンセル
Internet Explorer バージョン 11 (IE11) で Lightning Experience のサポートを終了する日程は大きく変更されました。
その結果、この重要な更新はキャンセルされました。
Lightning Experience の洗練されたデザイン
一部の領域のデザインが改善され、Lightning Experience に Trailhead の活気が若干取り入れられています。たと
えば、[設定のホーム] のテキストとビジュアルが更新され、プロファイルページにはより魅力的なテキス
トが記載されています。

検索
統合検索を使用した外部検索エンジンの結果の表示 (正式リリース)
統合検索を使用して Salesforce 内から外部コンテンツを検索できます。Salesforce の OpenSearch コネクタを使
用して外部検索プロバイダを組織に簡単に接続できるようになりました。ユーザは Salesforce 内で Salesforce
レコードと外部検索結果を表示できるため、時間と手間を節約できます。
取引先名を使用した商談の検索
空港のスーツケースのように、商談名は類似しています。名前だけでなく取引先名を検索して適切な商談
を見つけます。この改善により、20 個のウィジェットの注文ごとに一意の名前を考える必要がなくなるた
め、商談の命名も簡単になります。
スペル修正が用語に適用される条件の把握
ポケットにお金があったときのようにうれしい驚きもありますが、業務では驚きはそれほど歓迎されませ
ん。そのため、検索語のスペルミスの可能性があって結果が表示されない場合、スペルを修正した用語の
結果を表示します。
さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
エンタイトルメントとトピックで検索結果を参照できるようになりました。
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コアセールス
Einstein High Velocity Sales での効率的かつ迅速な販売
今日の営業担当のニーズに合わせて特別に設計された環境を使用して、より多くの商談をより短期間で成
立させます。Einstein High Velocity Sales は Sales Cloud Einstein、Lightning Dialer、および Lightning セールスコンソー
ルを組み合わせて、営業担当がデジタル時代に成功を収めるようサポートします。
営業担当がリードの取引を開始するときの関連ファイルや関連レコードの保持
営業ユーザがリードの取引を開始すると、リードに添付されているファイルや関連レコードは、作成され
た取引先責任者、取引先、個人取引先、および商談の各レコードに添付されます。
取引先マッチングで取引先をリードにすばやく関連付け
営業ユーザがリードの取引を開始したときにリードの会社名がいずれかの取引先と一致する場合、一致す
る取引先の 1 つをすばやく簡単に選択できます。
取引先階層の詳細を同一ページで表示
ユーザが取引先階層内の取引先名の上にマウスポインタを置くと、プレビューカードに詳細が表示されま
す。
取引先チームメンバーの正確な追加
Lighting Experience で取引先チームメンバーを追加する場合、[取引先責任者のアクセス権] 選択リストに有効
なオプションのみが表示されます。推測がなくなるほか、見当違いをしたりエラーを受信したりすること
もありません。
取引先がレスポンスしているキャンペーンの確認
マーケティングチームは、取引先の [キャンペーンインフルエンス] 関連リストを使用して、チームの取り
組みが特定の取引先の商談にどのような影響を与えているのかを確認できます。
Lightning Experience でのレポートからキャンペーンへのメンバーの追加
マーケティング部門は、リード、取引先責任者、または個人取引先の特定のグループを標準レポートやカ
スタムレポートからキャンペーンに直接追加して、これらをすばやく対象にできます。
取引先からキャンペーンへのメンバーの追加
マーケティングチームは、取引先の [取引先責任者] 関連リストからメンバーをキャンペーンに直接追加し
て作業時間を短縮できます。
キャンペーン項目履歴の追跡
営業担当は、キャンペーンの [キャンペーン項目履歴] 関連リストでキャンペーン項目値がどのように変化
したかを確認できます。各項目値を変更したユーザ、変更時期、元の値を追跡します。
コラボレーション売上予測の売上予測に関する機能の増加
Lightning Experience では、コラボレーション売上予測ユーザは売上を予測するときにより多くの情報を取得
し、その情報を使用してより多くのことができるようになりました。
Lightning Experience での商談フェーズ履歴の確認
Lightning Experience の [フェーズの履歴] 関連リストで商談の金額、確度、フェーズ、完了予定日の変更を確
認します。
契約と注文へのパスにより成功を収める
契約と注文にパスを追加して、ビジネスプロセスに従ってユーザをガイドします。パスは重要な項目を視
覚的に強調表示し、便利なリンク、ポリシー情報、ヒントを各ステップでユーザに提供します。
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パスの表示方法の決定
ページが読み込まれたときにパスが閉じるようになりました。これにより、ユーザはスクロールすること
なくレコードの詳細を参照できます。ユーザへのパスの表示方法を設定できます。
パッケージのパス
顧客用に構築するパッケージにパスを含めます。
Lightning Experience の取引先責任者ページでの部下と上司の表示
営業戦略を策定するための重要なツールを営業チームに提供します。Lightning の取引先責任者階層を使用
して、[上司] 項目に営業担当が入力した情報に従って、取引先の取引先責任者を視覚化します。また、営
業チームにとって最も役立つ情報を表示するように、取引先責任者階層の列をカスタマイズします。
取引先レコードからの取引先責任者の迅速な作成
営業担当が取引先レコードの [取引先責任者] または [関連取引先責任者] 関連リストから取引先責任者を作
成すると、新しい取引先責任者の郵送先住所、電話番号、FAX 番号が取引先レコードから自動的に入力され
ます。
新しい方法によるニュースの表示
ニュースと Twitter がデフォルトページレイアウトの独自のタブに移動しました。取引先、取引先責任者、
リードのレコードの [ニュース] タブを確認してください。ニュースのスキャンも簡単になりました。
注文の容易な作成
注文をグローバルアクションとして追加できるようになりました。これにより、Salesforce のページを選択
して、そこで営業担当が注文を作成できるようになります。
複数の注文商品の追加および編集
Lightning Experience では、営業担当は複数の商品を注文に追加し、複数の注文商品を同時に編集できるよう
になりました。
1 回のクリックで見積 PDF をメール送信
Lightning Experience では、営業担当は [見積 PDF] 関連リストまたはリストビューで [PDF をメール送信] をク
リックすることで、1 つ以上の見積 PDF をメール送信できるようになりました。
階層の親レコードのみを行展開用のアイコン付きで表示
取引先階層やキャンペーン階層など、階層では、親レコードのみがアイコン付きで表示されます。このア
イコンは、行を展開して子を表示できることを示します。以前は、ブランチの最後のレコードの行が展開
可能として表示されていました。

営業の生産性
セールスコンソールによる生産性の向上 (正式リリース)
Lightning セールスコンソールアプリケーションが正式にリリースされるようになりました。また、これは、
Lightning コンソールアプリケーションに加えられたすべてのすばらしい改良 (個人取引先のサポート、分割
ビューナビゲーション、キーボードショートカットなど) のメリットも得ています。
Lightning Voice: 新しい名称、活動リストの正式リリース、Voicemail Drop
Lightning Voice の名称が新しくなり、活動リスト機能が増加しました。また、営業担当は録音済みボイスメー
ルメッセージを送信したり、レポートとダッシュボード内で電話を発信したりすることもできます。
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Lightning Experience での Classic メールテンプレートの使用
Salesforce Classic メールテンプレートに対して行ったすべての作業や計画を Lightning Experience で同じテンプ
レートを使用して活用します。Lightning Experience でテキスト、カスタム HTML、およびレターヘッドメール
テンプレートを使用できます。
Classic レターヘッドメールテンプレートの更新
テンプレートにどのレターヘッドを関連付けるかを変更して、既存のレターヘッドメールテンプレートを
更新します。
ポップアウトメールコンポーザの表示情報と機能の増加
メールの作成時にメールコンポーザを展開します。画面が大きくなり、作成している内容を容易に確認で
きます。また、メールを送信する前に、メールを失うことなく別の画面に移動できます。マルチタスクを
実行し、伝えたいことを調べて、何らかの検索をかけた後、メールに戻って完了します。
メール作成時のメールの署名の表示および編集
メールコンポーザにメールの署名が表示されるようになりました。これで、メールの送信前にメールの署
名を編集できます。
更新された活動タイムラインによる完全な把握
読みやすい概要で各活動をすばやく把握できます。詳細が必要ですか? [展開] をクリックすると、タイムラ
インから離れることなく詳細が表示されます。あなたの 1 日を深く掘り下げますか? [すべて展開] をクリッ
クすると、自分のタイムラインの全活動の詳細がすべて表示されます。
更新された活動コンポーザ
活動コンポーザを使用すれば、活動を簡単に記録できます。新しいタブ名や奮起させるメッセージによっ
て、メールを送信したり、活動を記録したり、行動を作成したり、ToDo を書き留めたりすることを思い出
すことができます。テキストボックスの任意の場所をクリックするか、ボタンをクリックして活動コンポー
ザを開きます。参照している商談または取引先を離れずにこれをすべて行うことができます。
リストビューからのグラフの削除
これまで Lightning Experience のリストビューでグラフの作成と編集ができました。では、グラフの削除はど
うだったでしょうか? 作成したグラフをレポートのグラフメニューから削除できるようになりました。
ナレッジおよびソーシャル人格の Kanban ビューの取得
Kanban ビューに切り替えて、まったく新しい方法でナレッジおよびソーシャル人格のレコードを表示しま
す。
数値項目による集計
お金がすべてではありません。Kanban ビューでは、通貨項目だけでなく数値項目で集計ができます。
所有者での Kanban ビューのグループ化
営業担当は、レコードの所有者でカードをグループ化するように Kanban ビューを設定できます。
営業担当が更新できないカードの識別
営業担当は、どの Kanban カードをドラッグできないのかを一目で確認できます。
メモの容易な作成とレコードへの追加
メモエディタのボタンの表示ラベルや機能が改善され、メモの共有やレコードへの追加が簡単にできるよ
うになりました。
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Salesforce API による Lightning Experience への従来のメモの変換
Lightning Experience の [メモ & 添付ファイル] 関連リストにあるメモをユーザが編集できるようにしますか?
Salesforce API を使用して、[メモ & 添付ファイル] 関連リストから従来のメモを Lightning Experience の [メモ] 関
連リストにコピーできます。ここで、ユーザはメモの参照と編集ができます。
メモのフィード追跡の無効化
誰かがメモを作成または変更したときにユーザに通知するフィード更新を非表示にしたいですか? すべての
関連オブジェクトのフィード追跡を有効および無効にすることで、メモのフィード追跡を制御できるよう
になりました。メモのフィード追跡をオフにするには、すべての関連オブジェクトのフィード追跡を無効
にします。
関連リストでの個人取引先のすべてのメモの表示
個人取引先を関連取引先責任者としてリストしているメモが個人取引先レコードの [メモ] 関連リストに含
まれるようになりました。以前は、このメモは [メモ] ホームページにのみ表示されていました。
Microsoft® Office 365® と Salesforce を同期するときのカレンダー内のイベント参加者 (行動の被招集者) の詳細の
取得
営業担当の Microsoft Office 365 カレンダーと Salesforce 間で行動を同期するように設定する場合、拡張された
ミーティングスケジュールオプションをユーザに提供します。この変更は、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適用されます。この変更では、Microsoft Office 365
と Lightning Sync を OAuth 2.0 接続と [双方向同期] の同期方向で設定する必要もあります。
ホーム: アシスタントとパフォーマンスグラフの更新
アシスタントの外観が新しくなり、パフォーマンスグラフに週次ビューと日次ビューの両方が含まれるよ
うになりました。
関連リストでの個人取引先のすべてのケースの表示
個人取引先を [取引先責任者名] 項目にリストしているケースが個人取引先レコードの [ケース] 関連リスト
に含まれるようになりました。以前は、個人取引先を [取引先名] 項目にリストしているケースのみが [ケー
ス] 関連リストに表示されていました。

データ品質
標準ルールを使用した取引先責任者とリード間の重複の検出
営業担当はすでに Salesforce にある取引先責任者に対するリードの作成、またはその逆の作成を行っていま
すか? 2 つの標準重複ルールを使用して、相互に重複する取引先責任者とリードを容易に検出できます。
Lightning Experience のオブジェクト間の重複の表面化
会社の評判を守り、営業担当の時間を節約します。オブジェクト間の重複に一致する重複ルール (取引先責
任者とリード間の重複を検出する新しいルールなど) を使用しますか? Lightning アプリケーションビルダー
の [潜在的な重複] コンポーネントを使用してこのような重複を表面化できるようになりました。以前は、
同じオブジェクト上の重複しか表面化できませんでした。
Lightning Experience での潜在的な重複の処理の簡易化
レコードの作成または編集処理時に取引先、取引先責任者、およびリードの重複に対する Lightning Experience
のアラートを営業担当に表示する方法が合理化されました。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で、作成または編集時に新しいカスタマイズ可能
なアラートメッセージが表示されます。
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データパッケージに投資する前の無料の評価の取得
AppExchange では、業界データのパッケージを購入して Salesforce の取引先、リード、およびその他のデータ
を強化できます。パッケージを購入する前に、無料のデータ評価を実行して、会社にとってパッケージ内
のデータに価値があるかどうかを確認してください。
ニュースコンポーネントから分離された、Lightning の Data.com プロスペクティングインサイト
プロスペクティングインサイトが Lightning Experience の独立したコンポーネントになりました。以前は、
ニュースコンポーネントに含まれていました。一部の組織では、ニュースコンポーネントは Summer ’17 で
移行されましたが、プロスペクティングインサイトコンポーネントは取引先および商談ページに残ってい
ます。Lightning アプリケーションビルダーを使用してこれをいつでも移行または削除できます。
Data.com の取引先データ評価の廃止
「取引先の会社情報」データインテグレーションルールを使用する無料の取引先データ評価は、Winter ’18
の時点で Salesforce で使用できなくなる予定です。Winter ’18 よりも前に実行した評価にアクセスできなくな
ります。Data.com Premium Clean ライセンスがある場合は、引き続きルールを使用して取引先の会社情報を更
新できます。

Google インテグレーション
Lightning for Gmail
作成しているメールを Salesforce レコードに関連付ける
チームメンバーはメールを Salesforce に関連付けるのに、メールを送信するまで、またはメールフォルダを
切り替えるまで待つ必要はありません。営業担当はメールの作成時にメールを Salesforce レコードに関連付
けることができます。
メールテンプレートによる迅速化と一貫性の向上
今後、営業担当は日々の対応を簡単に行うことができるようになります。見込み客宛てまたは顧客宛ての
どちらのメールを作成するかに関係なく、営業担当は Lightning メールテンプレートを使用してメールをす
ばやく作成できます。営業担当は、Salesforce で異なるビジネスニーズに対応するメールテンプレートを作
成できます。営業担当はメールを送信する準備ができたら、Lightning for Gmail のテンプレートを読み込ん
で、必要に応じてコンテンツを調整します。また、差し込み項目を使用して Salesforce レコードの詳細を含
めることもできます。Lightning for Gmail でテンプレートを使用すると、チームから顧客へのメッセージの一
貫性を確保することもできます。
Lightning for Gmail へのログインの維持
営業担当は少ない中断で Salesforce レコードの作業を進めることができます。Lightning for Gmail は初期認証の
後、営業担当の Salesforce ログイン情報を保存するようになりました。営業担当は、Gmail での作業のたびに
Lightning for Gmail にログインする必要がなくなります。
保持する価値のある添付ファイルの選択
すべてのメール添付ファイルが同じように重要なわけではありません。そのため、営業担当は Lightning for
Gmail を使用して、Salesforce レコードに追加する添付ファイルを選択できるようになりました。
Salesforce の行動の最新状態の維持
Salesforce の行動を陳腐化させないでください。Lightning for Gmail と Lightning Sync の両方に対して営業担当を
設定した場合、行動の更新を同期するオプションを選択できます。これにより、営業担当が行動を関連付
けると、それ以降、Google カレンダー™ の該当の行動への変更が Salesforce に同期されます。
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Salesforce レコードに関連付けられたメールの容易な識別
Salesforce に関連付けたメールを容易に識別する方法が営業担当に必要ですか? そのためのカテゴリがありま
す。Lightning for Outlook は、Salesforce レコードに関連付けられたすべてのメールを 1 つのカテゴリで追加し
ます。このようなメールを Outlook® ですばやく識別したり、このカテゴリで絞り込んだりできるように、営
業担当がこのカテゴリを Outlook のカテゴリリストに追加することをお勧めします。視覚的にわかりやすく
するために、営業担当はカテゴリに色を割り当てることができます。

Lightning Sync for Google (ベータ)
Salesforce と Google コンタクト間の取引先責任者の同期
Google コンタクトと Salesforce 間で取引先責任者の双方向の同期が行われるようになりました。双方向の同
期を行うように営業担当を設定すると、営業担当は自分にとって最も便利なアプリケーション (Gmail また
は Salesforce) で取引先責任者の作成と編集ができます。
Lightning Sync による生産性の向上 (正式リリース)
もう先送りにする必要はありません。Lightning Sync for Google が正式リリースされ、ビジネスで使用できる
ようになりました。G Suite アカウントと Salesforce 間で取引先責任者と行動を同期するように営業担当を設
定すると、営業担当の生産性が向上する可能性があります。営業担当の時間を節約し、不要なデータ入力
を取り除くと同時に、チーム全体での Salesforce の採用を促進します。
Salesforce と同期する Google カレンダーの予定の選択
営業担当のカレンダーには数多くの予定がありますが、Salesforce で追跡する必要がある貴重なデータはそ
れらの予定の一部のみに含まれています。Lightning for Gmail と Lightning Sync の両方に対して営業担当を設定
することで、営業担当が Salesforce に同期する Google カレンダー™ の予定を選択できるようになりました。
Google® の連絡先 (取引先責任者) と予定 (行動) の同期頻度の増加
Salesforce のパフォーマンスが向上すると、あなたと営業担当のパフォーマンスも向上する可能性がありま
す。営業担当の G Suite アカウントと Salesforce 間で取引先責任者と行動がより頻繁に同期されるように内部
的な調整が行われました。設定は必要ありません。あなたがゆっくりとくつろいでいる間に、営業担当は、
改善された同期環境に満足します。

Microsoft® インテグレーション
Lightning for Outlook
Lightning for Outlook の固定による効率化
営業担当があるメールから次のメールに移動するたびに Lightning for Outlook を開きなおす必要がありまし
た。これは必ずしも便利ではありません。そのため、Lightning for Outlook を固定できるようにしました。こ
の変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用され、現時点では Windows オぺレーティングシ
ステムで Microsoft® Outlook® 2016 が必要です。
作成しているメールを Salesforce レコードに関連付ける
チームメンバーはメールを Salesforce に関連付けるのに、メールを送信するまで、またはメールフォルダを
切り替えるまで待つ必要はありません。営業担当はメールの作成時にメールを Salesforce レコードに関連付
けることができます。
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メールテンプレートによる迅速化と一貫性の向上
今後、営業担当は日々の対応を簡単に行うことができるようになります。見込み客宛てまたは顧客宛ての
どちらのメールを作成するかに関係なく、営業担当は Lightning メールテンプレートを使用してメールをす
ばやく作成できます。営業担当は、Salesforce で異なるビジネスニーズに対応するメールテンプレートを作
成できます。営業担当はメールを送信する準備ができたら、Lightning for Outlook のテンプレートを読み込ん
で、必要に応じてコンテンツを調整します。また、差し込み項目を使用して Salesforce レコードの詳細を含
めることもできます。Lightning for Outlook でテンプレートを使用すると、チームから顧客へのメッセージの
一貫性を確保することもできます。
保持する価値のある添付ファイルの選択
すべてのメール添付ファイルが同じように重要なわけではありません。そのため、営業担当は Lightning for
Outlook を使用して、Salesforce レコードに追加する添付ファイルを選択できるようになりました。
拡張メールによる生産性向上
関連する Salesforce レコードに営業担当がメールをすばやく容易に関連付けることができるようにするには、
Lightning for Outlook を使用した拡張メールを有効にします。さらに、Salesforce では関連付けられたメールの
デザインが維持されます。
Salesforce レコードに関連付けられたメールの容易な識別
Salesforce に関連付けたメールを容易に識別する方法が営業担当に必要ですか? そのためのカテゴリがありま
す。Lightning for Outlook は、Salesforce レコードに関連付けられたすべてのメールを 1 つのカテゴリで追加し
ます。このようなメールを Outlook® ですばやく識別したり、このカテゴリで絞り込んだりできるように、営
業担当がこのカテゴリを Outlook のカテゴリリストに追加することをお勧めします。視覚的にわかりやすく
するために、営業担当はカテゴリに色を割り当てることができます。

Lightning Sync for Microsoft Exchange
Microsoft® Office 365® と Salesforce 間の行動の双方向同期
Microsoft と Salesforce 間で同期するように行動を設定して、営業担当の時間を節約し、不要なデータ入力を軽
減します。営業担当はいずれかのアプリケーションからミーティングの作成と編集ができます。あなたは
営業担当が重要なミーティングを各自のレコードに簡単に関連付けられるようにすることで、Salesforce の
採用を促進できます。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプ
リケーションに適用されます。この変更では、Microsoft Office 365 と Lightning Sync を OAuth 2.0 接続と [双方向
同期] の同期方向で設定する必要があります。
Salesforce の行動でのミーティング出席者の招待、参照、管理、同期
ミーティング主催者は Lightning Experience と Salesforce1 でスケジュールしたミーティングに見込み客、顧客、
同僚を招待できるようになり、営業担当は被招集者の詳細と返答をいずれかのシステムで参照できるよう
になりました。この変更は、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
ションに適用されます。この変更では、Microsoft Office 365 と Lightning Sync を OAuth 2.0 接続と [双方向同期] の
同期方向で設定する必要があります。
Microsoft® の連絡先 (取引先責任者) とイベント (行動) の同期頻度の増加
Salesforce のパフォーマンスが向上すると、あなたと営業担当のパフォーマンスも向上する可能性がありま
す。営業担当の Microsoft カレンダーと Salesforce 間で取引先責任者と行動がより頻繁に同期されるように内
部的な調整が行われました。設定は必要ありません。あなたがゆっくりとくつろいでいる間に、営業担当
は、改善された同期環境に満足します。
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Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook の使用の継続に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 7 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。この時点で Salesforce は TLS 1.0 セキュリティ暗号化プロトコルを無効に
するため、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で作業している営業担
当は、Microsoft® Outlook® の項目を Salesforce に同期することも、サイドパネルから Salesforce レコードを操作す
ることもできません。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、7 月
までにインストールの問題に対処できます。
予定されている Microsoft® Outlook® 2007 の廃止
Microsoft は、以前に発表したサポート廃止日を延長しました。これに合わせて、弊社もサポートを延長しま
す。ただし、Outlook 2007 の廃止はまだ保留中です。現時点では、Microsoft は 2017 年 10 月に廃止を予定して
います。廃止後も引き続き Salesforce for Outlook を使用するには、Outlook 2016、2013、または 2010 への営業担
当の移行を開始してください。移行しないと、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。
Lightning for Outlook および Lightning Sync への移行により不要になる手動アップグレード
使用している Microsoft® アプリケーションを Salesforce のシステム要件と比較して、Salesforce の最も革新的な
Microsoft インテグレーション製品を使用する準備ができているかどうかを確認してください。Salesforce の優
れた機能にアクセスしてください。ソフトウェアを手動でインストールする必要もなくなります。

サービス
Lightning サービスコンソールアプリケーションによる生産性の大幅な向上
サポートエージェントに満足していただき、サポートエージェントの効率を維持するため、素晴らしい新
機能を用意しました。キーボードショートカットと分割ビューを使用すると、エージェントはより短い時
間で少ないクリック数でケースを管理できます。このすべての機能を新しいオムニチャネルユーティリティ
と組み合わせることで、エージェントはさらに強力な能力をすぐに得ることができます。
少ない方が効果的 — コンパクトケースフィード
ケースが長引くと、ケースフィードに大量の情報が表示されます。そのため、Lightning サービスコンソー
ルを使用するエージェントのために大部分の「ノイズ」が取り除かれました。
Lightning Experience でのケースフィードの絞り込み
サポートエージェントはフィードベースのケースページレイアウトで検索条件を使用することで、ケース
内で探している情報をすばやく見つけることができます。
ケースコメントの参照、作成、編集、および削除
Lightning Experience のケースフィードで完全なケースコメントを参照します。[ケースコメント] 関連リストで
も完全なケースコメントを参照できます。ここでは、編集や削除もできます。また、ケースコメントを作
成するための Lightning Experience クイックアクションを作成し、作成したケースコメントをページレイアウ
トに追加できます。
ケースの [添付ファイル] 関連リストでのメールの添付ファイルの表示
エージェントは、顧客のメールに付いている添付ファイル、またはメールで顧客に送信された添付ファイ
ルを簡単に特定できるようになりました。どのケースページでも、[添付ファイル] 関連リストが含まれて
いれば、エージェントはメールの添付ファイルを関連リストで確認できます。以前は、メールの添付ファ
イルは表示されませんでした。この機能はデフォルトで有効になっています。
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改善されたリッチテキストツールバーによる洗練されたメールの送信
メールパブリッシャーに小さな変更が加えられました。Lightning 用に最適化された、ケースの [メール] ク
イックアクションに HTML 内容を追加している場合、リッチテキストの書式設定用のすっきりとしたツール
バーがエージェントに表示されます。
[メールを送信] クイックアクションの名前を [メール] に変更
Lightning Experience の [メールを送信] クイックアクションの表示ラベルを [メール] に短縮しました。その理
由は、表示ラベルが途中で切り捨てられることがよくあったためです (何ということでしょう)。
Lightning Experience で使用可能な活動の記録アクション
ケースフィードに対応するよう最適化された新しい [活動の記録] クイックアクションが Lightning Experience
に追加されました。これでグローバルアクションに制限されなくなります。グローバルアクションには、
Salesforce Classic の活動の記録の一部の機能がありませんでした。たとえば、ケース取引先責任者の自動入力
や、ケースへの活動の記録の自動リンクがありませんでした。現在は、Lightning と Classic で [活動の記録] ア
クションが同じように機能します。
ケースフィードでのソーシャル投稿への返信
サポートエージェントは、Lightning Experience のケースフィードでソーシャル投稿に直接返信できます。以
前は、ソーシャル投稿への返信は Salesforce Classic でのみ行うことができました。
Lightning Experience でのサポートエンタイトルメントの使用
Lightning Experience でエンタイトルメントを使用できますが、いくつかの制限があります。
• [ケースマイルストン] 関連リストをケースで使用できません。
• [マイルストン] 関連リストを作業指示で使用できません。
• マイルストンの関連リストを作業指示で使用できません。
• マイルストントラッカーを作業指示およびケースで使用できません。
• [エンタイトルメントテンプレート] 関連リストを商品で使用できません。
• [取引先責任者] 関連リストをエンタイトルメントで使用できません。
• [エンタイトルメント] 関連リストを取引先責任者で使用できません。
Lightning Experience でのエージェントへの作業の転送 (ベータ)
サポートージェントはサービスコンソールアプリケーションでオムニチャネルを使用して、自分のプレゼ
ンス状況の変更や、作業要求の受け入れまたは拒否ができます。エージェントには Lightning Experience でさ
まざまな視覚通知が表示されますが、Spring ’17 で導入された音響通知は維持されます。特定のオブジェク
トを転送できないことに注意してください。また、Omni-Channel Supervisor は Lightning Experience で現在サポー
トされていません。
Professional Edition でのソーシャルカスタマーサービスの取得
Professional Edition でソーシャルカスタマーサービスを初めて設定する場合、以前よりも簡単かつ経済的に行
うことができます。
ソーシャルカスタマーサービスの管理
Salesforce Classic にアクセスすることなくソーシャルカスタマーサービスを設定および管理できるようになり
ました。
Facebook 投稿の機能強化
Facebook 投稿により広範に対応できる機能でエージェントを強化をします。エージェントは、星による評
価を確認したり、レビューに返信したり、投稿やコメントに非公開で応答したりできます。
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再設計されたケースフィードの新しい Twitter アクションによる生産性の向上
洗練された多彩なケースフィードに、エージェントがツイートに返答したり、Twitter のユーザを把握した
りするために使用できる新しいアクションが含まれるようになりました。
ケースフィードの添付ファイルによる全体像の把握
ケースフィード内のソーシャル投稿で複数の添付ファイルを表示できるようになり、エージェントは顧客
のより多くの詳細情報にアクセスできます。
添付ファイルによる記事の迅速な検索
添付ファイルでナレッジ記事を検索できます。たとえば、サービス担当は、検索語「F-12345」(検索対象の
記事に添付されているファイルの名前) を使用して記事を検索します。
文字制限の緩和によるケースの適切な記事の検索
文字制限を 100 から 250 文字に引き上げました。これで、ユーザは検索対象の記事をさらに正確に記述でき
ます。また、記事の推奨時に考慮するケース項目を選択できます。

レポートとダッシュボード
Lightning Experience でのダッシュボード検索条件の追加
Lightning ダッシュボードビルダーから、Lightning Experience ダッシュボードの検索条件を直接追加、編集、ま
たは削除できます。検索条件を使用すると、ダッシュボードのさまざまなビューを選択できるため、1 つの
ダッシュボードで多くの業務を実行できます。ダッシュボード検索条件を使用しないと、複数のダッシュ
ボードを作成して、ダッシュボードごとに条件設定済みレポートの固有セットが必要になります。たとえ
ば、業種項目の検索条件を追加して商談を業種別に追跡します。
ダッシュボードコンポーネントの追加または編集中にレポートを容易に検索
単にレポート名で検索する代わりに、ダッシュボードコンポーネントエディタでレポートタブと同様にレ
ポートを検索します。ビュー ([最近]、[公開]、[非公開] など) とフォルダをフリップします、もちろん、レ
ポート (およびフォルダ) 名で検索することもできます。
Lightning Experience でのダッシュボードへの組み合わせグラフの追加
組み合わせグラフでは、1 つのグラフ上に複数のデータセットが描画され、「複数総計値」のグラフになり
ます。たとえば、商談の平均確度と商談数をフェーズ別に表示します。
レポートへの他のユーザの登録
あなたは商談の概要レポートに登録し、毎朝メールでレポートを受信しています。あなたのチーム全体を
レポートに登録して、全員が朝の調整ミーティングで最新情報を把握できるようになりました。自分とし
てレポートを実行するか、他のユーザとしてレポートを実行します。メール受信者に送信されるレポート
にはレポートの実行ユーザとしてのデータが表示されます。メール受信者が Salesforce で通常表示できるデー
タとは多少異なる可能性があることを考慮してください。
Lightning Experience でのレポートおよびダッシュボードフォルダの作成
フォルダは、レポートとダッシュボードを共有および整理する上で非常に重要です。Lightning Experience で
そのフォルダを作成できるようになりました。他のユーザにフォルダへのアクセス権を付与するには、
Salesforce Classic に切り替えます。
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
レポートとダッシュボードにいくつかの小さいながら重要な改善が行われました。
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Chatter
Chatter でのトピックを使用したコンテンツの整理
皆様が絶対的に必要としているものに、確実に対応しました。Lightning Experience でトピックが導入された
のです。設定は必要ありません。Lightning Experience 組織はトピックをサポートするように自動的に更新さ
れます。
フォローする人と参加するグループの検出
Chatter ホームページで Einstein のおすすめをカスタマイズすると、自分の仕事と関心事に最も関連する人や
グループが探しやすくなります。受諾するおすすめが多いほど、フィードの関連性が高くなりまります。
ストリームに関する多くの新しい機能
ストリームでは、新しいホームページ、新しいアクションと検索条件、引き上げられた制限を使用できま
す。ストリームは 100 個まで作成できます。Chatter ホームには、最近参照した 5 件が表示されます。スト
リーム活動の通知の頻度は、ストリームの作成時に設定するか、ストリーム自体から設定します。
レコードのフォローアクションによるストリームへの追加
ストリームを作成すると、プロファイルおよびレコード詳細ページに表示される [フォローする] ボタンが
変化します。プラス記号がボタンに追加されます。これは、[フォローする] ボタンを使用して該当の人ま
たはレコードをフォローできるだけでなく、その人またはレコードをストリームに追加できることも示し
ます。その場で作成するストリームに追加することもできます。グループは、グループフィードを既存の
ストリームに追加するための新しい [ストリームでフォロー] アクションを取得します。
Chatter の新しいエディタでの充実した操作
Chatter パブリッシャーのエディタが更新され、パフォーマンスが向上し、Locker Service との互換性が確保さ
れるようになりました。利益はこれだけではありません。メンションが改善されました。誰かにメンショ
ンし始めると、選択リストが、パブリッシャーの下部ではなくてカーソルがある場所で開きます。また、
トピックも同じように扱われます (そうです。Lightning Experience のトピックです)。
フィードのグローバル検索結果の関連性による並び替え
グローバル検索を実行する場合、Chatter の結果で新しい並び替えオプション [上位の投稿] を使用できます。
上位の投稿は、検索クエリに基づいて最も関連性の高い投稿です。
新規ユーザのデフォルトフィードになった [会社の特長]
Chatter ホームページにデフォルトフィードが表示されるのは、ユーザがそのページに移動したとき、その
ページに戻ったとき、Chatter ホームを更新したときのいずれかです。これまで、すべてのユーザのデフォ
ルトは [自分がフォローするもの] フィードでした。今後は、フォローしているものが 10 件より少ないユー
ザでは、[会社の特長] フィードがデフォルトになります。新規ユーザは、組織で最も活気のあるものは何
かを確認し、他にフォローするものに関するアイデアを得ることができます。ユーザがフォローしている
ものが 10 件を超えると、デフォルトのフィードは [自分がフォローするもの] に変わります。
グループの絞り込みによる未読投稿の表示
グループには新しいフィード条件 [未読投稿] があり、未読コンテンツをすばやく表示できます。この条件
を表示するには、グループのメンバーである必要があります。既読とみなされるものは、いいね! と言った
投稿、コメントした投稿、編集した投稿、スクロールした投稿、詳細に表示した投稿です。
プロファイルの絞り込みによるユーザの投稿の表示
あるユーザのプロファイルを表示したら、プロファイルフィードを絞り込んで、そのユーザが追加した投
稿のみを表示できます。自分のプロファイルも絞り込むことができます。[このユーザによる投稿] 条件を
選択し、プロファイルを表示しているユーザの投稿のみを表示します (自分のプロファイルを表示している
場合も含みます)。最も関心が高い情報をすばやく取得できます。
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[自分がフォローするもの] フィードに新しい検索条件を追加
[自分がフォローするもの] フィードに小さな容量制御を追加しました。[すべての更新] および [更新を減ら
す] 検索条件を使用して、フィードに変更追跡フィードを含めたり省略したりします。
適切な人に投稿が届いているかの確認
非公開グループおよびリストに記載しない Chatter グループの投稿に、投稿を参照した人の数を示す参照者
数が追加されました。数をクリックすると、人の名前が表示されます。
Lightning Experience のグループでの投稿の共有
Lightning Experience では、Chatter 投稿をフォロワーと共有する他に、Chatter 投稿をグループと共有すること
もできます。[いいね!] と [コメント] の横にある [共有] リンクをクリックすると、新しい [グループと共有]
オプションが表示されます。[グループと共有] を選択し、関心のあるグループを共有ダイアログで検索し
てください。
上位 100 件のフィード項目の参照に関するレポートの作成
会社の現在のトレンドを見通すための新たな手段を用意しました。新しい主オブジェクト [インタラクショ
ンカウントレポート] を使用して、組織やコミュニティの上位 100 件のフィード項目の参照に関するカスタ
ムレポートを作成できるようになったのです。
Chatter の暗号化の更新 (パイロット)
Chatter の暗号化 (パイロット) では、Chatter フィードの機密情報が引き続き保護されます。リンク URL とアン
ケートの選択肢を暗号化コンテンツの本文に追加しました。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。
簡単なメンバー管理
統合と合理化を進めるという精神に基づいて、メンバー管理が改善されました。さまざまな場所に移動し
て、メンバーの仕事に対処する必要はなくなりました。[メンバーの管理] からメンバーの追加や削除を行っ
たり、メンバーからマネージャ (またはその逆) への変更を行ったりします。ワンストップショッピングの
ようにこれらの機能を簡単に実行できます。
グループページでのグループメール通知の表示
グループで現在受信しているメール通知の種別がグループ画像の横のボタンに表示されます。十分な通知
を取得していますか? 多すぎやしませんか? クリックして設定を変更してください。
タイルビューでのグループ情報の取得と参加
グループのリストビューを切り替えて、グループをタイルで表示する方法はご存知ですよね。タイルは楽
しいので、タイルをさらに便利にすることになりました。あなたがメンバーの場合、グループにメンバー
が何人いるのか、どのような種類のグループなのか、最後の活動があったのはいつか、だれが所有してい
るのかをタイルから直接調べることができるようになりました。また、グループへの参加やグループから
の脱退もタイルから直接行うことができます。
外部ユーザを一目で確認
Chatter ユーザについて、組織の一員なのかどうかなど、もう少し詳しい情報が欲しい場合もあるでしょう。
簡単にわかるようにするために、ユーザが組織の一員でない場合にユーザのプロファイル写真の外側にオ
レンジ色の境界線と単語を追加しました。
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コミュニティ
Salesforce 組織とコミュニティの容易な切り替え
この機能は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに基づくコミュ
ニティで使用できます。

ファイル
ライブラリの更新
ライブラリのフォルダが正式にリリースされ、ライブラリでのファイルとフォルダの操作性を改善するた
めにいくつかの更新が行われました。ライブラリへの複数のファイルの追加、ライブラリファイルの更新
と削除、ライブラリ内のフォルダの移動ができるようになりました。
ファイル詳細ページのカスタマイズ
ファイル詳細ページの項目とレイアウトをカスタマイズして、ファイルを使いやすくします。ファイルの
最終更新日、ファイルサイズ、ファイルの種類などを表示する標準項目から選択します。ビジネスに固有
のメタデータを追跡したり、入力規則で使用したり、検索やレポートにデータを提供したりするカスタム
項目およびボタンを作成します。
入力規則によるファイルデータの改善
ライブラリ内の情報の質を保つため、ライブラリ、レコード、および [ファイル] ホームに追加されるファ
イルの入力規則 (ユーザに対するファイルの命名規則に従った名前付けや必須項目の入力の要求など) を作
成します。カスタマイズしたファイル詳細ページとレコードタイプを入力規則と組み合わせると、組織内
のファイルデータの質が大幅に向上します。
ファイルヘの公開リンクの共有
ファイルの共有がさらに簡単になりました。ファイルへの公開リンクを作成し、その URL を任意のユーザ
に配布します。公開リンク共有は、Salesforce Classic と Lightning メールですでに使用可能でした。これが
Lightning Experience とコミュニティでも使用できるようになりました。
Lightning 配信プレーヤーによるパフォーマンスの向上、コンテンツプレビューのセキュリティ強化
他のユーザから公開リンクでファイルが共有された場合、そのファイルのプレビューを Lightning 配信プレー
ヤーで開きます。この新しい Lightning 配信プレーヤーは Flash ではなく HTML5 で実行され、セキュリティが
強化されています。画像はベクターグラフィックスに基づき、1 ページずつ読み込むときに、より高品質の
表示と優れたパフォーマンスを提供します。Lightning 配信プレーヤーは、パスワードと配信期限を使用し
てコンテンツ配信を保護する機能を保持しています。したがって、コンテンツは適切なタイミングで適切
な受信者に表示されます。
ファイルの共有解除
ライブラリまたはレコードからファイルの共有設定を削除できるようになりました。時には提供したもの
を後で無効化する必要があります。
右クリックして新しいタブでファイルを開く
ほんのわずかな変更が日常業務に大きく影響することがあります。ファイルの右クリックで、ファイルが
新しいタブで開きます。一度に複数のファイルを開き、選択した順序で作業できます。
[ファイル] および [添付ファイル] 関連リストへのファイルのドラッグ
レコードへのファイルの追加が非常に簡単になりました。[ファイル] または任意のオブジェクトの [添付
ファイル] 関連リストにファイルをドラッグするだけです。[ファイルをアップロード] ボタンをクリックし
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てファイルを追加することもできます。この新しい機能は自動的に取得されます。有効化するものは何も
ありません。
フィードから直接ファイルに対するアクションを実行
最も重要なファイルアクションにフィードから直接アクセスします。リンクのコピーまたはファイルの共
有やダウンロードを行うためにファイルのプレビューを開く必要はなくなりました。Chatter から直接これ
らの操作を実行できます。
Salesforce での外部ファイルソースとの容易な認証
組織で Google ドライブのような外部ファイルソースを有効にしていますか? ログインしていない場合は、バ
ナー通知を 1 回クリックしてサインインします。フィード投稿で Google ドライブドキュメントへのリンク
を投稿するときにログインしていない場合は、投稿直後にプロンプトが表示されます。このプロントを使
用すると、その場ですぐに認証が行われるため、そのまま作業を進めることができます。
ファイル容量の増加
ドキュメントと添付ファイルの代わりに Salesforce Files を使用するユーザが増えています。画像ファイルと
動画ファイルはさらに普及し、サイズも大きくなっています。さらに、Salesforce Files は汎用性が高まり、共
有しやすくなっています。ファイル容量の増加が求められているため、容量が拡大されました。制限に達
することを気にせずにファイルを追加し、添付ファイルを変換し、既存のファイルを更新できます。

Lightning アプリケーションビルダー
フローコンポーネントによる Lightning ページの強化 (正式リリース)
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。
Einstein のおすすめによるホームページとレコードページのカスタマイズ
新しい [おすすめ] コンポーネントを追加すると、フォローする関連性の高い人および参加するグループを
ユーザに表示できます。
ホームページへのすべてのサードパーティアプリケーションのローンチパッドの追加
Lightning アプリケーションビルダーにアプリケーションランチャーコンポーネントが追加されました。ユー
ザが表示する最初のページですべてのサードパーティアプリケーションを使用できるようになりました。
ホームページでは、1 ページにさまざまなコンポーネントを組み合わせて、1 か所でユーザに重要な情報を
提供できます。ただし、以前はサードパーティアプリケーションはホームページに追加できませんでした。
ホームページにアプリケーションランチャーコンポーネントを追加すると、ユーザはワンクリックですべ
てのサードパーティアプリケーションと項目にアクセスできます。

Salesforce Connect
外部オブジェクトの選択リストおよび複数選択リストサポートの改善
Salesforce Connect の組織間アダプタを使用すると、ユーザはカスタムオブジェクトでの操作と同様に外部オ
ブジェクトの選択リストおよび複数選択リスト項目を操作できます。同期時に、プロバイダ組織の複数選
択リスト項目は、登録者組織の外部オブジェクトでテキスト項目に変換されなくなりました。プロバイダ
組織のグローバル選択リスト値セットを使用する選択リスト項目がサポートされるようになりました。
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外部オブジェクトの検索結果に適用される新しい処理数制限
検索結果として取得される外部データ行は、他の方法で取得される行とは分離された、より高い処理数制
限に対してカウントされるようになりました。外部オブジェクトの検索、読み取り、または外部オブジェ
クトへの書き込み時に組織がレート制限を超える可能性がなくなります。
外部オブジェクトレコードの仮の Salesforce ID の準備
今後のリリースで、SOSL 検索および Salesforce 検索で取得される外部オブジェクトレコードには、永続的な
ID ではなく仮の Salesforce レコード ID が割り当てられるようになります。この変更に備えて、同じ外部デー
タ行への関連付けの維持にこれらのレコード ID が必要なコードを作成したり、そのようなサードパーティ
インテグレーションを使用したりしないでください。既存のコードおよびインテグレーションでは、外部
オブジェクトのレコード ID への連動関係を削除して、この変更をロールアウトしたときの問題を回避する
ことをお勧めします。

ビジネスロジックおよびプロセスの自動化
承認
承認申請の再割り当て
他の人の承認が必要な承認申請を受信した場合、任意の Salesforce 環境の人に承認申請を再割り当てできる
ようになりました。以前は、Salesforce Classic でのみ承認申請の再割り当てができました。
送信済み承認申請の取り消し
送信した承認申請を戻す必要がある場合、任意の Salesforce 環境から承認申請を取り消すことができるよう
になりました。以前は、Salesforce Classic でのみ承認申請の取り消しができました。

Visual Workflow
Lightning ページへのフローの埋め込み (正式リリース)
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。どの Lightning ページ
にもフローを追加できるようになりました。
ボタン、リンク、およびカスタムタブから Lightning ランタイムでフローを起動
Lightning フローランタイムは、カスタムボタン、カスタムリンク、および Web タブで適切に起動されるよ
うになりました。フローが表示されるはずの画面やタブが空白になることはもうありません。
Lightning ランタイムで表示するフローのリダイレクト
URL パラメータ retURL を使用すると、フローインタビューの完了時の動作を制御できます。Lightning ラン
タイムに URL パラメータ retURL が適用されるようになりました。以前は、Classic ランタイムのみがこのパ
ラメータを使用していました。
あるときは表示、またあるときは非表示。フロー画面項目の動的更新 (パイロット)
[次へ] のクリック回数が少ないに越したことはありません。同意する方は次へお進みください。項目ルー
ルを使用して、特定の画面項目をいつ表示していつ非表示にするかを制御します。ユーザの入力と選択に
応答するガイド付き UI にフローを変換します。必要なもののみを必要なときに表示することで、ユーザの
時間を節約します。
フローでの暗号化データへのアクセス (ベータ)
フローで暗号化項目がサポートされるようになりました (ただし、検索条件と並び替え内ではサポートされ
ません)。
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Tooling API でフローの拡張エラーの詳細を取得
フローの作成に Force.com Tooling API を使用していますか? ほとんどの場所で、重大な UNKNOWN_EXCEPTION エ
ラーコードが FLOW_EXCEPTION に置き換えられました。また、ほとんどのフローに拡張エラーの詳細が追加
されました。これにより、クライアントに表示する適切なエラーメッセージを作成できます。
REST API によるフローインタビューのデザインのカスタマイズ (パイロット)
フローとそのインタビューにフルアクセスできる REST API リソースのパイロットを継続します。独自のフ
ローランタイム環境を構築するには、この REST API を使用します。

プロセスビルダー
プロセスビルダーでの暗号化データへのアクセス (ベータ)
プロセスビルダーで暗号化項目がサポートされるようになりました ([レコードを更新] アクションの検索条
件の場合を除く)。
自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (重要な更新)
ユーザへの ToDo の割り当てなどのさまざまな操作で、影響されるユーザにメールで通知することを選択で
きます。この更新では、プロセス、ワークフロールール、Apex トリガによってメール通知が抑制されるこ
とが防止されます。

設定
HYPERLINK 関数での JavaScript の実行をブロック (重要な更新)
以前は、JavaScript を使用して HYPERLINK 関数の URL 引数を準備できました。ただし、この方法はセキュリティ
の脆弱性を伴います。JavaScript はクロスサイトスクリプティングを含むことができ、ユーザに代わって URL
を実行できるためです。この重要な更新により、HYPERLINK 関数内の URL を指定するために使用した JavaScript
の実行をブロックします。
アクセシビリティを理由とする Lightning Experience のルックアップレコードプレビューの無効化
Lightning Experience でレコードを表示している場合、関連レコードへのリンクにマウスポインタを置いて、
参照レコードの詳細をプレビューできます。たとえば、商談を表示しているときに取引先名にマウスポイ
ンタを置いて、取引先に関連付けられているケースや他の商談を表示できます。スクリーンリーダーを使
用している視力障害のあるユーザが Lightning Experience にアクセスできるようにこの機能を無効にできます。
参照レコードのプレビューを無効にするには、Salesforce サポートにお問い合わせください。

セキュリティと ID
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 (正式リリース)
Spring '17 ではベータだったセキュリティヘルスチェックのカスタムベースラインがすべての顧客にリリー
スされるようになりました。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ます。
新しいウィザードの手順に従ったポリシーの作成
トランザクションセキュリティ用の新しい Lightning Experience インターフェースに、基本ポリシーを作成す
るためのウィザード (ポリシービューを表示するための新しい方法) とカルーセルが組み込まれています。
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開発
Lightning Experience での注文の送信と管理
Channel Order App (COA) が Lightning Experience で使用できるようになりました。注文の送信が合理化されたた
め、注文の請求、有効化、およびプロビジョニングをよりすばやく Salesforce に送信できます。また、新し
い編集、取り消し、およびコピーアクションを使用して既存の注文をより柔軟に管理することもできます。

Summer '17 の Lightning Experience で動作が異なる機能と使用できな
い機能
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。
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。
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

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: Lightning Experience の考慮事項
コミュニティ: Lightning Experience の考慮事項
ナビゲーションおよびアクション: Lightning Experience の考慮事項
セキュリティ: 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。
Kanban ビュー
• サマリーは、積み上げ集計項目や数式項目ではなく数値項目または通貨項目としてのみ作成できます。
• Currency 項目でレコードをグループ化することはできません。
• ナレッジ記事を所有者でグループ化することはできません。
• Kanban ビューで一括アクションを実行することはできません。
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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、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、人員不在、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、サービス人員スキル、サービステリトリーメンバー、
スキル、ソリューション、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。
商談、リード、見積、契約、注文およびカスタムオブジェクトのパス
• パスについては画像をパッケージに含めることはできません。
• 標準選択リスト項目のカスタム値はパッケージ化できません。

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。

メール
メール
コミュニティライセンスを持つユーザは、メールテンプレートの作成または更新ができません。これは、
コミュニティでサポートされるコミュニティライセンスとポータルライセンスの両方に影響します。
メールテンプレート
Lightning Experience で Classic メールテンプレートを使用しているユーザは、Visualforce Classic メールテンプレー
トを使用できません。

活動: 行動とカレンダー
行動の被招集者
Lightning Experience では行動の被招集者が提供されます。これは Salesforce Classic の行動の招待者と似ています
が、次のいくつかの点が異なります。Lightning Experience で行動の被招集者の参照、招待、および削除を行
うには、Salesforce システム管理者とユーザはいくつかの条件を満たす必要があります。
• システム管理者は OAuth 2.0 と [双方向同期] の同期方向を使用して Lightning Sync を設定する必要がありま
す。これにより、Salesforce とユーザの Microsoft® カレンダーとの間で行動が同期されます。
• システム管理者は [被招集者] 項目を行動ページレイアウトまたは行動のクイックアクションレイアウト
に追加する必要があります。
• ユーザは Lightning Experience または Salesforce1 で行動を作成または編集する必要があります。
行動を Microsoft® Exchange から Salesforce にのみ同期している場合、または Lightning Sync for Google を使用して
いる場合は、Lightning Experience で行動の被招集者を参照または編集できません。
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[被招集者] 項目は、コンパクトレイアウトではサポートされません。ただし、被招集者を行動ページレイ
アウトに追加すると、ユーザは Lightning Experience および Salesforce1 で、行動の被招集者の参照、行動への被
招集者の招待、行動からの被招集者の削除ができます。
[双方向同期] を選択すると、Salesforce Classic のいくつかの機能が制限されます。詳細は、Salesforce ヘルプの
「Lightning Sync の考慮事項」を参照してください。
行動への招待
Lightning Experience の行動への招待を送信するには、Salesforce システム管理者とユーザはいくつかの条件を
満たす必要があります。
• システム管理者は OAuth 2.0 と [双方向同期] の同期方向を使用して Lightning Sync を設定する必要がありま
す。これにより、Salesforce とユーザの Microsoft® カレンダーとの間で行動が同期されます。
• システム管理者は [被招集者] 項目を行動ページレイアウトまたは行動のクイックアクションレイアウト
に追加する必要があります。
• ユーザは Lightning Experience または Salesforce1 で行動を作成または編集する必要があります。
招待は Microsoft Office 365® から行動の被招集者にメール送信され、被招集者は Microsoft カレンダーからのみ
行動への招待を受諾または拒否できます。
行動と被招集者情報を Microsoft® Exchange から Salesforce にのみ同期している場合、または Lightning Sync for
Google を使用している場合は、行動への招待は送信されません。
[双方向同期] を選択すると、Salesforce Classic のいくつかの機能が制限されます。詳細は、Salesforce ヘルプの
「Lightning Sync の考慮事項」を参照してください。

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、
エンタイトルメント、ソーシャルカスタマーサービス、ナレッジ、Field Service Lightning、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。
ケースコメント
操作性を高めるには、コメントを [ケースコメント] 関連リストではなくフィードに追加することをお勧め
します。ただし、ケースコメントは Lightning Experience でサポートされます。[ケースコメント] 関連リスト
を並び替えた後、更新したり、閉じて戻ったりしても並び替え設定は保存されません。
オムニチャネル
• Lightning Experience でサポートされないオブジェクトを、オムニチャネルユーティリティを使用して転送
することはできません。現在、Live Agent チャットまたは SOS セッションを転送することはできません。
• Omni-Channel Supervisor は、Lightning Experience では使用できません。Omni-Channel Supervisor を使用するに
は、Salesforce Classic に切り替えてください。
• Omni-Channel Supervisor は、Lightning Experience では使用できません。Omni-Channel Supervisor を使用するに
は、Salesforce Classic に切り替えてください。Lightning Experience を使用するエージェントでは、有効な時
間の追跡を使用することはできません。Salesforce Classic を使用するエージェントでのみ、有効な時間の
データを参照できます。
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• Lightning Experience を使用するエージェントでは、有効な時間の追跡を使用することはできません。
Salesforce Classic を使用するエージェントでのみ、有効な時間のデータを参照できます。オムニチャネル
の設定 (オムニチャネルの有効化を含む) はSalesforce Classic でのみ使用できます。
エンタイトルメント
Lightning Experience でエンタイトルメントを使用できますが、いくつかの制限があります。
• [ケースマイルストン] 関連リストをケースで使用できません。
• [マイルストン] 関連リストを作業指示で使用できません。
• マイルストンの関連リストを作業指示で使用できません。
• マイルストントラッカーを作業指示およびケースで使用できません。
• [エンタイトルメントテンプレート] 関連リストを商品で使用できません。
• [取引先責任者] 関連リストをエンタイトルメントで使用できません。
• [エンタイトルメント] 関連リストを取引先責任者で使用できません。

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。
ダッシュボード検索条件の相対日付
Lightning Experience のダッシュボード検索条件では、相対日付 (「先月」など) の追加または編集ができませ
ん。Salesforce Classic で設定された相対日付検索条件は、Lightning Experience でダッシュボード閲覧者が割り当
てることができます。
組み合わせグラフ
次の種類の組み合わせグラフを Lightning Experience のダッシュボードに追加できます。
• 折れ線グラフを追加した縦棒グラフ
• 最大 4 つの棒を使用する縦棒グラフ
次の種類の組み合わせグラフをダッシュボードに追加するには、Salesforce Classic に切り替えてください。
• 折れ線グラフを追加した、積み上げまたはグループ化縦棒グラフ
• 折れ線グラフを追加した折れ線グラフ
レポートフォルダとダッシュボードフォルダの作成
Lightning Experience でレポートフォルダとダッシュボードフォルダを作成できます。他のユーザにフォルダ
へのアクセス権を付与するには、Salesforce Classic に切り替えます。

Chatter: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience でユーザが Chatter 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。
トピック
• Lightning Experience ではレコードのフィードにトピックを使用できますが、オブジェクトにはトピックを
使用できません。
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と使用できない機能

• 投稿にトピックを追加すると、トピックはシステム内で投稿に永久に関連付けられます。投稿を編集し
てそのトピックを視覚的に削除してもトピックは投稿に関連付けられています。
• コメント内のトピックを含め、投稿ごとに最大 10 個のトピックがあります。
おすすめ
• おすすめは Chatter ホームページにのみ表示されます。
• ファイルとレコードはおすすめには含まれません。

コミュニティ: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience でコミュニティを使用するときに想定される問題について説明します。
次の機能については、Salesforce Classic に切り替えてください。
• グローバルヘッダー
メモ: 組織と Lightning Experience 組織のコミュニティとの間を切り替えるには、アプリケーションラン
チャーを使用します。
• パートナー取引先とユーザの作成および無効化
• カスタマー取引先とユーザの作成および無効化
• コミュニティユーザとしてログイン
• 委任された管理の使用

ナビゲーションおよびアクション: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience でアクションを使用するときに想定される問題について説明します。
[Chatter] タブおよび [売上予測] タブ
Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で、プロファイルの編集ページのタブ設定を使用して [Chatter] タ
ブと [売上予測] タブを非表示にできますが、Lightning Experience では、これらのタブは設定に関係なく表示
されます。

セキュリティ: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience の Salesforce セキュリティ機能で想定される問題について説明します。
トランザクションセキュリティ
Chatter ベースのトランザクションセキュリティポリシーで Entity Category を使用する場合、Lightning Experience
はフィードコメントリソースおよびフィード項目リソースのみをサポートします。Salesforce Classicでは、す
べての Chatter リソースがサポートされます。
Salesforce Classic で Apex ポリシーのイベントコードを自動生成する場合に使用できるオプションの条件は、
Lightning Experience では使用できません。
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Salesforce Einstein: 人工知能を備えた世界で最もスマートな CRM
をすべてのユーザへ
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 Trailblazer 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。

分析
Wave Analytics が Einstein Analytics に改称
Wave Analytics が「Einstein Analytics」という名称になりました。Einstein Analytics の Einstein Data Discovery は「Einstein
Discovery」になりました。Wave の事前作成済みアプリケーションも名称が変更されています。
Wave: Einstein Discovery
Einstein Discovery は、精巧なソフトウェアと統計モデルを構築することなく、データ内の関連する事実とテー
マを見つけます。Einstein Discovery では、データの分析が終わると、先入観のない回答、説明、おすすめが
生成され、何に、なぜ、どのように対応するかを確認できます。結果は、ビジネスユーザが容易に理解で
きるものです。誰もがデータサイエンスの威力を利用し、統計的分析と予測分析を行うことができるよう
になりました。

Chatter
フォローする人と参加するグループの検出
Chatter ホームページで Einstein のおすすめをカスタマイズすると、自分の仕事と関心事に最も関連する人や
グループが探しやすくなります。受諾するおすすめが多いほど、フィードの関連性が高くなりまります。

コマース
Einstein 予測分類: カスタマイズした品ぞろえを買い物客のジャーニーに注入
Einstein 予測分類では、機械学習を使用して、e コマースサイトの検索ページとカテゴリページに表示する
商品の順序を顧客に合わせてカスタマイズします。この機能は、コマースデータ (商品、注文履歴) と顧客
データ (ライブのクリックストリーム) を使用して買い物客ごとに予測モデルを作成します。このモデルに
より品ぞろえのカスタマイズが強化されます。そのため、買い物客ごとに最良の商品が最初に表示され、
買い物が容易になり、取引の開始が促進されます。

コミュニティ
関連記事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
コミュニティの Salesforce Einstein によって推奨された関連記事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、
関連記事のクリックスルー率を監視します。コミュニティで関連記事が表示された回数 (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。
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セールス
Trailhead: Sales Cloud Einstein
AI と Sales Cloud Einstein がチームの営業の生産性をどのように変革できるかについて学習します。
Sales Cloud Einstein の準備状況のチェック
Sales Cloud Einstein の準備ができているかどうかや、それがユーザをサポートできるかどうかについて疑問が
おありですか? Sales Cloud Einstein 準備状況チェックを実行してください。Salesforce がユーザの Salesforce 実装
を分析します。その後、Salesforce は個別にレポートを送付して、現在使用準備ができている Einstein 機能と、
追加手順を必要とする機能をお伝えします。
Einstein Automated Contacts: 取引先責任者と取引先責任者の役割の提案、およびスマートメールマッチング
Sales Cloud Einstein 製品スイートは、Einstein Automated Contacts で拡張されました。データ入力はいよいよ終焉
へと向かいます。
Einstein 活動キャプチャ: 日付で商談に一致する活動、およびデフォルトの活動共有
関連する商談に活動が追加されているかどうかを確認するための日付マッチングが Einstein 活動キャプチャ
で使用されるようになりました。さらに、新規ユーザ用のデフォルトの活動共有を選択できます。
Einstein リードスコアリング: 会社レベルのインサイトおよびプロセスビルダーのサポート
関連する商談に活動が追加されているかどうかを確認するための日付マッチングが Einstein 活動キャプチャ
で使用されるようになりました。さらに、新規ユーザ用のデフォルトの活動共有を選択できます。
Einstein インサイト: 取引先と商談のインサイトの改善
営業担当がフォローしているレコードのインサイトが Einstein によって示され、アシスタントでのみ利用可
能であったいくつかの更新が Einstein に含まれるようになりました。さらに、営業担当は新しい種類の取引
先インサイトを確認し、確認不足のために誤って破棄したインサイトを元に戻すことができます。

開発
Einstein Vision が正式にリリース
Einstein Vision に登録すると、カレンダー月ごとに 1,000 個の無料の予測を受け取ることができます。これ以
上の予測が必要な場合は、それを購入することができます。
新しい UI でトークンを容易に取得
Einstein Vision API では、OAuth 2.0 JWT べアラートークンフローを使用して認証を行います。各 API コールの要
求ヘッダーに有効な OAuth トークンが含まれている必要があります。トークンページを使用するだけで、
OAuth アクセストークンをすばやく生成できます。
Einstein Vision アドオンを使用して Heroku の API にアクセス
Einstein Vision のアドオンを使用すると、Heroku で実行されているアプリケーションの API に容易にアクセス
できます。
Zip ファイルからのデータセットの作成
データセットの作成、表示ラベルの追加、データセットへの画像のアップロードを 1 回の API コールですべ
て行えるようになりました。圧縮した .zip ファイルを API に渡すと、.zip ファイル構造からデータセット名、
表示ラベル名、画像名が生成されます。.zip ファイルはクラウドまたはローカルドライブに配置できます。
データセット内のすべての例を確認
データセットには数千もの例が含まれている可能性があります。offset および count クエリパラメータ
を使用すると、これらの例を容易に確認できます。
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API 使用状況の監視
Einstein Vision API を使用すると、必要なだけの API コールを実行して、データセットの作成、画像の追加、モ
デルの作成を行うことができます。ただし、予測の数 (predict リソースへの任意のコール) は制限されま
す。API 使用状況を取得すると、API 予測の制限を積極的に管理できます。
クイックスタート: Einstein Vision
Apex を使用して簡単なアプリケーションを作成し、この Trailhead プロジェクト内の画像の認識と分類を行
います。

セールス: Einstein リードスコアリング、重複検出、および Gmail
インテグレーション
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。重複レコードを把握することにより、会社の評判を高めて、面倒な重複管
理から解放されます。また、簡単に Gmail で直接セールスプロセスを処理できます。
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
まだ Salesforce Classic で作業されているようでしたら、優れた最新機能を開発中の Lightning Experience に切り
替えることをご検討ください。Lightning Experience のサブスクリプションベースの人工知能を使用すれば、
営業チームは最も有望な商談を最もスマートに進めて完了させることができます。また、営業担当は関連
するリード、商談、活動を最適な方法で管理できます。それだけではありません。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。
Einstein High Velocity Sales での効率的かつ迅速な販売
今日の営業担当のニーズに合わせて特別に設計された環境を使用して、より多くの商談をより短期間で成
立させます。Einstein High Velocity Sales は Sales Cloud Einstein、Lightning Dialer、および Lightning セールスコンソー
ルを組み合わせて、営業担当がデジタル時代に成功を収めるようサポートします。
Sales Cloud Einstein: セールスプロセスの各ステップのスマート化
Sales Cloud Einstein の機能名が、Einstein 活動キャプチャ、Einstein リードスコアリング、Einstein 商談インサイ
ト、Einstein 取引先インサイトに変更されました。新しい準備状況チェックにより、Sales Cloud Einstein の準備
ができているかどうかを確認してください。Einstein 自動取引先責任者は、Salesforce に追加する取引先責任
者を提案する新機能です。Einstein リードスコアリングでは、リードスコアの計算に関する詳細が表示され、
営業担当はリードスコアに基づいてリードを割り当てることができます。Einstein 活動キャプチャでは、日
付が使用されて、活動を関連商談に追加するかどうかが判断されるようになりました。さらに、ユーザは
誤って破棄したインサイトを元に戻せるようになり、インサイトは使用可能になったときに表示されるよ
うになりました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
中核的なセールス機能: キャンペーンエンゲージメントおよび拡張された売上予測
Lightning Experience で最適な営業環境を実現します。キャンペーンへのレスポンスがあった取引先も確認で
きます。
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生産性機能: ボイスメールメッセージ、Classic メールテンプレート、および改善されたリストビュー
チームは、Lightning Experience の最新機能 (録音済みボイスメールメッセージの送信機能、Lightning Experience
でのSalesforce Classicメールテンプレート、改善されたリストビュー) を利用できます。また、改良されたセー
ルスコンソールが正式リリースされました。
データ品質: オブジェクト全体での重複検出、適切になった重複アラート、AppExchange パッケージデータの
評価
標準的な重複ルールが作成され、取引先責任者とリードにわたって動作するようになりました。Lightning
Experience では、潜在的な重複コンポーネントを使用して、オブジェクト間にわたる潜在的な重複を表面化
できるようになりました。また、営業担当が Lightning Experience でレコードを作成または編集するときの重
複アラートも合理化されました。こうした機能のすべてが、会社の評判を守り、データをクリーンな状態
に保ち、営業担当がさらに成功するために役立ちます。業界データが含まれる AppExchange パッケージを購
入する前に、無料のデータ評価を入手して、そのデータで営業活動が強化されることを確認してください。
Google インテグレーション: Lightning for Gmail と Lightning Sync の正式リリース
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り込めたらよいのにと思っていませんか? お待
たせいたしました。正式リリースされた Google インテグレーション製品を設定してください。営業担当は、
Lightning for Gmail を使用して、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
レコードに関連付けることができます。Lightning Sync for Google を導入すれば、営業担当は Gmail と Salesforce
間で取引先責任者を同期したり、Google カレンダーから Salesforce に行動を同期したりできます。
Microsoft® インテグレーション: さらに改善され、生産性が向上
営業担当は、Microsoft のメールとカレンダーを利用して、生産性を今すぐ最大限に高めることができます。
Lightning for Outlook は、メール操作環境やメールテンプレートなどの多数の機能と統合されました。営業担
当は Microsoft Outlook® から直接さらに多くの Salesforce コンテンツを利用できます。Microsoft Office 365® と Lightning
Experience を使用するユーザは、Lightning Sync で営業担当の行動を Microsoft カレンダーと Salesforce カレンダー
間で双方向に同期できるようになりました。
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。
Pardot Engagement Studio: Salesforce キューの割り当てとスコアリングカテゴリの自動化
Engagement Program から見込み客の割り当てを管理することで、時間の節約とワークフローの使用を実現し
ます。スコアリングカテゴリに基づいて自動化し、Engagement Program からのスコアを調整します。

Lightning Experience リソース: 準備状況チェックおよび機能最適化
まだ Salesforce Classic で作業されているようでしたら、優れた最新機能を開発中の Lightning Experience に切り替え
ることをご検討ください。Lightning Experience のサブスクリプションベースの人工知能を使用すれば、営業チー
ムは最も有望な商談を最もスマートに進めて完了させることができます。また、営業担当は関連するリード、
商談、活動を最適な方法で管理できます。それだけではありません。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。
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Lightning Experience への確実な準備
Lightning Experienceについてまだ躊躇している場合は、準備状況チェックを使用して、この新しいインターフェー
スに対する準備状況を知ることができます。準備状況チェックを開始すると、使用している機能とカスタマイ
ズについての評価が実行され、Salesforce インスタンスについて個別のレポートがメールで送信されます。この
レポートでは、Lightning Experience に向けてセールス機能の準備を整えるためのアクションが説明されていま
す。
以前に準備状況チェックを実行している場合でも、リリースの間でさえ評価可能な機能とカスタマイズのリス
トは常に追加されているので注意が必要です。少し時間をとって準備状況を再度確認してください。最新の改
善項目や準備状況チェックの開始方法については、「Lightning Experience への準備状況チェックでの分析の拡
張」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、最適な販売環境に必要な主な機能を設定するためのモ
ジュールが含まれています。
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Einstein High Velocity Sales での効率的かつ迅速な販売
今日の営業担当のニーズに合わせて特別に設計された環境を使用して、より多
くの商談をより短期間で成立させます。Einstein High Velocity Sales は Sales Cloud
Einstein、Lightning Dialer、および Lightning セールスコンソールを組み合わせて、営
業担当がデジタル時代に成功を収めるようサポートします。
Einstein High Velocity Sales の詳細
関連トピック:
Sales Cloud Einstein
Lightning Dialer
セールスコンソール

エディション
Lightning セールスコン
ソールを使用可能なエ
ディション: Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition
(Sales Cloud 付属)
有料オプションで Sales
Cloud Einstein を使用可能
なエディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition
有料オプションで
Lightning Dialer を使用可能
なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

Sales Cloud Einstein: セールスプロセスの各ステップのスマート化
Sales Cloud Einstein の機能名が、Einstein 活動キャプチャ、Einstein リードスコアリン
エディション
グ、Einstein 商談インサイト、Einstein 取引先インサイトに変更されました。新し
い準備状況チェックにより、Sales Cloud Einstein の準備ができているかどうかを確
有料オプションで使用可
認してください。Einstein 自動取引先責任者は、Salesforce に追加する取引先責任
能なエディション:
者を提案する新機能です。Einstein リードスコアリングでは、リードスコアの計
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
算に関する詳細が表示され、営業担当はリードスコアに基づいてリードを割り
び Unlimited Edition
当てることができます。Einstein 活動キャプチャでは、日付が使用されて、活動
を関連商談に追加するかどうかが判断されるようになりました。さらに、ユー
ザは誤って破棄したインサイトを元に戻せるようになり、インサイトは使用可
能になったときに表示されるようになりました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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。
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Sales Cloud Einstein: セールスプロセスの各ステップのス
マート化

このセクションの内容:
Sales Cloud Einstein 準備状況の確認
Sales Cloud Einstein の準備ができているかどうかや、それがユーザをサポートできるかどうかについて疑問が
おありですか? Sales Cloud Einstein 準備状況チェックを実行してください。Salesforce がユーザの Salesforce 実装
を分析します。その後、Salesforce は個別にレポートを送付して、現在使用準備ができている Einstein 機能と、
追加手順を必要とする機能をお伝えします。これは、Lightning Experience の新機能です。
Einstein Automated Contacts: 取引先責任者と取引先責任者の役割の提案、およびスマートメールマッチング
Sales Cloud Einstein 製品スイートは、Einstein Automated Contacts で拡張されました。データ入力はいよいよ終焉
へと向かいます。
Einstein 活動キャプチャ: 日付で商談に一致する活動、およびデフォルトの活動共有
関連する商談に活動が追加されているかどうかを確認するための日付マッチングが Einstein 活動キャプチャ
で使用されるようになりました。しかも、新規ユーザ用のデフォルトの活動共有を選択できます。これら
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Einstein リードスコアリング: 会社レベルのインサイトおよびプロセスビルダーのサポート
どのリード項目値が取引開始に関連し、リードスコアが会社の営業結果とどの程度合っているかを確認し
てください。注目のリードは上位の営業担当に自動的に割り当てられ、その他のプロセスはリードスコア
によって構築されます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Einstein インサイト: 取引先と商談のインサイトの改善
営業担当がフォローしているレコードのインサイトが Einstein によって示され、アシスタントでのみ利用可
能であったいくつかの更新が Einstein に含まれるようになりました。さらに、営業担当は新しい種類の取引
先インサイトを確認し、確認不足のために誤って破棄したインサイトを元に戻すことができます。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: Sales Cloud Einstein 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)
Trailhead: 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)
Salesforce Einstein
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

Sales Cloud Einstein 準備状況の確認
Sales Cloud Einstein の準備ができているかどうかや、それがユーザをサポートでき
るかどうかについて疑問がおありですか? Sales Cloud Einstein 準備状況チェックを
実行してください。Salesforce がユーザの Salesforce 実装を分析します。その後、
Salesforce は個別にレポートを送付して、現在使用準備ができている Einstein 機能
と、追加手順を必要とする機能をお伝えします。これは、Lightning Experience の
新機能です。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「準備状況チェック」と入力し、Sales
Cloud Einstein で [準備状況チェック] を選択します。
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Sales Cloud Einstein 準備状
況チェックを実行する
• アプリケーションのカ
スタマイズ
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2. [準備状況チェックを開始] をクリックします。

3. Salesforce がデータにアクセスして Sales Cloud Einstein 準備状況を判断することを許可する手順に従います。
Sales Cloud Einstein 準備状況レポートが個別にメールで送信されます。このレポートは Salesforce の [ファイル] タ
ブからも利用できます。
関連トピック:
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)

Einstein Automated Contacts: 取引先責任者と取引先責任者の役割の提案、およ
びスマートメールマッチング
Sales Cloud Einstein 製品スイートは、Einstein Automated Contacts で拡張されました。データ入力はいよいよ終焉へ
と向かいます。
このセクションの内容:
Einstein Automated Contacts によるデータ入力の簡易化
営業担当の、データ入力に費やす時間を短縮し、営業により多くの時間を割くことができます。Einstein で
は、メールと行動活動が使用されて新しいレコードデータが提案されるようになり、営業担当は数回クリッ
クするだけで、これを Salesforce に追加できるようになりました。提案されたレコードデータには、新規取
引先責任者および取引先責任者の役割が含まれます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
スマートメールマッチングによる関連性の高い活動の表示 (ベータ)
Einstein Automated Contacts を使用すると、スマートメールマッチングを使用して商談レコードの活動タイム
ライン内のメールと活動の関連性を容易に改善できます。商談レコードの活動タイムラインの関連性が高
くなると、取引先責任者の役割の提案が改善されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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Einstein 自動取引先責任者の設定
Einstein 自動取引先責任者を設定すると、営業担当がデータ入力に費やす時間が短縮され、営業により多く
の時間をかけることができます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Einstein Automated Contacts によるデータ入力の簡易化
営業担当の、データ入力に費やす時間を短縮し、営業により多くの時間を割くことができます。Einstein では、
メールと行動活動が使用されて新しいレコードデータが提案されるようになり、営業担当は数回クリックする
だけで、これを Salesforce に追加できるようになりました。提案されたレコードデータには、新規取引先責任者
および取引先責任者の役割が含まれます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
提案は Einstein コンポーネントに表示されます。提案が表示されるのは、営業担当が Einstein 活動キャプチャに
よってメールとカレンダーを Salesforce に接続したときです。提案されるデータの型により、提案が表示される
場所および提案を確認できるユーザが決まります。

提案のタイプ

提案が表示される場所

提案を確認できるユーザ

取引先責任者

• ホームページ

• メールまたは活動の [宛先] 項目に入力されている人

• 取引先レコード

• 取引先所有者
• 取引先チームメンバー
• ユーザのマネージャ

取引先責任者の役割

• ホームページ

• 商談所有者

• 商談レコード

• 商談チームメンバー
• ユーザのマネージャ
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営業担当が、提案されたデータを Salesforce に追加すると、Einstein はレコード編集ページを表示します。この
ページから、営業担当は新しいデータの確認と保存を行います。データを追加すると、提案にアクセスできて
いたすべてのユーザで提案は表示されなくなります。
営業担当が、提案されたデータを却下すると、提案はすべてのユーザで表示されなくなります。スマートメー
ルマッチングを有効にしている場合、営業担当が取引先責任者の役割の提案を却下すると、すべての関連活動
は活動タイムラインから削除されます。関連のない活動を削除すると、タイムラインの活動および提案の両方
の関連性が改善されます。
営業担当は提案をホームページから破棄することもでき、この場合、提案はホームページから削除されます。
また、個々の提案の関連性に対するフィードバックを提供することもできます。
重複管理を使用している場合、提案された取引先責任者を営業担当が追加すると、その提案が重複としてフラ
グ付けされることがあります。提案がフラグ付けされた場合、営業担当は既存の取引先責任者をリストから選
択する必要があります。
関連トピック:
Einstein 自動取引先責任者の設定

スマートメールマッチングによる関連性の高い活動の表示 (ベータ)
Einstein Automated Contacts を使用すると、スマートメールマッチングを使用して商談レコードの活動タイムライ
ン内のメールと活動の関連性を容易に改善できます。商談レコードの活動タイムラインの関連性が高くなる
と、取引先責任者の役割の提案が改善されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Einstein Automated Contacts を設定し、取引先責任者の役割の提案を有効にします。次に、提案を改善するオプ
ションをオンにします。
この仕組みは次のとおりです。取引先責任者の役割の提案に含まれる Salesforce 取引先責任者からの活動が商談
の活動タイムラインに追加されます。タイムラインの活動が多いほど、取引先責任者の役割の提案も多くなり
ます。ユーザが提案を却下すると、それに関連する活動が活動タイムラインから削除され、タイムラインの活
動および提案の両方の関連性が改善されます。

関連トピック:
Einstein Automated Contacts によるデータ入力の簡易化
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Einstein 自動取引先責任者の設定
Einstein 自動取引先責任者を設定すると、営業担当がデータ入力に費やす時間が
短縮され、営業により多くの時間をかけることができます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
Einstein 活動キャプチャを有効にする必要があります。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Sales Cloud Einstein」と入力
し、Sales Cloud Einstein で [設定アシスタント] を選択します。
2. Einstein 自動取引先責任者の横にある [設定] をクリックします。

ユーザ権限
自動データキャプチャを
有効にする
• 「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」

3. [設定] ページで、営業担当に提案するデータの種別を有効にします。
• 取引先責任者の提案を有効にする場合、取引先責任者のすべての必須項目にデフォルト値が入力されて
いることを確認し、営業担当が取引先責任者を作成するときのエラーを回避します。
• 取引先責任者の役割の提案を有効にすると、スマートメールマッチングでの提案を改善できます。
4. 提案は Einstein コンポーネントに表示されるため、コンポーネントが関連する Lightning ページに追加されて
いることを確認します。
関連トピック:
Einstein Automated Contacts: 取引先責任者と取引先責任者の役割の提案、およびスマートメールマッチング
Salesforce ヘルプ: Sales Cloud Einstein の設定に関する考慮事項 (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)

Einstein 活動キャプチャ: 日付で商談に一致する活動、およびデフォルトの活動
共有
関連する商談に活動が追加されているかどうかを確認するための日付マッチン
グが Einstein 活動キャプチャで使用されるようになりました。しかも、新規ユー
ザ用のデフォルトの活動共有を選択できます。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:
日付マッチングを使用したより多くの商談の関連活動の表示
Einstein 活動キャプチャでは、活動が商談の日付範囲内にある場合、活動が関
連商談に追加されます。ユーザは、商談で関連活動をより確実に確認できま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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Inbox で有料オプションで
使用可能なエディション:
Professional Edition、
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新規ユーザのデフォルトの活動共有の選択
新規ユーザがメールと行動を全員と共有するか、非公開にするかを選択します。ユーザは、活動の共有を
個人設定からいつでも変更できます。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: Einstein 活動キャプチャの設定 (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: Einstein 活動キャプチャを使用したメールとカレンダーの Salesforce への接続 (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)

日付マッチングを使用したより多くの商談の関連活動の表示
Einstein 活動キャプチャでは、活動が商談の日付範囲内にある場合、活動が関連
商談に追加されます。ユーザは、商談で関連活動をより確実に確認できます。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Salesforce では、商談の作成日と完了日が使用されて、商談の日付範囲が定義さ
れます。
活動日付範囲の開始

ユーザ権限
活動日を確認する
• 「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」

活動日付範囲の終了

進行中の商談

作成日または完了日 (いず 本日から 60 日
れか早い方) の 60 日前

完了した商談

作成日または完了日 (いず 完了後 60 日
れか早い方) の 60 日前

商談の日付範囲を確認できますが、カスタマイズすることはできません。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 活動キャプチャ」と入力し、[Einstein 活動キャプチャ]
の [設定] を選択します。
2. [活動日を確認] をクリックします。
関連トピック:
Einstein 活動キャプチャ: 日付で商談に一致する活動、およびデフォルトの活動共有

新規ユーザのデフォルトの活動共有の選択
新規ユーザがメールと行動を全員と共有するか、非公開にするかを選択します。
ユーザは、活動の共有を個人設定からいつでも変更できます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 活動キャプチャ」と入力
し、[Einstein 活動キャプチャ] の [設定] を選択します。
2. [デフォルトを編集] をクリックします。
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3. ユーザのデフォルトの活動共有を選択します。
新規ユーザが Einstein 活動キャプチャを使用する Salesforce にアカウントを接続すると、ユーザの活動共有はこ
こで選択したデフォルトになります。すでに Salesforce に接続済みのユーザは影響を受けません。
関連トピック:
Einstein 活動キャプチャ: 日付で商談に一致する活動、およびデフォルトの活動共有

Einstein リードスコアリング: 会社レベルのインサイトおよびプロセスビルダー
のサポート
どのリード項目値が取引開始に関連し、リードスコアが会社の営業結果とどの
程度合っているかを確認してください。注目のリードは上位の営業担当に自動
的に割り当てられ、その他のプロセスはリードスコアによって構築されます。
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:
取引開始率に最も影響するリード項目値の表示

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

Wave と連動する、新しい Einstein リードスコアリングのダッシュボードによ
り、どのリードの特性が最も多い取引開始につながったかを示すインサイトが得られます。リードスコア
が取引開始率と相関する程度を確認したり、各リードソースの平均リードスコアを監視したりすることが
できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
スコアに基づくリードの割り当てとプロセスの作成
リードの ScoreIntelligence オブジェクトとそのスコア項目を、トリガ、プロセスビルダー、カスタム数式項
目に使用できるようになりました。プロセスビルダーまたはトリガを使用して、リードをリードスコアに
基づいて特定の営業担当またはキューに割り当てます。リードをキャンペーンに追加し、リード状況を更
新し、リードスコアを基に他のプロセスを構築できます。この変更は、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。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Einstein リードスコアリング (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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取引開始率に最も影響するリード項目値の表示
Wave と連動する、新しい Einstein リードスコアリングのダッシュボードにより、
どのリードの特性が最も多い取引開始につながったかを示すインサイトが得ら
れます。リードスコアが取引開始率と相関する程度を確認したり、各リードソー
スの平均リードスコアを監視したりすることができます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
Einstein リードスコアリングのダッシュボードを開くには、[Einstein Analytics] タ
ブをクリックしてから [リード] をクリックします。
会社レベルの予測要素グラフには、営業担当のリードで取引が開始されたもの
の中で、どのリード項目値がよくみられるか (1)、および取引が開始されていな
いリードでよくみられるものはどれか (4) が示されます。
特定の項目値があるリードの割合を表示するには、グラフのバーにマウスカー
ソルを置きます (2)。詳細を表示して、その項目値があるリードを確認するには、
バーをクリックしてから [起動] をクリックします (3)。

ユーザ権限
Einstein リードスコアリン
グのダッシュボードを表
示する
• Einstein リードスコア
リングを使用
かつ
Wave Analytics テンプ
レートアプリケーショ
ンを使用
かつ
リードに対する「すべ
て表示」
Einstein リードスコアリン
グのアプリケーションテ
ンプレートを使用して
Wave アプリケーションを
作成する
• Einstein リードスコア
リングを使用
かつ
Wave Analytics テンプ
レートアプリケーショ
ンを管理
かつ
リードに対する「すべ
て表示」
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リード取引開始率グラフ (5) には、リードスコアの区分 (0 ～ 20、21 ～ 40、41 ～ 60、61 ～ 80、81 ～ 100) ごとの
取引開始率が示されます。平均リードスコア表 (6) には、リードソースごとに平均スコアが示されます。
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特定の期間のリード統計を表示するには、ダッシュボードの上部で開始時刻と終了時刻を選択します (7)。

ダッシュボードには、選択した期間のその他の統計も表示されます。
• スコアを獲得したリードの総数
• スコアが 81 ～ 100 になっているリードの数
• スコアが 81 ～ 100 になっているリードの取引開始率
• 営業チームの全体的な取引開始率
Einstein リードスコアリングアプリケーションに基づいて、カスタム Wave アプリケーションをユーザ向けに作
成できます。
1. アプリケーションランチャーで、[Analytics] をクリックします。
2. [作成] をクリックし、さらに [アプリケーション] をクリックします。
3. [Einstein リードスコアリング分析] テンプレートを選択します。
メモ: Einstein リードスコアリングには、5 個の Wave ユーザライセンスが含まれています。

スコアに基づくリードの割り当てとプロセスの作成
リードの ScoreIntelligence オブジェクトとそのスコア項目を、トリガ、プロセスビルダー、カスタム数式項目に
使用できるようになりました。プロセスビルダーまたはトリガを使用して、リードをリードスコアに基づいて
特定の営業担当またはキューに割り当てます。リードをキャンペーンに追加し、リード状況を更新し、リード
スコアを基に他のプロセスを構築できます。この変更は、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。
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Einstein インサイト: 取引先と商談のインサイトの改善
営業担当がフォローしているレコードのインサイトが Einstein によって示され、
アシスタントでのみ利用可能であったいくつかの更新が Einstein に含まれるよう
になりました。さらに、営業担当は新しい種類の取引先インサイトを確認し、
確認不足のために誤って破棄したインサイトを元に戻すことができます。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:

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

さまざま種別のインサイトを使用して取引先の最新情報を入手
Einstein 取引先インサイトからより多くの情報が提供されるようになりました。取引先責任者が競合会社に
ついてメンションした場合や取引先責任者が会社を退職した場合など、重要な瞬間について新しく追加さ
れたインサイトによって取引先チームは競争を維持できます。また、お客様が社内のリーダーシップを変
更したときにチームに通知するインサイトも追加されました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
フォローしているレコードのインサイトの表示
自分が所有していない商談や取引先、または関連付けられていない商談や取引先をチームでインテリジェ
ントに更新したくありませんか? Einstein ユーザはレコードをフォローして、関連インサイトをホームページ
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。
誤って破棄したインサイトを元に戻す
重要なインサイトを誤って破棄してしまったことはありませんか? 営業担当は、そのアクションを元に戻し
て、最近破棄した更新に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。
アクセス可能商談インサイトの増加
Einstein が有効化される前にアシスタントに表示されていた更新がないと困ることがあります。営業担当は
Einstein でこれらの更新の一部を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。
商談との高度なメールマッチングの廃止
メールと行動の関連性を高めるには、新しいベータ機能であるスマートメールマッチングを使用します。
この機能は、[設定] の [自動データキャプチャ] ページにあります。ベータ機能の [商談との高度なメールマッ
チング] は使用できなくなりました。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: Einstein 取引先インサイト (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)
Salesforce ヘルプ: Einstein 商談インサイト (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)
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さまざま種別のインサイトを使用して取引先の最新情報を入手
Einstein 取引先インサイトからより多くの情報が提供されるようになりました。取引先責任者が競合会社につい
てメンションした場合や取引先責任者が会社を退職した場合など、重要な瞬間について新しく追加されたイン
サイトによって取引先チームは競争を維持できます。また、お客様が社内のリーダーシップを変更したときに
チームに通知するインサイトも追加されました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
競合会社がメンションされました
取引先責任者からのメールで競合会社についてメンションされたときにチームメンバーに通知されます。
取引先責任者がいなくなります
取引先責任者が現在の会社を退職したことがメールで示されたときにチームメンバーに通知されます
リーダーシップが変更されます
お客様が社内のリーダーシップを変更したときにチームメンバーに通知されます。ビジネス開発に関する
他のインサイトと同様に、リーダーシップの変更に関するインサイトごとに、信頼できる米国ニュースソー
スから最大 3 つの最も関連する記事が表示されます。
営業チームの活動キャプチャを有効にする必要があります。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、活動の所有者がメールの公開を選択していない限りメールの内容は表示さ
れません。取引先インサイトを最大限活用するには、チームが[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。
すべての取引先インサイトは [ホーム] ページと取引先レコードの Einstein コンポーネントに表示されます。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。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 取引先インサイト(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)
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フォローしているレコードのインサイトの表示
自分が所有していない商談や取引先、または関連付けられていない商談や取引先をチームでインテリジェント
に更新したくありませんか? Einstein ユーザはレコードをフォローして、関連インサイトをホームページで確認
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。

誤って破棄したインサイトを元に戻す
重要なインサイトを誤って破棄してしまったことはありませんか? 営業担当は、そのアクションを元に戻して、
最近破棄した更新に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。
インサイトを破棄すると、トーストが表示され、営業担当は破棄アクションを元に戻せるようになります。

また、Einstein コンポーネントは自動的に更新されるようになったため、古いインサイトを破棄した直後に新し
いインサイトが表示されます。

アクセス可能商談インサイトの増加
Einstein が有効化される前にアシスタントに表示されていた更新がないと困ることがあります。営業担当は
Einstein でこれらの更新の一部を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。
Einstein コンポーネントでは、商談に活動予定がない時期、あるいは商談が期限切れかどうかなどの更新がさら
に表示されます。

商談との高度なメールマッチングの廃止
メールと行動の関連性を高めるには、新しいベータ機能であるスマートメールマッチングを使用します。この
機能は、[設定] の [自動データキャプチャ] ページにあります。ベータ機能の [商談との高度なメールマッチン
グ] は使用できなくなりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
関連トピック:
スマートメールマッチングによる関連性の高い活動の表示 (ベータ)

中核的なセールス機能: キャンペーンエンゲージメントおよび拡張さ
れた売上予測
Lightning Experienceで最適な営業環境を実現します。キャンペーンへのレスポンスがあった取引先も確認できま
す。
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このセクションの内容:
リード: 取引開始中や暗号化中の関連レコードの保持
取引を開始したり、リードの個人識別情報を暗号化したり、取引開始中に取引先を自動的に照合したりす
るとき、関連ファイルやレコードを保持します。
取引先: 改善された取引先階層と取引先チーム、取引先のキャンペーンメンバー、および項目の履歴
取引先階層ページから取引先の詳細を確認し、取引先チームメンバーをさらに正確に追加します。取引先
レコードからキャンペーンメンバーを追加し、取引先項目履歴を追跡します。これらの変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
キャンペーン: 取引先へのキャンペーンインフルエンス、レポートに対するアクション、項目履歴など
取引先が応答したキャンペーンを確認したり、Lightning Experience の取引先とレポートからキャンペーンに
メンバーを追加したり、キャンペーン項目履歴を追跡したりします。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。
コラボレーション売上予測の売上予測に関する機能の増加
Lightning Experience では、コラボレーション売上予測ユーザは売上を予測するときにより多くの情報を取得
し、その情報を使用してより多くのことができるようになりました。これらの変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
商談: Lightning Experience での商談フェーズ履歴、日付選択
営業担当は、ワンクリックで今日の日付を選択して時間を節約できるようになりました。営業担当は、
Salesforce Classic に切り替えなくても商談のフェーズ履歴を確認できるようになりました。これらの変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
パス: パッケージおよび契約と注文で使用可能
パスの表示方法を決定します。パッケージの構築時にパスを組み込みます。パスを追加することで、営業
担当はより効率的に契約に対応できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
取引先: Lightning Experience での取引先責任者階層および簡単な取引先責任者の作成
Lightning Experience の取引先で取引先責任者の階層ビューを表示し、取引先レコードから簡単に取引先責任
者を作成します。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルブラウザ
アプリケーションに適用されます。
新しい方法によるニュースの表示
ニュースと Twitter がデフォルトページレイアウトの独自のタブに移動しました。取引先、取引先責任者、
リードのレコードの [ニュース] タブを確認してください。ニュースのスキャンも簡単になりました。これ
らの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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リード: 取引開始中や暗号化中の関連レコードの保持
取引を開始したり、リードの個人識別情報を暗号化したり、取引開始中に取引
先を自動的に照合したりするとき、関連ファイルやレコードを保持します。
このセクションの内容:
営業担当がリードの取引を開始するときの関連ファイルや関連レコードの保
持
営業ユーザが取引を開始するとき、リードに添付されているファイルおよび
関連レコードは、生成される取引先責任者、取引先、個人取引先、商談のレ
コードに添付されます。この変更は、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。

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

機密性の高いリード項目の暗号化 (ベータ)
リードレコードの個人識別情報 (PII) が含まれている 10 個の標準項目を暗号化できます。
取引先マッチングで取引先をリードにすばやく関連付け
営業ユーザが取引を開始するとき、リードの会社名がいずれかの取引先と一致する場合は、いずれかの一
致する取引先を選択して、迅速かつ簡単に作業できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。

営業担当がリードの取引を開始するときの関連ファイルや関連レコードの保持
営業ユーザが取引を開始するとき、リードに添付されているファイルおよび関連レコードは、生成される取引
先責任者、取引先、個人取引先、商談のレコードに添付されます。この変更は、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。
リードの次の関連リストの項目は、取引開始中に、新規または既存の取引先責任者、取引先、商談に引き継が
れます。
リードの関連リスト 取引先責任者

Account

個人取引先

活動予定
活動履歴
キャンペーン履歴
HTML メールの状況
メモと添付ファイル
ファイル
メモ (新規)
コンテンツ配信
ソーシャル投稿
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Account

個人取引先

商談

ソーシャル人格
マーケティングアク
ション

機密性の高いリード項目の暗号化 (ベータ)
リードレコードの個人識別情報 (PII) が含まれている 10 個の標準項目を暗号化できます。
メモ: リードの暗号化サポートのこのベータバージョンは、本番品質ではありますが、既知の制限があり
ます。この機能を有効にするには、Salesforce にお問い合わせください。フィードバックや提案を送信する
場合は、IdeaExchange に移動してください。
次の標準リード項目を暗号化できます。
• 名前 (名、ミドルネーム、および姓)
• メール
• 電話
• 携帯電話
• Fax
• 住所 (町名・番地、市区郡)
• 役職
• Web サイト
• 説明
• 会社

取引先マッチングで取引先をリードにすばやく関連付け
営業ユーザが取引を開始するとき、リードの会社名がいずれかの取引先と一致する場合は、いずれかの一致す
る取引先を選択して、迅速かつ簡単に作業できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
以前の Lightning Experience では、リードの会社名と既存の取引先名の完全一致が 1 件のみである場合、取引開始
中にその取引先が [取引先名] 項目に入力されていました。新しい取引先照合により、Lightning Experience が
Salesforce Classic と調和します。
• 個人取引先のサポート — リードに会社名が含まれる場合は、法人取引先が検索されます。会社名が含まれ
ない場合は、個人取引先が検索されます。
• 先行入力の機能強化 — [取引先名] 項目の先行入力検索では、ユーザが最近使用した取引先のみが検索され
るのではなく、すべての取引先が検索されるようになりました。
• 複数一致 — ユーザが取引開始中に [取引先名] 項目をクリックすると、ドロップダウンメニューには、リー
ドの会社名と一致する、すべての取引先のリストが表示されます。リードに会社名が含まれない場合、リ
ストには、一致する個人取引先が含まれます。
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取引先: 改善された取引先階層と取引先チーム、取引先のキャンペーンメン
バー、および項目の履歴
取引先階層ページから取引先の詳細を確認し、取引先チームメンバーをさらに正確に追加します。取引先レ
コードからキャンペーンメンバーを追加し、取引先項目履歴を追跡します。これらの変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
取引先階層の詳細を同一ページで表示
ユーザが取引先階層内の取引先名の上にマウスポインタを置くと、プレビューカードに詳細が表示されま
す。
取引先チームメンバーの正確な追加
Lighting Experience で取引先チームメンバーを追加する場合、[取引先責任者のアクセス権] 選択リストに有効
なオプションのみが表示されます。推測がなくなるほか、見当違いをしたりエラーを受信したりすること
もありません。
Lightning コンソールアプリケーションでの個人取引先の使用
企業ではなく個人と直接やりとりしている場合は個人取引先のすべての能力がわかります。コンソールア
プリケーションで得られる生産性も頼りにしているユーザのために、コンソールアプリケーションで個人
取引先が完全にサポートされるようになりました。
取引先からキャンペーンへのメンバーの追加
マーケティングチームは、取引先の [取引先責任者] 関連リストからメンバーをキャンペーンに直接追加し
て作業時間を短縮できます。
項目履歴を使用した取引先の変更の追跡
Lightning Experience の [項目の履歴] 関連リストを使用して、取引先の変更を追跡します。
関連リストでの個人取引先のすべてのケースの表示
個人取引先を [取引先責任者名] 項目にリストしているケースが個人取引先レコードの [ケース] 関連リスト
に含まれるようになりました。以前は、個人取引先を [取引先名] 項目にリストしているケースのみが [ケー
ス] 関連リストに表示されていました。

取引先階層の詳細を同一ページで表示
ユーザが取引先階層で取引先名にマウスポインタを置くと、プレビューカード
に詳細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。

エディション
使用可能なエディション:
Lightning Experience
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition
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関連トピック:
階層の親レコードのみを行展開用のアイコン付きで表示

取引先チームメンバーの正確な追加
Lighting Experience で取引先チームメンバーを追加する場合、[取引先責任者のアク
セス権] 選択リストに有効なオプションのみが表示されます。推測したり、さら
に悪いことに誤った推測をしたりして、エラーが発生することはなくなります。
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:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

キャンペーン: 取引先へのキャンペーンインフルエンス、レポートに対するア
クション、項目履歴など
取引先が応答したキャンペーンを確認したり、Lightning Experience の取引先とレ
ポートからキャンペーンにメンバーを追加したり、キャンペーン項目履歴を追
跡したりします。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。
このセクションの内容:
取引先がレスポンスしているキャンペーンの確認

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

マーケティングチームは、取引先の [キャンペーンインフルエンス] 関連リス
トを使用して、チームの取り組みが特定の取引先の商談にどのような影響を
与えているのかを確認できます。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。
Lightning Experience でのレポートからキャンペーンへのメンバーの追加

マーケティング部門は、リード、取引先責任者、または個人取引先の特定のグループを標準レポートやカ
スタムレポートから直接キャンペーンに追加して、これらをすばやく対象にできます。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
取引先からキャンペーンへのメンバーの追加
マーケティングチームは、取引先の [取引先責任者] 関連リストからメンバーをキャンペーンに直接追加し
て作業時間を短縮できます。この変更は、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適用されます。
キャンペーン項目履歴の追跡
営業担当は、キャンペーンの [キャンペーン項目履歴] 関連リストでキャンペーン項目値がどのように変化
したかを確認できます。それぞれの値を変更したのは誰なのか、いつ変更されたのか、元の値は何だった
のかを追跡します。この変更は、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。

131

Salesforce Summer '17 リリースノート

中核的なセールス機能: キャンペーンエンゲージメント
および拡張された売上予測

キャンペーンのその他の変更
その他の機能強化により、キャンペーンの利便性と柔軟性が向上しています。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。
関連トピック:
階層の親レコードのみを行展開用のアイコン付きで表示

取引先がレスポンスしているキャンペーンの確認
マーケティングチームは、取引先の [キャンペーンインフルエンス] 関連リスト
を使用して、チームの取り組みが特定の取引先の商談にどのような影響を与え
ているのかを確認できます。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。
メモ: この情報はカスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスにのみ
適用され、キャンペーンインフルエンス 1.0 には適用されません。

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

営業担当やマーケティング担当が取引先詳細ページを表示すると、[キャンペー
ンインフルエンス] 関連リストにその取引先のキャンペーンが表示されます。リ
ストには、商談ごとに、特定のキャンペーンの影響を受けた収益分配も表示されます。Lightning Experience で
は、各キャンペーンが収益にどれくらい影響したか (1)、および各キャンペーン種別の影響を受けた分配 (2) が
グラフのペアで表示されます。

営業担当やマーケティング担当は各グラフの上にあるメニューを使用して、表示される商談を絞り込むことが
できます。別の種類のグラフを選択するには、ギアアイコンをクリックします。影響を受けた商談と、各キャ
ンペーンに起因する収益分配の完全なリストを表示するには、[すべて表示] をクリックします。
表示される商談は、システム管理者が指定したデフォルトのキャンペーンインフルエンスモデルに基づいてい
ます。[Influence by Campaign (キャンペーンごとのインフルエンス)] グラフには、最大 1,000 個のキャンペーンの
結果と最も高い収益分配が表示されます。このグラフでは、削除されたキャンペーンのキャンペーンインフル
エンスレコードが個別の金額に合算されます。[Influence by Campaign Type (キャンペーン種別ごとのインフルエ
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ンス)] グラフには、最大 1,000 個のキャンペーン種別の結果と最も高い収益分配が表示されます。グラフを正し
く計算するには、各キャンペーンに一意の名前を付けます。
ユーザがこの関連リストを表示できるようにするには、取引先ページレイアウトに追加します。Salesforce1 で
は、グラフなしでキャンペーンインフルエンスレコードが表示されます。

Lightning Experience でのレポートからキャンペーンへのメンバーの追加
マーケティング部門は、リード、取引先責任者、または個人取引先の特定のグ
ループを標準レポートやカスタムレポートから直接キャンペーンに追加して、
これらをすばやく対象にできます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方に適用されます。
マーケティング担当は、[キャンペーンに追加] (1) をクリックして、返されたレ
コードを 50,000 件までキャンペーンに追加できます。

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

マーケティング担当者がカスタムレポートからメンバーをキャンペーンに追加できるようにするには、レポー
トの主オブジェクトがリードまたは取引先責任者である必要があります。カスタムレポートタイプに [氏名] 項
目が含まれている必要もあります。
以前は、Salesforce Classic では、標準レポートからしかメンバーをキャンペーンに追加できませんでした。カス
タムレポートタイプからメンバーをキャンペーンに追加する機能は、Salesforce Classic と Lightning Experience の両
方で使用できます。
関連トピック:
Idea Exchange: キャンペーン: カスタムレポートタイプで [キャンペーンに追加] ボタンを使用不能
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取引先からキャンペーンへのメンバーの追加
マーケティングチームは、取引先の [取引先責任者] 関連リストからメンバーを
キャンペーンに直接追加して作業時間を短縮できます。この変更は、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適
用されます。
取引先の詳細ページの [取引先責任者] 関連リストに [キャンペーンに追加] アク
ションが追加されました。このアクションは、Lightning Experience と Salesforce1 の
個々の取引先責任者 (1)、および Lightning Experience の複数の取引先責任者 (2) で使
用できます。

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

[関連取引先責任者] 関連リストは、[取引先責任者-to-複数取引先] が有効であるときに使用可能となり、その完
全なリストビューには [キャンペーンに追加] ボタンも含まれます。
メモ: システム管理者がカスタム参照関係に基づいて取引先責任者の関連リストを作成すると、Lightning
Experience または Salesforce1 の個人取引先には、[キャンペーンに追加] 行レベルアクションが表示されませ
ん。[キャンペーンに追加] アクションは、Salesforce Classic では使用できません。
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キャンペーン項目履歴の追跡
営業担当は、キャンペーンの [キャンペーン項目履歴] 関連リストでキャンペー
ン項目値がどのように変化したかを確認できます。それぞれの値を変更したの
は誰なのか、いつ変更されたのか、元の値は何だったのかを追跡します。この
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。
キャンペーンの [項目履歴管理] を有効にすると、標準キャンペーンとカスタム
キャンペーンの項目値の変更が記録され、18 か月間保存されます。説明項目は
例外であり、元の値と新しい値は変更ごとに記録されません。

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

キャンペーンのその他の変更
その他の機能強化により、キャンペーンの利便性と柔軟性が向上しています。
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。
キャンペーンインフルエンスの入力規則
カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスレコードで、入力規則がサ
ポートされるようになりました。
[キャンペーンメンバー] 関連リストの並び替え
ユーザは、[キャンペーンメンバー] 関連リストの列を関連リストのフルビュー
で並び替えることができます。

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

[キャンペーンメンバー] 関連リストのグラフの種類の増加
ユーザは、キャンペーンメンバーの状況を、縦棒グラフ、横棒グラフ、ドーナツグラフとして表示できる
ようになりました。
プライマリキャンペーンインフルエンスモデルの名前変更
インフルエンスモデルのプライマリ指定は、デフォルトと呼ばれることになりました。
Salesforce キャンペーンインフルエンスモデルの名前変更
Salesforce キャンペーンインフルエンスモデルは、主キャンペーンソースモデルと呼ばれることになりまし
た。
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コラボレーション売上予測の売上予測に関する機能の増加
Lightning Experience では、コラボレーション売上予測ユーザは売上を予測すると
きにより多くの情報を取得し、その情報を使用してより多くのことができるよ
うになりました。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:
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

売上予測ユーザは、以下を確認できるようになりました。
• 商品ファミリの売上予測 (有効な場合) (1)
• ユーザ、期間、売上予測分類が表示される商談の概要のヘッダー (2)
売上予測ページのビューも改善されました。
• 商品ファミリの売上予測ビューが、期間別、商品ファミリ別、ユーザ別の順に整理されます。このように
商品ファミリの売上予測合計がユーザに表示されます。
• 売上予測グリッドの展開のされ方は、各セッションの間変わりません。
• ビューの切り替え、ページの移動、ログアウトを行った後に商談の概要に戻ると、最後に選択した列の並
び替えが表示されます (3)。並び替えの基準としていた列を含まない売上予測ビューに切り替えると、デ
フォルトの並び替えが表示されます。
• 他の商談を表示するには、商談の概要の上矢印をクリックします (4)。その後で、下矢印をクリックする
と、前の画面に戻ります。
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Lightning Experienceで商品ファミリの売上予測を使用する場合、ユーザが売上予測の対象とする商品ファミリと
その表示順序を選択します。選択する商品ファミリが多いほど、売上予測グリッドに表示される行数が増えま
す (最大 2,000)。商品ファミリの売上予測を設定するには、Salesforce Classic に切り替えます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コラボレーション売上予測で売上予測の設定を定義する際の考慮事項 (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)

商談: Lightning Experience での商談フェーズ履歴、日付選択
営業担当は、ワンクリックで今日の日付を選択して時間を節約できるようにな
りました。営業担当は、Salesforce Classic に切り替えなくても商談のフェーズ履歴
を確認できるようになりました。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:
Lightning Experience での商談フェーズ履歴の確認
Lightning Experience の [フェーズの履歴] 関連リストで商談の金額、確度、フェー
ズ、完了予定日の変更を確認します。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。

エディション
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

ワンクリックで今日の日付に設定
項目内をクリックすると、日付項目の日付ピッカーが表示されるようになりました。以前は、日付ピッカー
を表示するために日付ピッカーアイコンをクリックしていました。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。

Lightning Experience での商談フェーズ履歴の確認
Lightning Experience の [フェーズの履歴] 関連リストで商談の金額、確度、フェーズ、完了予定日の変更を確認し
ます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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ワンクリックで今日の日付に設定
項目内をクリックすると、日付項目の日付ピッカーが表示されるようになりました。以前は、日付ピッカーを
表示するために日付ピッカーアイコンをクリックしていました。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。
日付をすばやく今日に設定できるように [今日] リンク (1) も追加されました。
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パス: パッケージおよび契約と注文で使用可能
パスの表示方法を決定します。パッケージの構築時にパスを組み込みます。パ
スを追加することで、営業担当はより効率的に契約に対応できます。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:
契約と注文へのパスにより成功を収める
契約と注文にパスを追加して、ビジネスプロセスに従ってユーザをガイドし
ます。パスでは重要な項目が強調表示され、役立つリンク、ポリシー情報、
ヒントが各ステップに表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。

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

パスの表示方法の決定
ページが読み込まれたときにパスが閉じるようになりました。これにより、ユーザはスクロールすること
なくレコードの詳細を参照できます。ユーザへのパスの表示方法は設定できます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
パッケージのパス
顧客用に構築するパッケージにパスを含めます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

契約と注文へのパスにより成功を収める
契約と注文にパスを追加して、ビジネスプロセスに従ってユーザをガイドします。パスでは重要な項目が強調
表示され、役立つリンク、ポリシー情報、ヒントが各ステップに表示されます。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
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。

パスの表示方法の決定
ページが読み込まれたときにパスが閉じるようになりました。これにより、ユーザはスクロールすることなく
レコードの詳細を参照できます。ユーザへのパスの表示方法は設定できます。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
パスの重要な項目およびガイダンスを表示または非表示にするには、
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ページのロード時にパスのガイダンスと重要な項目を自動的に表示するかどうかをユーザが決めることができ
るようにするには、[設定] で [クイック検索] ボックスに「パス設定」と入力し、[パス設定] を選択します。次
に [ユーザのパス設定を記憶する] を有効にします。

パッケージのパス
顧客用に構築するパッケージにパスを含めます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
AppExchange パッケージにパスを含めるというように、パッケージにパスを含めて、その他の組織にそのパス
を配布します。

取引先: Lightning Experience での取引先責任者階層および簡単な取引先責任者
の作成
Lightning Experience の取引先で取引先責任者の階層ビューを表示し、取引先レコードから簡単に取引先責任者を
作成します。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルブラウザアプリ
ケーションに適用されます。
このセクションの内容:
Lightning Experience の取引先責任者ページでの部下と上司の表示
営業戦略を策定するための重要なツールを営業チームに提供します。Lightning の取引先責任者階層を使用
して、[上司] 項目に営業担当が入力した情報に従って、取引先の取引先責任者を視覚化します。しかも、
取引先責任者の階層の列をカスタマイズすると、営業チームにとって最も役立つ情報を表示できます。こ
れは、Lightning Experience の新機能です。
取引先レコードからの取引先責任者の迅速な作成
営業担当が取引先レコードの [取引先責任者] または [関連取引先責任者] 関連リストから取引先責任者を作
成するときに、取引先レコードの郵送先住所、電話番号、および Fax 番号が新規取引先責任者に自動的に入
力されます。この変更は、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
ションに適用されます。
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Lightning Experience の取引先責任者ページでの部下と上司の表示
営業戦略を策定するための重要なツールを営業チームに提供します。Lightning の
取引先責任者階層を使用して、[上司] 項目に営業担当が入力した情報に従って、
取引先の取引先責任者を視覚化します。しかも、取引先責任者の階層の列をカ
スタマイズすると、営業チームにとって最も役立つ情報を表示できます。これ
は、Lightning Experience の新機能です。
1. 営業担当が取引先責任者ページから階層にアクセスできるようにします。[設
定] の取引先責任者ページレイアウトの [Salesforce1 および Lightning Experience ア
クション] セクションで、[取引先責任者階層の表示] アクションを追加しま
す。
Summer ’17 の前に取引先責任者ページレイアウトをカスタマイズしていなけ
れば、[アクション] メニューに [取引先責任者階層の表示] アクションが含ま
れています。

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

ユーザ権限
階層の列をカスタマイズ
する
• アプリケーションのカ
スタマイズ

階層には、[上司] 項目に従って、部下と上司が表示されます。営業担当は、
領域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 件の取引先責任者を表示できます。営業担当は、階
層の他の部分で取引先責任者を表示するために別の取引先責任者から階層を
開くことができます。

取引先責任者の名前にマウスポインタを置くと、詳細が表示されます。
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2. 営業担当にとって最も役立つ情報を表示するように、階層の列を編集できます。
a. [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。
b. [取引先責任者] で、[階層の列] をクリックしてから列を編集します。
15 列まで組み込むことができます。

取引先レコードからの取引先責任者の迅速な作成
営業担当が取引先レコードの [取引先責任者] または [関連取引先責任者] 関連リ
ストから取引先責任者を作成するときに、取引先レコードの郵送先住所、電話
番号、および Fax 番号が新規取引先責任者に自動的に入力されます。この変更
は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリ
ケーションに適用されます。
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Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition
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新しい方法によるニュースの表示
ニュースと Twitter がデフォルトページレイアウトの独自のタブに移動しました。
取引先、取引先責任者、リードのレコードの [ニュース] タブを確認してくださ
い。ニュースのスキャンも簡単になりました。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:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

ニュースが、カルーセル表示ではなく、リストに表示されるようになりました。カルーセル表示が好ましい場
合は、Lightning アプリケーションビルダーで変更してください。ホームページのニュースは変更されません。
最も関連性の高いニュースのみを表示するため、一般的なビジネスニュースカテゴリは、取引先、取引先責任
者、リードから削除されました。このカテゴリはホームページに残ります。
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重要:
商談ページレイアウトとカスタマイズ済みページレイアウトでは、ニュースと Twitter は移動していません。
ニュースと Twitter を別のタブに移動するには、Lightning アプリケーションビルダーを使用します。
関連トピック:

ナレッジ記事: Move News and Twitter on Customized Pages (カスタマイズされたページでのニュースと Twitter の移
動) (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)

生産性機能: ボイスメールメッセージ、Classic メールテンプレート、
および改善されたリストビュー
チームは、Lightning Experience の最新機能 (録音済みボイスメールメッセージの送信機能、Lightning Experience で
の Salesforce Classic メールテンプレート、改善されたリストビュー) を利用できます。また、改良されたセール
スコンソールが正式リリースされました。
このセクションの内容:
セールスコンソールによる生産性の向上 (正式リリース)
Lightning セールスコンソールアプリケーションが正式にリリースされるようになりました。また、これは、
Lightning コンソールアプリケーションに加えられたすべてのすばらしい改良 (個人取引先のサポート、分割
ビューナビゲーション、キーボードショートカットなど) のメリットも得ています。これらの変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
Lightning Voice: 新しい名称、活動リストの正式リリース、Voicemail Drop
Lightning Voice の名称が新しくなり、活動リスト機能が増加しました。営業担当は、事前に録音したボイス
メールメッセージを送信したり、レポートとダッシュボードにある番号にダイアルしたりすることもでき
ます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

144

Salesforce Summer '17 リリースノート

生産性機能: ボイスメールメッセージ、Classic メールテ
ンプレート、および改善されたリストビュー

Inbox 向け Einstein 活動キャプチャによる商談での関連性の高い活動の表示と新規ユーザのデフォルト共有の
選択
関連する商談に活動が追加されているかどうかを確認するための日付マッチングが Einstein 活動キャプチャ
で使用されるようになりました。さらに、新規ユーザ用のデフォルトの活動共有を選択できます。これら
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メール: Classic テンプレート、署名、ポップアウトコンポーザ
Lightning Experience で従来のテキスト、カスタム HTML、およびレターヘッドメールテンプレートを使用でき
るようになりました。それも、テンプレートを開いて送信するだけなので、とても簡単です。さらに、レ
ターヘッドメールテンプレートに関連付けられたレターヘッドを更新できます。定義済みのメール署名が、
添付ファイルとしてではなくメールの本文に自動的に追加されるため、簡単にメールに詳細を含めること
ができます。別のウィンドウにコンポーザをポップアウトして、メールの画面を最大化できます。これら
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
活動: より迅速で簡単になった活動管理
活動を作成および表示するための外観が刷新されました。活動コンポーザは見やすくなり、ページ内で活
動を作成したりメールを送信したりできるようになりました。活動タイムラインは再設計され、コンテキ
ストをよりすばやく理解し、今後の活動の詳細を確認できるようになりました。新しいデザインでは活動
の詳細がインラインで表示されるため、移動が減り、活動リストにすばやく目を通すことができます。さ
らに、パフォーマンスが向上したため、より多くのことを短時間で実行できます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
リストビュー: Lightning Experience でのグラフの削除とアクセシビリティの向上
作成したグラフをレポートのグラフメニューから削除できます。また、アクセシビリティの向上により、
リストビューを移動しやすくなりました。
Kanban: オブジェクトと設定項目の追加
いくつかの機能強化により、Kanban ビューが使いやすくなりました。これらの変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
メモ: メモの共有とレコードへの追加の改善、Lightning Experience への以前のメモの API 変換、フィード追跡
の制御
ユーザは従来よりも簡単にメモを共有したり、レコードに追加したりできるようになりました。Salesforce
API が改善され、Lightning Experience で使用するために [メモと添付ファイル] 関連リストのメモを変換できる
ようになりました。さらに、すべての関連オブジェクトのフィード追跡を無効にしたときに、メモのフィー
ド追跡が無効になるようになりました。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。
Microsoft® Office 365® と Salesforce を同期するときのカレンダー内のイベント参加者 (行動の被招集者) の詳細の
取得
営業担当の Microsoft Office 365 カレンダーと Salesforce 間で行動を同期するように設定する場合、拡張された
ミーティングスケジュールオプションをユーザに提供します。この変更は、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適用されます。この変更では、Microsoft Office 365
と Lightning Sync を OAuth 2.0 接続と [双方向同期] の同期方向で設定する必要もあります。
ホーム: アシスタントとパフォーマンスグラフの更新
アシスタントの外観が新しくなり、パフォーマンスグラフに週次ビューと日次ビューの両方が含まれるよ
うになりました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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セールスコンソールによる生産性の向上 (正式リリース)
Lightning セールスコンソールアプリケーションが正式にリリースされるようにな
りました。また、これは、Lightning コンソールアプリケーションに加えられたす
べてのすばらしい改良 (個人取引先のサポート、分割ビューナビゲーション、
キーボードショートカットなど) のメリットも得ています。これらの変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
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、転送通知やマルチモニターサポートなどの 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。詳細はこちらを参照してください。

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

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 コンソールアプリケーションでの個人取引先の使用
企業ではなく個人と直接やりとりしている場合は個人取引先のすべての能力がわかります。コンソールア
プリケーションで得られる生産性も頼りにしているユーザのために、コンソールアプリケーションで個人
取引先が完全にサポートされるようになりました。
Lightning コンソールの分割ビューを使用してすべての情報を手元に保持する
Lightningコンソールアプリケーションでは、ユーザは複数のレコードと関連レコードを 1 つの画面で開くこ
とで作業を迅速に行うことができます。Lightning コンソールの分割ビューを使用すると、ユーザは作業を
さらに迅速に行うことができます。これは、折りたたむことができるペインであり、必要なリストビュー
を手元におくことができます。
Voice 機能強化による合理化された通話
事前に録音したボイスメールメッセージ、設定の簡易化などの Lightning Voice (現在の Lightning Dialer) への改
善により、通話がこれまで以上に簡単になります。
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Lightning コンソールアプリケーションのキーボードショートカットで生産性を向上
Lightning コンソールアプリケーションでキーボードショートカットを使用できるようになりました。キー
ボードショートカットを使用すると、営業担当、サポートエージェント、および他のコンソールユーザは
レコードをより短時間で効率的に管理できます。マウスを触らずにレコードの検索、編集、保存、終了が
できることをコンソールユーザに知らせてください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience コンソールの制限事項 (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)

Lightning Voice: 新しい名称、活動リストの正式リリース、Voicemail Drop
Lightning Voice の名称が新しくなり、活動リスト機能が増加しました。営業担当
は、事前に録音したボイスメールメッセージを送信したり、レポートとダッシュ
ボードにある番号にダイアルしたり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。
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。

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、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

このセクションの内容:
Lightning Voice から Lightning Dialer への名称変更
名前が変わってもテレフォニーソリューションの便利さは変わりません。Lightning Voice の名称が Lightning
Dialer に変更されました。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 (正式リリース)
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ます。活動リスト
で取引先、個人取引先、取引先責任者をサポートするようになりました。活動リストは、[設定] の [Dialer 設
定] ページから有効にします。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
事前録音済みボイスメールメッセージの送信
カスタムボイスメールメッセージで時間を節約できます。営業担当は、事前に録音したメッセージを受信
者のボイスメールボックスに「ドロップ」(送信) できます。これにより、時間を節約でき、販売に集中で
きます。Voicemail Drop は、[設定] の [Dialer 設定] ページから有効にします。この変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
通話中のマイクのミュート
営業担当は通話パネルのミュートボタンをクリックしてマイクをミュートにできます。
レポート内の番号を使用した発信
営業担当は、Lightning Dialer を使用して、レポート内にある電話番号にワンクリックで発信できるようにな
りました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Dialer の簡単な設定
権限セットの作成と割り当てのプロセスが簡略化され、以前よりも短時間で Lightning Dialer を設定できるよ
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 Voice から Lightning Dialer への名称変更
名前が変わってもテレフォニーソリューションの便利さは変わりません。Lightning Voice の名称が Lightning Dialer
に変更されました。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 (正式リリース)
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ます。活動リストで取
引先、個人取引先、取引先責任者をサポートするようになりました。活動リストは、[設定] の [Dialer 設定] ペー
ジから有効にします。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
営業担当は、活動の対象となる人を選択し、[活動リストに追加]をクリックすることで活動リストを作成でき
ます。

通話パネルに優先リストが表示されます。活動リストでは、リードだけではなく取引先、個人取引先、および
取引先責任者もサポートされます。
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営業担当が [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、関連レコードが開きま
す。一度に使用できる活動リストは 1 つのみです。

事前録音済みボイスメールメッセージの送信
カスタムボイスメールメッセージで時間を節約できます。営業担当は、事前に録音したメッセージを受信者の
ボイスメールボックスに「ドロップ」(送信) できます。これにより、時間を節約でき、販売に集中できます。
Voicemail Drop は、[設定] の [Dialer 設定] ページから有効にします。この変更は Lightning Experience にのみ適用され
ます。
ボイスメールメッセージを作成するには、個人設定の通話パネルから [Voicemail Drop 設定] を選択します。
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最良の結果を得るために、録音が開始されたらすぐにメッセージを始めることをお勧めします。メッセージは
最長 1 分間です。現時点では、営業担当が設定できる Voicemail Drop の録音は 1 つのみです。

ボイスメールメッセージをドロップするには、ビープ音の直後に
す。

をクリックしてメッセージを選択しま

通話中のマイクのミュート
営業担当は通話パネルのミュートボタンをクリックしてマイクをミュートにできます。
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レポート内の番号を使用した発信
営業担当は、Lightning Dialer を使用して、レポート内にある電話番号にワンクリックで発信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 Dialer の簡単な設定
権限セットの作成と割り当てのプロセスが簡略化され、以前よりも短時間で Lightning Dialer を設定できるよう
になりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
詳細は、Salesforce ヘルプの「Lightning Dialer の設定」を参照してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Dialer 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)
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Inbox 向け Einstein 活動キャプチャによる商談での関連性の高い活動の表示と新
規ユーザのデフォルト共有の選択
関連する商談に活動が追加されているかどうかを確認するための日付マッチン
グが Einstein 活動キャプチャで使用されるようになりました。さらに、新規ユー
ザ用のデフォルトの活動共有を選択できます。これらの変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
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。
詳細は、「Einstein 活動キャプチャ: 日付で商談に一致する活動とデフォルトの活
動共有」を参照してください。

エディション
Sales Cloud Einstein および
Inbox で有料オプションで
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

メール: Classic テンプレート、署名、ポップアウトコンポーザ
Lightning Experience で従来のテキスト、カスタム HTML、およびレターヘッドメー
ルテンプレートを使用できるようになりました。それも、テンプレートを開い
て送信するだけなので、とても簡単です。さらに、レターヘッドメールテンプ
レートに関連付けられたレターヘッドを更新できます。定義済みのメール署名
が、添付ファイルとしてではなくメールの本文に自動的に追加されるため、簡
単にメールに詳細を含めることができます。別のウィンドウにコンポーザをポッ
プアウトして、メールの画面を最大化できます。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:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

このセクションの内容:
Lightning Experience での Classic メールテンプレートの使用
Salesforce Classic メールテンプレートに対して行ったすべての作業や計画を Lightning Experience で同じテンプ
レートを使用して活用します。Lightning Experience でテキスト、カスタム HTML、およびレターヘッドメール
テンプレートを使用できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Classic レターヘッドメールテンプレートの更新
テンプレートにどのレターヘッドを関連付けるかを変更して、既存のレターヘッドメールテンプレートを
更新します。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
ポップアウトメールコンポーザの表示情報と機能の増加
メールの作成時にメールコンポーザを展開します。画面が大きくなり、作成している内容を容易に確認で
きます。また、メールを送信する前に、メールを失うことなく別の画面に移動できます。マルチタスクを
実行し、伝えたいことを調べて、何らかの検索をかけた後、メールに戻って完了します。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
メール作成時のメールの署名の表示および編集
メールコンポーザにメールの署名が表示されるようになりました。これで、メールの送信前にメールの署
名を編集できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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Lightning Experience での Classic メールテンプレートの使用
Salesforce Classic メールテンプレートに対して行ったすべての作業や計画を Lightning
Experience で同じテンプレートを使用して活用します。Lightning Experience でテキ
スト、カスタム HTML、およびレターヘッドメールテンプレートを使用できま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メモ: Lightning Experience で Visualforce メールテンプレートは使用できません
が、Salesforce Classic では引き続き使用できます。
メールテンプレートを挿入するときには、条件を Classic テンプレートに変更し
ます。

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

Lightning Experience で Classic メールテンプレートを使用する場合の注意事項
• Lightning メールアクションレイアウトには、Classic メールテンプレートを表示する TemplateId 項目が含
まれている必要があります。この項目は、すべての Lightning メールアクションレイアウトにデフォルトで
追加されます。
• カスタム HTML メールテンプレートまたはレターヘッドメールテンプレートを挿入すると、自動署名が上書
きされます。
• 添付ファイルは参照のみであり、メール添付ファイルは追加または削除できません。添付ファイルをダウ
ンロードして、コンテンツを確認できます。
• Salesforce Classic メールテンプレートに含まれている添付ファイルを変更するには、Salesforce Classic に切り替
えます。[設定] の [メール] > [メールテンプレート] で、テンプレートを編集します。変更は、メールコンポー
ザに表示されていない場合でも、送信されるメールに反映されます。
• Salesforce Classic で送信または受信されたメールの添付ファイルや Lightning メールアクションから送信された
Classic メールテンプレートの添付ファイルは転送できません。
• 外部にリンクされている CSS ファイルはサポートされていません。Classic メールテンプレートのプレビュー
セクションでは CSS リソースが表示されますが、外部にリンクされている CSS ファイルは、ほとんどのメー
ルクライアントでサポートされていません。
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差し込み項目
• メールテンプレートの差し込み項目は、テンプレートの挿入時に、[受信者] 項目と [関連先] 項目の値に基づ
いて解決されます。テンプレートを挿入した後に [受信者] または [関連先] の値を変更しても、メールのコ
ンテンツは更新されません。テンプレートをプレビューして、項目の差し込み後の外観を確認する必要は
ありません。
• [差し込み項目] モーダルを使用して差し込み項目を追加、編集、または削除できません。
• 未解決の差し込み項目は、テンプレートの挿入時に削除されます。

テキストメールテンプレート
• 件名と本文の両方を編集できます。

カスタム HTML メールテンプレート
• 件名と本文を編集できません。Salesforce Classic でも同様です。
• メールコンポーザをポップアウトできません。メールはドッキングモードのままにする必要があります。

レターヘッドメールテンプレート
動作は Salesforce Classic の場合と同じです。
• 件名を編集できません。
• ヘッダーとフッターを編集できません。
• ロックされたテンプレートのセクションはロックされたままになり、編集できません。
関連トピック:
Classic レターヘッドメールテンプレートの更新

Classic レターヘッドメールテンプレートの更新
テンプレートにどのレターヘッドを関連付けるかを変更して、既存のレターヘッ
ドメールテンプレートを更新します。この変更は Salesforce Classic にのみ適用され
ます。
関連トピック:
Lightning Experience での Classic メールテンプレートの使用
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ポップアウトメールコンポーザの表示情報と機能の増加
メールの作成時にメールコンポーザを展開します。画面が大きくなり、作成し
ている内容を容易に確認できます。また、メールを送信する前に、メールを失
うことなく別の画面に移動できます。マルチタスクを実行し、伝えたいことを
調べて、何らかの検索をかけた後、メールに戻って完了します。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
通常どおりメールの作成を開始します。ツールバーの
メールをドッキングします。
ドッキングされたメールの
す。

をクリックして、

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、およ
び Unlimited Edition

をクリックして、メールコンポーザを展開しま

メール作成時のメールの署名の表示および編集
メールコンポーザにメールの署名が表示されるようになりました。これで、メー
ルの送信前にメールの署名を編集できます。この変更は Lightning Experience にの
み適用されます。
人々が自分に簡単に連絡が取れるように、デフォルト署名を設定します。
メールの署名は、すべての Lightning メールの本文に自動的に追加され、Classic テ
キストテンプレートに挿入されます。
メモ: メール本文のコンテンツを指定するボタンまたはアクションでメー
ルを開くと、署名が上書きされます。

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、およ
び Unlimited Edition

活動: より迅速で簡単になった活動管理
活動を作成および表示するための外観が刷新されました。活動コンポーザは見
エディション
やすくなり、ページ内で活動を作成したりメールを送信したりできるようにな
りました。活動タイムラインは再設計され、コンテキストをよりすばやく理解
使用可能なエディション:
し、今後の活動の詳細を確認できるようになりました。新しいデザインでは活
すべてのエディション
動の詳細がインラインで表示されるため、移動が減り、活動リストにすばやく
目を通すことができます。さらに、パフォーマンスが向上したため、より多く
のことを短時間で実行できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
このセクションの内容:
更新された活動タイムラインによる完全な把握
読みやすい概要で各活動をすばやく把握できます。詳細が必要ですか? [展開] をクリックすると、タイムラ
インから離れることなく詳細が表示されます。その日の活動の詳細を確認するには、[すべて展開]をクリッ
クして、自分のタイムラインの全活動の詳細をすべて表示します。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
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更新された活動コンポーザ
活動コンポーザを使用すれば、活動を簡単に記録できます。新しいタブ名や奮起させるメッセージによっ
て、メールを送信したり、活動を記録したり、行動を作成したり、ToDo を書き留めたりすることを思い出
すことができます。テキストボックスの任意の場所をクリックするか、ボタンをクリックして活動コンポー
ザを開きます。さらに、それをすべて、表示中の商談や取引先から移動せずに行えます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。

更新された活動タイムラインによる完全な把握
読みやすい概要で各活動をすばやく把握できます。詳細が必要ですか? [展開] を
クリックすると、タイムラインから離れることなく詳細が表示されます。その
日の活動の詳細を確認するには、[すべて展開]をクリックして、自分のタイムラ
インの全活動の詳細をすべて表示します。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:
すべてのエディション

各活動を個別に展開したり、活動リスト全体を同時に展開したり折りたたんだりできます。
展開されたメールは、送信されたのと同じ状態で表示され、パラグラフや改行は同じ位置にあります。メール
の概要内からもアクションを実行できます。
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更新された活動コンポーザ
活動コンポーザを使用すれば、活動を簡単に記録できます。新しいタブ名や奮
起させるメッセージによって、メールを送信したり、活動を記録したり、行動
を作成したり、ToDo を書き留めたりすることを思い出すことができます。テキ
ストボックスの任意の場所をクリックするか、ボタンをクリックして活動コン
ポーザを開きます。さらに、それをすべて、表示中の商談や取引先から移動せ
ずに行えます。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:
すべてのエディション

タブの表示ラベルと位置は設定できますが、テキストボックスのコンテンツは設定できません。

リストビュー: Lightning Experience でのグラフの削除とアクセシビリティの向
上
作成したグラフをレポートのグラフメニューから削除できます。また、アクセ
シビリティの向上により、リストビューを移動しやすくなりました。
このセクションの内容:
リストビューからのグラフの削除
これまで Lightning Experience のリストビューでグラフの作成と編集ができまし
た。では、グラフの削除はどうだったでしょうか? 作成したグラフをレポー
トグラフメニューから削除できるようになりました。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。

157

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

Salesforce Summer '17 リリースノート

生産性機能: ボイスメールメッセージ、Classic メールテ
ンプレート、および改善されたリストビュー

キーボードを使用したリストビューの操作
リストビューのキーボードナビゲーションがアクセシビリティ基準に準拠するようになりました。リスト
ビューをナビゲーションモードとアクションモードで移動できます。この変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。

リストビューからのグラフの削除
これまで Lightning Experience のリストビューでグラフの作成と編集ができました。では、グラフの削除はどう
だったでしょうか? 作成したグラフをレポートグラフメニューから削除できるようになりました。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。

関連トピック:
このリリースの Lightning Experience の機能

キーボードを使用したリストビューの操作
リストビューのキーボードナビゲーションがアクセシビリティ基準に準拠するようになりました。リストビュー
をナビゲーションモードとアクションモードで移動できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用され
ます。
初めてリストビューにタブで移動すると、ナビゲーションモードに切り替わり、テーブル本文の最初のセル
(1) がフォーカスされます。矢印キーを使用して、テーブルを移動します。以前にいたセルに戻るには、Shift+Tab
キーを押します。リストビューを終了するには、Tab キーを押します。
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テーブルセルで Enter キーを押すとアクションモードに切り替わり、セルのアクション可能な要素 (編集アイコ
ンなど) がトリガされます。次のアクションを実行できます。
• 矢印キーを使用してテーブルを移動する
• Tab キーを使用してテーブル内のアクション可能な各要素に移動する
• ヘッダーのサイズを変更する
ヘッダーのサイズを変更するには、上矢印キーを押してヘッダーに移動します。Tab キーを押して列の仕切り
(2) を有効化します。左矢印キーまたは右矢印キーを押して、列幅を増減します。ナビゲーションモードに戻
るには、 Esc キーを押します。

Kanban: オブジェクトと設定項目の追加
いくつかの機能強化により、Kanban ビューが使いやすくなりました。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:
ナレッジおよびソーシャル人格の Kanban ビューの取得
Kanban ビューに切り替えて、ナレッジレコードとソーシャル人格レコードを
まったく新しい方法で表示します。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
数値項目による集計

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

お金がすべてではありません。Kanban ビューでは、通貨項目だけでなく数値
項目で集計ができます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
所有者での Kanban ビューのグループ化
営業担当は、レコードの所有者別にカードをまとめるように Kanban ビューを設定できます。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
営業担当が更新できないカードの識別
営業担当は、どの Kanban カードをドラッグできないのかを一目で確認できます。
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ナレッジおよびソーシャル人格の Kanban ビューの取得
Kanban ビューに切り替えて、ナレッジレコードとソーシャル人格レコードをまったく新しい方法で表示しま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Kanban には、[最近参照したデータ] 以外のすべてのリストビューのレコードが視覚的に表示されます。ユーザ
は、レコードの概要をすばやく確認し、プロセスでレコードを簡単に移動したり、別の列グループにレコード
を移動したりすることができます。一時ファイルにより、データをすぐに並び替えたり区分したりすることが
できます。

リストビューから Kanban ビューに切り替えるには、

メニューから [Kanban] を選択します。

数値項目による集計
お金がすべてではありません。Kanban ビューでは、通貨項目だけでなく数値項目で集計ができます。この変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。
カスタムプロジェクト管理オブジェクトでプロジェクトの作業時間を見積もりたくありませんか? 自分の靴屋
の注文パイプラインにスニーカーが何足入っているかを数えたくありませんか? このようなことは、数値項目
を集計項目として設定して Kanban ビューで行います。ロールアップ集計または数式項目になっている項目で
集計することはできませんが、その他の数値項目は集計できます。

所有者での Kanban ビューのグループ化
営業担当は、レコードの所有者別にカードをまとめるように Kanban ビューを設定できます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
ユーザは、ある列から別の列にレコードをドラッグして、レコードの所有者をすぐに変更できます。
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営業担当が更新できないカードの識別
営業担当は、どの Kanban カードをドラッグできないのかを一目で確認できます。
営業担当がレコードを更新できない場合、カードは無効になり、別の列にドラッグできなくなります。

メモ: メモの共有とレコードへの追加の改善、Lightning Experience への以前の
メモの API 変換、フィード追跡の制御
ユーザは従来よりも簡単にメモを共有したり、レコードに追加したりできるよ
うになりました。Salesforce API が改善され、Lightning Experience で使用するために
[メモと添付ファイル] 関連リストのメモを変換できるようになりました。さら
に、すべての関連オブジェクトのフィード追跡を無効にしたときに、メモの
フィード追跡が無効になるようになりました。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。

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、およ
び Unlimited Edition

このセクションの内容:
メモの容易な作成とレコードへの追加
メモエディタのボタンの表示ラベルや機能が改善され、メモの共有やレコードへの追加を簡単にできるよ
うになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Salesforce API による Lightning Experience への従来のメモの変換
Lightning Experience の [メモ & 添付ファイル] 関連リストにあるメモをユーザが編集できるようにしますか?
Salesforce API を使用して、[メモ & 添付ファイル] 関連リストから従来のメモを Lightning Experience の [メモ] 関
連リストにコピーできます。ここで、ユーザはメモの参照と編集ができます。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。
メモのフィード追跡の無効化
誰かがメモを作成または変更したときにユーザに通知するフィード更新を非表示にしたいですか? すべての
関連オブジェクトのフィード追跡を有効および無効にすることで、メモのフィード追跡を制御できるよう
になりました。メモのフィード追跡をオフにするには、すべての関連オブジェクトのフィード追跡を無効
にします。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。
関連リストでの個人取引先のすべてのメモの表示
個人取引先を関連取引先責任者としてリストしているメモが個人取引先レコードの [メモ] 関連リストに含
まれるようになりました。以前は、それらのメモは、[メモ] ホームページにのみ表示されていました。こ
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。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: メモの設定(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)
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メモの容易な作成とレコードへの追加
メモエディタのボタンの表示ラベルや機能が改善され、メモの共有やレコードへの追加を簡単にできるように
なりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メモを他の Salesforce レコードに追加する (または関連付ける) には、[レコードに追加] (1) をクリックします。
メモの下部 (2) から関連レコード (すでにメモが追加されているレコード) に移動します。
共有には配慮が必要なため、共有ポップアップの表示ラベルが改善されました。メモをユーザまたはグループ
と共有するには、[共有] (3) をクリックします。[共有] ボタンの数値は、メモを共有するユーザまたはグループ
の数を表しています。

関連トピック:
メモ: メモの共有とレコードへの追加の改善、Lightning Experience への以前のメモの API 変換、フィード追跡
の制御

Salesforce API による Lightning Experience への従来のメモの変換
Lightning Experience の [メモ & 添付ファイル] 関連リストにあるメモをユーザが編集
できるようにしますか? Salesforce API を使用して、[メモ & 添付ファイル] 関連リス
トから従来のメモを Lightning Experience の [メモ] 関連リストにコピーできます。
ここで、ユーザはメモの参照と編集ができます。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。

ユーザ権限
Salesforce API を使用して
メモを Lightning Experience
に変換する
• レコードの作成時に監
査項目を設定

1. メモレコードのコンテンツ (本文項目とタイトル項目) を新しい ContentNote レ
コードにコピーします。
2. ContentNote の所有者、作成日、最終更新日をコピー元のメモレコードと同じになるように設定します。
3. ページレイアウトに [メモ] 関連リストを追加します。
コピーされたメモが、Lightning Experience の [メモ] 関連リストと [メモ] タブに表示され、ユーザはメモを参照お
よび編集できます。メモは [メモ & 添付ファイル] 関連リストにも残ります。
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API の変更の詳細については、「変更されたオブジェクト: ContentNote」を参照してください。
関連トピック:
SOAP API 開発者ガイド: ContentNote
メモ: メモの共有とレコードへの追加の改善、Lightning Experience への以前のメモの API 変換、フィード追跡
の制御

メモのフィード追跡の無効化
誰かがメモを作成または変更したときにユーザに通知するフィード更新を非表示にしたいですか? すべての関
連オブジェクトのフィード追跡を有効および無効にすることで、メモのフィード追跡を制御できるようになり
ました。メモのフィード追跡をオフにするには、すべての関連オブジェクトのフィード追跡を無効にします。
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。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「フィード追跡」と入力し、[フィード追跡] を選択します。
2. フィード追跡を無効にするオブジェクトを選択します。
3. [すべての関連オブジェクト] をオフにします。

4. [保存] をクリックします。
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フィード追跡を無効にするオブジェクトごとにこれらの手順を繰り返します。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 関連レコードのフィード更新の有効化(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)
Salesforce ヘルプ: フィード追跡(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)
メモ: メモの共有とレコードへの追加の改善、Lightning Experience への以前のメモの API 変換、フィード追跡
の制御

関連リストでの個人取引先のすべてのメモの表示
個人取引先を関連取引先責任者としてリストしているメモが個人取引先レコードの [メモ] 関連リストに含まれ
るようになりました。以前は、それらのメモは、[メモ] ホームページにのみ表示されていました。この変更
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。
関連トピック:
メモ: メモの共有とレコードへの追加の改善、Lightning Experience への以前のメモの API 変換、フィード追跡
の制御

Microsoft® Office 365® と Salesforce を同期するときのカレンダー内のイベント
参加者 (行動の被招集者) の詳細の取得
営業担当の Microsoft Office 365 カレンダーと Salesforce 間で行動を同期するように設
定する場合、拡張されたミーティングスケジュールオプションをユーザに提供
します。この変更は、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適用されます。この変更では、Microsoft Office 365 と
Lightning Sync を OAuth 2.0 接続と [双方向同期] の同期方向で設定する必要もありま
す。

エディション

会社で Microsoft Office 365 を使用している場合、営業担当は Lightning Experience また
はSalesforce1からミーティングをスケジュールするときに、取引先責任者、リー
ド、その他の Salesforce ユーザに参加を招待することができ、すべての Salesforce
ユーザはミーティングの被招集者がどのように応答したかを参照できます。

設定可能なエディション:
Salesforce Classic と
Lightning Experience

また、営業担当がクイックアクションメニューから作成した行動に被招集者を
招待できるように、営業担当を設定できます。
さらに、営業担当が被招集者の詳細にアクセスできるようにするには Lightning
Syncを設定する必要があるため、営業担当の Microsoft カレンダーからスケジュー
ルされたミーティングが Salesforce に同期されます。こうすることで、チーム全
員がミーティングデータにアクセスして、追跡または分析を行うことができま
す。
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ション: Salesforce Classic、
Lightning Experience、およ
び Salesforce1

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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システム管理者や営業担当が行動の被招集者の表示、招待、管理を行うには、次の条件を満たす必要がありま
す。
• Salesforce と営業担当の Microsoft カレンダーの間で行動が同期されるように、OAuth 2.0 を使用する Lightning
Sync に対して営業担当を設定し、同期方向を [双方向同期] に設定する。
• [行動] ページレイアウトに [被招集者] 項目を追加する。
• ユーザは、Lightning Experience または Salesforce1 から (被招集者の表示または編集を行う) 行動の作成または編
集を行う。
[双方向同期] を選択すると、Salesforce Classic の一部のカレンダー機能が制限されることに注意してください。
詳細は、Salesforce ヘルプの「Lightning Sync の考慮事項」を参照してください。
関連トピック:
生産性の機能: Lightning Experience の考慮事項
Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Microsoft Exchange (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 Sync 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)

ホーム: アシスタントとパフォーマンスグラフの更新
アシスタントの外観が新しくなり、パフォーマンスグラフに週次ビューと日次
ビューの両方が含まれるようになりました。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:
アシスタントの更新の新しい表示方法
アシスタントのデザインが少し変更されました。[>] をクリックすると、特
定の更新の詳細が表示されます。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:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

パフォーマンスグラフの複数ビューの表示
パフォーマンスグラフには、当販売四半期の商談のうち、完了した商談と、完了する確度が 70% を超えて
いる進行中の商談のみが表示されます。営業担当は、週次ビューと日次ビューを切り替えられるようにな
りました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

アシスタントの更新の新しい表示方法
アシスタントのデザインが少し変更されました。[>] をクリックすると、特定の更新の詳細が表示されます。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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また、営業担当は、新しいアクションボタンを使用して、さまざまな更新についてメールの送信や商談の編集
などをすばやく実行することもできます。

パフォーマンスグラフの複数ビューの表示
パフォーマンスグラフには、当販売四半期の商談のうち、完了した商談と、完了する確度が 70% を超えている
進行中の商談のみが表示されます。営業担当は、週次ビューと日次ビューを切り替えら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。

異なる日付の完了済みおよびコミット済みの商談金額を表示するには、グラフにマウスポインタを置きます。
商談が完了した日付、または 70% を超える確度に設定された日付にマウスポインタを置くと、青いドットが表
示されます。データポイントは、週次ビューでは週ごとに、日次ビューでは日ごとにグループ化されます。
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データ品質: オブジェクト全体での重複検出、適切になった重複ア
ラート、AppExchange パッケージデータの評価
標準的な重複ルールが作成され、取引先責任者とリードにわたって動作するよ
うになりました。Lightning Experience では、潜在的な重複コンポーネントを使用
して、オブジェクト間にわたる潜在的な重複を表面化できるようになりました。
また、営業担当が Lightning Experience でレコードを作成または編集するときの重
複アラートも合理化されました。こうした機能のすべてが、会社の評判を守り、
データをクリーンな状態に保ち、営業担当がさらに成功するために役立ちます。
業界データが含まれる AppExchange パッケージを購入する前に、無料のデータ評
価を入手して、そのデータで営業活動が強化されることを確認してください。

エディション
使用可能なエディション:
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:
標準ルールを使用した取引先責任者とリード間の重複の検出
営業担当はすでに Salesforce にある取引先責任者に対するリードの作成、またはその逆の作成を行っていま
すか? 2 つの標準重複ルールにより、相互に重複する取引先責任者とリードを検出できます。この変更は、
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。
Lightning Experience のオブジェクト間の重複の表面化
会社の評判を守り、営業担当の時間を節約します。オブジェクト間の重複に一致する重複ルール (取引先責
任者とリード間の重複を検出する新しいルールなど) を使用しますか? Lightning アプリケーションビルダー
の [潜在的な重複] コンポーネントを使用してこのような重複を表面化できるようになりました。以前は、
同じオブジェクト上の重複しか表面化できませんでした。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。
Lightning Experience での潜在的な重複の処理の簡易化
レコードの作成または編集処理時に取引先、取引先責任者、およびリードの重複に対する Lightning Experience
のアラートを営業担当に表示する方法が合理化されました。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で、作成または編集時に新しいカスタマイズ可能
なアラートメッセージが表示されます。
データパッケージに投資する前の無料の評価の取得
AppExchange では、業界データのパッケージを購入して Salesforce の取引先、リード、およびその他のデータ
を強化できます。パッケージを購入する前に、無料のデータ評価を実行して、会社にとってパッケージ内
のデータに価値があるかどうかを確認してください。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方の新機能です。
関連トピック:
重複管理の設定項目の統合
有効にできない、効果のない一致ルール
ニュースコンポーネントから分離された、Lightning の Data.com プロスペクティングインサイト
Prospector ユーザのみが使用可能な [Data.com] タブ
Data.com の取引先データ評価の廃止

167

Salesforce Summer '17 リリースノート

データ品質: オブジェクト全体での重複検出、適切になっ
た重複アラート、AppExchange パッケージデータの評価

標準ルールを使用した取引先責任者とリード間の重複の検出
営業担当はすでに Salesforce にある取引先責任者に対するリードの作成、または
その逆の作成を行っていますか? 2 つの標準重複ルールにより、相互に重複する
取引先責任者とリードを検出できます。この変更は、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。
組織が Summer ’17 以前で作成されている場合、取引先責任者とリードのデフォ
ルト重複ルールはそれぞれ、同じオブジェクトでしか重複を照合しません。た
だし、オブジェクト全体で重複を照合する、その他のルールを [設定] で有効に
することができます。

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

Summer ’17 以降で作成した組織では、標準的な取引先責任者とリードの重複ルールの一致ルールでは、オブジェ
クト全体で重複が照合されます。

関連トピック:
Lightning Experience のオブジェクト間の重複の表面化
Lightning Experience での潜在的な重複の処理の簡易化

Lightning Experience のオブジェクト間の重複の表面化
会社の評判を守り、営業担当の時間を節約します。オブジェクト間の重複に一
致する重複ルール (取引先責任者とリード間の重複を検出する新しいルールなど)
を使用しますか? Lightning アプリケーションビルダーの [潜在的な重複] コンポー
ネントを使用してこのような重複を表面化できるようになりました。以前は、
同じオブジェクト上の重複しか表面化できませんでした。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
潜在的な重複コンポーネントでは、Lightning Experience のレコードホームページ
にメッセージが表示されます。一時的なトーストメッセージを追加したり、そ
れに切り替えたりすることもできます。
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[重複を表示] をクリックすると、リードレコードが別のリード 1 件および取引先責任者 1 件と重複しているこ
とが示されます。

重複をマージする権限がある営業担当は、同じオブジェクトのレコードをマージできます。
関連トピック:
標準ルールを使用した取引先責任者とリード間の重複の検出
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Lightning Experience での潜在的な重複の処理の簡易化
レコードの作成または編集処理時に取引先、取引先責任者、およびリードの重
複に対する Lightning Experience のアラートを営業担当に表示する方法が合理化さ
れました。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で、作成または編集時に新しいカスタマイ
ズ可能なアラートメッセージが表示されます。

エディション

Lightning Experience での潜在的な重複の処理を合理化

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

営業担当が Lightning Experience でレコードの作成または編集を行っているとき、
Salesforce では、重複ルールによって多少異なる方法で重複が処理されます。重
複を作成している営業担当にアラートを表示したり、新しい重複を完全にブロッ
クしたりすることができます。Lightning Experience では、合理化された新しいフ
ローによって繰り返しが減り、数回クリックするだけでプロセスを完了できま
す。

使用可能なエディション:
Lightning Experience、
Salesforce Classic、および
Salesforce1

営業担当がレコードの作成を始めて電話番号を入力しているが、それと一致する電話番号が Salesforce にすでに
入力されているとします。Salesforce には、リンク付きメッセージが表示されます。営業担当は新しいレコード
を保存するか、[重複を表示] をクリックして既存のレコードを確認することができます。

次の例では、新しいレコードが 2 件のリードおよび 1 件の取引先責任者と重複し (1)、新しいカスタマイズ可能
なデフォルトアラートが Lightning Experience に表示されます (2)。
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営業担当にアラートを表示する代わりに、営業担当が重複を作成することをブロックすると、営業担当は重複
を表示できますが、新しいレコードを保存できなくなります。

Lightning Experience、Salesforce Classic、Salesforce1 の新しい重複アラート
Summer ’17 の前に重複アラートメッセージをカスタマイズした場合、そのメッセージは変更されません。重複
アラートメッセージをカスタマイズしていない場合は、「いずれか 1 つのレコードを使用しますか?」という、
新しいカスタマイズ可能アラートが Salesforce に表示されます。以前カスタマイズできなかった重複アラート
メッセージの一部「いずれか 1 つのレコードを意味していましたか?」は削除されました。

データパッケージに投資する前の無料の評価の取得
AppExchange では、業界データのパッケージを購入して Salesforce の取引先、リー
ド、およびその他のデータを強化できます。パッケージを購入する前に、無料
のデータ評価を実行して、会社にとってパッケージ内のデータに価値があるか
どうかを確認してください。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方の新機能です。
会社の Salesforce システム管理者は、[設定] でデータ評価を実行して評価にアクセ
スできます。

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

1. パッケージをインストールします。
AppExchange では、現在のところ、データ評価をサポートする、Bombora のパッケージが提供されています。
データパッケージがインストールされると、アプリケーション内およびメールによって通知されます。こ
の通知には、パッケージに含まれるデータインテグレーションルールへのリンクが記載されています。
2. 関心があるパッケージデータの領域を選択して、評価を設定します。
[設定] の [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」と入力します。パッケージに含ま
れている、いずれかのルールをクリックし、[設定] をクリックします。
たとえば、自分がデータ分析製品を販売しているとします。「analytics」で検索すると、データパッケージ
に含まれる領域が絞り込まれます (1)。評価に組み込む項目を選択してください (2)。
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複数のルールを設定する必要はありません。パッケージのすべてのルールで設定が共有されます。パッケー
ジの中には、ルールを設定できないものがあります。
3. 評価を実行します。
評価の準備が完了すると、アプリケーション内およびメールによって通知されます。ルールごとに個別の
評価を実行し、各評価ではパッケージデータの単一の項目がカバーされます。
評価には一致率、つまりデータパッケージのレコードと一致する可能性のあるレコードの割合が表示され
ます (1)。パッケージデータと比較されたデータは、設定時に選択したエリアごとに区分されます。データ
の性質に応じて、さらに多くのグラフが表示される評価もあります。
この例では、評価により、選択した製品エリアごとにデータが区分されるだけでなく (2)、商品カテゴリご
とにも区分されます (3)。
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関連トピック:

外部リンク: Bombora Intent Data on AppExchange (AppExchange の Bombora のインテントデータ)

Google インテグレーション: Lightning for Gmail と Lightning Sync の正
式リリース
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り込めたらよいのにと思っていませんか? お待たせ
いたしました。正式リリースされた Google インテグレーション製品を設定してください。営業担当は、Lightning
for Gmail を使用して、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
関連付けることができます。Lightning Sync for Google を導入すれば、営業担当は Gmail と Salesforce 間で取引先責
任者を同期したり、Google カレンダーから Salesforce に行動を同期したりできます。
このセクションの内容:
Lightning for Gmail: 正式リリースと効率の向上
Lightning for Gmail が正式にリリースされました。最新の機能によって、チームの生産性が向上します。営業
担当は、メールを送信する前に Salesforce に関連付けることができます。Lightning メールテンプレートを使
用することにより、より迅速にメールを作成できます。Group Edition または Professional Edition を使用してい
る場合は、Lightning for Gmail は Summer '17 リリース後 24 時間以内に使用できるようになります。それ以外の
機能はすぐに使用可能になります。Lightning for Gmail は、Lightning Experience および Salesforce Classic の両方で
管理できます。
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Lightning Sync for Google: 取引先責任者の双方向同期、正式リリース
取引先責任者を Google コンタクトと Salesforce 間で、行動を Google カレンダー™ から Salesforce に同期するよ
うに設定して、チームの生産性を向上させます。これらの変更は、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 for Gmail: 正式リリースと効率の向上
Lightning for Gmail が正式にリリースされました。最新の機能によって、チームの
生産性が向上します。営業担当は、メールを送信する前に Salesforce に関連付け
ることができます。Lightning メールテンプレートを使用することにより、より迅
速にメールを作成できます。Group Edition または Professional Edition を使用している
場合は、Lightning for Gmail は Summer '17 リリース後 24 時間以内に使用できるよう
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。Lightning for Gmail は、
Lightning Experience および Salesforce Classic の両方で管理できます。
このセクションの内容:
作成しているメールを Salesforce レコードに関連付ける
チームメンバーはメールを Salesforce に関連付けるのに、メールを送信するま
で、またはメールフォルダを切り替えるまで待つ必要はありません。営業担
当は、メール作成時にメールを Salesforce レコードに関連付けることができま
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
この機能を管理可能なエ
ディション: Salesforce
Classic と Lightning
Experience の両方
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

メールテンプレートによる迅速化と一貫性の向上
今後、営業担当は日々の対応を簡単に行うことができるようになります。見込み客宛てまたは顧客宛ての
どちらのメールを作成するかに関係なく、営業担当は Lightning メールテンプレートを使用してメールをす
ばやく作成できます。営業担当は、Salesforce で異なるビジネスニーズに対応するメールテンプレートを作
成できます。営業担当はメールを送信する準備ができたら、Lightning for Gmail のテンプレートを読み込ん
で、必要に応じてコンテンツを調整します。また、差し込み項目を使用して Salesforce レコードの詳細を含
めることもできます。Lightning for Gmail でテンプレートを使用すると、チームから顧客へのメッセージの一
貫性を確保することもできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning for Gmail へのログインの維持
営業担当は少ない中断で Salesforce レコードの作業を進めることができます。Lightning for Gmail は初期認証の
後、営業担当の Salesforce ログイン情報を保存するようになりました。営業担当は、Gmail で作業するたびに
Lightning for Gmail にログインする必要がなくなりました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方に適用されます。
保持する価値のある添付ファイルの選択
すべてのメール添付ファイルが同じように重要なわけではありません。そのため、営業担当は Lightning for
Gmail を使用して、Salesforce レコードに追加する添付ファイルを選択でき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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Salesforce の行動の最新状態の維持
Salesforce の行動を陳腐化させないでください。Lightning for Gmail と Lightning Sync の両方に対して営業担当を
設定した場合、行動の更新を同期するオプションを選択できます。これにより、営業担当が行動を関連付
けると、その後その行動に Google カレンダー™から加えられた変更が Salesforce に同期されます。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Salesforce レコードに関連付けられたメールの容易な識別
Salesforce に関連付けたメールを容易に識別する方法が営業担当に必要ですか? そのための表示ラベルがあり
ます。Lightning for Gmail では、Salesforce レコードに関連付けられたすべてのメールに表示ラベルが追加され
ます。Gmail でこれらのメールをすばやく識別したり、この表示ラベルによって絞り込んだりするために、
営業担当は、表示ラベルに一意の色を割り当てることができます。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:
IdeaExchange: Integrate Gmail with Saleforce (Gmail と Salesforce の統合)

作成しているメールを Salesforce レコードに関連付ける
チームメンバーはメールを Salesforce に関連付けるのに、メールを送信するまで、またはメールフォルダを切り
替えるまで待つ必要はありません。営業担当は、メール作成時にメールを Salesforce レコードに関連付けること
ができます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
営業担当は、メールまたは返信のドラフト作成時にメールを関連付ける関連取引先、商談、ケース、カスタム
オブジェクトを選択できます。Lightning for Gmail によって、メールは、選択されたレコードに関連付けられ、
さらに Salesforce 内で一致するレコードを持つすべての取引先責任者、リード、ユーザにも関連付けられます。
営業担当は、Lightning for Gmail の [人] セクションに表示される個人にのみメールを関連付けることもできます。
この機能を設定するには、Lightning for Gmail の [設定] ページで、組織で拡張メールとメール to Salesforce が有効
になっていることを確認します。
関連トピック:
IdeaExchange: Relate Gmail emails to Saleforce (Salesforce への Gmail メールの関連付け)
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メールテンプレートによる迅速化と一貫性の向上
今後、営業担当は日々の対応を簡単に行うことができるようになります。見込み客宛てまたは顧客宛てのどち
らのメールを作成するかに関係なく、営業担当は Lightning メールテンプレートを使用してメールをすばやく作
成できます。営業担当は、Salesforce で異なるビジネスニーズに対応するメールテンプレートを作成できます。
営業担当はメールを送信する準備ができたら、Lightning for Gmail のテンプレートを読み込んで、必要に応じて
コンテンツを調整します。また、差し込み項目を使用して Salesforce レコードの詳細を含めることもできます。
Lightning for Gmail でテンプレートを使用すると、チームから顧客へのメッセージの一貫性を確保することもで
きます。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: メールアプリケーションでの Lightning メールテンプレートの使用 (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)
IdeaExchange: Add Attachments from Gmail to Saleforce (Gmail から Salesforce への添付ファイルの追加)

Lightning for Gmail へのログインの維持
営業担当は少ない中断で Salesforce レコードの作業を進めることができます。Lightning for Gmail は初期認証の後、
営業担当の Salesforce ログイン情報を保存するようになりました。営業担当は、Gmail で作業するたびに Lightning
for Gmail にログインする必要がなくなりました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。

保持する価値のある添付ファイルの選択
すべてのメール添付ファイルが同じように重要なわけではありません。そのため、営業担当は Lightning for Gmail
を使用して、Salesforce レコードに追加する添付ファイルを選択でき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。
メモ: 営業担当の Gmail™ 添付ファイルは、添付ファイルではなく Salesforce Files としてアップロードされま
す。そのため、営業担当がレコードレイアウトからファイルにアクセスできることを確認してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ページレイアウトへの [ファイル] 関連リストの追加

Salesforce の行動の最新状態の維持
Salesforce の行動を陳腐化させないでください。Lightning for Gmail と Lightning Sync の両方に対して営業担当を設定
した場合、行動の更新を同期するオプションを選択できます。これにより、営業担当が行動を関連付けると、
その後その行動に Google カレンダー™から加えられた変更が Salesforce に同期されます。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:
Salesforce と同期する Google カレンダーの予定の選択
Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Google (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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Salesforce レコードに関連付けられたメールの容易な識別
Salesforce に関連付けたメールを容易に識別する方法が営業担当に必要ですか? そのための表示ラベルがありま
す。Lightning for Gmail では、Salesforce レコードに関連付けられたすべてのメールに表示ラベルが追加されます。
Gmail でこれらのメールをすばやく識別したり、この表示ラベルによって絞り込んだりするために、営業担当
は、表示ラベルに一意の色を割り当てることができます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。

Lightning Sync for Google: 取引先責任者の双方向同期、正式リリース
取引先責任者を Google コンタクトと Salesforce 間で、行動を Google カレンダー™
から Salesforce に同期するように設定して、チームの生産性を向上させます。こ
れらの変更は、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。
このセクションの内容:
Salesforce と Google コンタクト間の取引先責任者の同期

エディション
この機能を管理可能なエ
ディション: Salesforce
Classic と Lightning
Experience の両方
使用可能なエディション:
すべてのエディション

Google コンタクトと Salesforce 間で取引先責任者の双方向の同期が行われるよ
うになりました。営業担当を双方向に同期するように設定し、営業担当が
Gmail と Salesforce のどちらでも都合の良い方のアプリケーションから取引先
責任者を作成および編集できるようにします。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 Sync による生産性の向上 (正式リリース)

もう先送りにする必要はありません。Lightning Sync for Google が正式リリースされ、ビジネスで使用できる
ようになりました。G Suite アカウントと Salesforce 間で取引先責任者と行動を同期するように営業担当を設
定すると、営業担当の生産性が向上する可能性があります。営業担当の時間を節約し、不要なデータ入力
を取り除くと同時に、チーム全体での Salesforce の採用を促進します。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。
Salesforce と同期する Google カレンダーの予定の選択
営業担当のカレンダーには数多くの予定がありますが、Salesforce で追跡する必要がある貴重なデータはそ
れらの予定の一部のみに含まれています。Lightning for Gmail とLightning Sync の両方で営業担当を設定するこ
とで、営業担当が Google カレンダー™のどの予定を Salesforce と同期するかを選択できるようになりました。
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。
Google® の連絡先 (取引先責任者) と予定 (行動) の同期頻度の増加
Salesforce のパフォーマンスが向上すると、あなたと営業担当のパフォーマンスも向上する可能性がありま
す。営業担当の G Suite アカウントと Salesforce 間で取引先責任者と行動がより頻繁に同期されるように内部
的な調整が行われました。設定は必要ありません。あなたがゆっくりとくつろいでいる間に、営業担当は、
改善された同期環境に満足します。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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Salesforce と Google コンタクト間の取引先責任者の同期
Google コンタクトと Salesforce 間で取引先責任者の双方向の同期が行われるよう
になりました。営業担当を双方向に同期するように設定し、営業担当が Gmail と
Salesforce のどちらでも都合の良い方のアプリケーションから取引先責任者を作
成および編集できるようにします。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。
Google コンタクトと Salesforce の間で取引先責任者を同期するように設定するに
は、まず、会社の G Suite アカウントから連絡先を Salesforce と同期するように設
定します。次に、営業担当の Lightning Sync 設定で、取引先責任者に [双方向同期]
オプションを選択します。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Sync 用の G スイートアカウントの準備 (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: 営業担当の Lightning Sync for Google の設定の定義 (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)

ユーザ権限
Google for Work アカウン
トが Salesforce と通信する
ように準備する
• 会社の Google for Work
アカウントの「オー
ナー」の役割 (この役
割でシステム管理者権
限が付与される)
Salesforce で Lightning Sync
設定にアクセスする
• アプリケーションのカ
スタマイズ
Lightning Sync 設定を作
成、編集、または削除す
る
• 「Exchange 設定を管
理」および「ユーザの
管理」

Lightning Sync による生産性の向上 (正式リリース)
もう先送りにする必要はありません。Lightning Sync for Google が正式リリースさ
れ、ビジネスで使用できるようになりました。G Suite アカウントと Salesforce 間
で取引先責任者と行動を同期するように営業担当を設定すると、営業担当の生
産性が向上する可能性があります。営業担当の時間を節約し、不要なデータ入
力を取り除くと同時に、チーム全体での Salesforce の採用を促進します。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。
さらに、Lightning Syncを使用すると、営業担当はデスクで作業していてもモバイ
ルデバイスから作業していても新規作成または更新された取引先責任者や行動
が同期されるため、営業担当は好みのプラットフォームで作業できます。
Lightning Sync for Google が自分の会社に適しているかどうかや、この製品の使用開
始方法については、Salesforce ヘルプを参照してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Google (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)

ユーザ権限
Google for Work アカウン
トが Salesforce と通信する
ように準備する
• 会社の Google for Work
アカウントの「オー
ナー」の役割 (この役
割でシステム管理者権
限が付与される)
Salesforce で Lightning Sync
設定にアクセスする
• アプリケーションのカ
スタマイズ
Lightning Sync 設定を作
成、編集、または削除す
る
• Exchange 設定を管理
および
ユーザの管理
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Salesforce と同期する Google カレンダーの予定の選択
営業担当のカレンダーには数多くの予定がありますが、Salesforce で追跡する必
要がある貴重なデータはそれらの予定の一部のみに含まれています。Lightning for
Gmail とLightning Sync の両方で営業担当を設定することで、営業担当が Google カ
レンダー™のどの予定を Salesforce と同期するかを選択できるようになりました。
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。
さらに、営業担当が Lightning for Gmail を使用して Google の予定を Salesforce に関連
付けると、Google カレンダーで行った編集が Salesforce に同期され、重要な Salesforce
の行動が自動的に最新の状態に保たれます。

ユーザ権限
Lightning Sync 設定を作
成、編集、または削除す
る
• 「Exchange 設定を管
理」および「ユーザの
管理」

Google のどの予定を Salesforce に同期するかを選択できるように営業担当を設定します。
1. まだの場合は、営業担当に対して Lightning for Gmail を有効にします。
2. 今後は Lightning for Gmail を使用して Salesforce レコードに関連付けた予定 (行動) は Salesforce に同期されること
を営業担当に伝えます。営業担当は、予定 (行動) の同期対象項目 (日付、時刻、件名、説明など) を Salesforce
ではなく、Google カレンダーで編集する必要があります。そうすれば、Salesforce でこれらの編集が Lightning
Sync によって上書きされることがありません。
3. 営業担当の Lightning Sync 設定で、この機能を有効にします。[Salesforce と同期する Google の予定を指定] オプ
ションで、[ユーザが選択した行動] を選択します。
関連トピック:
Salesforce の行動の最新状態の維持
Salesforce ヘルプ: Microsoft® または Google から Salesforce に行動を同期する場合の考慮事項 (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)
Salesforce ヘルプ: 営業担当の Lightning Sync for Google の設定の定義 (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)

Google® の連絡先 (取引先責任者) と予定 (行動) の同期頻度の増加
Salesforce のパフォーマンスが向上すると、あなたと営業担当のパフォーマンス
も向上する可能性があります。営業担当の G Suite アカウントと Salesforce 間で取
引先責任者と行動がより頻繁に同期されるように内部的な調整が行われました。
設定は必要ありません。あなたがゆっくりとくつろいでいる間に、営業担当は、
改善された同期環境に満足します。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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この機能を管理可能なエ
ディション: Salesforce
Classic と Lightning
Experience の両方
使用可能なエディション:
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Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Microsoft® インテグレーション: さらに改善され、生産
性が向上
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Microsoft® インテグレーション: さらに改善され、生産性が向上
営業担当は、Microsoft のメールとカレンダーを利用して、生産性を今すぐ最大限に高めることができます。
Lightning for Outlook は、メール操作環境やメールテンプレートなどの多数の機能と統合されました。営業担当は
Microsoft Outlook® から直接さらに多くの Salesforce コンテンツを利用できます。Microsoft Office 365® と Lightning
Experience を使用するユーザは、Lightning Sync で営業担当の行動を Microsoft カレンダーと Salesforce カレンダー間
で双方向に同期できるようになりました。
このセクションの内容:
Lightning for Outlook: 効率の向上と Salesforce とのインテグレーション
最新の機能により、営業担当の効率が向上します。新しい固定オプションを使用すれば、Lightning for Outlook
が開いたままになるため、営業担当はメールの作業がより迅速になります。営業担当は、メールを送信す
る前に Salesforce に関連付けることもできます。また、Lightning メールテンプレートを使用することにより、
より迅速にメールを作成できます。メールを華やかに装飾して、すばやく Salesforce レコードに関連付ける
には、Lightning for Outlook で拡張メールを使用します。Lightning for Outlook は、Lightning Experience および Salesforce
Classic の両方で管理できます。
Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 双方向の行動の同期とカレンダーインテグレーションの向上
Microsoft Exchange と Salesforce 間で双方向に同期するように取引先責任者および行動を設定して、チームの生
産性を向上させます。そして、Lightning Sync 独自のいくつかの機能を設定することによって、チームが
Salesforce カレンダーを最大限に活用できるようにします。この変更は、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適用されます。これらの変更には、Microsoft® Office 365®
と Lightning Sync も必要です。Lightning Sync は、OAuth 2.0 接続が設定され、同期方向が [双方向同期] に設定さ
れている必要があります。
Salesforce for Outlook: 必須の重要なアップグレード、使用可能になった次世代製品
従来のバージョンの Microsoft アプリケーションから作業している営業チームは、インストール可能な Microsoft®
インテグレーション製品を引き続き使用できます。ただし、最新の Microsoft インテグレーション、Lightning
for Outlook および Lightning Sync のシステム要件を満たしている場合、今すぐこれらの製品に移行することを
お勧めします。これにより、最新機能を利用でき、今後手動でアップグレードしないで済むようになりま
す。次世代製品のシステム要件を満たしていない場合、サービスが中断されないように、Salesforce for Outlook
システム要件への保留中の変更についてお読みください。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方に適用されます。
拡張差し込み印刷: 簡単な設定、サポートする Microsoft® Word ファイルの種類の増加
営業担当は、拡張差し込み印刷を使用して、取引先責任者、リード、およびその他の Salesforce レコードの
データが含まれる差し込み印刷 Word ドキュメントを生成できます。拡張差し込み印刷では Word ドキュメ
ントが生成されるため、営業担当は見込み客や顧客に好みの形式で差し込み印刷のコンテンツを提供でき
ます。営業担当は、レターを送信したり、表示ラベルを作成したり、差し込み印刷のメッセージをメール
に添付したりできます。これらの変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
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Lightning for Outlook: 効率の向上と Salesforce とのインテグレーション
最新の機能により、営業担当の効率が向上します。新しい固定オプションを使
用すれば、Lightning for Outlook が開いたままになるため、営業担当はメールの作
業がより迅速になります。営業担当は、メールを送信する前に Salesforce に関連
付けることもできます。また、Lightning メールテンプレートを使用することによ
り、より迅速にメールを作成できます。メールを華やかに装飾して、すばやく
Salesforce レコードに関連付けるには、Lightning for Outlook で拡張メールを使用し
ます。Lightning for Outlook は、Lightning Experience および Salesforce Classic の両方で管
理できます。
このセクションの内容:
Lightning for Outlook の固定による効率化
営業担当があるメールから次のメールに移動するたびに Lightning for Outlook を
開きなおす必要がありました。これは必ずしも便利ではありません。そのた
め、Lightning for Outlook を固定できるようにしました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用され、現時点では Windows オぺレー
ティングシステムで Microsoft® Outlook® 2016 が必要です。

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

作成しているメールを Salesforce レコードに関連付ける
チームメンバーはメールを Salesforce に関連付けるのに、メールを送信するまで、またはメールフォルダを
切り替えるまで待つ必要はありません。営業担当は、メール作成時にメールを Salesforce レコードに関連付
けることができます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
メールテンプレートによる迅速化と一貫性の向上
今後、営業担当は日々の対応を簡単に行うことができるようになります。見込み客宛てまたは顧客宛ての
どちらのメールを作成するかに関係なく、営業担当は Lightning メールテンプレートを使用してメールをす
ばやく作成できます。営業担当は、Salesforce で異なるビジネスニーズに対応するメールテンプレートを作
成できます。営業担当はメールを送信する準備ができたら、Lightning for Outlook のテンプレートを読み込ん
で、必要に応じてコンテンツを調整します。また、差し込み項目を使用して Salesforce レコードの詳細を含
めることもできます。Lightning for Outlook でテンプレートを使用すると、チームから顧客へのメッセージの
一貫性を確保することもできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
保持する価値のある添付ファイルの選択
すべてのメール添付ファイルが同じように重要なわけではありません。そのため、営業担当はLightning for
Outlook を使用して、Salesforce レコードに追加する添付ファイルを選択でき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。
拡張メールによる生産性向上
関連する Salesforce レコードに営業担当がメールをすばやく容易に関連付けることができるようにするには、
Lightning for Outlook を使用した拡張メールを有効にします。さらに、関連付けられたメールのデザインが
Salesforce でも維持されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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Salesforce レコードに関連付けられたメールの容易な識別
Salesforce に関連付けたメールを容易に識別する方法が営業担当に必要ですか? そのためのカテゴリがありま
す。Lightning for Outlook は、Salesforce レコードに関連付けられたすべてのメールを 1 つのカテゴリで追加し
ます。このようなメールを Outlook® ですばやく識別したり、このカテゴリで絞り込んだりできるように、営
業担当がこのカテゴリを Outlook のカテゴリリストに追加することをお勧めします。視覚的にわかりやすく
するために、営業担当はカテゴリに色を割り当てることができます。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。

Lightning for Outlook の固定による効率化
営業担当があるメールから次のメールに移動するたびに Lightning for Outlook を開きなおす必要がありました。
これは必ずしも便利ではありません。そのため、Lightning for Outlook を固定できるようにしました。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用され、現時点では Windows オぺレーティングシステムで
Microsoft® Outlook® 2016 が必要です。
固定した状態で営業担当が別のメールを選択すると、Lightning for Outlookが開いたままで更新されて、新しく選
択したメールに関連するレコードが表示されます。そのため、営業担当は中断なく作業を続けられます。

重要: 営業担当がこの機能を使用するには、Microsoft ストアから Microsoft Outlook 2016 の最新バージョンに
アップグレードする必要があります。
• Office で最新機能提供チャネルまたは Office Insider チャネルを使用している場合は、Outlook 2016 ビルド
7668.2000 以降が必要です。
• Office で段階的提供チャネルを使用している場合は、Outlook 2016 ビルド 7900 以降が必要です。
Outlook の更新については、Microsoft 管理者または IT 管理者にお問い合わせください。

作成しているメールを Salesforce レコードに関連付ける
チームメンバーはメールを Salesforce に関連付けるのに、メールを送信するまで、またはメールフォルダを切り
替えるまで待つ必要はありません。営業担当は、メール作成時にメールを Salesforce レコードに関連付けること
ができます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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営業担当は、メールまたは返信のドラフト作成時にメールを関連付ける関連取引先、商談、ケース、カスタム
オブジェクトを選択できます。Lightning for Outlookによって、メールは、選択されたレコードに関連付けられ、
さらに Salesforce 内で一致するレコードを持つすべてのメール受信者にも関連付けられます。営業担当は、
Lightning for Outlook の [人] セクションに表示される個人にのみメールを関連付けることもできます。
この機能を設定するには、Lightning for Outlook の [設定] ページで、組織で拡張メールとメール to Salesforce が有効
になっていることを確認します。

メールテンプレートによる迅速化と一貫性の向上
今後、営業担当は日々の対応を簡単に行うことができるようになります。見込み客宛てまたは顧客宛てのどち
らのメールを作成するかに関係なく、営業担当は Lightning メールテンプレートを使用してメールをすばやく作
成できます。営業担当は、Salesforce で異なるビジネスニーズに対応するメールテンプレートを作成できます。
営業担当はメールを送信する準備ができたら、Lightning for Outlookのテンプレートを読み込んで、必要に応じて
コンテンツを調整します。また、差し込み項目を使用して Salesforce レコードの詳細を含めることもできます。
Lightning for Outlookでテンプレートを使用すると、チームから顧客へのメッセージの一貫性を確保することもで
きます。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: メールアプリケーションでの Lightning メールテンプレートの使用 (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)

保持する価値のある添付ファイルの選択
すべてのメール添付ファイルが同じように重要なわけではありません。そのため、営業担当はLightning for Outlook
を使用して、Salesforce レコードに追加する添付ファイルを選択でき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。
メモ: 営業担当の Outlook 添付ファイルは、添付ファイルではなく Salesforce Files としてアップロードされま
す。そのため、営業担当がレコードレイアウトからファイルにアクセスできることを確認してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ページレイアウトへの [ファイル] 関連リストの追加

拡張メールによる生産性向上
関連する Salesforce レコードに営業担当がメールをすばやく容易に関連付けることができるようにするには、
Lightning for Outlookを使用した拡張メールを有効にします。さらに、関連付けられたメールのデザインが Salesforce
でも維持されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
拡張メールを使用すると、次のようになります。
• 営業担当は、ワンクリックで関連するすべての取引先責任者、リード、ユーザにメールを関連付けること
ができます。
• 営業担当が、関連取引先、商談、ケース、カスタムオブジェクトにメールを関連付けると、Lightning for
Outlook でメールのすべての取引先責任者、リード、ユーザが自動的に関連付けられます。
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• 関連付けられたメールではリッチテキストの HTML 形式が維持されるため、メールのデザインが、Salesforce
でも Outlook™ と同じになります。
この機能を設定するには、まず組織で拡張メールが有効になっていることを確認します。次に、Lightning for
Outlook 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 Outlook の拡張メールをオンに切
り替える前に、検討すべき考慮事項があります。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning for Outlook と拡張メール (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)

Salesforce レコードに関連付けられたメールの容易な識別
Salesforce に関連付けたメールを容易に識別する方法が営業担当に必要ですか? そのためのカテゴリがあります。
Lightning for Outlook は、Salesforce レコードに関連付けられたすべてのメールを 1 つのカテゴリで追加します。こ
のようなメールを Outlook® ですばやく識別したり、このカテゴリで絞り込んだりできるように、営業担当がこ
のカテゴリを Outlook のカテゴリリストに追加することをお勧めします。視覚的にわかりやすくするために、
営業担当はカテゴリに色を割り当てることができます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方に適用されます。

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 双方向の行動の同期とカレンダーインテ
グレーションの向上
Microsoft Exchange と Salesforce 間で双方向に同期するように取引先責任者および行
動を設定して、チームの生産性を向上させます。そして、Lightning Sync独自のい
くつかの機能を設定することによって、チームが Salesforce カレンダーを最大限
に活用できるようにします。この変更は、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適用されます。これらの変更に
は、Microsoft® Office 365® と Lightning Sync も必要です。Lightning Sync は、OAuth 2.0 接
続が設定され、同期方向が [双方向同期] に設定されている必要があります。
このセクションの内容:
Microsoft® Office 365® と Salesforce 間の行動の双方向同期

エディション
この機能を管理可能なエ
ディション: Salesforce
Classic と Lightning
Experience の両方
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Microsoft と Salesforce 間で同期するように行動を設定して、営業担当の時間を
節約し、不要なデータ入力を軽減します。営業担当はいずれかのアプリケー
ションからミーティングの作成と編集ができます。あなたは営業担当が重要
なミーティングを各自のレコードに簡単に関連付けられるようにすることで、Salesforce の採用を促進でき
ます。この変更は、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
適用されます。この変更では、Microsoft Office 365 と Lightning Sync を OAuth 2.0 接続と [双方向同期] の同期方向
で設定する必要があります。
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Salesforce の行動でのミーティング出席者の招待、参照、管理、同期
ミーティング主催者は Lightning Experience と Salesforce1 でスケジュールしたミーティングに見込み客、顧客、
同僚を招待できるようになり、営業担当は被招集者の詳細と返答をいずれかのシステムで参照できるよう
になりました。この変更は、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
ションに適用されます。この変更では、Microsoft Office 365 と Lightning Sync を OAuth 2.0 接続と [双方向同期] の
同期方向で設定する必要があります。
Microsoft® の連絡先 (取引先責任者) とイベント (行動) の同期頻度の増加
Salesforce のパフォーマンスが向上すると、あなたと営業担当のパフォーマンスも向上する可能性がありま
す。営業担当の Microsoft カレンダーと Salesforce 間で取引先責任者と行動がより頻繁に同期されるように内
部的な調整が行われました。設定は必要ありません。あなたがゆっくりとくつろいでいる間に、営業担当
は、改善された同期環境に満足します。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および
Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションに適用されます。

Microsoft® Office 365® と Salesforce 間の行動の双方向同期
Microsoft と Salesforce 間で同期するように行動を設定して、営業担当の時間を節約
し、不要なデータ入力を軽減します。営業担当はいずれかのアプリケーション
からミーティングの作成と編集ができます。あなたは営業担当が重要なミーティ
ングを各自のレコードに簡単に関連付けられるようにすることで、Salesforce の
採用を促進できます。この変更は、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適用されます。この変更では、Microsoft
Office 365 と Lightning Sync を OAuth 2.0 接続と [双方向同期] の同期方向で設定する必
要があります。
双方向に行動を同期するオプションは、次の製品を使用しているお客様向けに
設計されています。
• 会社のカレンダーに関するニーズのために Microsoft Office 365
• Salesforce の行動を作成および編集するために Lightning Experience および
Salesforce1。これは、Salesforce Classic で作成または編集された行動は Microsoft
Office 365 と同期されないためです。
この記述に該当する場合は、営業担当の行動の双方向同期を開始できます。ま
ず、Lightning Sync で Microsoft Exchange への OAuth 2.0 接続が設定されていることを
確認します。次に、営業担当の Lightning Sync 設定で、行動に [双方向同期] オプ
ションを選択します。
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[双方向同期] を選択すると、Salesforce Classic の一部のカレンダー機能が制限されることに注意してください。
詳細は、Salesforce ヘルプの「Lightning Sync の考慮事項」を参照してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: OAuth 2.0 を使用した Salesforce と Microsoft® Exchange の接続 (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: 営業担当の Lightning Sync for Microsoft® Exchange の設定の定義 (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 Sync 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)

Salesforce の行動でのミーティング出席者の招待、参照、管理、同期
ミーティング主催者は Lightning Experience と Salesforce1 でスケジュールしたミー
ティングに見込み客、顧客、同僚を招待できるようになり、営業担当は被招集
者の詳細と返答をいずれかのシステムで参照できるようになりました。この変
更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリ
ケーションに適用されます。この変更では、Microsoft Office 365 と Lightning Sync を
OAuth 2.0 接続と [双方向同期] の同期方向で設定する必要があります。
営業担当が行動の被招集者の表示、招待、管理を行うための設定方法と、この
機能が Lightning Sync でどのように動作するかの詳細は、Summer '17 リリースノー
トの「カレンダー」セクションの「Microsoft® Office 365® と Salesforce を同期すると
きのイベント参加者 (行動の被招集者) の詳細のカレンダーへの取得」を参照し
てください。
関連トピック:
Microsoft® Office 365® と Salesforce を同期するときのカレンダー内のイベント参加
者 (行動の被招集者) の詳細の取得
生産性の機能: Lightning Experience の考慮事項
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Microsoft® の連絡先 (取引先責任者) とイベント (行動) の同期頻度の増加
Salesforce のパフォーマンスが向上すると、あなたと営業担当のパフォーマンス
も向上する可能性があります。営業担当の Microsoft カレンダーと Salesforce 間で
取引先責任者と行動がより頻繁に同期されるように内部的な調整が行われまし
た。設定は必要ありません。あなたがゆっくりとくつろいでいる間に、営業担
当は、改善された同期環境に満足します。これらの変更は、Lightning Experience、
Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションに適用され
ます。

エディション
この機能を管理可能なエ
ディション: Salesforce
Classic と Lightning
Experience の両方
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

Salesforce for Outlook: 必須の重要なアップグレード、使用可能になった次世代
製品
従来のバージョンの Microsoft アプリケーションから作業している営業チームは、
インストール可能な Microsoft® インテグレーション製品を引き続き使用できます。
ただし、最新の Microsoft インテグレーション、Lightning for Outlook および Lightning
Sync のシステム要件を満たしている場合、今すぐこれらの製品に移行すること
をお勧めします。これにより、最新機能を利用でき、今後手動でアップグレー
ドしないで済むようになります。次世代製品のシステム要件を満たしていない
場合、サービスが中断されないように、Salesforce for Outlook システム要件への保
留中の変更についてお読みください。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
この機能を管理可能なエ
ディション: Salesforce
Classic および Lightning
Experience の両方
使用可能なエディション:
すべてのエディション

このセクションの内容:
Salesforce for Outlook の使用継続に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 7 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。この時点で Salesforce は TLS 1.0 セキュリティ暗号化プロトコルを無効に
するため、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で作業している営業担
当は、Microsoft® Outlook® の項目を Salesforce に同期することも、サイドパネルから Salesforce レコードを操作す
ることもできません。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、7 月
までにインストールの問題に対処できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。
予定されている Microsoft® Outlook® 2007 の廃止
Microsoft は、以前に発表したサポート廃止日を延長しました。これに合わせて、弊社もサポートを延長しま
す。ただし、Outlook 2007 の廃止はまだ保留中です。現時点では、Microsoft は 2017 年 10 月に廃止を予定して
います。廃止後も引き続き Salesforce for Outlook を使用するには、Outlook 2016、2013、または 2010 に営業担当
を移行してください。移行しないと、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。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 Outlook および Lightning Sync への移行による手動アップグレードの排除
使用している Microsoft® アプリケーションを Salesforce のシステム要件と比較して、Salesforce の最も革新的な
Microsoft インテグレーション製品を使用する準備ができているかどうかを確認してください。Salesforce の優
れた機能にアクセスしてください。ソフトウェアを手動でインストールする必要もなくなります。この変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

Salesforce for Outlook の使用継続に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 7 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。この時点で Salesforce は TLS 1.0 セキュリティ暗号化プロトコルを無効にするた
め、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で作業している営業担当は、
Microsoft® Outlook® の項目を Salesforce に同期することも、サイドパネルから Salesforce レコードを操作することも
できません。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、7 月までにイン
ストールの問題に対処できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
さらに、営業担当が Salesforce for Outlook の 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
ら確認してください。
関連トピック:

ナレッジ記事: TLS 1.0 の無効化後に Salesforce for Outlook の使用を継続するためのユーザの準備 (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)
ナレッジ記事: TLS 1.0 の無効化後に Salesforce for Outlook の使用を継続するためのユーザの準備 (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: 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)

予定されている Microsoft® Outlook® 2007 の廃止
Microsoft は、以前に発表したサポート廃止日を延長しました。これに合わせて、弊社もサポートを延長しま
す。ただし、Outlook 2007 の廃止はまだ保留中です。現時点では、Microsoft は 2017 年 10 月に廃止を予定してい
ます。廃止後も引き続き Salesforce for Outlook を使用するには、Outlook 2016、2013、または 2010 に営業担当を移
行してください。移行しないと、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。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:
Salesforce ヘルプ: Salesforce for Outlook のシステム要件 (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)

Lightning for Outlook および Lightning Sync への移行による手動アップグレードの排除
使用している Microsoft® アプリケーションを Salesforce のシステム要件と比較して、Salesforce の最も革新的な
Microsoft インテグレーション製品を使用する準備ができているかどうかを確認してください。Salesforce の優れ
た機能にアクセスしてください。ソフトウェアを手動でインストールする必要もなくなります。この変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

188

Microsoft® インテグレーション: さらに改善され、生産
性が向上

Salesforce Summer '17 リリースノート

Lightning for Outlook と Lightning Sync では Salesforce for Outlook とまったく同じように、チームが Microsoft Outlook® か
ら直接 Salesforce コンテンツを表示、アクセス、更新できます。また、チームは、両方のシステムで更新する取
引先責任者や行動などの重要なレコードを同期できます。
では、なぜ切り替えるのでしょう? 最大の違いは、Salesforce のクラウドベース製品では Salesforce for Outlook のよ
うな手動アップグレードが必要ないということです。その代わりに、最新のアップグレードが転送されます。
そして、営業担当はソフトウェアのメンテナンスに費やす時間が減り、重要なこと、つまり顧客を満足させる
ことにより多くの時間を費やせるようになります。Lightning for Outlook と Lightning Sync は最新の Microsoft アプリ
ケーションをサポートしているため、それらの製品に最新の最も革新的な機能を継続的に導入できます。
そして、Lightning for Outlook と Lightning Sync には Lightning Experience を必要とするいくつかの機能がありますが、
ほとんどの機能は Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で使用できます。
使用を開始する準備ができましたか? まず、Lightning for Outlook と Lightning Sync のシステム要件をチェックして、
それらを満たしていることを確認します。システムの準備が整ったら、製品ドキュメントを参照して、これら
の製品で使用できる機能を確認します。最後に、設定と移行に関するドキュメントを参照して、チームがアク
セスできるようにする方法を確認します。
移行の成功をお祈りしています。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning for Outlook のシステム要件 (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)
Salesforce ヘルプ: Lightning Sync のシステム要件 (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)
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)
Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Microsoft® Exchange (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: Salesforce for Outlook から Lightning for Outlook と Lightning Sync に移行する場合の考慮事項 (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)

拡張差し込み印刷: 簡単な設定、サポートする Microsoft® Word ファイルの種類
の増加
営業担当は、拡張差し込み印刷を使用して、取引先責任者、リード、およびそ
の他の Salesforce レコードのデータが含まれる差し込み印刷 Word ドキュメントを
生成できます。拡張差し込み印刷では Word ドキュメントが生成されるため、営
業担当は見込み客や顧客に好みの形式で差し込み印刷のコンテンツを提供でき
ます。営業担当は、レターを送信したり、表示ラベルを作成したり、差し込み
印刷のメッセージをメールに添付したりできます。これらの変更は Salesforce Classic
にのみ適用されます。
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使用可能なエディション:
Salesforce Classic
使用可能なエディション:
すべてのエディション
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このセクションの内容:
Salesforce Classic からの拡張差し込み印刷の設定でカスタマーサポートへの問い合わせが不要
営業担当が見込み客や顧客とやりとりするときに簡単にブランドメッセージに合わせることができるよう
に拡張差し込み印刷を設定します。そして、この製品にアクセスするのに Salesforce カスタマーサポートに
問い合わせる必要がなくなりました。これらの変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
拡張差し込み印刷でサポートされる Microsoft® Word の .docx ファイル
.docx ファイル形式で営業担当の差し込み印刷テンプレートを作成できるようになりました。また、拡張差
し込み印刷では出力として .docx ファイルも生成されます。これらの変更は Salesforce Classic にのみ適用され
ます。

Salesforce Classic からの拡張差し込み印刷の設定でカスタマーサポートへの問い合わせが不
要
営業担当が見込み客や顧客とやりとりするときに簡単にブランドメッセージに
合わせることができるように拡張差し込み印刷を設定します。そして、この製
品にアクセスするのに Salesforce カスタマーサポートに問い合わせる必要がなく
なりました。これらの変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
拡張差し込み印刷を設定するには、まず Salesforce の [設定] からこの機能を有効
にします。次に、Microsoft Word で営業担当の差し込み印刷テンプレート (任意の
会社のメッセージを含む) を作成します。

ユーザ権限
拡張差し込み印刷を設定
する
• アプリケーションのカ
スタマイズ

差し込み印刷テンプレートを Salesforce にアップロードすると、営業担当は Salesforce レコードから直接差し込み
印刷を生成できます。
営業担当の拡張差し込み印刷を設定する手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザインターフェース」と入力し、[詳細] で [拡張差し込み印刷
を有効化] を選択します。
2. Salesforce で差し込み印刷ドキュメントのレコードを保持するには、[すべての拡張差し込み印刷ドキュメン
トを Salesforce ドキュメントに保存] を選択します。
これを選択しないと、3 MB 未満の Word ファイルは、差し込み印刷を生成した営業担当に直接メールで送信
されます。
3. Word から、Salesforce 差し込み項目を使用して差し込み印刷テンプレートを作成します。
4. 営業担当がアクセスできるようにテンプレートを Salesforce にアップロードします。[設定] から、[クイック
検索] ボックスに「差し込み印刷テンプレート」と入力し、[新規テンプレート] をクリックします。
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拡張差し込み印刷でサポートされる Microsoft® Word の .docx ファイル
.docx ファイル形式で営業担当の差し込み印刷テンプレートを作成できるように
なりました。また、拡張差し込み印刷では出力として .docx ファイルも生成され
ます。これらの変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

ユーザ権限
拡張差し込み印刷の設定
および差し込み印刷テン
プレートのアップロード
を行う
• アプリケーションのカ
スタマイズ
拡張差し込み印刷を使用
して差し込み印刷ドキュ
メントを生成する
• 公開ドキュメントの管
理

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。
このセクションの内容:
Cloud Scheduler の廃止
Cloud Scheduler は、Winter '17 以降、段階的に廃止されます。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。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
階層の親レコードのみを行展開用のアイコン付きで表示
取引先階層やキャンペーン階層など、階層では、親レコードのみがアイコン付きで表示されます。このア
イコンは、行を展開して子を表示できることを示します。以前は、ブランチの最後のレコードの行が展開
可能として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。
注文の容易な作成
グローバルアクションとして注文を追加できるようになりました。そのため、Salesforce で営業担当が注文
を作成できるページを選択できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。
複数の注文商品の追加および編集
営業担当は、Lightning Experience を使用して、同時に複数の商品を注文に追加したり、複数の注文商品を編
集したり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。
表示される注文項目および注文商品項目の決定
Salesforce Classic の [設定] で、Visualforce ページに表示される注文項目と注文商品項目を制御する項目セットを
作成でき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。
1 回のクリックで見積 PDF をメール送信
営業担当は、Lightning Experience で [見積 PDF] 関連リストまたはリストビューの[PDF をメール送信] をクリッ
クして、1 つ以上の見積 PDF をメール送信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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Firefox での見積 PDF のプレビュー
営業担当は、Salesforce Classic を使用して、Mozilla Firefox で見積 PDF をプレビューできるようになりました。
Spring '17 から Salesforce Classicで Firefox の見積 PDF のプレビューがサポートされます。この変更は Salesforce
Classic にのみ適用されます。
関連リストでの個人取引先のすべてのケースの表示
個人取引先を [取引先責任者名] 項目にリストしているケースが個人取引先レコードの [ケース] 関連リスト
に含まれるようになりました。以前は、その個人取引先が[取引先名] 項目に表示されているケースのみが
[ケース] 関連リストに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。
重複管理の設定項目の統合
Lightning Experience では、設定項目 [重複エラーログ]、[重複ルール]、[一致ルール] が、[管理] > [データの管
理] > [重複管理] にまとめられました。Salesforce Classic では、これらの項目が、[重複レコードセット] と [重
複レコード項目] とともに、[管理] > [データ] > [重複管理] にまとめられています。以前の Lightning では、こ
れらの項目は[機能設定] > [Data.com]にありました。Salesforce Classic では、[Data.com 管理] > [重複管理] にあ
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。
有効にできない、効果のない一致ルール
一致ルールで一致が非常に広く定義されているため、重複の可能性のあるものとして定義されるレコード
が多くなりすぎることがあります。Salesforce ではこのようなルールの有効化がブロックされ、それを有効
にしようとしたシステム管理者に、詳細を記したメールが送信されます。この変更は、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。
ニュースコンポーネントから分離された、Lightning の Data.com プロスペクティングインサイト
プロスペクティングインサイトが Lightning Experience の独立したコンポーネントになりました。以前は、
ニュースコンポーネントに含まれていました。一部の組織では、ニュースコンポーネントは Summer ’17 で
移行されましたが、プロスペクティングインサイトコンポーネントは取引先および商談ページに残ってい
ます。Lightning アプリケーションビルダーを使用して、いつでもプロスペクティングインサイトコンポー
ネントを移動または削除できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Prospector ユーザのみが使用可能な [Data.com] タブ
Winter ’18 の時点で、Salesforce Classic の [Data.com] タブは、Data.com Prospector のライセンスがあるユーザーしか
使用できなくなります。現在、Salesforce のすべてのお客様は、会社、取引先責任者、リードをこのタブで
検索できます。Data.com Prospector のライセンスがあるお客様は、レコードをインポートすることもできま
す。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
Data.com の取引先データ評価の廃止
「取引先の会社情報」データインテグレーションルールを使用する無料の取引先データ評価は、Winter ’18
の時点で Salesforce で使用できなくなる予定です。Winter ’18 よりも前に実行した評価にアクセスできなくな
ります。Data.com Premium Clean のライセンスがある場合は、引き続きルールを使用して、組織情報で取引先
を更新できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
登録情報照会の廃止
登録情報照会は、正式に終了します。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
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Cloud Scheduler の廃止
Cloud Scheduler は、Winter '17 以降、段階的に廃止されます。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。
この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
重要: [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。

エディション
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

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。

階層の親レコードのみを行展開用のアイコン付きで表示
取引先階層やキャンペーン階層など、階層では、親レコードのみがアイコン付
きで表示されます。このアイコンは、行を展開して子を表示できることを示し
ます。以前は、ブランチの最後のレコードの行が展開可能として表示されてい
ました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

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

注文の容易な作成
グローバルアクションとして注文を追加できるようになりました。そのため、
Salesforce で営業担当が注文を作成できるページを選択できます。この変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: グローバルアクション (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)
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複数の注文商品の追加および編集
営業担当は、Lightning Experience を使用して、同時に複数の商品を注文に追加し
たり、複数の注文商品を編集したり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。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 注文への商品の追加 (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
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

表示される注文項目および注文商品項目の決定
Salesforce Classic の [設定] で、Visualforce ページに表示される注文項目と注文商品項
目を制御する項目セットを作成でき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。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 項目セットについて (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
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

1 回のクリックで見積 PDF をメール送信
営業担当は、Lightning Experience で [見積 PDF] 関連リストまたはリストビューの
[PDF をメール送信] をクリックして、1 つ以上の見積 PDF をメール送信できるよ
うになりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

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
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Firefox での見積 PDF のプレビュー
営業担当は、Salesforce Classic を使用して、Mozilla Firefox で見積 PDF をプレビューで
きるようになりました。Spring '17 から Salesforce Classicで Firefox の見積 PDF のプレ
ビューがサポートされます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

エディション
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

関連リストでの個人取引先のすべてのケースの表示
個人取引先を[取引先責任者名]項目にリストしているケースが個人取引先レコー
ドの [ケース] 関連リストに含まれるようになりました。以前は、その個人取引
先が[取引先名]項目に表示されているケースのみが [ケース] 関連リストに表示さ
れていました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

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

重複管理の設定項目の統合
Lightning Experience では、設定項目 [重複エラーログ]、[重複ルール]、[一致ルール]
が、[管理] > [データの管理] > [重複管理] にまとめられました。Salesforce Classic で
は、これらの項目が、[重複レコードセット] と [重複レコード項目] とともに、
[管理] > [データ] > [重複管理] にまとめられています。以前の Lightning では、こ
れらの項目は[機能設定] > [Data.com]にありました。Salesforce Classic では、[Data.com
管理] > [重複管理] にありました。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:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

有効にできない、効果のない一致ルール
一致ルールで一致が非常に広く定義されているため、重複の可能性のあるもの
として定義されるレコードが多くなりすぎることがあります。Salesforce ではこ
のようなルールの有効化がブロックされ、それを有効にしようとしたシステム
管理者に、詳細を記したメールが送信されます。この変更は、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。
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例: 1,000 件の取引先があり、それがすべて米国内にあるとします。取引先が一致するかどうかを、同一の
請求先の国を検索するだけで判断するルールでは、すべての取引先が重複として特定されてしまいます。

ニュースコンポーネントから分離された、Lightning の Data.com プロスペクティ
ングインサイト
プロスペクティングインサイトが Lightning Experience の独立したコンポーネント
になりました。以前は、ニュースコンポーネントに含まれていました。一部の
組織では、ニュースコンポーネントは Summer ’17 で移行されましたが、プロス
ペクティングインサイトコンポーネントは取引先および商談ページに残ってい
ます。Lightning アプリケーションビルダーを使用して、いつでもプロスペクティ
ングインサイトコンポーネントを移動または削除できます。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:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

関連トピック:
新しい方法によるニュースの表示

Prospector ユーザのみが使用可能な [Data.com] タブ
Winter ’18 の時点で、Salesforce Classic の [Data.com] タブは、Data.com Prospector のライ
センスがあるユーザーしか使用できなくなります。現在、Salesforce のすべての
お客様は、会社、取引先責任者、リードをこのタブで検索できます。Data.com
Prospector のライセンスがあるお客様は、レコードをインポートすることもでき
ます。この変更は Salesforce Classic 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、
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

Data.com の取引先データ評価の廃止
「取引先の会社情報」データインテグレーションルールを使用する無料の取引
先データ評価は、Winter ’18 の時点で Salesforce で使用できなくなる予定です。Winter
’18 よりも前に実行した評価にアクセスできなくなります。Data.com Premium Clean
のライセンスがある場合は、引き続きルールを使用して、組織情報で取引先を
更新できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用さ
れます。
詳細は、「Winter '18 リリースでの Data.com 取引先データ評価の廃止」を参照し
てください。
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登録情報照会の廃止
登録情報照会は、正式に終了します。この変更は Salesforce Classic にのみ適用され
ます。

エディション

詳細は、「よくある質問」を参照してください。

使用可能なエディション:
すべてのエディション

Pardot Engagement Studio: Salesforce キューの割り当てとスコアリン
グカテゴリの自動化
Engagement Program から見込み客の割り当てを管理することで、時間の節約とワー
クフローの使用を実現します。スコアリングカテゴリに基づいて自動化し、
Engagement Program からのスコアを調整します。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

このセクションの内容:
Salesforce キューを介した Engagement Program からの見込み客の割り当ての管理
未割り当ての見込み客を Salesforce キューに転送し、Salesforce のワークフローを使用して見込み客の割り当
てを管理します。
見込み客の活動に基づいたスコアリングカテゴリの調整
見込み客のスコアリングカテゴリスコアを増減します。スコアリングカテゴリの Engagement Program アク
ションの新しい [Adjust Score (スコアを調整)] を使用すると、商品ライン、地域、ディビジョンのスコアを
Engagement Program から直接調整できます。
Engagement Program でのスコアリングカテゴリスコアのチェック
特定のスコアリングカテゴリの見込み客のスコアに基づいてパスを分類して定義します。さまざまな商品
ライン、地域、ディビジョンに基づいて Engagement Program から直接見込み客を分類できるようになりまし
た。

Salesforce キューを介した Engagement Program からの見込み客の割り当ての
管理
未割り当ての見込み客を Salesforce キューに転送し、Salesforce のワークフローを使用して見込み客の割り当てを
管理します。

見込み客の活動に基づいたスコアリングカテゴリの調整
見込み客のスコアリングカテゴリスコアを増減します。スコアリングカテゴリの Engagement Program アクショ
ンの新しい [Adjust Score (スコアを調整)] を使用すると、商品ライン、地域、ディビジョンのスコアを Engagement
Program から直接調整できます。
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Engagement Program でのスコアリングカテゴリスコアのチェック
特定のスコアリングカテゴリの見込み客のスコアに基づいてパスを分類して定義します。さまざまな商品ライ
ン、地域、ディビジョンに基づいて Engagement Program から直接見込み客を分類できるようになりました。

サービス: 転送の向上、設定の迅速化、項目の機能強化
Lightning オムニチャネルでは、ケースや作業を適切なエージェントに適切なタイ
ミングで転送できます。ガイド付きの順を追った設定フローにより、手間をか
けずに Lightning Knowledge と Communities を設定できます。さらに、Field Service
Lightning 予防メンテナンス、部品要求、在庫転送により、リモートからより多く
の作業を実行できます。顧客の拠点で作業できます!
このセクションの内容:
サービスコンソール: すべてのユーザの効率の向上 (正式リリース)

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 のサービスコンソールが正式リリースされ、多数の機能が
強化されました。分割ビュー、キーボードショートカット、ケースのフロート表示などの機能は、サポー
トエージェントの生産性確保を目的としています。Community 360 を使用すれば、エージェントは顧客がど
の記事を参照したかを確認できます。ただし、システム管理者についても忘れてはいません。Lightning コ
ミュニティや Lightning Knowledge などのサービス関連機能をすばやく設定できるようになりました。
ケース: 改善されたコンパクトフィード、フィード条件、ケースコメントを Lightning Experience で利用
改善されたコンパクトケースフィードを使用してケースの活動をすばやく確認します。Lightning 用に最適
化された [活動の記録] クイックアクションにより、ケースのフィード条件を使用して活動をすばやく記録
します。これらの変更のほとんどは Lightning Experience にのみ適用されますが、いくつかは Salesforce Classic
と Salesforce1 に適用されます。
Lightning Knowledge: 正式リリース
Lightning Knowledge が正式にリリースされました。レコードホームページのカスタマイズ機能、ファイルオ
ブジェクトへのレコードタイプと関連ファイルのインポート機能、Lightning Experience での Knowledge 設定、
コミュニティのサポートなどが提供されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
オムニチャネル: Lightning オムニチャネルルーティングと外部ルーティングの概要 (ベータ)
Lightning Experienceで、ケースや作業が適切なエージェントに適切なタイミングで転送されるようになりま
した。さらに、オムニチャネルで外部ルーティングの実装も使用されます。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Field Service: 部品転送、予防メンテナンス、タイムシート
メンテナンスサービス予約を生成し、顧客が慌てなくて済むようにします。部品やバンのストックを追跡
し、適切な部品を適切な場所に投入します。Field Service のタイムシートを使用して労働時間を記録します。
Field Service Lightning の管理パッケージには、場所に基づくクラスタ予約、緊急スケジュール設定、改善され
たスケジューラコンソールが含まれます。
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Mobile Field Service: Field Service Lightning iOS アプリケーションの 2.0 への更新と Android アプリケーションのベー
タリリース
Android アプリケーションのベータリリースにより、さらに多くの携帯電話で Field Service Lightning を使用で
きます。iOS アプリケーションはバージョン 2.0に更新され、ブランド設定オプションの追加や地理位置情
報の精度設定などで設定ページが強化されています。サービスレポートは、作成前にレポートを検証でき
るオフラインサポートのプレビューによってさらに安定します。また、[ロケーション] タブと複数のサー
ビス予約リストビューのサポートにより、作業指示をこれまでより簡単に検索できます。複数日予約のサ
ポートにより、長いジョブの処理が容易になります。また、コミュニティのユーザも Field Service Lightning モ
バイルアプリケーションを使用できます。
ソーシャルカスタマーサービス: 新しい Lightning Experience 機能とエージェントの効率化
Lightning Experience の速度と機能を利用して Professional Edition でソーシャルカスタマーサービスを設定した
り、作業の迅速化と効率化を実現するツールをエージェントに提供したりできます。Lightning の新しい設
定ノードを使用して、ソーシャルカスタマーサービスをインストールできます。また、エージェントは
Facebook および Twitter 投稿に対してさらに多くの作業ができ、ケースフィードで複数の添付ファイルを表
示できます。
Web 用の Snap-in: Lightning コミュニティ用の Snap-in、および改善された Snap-in チャット機能
Snap-insチャットが拡張され、改善されました。チャットに多くの機能が追加されました。また、コミュニ
ティビルダーを使用して Snap-in を Lightning コミュニティに追加できます。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
モバイルアプリケーション SDK 用の Snap-in のさらなる改善
この SDK の 2017 年 6 月のリリースでは、新しいフロート表示アクションボタン API を使用してボタンをカス
タマイズできます。また、Live Agent の事前チャット項目がサポートされ、ナレッジ記事のキャッシュ動作
をより詳細に制御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。

サービスコンソール: すべてのユーザの効率の向上 (正式リリース)
Lightning Experience のサービスコンソールが正式リリースされ、多数の機能が強
化されました。分割ビュー、キーボードショートカット、ケースのフロート表
示などの機能は、サポートエージェントの生産性確保を目的としています。
Community 360 を使用すれば、エージェントは顧客がどの記事を参照したかを確
認できます。ただし、システム管理者についても忘れてはいません。Lightning コ
ミュニティや Lightning Knowledge などのサービス関連機能をすばやく設定できる
ようになりました。
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、転送通知やマルチモニターサポートなどの 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。詳細はこちらを参照してください。
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。
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このセクションの内容:
Lightning サービスコンソールアプリケーションによる生産性の大幅な向上
サポートエージェントに満足していただき、サポートエージェントの効率を維持するため、素晴らしい新
機能を用意しました。キーボードショートカットと分割ビューを使用すると、エージェントはより短い時
間で少ないクリック数でケースを管理できます。新しいオムニチャネルユーティリティによって優れた機
能がすべて統合され、エージェントは簡単な操作でより多くの作業を実行できます。これらの変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
Lightning のサービスの設定フローの追加 (ベータ)
設定フローは、コアサービス機能の有効化から推測作業を取り除きます。新人や熟練したシステム管理者
に朗報です。設定フローに従って、ヘルプトピックを参照することなく設定プロセスを進めることができ
ます。Lightning サービスは Lightning Knowledge および Lightning コミュニティの設定フローを提供するように
なりました。[推奨設定] ウィンドウでは、ケース状況をカスタマイズする簡単な方法も追加されました。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Community 360 による顧客サポートの合理化 (パイロット)
サポートエージェントが顧客のストレスを減らしてサポートを向上するのに役立ちます。Community 360は、
顧客が適切なドキュメントをすでに参照したかどうか、および顧客がケースをすでに提出してからサポー
トに電話したかどうかを、コンソールで作業を行うサポートエージェントに表示します。エージェントは、
顧客がすでにアクセスした記事を推奨しません。また、重複するケースを開きません。これは、Lightning
Experience の新機能です。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience コンソールの制限事項(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)

Lightning サービスコンソールアプリケーションによる生産性の大幅な向上
サポートエージェントに満足していただき、サポートエージェントの効率を維持するため、素晴らしい新機能
を用意しました。キーボードショートカットと分割ビューを使用すると、エージェントはより短い時間で少な
いクリック数でケースを管理できます。新しいオムニチャネルユーティリティによって優れた機能がすべて統
合され、エージェントは簡単な操作でより多くの作業を実行できます。これらの変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
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Lightning コンソールの分割ビューによる一元的な情報の把握 (1)
サポートエージェントは、コンソールで任意のレコードページのレコードのリストを展開したり折りたた
んだりできます。エージェントは、作業中にケースのリストを一目で確認できます。分割ビューは、デフォ
ルトで有効になっています。
少ない方が効果的 — コンパクトケースフィード (2)
ケースが長引くと、ケースフィードに大量の情報が表示されます。そのため、サービスコンソールアプリ
ケーションを使用するエージェントのために大部分の「ノイズ」が取り除かれました。Lightning コンパク
トケースフィードは、デフォルトで有効になっています。
[ファイル] および [添付ファイル] 関連リストへのファイルのドラッグ (3)
サポートエージェントは、[ファイル] または [添付ファイル] 関連リストに直接ファイルをドラッグして、
ファイルを追加できます。エージェントは、メニューを使用してファイルを追加する必要がなくなりまし
た。この機能はデフォルトで有効になっています。
ケースのフロート表示によるケースの詳細のプレビュー (4)
サポートエージェントは最新の更新が含まれるケースの詳細をプレビューできます。これにより、時間を
節約できます。エージェントは、ケースフィードでケースを開いて最新の更新を確認することなく、ケー
スリンクにマウスポインタを置くだけで済みます。ケースのフロート表示は、デフォルトで有効になって
います。
オムニチャネルユーティリティのサービスコンソールへの追加 (ベータ) (5)
サポートエージェントがオムニチャネルを使用できるようにするには、ユーティリティをサービスコンソー
ルアプリケーションに追加します。このユーティリティには制限があることに注意してください。
Lightning コンソールアプリケーションのキーボードショートカットで生産性を向上
サポートエージェントは、マウスを使用せずにケースの検索、編集、保存、クローズができます。タブに
移動したり、ユーティリティを開いたり、パブリッシャー、リストビュー、項目メニューに移動したりす
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るためのショートカットもあります。キーボードショートカットにより、エージェントは簡単な操作でよ
り多くの作業を実行できます。これにより、効率性と生産性が向上します。キーボードショートカットは、
デフォルトで有効になっています。
Lightning コンソールアプリケーションでの個人取引先の使用
Lightning コンソールアプリケーションで完全にサポートされるようになったため、サポートエージェント
はサービスコンソールで個人取引先を表示できます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience コンソールの制限事項(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)

Lightning のサービスの設定フローの追加 (ベータ)
設定フローは、コアサービス機能の有効化から推測作業を取り除きます。新人や熟練したシステム管理者に朗
報です。設定フローに従って、ヘルプトピックを参照することなく設定プロセスを進めることができます。
Lightning サービスは Lightning Knowledge および Lightning コミュニティの設定フローを提供するようになりまし
た。[推奨設定] ウィンドウでは、ケース状況をカスタマイズする簡単な方法も追加されました。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 Lightning のサービスの設定が含まれています。つまり、
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 のサービスの設定フローの正式リリースは発表されていません。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。
ヒント: 設定フローを使用するには、サービスコンソールアプリケーションを開きます。ヘッダーにある
をクリックし、[サービスの設定] を選択します。
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Lightning Knowledge の設定フロー
設定フローを使用して Lightning Knowledge を有効にします。[サービスの設定のホーム] ページから、[ナレッジ
の設定] タイルの下の [使用を開始する] をクリックします。

いくつかのプロンプトに従って進むと、ビジネスのナレッジベース用のフレームワークがいつの間にか作成さ
れています。
フローはバックグラウンドで Lightning Knowledge の有効化、ライセンスとユーザの検証、必要な権限セットの
作成、ユーザの割り当て、データカテゴリの作成を行います。
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フローの最後で、ユーザは他の機能を設定したり、設定に役立つトピックにアクセスしたりできます。

Lightning コミュニティの設定フロー
設定フローを使用して Lightning コミュニティを有効にすることもできます。他のサービスの設定フローと同様
に、このフローにも 1 つの共通点である「容易な設定操作」があります。
メモ: Lightning コミュニティの設定フローを進める前に Lightning Knowledge を設定することをお勧めしま
す。Lightning コミュニティの設定を開始する前に Knowledge を有効にしていない場合、コミュニティの設
定フロー中にデータカテゴリが作成されません。

[サービスの設定のホーム] ページから、[Lightning コミュニティの設定] タイルの下の[使用を開始する]をクリッ
クします。この設定フローは、カスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用してコミュニティを構築しま
す。設定フローでは、ユーザはコミュニティ名の設定、URL の作成、ナビゲーショントピックと主要トピック
の追加、トピックへの記事の割り当てを行います。フローの最後で、ユーザは他の機能を設定したり、設定に
役立つトピックにアクセスしたりできます。完了したら、コミュニティを稼働させる前にコミュニティを同僚
とプレビューできます。

[推奨設定] ウィンドウからの [ケース状況のカスタマイズ] へのアクセス
Service Cloud は、サポートエージェントが使用できるさまざまなケース状況を提供します。ただし、サポート
マネージャが独自のケース状況を作成したい場合はどうすればよいでしょうか? その場合は [ケース状況のカス
タマイズ] を使用します。[推奨設定] の [ケース状況のカスタマイズ] をクリックするとポップアップが開きま
す。ここで、新しいケース状況の追加、ケース状況のオンとオフの切り替え、[デフォルト] または [クローズ]
状況の割り当てができます。
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ドラッグアンドドロップ機能または矢印を使用してケース状況を並び替えます。

Community 360 による顧客サポートの合理化 (パイロット)
サポートエージェントが顧客のストレスを減らしてサポートを向上するのに役立ちます。Community 360は、顧
客が適切なドキュメントをすでに参照したかどうか、および顧客がケースをすでに提出してからサポートに電
話したかどうかを、コンソールで作業を行うサポートエージェントに表示します。エージェントは、顧客がす
でにアクセスした記事を推奨しません。また、重複するケースを開きません。これは、Lightning Experience の新
機能です。
重要: Community 360 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お客様に提供さ
れています。このプログラムに参加するには、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。Community 360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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Community 360を使用するには、Salesforce に連絡して、公開パイロットプログラムに登録します。次に、情報を
収集したいコミュニティでこれを有効にして、プロファイル権限をサポートエージェントに付与します。
コミュニティでこれを有効にするには、[管理] ワークスペースで [Community 360 データの収集] 設定を選択し
ます。

次に、[Community 360の表示]プロファイル権限を、必要なカスタマーサポートプロファイルに割り当てます。
Lightning アプリケーションビルダーで Community 360 を設定できます。Community 360 コンポーネントを任意の
ケースまたは取引先責任者ページレイアウトにドラッグアンドドロップします。
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ケース: 改善されたコンパクトフィード、フィード条件、ケースコメ
ントを Lightning Experience で利用
改善されたコンパクトケースフィードを使用してケースの活動をすばやく確認
します。Lightning 用に最適化された [活動の記録] クイックアクションにより、
ケースのフィード条件を使用して活動をすばやく記録します。これらの変更の
ほとんどは Lightning Experience にのみ適用されますが、いくつかは Salesforce Classic
と Salesforce1 に適用されます。
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:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

少ない方が効果的 — コンパクトケースフィード
ケースが長引くと、ケースフィードに大量の情報が表示されます。そのため、Lightning サービスコンソー
ルを使用するエージェントのために大部分の「ノイズ」が取り除かれました。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
Lightning Experience でのケースフィードの絞り込み
サポートエージェントはフィードベースのケースページレイアウトで検索条件を使用することで、ケース
内で探している情報をすばやく見つけることができます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。
ケースコメントの参照、作成、編集、および削除
Lightning Experience のケースフィードで完全なケースコメントを参照します。[ケースコメント] 関連リストで
も完全なケースコメントを参照できます。ここでは、編集や削除もできます。また、ケースコメントを作
成するための Lightning Experience クイックアクションを作成し、作成したケースコメントをページレイアウ
トに追加できます。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプリ
ケーションに適用されます。
ケースの [添付ファイル] 関連リストでのメールの添付ファイルの表示
エージェントは、顧客のメールに付いている添付ファイル、またはメールで顧客に送信された添付ファイ
ルを簡単に特定できるようになりました。どのケースページでも、[添付ファイル] 関連リストが含まれて
いれば、エージェントはメールの添付ファイルを関連リストで確認できます。以前は、メールの添付ファ
イルは表示されませんでした。この機能はデフォルトで有効になっています。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
改善されたリッチテキストツールバーによる洗練されたメールの送信
メールパブリッシャーに小さな変更が加えられました。Lightning 用に最適化された、ケースの [メール] ク
イックアクションに HTML 内容を追加している場合、リッチテキストの書式設定用のすっきりとしたツール
バーがエージェントに表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
[メールを送信] クイックアクションの名前を [メール] に変更
Lightning Experience の [メールを送信] クイックアクションの表示ラベルを [メール] に短縮しました。その理
由は、表示ラベルが途中で切り捨てられることがよくあったためです (何ということでしょう)。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 で使用可能な活動の記録アクション
ケースフィードに対応するよう最適化された新しい [活動の記録] クイックアクションが Lightning Experience
に追加されました。これでグローバルアクションに制限されなくなります。グローバルアクションには、
Salesforce Classic の活動の記録の一部の機能がありませんでした。たとえば、ケース取引先責任者の自動入力
や、ケースへの活動の記録の自動リンクがありませんでした。現在は、Lightning と Classic で [活動の記録] ア
クションが同じように機能します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。
ケースフィードでのソーシャル投稿への返信
サポートエージェントは、Lightning Experience のケースフィードでソーシャル投稿に直接返信できます。以
前は、ソーシャル投稿への返信は Salesforce Classic でのみ行うことができました。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。

少ない方が効果的 — コンパクトケースフィード
ケースが長引くと、ケースフィードに大量の情報が表示されます。そのため、Lightning サービスコンソールを
使用するエージェントのために大部分の「ノイズ」が取り除かれました。この変更は Lightning Experience にの
み適用されます。
最初のフィード投稿の下に続くフィード投稿がデフォルトで集約されるようになりました。このため、ページ
にざっと目を通してケースで何が起こったかをすばやく把握できます。投稿についての詳細が必要な場合は、
または投稿のヘッダーをクリックするだけで詳細が表示されます。また、
なすべての投稿が展開されるため、全体像を把握できます。
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Lightning Experience でのケースフィードの絞り込み
サポートエージェントはフィードベースのケースページレイアウトで検索条件を使用することで、ケース内で
探している情報をすばやく見つけることができます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
サポートエージェントにとって、Lightning Experience のフィード条件は Salesforce Classic の検索条件と同じように
機能します。Lightning Experience ユーザには、Salesforce のインスタンスに作成されたすべてのカスタムフィード
条件が表示されます。

Lightning Experience では、[ToDo と行動]、[Live Chat のトランスクリプト]、または [コミュニティアンサー] のケー
スフィード条件を使用できません。これらをケースフィードパブリッシャーレイアウトに追加しても、これら
はページに表示されません。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、ケースフィードカスタム項目がサポートされます。
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ケースコメントの参照、作成、編集、および削除
Lightning Experience のケースフィードで完全なケースコメントを参照します。[ケースコメント] 関連リストでも
完全なケースコメントを参照できます。ここでは、編集や削除もできます。また、ケースコメントを作成する
ための Lightning Experience クイックアクションを作成し、作成したケースコメントをページレイアウトに追加
できます。この変更は、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
に適用されます。
メモ: レコードページに [ケースコメント] 関連リストがすでにある場合、デフォルトでユーザは完全な
ケースコメントの表示、編集、削除ができます。パブリッシャーからケースコメントをユーザが作成で
きるようにするには、クイックアクションを作成します。

[ケースコメント] クイックアクションを作成するには、[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、[ケース]を選択します。[ボタン、リンク、およびアクション]を選択し、[新規アクショ
ン] をクリックします。[ケースコメント] クイックアクションを作成する場合、次の設定を使用します。
• オブジェクト名: ケース
• アクション種別: レコードを作成
• 対象オブジェクト: ケースコメント
• 標準の表示ラベル種別: なし
• 表示ラベル: ケースコメント (推奨)
• 名前：(自動採番)
• フィード項目を作成: 選択済み (デフォルト)
[保存] をクリックすると [レイアウトを編集する] ページが表示されます。ここで、クイックアクションで表示
する項目をカスタマイズできます。[レイアウトを編集する] にはいくつかの既知の問題があります (Salesforce
Classic と同じ)。
• 本文の [項目プロパティ] ダイアログ (項目をダブルクリックして呼び出す) で [必須] が選択されていなくて
も [本文] 項目が常に必要です。
• [公開] 項目は、コミュニティを有効にしている場合のみ使用できます。
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• [公開] 項目は、クイックアクションレイアウトエディタでは [公開済み] の表示ラベルが付けられています。
ページレイアウトエディタを使用して [ケースコメント] 関連リストを追加できます。エージェントはこの関連
リストからコメントの参照、編集、および削除ができます。
ユーザに次の点を伝える必要があります。
• [ケースコメント] または [メール] 関連リストからコメントを編集または削除した場合、フィードは自動的に
更新されません。変更内容を表示するには、ページ (またはコンソールのタブ) を更新する必要があります。
• [ケースコメント] 関連リストを並び替えた後、更新したり、閉じて戻ったりしても並び替え設定は保存さ
れません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: オブジェクト固有のクイックアクションの作成(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)

ケースの [添付ファイル] 関連リストでのメールの添付ファイルの表示
エージェントは、顧客のメールに付いている添付ファイル、またはメールで顧客に送信された添付ファイルを
簡単に特定できるようになりました。どのケースページでも、[添付ファイル] 関連リストが含まれていれば、
エージェントはメールの添付ファイルを関連リストで確認できます。以前は、メールの添付ファイルは表示さ
れませんでした。この機能はデフォルトで有効になっています。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。
ヒント: ファイルを関連リストにドラッグできることもエージェントにお伝えください。
メールの添付ファイルはメールのアイコンで表示されます。

エージェントが [添付ファイル] 関連リストの [すべて表示] をクリックすると、ソース列にファイルの元の場所
が表示されます。
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メール-to-ケースを使用している場合は、これにより生産性が大幅に向上することをエージェントに必ず伝え
てください。
メールの添付ファイルを表示しない場合は、[設定] の [サポート設定] ページで [ケースの添付ファイル関連リ
ストにメールの添付ファイルを表示] 設定を無効にします。
関連トピック:
[ファイル] および [添付ファイル] 関連リストへのファイルのドラッグ

改善されたリッチテキストツールバーによる洗練されたメールの送信
メールパブリッシャーに小さな変更が加えられました。Lightning 用に最適化された、ケースの [メール] クイッ
クアクションに HTML 内容を追加している場合、リッチテキストの書式設定用のすっきりとしたツールバーが
エージェントに表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

この新しい書式設定ツールバーに追加されたいくつかの機能を次に示します。
• テキストの色
• 背景色
• アンカー
• フォントメニュー
• サイズメニュー
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• 形式 (パラグラフ) メニュー
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: アクションレイアウトエディタ(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)

[メールを送信] クイックアクションの名前を [メール] に変更
Lightning Experience の [メールを送信] クイックアクションの表示ラベルを [メール] に短縮しました。その理由
は、表示ラベルが途中で切り捨てられることがよくあったためです (何ということでしょう)。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。
この変更は、[表示ラベル] 項目にのみ影響します。[API 参照名] 項目は SendEmail のままです。必要な場合は、
[設定] で表示ラベルの変更またはカスタマイズができます。
Lightning 用に最適化された [メール] クイックアクションは、[Salesforce1 および Lightning アクション] および [ク
イックアクション] の下にあるケースのページレイアウトエディタにあります。[Salesforce1 および Lightning のア
クション] の下には 2 つの [メール] アクションがあり、[クイックアクション] の下には 3 つ表示されることもあ
ります。
困りました。必要なものはどれでしょうか?
それぞれにマウスポインタを置いて属性を確認してください。[名前] 属性と [フィード項目を作成] 属性は、そ
れぞれを識別するのに役立ちます。
Salesforce Classic のケースの [メー グローバルの [メール] クイックア
ル] クイックアクション
クション

Lightning 用に最適化された、ケー
スの [メール] クイックアクション

(Salesforce Classic UI のみ)

(すべてのページレイアウトエディ (すべての UI で表示されます)
タ。ただし、ケースページが表示
されると抑制されます)

名前: Case.Email

名前: SendEmail

名前: Case.SendEmail

(デフォルトでフィード項目を作成 フィード項目を作成: はい
します)
(使用するには、[サポート設定] で
[ケースフィードアクションおよび
フィード項目を有効化] を有効にす
る必要があります)
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(Classic で使用するには、[サポート
設定] で [ケースフィードアクション
およびフィード項目を有効化] を無
効にする必要があります)
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ケース: 改善されたコンパクトフィード、フィード条件、
ケースコメントを Lightning Experience で利用

Lightning Experience で使用可能な活動の記録アクション
ケースフィードに対応するよう最適化された新しい [活動の記録] クイックアクションが Lightning Experience に追
加されました。これでグローバルアクションに制限されなくなります。グローバルアクションには、Salesforce
Classic の活動の記録の一部の機能がありませんでした。たとえば、ケース取引先責任者の自動入力や、ケース
への活動の記録の自動リンクがありませんでした。現在は、Lightning と Classic で [活動の記録] アクションが同
じように機能します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning 用に最適化された [活動の記録] アクションは、[Salesforce1 および Lightning アクション] および [クイック
アクション] の下にあるケースのページレイアウトエディタにあります。[Salesforce1 および Lightning のアクショ
ン] の下には 2 つの [活動の記録] アクションが表示され、[クイックアクション] の下には 3 つ表示されます。
必要なものはどれでしょうか?
それぞれにマウスポインタを置いて属性を確認してください。[名前] 属性と [フィード項目を作成] 属性によっ
て違いが示されます。
Salesforce Classic のケースの [活動 グローバルの [活動の記録] クイッ
の記録] クイックアクション
クアクション

Lightning 用に最適化された、ケー
スの [活動の記録] クイックアクショ
ン

(Salesforce Classic UI のみ)

(すべての UI)

(すべての UI)

名前: Case.LogACall

名前: LogACall

名前: LogACall2

(デフォルトでフィード項目を作成 フィード項目を作成: はい1
フィード項目を作成: はい1
します)
注意: [Salesforce1 および Lightning のア
クション] の下に [対象オブジェク
ト] 項目は表示されません。

1

システム管理者は、グローバルのケースクイックアクションと Lightning 用に最適化されたケースクイックア
クションの [フィード項目を作成] の値を変更できます。このため、組織で表示される内容が上記の内容と一致
しない場合があります。
2

このアクションを作成すると、保存時に「Case.」が名前に追加されます。

理解しておくべきいくつかの点を次に示します。
• 新しい組織では、Lightning 用に最適化されたアクションはデフォルトでケースページレイアウトにありま
す。
• ケースページレイアウトを作成する場合、Lightning 用に最適化されたアクションを使用してください。
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• 組織で Salesforce Classic のケースクイックアクションを使用している場合、ページレイアウトエディタを使用
して、Lightning 用に最適化されたケースクイックアクションに手動で置き換えてください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: オブジェクト固有のクイックアクションの作成(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)

ケースフィードでのソーシャル投稿への返信
サポートエージェントは、Lightning Experience のケースフィードでソーシャル投稿に直接返信できます。以前
は、ソーシャル投稿への返信は Salesforce Classic でのみ行うことができました。この変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。

Lightning Knowledge: 正式リリース
Lightning Knowledge が正式にリリースされました。レコードホームページのカス
タマイズ機能、ファイルオブジェクトへのレコードタイプと関連ファイルのイ
ンポート機能、Lightning Experience での Knowledge 設定、コミュニティのサポート
などが提供されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
メモ: 現在、Lightning Knowledge は、ナレッジを使用したことがない組織、
または記事タイプが 1 つのみで、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適しています。Lightning Knowledge を有効に
すると、組織のデータモデルが記事タイプではなくレコードタイプを使用
するように変更されます。複数の記事タイプを使用する組織は、Lightning
Knowledge を有効にする前に、データを移行して記事タイプを統合する必要
があります。
重要: Lightning Knowledge は一度有効化すると、無効化できません。本番組織
で有効にする前に Sandbox またはトライアル組織でテストしてください。

このセクションの内容:
Lightning Knowledge の設定の一元化

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

ナレッジを Lightning Experience の設定ノード内で設定できます。Lightning
Knowledge 設定作業のために Salesforce Classic に切り替える必要はなくなります。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
サイドバーのナレッジ記事でのアクション実行
ユーザはサービスコンソールのナレッジサイドバーで記事の編集、公開、およびアーカイブができます。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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クリックせずにナレッジ記事を参照
ナレッジユーザは、サービスコンソールのナレッジコンポーネント内の記事の上にマウスポインタを置く
ことによって、記事の詳細を参照し、プレビューパネルで編集、公開、アーカイブなどの作成アクション
を実行できます。エージェントは、ケースにとどまったままで情報を参照できます。さらに、公開記事に
投票したり、記事の作成アクションを実行したりすることもできます。この変更は Lightning Experience にの
み適用されます。
独自のレコードホーム — Lightning Knowledge レコードホームの設定
システム管理者は、ユーザワークフローに合わせてレコードホームコンポーネントをカスタマイズでき、
異なるユーザグループに異なるナレッジデータを表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
コミュニティでの Lightning Knowledge のサポート開始
Lightning Knowledge は、カスタマーサービス (Napili) テンプレートで使用できます。
Lightning Knowledge リッチテキストエディタへの機能強化による魅力ある記事の作成
Lightning Knowledge リッチテキストエディタのテキスト、表、リンク、画像の挿入と書式設定のような機能
や、ソースコンテンツを直接編集する機能によって効果的な記事を作成できます。新しいプラグインオプ
ションに加え、機能強化されたリッチテキストエディタには LockerService と互換性があります。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Knowledge でのファイル残留なし
[設定] の標準記事インポートノードから、ナレッジ記事と関連ファイルを Lightning Experience にすばやく効
率的にインポートできます。ファイル関連リストでは、ファイルまたはその他のドキュメントを Lightning
Knowledge 記事にリンクできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
記事の移動: レコードタイプによるインポートとエクスポート
Lightning Knowledge では、知識ベースでのレコードタイプによる記事のインポートとエクスポートがサポー
トされます。記事インポートツールで記事をインポートし、レコードタイプを指定できます。これにより、
Salesforce Classic でのレコードタイプの割り当てが Lightning Knowledge の記事でも維持されます。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Knowledge でのナレッジの表示 (記事ではなく)
Lightning Knowledge のグローバル検索結果、Salesforce1、およびアプリケーションビルダーでは、記事ではな
くナレッジが表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Salesforce1 でナレッジ記事を使用して外出先で回答を取得
Lightning Knowledge が Salesforce1 で使用できるようになりました。すべてのバージョンの Salesforce1 モバイル
アプリケーションで、いつでもどこからでもナレッジ記事を検索し、参照できます。また、記事の Chatter
フィードにアクセスして、記事の品質やコンテンツについて、組織内の他のユーザとコラボレーションを
行うことも可能になりました。
Lightning Knowledge の検索レイアウトでの必要な情報の検索
Summer '17 では、Lightning Knowledge の検索レイアウトに表示される項目を設定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。
ナレッジ記事バージョン (KAV) に対する SOQL クエリの更新による迅速なクエリ
SOQL を使用してナレッジ記事バージョンをクエリするときに、検索条件として言語と公開状況を指定する
必要がなくなります。これらの検索条件を設定しないと、デフォルトでユーザ言語と公開状況「オンライ
ン」が使用されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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ナレッジの新しい派生項目の確認
新しい派生項目により、ナレッジ記事バージョン (KAV) オブジェクトはナレッジ記事オブジェクトの項目に
アクセスできるようになります。これらの項目は、リストビュー、ページレイアウト、コンパクトレイア
ウト、検索レイアウト、および API で使用でき、リストビューまたはレポートでバージョンレコードを表示
するときに記事の合計参照数を確認できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning のサービスの設定での Knowledge の設定
Lightning のサービスの設定から Lightning Knowledge 設定フローを使用して新しい知識ベースを作成できます。
これは、Lightning Experience の新機能です。
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。
ナレッジ検索: 関連性の向上、推奨記事の詳細な制御
ナレッジ記事の検索が改善されました。添付ファイルで記事を検索して、適切な記事をすばやく検索でき
ます。また、文字制限が緩和されたため、システム管理者は推奨記事をより詳細に制御できます。

Lightning Knowledge の設定の一元化
ナレッジを Lightning Experience の設定ノード内で設定できます。Lightning Knowledge 設定作業のために Salesforce
Classic に切り替える必要はなくなります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Knowledge が設定ノードに表示されるようになり、そこから Lightning Knowledge の有効化、データカテ
ゴリの割り当てなどを実行できます。[Lightning 設定] のオブジェクトマネージャを使用して、項目、項目セッ
ト、レコードタイプ、ページレイアウト、コンパクトレイアウト、入力規則、およびその他のオブジェクトメ
タデータを設定できます。
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サイドバーのナレッジ記事でのアクション実行
ユーザはサービスコンソールのナレッジサイドバーで記事の編集、公開、およびアーカイブができます。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コンポーネント (Lightning Knowledge の Spring '17 ベータリリースでの旧呼称は「記事検索」
コンポーネント) に、新しい作成アクションが追加され、エージェントはサービスコンソールのナレッジサイ
ドバーから簡単に記事を編集、公開、およびアーカイブできます。表示される作成アクション (アーカイブ、
編集、削除、公開) は記事のドラフト状況 (ドラフト、公開済み、アーカイブ) に応じて異なります。エージェ
ントがナレッジユーザで、ユーザプロファイルまたは権限セットで必要な作成権限が付与されている場合、こ
の機能が表示されます。

クリックせずにナレッジ記事を参照
ナレッジユーザは、サービスコンソールのナレッジコンポーネント内の記事の上にマウスポインタを置くこと
によって、記事の詳細を参照し、プレビューパネルで編集、公開、アーカイブなどの作成アクションを実行で
きます。エージェントは、ケースにとどまったままで情報を参照できます。さらに、公開記事に投票したり、
記事の作成アクションを実行したりすることもできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning コンソールのサイドバーにある記事の上にマウスを置くと、記事の詳細を見ることができて便利で
す。フロート表示コンポーネントには 4 つのセクションがあります。強調表示パネルには、コンパクトレイア
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ウトで定義されている最初の 4 つの項目が表示されます。本文にはレコードの詳細が表示されます。左下部で
は公開記事にユーザが投票でき、右下部には作成アクション (公開、ドラフトの編集、ドラフトとして編集、
アーカイブ、復元) が含まれています。フロート表示は、Lightning 組織で自動的に有効になります。

独自のレコードホーム — Lightning Knowledge レコードホームの設定
システム管理者は、ユーザワークフローに合わせてレコードホームコンポーネントをカスタマイズでき、異な
るユーザグループに異なるナレッジデータを表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。
Lightning アプリケーションビルダーで他のオブジェクトのレコードホームをカスタマイズするのと同じ概念
を、ナレッジレコードホームのカスタマイズで利用できます。ナレッジユーザの特定のニーズに合わせてレ
コードホームを作成できます。標準コンポーネントに加え、AppExchange からパートナーや開発者が作成した
コンポーネントを使用できます。独自のコンポーネントを作成することさえできます。レコードホーム機能に
より、柔軟に評価、ファイル、バージョン、データカテゴリビューア、およびデータカテゴリ選択機能コン
ポーネントをページ内のユーザに最適な領域に移動できるため、適切なタイミングで適切な場所に適切なデー
タを表示できるようになります。
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コミュニティでの Lightning Knowledge のサポート開始
Lightning Knowledge は、カスタマーサービス (Napili) テンプレートで使用できます。

Lightning Knowledge リッチテキストエディタへの機能強化による魅力ある記事
の作成
Lightning Knowledge リッチテキストエディタのテキスト、表、リンク、画像の挿入と書式設定のような機能や、
ソースコンテンツを直接編集する機能によって効果的な記事を作成できます。新しいプラグインオプションに
加え、機能強化されたリッチテキストエディタには LockerService と互換性があります。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。

Lightning Knowledge でのファイル残留なし
[設定] の標準記事インポートノードから、ナレッジ記事と関連ファイルを Lightning Experience にすばやく効率的
にインポートできます。ファイル関連リストでは、ファイルまたはその他のドキュメントを Lightning Knowledge
記事にリンクできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
記事を添付ファイルと一緒にインポートするには、[設定] の標準記事インポートノードを使用します。ファイ
ルは Lightning Knowledge の [ファイル] 関連リストに表示されます。
ファイルを Lightning Knowledge にインポートする場合には次の考慮事項があります。
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• ファイルが適切な場所に表示されるようにするには、インポートする CSV ファイルに「Files」というヘッ
ダーを追加します。
• ファイル名は 255 文字を超えることはできません。
• 複数のファイルを記事に添付する場合は、インポートでファイル名の間に「+」を使用します。たとえば、
Directory/MyFile1.txt + Directory/NewFile1.jpg のようにします。
• ワイルドカードによるファイル名の一致がサポートされます。
– 「?」は任意の 1 文字と一致します。
– 「*」は任意の文字の並び (空白文字の並びを含む) と一致します。
– 有効なワイルドカードパターンとして Directory/wildcardFileName を使用する必要があります (Directory は省
略可能でワイルドカード一致をサポートしていません)。
– wildcardFileName が一致した場合、ファイルは記事に関連付けられます。

記事の移動: レコードタイプによるインポートとエクスポート
Lightning Knowledge では、知識ベースでのレコードタイプによる記事のインポートとエクスポートがサポートさ
れます。記事インポートツールで記事をインポートし、レコードタイプを指定できます。これにより、Salesforce
Classic でのレコードタイプの割り当てが Lightning Knowledge の記事でも維持されます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
Lightning Knowledge での記事タイプからレコードタイプへの移行により、インポートされた記事には記事イン
ポートツールで割り当てられたレコードタイプが設定されます。レコードタイプインポート機能により、イン
ポート後に各レコードに対して 1 つずつレコードタイプを追加する必要がなくなります。
レコードタイプで Lightning Knowledge にインポートする場合には次の考慮事項があります。
• 組織でレコードタイプが設定されていることを確認します。
• インポート用の CSV ファイルにヘッダー「RecordTypeId」を追加して各記事に割り当てるレコードタイプを
指定します。
• 各記事にはレコードタイプを 1 つだけ追加します。
• レコードタイプの ID を CSV ファイルに挿入します。
• レコードタイプ ID を見つけるには、Salesforce Classic UI => [設定] => [ナレッジオブジェクト設定] => 特定のレ
コードタイプをクリックして URL に ID を表示します。

Lightning Knowledge でのナレッジの表示 (記事ではなく)
Lightning Knowledge のグローバル検索結果、Salesforce1、およびアプリケーションビルダーでは、記事ではなく
ナレッジが表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Salesforce1 でナレッジ記事を使用して外出先で回答を取得
Lightning Knowledge が Salesforce1 で使用できるようになりました。すべてのバージョンの Salesforce1 モバイルアプ
リケーションで、いつでもどこからでもナレッジ記事を検索し、参照できます。また、記事の Chatter フィード
にアクセスして、記事の品質やコンテンツについて、組織内の他のユーザとコラボレーションを行うことも可
能になりました。
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Lightning Knowledge の検索レイアウトでの必要な情報の検索
Summer '17 では、Lightning Knowledge の検索レイアウトに表示される項目を設定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。
[設定] のオブジェクトマネージャで、Lightning のさまざまな検索結果に表示される項目を制御できます。さら
に、システム管理者はリストビューと検索結果に表示されるボタンをカスタマイズできます。Lightning Knowledge
検索レイアウトには、次のような設定可能なオプションがあります。
• リストビュー – システム管理者はリストビュー ([最近参照したデータ] リストビューを除く) に [新規] ボタン
を表示するかどうかを設定できます。
• 検索結果 – Knowledge オブジェクトホームの [最近参照されたデータ] リストビューに表示される項目に影響
します。
メモ: 現在、検索条件項目およびタブは Lightning Knowledge の検索レイアウト機能では使用できません。

ナレッジ記事バージョン (KAV) に対する SOQL クエリの更新による迅速なクエ
リ
SOQL を使用してナレッジ記事バージョンをクエリするときに、検索条件として言語と公開状況を指定する必
要がなくなります。これらの検索条件を設定しないと、デフォルトでユーザ言語と公開状況「オンライン」が
使用されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

ナレッジの新しい派生項目の確認
新しい派生項目により、ナレッジ記事バージョン (KAV) オブジェクトはナレッジ記事オブジェクトの項目にア
クセスできるようになります。これらの項目は、リストビュー、ページレイアウト、コンパクトレイアウト、
検索レイアウト、および API で使用でき、リストビューまたはレポートでバージョンレコードを表示するとき
に記事の合計参照数を確認できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
合計参照数は、KAV オブジェクトの項目として SOQL、UI、および REST API を介してアクセスできます。このデー
タはまた、ページレイアウトおよびコンパクトレイアウトに追加でき、入力規則で使用できます。全体で、次
の 5 つの派生項目が追加されました。
• ArticleArchivedBy
• ArticleArchivedDate
• ArticleCaseAttachCount
• ArticleCreatedBy
• ArticleMasterLanguage
レポート (CRT)、メールテンプレート、検索レイアウトなど、一部の機能はまだサポートされていませんので
注意してください。さらに、入力規則、リストビュー、およびレポートでは ArticleCreatedBy および ArticleArchivedBy
はサポートされていません。

Lightning のサービスの設定での Knowledge の設定
Lightning のサービスの設定から Lightning Knowledge 設定フローを使用して新しい知識ベースを作成できます。こ
れは、Lightning Experience の新機能です。
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会社の新しい知識ベースを始めるには、[サービスの設定のホーム] ページに移動し、Knowledge の設定カードの
下の [使用を開始する] をクリックします。
関連トピック:
Lightning のサービスの設定フローの追加 (ベータ)

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。
メモ: 現在、Lightning Knowledge は、ナレッジを使用したことがない組織、または記事タイプが 1 つのみ
で、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適しています。Lightning
Knowledge を有効にすると、組織のデータモデルが記事タイプではなくレコードタイプを使用するように
変更されます。複数の記事タイプを使用する組織は、Lightning Knowledge を有効にする前に、データを移
行して記事タイプを統合する必要があります。現在、このプロセスに使用できる移行ツールはありませ
ん。重要: Lightning Knowledge は一度有効にすると無効にできません。本番組織で有効にする前に Sandbox
またはトライアル組織でテストしてください。
• 現在、Classic Knowledge に複数の記事タイプがある場合は Lightning Knowledge を有効にできません。
• Lightning Knowledge では、複数の言語と翻訳はサポートされません。現在、組織で複数言語が有効になって
いる場合は Lightning Knowledge を有効にできません。
• 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。

ナレッジ検索: 関連性の向上、推奨記事の詳細な制御
ナレッジ記事の検索が改善されました。添付ファイルで記事を検索して、適切な記事をすばやく検索できま
す。また、文字制限が緩和されたため、システム管理者は推奨記事をより詳細に制御できます。
このセクションの内容:
文字制限の緩和によるケースの適切な記事の検索
文字制限を 100 から 250 文字に引き上げました。これで、ユーザは検索対象の記事をさらに正確に記述でき
ます。記事を推奨するときに考慮するケース項目を選択することもできます。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
添付ファイルによる記事の迅速な検索
添付ファイルでナレッジ記事を検索できます。たとえば、サービス担当は、検索語F-12345 (検索対象の記事
に添付されているファイルの名前) を使用して記事を検索します。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
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文字制限の緩和によるケースの適切な記事の検索
文字制限を 100 から 250 文字に引き上げました。これで、ユーザは検索対象の記事をさらに正確に記述できま
す。記事を推奨するときに考慮するケース項目を選択することもできます。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。
デフォルトでは、記事の推奨時に [タイトル] 項目が考慮されます。また、使用可能な短いテキスト項目を 5 個
まで選択できるようになりました。短いテキスト項目によってより関連性の高い結果が返されます。[説明]項
目は、ケースの記事を推奨するときに常に考慮され、文字数制限に対してカウントされません。
メモ: この更新は、作業指示と作業指示品目の推奨記事にも適用されます。

添付ファイルによる記事の迅速な検索
添付ファイルでナレッジ記事を検索できます。たとえば、サービス担当は、検索語F-12345 (検索対象の記事に
添付されているファイルの名前) を使用して記事を検索します。この変更は Lightning Experience にのみ適用され
ます。
メモ: この機能は直ちに組織で使用できるものではありません。この機能は、すべてのレコードの再イン
デックス付けが完了した組織で使用できます。この組織単位の機能の有効化は、リリース全体を通して
行われます。
添付ファイルのコンテンツ (タイトルを含む) は検索可能です。

オムニチャネル: Lightning オムニチャネルルーティングと外部ルー
ティングの概要 (ベータ)
Lightning Experienceで、ケースや作業が適切なエージェントに適切なタイミングで
転送されるようになりました。さらに、オムニチャネルで外部ルーティングの
実装も使用されます。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

このセクションの内容:

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

Lightning Experience でのエージェントへの作業の転送 (ベータ)
サポートージェントはサービスコンソールアプリケーションでオムニチャネ
ルを使用して、自分のプレゼンス状況の変更や、作業要求の受け入れまたは
拒否ができます。エージェントには Lightning Experience でさまざまな視覚通知
が表示されますが、Spring ’17 で導入された音響通知は維持されます。Lightning
Experience では、特定のオブジェクトは転送できず、Omni-Channel Supervisor は
現在サポートされていません。この変更は Lightning Experience にのみ適用され
ます。
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オムニチャネルでの外部ルーティング実装の使用 (ベータ)
外部ルーティングが有効であるときは、最新バージョン (40.0) の Salesforce 標準 API とストリーミング API を
使用して、ルーティング設定で Salesforce を外部ルーティング実装に接続します。その場合、オムニチャネ
ルルーティングまたは外部ルーティング実装を使用するキューを作成します。ただし、両方のタイプの
キューにエージェントを割り当てることはできません。エージェントは、オムニチャネルルーティングか
外部ルーティングのいずれかの作業を処理する必要があります。この変更は Salesforce Classic にのみ適用され
ます。

Lightning Experience でのエージェントへの作業の転送 (ベータ)
サポートージェントはサービスコンソールアプリケーションでオムニチャネルを使用して、自分のプレゼンス
状況の変更や、作業要求の受け入れまたは拒否ができます。エージェントには Lightning Experience でさまざま
な視覚通知が表示されますが、Spring ’17 で導入された音響通知は維持されます。Lightning Experience では、特定
のオブジェクトは転送できず、Omni-Channel Supervisor は現在サポートされていません。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
メモ: このリリースには、オムニチャネルユーティリティ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。オムニチャネルユーティリティは、
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 オムニチャネルルーティングを使用するには、組織でオムニチャネルを有効にする必要があります。
次に、アプリケーションマネージャを使用して、オムニチャネルユーティリティをサービスコンソールアプリ
ケーションに追加します。
オムニチャネルユーティリティでのエージェントによる作業の受け入れと拒否
オムニチャネルユーティリティをサービスコンソールアプリケーションに追加すると、エージェントはプ
レゼンス状況設定に基づいて、受信した作業要求を受け入れまたは拒否できます。[転送タイムアウト]、[自
動引き受け]、[拒否理由] を有効にできます。要求または要求タイムアウトを拒否するときにエージェント
のプレゼンス状況を設定してオフライン状況に変更することもできます。
エージェントは、オムニチャネルユーティリティを使用してプレゼンス状況を設定できます。
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拒否する場合、[拒否理由] が有効になっていると、エージェントは作業を拒否して、設定された拒否理由
を指定できます。
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Lightning Experience でのエージェントへの異なるオムニチャネル通知の表示
Lightning Experience サービスコンソールアプリケーションの視覚的なオムニチャネル通知は異なります。
最小化されたユーティリティでは、色の変化で新しい要求があることをエージェントに通知します。

最小化されたユーティリティでは、要求の数は表示されません。
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オムニチャネルユーティリティの考慮事項
オムニチャネルユーティリティは、既知の制限があるベータバージョンです。Lightning Experience でサポー
トされていないオブジェクトは、Lightning サービスコンソールのオムニチャネルで転送できません。また、
Lightning Experience では、活動時間の追跡と Omni-Channel Supervisor はサポートされていません。Omni-Channel
Supervisor を使用するには、Salesforce Classic に切り替えてください。
次のオブジェクトは、現在 Lightning Experience でサポートされていないため、Lightning オムニチャネルルー
ティングで転送できません。
• Live Agent チャット
• SOS コール
Lightning Experience を使用するエージェントでは、有効な時間の追跡を使用することはできません。Salesforce
Classic を使用するエージェントでのみ、有効な時間のデータを参照できます。
オムニチャネル設定 (オムニチャネルの有効化など) は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Lightning コンソールアプリケーションのオムニチャネルユーティリティ(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)

オムニチャネルでの外部ルーティング実装の使用 (ベータ)
外部ルーティングが有効であるときは、最新バージョン (40.0) の Salesforce 標準 API とストリーミング API を使用
して、ルーティング設定で Salesforce を外部ルーティング実装に接続します。その場合、オムニチャネルルー
ティングまたは外部ルーティング実装を使用するキューを作成します。ただし、両方のタイプのキューにエー
ジェントを割り当てることはできません。エージェントは、オムニチャネルルーティングか外部ルーティング
のいずれかの作業を処理する必要があります。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
メモ: このリリースには、オムニチャネルでの外部ルーティング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。オムニチャネルでの外部ルーティ
ングは、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。
1 つのコンソールに複数の転送オプションがあります。外部ルーティング実装を現在のオムニチャネル実装と
統合して、Salesforce のルーティングを改良してください。
Salesforce に連絡して、オムニチャネルで外部ルーティングを有効にするよう依頼してください。
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Field Service: 部品転送、予防メンテナンス、タイムシート
メンテナンスサービス予約を生成し、顧客が慌てなくて済むようにします。部
品やバンのストックを追跡し、適切な部品を適切な場所に投入します。Field Service
のタイムシートを使用して労働時間を記録します。Field Service Lightning の管理
パッケージには、場所に基づくクラスタ予約、緊急スケジュール設定、改善さ
れたスケジューラコンソールが含まれます。
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。
このセクションの内容:
予防メンテナンスによる事前対応
予防は治療に勝ります。予防メンテナンス計画を使用して、ビジネスおよび
顧客の稼働を維持します。

エディション
使用可能なエディション:
Salesforce Classic および
Lightning Experience
Field Service Lightning 機能
と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作業指示
は Professional Edition でも
使用できます。

部品リクエストと在庫転送を伴う業務に適したツールの取得
モバイル環境の従業員が業務を遂行できるように、常に適切な部品が在庫にある状態にします。部品のラ
イフサイクル全体の在庫とすべての転送を管理します。リクエストから顧客への移動を追跡します。部品
が倉庫から顧客に転送される場合も、技術者間で転送される場合も、フィールドサービスセンターでカバー
されます。
タイムシートを使用したモバイル環境の従業員の管理
フィールドサービス従業員がどのタスクにどれぐらい時間を費やしているのかを追跡します。
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 管理パッケージバージョン 2.0 を使用できます。このパッケージは 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。
フィールドサービス機能へのプロファイルベースのアクセスの活用
Field Service Standard Permission Set ライセンスは廃止されました。ユーザは標準ライセンスがなくてもフィー
ルドサービスオブジェクトにアクセスできるようになりました。Dispatcher、Scheduling、Mobile ライセンス
に変更はありません。
リソース不在が重複可能に
これまで、他の不在と期間が重複するサービスリソースの不在は作成できませんでした。不在の重複が可
能になりました。
プロセスビルダーのフィールドサービスの機能強化
Lightning プロセスビルダーで使用できるフィールドサービスオブジェクトは増加しており、さらに 8 個のオ
ブジェクトをフィールドサービスプロセスで使用できるようになりました。

予防メンテナンスによる事前対応
予防は治療に勝ります。予防メンテナンス計画を使用して、ビジネスおよび顧客の稼働を維持します。
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製品に問題が発生することを防ぐには、製品やメンテナンスの実施期間に基づいて作業指示とサービス予約を
生成し、顧客が慌てなくて済むようにします。
メンテナンス計画には開始日と終了日があり、メンテナンスの実施頻度を決定し、今後の作業指示を自動的に
生成できます。顧客 (取引先)、作業種別、アセット (メンテナンスアセット)、サービス契約に関連付けること
ができます (Salesforce Classic でのみ使用可能)。メンテナンス計画の詳細ページまたは API で作業指示を生成でき
ます。
メモ: 作業指示を生成するには、アセットに対する「参照」アクセス権と作業指示およびサービス予約に
対する「作成」アクセス権が必要です。

たとえば、毎月 (頻度) サービスが必要な 2 つのアセットが含まれるメンテナンス計画があるとします。6 か月
(生成期間) の作業指示を前もって生成するとします。作業指示を生成するたびに、12 個 (アセットごとに 6 個)
の作業指示が作成されます。
メモ: 同時に生成できる作業指示は 2,500 個までです。頻度を増やしたり、生成期間を減らしたり、メン
テナンス計画に関連するアセットの数を減らしたりして、生成される作業指示の数を減らすことができ
ます。
メンテナンスアセットは、メンテナンス計画でカバーされる商品の一部です。メンテナンス計画の詳細ページ
の [メンテナンスアセット] 関連リストには、メンテナンス計画に関連するすべてのアセットがリストされま
す。
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部品リクエストと在庫転送を伴う業務に適したツールの取得
モバイル環境の従業員が業務を遂行できるように、常に適切な部品が在庫にある状態にします。部品のライフ
サイクル全体の在庫とすべての転送を管理します。リクエストから顧客への移動を追跡します。部品が倉庫か
ら顧客に転送される場合も、技術者間で転送される場合も、フィールドサービスセンターでカバーされます。
Field Service Lightning の在庫管理は、製品リクエストから始まります。技術者やモバイル環境の従業員は、トラッ
クの部品に不具合があったり、在庫がなくなったときにリクエストを行うことができます。派遣担当者やサー
ビスマネージャは、在庫が少なくなってきたときに技術者の在庫ロケーションの部品リクエストを作成できま
す。スケジューラは、通常は技術者のバンのストックにない特定の部品を必要とする作業指示をスケジュール
するときに部品リクエストを作成できます。
部品リクエストと部品転送は、製品リクエスト、配送、製品移行オブジェクトと [製品リクエスト品目] 関連リ
ストで構成されます。
製品リクエストは、部品の注文を表します。
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[製品リクエスト品目] と [製品移行] は、製品リクエストの関連リストです。[製品リクエスト品目] は、注文済
みの部品を表します。

メモ: 製品リクエストの関連リストから新規製品移行を作成できます。ただし、製品リクエストは自動的
に関連付けられません。関連付けるには、[製品リクエスト品目] 項目のドロップダウンリストから対応す
る製品リクエスト品目を選択します。
新しいロケーションへの製品移行レコードの部品の転送。
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配送では、転送中の部品を追跡します。

タイムシートを使用したモバイル環境の従業員の管理
フィールドサービス従業員がどのタスクにどれぐらい時間を費やしているのかを追跡します。
タイムシートでは、サービスリソースとその時間および参加が関連付けられます。[タイムシート] 関連リスト
をサービスリソースに追加して、リソースの時間を追跡します。サービスリソースは、タイムシートエントリ
をタイムシートに追加します。タイムシートでは長い期間 (週、月) をカバーできますが、タイムシートエント
リでは特定のタスクを記録します。
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タイムシートエントリでは、個々のタスク、移動時間、および休憩時間を追跡できます。

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 管理パッケージバージョン 2.0 を使用できます。このパッケージは 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。

234

Salesforce Summer '17 リリースノート

Field Service: 部品転送、予防メンテナンス、タイムシー
ト

• 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。
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。
バージョン 2.0 では、新機能が追加され、使いやすさが向上しています。重複の修正機能では、競合する予約
を特定し、適宜再スケジュールします。スケジュールの穴埋めでは、モバイル環境の従業員の手が空かないよ
うに、直前キャンセルの空き時間を活用します。番地レベルのルーティング (ベータ) では、より現実的な移動
時間を計算します。

フィールドサービス機能へのプロファイルベースのアクセスの活用
Field Service Standard Permission Set ライセンスは廃止されました。ユーザは標準ライセンスがなくてもフィールド
サービスオブジェクトにアクセスできるようになりました。Dispatcher、Scheduling、Mobile ライセンスに変更は
ありません。
すでに Field Service Standard Permission Set ライセンスを組織で使用している場合、設定でライセンスが負の値とし
てリストされます。
既存の権限セットの割り当ては引き続き以前と同様に動作します。ただし、ユーザプロファイルでフィールド
サービスオブジェクトへのアクセス権を付与することをお勧めします。
フィールドサービスアクセス権をユーザプロファイルに追加する手順は、次のとおりです。
1. [設定] で、更新するプロファイルに移動して [編集] をクリックします。
2. [システム管理者権限] の下で、[Field Service Standard] を選択します。
3. [保存] をクリックします。
4. プロファイルの [標準オブジェクト権限] の下で、フィールドサービスオブジェクトへのアクセスレベルを
定義します。
5. [保存] をクリックします。
*ロケーションオブジェクトへのアクセス権があるカスタムプロファイルが組織にある場合、ユーザにそのプ
ロファイルが割り当てられていても「Field Service Standard」ユーザ権限がなければロケーションにアクセスでき
なくなりました。また、Summer '17 以降で作成した組織では、Field Service 権限セットライセンスに商談へのア
クセス権を含めることができなくなりました。

リソース不在が重複可能に
これまで、他の不在と期間が重複するサービスリソースの不在は作成できませんでした。不在の重複が可能に
なりました。
この変更は、煩わしいカレンダー同期の問題を最小限に抑えるために行われました。ただし、いつでも独自の
入力規則を設定して、重複する不在を禁止できます。
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プロセスビルダーのフィールドサービスの機能強化
Lightning プロセスビルダーで使用できるフィールドサービスオブジェクトは増加しており、さらに 8 個のオブ
ジェクトをフィールドサービスプロセスで使用できるようになりました。
Summer '17 のプロセスビルダーでは、次のオブジェクトを使用できるようになっています。
• 割り当て済みリソース
• リソース設定
• サービスリソース
• サービスリソース業務量
• サービスリソーススキル
• サービステリトリーメンバー
• スキル要件 ID
• 稼働時間
たとえば、割り当て済みリソースおよびサービス予約オブジェクトを参照するプロセスを構築し、サービス予
約の状況が変更されたときにサービスリソースに通知できます。

Mobile Field Service: Field Service Lightning iOS アプリケーションの 2.0
への更新と Android アプリケーションのベータリリース
Android アプリケーションのベータリリースにより、さらに多くの携帯電話で Field
Service Lightning を使用できます。iOS アプリケーションはバージョン 2.0に更新さ
れ、ブランド設定オプションの追加や地理位置情報の精度設定などで設定ペー
ジが強化されています。サービスレポートは、作成前にレポートを検証できる
オフラインサポートのプレビューによってさらに安定します。また、[ロケーショ
ン] タブと複数のサービス予約リストビューのサポートにより、作業指示をこれ
までより簡単に検索できます。複数日予約のサポートにより、長いジョブの処
理が容易になります。また、コミュニティのユーザも Field Service Lightning モバイ
ルアプリケーションを使用できます。

エディション
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 バージョン 2.0 は、2017 年 6 月 29 日の週に App
Store から入手できます。この更新により、すべてのユーザにサービス予約
の [作業種別] 項目への「参照」アクセス権が必要になります。
このセクションの内容:
iOS でのロケーションに基づく作業指示の表示
お客様のご要望により実現した機能です。技術者は、現在の予約のロケーションと同じロケーションにあ
る他の作業指示を検索できます。そうすることで、同じローケーションの他の作業を完了できます。
iOS でより確実に作業を仕上げる
作業を仕上げる前に、モバイル環境の従業員はサービスレポートのプレビューを参照して精度と完全性を
確認できます。サービスレポートのプレビューはオフラインで機能します。
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iOS でのスケジュール画面の制御

複数のサービス予約リストビューのサポートにより、スケジュール画面の並び替えを簡単に行えるように
なりました。また、サポートされるリストビュー列の数が 2 から 4 に増えたため、スケジュール画面に表
示される項目をさらに詳細に制御できます。リストビュー列の参照項目を表示することもできます。
iOS の Field Service Mobile 設定ページでの新しいブランド設定オプションと地理位置情報精度
設定ページに UI をさらにパーソナライズできるブランド設定トークンが追加され、新しい設定では日付
ピッカーのカレンダー範囲を制御できます。サービスリソースの地理位置情報で高い精度を選択するか、
バッテリーを節約するために低い精度の地理位置情報ポーリングを選択できます。
iOS での連動選択リストのサポート
Field Service Lightning モバイルアプリケーションがさらに柔軟になりました。連動選択リストがすべてのコン
テキストでサポートされるようになったため、使用事例に最適なデータモデルを使用できます。
コミュニティユーザによる iOS アプリケーションへのアクセス
コミュニティユーザは、Field Service Lightning モバイルアプリケーションにアクセスできるようになりまし
た。
iOS での複数日予約
スケジュール画面の直感的な進行状況バーで、[スケジュール済み開始時間] の日付と [スケジュール済み終
了時間] の日付が異なるサービス予約がサポートされるようになりました。
Android ユーザへの朗報Android 用 Field Service Lightning モバイルアプリケーションのベータバージョンが登場
しました。
Android アプリケーションには、オフライン機能、ナビゲーションサービス、Chatter インテグレーションを
含む、iOS アプリケーションで技術者に愛用されているほとんどの機能が含まれています。洗練された高度
に設定可能なインターフェースですべて実行できます。Android アプリケーションでは iOS モバイルアプリ
ケーションの一部の機能がまだサポートされていませんが、バンのストック、使用済み部品、部品の要求、
ストックの移動を含む詳細な部品追跡システムがあります。複数言語のフロー、サービスレポートの複数
の署名などもサポートされています。

iOS でのロケーションに基づく作業指示の表示
お客様のご要望により実現した機能です。技術者は、現在の予約のロケーションと同じロケーションにある他
の作業指示を検索できます。そうすることで、同じローケーションの他の作業を完了できます。
作業指示の概要ページのカルーセルからアクセスできる [ロケーション] タブには、現在の作業指示と同じロ
ケーションの他の作業指示が表示されます。作業指示は状況によって並び替えられます。[設定] で作業指示の
検索レイアウトを設定し、[ロケーション] タブでのレコードの表示方法を制御できます。

iOS でより確実に作業を仕上げる
作業を仕上げる前に、モバイル環境の従業員はサービスレポートのプレビューを参照して精度と完全性を確認
できます。サービスレポートのプレビューはオフラインで機能します。
モバイル環境の従業員はサービスレポートのプレビューを使用して、サービスレポートを生成する前にプレ
ビューできます。そうすることで、作業を仕上げる前にやり残しがないことを確認できます。このサービスレ
ポートのプレビューはオフラインで生成できますが、サービスレポートのプレビューがオフラインであること
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を示す透かしが表示されます。この透かしは、プレビューに最新の Salesforce データまたはレイアウトが含まれ
ていない可能性があることを警告します。

iOS でのスケジュール画面の制御
複数のサービス予約リストビューのサポートにより、スケジュール画面の並び替えを簡単に行えるようになり
ました。また、サポートされるリストビュー列の数が 2 から 4 に増えたため、スケジュール画面に表示される
項目をさらに詳細に制御できます。リストビュー列の参照項目を表示することもできます。
複数のリストビューのサポートにより、異なる使用事例のリストビューを作成できるため、技術者は必要なレ
コードをスケジュール画面に簡単に入力できます。モバイル環境の従業員はスケジュール画面の上部にあるリ
ストビューピッカーを使用して、リストビューを簡単に切り替えることができます。ただし、オフラインで使
用できるリストビューは、デフォルトのサービス予約リストビューのみです。
リストビュー列もより堅牢になり、リストビュー列の数が 2 から 4 に増えました。リストビュー列では、参照
項目もサポートされています。ただし、スケジュール画面から参照項目をタップして開くことはできません。

iOS の Field Service Mobile 設定ページでの新しいブランド設定オプションと地
理位置情報精度
設定ページに UI をさらにパーソナライズできるブランド設定トークンが追加され、新しい設定では日付ピッ
カーのカレンダー範囲を制御できます。サービスリソースの地理位置情報で高い精度を選択するか、バッテ
リーを節約するために低い精度の地理位置情報ポーリングを選択できます。
次の新しいブランド設定トークンを使用して、アプリケーションをブランドに合わせて装飾します。
• 選択されたフィードバック: ユーザの現在の選択を示す、ユーザインターフェースのさまざまな要素の色を
制御します。
• ナビゲーションバーの反転: 日付ピッカー、地図ボタン、リストビューピッカーなど、ユーザがアプリケー
ションで操作するさまざまなテキスト要素の色を制御します。
モバイルアプリケーションユーザのカレンダー範囲を制御する設定も追加されたため、ユーザが必要なスケ
ジュール部分のみを表示できます。次の設定では、モバイル環境の従業員がスケジュール画面で日付ピッカー
から選択できる、過去および将来の日数を制限します。
• 日付ピッカーの過去の日数
• 日付ピッカーの将来の日数
サービスレポートの地理位置情報精度の設定の強化により、地理位置情報ポーリングで高い精度を選択する
か、バッテリーを節約するために低い精度を選択できます。
• 詳細: サービスリソースの 10 メートル以内の精度
• 中: サービスリソースの 100 メートル以内の精度
• 粗い: サービスリソースの 1 キロメートル以内の精度

iOS での連動選択リストのサポート
Field Service Lightning モバイルアプリケーションがさらに柔軟になりました。連動選択リストがすべてのコンテ
キストでサポートされるようになったため、使用事例に最適なデータモデルを使用できます。
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オブジェクトのページレイアウトに連動選択リストを追加し、フローや他のアクションなどの任意のコンテキ
ストで使用できます。

コミュニティユーザによる iOS アプリケーションへのアクセス
コミュニティユーザは、Field Service Lightning モバイルアプリケーションにアクセスできるようになりました。
Field Service Lightning モバイルアプリケーションへのコミュニティユーザアクセスにより、モバイル環境の従業
員が拡張されて、コントラクターが簡単にフィールドサービス業務に参加できるようになります。

iOS での複数日予約
スケジュール画面の直感的な進行状況バーで、[スケジュール済み開始時間] の日付と [スケジュール済み終了
時間] の日付が異なるサービス予約がサポートされるようになりました。
サービス予約で [スケジュール済み開始時間] と [スケジュール済み終了時間] の両方の項目を使用すると、そ
の 2 つの日付の間にある各日のスケジュールにその予約表示され、ジョブの完了予定を表す視覚的な進行状況
バーが表示されます。
[スケジュール済み終了時間] の時間は含まれるが、[スケジュール済み開始時間] の時間は含まれないように

サービス予約を設定すると、[スケジュール済み終了時間] の日付までの各日のスケジュールにその予約が表示
されます。
[スケジュール済み開始時間] の時間は含まれるが、[スケジュール済み終了時間] の時間は含まれないように

サービス予約を設定すると、[スケジュール済み開始時間] から予約が完了するまでの各日のスケジュールにそ
の予約が表示されます。

Android ユーザへの朗報Android 用 Field Service Lightning モバイルアプリケー
ションのベータバージョンが登場しました。
Android アプリケーションには、オフライン機能、ナビゲーションサービス、Chatter インテグレーションを含
む、iOS アプリケーションで技術者に愛用されているほとんどの機能が含まれています。洗練された高度に設
定可能なインターフェースですべて実行できます。Android アプリケーションでは iOS モバイルアプリケーショ
ンの一部の機能がまだサポートされていませんが、バンのストック、使用済み部品、部品の要求、ストックの
移動を含む詳細な部品追跡システムがあります。複数言語のフロー、サービスレポートの複数の署名などもサ
ポートされています。
Field Service Lightning Android モバイルアプリケーションについての詳細とベータへの参加方法は、Salesforce 営業
担当者にお問い合わせください。

ソーシャルカスタマーサービス: 新しい Lightning Experience 機能と
エージェントの効率化
Lightning Experience の速度と機能を利用して Professional Edition でソーシャルカスタマーサービスを設定したり、
作業の迅速化と効率化を実現するツールをエージェントに提供したりできます。Lightning の新しい設定ノード
を使用して、ソーシャルカスタマーサービスをインストールできます。また、エージェントは Facebook および
Twitter 投稿に対してさらに多くの作業ができ、ケースフィードで複数の添付ファイルを表示できます。
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このセクションの内容:
Professional Edition でのソーシャルカスタマーサービスの取得
Professional Edition でソーシャルカスタマーサービスを初めて設定する場合、以前よりも簡単かつ経済的に行
うことができます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Facebook 投稿の機能強化
Facebook 投稿により広範に対応できる機能でエージェントを強化をします。エージェントは、星による評
価を確認したり、レビューに返信したり、投稿やコメントに非公開で応答したりできます。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience でのすべてのソーシャル設定の実行
Salesforce Classic にアクセスすることなくソーシャルカスタマーサービスを設定および管理できるようになり
ました。
再設計されたケースフィードの新しい Twitter アクションによる生産性の向上
洗練された多彩なケースフィードに、エージェントがツイートに返答したり、Twitter のユーザを把握した
りできる新しいアクションが追加されました。この変更はLightning Experience にのみ適用されます。
ケースフィードの添付ファイルによる全体像の把握
ケースフィード内のソーシャル投稿で複数の添付ファイルを表示できるようになり、エージェントは顧客
のより多くの詳細情報にアクセスできます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。

Professional Edition でのソーシャルカスタマーサービスの取得
Professional Edition でソーシャルカスタマーサービスを初めて設定する場合、以前よりも簡単かつ経済的に行う
ことができます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
新しい接続アプリケーションでは、組織に API でアクセスできるようにしなくても Salesforce と Social Studio がリ
ンクされます。また、API コールは API 制限に対してカウントされません。
Professional Edition で初めてソーシャルカスタマーサービスを設定するときには、次の手順を実行します。
• Lightning サービスコンソールの設定フローを通じて Twitter または Facebook を統合します。以前にソーシャル
カスタマーサービスパッケージをインストールしている場合、サービスの設定フローを使用するか、ソー
シャルカスタマーサービス自体を通じて、設定フローを使用する前にパッケージをアンインストールしま
す。
• 設定フローから Twitter または Facebook インテグレーションを実装すると、「ソーシャルカスタマーサービ
スの受信自動化」という新しい権限セットが組織に追加されます。この権限セットを削除したり、API 参照
名 (Salesforce_Social_Customer_Service_Run_As_User) を変更したりしないでください。
• 新しい権限セットは、[ユーザとして実行] (設定時はシステム管理者) に対してデフォルトで有効になりま
す。組織の [ユーザとして実行] を変更する場合、新しいユーザにこの権限セットがあることを確認してく
ださい。
関連トピック:
Lightning のサービスの設定フローの追加 (ベータ)
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Facebook 投稿の機能強化
Facebook 投稿により広範に対応できる機能でエージェントを強化をします。エージェントは、星による評価を
確認したり、レビューに返信したり、投稿やコメントに非公開で応答したりできます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
エージェントは、星による評価とレビューをケースフィードで確認できます。

エージェントはレビューに返信できます。
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エージェントは、投稿、コメント、返信に非公開で応答できます。

メモ: エージェントが非公開に応答できるのは 1 回のみです。
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Lightning Experience でのすべてのソーシャル設定の実行
Salesforce Classic にアクセスすることなくソーシャルカスタマーサービスを設定および管理できるようになりま
した。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ソーシャルカスタマー」と入力します。次に、[ソーシャルカスタマー
サービス] をクリックします。

再設計されたケースフィードの新しい Twitter アクションによる生産性の向上
洗練された多彩なケースフィードに、エージェントがツイートに返答したり、Twitter のユーザを把握したりで
きる新しいアクションが追加されました。この変更はLightning Experience にのみ適用されます。
非公開の Twitter ダイレクトメッセージの会話を設定するリンクを挿入できます。

Twitter のユーザをフォローする。
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メモ: エージェントが Twitter ユーザをフォローすると、[フォローする] 表示ラベルが [フォロー中] に変わ
ります。ページを更新すると、表示ラベルが [フォローする] に戻ります。
新しいケースフィードレイアウトについての詳細は、「少ない方が効果的: コンパクトケースフィード」を参
照してください。

ケースフィードの添付ファイルによる全体像の把握
ケースフィード内のソーシャル投稿で複数の添付ファイルを表示できるようになり、エージェントは顧客のよ
り多くの詳細情報にアクセスできます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。
リンクをクリックすると、別のウィンドウで画像が表示されます。動画は新しいタブで再生されます。

Web 用の Snap-in: Lightning コミュニティ用の Snap-in、および改善さ
れた Snap-in チャット機能
Snap-ins チャットが拡張され、改善されました。チャットに多くの機能が追加さ
れました。また、コミュニティビルダーを使用して Snap-in を Lightning コミュニ
ティに追加できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に
適用されます。
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このセクションの内容:
Lightning コミュニティへの Snap-in の追加
Snap-in チャットを使用し、コミュニティメンバーが Live Chat サポートによって疑問や問題をすばやく解決
できるようにします。ボタンの表示ラベルおよびブランドは、コミュニティビルダーからカスタマイズで
きます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
訪問者の移動によるチャットの中断を解決
チャット訪問者は、チャット中に最上位ドメイン内のサブドメインに移動できます。コードスニペットを
アップグレードして、最上位ドメインを設定します。訪問者がチャット中に移動できるようにするすべて
のページに必ずコードスニペットを配置します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
情報チャットウィンドウのヘッダーへの通知とチャットオプションの提供
チャットの通知とアクションがチャットウィンドウの上部の新しいホームに突出して表示されます。訪問
者のチャットがタイムアウトした、訪問者が転送された、または他の知っておくべき情報がある場合、
チャットヘッダーで訪問者に明確に示されます。また、訪問者はチャット終了のトランスクリプトを保存
できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
チャット転送によるエージェントの応援要請
場合によって、エージェントは別のチームで処理する必要のある問題のチャット要求を受信することがあ
ります。また、エージェントは類似した質問を同僚が処理したことを知っている場合があります。Live Agent
設定でチャット転送を有効にすると、エージェントはチャットを手渡すことができます。チャット転送を
使用すると、訪問者は質問の回答を短期間で得ることができます。また、訪問者は、新しいエージェント
とのチャットを開始したときに問題について説明する必要はありません。新しいエージェントはチャット
のトランスクリプトおよび関連付けられたすべてのオブジェクト (ケースなど) を受信します。この変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ファイル転送による、チャット訪問者からの情報取得
百聞は一見にしかずです。エージェントがチャット訪問者にファイル転送を要求して、何が発生している
かの全体像を把握できるようにしてください。エージェントファイル転送の有効化は、Snap-in からチャッ
トに対応するエージェントに割り当てられた Live Agent の設定で行います。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
多言語の使用: チャット訪問者のための表示ラベルのカスタマイズと翻訳
Snap-in チャットリリースのボタンの表示ラベル、メッセージ、エラーをカスタマイズしたり翻訳したりす
ることができます。表示ラベルを変更したくなりましたか? 問題ありません。表示ラベルを更新するたび
に、新しいコードスニペットを作成する必要はなく、リリースでは複数の言語をサポートできます。コー
ドスニペットで必要な言語を指定し、その言語用に Snap-in の環境を変換してください。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
長期間成立していないチャットの訪問者でエージェントを待たせない
チャット訪問者がチャットの終了を忘れた場合や、チャット訪問者の関心がそれた場合、エージェントは
返答を待って身動きが取れなくなる可能性があります。タイムアウトを設定すると、訪問者は特定の時間
内に返答する必要があります。これを過ぎると、チャットが失われ、チャットをやり直す必要があります。
この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

245

Salesforce Summer '17 リリースノート

Web 用の Snap-in: Lightning コミュニティ用の Snap-in、
および改善された Snap-in チャット機能

チャット訪問者がチャットのトランスクリプトを保存可能
チャットの訪問者は、チャット中にエージェントから聞いた役に立つ情報を参照するために、チャットの
トランスクリプトを手元に置いておきたいと思うかもしれません。朗報です。訪問者がチャット中または
チャット終了時に新しいチャットウィンドウヘッダーから、(ヘッダーに通知が保存されていない限り)
チャットのトランスクリプトを保存できるようになりました。トランスクリプトは訪問者のコンピュータ
または携帯電話に保存されるか、iOS ユーザの場合は新しいブラウザウィンドウに保存されます。この変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。
チャット訪問者へのその他のリソースの表示
チャットを終了して次のステップを示さないのは、サポートチームに対する貴重なフィードバックを得る
チャンスを逃すようなものです。チャット訪問者を見放さずに、チャット訪問者に詳細情報を送信しなけ
ればならないこともあります。チャット後機能では、アンケートや Web ページにリンクしたカスタムボタ
ンを表示できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
チャットウィンドウとフォントのサイズ変更
チャットウィンドウの高さ、幅、ベースフォントサイズはコードスニペットで設定します。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
受信チャットの訪問者情報の参照
新しいチャットを受信したときに、エージェントは、訪問者が事前チャットページで入力した情報を参照
できます。また、訪問者の現在のページ、元の参照元、最大 5 件の最近参照したページも参照できます。
この情報は、Lightning コミュニティから起動したチャットでも使用できます。この変更は Salesforce Classic に
のみ適用されます。
Snap-in チャットのコードスニペットのアップグレードによるチャット機能の強化
新しく使用可能になったチャット機能には、最新のコードスニペットバージョンでのみ動作するものがあ
ります。ファイル転送や訪問者のタイムアウトを使用したり、より多くの訪問者情報を取得したり、ユー
ザがサブドメイン間を移動できるようにしたりするには、Snap-in コードスニペットをバージョン 2.0 にアッ
プグレードします。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
送信ボタンの廃止
デスクトップを使用するチャット訪問者用の送信ボタンが削除され、キーボードから指を離さずにメッセー
ジを送信できるようになりました。Enter キーを押してメッセージを送信できます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。

Lightning コミュニティへの Snap-in の追加
Snap-in チャットを使用し、コミュニティメンバーが Live Chat サポートによって疑問や問題をすばやく解決でき
るようにします。ボタンの表示ラベルおよびブランドは、コミュニティビルダーから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。
Live Agent と Snap-in チャットを設定してから、コミュニティビルダーを使用して、Snap-in チャットコンポーネ
ントをカスタマーサービス (Napili) テンプレートに追加します。Snap-in チャットコンポーネントはサポートコン
ポーネントにあります。
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コンポーネントをテンプレートにドラッグし、ブランドの色と表示ラベルを設定して、エージェントのアバ
ターなどのその他のカスタマイズを行います。ここで適用するブランドは、Snap-in の設定で選択したブランド
より優先されます。

248

Salesforce Summer '17 リリースノート

Web 用の Snap-in: Lightning コミュニティ用の Snap-in、
および改善された Snap-in チャット機能

ブランドの色をさらにカスタマイズするには、ブランド設定パレットの CSS オプションを使用して、チャット
ヘッダーの色を編集します。CSS スタイル .sidebarHeader {background-color: #HEX} を追加してくだ
さい。
コミュニティ全体でさまざまなチャットリリースを使用するときは、ページビューごとに 1 つの Snap-in コン
ポーネントを使用することをお勧めします。コミュニティに同じチャットリリースを使用する場合は、コン
ポーネントをフッターに追加することをお勧めします。
関連トピック:

テンプレートを使用したコミュニティの作成

訪問者の移動によるチャットの中断を解決
チャット訪問者は、チャット中に最上位ドメイン内のサブドメインに移動できます。コードスニペットをアッ
プグレードして、最上位ドメインを設定します。訪問者がチャット中に移動できるようにするすべてのページ
に必ずコードスニペットを配置します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
アップグレードしたコードスニペット内で、Snap-in チャットリリースの最上位ドメインを設定する必要があり
ます。たとえば、MyAwesomeWebsite.com を最上位ドメインに設定すると、チャット訪問者はチャット中に
help.MyAwesomeWebsite.com などのサブドメインに移動できます。
ドメインを設定するには、次のコードをスニペットに追加します (ただし、もちろん MyAwesomeWebsite はご使
用のドメインに置き換えてください)。
embedded_svc.settings.storageDomain = 'MyAwesomeWebsite.com';

重要:
• storageDomain は、バージョン 2.0 コードスニペットでのみ使用できる必須パラメータです。これ
は、生成されたコードスニペットのコードコメントとして含まれます。
• ドメインの形式は mywebsite.com になります。プロトコル (http://mywebsite.com や
https://mywebsite.com) または末尾のダッシュ (mywebsite.com/) は含めないでください。

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Snap-in チャットコードのカスタマイズ可能なパラメータ(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)

情報チャットウィンドウのヘッダーへの通知とチャットオプションの提供
チャットの通知とアクションがチャットウィンドウの上部の新しいホームに突出して表示されます。訪問者の
チャットがタイムアウトした、訪問者が転送された、または他の知っておくべき情報がある場合、チャット
ヘッダーで訪問者に明確に示されます。また、訪問者はチャット終了のトランスクリプトを保存できます。こ
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
スナップインリリース設定のブランドパネルでヘッダーの外観をカスタマイズできます。色、フォント、フォ
ントサイズを変更し、背景画像を追加できます。デスクトップブラウザを使用する訪問者には、ヘッダーにお
知らせメッセージを表示できます。
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ヘッダーは、訪問者がスクロールすると非表示になり、チャットの領域を占めることはありません。通知がな
い限り、訪問者は上にスクロールしてヘッダーを開き、下にスクロールしてヘッダーを閉じることができま
す。
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チャット転送によるエージェントの応援要請
場合によって、エージェントは別のチームで処理する必要のある問題のチャット要求を受信することがありま
す。また、エージェントは類似した質問を同僚が処理したことを知っている場合があります。Live Agent 設定で
チャット転送を有効にすると、エージェントはチャットを手渡すことができます。チャット転送を使用する
と、訪問者は質問の回答を短期間で得ることができます。また、訪問者は、新しいエージェントとのチャット
を開始したときに問題について説明する必要はありません。新しいエージェントはチャットのトランスクリプ
トおよび関連付けられたすべてのオブジェクト (ケースなど) を受信します。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。
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また、チャット訪問者は常にチャットの輪の中にいることができます。1 番目のエージェントが転送を開始し
た直後に、訪問者のチャットヘッダーに通知が表示されます。新しいエージェントがチャットを受信すると、
そのエージェントに訪問者が紹介され、チャットを継続できます。
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メモ: チャットを別のエージェントに直接転送した場合、1 番目のエージェントは新しいエージェントが
チャットを受け入れるまで訪問者とのチャットを続けることができます。チャットが別のボタンに転送
された場合、1 番目のエージェントは切断されます。新しいエージェントがチャットに登場するまで、訪
問者はメッセージを送信できません。

ファイル転送による、チャット訪問者からの情報取得
百聞は一見にしかずです。エージェントがチャット訪問者にファイル転送を要求して、何が発生しているかの
全体像を把握できるようにしてください。エージェントファイル転送の有効化は、Snap-in からチャットに対応
するエージェントに割り当てられた Live Agent の設定で行います。この変更は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方に適用されます。
訪問者は、ファイルをアップロードするため、クリップアイコンを使用してファイルを選択してから、[送信]
をクリックします。訪問者は、進行状況インジケータによってアップロードが処理中であることを確認しま
す。
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多言語の使用: チャット訪問者のための表示ラベルのカスタマイズと翻訳
Snap-in チャットリリースのボタンの表示ラベル、メッセージ、エラーをカスタマイズしたり翻訳したりするこ
とができます。表示ラベルを変更したくなりましたか? 問題ありません。表示ラベルを更新するたびに、新し
いコードスニペットを作成する必要はなく、リリースでは複数の言語をサポートできます。コードスニペット
で必要な言語を指定し、その言語用に Snap-in の環境を変換してください。この変更は Lightning Experience にの
み適用されます。
表示ラベルのカスタマイズは、[設定] > [ユーザインターフェース] > [タブと表示ラベルの名称変更] で行います
(Classic の [設定] では、[カスタマイズ] > [タブ名と表示ラベル] > [タブと表示ラベルの名称変更] に移動します)。
リリースの言語を設定するには、次のパラメータをコードスニペットに追加します。デフォルトでは、言語は
英語に設定されています。embedded_svc.settings.language = "en-US"
その他の設定を変更して、翻訳を適切に動作させる必要もあります。Salesforce ヘルプの「 Snap-ins チャットの
ローカライズと翻訳」を参照してください。
メモ: en_US のように、アンダースコアを使用した言語の形式はサポートされません。http ロケール形式
を使用してください (en-US や en など)。
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長期間成立していないチャットの訪問者でエージェントを待たせない
チャット訪問者がチャットの終了を忘れた場合や、チャット訪問者の関心がそれた場合、エージェントは返答
を待って身動きが取れなくなる可能性があります。タイムアウトを設定すると、訪問者は特定の時間内に返答
する必要があります。これを過ぎると、チャットが失われ、チャットをやり直す必要があります。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
関連付けられた Live Agent チャットボタンで顧客のタイムアウトを設定します。期間と、訪問者に警告を送信
するタイミングを指定します。たとえば、2 分後にチャットがタイムアウトするように設定できますが、訪問
者には 90 秒後に通知を送信できます。この警告はカウントダウンです。これにより、訪問者はチャットがタ
イムアウトする時間を正確に知ることができます。

チャットがタイムアウトすると、訪問者はそれをチャットウィンドウで確認できます。そのため、訪問者は
エージェントが一方的にチャットを終了したと考えることはありません。
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チャット訪問者がチャットのトランスクリプトを保存可能
チャットの訪問者は、チャット中にエージェントから聞いた役に立つ情報を参照するために、チャットのトラ
ンスクリプトを手元に置いておきたいと思うかもしれません。朗報です。訪問者がチャット中またはチャット
終了時に新しいチャットウィンドウヘッダーから、(ヘッダーに通知が保存されていない限り) チャットのトラ
ンスクリプトを保存できるようになりました。トランスクリプトは訪問者のコンピュータまたは携帯電話に保
存されるか、iOS ユーザの場合は新しいブラウザウィンドウに保存されます。この変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。

チャット訪問者へのその他のリソースの表示
チャットを終了して次のステップを示さないのは、サポートチームに対する貴重なフィードバックを得るチャ
ンスを逃すようなものです。チャット訪問者を見放さずに、チャット訪問者に詳細情報を送信しなければなら
ないこともあります。チャット後機能では、アンケートや Web ページにリンクしたカスタムボタンを表示で
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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Snap-in チャットの設定に関連付けられた Live Agent チャットのボタンに、チャット後 URL を追加します。デフォ
ルトでは、チャット後ボタンの表示ラベルは [フィードバックを送信] です。ボタンの表示ラベルの変更は、[設
定] > [ユーザインターフェース] > [タブと表示ラベルの名称変更] で行います (Classic の [設定] では、[カスタマイ
ズ] > [タブ名と表示ラベル] > [タブと表示ラベルの名称変更] に移動します)。

チャットウィンドウとフォントのサイズ変更
チャットウィンドウの高さ、幅、ベースフォントサイズはコードスニペットで設定します。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
このサンプルでは、デフォルトのウィンドウサイズとベースフォントサイズを使用しています。
embedded_svc.settings.widgetWidth = '320px';
embedded_svc.settings.widgetHeight = '498px';
embedded_svc.settings.widgetFontSize = '16px';

サイズを設定するときには、次の点に留意してください。
• 値は、px かパーセント (%)、または em か rem で入力できます。
• コードスニペットで幅を設定すると、最大幅はなしに設定されます。同じように、高さを設定すると、最
大の高さはなしに設定されます。このアクションにより、チャットウィンドウに設定した高さや幅よりも
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ブラウザウィンドウの高さや幅を小さくした場合でも、チャットウィンドウのサイズは自動的に設定され
なくなります。
• ブラウザウィンドウの高さを 498 ピクセルより小さくすると、高さのデフォルトは、ブラウザウィンドウ
の高さの 90% になります。
ヒント: ベースフォントサイズは、12 ピクセル以上、24 ピクセル以下にすることをお勧めします。フォン
トサイズを指定しない場合、デフォルトのベースサイズは 16 ピクセルです。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Snap-in チャットコードのカスタマイズ可能なパラメータ(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)

受信チャットの訪問者情報の参照
新しいチャットを受信したときに、エージェントは、訪問者が事前チャットページで入力した情報を参照でき
ます。また、訪問者の現在のページ、元の参照元、最大 5 件の最近参照したページも参照できます。この情報
は、Lightning コミュニティから起動したチャットでも使用できます。この変更は Salesforce Classic にのみ適用さ
れます。
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Snap-in チャットのコードスニペットのアップグレードによるチャット機能の
強化
新しく使用可能になったチャット機能には、最新のコードスニペットバージョンでのみ動作するものがありま
す。ファイル転送や訪問者のタイムアウトを使用したり、より多くの訪問者情報を取得したり、ユーザがサブ
ドメイン間を移動できるようにしたりするには、Snap-in コードスニペットをバージョン 2.0 にアップグレード
します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
2.0 バージョンかどうは、コードスニペットで確認できます。

送信ボタンの廃止
デスクトップを使用するチャット訪問者用の送信ボタンが削除され、キーボードから指を離さずにメッセージ
を送信できるようになりました。Enter キーを押してメッセージを送信できます。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。

モバイルアプリケーション SDK 用の Snap-in のさらなる改善
この SDK の 2017 年 6 月のリリースでは、新しいフロート表示アクションボタン
API を使用してボタンをカスタマイズできます。また、Live Agent の事前チャット
項目がサポートされ、ナレッジ記事のキャッシュ動作をより詳細に制御できる
ようになりました。
最新情報は、「モバイルアプリケーション用の Snap-in」 サイトを参照してくだ
さい。モバイルアプリケーション用の Snap-in の使用を開始するには、Trailhead モ
ジュールを参照してください。

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

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:
Salesforce1 での割り当てチェックボックスの表示
Salesforce1 モバイルアプリケーションユーザは、ケースとリードで割り当てチェックボックスを表示できる
ようになりました。この機能を有効にした場合、ケースとリードの作成または編集時にユーザは割り当て
ルールを手動でトリガできます。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。
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Lightning Experience 用 Open CTI の saveLog メソッドの変更
Lightning Experience 向け Open CTI の saveLog メソッドの動作方法が変更されました。
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。
Lightning Experience でのサポートエンタイトルメントの使用
Lightning Experience でエンタイトルメントを使用できますが、いくつかの制限があります。
納入商品レベルを一目で確認する
納入商品の [納入商品レベル] 項目を見れば、納入商品の階層におけるその位置付けがすぐにわかります。
作業指示の条件に基づく共有 (正式リリース)
作業指示の条件に基づく共有はこれまでベータバージョンでしたが、正式リリースされました。

Salesforce1 での割り当てチェックボックスの表示
Salesforce1 モバイルアプリケーションユーザは、ケースとリードで割り当てチェックボックスを表示できるよ
うになりました。この機能を有効にした場合、ケースとリードの作成または編集時にユーザは割り当てルール
を手動でトリガできます。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。
割り当てルールをユーザがトリガできるようにするには、割り当てチェックボックスをケースまたはリードの
ページレイアウトに追加します。

Lightning Experience 用 Open CTI の saveLog メソッドの変更
Lightning Experience 向け Open CTI の saveLog メソッドの動作方法が変更されました。
詳細は、「Open CTI API」を参照してください。

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。
詳細は、「Chatter アンサーは Winter ’18 で廃止」を参照してください。
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Lightning Experience でのサポートエンタイトルメントの使用
Lightning Experience でエンタイトルメントを使用できますが、いくつかの制限が
あります。

エディション

• [ケースマイルストン] 関連リストをケースで使用できません。

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)

• [マイルストン] 関連リストを作業指示で使用できません。
• マイルストンの関連リストを作業指示で使用できません。
• マイルストントラッカーを作業指示およびケースで使用できません。
• [エンタイトルメントテンプレート] 関連リストを商品で使用できません。
• [取引先責任者] 関連リストをエンタイトルメントで使用できません。
• [エンタイトルメント] 関連リストを取引先責任者で使用できません。

納入商品レベルを一目で確認する
納入商品の [納入商品レベル] 項目を見れば、納入商品の階層におけるその位置付けがすぐにわかります。
親または子納入商品が定義されていない場合は、納入商品レベルが 1 になります。他方、納入商品が身を固め
て家庭を持っている場合は、階層内の各位置を示す納入商品レベルがリストされます。具体的には、ルート納
入商品は 1、ルート納入商品の子納入商品は 2、その子は 3 というようになります。
納入商品の子納入商品は [子納入商品] 関連リストで、親およびルート納入商品は [親納入商品] 項目および
[ルート納入商品] 項目で常に確認できます。
メモ: Summer '17 より前に作成された納入商品で、階層に組み込まれているものは、納入商品レベルがデ
フォルトで -1 になります。納入商品レコードが更新されると、納入商品レベルが計算され、階層内のす
べての納入商品のレベルが自動的に更新されます。

作業指示の条件に基づく共有 (正式リリース)
作業指示の条件に基づく共有はこれまでベータバージョンでしたが、正式リリー
スされました。

エディション

最大 50 個の条件ベースの共有ルールを作成して、作業指示の表示や更新ができ
るユーザを制御できます。詳細は、「条件に基づく共有ルール」を参照してく
ださい。

作業指示を使用可能なエ
ディション: Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

Analytics: レポートとダッシュボードのコラボ
レーション、および Einstein Analytics (Wave)

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は、ダッシュボード検索条件、レポートの登録の改善、その他の機能強化により、
コラボレーションしやすくなりました。Einstein Discovery と新しい Wave 機能を使用すると、システム管理者と
ビジネスユーザはより簡単に Analytics にアクセスできます。
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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: データ主導のコラボレーション
Lightning Experience のレポートとダッシュボードは、ダッシュボード検索条件、レポートの登録の改善、そ
の他の機能強化により、コラボレーションしやすくなりました。
Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易な管理と探索、および Wave テンプレート
Einstein Discovery はビジネスの複雑な問題に対して積極的に回答を提供し、ユーザはこれを使用してデータ
をより深く探索できます。直感的なデータ統合機能とデータ準備機能により、この掘り下げた探索のため
のデータを容易に準備できます。より深いインサイトを見つけて、それを、再設計されたエクスプローラ
で簡単に視覚化します。また、自分の Wave プラットフォームアプリケーションをテンプレートに変換して
おくと、他のユーザはそのテンプレートを使用して独自のデータで新しいアプリケーションを構築できま
す。

レポートおよびダッシュボード: データ主導のコラボレーション
Lightning Experience のレポートとダッシュボードは、ダッシュボード検索条件、
レポートの登録の改善、その他の機能強化により、コラボレーションしやすく
なりました。
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このセクションの内容:
Lightning Experience でのダッシュボード検索条件の追加
Lightning ダッシュボードビルダーから、Lightning Experience ダッシュボードの検索条件を直接追加、編集、ま
たは削除できます。検索条件を使用すると、ダッシュボードのさまざまなビューを選択できるため、1 つの
ダッシュボードで多くの業務を実行できます。ダッシュボード検索条件を使用しないと、複数のダッシュ
ボードを作成して、ダッシュボードごとに条件設定済みレポートの固有セットが必要になります。たとえ
ば、業種項目に条件を追加し、業種ごとに商談を追跡します。これは、Lightning Experience の新機能です。
ダッシュボードコンポーネントの追加または編集中にレポートを容易に検索
単にレポート名で検索する代わりに、ダッシュボードコンポーネントエディタでレポートタブと同様にレ
ポートを検索します。ビュー ([最近]、[公開]、[非公開] など) とフォルダをフリップします、もちろん、レ
ポート (およびフォルダ) 名でも検索できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience でのダッシュボードへの組み合わせグラフの追加
組み合わせグラフでは、1 つのグラフ上に複数のデータセットが描画され、「複数総計値」のグラフになり
ます。たとえば、フェーズごとに商談の平均確度と数を表示します。これは、Lightning Experience の新機能
です。
レポートへの他のユーザの登録
あなたは商談の概要レポートに登録し、毎朝メールでレポートを受信しています。あなたのチーム全体を
レポートに登録して、全員が朝の調整ミーティングで最新情報を把握できるようになりました。自分とし
てレポートを実行するか、他のユーザとしてレポートを実行します。メール受信者に送信されるレポート
にはレポートの実行ユーザとしてのデータが表示されます。メール受信者が Salesforce で通常表示できるデー
タとは多少異なる可能性があること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 Experience でのレポートおよびダッシュボードフォルダの作成
フォルダは、レポートとダッシュボードを共有および整理する上で非常に重要です。Lightning Experience で
そのフォルダを作成できるようになりました。他のユーザにフォルダへのアクセス権を付与するには、
Salesforce Classic に切り替えます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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
レポートとダッシュボードにいくつかの小さいながら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 でのダッシュボード検索条件の追加
Lightning ダッシュボードビルダーから、Lightning Experience ダッシュボードの検索条件を直接追加、編集、また
は削除できます。検索条件を使用すると、ダッシュボードのさまざまなビューを選択できるため、1 つのダッ
シュボードで多くの業務を実行できます。ダッシュボード検索条件を使用しないと、複数のダッシュボードを
作成して、ダッシュボードごとに条件設定済みレポートの固有セットが必要になります。たとえば、業種項目
に条件を追加し、業種ごとに商談を追跡します。これは、Lightning Experience の新機能です。
ダッシュボード検索条件を追加するには、[+ フィルタ] をクリックします。
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ダッシュボードコンポーネントの追加または編集中にレポートを容易に検索
単にレポート名で検索する代わりに、ダッシュボードコンポーネントエディタでレポートタブと同様にレポー
トを検索します。ビュー ([最近]、[公開]、[非公開] など) とフォルダをフリップします、もちろん、レポート (お
よびフォルダ) 名でも検索できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
[+ コンポーネント] をクリックしてダッシュボードコンポーネントを追加すると、[レポートを選択] ウィンド
ウが開き、ソースレポートの選択を求められます。
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Lightning Experience でのダッシュボードへの組み合わせグラフの追加
組み合わせグラフでは、1 つのグラフ上に複数のデータセットが描画され、「複数総計値」のグラフになりま
す。たとえば、フェーズごとに商談の平均確度と数を表示します。これは、Lightning Experience の新機能です。
次の種類の組み合わせグラフを Lightning Experience のダッシュボードに追加できます。
• 折れ線グラフを追加した縦棒グラフ
• 最大 4 つの棒を使用する縦棒グラフ
次の種類の組み合わせグラフをダッシュボードに追加するには、Salesforce Classic に切り替えてください。
• 折れ線グラフを追加した、積み上げまたはグループ化縦棒グラフ
• 折れ線グラフを追加した折れ線グラフ
組み合わせグラフを追加するには、まずコンポーネントを縦棒グラフとして表示します。次に、Y 軸で[+ 基準]
をクリックし、基準をグラフに追加します。
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レポートへの他のユーザの登録
あなたは商談の概要レポートに登録し、毎朝メールでレポートを受信していま
す。あなたのチーム全体をレポートに登録して、全員が朝の調整ミーティング
で最新情報を把握できるようになりました。自分としてレポートを実行するか、
他のユーザとしてレポートを実行します。メール受信者に送信されるレポート
にはレポートの実行ユーザとしてのデータが表示されます。メール受信者が
Salesforce で通常表示できるデータとは多少異なる可能性があることを考慮して
ください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
レポートの登録を開始するか編集するには、レポートタブまたはレポート実行
ページから、

> [登録] をクリックします。

その他のユーザを登録するには、[送付先] で[ユーザを選択]をクリックして受信
者を追加します。自分はデフォルトで含まれますが、他のユーザを 1 人でも追
加したら、自分を除外できます。

ユーザ権限
レポートを登録する
• 「レポートの登録」
他のユーザをレポートに
登録する
• 「レポートを登録: 受
信者を追加」
レポートの登録でレポー
トを実行する人を指定す
る
• 「レポートを登録: 実
行ユーザを設定」

• [自分] — 自分のみがレポートを受信します。
• [ユーザを選択] — 指定した人がレポートを受信します。自分はデフォルトで含まれますが、他の人を追加
したら、自分を除外できます。
[レポートの実行者] で、レポートを実行する人を指定します。
• [自分] — あなたがレポートを実行し、受信者が、メール送信されたレポートのレポートデータをあなたと
して確認します。
• [別のユーザ] — レポートを実行する権限があり、レポートにアクセスできる人を指定します。
登録された受信者がレポート結果をメールで受信すると、メールには、受信者が誰としてデータを確認してい
るかが表示されます。
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Lightning Experience でのレポートおよびダッシュボードフォルダの作成
フォルダは、レポートとダッシュボードを共有および整理する上で非常に重要
です。Lightning Experience でそのフォルダを作成できるようになりました。他の
ユーザにフォルダへのアクセス権を付与するには、Salesforce Classic に切り替えま
す。これは、Lightning Experience の新機能です。
フォルダを作成するには、レポートまたはダッシュボードのタブから[新規フォ
ルダ] をクリックします。
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ルダを作成」
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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
レポートとダッシュボードにいくつかの小さいながら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。
ダッシュボードのグラフに最大 300 件のグルーピングを表示
グルーピングの数が 200 から 300 に増加しました。
ダッシュボードでの「最終更新」警告の表示
ダッシュボードを 24 時間を超えて更新していない場合、ダッシュボードにわかりやすい警告メッセージが
表示されるようになりました。
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ダッシュボードコンポーネントでの行制限の検索条件が適用されたソースレポートのサポート
行制限の検索条件が適用されたレポートに基づくコンポーネントを追加すると、ダッシュボードに上位 10
件の商談が表示されます。行制限条件についての詳細は、Salesforce ヘルプの「レポートの絞り込み」を参
照してください。
Lightning Experience のダッシュボードビルダーでは、[+ 追加] ボタンが [+ コンポーネント] ボタンになりまし
た。
ダッシュボード検索条件を追加するために、新しいボタン [+ フィルタ] を導入したため、実行する内容を
適切に反映するため、ボタンの名前を変更しました。

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易な管理と探
索、および Wave テンプレート
Einstein Discovery はビジネスの複雑な問題に対して積極的に回答を提供し、ユーザ
はこれを使用してデータをより深く探索できます。直感的なデータ統合機能と
データ準備機能により、この掘り下げた探索のためのデータを容易に準備でき
ます。より深いインサイトを見つけて、それを、再設計されたエクスプローラ
で簡単に視覚化します。また、自分の Wave プラットフォームアプリケーション
をテンプレートに変換しておくと、他のユーザはそのテンプレートを使用して
独自のデータで新しいアプリケーションを構築できます。

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 Analytics が Einstein Analytics に改称

Wave Analytics が「Einstein Analytics」という名称になりました。Einstein Analytics
の Einstein Data Discovery は「Einstein Discovery」になりました。Wave の事前作成済みアプリケーションも名称が
変更されています。
Wave: Einstein Discovery
Einstein Discovery は、精巧なソフトウェアと統計モデルを構築することなく、データ内の関連する事実とテー
マを見つけます。Einstein Discovery では、データの分析が終わると、先入観のない回答、説明、おすすめが
生成され、何に、なぜ、どのように対応するかを確認できます。結果は、ビジネスユーザが容易に理解で
きるものです。誰もがデータサイエンスの威力を利用し、統計的分析と予測分析を行うことができるよう
になりました。
Wave: 分析ホームとアプリケーションのカスタマイズ
Wave Analytics ホームとアプリケーションナビゲーションのアップグレードにより、さまざまなビジネスニー
ズに対応するよう最適化された、Wave への経路を容易に作成できます。さらに、任意のグラフで通知の作
成と追跡ができ、選定されたアプリケーションにレンズを含めることができるようになりました。
Wave: 再設計された探索、新しいグラフ、およびダッシュボードインスペクタ
より多くの Wave グラフと新しく合理化された機能満載の探索を使用してデータを分析できます。ダッシュ
ボードインスペクタでダッシュボードのパフォーマンスの分析と最適化を行います。
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Wave: 更新されたデータマネージャ、外部ソースへの新しいコネクタ、データフローの機能強化
クリックだけでデータをソースから Wave データセットに取り込みます。コネクタを使用して一瞬で内部
データや外部データに接続し、データセットエディタまたはレシピでそのデータを視覚的に準備します。
柔軟なスケジューラを使用して、これらのデータジョブが実行されるタイミングを調整します。再設計さ
れたデータマネージャ 1 か所だけでこのすべてを行うことができます。
Wave: アクションメニューのカスタマイズ、バインドの拡張、およびコミュニティへの埋め込み
Salesforce アクションメニューをダッシュボードのテーブルやグラフの凡例に容易に追加できるようになり
ました。バインドを使用して多くのことができます。たとえば、初期選択内容を動的に設定できます。ま
た、ダッシュボードを埋め込むための最新の方法として、コミュニティビルダーでテンプレートを使用で
きるようになりました。
Wave: トレンドデータ
新しい未使用ダッシュボードの自動クリーンアップでは、トレンド分析ダッシュボードをより簡単に管理
できます。埋め込み可能なトレンド分析ダッシュボードを使用すると、Wave のトレンド分析ダッシュボー
ドにアクセスする必要がなくなります。
Wave: 事前作成済み Wave アプリケーションによる加速化
Salesforce は、Salesforce データで Wave の機能を簡単に使用できるようにする事前作成済み Wave アプリケー
ションの製品提供を継続的に拡大しています。最近では、Field Service Analytics という新しいアプリケーショ
ンや、Sales Analytics の新バージョン、Service Analytics や Event Monitoring Analytics アプリケーションの新しいダッ
シュボードなどが追加されています。
Wave: モバイルでの分析
Wave Analytics for iOS/Android で場所を問わずにデータのインサイトにアクセスします。
Wave: 新しい API、SDK、およびテンプレート
Wave プラットフォームが追加の REST API サポート、新しい SDK、Wave テンプレート API によってさらに強化
されました。

Wave Analytics が Einstein Analytics に改称
Wave Analytics が「Einstein Analytics」という名称になりました。Einstein Analytics の Einstein Data Discovery は「Einstein
Discovery」になりました。Wave の事前作成済みアプリケーションも名称が変更されています。
Einstein Analytics のドキュメントやインターフェースでは、製品名の短縮形である「Analytics」が使用されます。
製品全体にこの新しい名称が適用され、現時点から Winter '18 リリースまで段階的にドキュメントが翻訳され
ます。
Analytics を開くには、アプリケーションピッカーで [Analytics] をクリックします。このオプションは「Wave
Analytics」から変更されたものです。Analytics インターフェースでも、以下のとおり表示レベルが同じ様に変更
されています。
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Analytics の事前作成済みアプリケーションもすべて、次の表のとおり新しい名称になります。
以前の名称

新しい名称

B2B Marketing Wave Analytics

B2B Marketing Analytics

Event Monitoring Wave

Event Monitoring Analytics

Field Service Wave Analytics

Field Service Analytics

Sales Wave Analytics

Sales Analytics

Service Wave Analytics

Service Analytics

Wave for Financial Services Cloud

Einstein Analytics for Financial Services Cloud

Wave for Health Cloud

Einstein Analytics for Health Cloud

Wave: Einstein Discovery
Einstein Discovery は、精巧なソフトウェアと統計モデルを構築することなく、データ内の関連する事実とテーマ
を見つけます。Einstein Discovery では、データの分析が終わると、先入観のない回答、説明、おすすめが生成さ
れ、何に、なぜ、どのように対応するかを確認できます。結果は、ビジネスユーザが容易に理解できるもので
す。誰もがデータサイエンスの威力を利用し、統計的分析と予測分析を行うことができるようになりました。
このセクションの内容:
Einstein Discovery の設定
権限セットの作成と割り当ておよび Einstein Discovery の有効化を行って、Einstein Discovery を使用するように
組織を設定します。各 Einstein Discovery ユーザに Einstein Discovery - アナリストまたは Einstein Discovery - ユーザ
権限セットライセンスが必要です。
Einstein Discovery へのデータのインポート
Salesforce データ、CSV ファイル、Oracle、Microsoft SQL Server、Postgres、MySQL、Hadoop、SAP、Netezza から Einstein
Discovery にデータをインポートし、データセットを簡単に作成します。データセットの品質を高めたり、
提案された変更を確認したり、データを改善したりする方法についての提案を受けてください。
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データに埋もれたストーリーの検出
Einstein Discovery では大量のデータがすばやく取捨選択され、重要な相関関係が検出されて正確な予測が行
われます。ストーリーを作成し、ビジネス関連の総計値およびその総計値に影響する可能性のある説明変
数の間で関係の検出を始めてください。
視覚化により深まるデータへの理解
Einstein Discovery では原因と相関関係が表面化するため、正しい方向で調査できるようになります。先入観
のない回答が示されるため、重要な総計値に集中できます。何が発生したのかだけでなく、その理由を把
握してから、その対処方法を練ることができるのです。「何が起きたのか? 結果変数の動作を説明する、関
連性のあるパターンがデータに存在するか?」、「発生の原因は? この事実をどのように診断するのか?」、
「今後、何が起きるのか? 過去の動作から、将来どのような動作が予測できるか?」、「この状況に対処す
る、効果的な選択肢は何か?」という、ビジネス上の重要な質問に回答できます。
データの掘り下げ
初期分析の後で、数学モデルの改善のためにフィードバックを送信してください。Einstein Discovery の分析
では、手動の分析技法を使用しても見つからなかったと思われる、優れた予測インサイトが得られます。
このワークフローでは、手動の技法と比較して生産性が向上します。インサイトに基づいて行動し、変更
を把握して反復することができます。
ストーリーの共有とエクスポート
インサイトを得ることは、仕事の半分でしかありません。残りの半分は、インサイトに基づいて行動する
ことです。他のユーザを関わらせるには、ストーリーを共有するか Wave Analytics にエクスポートします。
カスタマイズ可能なレポートを Microsoft Word 文書か PowerPoint スライドとしてエクスポートすることもでき
ます。すべてのレポートには平易な言葉で書かれたスピーカーノートが含まれているため、何時間もかけ
てレポートの構築と管理を行う必要はありません。
Salesforce オブジェクトでの Einstein Discovery のおすすめの表示
トリガをサポートする Salesforce オブジェクトでは、Apex コードとカスタム項目を使用して Einstein Discovery
のおすすめをインポートできます。プロフェッショナルサービスの支援を受けて、[Outcome (結果)]、[Explanation
(説明)]、[Prescription (処方箋)] などの項目を追加できます。

Einstein Discovery の設定
権限セットの作成と割り当ておよび Einstein Discovery の有効化を行って、Einstein
Discovery を使用するように組織を設定します。各 Einstein Discovery ユーザに Einstein
Discovery - アナリストまたは Einstein Discovery - ユーザ権限セットライセンスが必要
です。

ユーザ権限
権限セットを作成する
• プロファイルと権限
セットの管理

権限セットの作成
Einstein Discovery ユーザ権限で構成される権限セットを作成します。

ユーザ権限

Einstein Discovery - アナリスト権限セットライセンスでは、プロビジョニングで次
のユーザ権限を使用できます。

Einstein Discovery を有効に
する
• Einstein Discovery の管
理

ユーザ権限

可能になる機能

Einstein Discovery モデルの接続

現在使用できません。
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ユーザ権限

可能になる機能

Einstein Discovery データセットの作成および更新

Salesforce データ、CSV ファイル、Oracle、Microsoft SQL
Server、Postgres、MySQL、Hadoop、SAP、Netezza から
Einstein Discovery にデータをインポートし、データセッ
トを簡単に作成します。

Einstein Discovery ストーリーの作成および更新

ストーリーを作成し、ビジネス関連の総計値と、その
総計値に影響する可能性のある説明変数との間のリ
レーションを検出します。

Einstein Discovery の管理

すべての Einstein Discovery 機能にアクセスし、ユーザが
作成したすべてのデータセットとストーリーを表示し
ます。

Einstein Discovery ストーリーの共有

Einstein Discovery ストーリーを Word、PowerPoint、R、お
よび Wave にエクスポートすることをユーザに許可し
ます。

Einstein Discovery の使用

Einstein Discovery を使用し、参照権限のあるデータセッ
トとストーリーを参照します。

Einstein Discovery のおすすめの参照

Salesforce オブジェクトに接続されている、Einstein
Discovery のおすすめを参照します。

Einstein Discovery - ユーザ権限セットライセンスでは、プロビジョニングで次のユーザ権限を使用できます。
ユーザ権限

可能になる機能

Einstein Discovery のおすすめの参照

Salesforce オブジェクトに接続されている、Einstein
Discovery のおすすめを参照します。

Einstein Discovery の作成と管理を行うユーザ向けに Einstein Discovery の管理権限セットを作成します。
1. [設定] メニューで、[ユーザの管理] | [権限セット] を選択し、[新規] をクリックします。
2. [表示ラベル] に「Einstein Discovery の管理」と入力します。API 参照名は自動入力されます。
3. [ライセンス] で [Einstein Discovery アナリスト PSL] を選択します。権限セットライセンスを選択すると、権
限セットに割り当てられているすべてのユーザにその権限セットライセンスが割り当てられます。デフォ
ルトの [なし] にした場合は、権限セットライセンスをユーザに手動で割り当ててから、ユーザを新しい権
限セットに追加する必要があります。
4. [保存] をクリックします。権限セットの詳細ページに新しい権限セットが表示されます。
5. [システム権限] をクリックし、「Einstein Discovery アナリスト PSL」ライセンスによって有効になったユーザ
権限のリストを開きます。
6. [編集] をクリックします。
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7. [Einstein Discovery の管理] を選択し、[保存] をクリックします。ユーザが Einstein Discovery を作成および管理
できる権限セットが正常に作成されました。これで、ユーザにこの権限セットを割り当てることができま
す。
会社のユーザのニーズに基づいて、Einstein Discovery アナリストライセンスによって有効になった個々の権限か
ら他の権限セットを構築できます。
他の種類のユーザ用に異なる権限セットを作成するには、手順を繰り返します。ただし、次の点を除きます。
• 異なる名前を権限セットに付けます。
• 適切なユーザ権限を選択して、[保存] をクリックします。

ユーザへの権限セットの割り当て
適切な権限セットをユーザに割り当てます。権限セットは個々のユーザに割り当てることができますが、効率
化するためにユーザのグループに割り当てることができます。1 人のユーザに複数の権限セットを割り当てる
ことができます。
1. [設定] で、[ユーザの管理] | [権限セット] を選択します。
2. ユーザに割り当てる権限セットをクリックします。
メモ: Einstein Discovery の管理権限セットは、アプリケーションを管理するユーザにのみ割り当てます。
3. [割り当ての管理] をクリックし、[割り当てを追加] をクリックします。
4. ユーザを選択し、[割り当て] をクリックします。
5. [完了] をクリックします。

Einstein Discovery の有効化
組織で Einstein Discovery を有効にします。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein Discovery」と入力し、[はじめよう] を選択します。
2. 切り替えボタンを使用して Einstein Discovery を有効にします。

Einstein Discovery へのデータのインポート
Salesforce データ、CSV ファイル、Oracle、Microsoft SQL Server、Postgres、MySQL、Hadoop、SAP、Netezza から Einstein
Discovery にデータをインポートし、データセットを簡単に作成します。データセットの品質を高めたり、提案
された変更を確認したり、データを改善したりする方法についての提案を受けてください。

データのインポート
多くのデータコネクタのうちいずれかを使用してデータをインポートし、データセットを作成します。
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完了すると、データセットが表示されます。「データの改善点が見つかりました」というメッセージは、デー
タセットの品質を改善する方法が特定されたという意味です。

[変更の確認] をクリックし、Einstein Discovery でデータを改善する方法を確認してください。

特定された問題のリストを確認し、データセット改善のために行うアクションを選択してください。
メモ: Hadoop データソースへの直接リンクを使用して、バイナリの結果を計算することは現在できませ
ん。

データに埋もれたストーリーの検出
Einstein Discovery では大量のデータがすばやく取捨選択され、重要な相関関係が検出されて正確な予測が行われ
ます。ストーリーを作成し、ビジネス関連の総計値およびその総計値に影響する可能性のある説明変数の間で
関係の検出を始めてください。
ストーリーの提案は、[ストーリー設定] ページのデータセットのデータに基づいて行います。ストーリーを設
計し、調査する結果変数についての質問に回答してください。次の例のストーリーは「変数 Margin の最大化」
です。
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さまざまな測定変数を選択してストーリーを変更し、モデルのその他の設定の分析と構成を行うことができま
す。
[ストーリーの作成] をクリックすると、Einstein Discovery によって、数百、数千、数百万の変数の組み合わせが
分析され、データセットに隠された、統計上重要なインサイトが検出されます。
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視覚化により深まるデータへの理解
Einstein Discovery では原因と相関関係が表面化するため、正しい方向で調査できるようになります。先入観のな
い回答が示されるため、重要な総計値に集中できます。何が発生したのかだけでなく、その理由を把握してか
ら、その対処方法を練ることができるのです。「何が起きたのか? 結果変数の動作を説明する、関連性のある
パターンがデータに存在するか?」、「発生の原因は? この事実をどのように診断するのか?」、「今後、何が
起きるのか? 過去の動作から、将来どのような動作が予測できるか?」、「この状況に対処する、効果的な選択
肢は何か?」という、ビジネス上の重要な質問に回答できます。
最初は棒グラフで視覚化されます。[ストーリー設定] ページで指定した結果変数への影響の順序でインサイト
が示されます。

右側の表示セクションにはストーリーのグラフがリストされ、これを選択するとグラフが表示されます。ス
トーリーにはさまざまな種類のグラフが含まれます。
• 何が発生したのか
• 時系列の変化
• 発生した理由
• 何が発生する可能性があるか
• どのように改善できるか
グラフを利用してストーリーを調査してください。
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データの掘り下げ
初期分析の後で、数学モデルの改善のためにフィードバックを送信してください。Einstein Discovery の分析で
は、手動の分析技法を使用しても見つからなかったと思われる、優れた予測インサイトが得られます。この
ワークフローでは、手動の技法と比較して生産性が向上します。インサイトに基づいて行動し、変更を把握し
て反復することができます。

ストーリーへのグラフの追加
Einstein Discovery では、統計的に最も重要なグラフが表示され、重視すべき領域が強調表示されます。関連セク
ションで条件を変更すると、データをさらに調査できます。調査の過程で、インサイトをストーリーに追加で
きます。
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ストーリー設定の変更および分析の再実行
設定を変更して分析を実行するには、[ストーリー設定]をクリックします。[ストーリー設定] ページでストー
リーの設定を変更し、[ストーリーの作成] をクリックします。

ストーリーの共有とエクスポート
インサイトを得ることは、仕事の半分でしかありません。残りの半分は、インサイトに基づいて行動すること
です。他のユーザを関わらせるには、ストーリーを共有するか Wave Analytics にエクスポートします。カスタマ
イズ可能なレポートを Microsoft Word 文書か PowerPoint スライドとしてエクスポートすることもできます。すべ
てのレポートには平易な言葉で書かれたスピーカーノートが含まれているため、何時間もかけてレポートの構
築と管理を行う必要はありません。
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Salesforce オブジェクトでの Einstein Discovery のおすすめの表示
トリガをサポートする Salesforce オブジェクトでは、Apex コードとカスタム項目
を使用して Einstein Discovery のおすすめをインポートできます。プロフェッショ
ナルサービスの支援を受けて、[Outcome (結果)]、[Explanation (説明)]、[Prescription
(処方箋)] などの項目を追加できます。
この機能を有効にするには、Salesforce システム管理者は Salesforce から提供され
た管理パッケージをインストールする必要があります。

Wave: 分析ホームとアプリケーションのカスタマイズ
Wave Analytics ホームとアプリケーションナビゲーションのアップグレードによ
り、さまざまなビジネスニーズに対応するよう最適化された、Wave への経路を
容易に作成できます。さらに、任意のグラフで通知の作成と追跡ができ、選定
されたアプリケーションにレンズを含めることができるようになりました。

ユーザ権限
接続アプリケーションを
参照、作成、更新または
削除する
• 「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」または「接続アプ
リケーションの管理」
のいずれか

このセクションの内容:
ビジネスユーザとビルダーのための合理化されたパスを使用した Wave の操作
ユーザの環境に基づいて Wave の操作性が最適化されました。ユーザは、作業内容に応じてビジネスユーザ
パスまたは Wave ビルダーパスのいずれかを使用できます。また、パスはいつでも切り替えることができま
す。これらの非公式パスではアクセスは制限されませんが、目標の異なる各ユーザが目的の場所にすばや
く移動できます。
Wave アプリケーションへのレンズの追加
ダッシュボードとレンズの両方を含める Wave アプリケーションを選定します。ユーザは、実行中のアプリ
ケーションでレンズの探索、取り消し、やり直し、履歴参照、表示、共有を行うことができます。
ダッシュボードウィジェットの変更に関する通知の受信
数値ウィジェット以外にも通知を設定できるようになりました。大部分のウィジェットで通知を作成でき
るようになり、追跡する総計値も選択できます。
Wave ホームページでのプロのような通知の追跡および管理
Wave Analytics ホームページで各通知を追跡するかどうかを選択します。追跡が有効になっている場合、目
標に対する進行状況が棒グラフまたはフラットゲージで表示されます。また、Wave ホームでは、通知追跡
タイルの [削除] ドロップダウンオプションから直接通知を削除できます。
タイルまたはリストビューからのダッシュボードの削除
参照ページの新しい [削除] オプションを使用すると、Wave ダッシュボードコレクションを容易にクリーン
アップできます。

ビジネスユーザとビルダーのための合理化されたパスを使用した Wave の操作
ユーザの環境に基づいて Wave の操作性が最適化されました。ユーザは、作業内容に応じてビジネスユーザパ
スまたは Wave ビルダーパスのいずれかを使用できます。また、パスはいつでも切り替えることができます。
これらの非公式パスではアクセスは制限されませんが、目標の異なる各ユーザが目的の場所にすばやく移動で
きます。
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2 つのパス

Salesforce にとどまる

Wave 環境
次のように移動する。Wave >

アプリケーションの実行と探索を
行う

>

アセットを参照および構築する

ビジネスユーザパスは、一般的に「Wave Analytics の使用」権限を持つユーザが使用するパスで、選定されたア
プリケーションでダッシュボードやレンズをすばやく検索できます。このパスでは、ユーザは Lightning Experience
または Salesforce Classic の [分析] タブに移動します。[分析] タブ内でアプリケーションタイルをクリックすると、
整理されたナビゲーションの最初のダッシュボードまたはレンズで実行されているアプリケーションが起動し
ます。
実行中のアプリケーションのナビゲーションパネルコントロール (
) がアプリケーション名の左側に表示さ
れるようになりました。編集、クリップ、コピー、保存などのビルダーアクションは使用できません。これら
のアクションを実行するには、ユーザは [Wave で開く] (
替えます。

) コントロールをクリックしてビルダーパスに切り

ビルダーパスは、一般的に Wave アセットの作成権限を持つユーザが使用するパスで、データセットの探索や、
アプリケーション、ダッシュボード、レンズの編集をすばやく行うことができます。このパスでは、ユーザは
Wave Analytics 環境に移動します。Wave 内でアプリケーションタイルをクリックすると、アプリケーションの参
照ページが開き、ビルダーはすべてのアプリケーションアセットにすばやくアクセスできます。[アプリケー
ションを実行] ボタンまたはタイルのドロップダウンアクションリストからアプリケーションを実行できます。

Wave 環境でアプリケーションを実行する場合、ドロップダウンアクションリストで非表示になっている状態
ではなく、アイコンコントロールとして共有および編集アクションを使用できます。ビルダーまたはアプリ
ケーションマネージャは、[分析] タブに表示されるナビゲーションを整理できます。参照するためのオプショ
ンは、ドロップダウンリストにあります。
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Wave アプリケーションへのレンズの追加
ダッシュボードとレンズの両方を含める Wave アプリケーションを選定します。ユーザは、実行中のアプリケー
ションでレンズの探索、取り消し、やり直し、履歴参照、表示、共有を行うことができます。
レンズとして作成および保存した探索を覚えていますか? もちろん、デザイナにクリップしてダッシュボード
に追加していると思いますが、レンズをアプリケーションに追加して、他のユーザのためにそれらを再作成で
きるようになりました。履歴が保存されているため、閲覧者は探索のさまざまなフェーズをクリックして移動
できます。
アプリケーションナビゲーションでは、最初の 20 個のアセットが名前のアルファベット順で表示されます。
これには、ダッシュボードとレンズの両方が含まれます。アプリケーションの左上にあるナビゲーションコン
トロール (
) をクリックします。アセットを追加するには、[整理] ボタン、プラス記号の順にクリックし、
ダッシュボードおよびレンズのリストから選択します。

実行中のアプリケーションからレンズを探索、表示、共有できますが、保存またはデザイナへのクリップを行
うには、[編集] (

) または [Wave で開く] (

) コントロールをクリックします。
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ダッシュボードウィジェットの変更に関する通知の受信
数値ウィジェット以外にも通知を設定できるようになりました。大部分のウィジェットで通知を作成できるよ
うになり、追跡する総計値も選択できます。
タイムラインと値テーブル以外の任意のダッシュボードウィジェットでドロップダウンリストをクリックしま
す。

グラフによっては、通知を作成するために選択する関連オプションが設定パネルに表示されます。最大 4 個の
グルーピングを含めることができます。グラフに複数の基準がある場合、リストから目的の基準を選択しま
す。

通常、通知は文章のようになります。たとえば、「オープンケースのチャネルの合計が 20 未満の場合に通知」
や「ケースの商品または理由の数が 20 を超えている場合に通知」のようになります。

Wave ホームページでのプロのような通知の追跡および管理
Wave Analytics ホームページで各通知を追跡するかどうかを選択します。追跡が有効になっている場合、目標に
対する進行状況が棒グラフまたはフラットゲージで表示されます。また、Wave ホームでは、通知追跡タイル
の [削除] ドロップダウンオプションから直接通知を削除できます。
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通知に設定した条件に対する進行状況を Wave Analytics ホームページで追跡するためのオプションが通知編集パ
ネルに追加されました。

ウィジェットのグルーピングに応じて、ゲージまたは棒グラフで目標に対する進行状況が表示されます。

ホームページの通知追跡タイルをクリックして、通知が設定されているダッシュボードに直接移動します。完
了した通知は、ホームページの通知タイルのドロップダウンリストで削除します。

タイルまたはリストビューからのダッシュボードの削除
参照ページの新しい [削除] オプションを使用すると、Wave ダッシュボードコレクションを容易にクリーンアッ
プできます。
以前は、ダッシュボードを開いて削除アクションにアクセスしていました。現在は、[削除]オプションがタイ
ルのドロップダウンとダッシュボードのリストビューに追加されています。[すべてを参照] ページまたはアプ
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リケーション参照ページのどちらでも、削除の権限と共有権限があればドロップダウンのアクションリストに
削除オプションが含まれます。

Wave: 再設計された探索、新しいグラフ、およびダッシュボードインスペクタ
より多くの Wave グラフと新しく合理化された機能満載の探索を使用してデータを分析できます。ダッシュボー
ドインスペクタでダッシュボードのパフォーマンスの分析と最適化を行います。
このセクションの内容:
新しいエクスプローラによる生産性の向上
更新されたエクスプローラは外観が合理化され、レンズと Wave ダッシュボードデザイナの両方からアクセ
スできる統合された機能があります。最新の Wave グラフからモード切り替えまで、新しいエクスプローラ
ではデータを存分に活用できます。
アクセスできる Wave グラフとその設定方法の増加
Wave グラフが追加され、これまでにない方法でデータの最適な視覚化を実現できます。グラフを設定およ
び微調整する方法が増え、美しく効果的な視覚化を従来よりも簡単に作成できます。
ダッシュボードインスペクタを使用した迅速なダッシュボードの実行
ダッシュボードインスペクタには Wave での各ステップの実行速度が表示されるため、クエリのボトルネッ
クを識別して実行にかかる時間を短縮できます。Wave でグローバル検索条件、ファセット、およびバイン
ドに基づいてステップクエリがどのように変更されるかも表示されます。
ダッシュボードを参照しているユーザに合わせた結果のカスタマイズ
ログインユーザに応じてステップクエリを変更できます。たとえば、商談レコードを絞り込んでそのユー
ザが所有する商談のみを表示できます。以前は、ユーザトークンは開始値にのみ適用可能でした。
合計の表示とテーブルの表示の最大化
会社またはチームのパフォーマンスを調べるには、値の合計を表示してテーブルを比較します。テーブル
の列幅を設定して空白を最小化し、ダッシュボードでウィジェットが適切に配置されるようにします。
Wave デザイナ表示ラベルの変更
選択と検索条件を区別するために表示ラベルが変更されました。
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Wave デザイナのダッシュボード JSON の変更
ダッシュボード JSON に新しいパラメータが追加されました。これは、JSON を最初から作成するユーザに影
響します。

新しいエクスプローラによる生産性の向上
更新されたエクスプローラは外観が合理化され、レンズと Wave ダッシュボードデザイナの両方からアクセス
できる統合された機能があります。最新の Wave グラフからモード切り替えまで、新しいエクスプローラでは
データを存分に活用できます。

新しいデザインによる容易な探索
エクスプローラが再設計され、作業領域で探索に関連するすべての選択とプロパティを簡単に表示および編集
できるようになりました。

選択した基準、ディメンション、および検索条件が専用のパネル (1) によって見やすくなりました。新しいモー
ド切り替えボタンを使用すると、グラフ、データテーブル、SAQL の編集間をすばやく移動できます (2)(ボタン
を押すだけで SAQL を編集できます)。ギアメニューでは、表示領域の現在の視覚化またはテーブルに関連する
プロパティパネルの表示と非表示を切り替えることができます (3)。
これまで愛用してきたすべてのアクションといくつかの新しいアクションがメニューやバーにわかりやすく配
置されています。これらのアクションに簡単にアクセスできるだけでなく、不要な場合は邪魔になりません。

290

Salesforce Summer '17 リリースノート

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易
な管理と探索、および Wave テンプレート

各基準とディメンションには、現在のコンテキストに適した選択肢が含まれる独自のアクションメニュー (1)
があります。アクションバー (2) では、状況に応じたギアメニューを含む、慣れ親しんだコントロールに簡単
にアクセスできます。テーブルの [合計を表示] オプションは、専用のメニュー (3) で表示されるようになりま
した。

統合メニューからのグラフの選択
ダッシュボードで視覚化のプレゼンテーションに使用したグラフがデータの探索では使用できなかったことを
覚えていますか? 新しいエクスプローラでは、シームレスなデータ探索とプレゼンテーションの操作性があり
ます。
エクスプローラで Wave グラフが使用されるようになったため、エクスプローラと Wave ダッシュボードデザイ
ナには同じ操作性があります。カレンダーヒートマップ、平行座標などのエクスプローラで愛用されているす
べてのグラフは、ピラミッド、ウォーターフォールなどのダッシュボードデザイナで愛用されているグラフと
統合されました。

ボタンを押すだけでデータにドリルイン
グラフで選択を行うときに、新しいドリルダウンボタンが表示されます。
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ボタンだけでなく、軸に沿った値をクリックするか、グラフで選択した要素を右クリックしてもドリルダウン
することができます。

任意の基準での並び替え
最初の基準による並び替えのみでロックされるのではなく、任意の基準で並び替えできるようになりました。
基準のアクションメニューを開き、並び替えの方向を選択します。
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エクスプローラのその他の変更
レンズでは、ビジュアル設定はそのままでエクスプローラから Wave ダッシュボードデザイナにクリップされ
ます。慎重に設定した視覚化は、探索していたときと同様にダッシュボードデザイナに表示されます。
エクスプローラの参照のみモードでダッシュボードから SQL フォームのステップを表示できるようになりまし
た。以前は、コンパクトフォームのステップしか開くことができませんでした。ユーザがエクスプローラでス
テップを開けるようにするには、[調査アイコンを表示] ウィジェットプロパティを有効にします。
ダッシュボード内からエクスプローラにアクセスする場合、探索しているステップの複数のデータセットを
SAQL で参照できます。ただし、それらのデータセットは他のステップによってダッシュボードですでに使用
されている必要があります。その状態にするための最も簡単な方法は、使用する予定があるすべてのデータ
セットでステップをダッシュボードに追加してから、それらのステップの load “{alias}” を対象ステップ
の SAQL にコピーします。
SAQL ステップでは、グループ化されたディメンションとグループ化されていないディメンション (文字列) が
パーサーによって個別に識別されるようになりました。グループ化されたディメンションはデフォルトで視覚
化に含まれますが、文字列ディメンションは含まれません。基礎の SAQL を編集して、手動で文字列ディメン
ションを視覚化に追加できます。
コマンドのコピー、貼り付け、およびフォーカスはエクスプローラでは使用できなくなりました。

アクセスできる Wave グラフとその設定方法の増加
Wave グラフが追加され、これまでにない方法でデータの最適な視覚化を実現できます。グラフを設定および
微調整する方法が増え、美しく効果的な視覚化を従来よりも簡単に作成できます。
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新しい Wave グラフによるデータの視覚化
エクスプローラでしか使用できなかったカレンダーヒートマップ、横方向/縦方向のドットプロット、使い慣
れた折れ線グラフ、平行座標が Wave グラフに含まれるようになりました。(レポートとダッシュボードで使用
可能な) ジオマップや角度ゲージが新しく Wave で使用できるようになりました。
カレンダーヒートマップは、繰り返される個別の活動 (長期にわたるアカウントのクローズなど) を視覚化する
場合に便利です。このグラフでは、月から週または日のように、時間ベースのグルーピングの粒度を簡単に変
更できます。

横方向/縦方向のドットプロットでは、バブルのサイズと色を使用して、複数のディメンションと基準を視覚
化します。
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平行座標は、1 ～ 4 個の基準を使用して、グルーピングのデータ要素が相互に積み重なっている様子を表示す
る場合に役立ちます。
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ジオマップでは、地理座標 (緯度と経度) を含むデータを視覚化できます。たとえば、米国の地図では、本拠州
だけではなく実際の空港の場所を中心としたバブルで空港データを表示できます。

角度ゲージグラフを使用して、単一の基準の進捗状況 (収益目標達成率など) を追跡します。
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アイコンによるグラフの強化
グラフに表示される数値に顔、旗、またはその他の画像を追加して、個性的なグラフにします。
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必要なのは、値がアイコン画像への URL であるグループ化されていない URL ディメンションのデータセットの
みです。たとえば、次のデータセットの各行には、組織に保存されている旗の画像を指し示す URL がありま
す。
Country,Country_code,Region,flag_img_url,Accounts,Value
Australia,aus,South
Pacific,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagaustraliapng,1898,22930651
China,chn,East Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagchinapng,2051,29754009
Europe,eur,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flageuropepng,4668,61238042
France,fra,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagfrancepng,2303,28746829
India,ind,Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagindiapng,2721,32037499
Italy,ita,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagitalypng,1722,26340986
Japan,jpn,East Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagjapanpng,2872,36916012
Russian Federation,rus,East
Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagrussiapng,1847,27387456
South
Africa,zaf,Africa,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagsouthafricapng,879,9794857
South Korea,kor,East
Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagsouthkoreapng,1643,21934785
United States of America,usa,North
America,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagusapng,6527,87044191

そのデータセットを Wave にインポートして、SAQL モードでクエリできます。
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画像の URL は、first('flag_img_url') as 'flag_img_url' のように非グルーピング SAQL 関数を使用し
てクエリします。
グラフモードに戻ってアイコンを追加し、グラフプロパティの簡単なセットを使用して Wave から直接それら
のプロパティを設定できます。
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ドーナツグラフのさらなる活用
ドーナツグラフの大きなスライスに値が表示されるようになりました。
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さらに、中央値をカスタマイズすることもできます。通常、中央値には選択したスライスの値が反映されま
す。

新しいカスタマイズ可能な中央値を使用して、ドーナツグラフの中央に何を表示するのかを決定します。

ズームインする範囲の変更
カスタムドメインでは、グラフのどの部分をフォーカスするのかを決定できます。たとえば、棒グラフに店舗
売上を表示できます。

301

Salesforce Summer '17 リリースノート

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易
な管理と探索、および Wave テンプレート

特定の売上を超える店舗のみにフォーカスするには、カスタムドメインの下限値に最低限必要な店舗売上を設
定します。更新された棒グラフでは、合計が新しい範囲内にある場合にのみ横棒が表示されています。

マウスポインタのドラッグによるデータの選択
データポイントは、クリックしてドラッグするだけで簡単に選択できます。
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または、個々のデータ要素をクリックしたり、繰り返しクリックして複数の要素を連続して選択したりするこ
ともできます。デフォルトの選択 (すべて選択された状態) に戻すには、グラフの外側の任意の空白部分をク
リックします。

Wave グラフのその他の更新
散布図や、バブルを使用するマップのバブルサイズを調整できます。
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バブルを使用するグラフ (ドットプロットやバブルマップなど) に、値をバブルサイズに関連付ける凡例が表示
されるようになりました。
フラットゲージや極座標にはツールチップが表示されます。また、フラットゲージや極座標は Trellis 表示で選
択することもできます。

ダッシュボードインスペクタを使用した迅速なダッシュボードの実行
ダッシュボードインスペクタには Wave での各ステップの実行速度が表示されるため、クエリのボトルネック
を識別して実行にかかる時間を短縮できます。Wave でグローバル検索条件、ファセット、およびバインドに
基づいてステップクエリがどのように変更されるかも表示されます。
ダッシュボードレイアウトには異なるウィジェット (およびステップ) を含めることができるため、各レイアウ
トでインスペクタを実行します。ダッシュボードインスペクタを開くには、ダッシュボードをプレビューしな
がら、アプリケーションを参照して適切なレイアウトを選択し、[ダッシュボードインスペクタ]をクリックし
ます。
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メモ: Wave 外でアプリケーションを実行中または埋め込みダッシュボードをプレビュー中は、ダッシュ
ボードインスペクタを使用できません。
ダッシュボードインスペクタには次の情報が表示されます。
クエリ総計値
クエリ総計値を使用して、実行にかかる時間が最も長いステップクエリを判断します。必要に応じて、ス
テップクエリを調整してダッシュボードのパフォーマンスを改善します。
インスペクタには、ダッシュボードレイアウトに含まれるすべてのステップの次の総計値が表示されます。

総計値

説明

# Runs

Wave でステップクエリが実行された回数。

最初 (ミリ秒)

Wave でステップクエリが初めて実行されたときにかかったミリ秒数。

平均 (ミリ秒)

Wave でクエリの実行にかかった平均ミリ秒数。
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SAQL クエリの調整についてのヒントは、「クエリのパフォーマンス」を参照してください。
ステップの詳細
詳細を表示するには、インスペクタでステップを選択します。ステップの詳細には、基準、検索条件、グ
ルーピング、基盤となるデータセットなど、クエリのさまざまな部分が要約されています。[最終実行総計
値] セクションの総計値を使用して、ステップの結果が出るまでにかかった合計時間の一因となっている他
のイベントを識別します。

総計値

説明

メタデータ

Wave で拡張メタデータの取得にかかったミリ秒数。

待機中

Wave でバインドの解決にかかったミリ秒数。

クエリ

Wave でクエリの実行にかかったミリ秒数。

実行済みクエリ
Wave では、他のウィジェットとのやりとりに基づいてステップクエリが変更されます。ステップにすべて
の結果が表示されない場合や予期しない方法で動作している理由を確認するには、
ださい。
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[クエリの詳細] ページダッシュボードで定義したクエリと、ダッシュボードが表示されているときに実際
に実行されたクエリを比較できます。該当する場合は、ファセット、グローバル検索条件、およびバイン
ドの解決された値によって適用される追加検索条件が表示されます。クエリでバインドが使用されている
場合、バインド追跡で各バインド関数のステップごとの詳細と解決された値が表示されます。バインド追
跡では、最終的なデータ (コンテンツと形式の両方を含む) が意図した内容になっているかどうか確認でき
ます。

ダッシュボードを参照しているユーザに合わせた結果のカスタマイズ
ログインユーザに応じてステップクエリを変更できます。たとえば、商談レコードを絞り込んでそのユーザが
所有する商談のみを表示できます。以前は、ユーザトークンは開始値にのみ適用可能でした。
ユーザトークンを saql、soql、および aggregateflex ステップ種別の任意のクエリパラメータで指定でき
ます。トークンを指定するには、構文: !{user.<ユーザオブジェクト項目名>} を使用します。有効なトークン
は、user.Id、user.name、user.roleid、および user.rolename です。
次の saql 種別のステップは、ダッシュボードを参照している商談所有者にその所有者の商談のみが表示され
るように、user.Id トークンをクエリ検索条件として使用しています。
"My_Opportunities_1": {
"type": "saql",
"query": "q = load "GeoOpp";q = filter q by 'OwnerId' == \"!{user.Id}\;q = group q by
'Type';q = foreach q generate 'Type' as 'Type', count() as 'count';q = order q by 'Type'
asc;q = limit q 2000;",
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"numbers": [],
"groups": [],
"strings": [],
"label": "My Opportunities"
}
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合計の表示とテーブルの表示の最大化
会社またはチームのパフォーマンスを調べるには、値の合計を表示してテーブルを比較します。テーブルの列
幅を設定して空白を最小化し、ダッシュボードでウィジェットが適切に配置されるようにします。
ウィジェットのプロパティを変更して合計を表示し、グラフサイズを設定します。

メモ: [合計を表示] 項目は、ステップで [合計を表示] オプションが有効になっている場合にのみウィジェッ
トのプロパティに表示されます。テーブルモードでステップを作成するときに、[オプション] > [合計を表
示] を選択します。
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テーブルのグラフサイズを次のように設定できます。
データに合わせる
データの長さに基づいて列幅を動的に設定します。列が広すぎたり狭すぎたりしないように、最小幅と最
大幅を設定することもできます。
固定幅
各列を同じ幅に設定します。
ウィジェットに合わせる
列をウィジェットのサイズに合わせます。次に示すようにテーブルの右側に空白スペースが表示されるこ
とを避けるには、この設定を使用します。

Wave デザイナ表示ラベルの変更
選択と検索条件を区別するために表示ラベルが変更されました。
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古い表示ラベル

新しい表示ラベル

表示ラベルの表示場所

初期検索条件を選択

初期選択内容を選択

ダッシュボードのオプション (詳細
は初期選択内容のヘルプを参照)

初期検索条件

初期選択内容

ステップのプロパティ

選択した検索条件を適用

選択内容と検索条件を適用

リンクウィジェットのプロパティ
(詳細はリンクウィジェットのヘル
プを参照)

Wave デザイナのダッシュボード JSON の変更
ダッシュボード JSON に新しいパラメータが追加されました。これは、JSON を最初から作成するユーザに影響
します。
JSON パラ
メータ

説明

mode

必須。テーブルウィジェットのグラフサイズを決定するために使用する方法を示します。有効
な値は、次のとおりです。
• variable — このモードを選択した場合、minColumnWidth と maxColumnWidth も指定
する必要があります。
• fixed — このモードを選択した場合、fixedColumnWidth も指定する必要があります。
• fittocontainer
詳細は、「合計の表示とテーブルの表示の最大化」を参照してください。
サンプル JSON:
"steps": {
"lens_1": {
"type": "grain",
"visualizationParameters": {
"options": {},
"type": "table",
"parameters": {
"customBulkActions": [],
"mode": "variable",
"minColumnWidth": 40,
"maxColumnWidth": 300,
"totals": true
}
}
}
},
"widgets": {
"table_1": {
"type": "table",
"parameters": {
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説明

"customBulkActions": [],
"mode": "fittocontainer",
"exploreLink": true,
"totals": true,
"step": "lens_1"
}
}
},

visualizationParameters

省略可能(saql ステップ種別の場合のみ)。ステップで定義されたグラフのプロパティが含まれ
ます。ステップをウィジェットに関連付けた場合、ウィジェットのグラフのプロパティがこの
設定を上書きします。
JSON サンプル:
"steps": {
"lens_1": {
"type": "saql",
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"numbers": [],
"groups": [],
"strings": [],
"query": "q = load \"Opp_Icons\";\nq = group q by 'Forecast_Category';\nq
= foreach q generate 'Forecast_Category' as 'Forecast_Category', sum('Amount')
as 'Total Amount';\nq = order q by 'Forecast_Category' asc;\nq = limit q
10000;",
"visualizationParameters": {
"type": "chart",
"parameters": {
"visualizationType": "vbar",
"autoFitMode": "none",
"title": {
"label": "",
"subtitleLabel": "",
"align": "center"
},
"theme": "wave",
"showValues": true,
"axisMode": "multi",
"binValues": false,
"bins": {
"breakpoints": {
"low": 0,
"high": 100
},
"bands": {
"low": {
"label": "",
"color": "#B22222"
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説明

},
"medium":
"label":
"color":
},
"high": {
"label":
"color":
}

{
"",
"#ffa500"

"",
"#008000"

}
},
"dimensionAxis": {
"showAxis": true,
"showTitle": true,
"title": "",
"customSize": "auto",
"icons": {
"useIcons": false,
"iconProps": {
"column": "",
"fit": "cover",
"type": "round"
}
}
},
"measureAxis1": {
"sqrtScale": false,
"showAxis": true,
"customDomain": {
"showDomain": false,
"low": null,
"high": null
},
"showTitle": true,
"title": "",
"referenceLine": null
},
"measureAxis2": {
"sqrtScale": false,
"showAxis": true,
"customDomain": {
"showDomain": false,
"low": null,
"high": null
},
"showTitle": true,
"title": "",
"referenceLine": null
},
"legend": {
"show": true,
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説明

"showHeader": true,
"inside": false,
"position": "right-top",
"customSize": "auto"
},
"trellis": {
"enable": false,
"showGridLines": true,
"flipLabels": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4
}
}
}
}
},

Wave: 更新されたデータマネージャ、外部ソースへの新しいコネクタ、データ
フローの機能強化
クリックだけでデータをソースから Wave データセットに取り込みます。コネクタを使用して一瞬で内部デー
タや外部データに接続し、データセットエディタまたはレシピでそのデータを視覚的に準備します。柔軟なス
ケジューラを使用して、これらのデータジョブが実行されるタイミングを調整します。再設計されたデータマ
ネージャ 1 か所だけでこのすべてを行うことができます。
このセクションの内容:
データマネージャでの効率的な作業
データマネージャは、データの接続、複製、準備などのすべてのデータ関連作業の拠点となります。コネ
クタやデータフローエディタなどの新しいツールが追加されたことで、必要なものをすぐに見つけられる
ことがさらに重要になっています。そのため、データマネージャが再編成され、簡単に操作できるように
タブ名が変更されました。
コードではなくクリックによる外部データへの接続 (正式リリース)
Wave Connector には、Salesforce 組織内外のデータに接続してそのデータを Wave に取り込む簡単な方法があり
ます。ローカル組織、別の Salesforce 組織、Marketing Cloud などにすばやく接続できます。また、Amazon Redshift
や Heroku Postgres など、Web ベースの人気のサービスにも接続できます。さらに、コードは必要ありませ
ん。
コードではなくクリックによるデータフローの作成
データフローエディタを使用して、コードを 1 行も使うことなく視覚的にデータフローを作成および編集
します。秒単位で項目やオブジェクトを追加し、分単位で完全なデータフローを作成できます。JSON ファ
イルをダウンロード、編集、アップロードする必要はもうありません。
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ダイジェスト変換を使用した複製データの抽出
データフローで新しいダイジェスト変換を使用して、ローカル接続と外部接続で複製されたデータを抽出
します。
データフロー検証の機能強化について
定義ファイルをアップロードするときに Wave によってデータフローが検証されるようになりました。以前
は、アップロード時の検証は、複製が有効になっている場合にのみ行われていました。複製がない場合、
データフローの実行時にしかエラーを確認できませんでした。これでは遅すぎます。
データフローの制限の変更について
データフローをさらに活用するためにデータフローの制限が更新されました。
複製に対する新しい項目の容易な有効化
その方法はすでにご存じですね。会社の営業担当チームがダッシュボードで追加の商談項目を表示したい
と考えています。組織で複製が有効になっているため、データフローを更新してこれらの項目を有効にす
る必要があります。それが変わります。新しい項目ピッカーを使用すれば、数回クリックするだけで項目
を有効にできます。データフローはもう必要ありません。
レシピの新機能によるデータのさらなる活用
データセットレシピには、データをさらに活用するための数多くの新機能が追加されています。日付項目
をバケット化して、任意の期間でデータを分析します。日付からコンポーネントを抽出して、年単位で表
示したり、ズームインして秒単位で表示したりできます。ディメンションから基準への変換を使用してディ
メンション項目から数値を解放し、その数値に対して計算を実行します。これがすべて完了したら、探索
しているユーザがそのデータの内容をしっかりと理解できるように項目名と表示ラベルを編集します。
柔軟性の高いスケジューラによる適切な処理
連動するすべての複製、レシピ、データフローが個別のスケジュールで実行される場合、タイミングが極
めて重要になります。柔軟性の高い新しいスケジューラにより、データジョブの実行のタイミングや頻度
および通知の受信頻度を詳細に制御できます。
整理されたデータセットの作成
最もよく行われるデータセットの作成を開始する方法が整理され合理化されました。
Wave での Salesforce 共有設定の使用
共有継承では、Salesforce セキュリティモデルと Wave 間のブリッジが作成されます。サポートされているオ
ブジェクトについては、共有がセキュリティ述語ではなくオプションになりました。

データマネージャでの効率的な作業
データマネージャは、データの接続、複製、準備などのすべてのデータ関連作業の拠点となります。コネクタ
やデータフローエディタなどの新しいツールが追加されたことで、必要なものをすぐに見つけられることがさ
らに重要になっています。そのため、データマネージャが再編成され、簡単に操作できるようにタブ名が変更
されました。
ギアアイコンから Wave のデータマネージャを開きます。
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[監視] タブはおそらく最も頻繁に使用されるタブで、データジョブとデータフローの進行状況をここで確認し
ます。そのため、このタブはランディングタブの最上部にそのまま残されています。複製を有効にしている場
合、[作成] ボタンが [データフロービュー] から新しい [データフロー & レシピ] タブに移動されました。

データフローとレシピは 2 つの主要なデータ準備ツールであるため、同じ [データフロー & レシピ] タブにまと
められています。

[データフロー & レシピ] タブでは、各ツールに独自のサブタブ (1) があります。[データフロー] サブタブには
データフロー管理情報が表示されるため、[監視] タブで詳しく調べる必要はなくなりました。通常のすべての
データフロータスクには、ここにあるアクションボタン (2) を使用してアクセスできます。したがって、これ
がデータフローの作成、編集、スケジュール、実行を行う新しい場所です。また、1 回クリックするだけで、
[データセットレシピ] サブタブでデータの準備を続け、そこですべてのレシピの作成、編集、追跡を実行でき
ます。
データセットには独自のタブが使用されるようになりました。
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複製を有効にしている場合は、[複製データ] サブタブもここに表示されます (1)。データセットと複製データは
新しいレシピの開始点であるため、すべて 1 か所にあることで簡単にいずれかを選択して開始できます。タブ
に表示されている任意のデータセットまたは複製データからアクションボタン (2) を 2 回クリックするたけで、
レシピを開始できます。
組織で複製を有効にしている場合、[設定] タブが複製に関するすべての新しい拠点になります。ここにアクセ
スして複製の設定と実行を行い、新しい Wave Connector を使用して接続を作成します。

コードではなくクリックによる外部データへの接続 (正式リリース)
Wave Connector には、Salesforce 組織内外のデータに接続してそのデータを Wave に取り込む簡単な方法がありま
す。ローカル組織、別の Salesforce 組織、Marketing Cloud などにすばやく接続できます。また、Amazon Redshift や
Heroku Postgres など、Web ベースの人気のサービスにも接続できます。さらに、コードは必要ありません。
コネクタは Spring '17 リリースでパイロット機能として導入されましたが、今回正式リリースされ、複製を有効
にしている場合はすでに有効化されています。

316

Salesforce Summer '17 リリースノート

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易
な管理と探索、および Wave テンプレート

Wave Connector は、異なるデータソースに接続できるさまざまな種類のケーブルと考えることができます。新
しいデータソースに接続し、ほんの数ステップでデータを取り込むことができます。
1. データソースのコネクタを選択します。

2. ログインの詳細と他の設定を入力し、データソースへの接続を作成します。

3. データソースに接続されているときに、Wave および関連付けられた項目に取り込むテーブルまたはオブ
ジェクトを選択します。
4. 複製を実行します。データが複製オブジェクトとして Wave に取り込まれます。

メモ: 接続を再利用して、同じデータソース内の他のテーブルまたはオブジェクトからデータを取り込み
ます。
データが複製されたら、データフローおよびレシピでそのデータを使用してデータセットを作成または更新で
きます。

使用できるコネクタタイプは?
ローカル組織からのデータ取得用として 1 個、外部データ用として 4 個の計 5 個のコネクタタイプを使用でき
ます。企業の例として Blue Sky Solar が各コネクタを使用する方法を見てみましょう。Blue Sky Solar は、カリフォ
ルニアとアリゾナでソーラーパネルの販売と設置を行っています。
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Salesforce ローカルコネクタ
Big Sky Solar はすでに複製を使用してカリフォルニアの販売データを Wave に取り込んでいます。Salesforce ロー
カルコネクタを使用して、さらなるオブジェクトをデータフローに追加することなく複製します。
Salesforce 外部コネクタ
州が発行する助成金の受給資格を得るため、アリゾナとカリフォルニアで個別の事業体として運営してい
ます。各事業体には独自の Salesforce 組織があります。上級管理職は両方の事業体のビジネス状況を把握す
る必要があります。Salesforce 外部コネクタを使用して、カリフォルニア組織の Wave インスタンスをアリゾ
ナ組織の商談データに接続します。このデータを Wave でカリフォルニア組織の商談データとマージし、商
談パイプラインの統合ビューを作成します。
Marketing Cloud Connector
Blue Sky Solar は Marketing Cloud で見込み客を追跡しています。南カリフォルニアの市場に参入し、パーソナラ
イズされたマーケティングキャンペーンを実施しようとしています。Wave Marketing Cloud Connector では、
マーケティングチームが以前のキャンペーンの見込み客データを Wave に読み込み、Wave ダッシュボード
を使用して特定の会社や世帯に対象を絞ることができます。
Heroku Postgres コネクタ
ソーラーシステムの設置に関心がある見込み客は、Blue Sky Solar モバイルアプリケーションをダウンロード
できます。このアプリケーションは、見込み客がソーラーシステムに適した屋上のスペースを識別するた
めに役立ちます。このデータは Heroku Postgres データベースに保存されており、マーケティングチームは対
象を絞ったキャンペーンにこのデータを使用できます。Wave Heroku Postgres コネクタでは、チームが分析を
行うためにこのデータを Wave に移動できます。
Amazon Redshift コネクタ
設置された各ソーラーシステムは発電量を監視します。Blue Sky Solar には、発電量を表示する Wave 駆動型
ウィジェットを使用して各顧客にアカウントの概要を提供する、Salesforce コミュニティページがあります。
未加工データが最初に Amazon Redshift に保存され、そこで Amazon Redshift コネクタを使用して集計ビューが
作成されて Wave に取り込まれます。

接続の準備完了後にコネクタを有効にする方法は?
Wave Connector は、複製を有効にしたときに有効化されます。まだ複製を有効にしていない場合は、[設定] から
有効にできます。[クイック検索] ボックスに「Analytics」と入力し、[設定]をクリックします。[複製を有効
化] を選択し、[保存] をクリックします。
重要: 複製を有効にする場合、いくつかの考慮事項があります。有効にする前に「複製を有効にする場合
の影響について」を参照することをお勧めします。
複製が有効な状態で、Wave のデータマネージャに移動します。
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接続は [設定] タブで既存の複製データと共に作成および管理します。

[設定] タブには、すべての複製データが接続種別ごとに整理されて 1 か 所に表示されます。データフローまた
は Salesforce ローカルコネクタを使用して複製されたローカル Salesforce オブジェクト (1) が最初に表示されます。
外部複製オブジェクトは、その下に接続種別ごとに表示されます (2)。接続の作成、編集、削除、または複製
の作成を行うには、[複製を設定] (3) をクリックします。
あなたが Blue Sky Solar の Wave システム管理者であることを想像してみてください。会社のリモートアリゾナ組
織に接続して選択したデータを Wave に取り込む手順を確認していきましょう。最初のステップでは、接続を
作成します。

接続の作成
接続を作成するには、[複製を設定] をクリックします。Salesforce ローカル接続はすでに設定済みで、ローカル
組織のオブジェクトに接続する準備ができています。その他の作成した接続もここに表示されます。
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[リモート接続を追加] をクリックします。使用可能な接続が表示されます。

必要なコネクタをクリックし、その接続の接続設定を入力します。Blue Sky Solar の場合、[Salesforce Multi-Org コネ
クタ] を選択してリモートアリゾナ組織に接続します。すべての接続に名前、API 参照名、説明を入力する必要
があります。残りの設定は、選択したコネクタによって異なります。各コネクタの設定についての詳細は、
「リモート接続の作成」を参照してください。
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接続設定を保存すると、接続の選択ページに新しい接続が表示され、使用する準備は完了です。

接続を使用したオブジェクトの複製
これで、新しい接続を使用して Wave にデータを取り込むことができます。Blue Sky Solar の場合、アリゾナ組織
から取引先、商談、およびユーザデータを取り込む必要があるため、[Arizona Sales (アリゾナセールス)] 接続を
クリックします。取引先から開始するため、利用可能なオブジェクトのリストから [取引先] を選択します。続
いてこのオブジェクトから項目を選択します。
オブジェクトの選択

項目の選択
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オブジェクトの選択

項目の選択

項目を選択したら、保存する前に複製するデータをプレビューできます。保存するときは、選択したオブジェ
クトがデータマネージャの [設定] タブに、同じコネクタを使用する他のオブジェクトと共に表示されます。

複製するオブジェクトごとに、このプロセスを繰り返します。
重要: 新しく複製したオブジェクトをデータフローおよびレシピで使用する前に、複製を実行する必要が
あります。
メモ: 複製を実行するたびに、外部複製オブジェクト内のすべてのデータが更新されます。増分更新と検
索条件は外部接続では使用できません。

データフローおよびレシピでの複製オブジェクトの使用
複製を実行したら、データフローおよびレシピでの複製データを準備できます。データフローの場合、新しい
ダイジェスト変換を使用して複製オブジェクトからデータを抽出します。新しいデータフローエディタを使用
している場合、ダイジェストノードボタン (
ファイルにダイジェストノードを追加します。

) を探します。JSON で作業している場合、データフロー定義

レシピでの複製データを準備するには、データマネージャの [データセット] タブに移動します。[複製データ]
タブを開き、準備するデータの横にあるアクションリストから [レシピを新規作成] を選択します。
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メモ: 複製データをレシピのルックアップデータに追加することもできます。

Wave Connector の使用に関する考慮事項
Wave Connector を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。
• 種別に関わらず、作成できる接続数は最大 20 です。この制限には、Salesforce ローカル接続は含まれません。
• Wave では、オブジェクトから最大 2 千万行または 10 GB のいずれかの制限に達するまでデータを抽出できま
す。
• Wave で最大 50 個のオブジェクトからデータを複製できます。この合計には、ローカルオブジェクトと外部
オブジェクトが含まれます。
• 増分抽出と検索条件は Salesforce ローカルコネクタでのみ使用できます。
関連トピック:
ダイジェスト変換を使用した複製データの抽出

コードではなくクリックによるデータフローの作成
データフローエディタを使用して、コードを 1 行も使うことなく視覚的にデータフローを作成および編集しま
す。秒単位で項目やオブジェクトを追加し、分単位で完全なデータフローを作成できます。JSON ファイルを
ダウンロード、編集、アップロードする必要はもうありません。
エディタを使用するには、データマネージャに移動し、[データフローおよびレシピ] タブでデータフローを見
つけます。アクションメニューを開き、[編集] をクリックします。
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新しいデータフローを作成する場合、自動的にエディタに移動します。
メモ: 複製が有効な場合、複数のデータフローを作成できます。
データフローエディタには、編集するデータフローが視覚的に表示されます。

キャンバス (1) には、データフローと個々のノードとそれらの間のリンクが表示されます。ノードが見つから
ない場合、検索ボックス (2) にノード名を入力して、そのノードをフォーカスします。ノードパレット (3) に
は、各ノード種別のボタンがあります。ボタンをクリックするとキャンバスに追加されます。エディタの上部
にあるボタン (4) を使用して、データフロー JSON を操作します。基盤となる JSON のプレビューやダウンロード
を行ったり、既存の JSON ファイルをアップロードしてエディタで操作したりします。
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この例のデータフローでは、Salesforce の商談、取引先、ユーザオブジェクトからデータを抽出して結合し、登
録済みデータセットを作成します。

開始にあたってのデータフローの基本
データフローを使用すれば、データを Wave に抽出して変換し、データセットに読み込むことができます。こ
のプロセスの各ステップは 1 つのノードで実行され、データはリンクを介して次のノードに流れていきます。
各ノードは、3 つの主要な機能のいずれかを実行します。
• 抽出ノードは、Salesforce オブジェクト、複製オブジェクト、または既存のデータセットからデータを取得
します。次の 1 つ以上のノードでデータフローを開始します。

これらのノードは、データを他のノードに出力します。エディタで、これらのノードの右側にある出力矢
印を確認してください。

• 準備ノードはデータを変換します。たとえば、異なるノードのデータを結合したり、計算済み項目を追加
したり、行を絞り込んだりできます。

これらのノードは、他のノードからデータを取得したり、他のノードにデータを出力したりします。これ
らのノードの各端の入力および出力矢印を確認してください。

メモ: データフローエディタでは delta 変換は使用できません。
• 登録ノードは、結果のデータでデータセットを作成し、使用できるようにします。次のノードでデータフ
ローを終了します。

このノードは、他の 1 つのノードからのみデータを取得します。このノードの左側にある入力矢印を確認
してください。
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手順に従ったデータフローの編集
あなたは Blue Sky Solar (カリフォルニアとアリゾナでソーラーパネルの販売および設置を行っている会社) の Wave
システム管理者だとします。Wave コネクタを使用してアリゾナの組織から商談データを複製しており、これ
をローカルのカリフォルニアのデータにマージしたいと考えています。実行する手順は、次のとおりです。
1. データフローの編集を開始すると、まず新しい視覚的な表示が目に飛び込んできます。ここでは、データ
フローですでにローカルのカリフォルニアの組織から販売データを抽出しています。

2.

ノードパレットで、[ダイジェストノード] ボタン (
クトからデータを抽出します。

) をクリックします。このノードは、複製オブジェ

3. ノードに一意の名前を付けて、[次へ] をクリックします。
4. ノードの属性を入力して [保存] をクリックします。
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メモ: 接続、オブジェクト、項目または他のノードを参照する属性では、値を検索してリストから選
択できます。項目名の入力ミスでデータフローが失敗することはもうありません。
ヒント: 各ノードの特定の属性についての詳細は、「Wave データフローの変換」を参照してください。
5. 同じ方法で追加ノードを追加します。追加ノードには、入力ノードを選択する [ソース] 属性があります。

ノードはキャンバス上で接続されています。

ヒント: ソースノードの出力矢印をドラッグして、キャンバスの別ノードにリンクを描画できます。
6. 登録ノードを追加し、追加ノードをソースとして指定します。

7. データフローを編集し、外部データの抽出と追加を行って結果を新しいデータセットとして登録する作業
が驚くべき速さで完了しました。しかも、コードを一切使用していません。
ヒント: ノードをキャンバスに追加するときに、目的の場所以外に配置されることがあります。その場合
は、目的の場所にドラッグしてください。ノードを追加していくと、キャンバスがいっぱいになること
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があります。ブラウザでサポートされていればスクロールホイールを使用してズームイン/アウトができ
ます。また、キャンバスをドラッグしてノードを移動し、表示することもできます。

忘れずに行う必要のあるデータフローの更新
編集が完了したら、[データフローを更新] をクリックして、その変更で定義ファイルを更新します。Wave に
よってデータフローが検証され、必要なすべての属性値が入力されていることが確認されます。エラーがある
と続行できません。もう一度実行する前に検出されたエラーを修正します。
データフローの更新では実行されません。結果は、データフローの次の実行時にのみ表示されます。
重要: データフローを更新すると、既存のデータフローが上書きされます。
メモ: 完全に完了していない場合、[JSON をダウンロード] ボタン (
) をクリックして、データフロー
を更新せずに JSON ファイルとして作業を保存します。再開する準備が整ったら、[JSON をアップロード]
(

) ボタンをクリックして、再びデータフローをエディタに読み込みます。

ダイジェスト変換を使用した複製データの抽出
データフローで新しいダイジェスト変換を使用して、ローカル接続と外部接続で複製されたデータを抽出しま
す。
次に例を示します。たとえば、Salesforce 外部接続を使用してアリゾナにある会社の組織から商談データを抽出
しているとします。

データフローを使用して、このデータをローカルカリフォルニア組織の商談データに追加する必要がありま
す。データフローエディタまたはデータフロー定義ファイルにダイジェストノードを追加し、接続名、オブ
ジェクト、および項目を指定したら完了です。
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データフローエディタのダイジェストノード

データフロー JSON のダイジェストノード
"Extract Arizona Opportunities": {
"action": "digest",
"parameters": {
"connectionName": "Arizona_Sales",
"object": "Opportunity",
"fields": [
{"name": "CloseDate"},
{"name": "Amount"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Name"}
],
}
},

ヒント: 接続名は、データの複製に使用した接続の API 参照名です。データマネージャの [設定] タブで、
抽出元の複製オブジェクトの横にある括弧で囲まれた名前を探します。

これで、データフローで追加ノードを使用してカリフォルニア組織とアリゾナ組織の商談をマージできます。
メモ: ダイジェスト変換は、複製が有効な場合にのみ使用できます。

データフロー検証の機能強化について
定義ファイルをアップロードするときに Wave によってデータフローが検証されるようになりました。以前は、
アップロード時の検証は、複製が有効になっている場合にのみ行われていました。複製がない場合、データフ
ローの実行時にしかエラーを確認できませんでした。これでは遅すぎます。
次に、データフローのアップロード時に Wave で検証される内容を示します。
• 各ノードのパラメータが有効かどうか
• ノードの参照が有効かどうか(例: 重複するノード名や循環参照があるかどうか)
• インテグレーションユーザに抽出されたオブジェクトへのアクセス権があるかどうか
エラーが検出されるとアラートが表示され、エラーを修正するのに役立つ説明が提供されます。複製が有効に
なっていない場合、エラーがある状態でアップロードを続行するオプションが表示されます。後でデータフ
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ローを修正する場合や、データフローエディタで確認する場合、このオプションを選択します。複製が有効に
なっている場合、エラーのあるデータフローをアップロードすることはできません。
複製が無効になっている場合のデータフローエラー
メッセージ

複製が有効になっている場合のデータフローエラー
メッセージ

メモ: 最初のエラーが検出されるとアラートが表示されますが、そのエラーの詳細しか提供されないた
め、データフローには他のエラーが含まれている可能性があります。

データフローの制限の変更について
データフローをさらに活用するためにデータフローの制限が更新されました。
• 複製を有効にしている場合、最大 20 個のデータフローを作成できるようになりました。
• 実行時間が 2 分未満のデータフローは、日次データフロー実行制限にカウントされません。
• 複製ジョブは、日次データフロー実行制限にカウントされません。

複製に対する新しい項目の容易な有効化
その方法はすでにご存じですね。会社の営業担当チームがダッシュボードで追加の商談項目を表示したいと考
えています。組織で複製が有効になっているため、データフローを更新してこれらの項目を有効にする必要が
あります。それが変わります。新しい項目ピッカーを使用すれば、数回クリックするだけで項目を有効にでき
ます。データフローはもう必要ありません。
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データマネージャの [設定] タブで、項目を有効にする Salesforce オブジェクトをクリックします。オブジェクト
で使用できる項目が項目ピッカーに表示されます。

複製に対してすでに有効になっている項目はあらかじめ選択されています。目的の追加項目を選択し、[次へ]
をクリックします。次のページで、新しいデータをプレビューします。

変更する場合は、項目の列ヘッダーにマウスポインタを置き、[X] をクリックして無効にします。準備ができ
たら、[保存] をクリックします。これにより、新しい項目が有効になります。
メモ: オブジェクトの sfdcDigest ノードに含まれている項目は、項目ピッカーまたはプレビューページを使
用して無効できません。これらの項目を無効にするには、sfdcDigest ノードから削除します。
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レシピの新機能によるデータのさらなる活用
データセットレシピには、データをさらに活用するための数多くの新機能が追加されています。日付項目をバ
ケット化して、任意の期間でデータを分析します。日付からコンポーネントを抽出して、年単位で表示した
り、ズームインして秒単位で表示したりできます。ディメンションから基準への変換を使用してディメンショ
ン項目から数値を解放し、その数値に対して計算を実行します。これがすべて完了したら、探索しているユー
ザがそのデータの内容をしっかりと理解できるように項目名と表示ラベルを編集します。

日付項目のバケット化
バケット化により、別の項目の既存の値に基づいて値を作成できます。以前は、基準項目とディメンション項
目でしかこの操作を実行できませんでしたが、日付項目でもできるようになりました。
レンズまたはダッシュボードでは、四半期や月などの通常の期間でデータをグループ化できますが、季節や 3
か月間などの他の期間でデータを表示するにはどうすればよいのでしょうか? その場合は日付をバケット化し
ます。
自社でサポートケースを季節単位で分析したいとします。レシピでケースのデータセットを開いてバケット項
目を追加し、各ケースがオープンされた季節を表示できるようになりました。

日付項目をバケット化するには、項目の列ヘッダーをクリックして [バケットを追加] (
) ボタンをクリッ
クし、バケット項目のダイアログを開きます。デフォルトのモードは [絶対] で、各バケットの日付範囲と名前
を指定できます。この例では、各バケットは季節です。
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完了すると、バケット化する日付項目の横に新しい項目が表示されます。
[相対] モードでは、各バケットはレシピの実行日付に対する相対期間になります。バケット期間は、日、週、
月、四半期、年に基づいて作成できます。たとえば、ケースの作成日からバケット項目を作成し、オープンし
たタイミングでケースを分類します。これをデータフローで行うと、多くの作業が必要になりますが、レシピ
では少ない作業で済みます。

相対日付のバケット項目を作成する場合、各期間の開始と終了を入力するか、スライダを使用します。
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完了すると、バケット化する日付項目の横に新しい項目が表示されます。

複合キーの引数を使用した完全一致の検索
レシピでデータを追加するときに、最大 5 個のルックアップキーのペアを使用して行を照合できるようになり
ました。たとえば、レシピで取引先責任者情報をリードデータに追加するとします。名前のみを使用して照合
すると、リードの名前が同じ場合に一致が重複する可能性があります。適切なデータが一致するように名前と
会社で照合できるようになりました。
複合キーを使用するには、[データを追加] ボタン (
) をクリックして、ルックアップデータセットを選択し
ます。Wave では、引き続きキーの最初のペアが推奨されますが (可能な場合)、[+ もう 1 つ追加] オプションも
使用できるようになりました。追加のキーを選択するには、これをクリックします。
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新しい変換と変更
別の項目から文字を取得して項目を作成できる [切り捨て] 変換は、その内容がより適切に反映されるように
[サブ文字列] と呼ばれるようになりました。また、[日付コンポーネントを抽出] および [ディメンションを基準
に変換] 変換も追加されました。これらの変換を使用するには、変換する項目の列ヘッダーをクリックし、[提
案を変換] (

) ボタンをクリックします。

[日付コンポーネントを抽出] では、レシピの日付項目の日付または時間コンポーネントを使用して項目を作成
します。

たとえば、ケース作成日から時間コンポーネントを抽出して、時間別にケースの作成を分析できます。

[ディメンションを基準に変換] 変換では、ディメンション項目の数値データを取得して基準項目を作成しま
す。

レシピ、データフロー、レンズ、ダッシュボードの計算で使用できるように数値データを変換します。たとえ
ば、ケースがオープンされた平均時間や最も早い時間などの総計値を分析するために、ケース作成日から時間
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を抽出したとします。ただし、抽出された時間はディメンション項目のままなので[ディメンションを基準に
変換] 変換を使用して、レンズやダッシュボードで統計分析できるように解放します。

項目 API 参照名と表示ラベルの変更
レシピで作成する新しい項目の API 参照名および表示ラベルや、既存の項目の表示ラベルを編集できるように
なりました。たとえば、バケット化や変換を使用して項目を作成する場合、Wave によってソース項目とアク
ションから項目名が作成されます。ただし、
CreatedDate_grain_Hour_dimensionToMeasure“CloseDate_delimitedSplit_1 という名前はそれほど
役に立ちません。生成されたこれらの名前を編集して、データセットを探索しているユーザにとってわかりや
すい名前にすることができます。
項目名または表示ラベルを変更するには、項目の列ヘッダーをクリックして [項目を移動] (
) ボタンをク
リックします。項目ナビゲータで、[属性] タブをクリックして API 参照名や項目の表示ラベルを変更します。

メモ: レシピで追加された新しい項目の API 参照名のみを編集できます。既存の項目の API 参照名は編集で
きません。

柔軟性の高いスケジューラによる適切な処理
連動するすべての複製、レシピ、データフローが個別のスケジュールで実行される場合、タイミングが極めて
重要になります。柔軟性の高い新しいスケジューラにより、データジョブの実行のタイミングや頻度および通
知の受信頻度を詳細に制御できます。
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以前のデータジョブのスケジュールは時間単位または 1 日に 1 回のみでしたが、この制限がなくなりました。
時間、週、月、曜日、日で自由にスケジュールできるようになりました。新しいスケジューラは、複製スケ
ジュールを編集したり、レシピからデータセットを作成したり、データフローをスケジュールしたりするとき
に使用できます。

時間単位のスケジュール
指定した時間単位の間隔でデータジョブを実行するように時間単位でスケジュールします。毎日、また何曜日
の何時にジョブを開始するのかを指定できます。

毎日、特定の時間の経過後にデータジョブの実行を停止するには、[特定の時間でのキューの追加を停止]をオ
ンします。たとえば、実行をオフィスアワーに限定するには、午前 6:00 から開始して 1 時間ごとに実行し、午
後 5:00 の後に停止するようにジョブを設定します。これで、不必要な時間にジョブが実行されることはなくな
ります。

週単位のスケジュール
各週の特定の曜日にデータジョブを実行するように週単位でスケジュールします。
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月単位のスケジュール
各月の特定の日にデータジョブを実行するように月単位でスケジュールします。デフォルトでは、第 1 月曜日
のように各月の相対日で実行するようにジョブをスケジュールできます。特定の日付でジョブを実行する場
合、[特定の日付を選択] をクリックしてリストから選択します。
相対日付の選択

特定の日付の選択

データフロー通知による最新情報の把握
データフローをスケジュールする場合、データフローの実行時にデータフロー作成者にメールで通知するオプ
ションもあります。データフローが実行されるたびに通知を送信できますが、警告があるときやデータフロー
が失敗したときにのみ通知を送信することもできます。
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メモ: メール通知はデータフローでのみ使用できます。

整理されたデータセットの作成
最もよく行われるデータセットの作成を開始する方法が整理され合理化されました。
通常どおり、Wave ホームページで [作成] をクリックして [データセット] を選択します。

ここで、明確かつシンプルなリストですべてのデータセットの作成オプションが表示されるようになりまし
た。
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データソースを選択し、[続行] をクリックして作成を開始します。

Wave での Salesforce 共有設定の使用
共有継承では、Salesforce セキュリティモデルと Wave 間のブリッジが作成されます。サポートされているオブ
ジェクトについては、共有がセキュリティ述語ではなくオプションになりました。
Salesforce システム管理者はセキュリティに関する業務で苦労していると考えられます。ユーザがそのロールに
適したデータにアクセスできるように共有ルールを設定する業務です。組織で機能するセキュリティモデルを
設定することは容易なことではありません。これを正しく行うために会社は多くの時間と費用をかけていま
す。では、Wave Analytics はどうでしょうか?
Wave Analytics には独自の行レベルのセキュリティソリューション (セキュリティ述語) があります。これは適切
に機能しますが、Wave システム管理者は Salesforce セキュリティ設定を慎重に複製する必要があります。セキュ
リティの設定を 2 回もしたがる人はいません。
サポートオブジェクトについては、Wave システム管理者がセキュリティ述語を使用して行レベルのセキュリ
ティ設定を Salesforce に複製する必要がなくなりました。Wave で共有継承機能を有効にすることができるよう
になりました。抽出、読み込み、加工プロセス中にデータセットを作成するときにどのオブジェクトでこの機
能を使用するかを指定できます。Salesforce 共有設定が Wave で使用されるため、2 つの異なるセキュリティモデ
ルを維持するためのオーバーヘッドはありません。

私の Wave 組織に共有が適しているか?
新機能の場合と同様に、共有継承を Sandbox 環境で徹底的にテストしてから本番環境にロールアウトすること
をお勧めします。組織のセキュリティモデル、データ、および使用事例に対してテストを行います。ユーザが
多数の行にアクセスできる複雑なセキュリティモデルでは、パフォーマンスの影響が生じる可能性がありま
す。特定の使用事例をテストし、共有継承が正常に機能することを確認することが重要です。
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Wave の共有を段階的にロールアウトするためのこの第 1 フェーズでは、最も頻繁に使用される 5 つのオブジェ
クト (取引先、商談、注文、ケース、カスタムオブジェクト) がサポートされます。その他のオブジェクト (キャ
ンペーン、アイデア、サイトなど) では、まだセキュリティ述語を使用する必要があります。
共有はすべてのデータセットに自動的に適用されるとは限りません。また、デフォルトでは、新しいデータ
セットには適用されません。共有機能を各データセットに手動で適用する必要があります。既存のデータセッ
トにセキュリティ述語がある場合、共有はそのセキュリティ述語を上書きしません。データセットは共有また
はセキュリティ述語のいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。

はじめよう
Wave で共有を有効化する手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Analytics」と入力し、Analytics の [設定] を選択します。
2. [Wave 共有継承を有効化] を選択し、[保存] をクリックします。

3. 共有を継承するデータセットごとに、この共有元となる「ソース」オブジェクトを指定します。この指定
には 3 通りの方法があります。
データフローを使用する (データセットを新規作成する場合のみ)
「rowLevelSharingSource」をデータセットの「sfdcRegister」ノードパラメータに追加します。
rowLevelSharingSource プロパティは文字列を取ります。この文字列は、共有の継承元のオブジェ

クトの API 参照名です。次の例では、このパラメータで、商談オブジェクトの Salesforce 共有ルールを継
承する必要があることを指定します。
"Register_Opportunity":{
"action":"register",
"parameters":{
"label":"Opportunity with Security",
"name":"Opportunity_with_Security",
"rowLevelSharingSource":"Opportunity"
},
"sources":[
"Extract_Opportunity"
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]
}

データセット編集ページを使用する (既存のデータセット向け)
データセットを編集し、[共有ソース] 項目にオブジェクトの API 参照名を入力します。

データセットの編集でサポートが必要な場合は、「データセットの編集」を参照してください。
メモ: データセット編集ページを使用して共有ソースを追加するときは、次の点に留意してくださ
い。
• CSV ファイルから作成されたデータセットは、共有継承がサポートされていません。共有ソース
を指定するとエラーが発生します。
• セキュリティ述語と共有ソースの両方を指定しないでください。この場合もエラーが発生しま
す。
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• 間違った名前やサポートされていないオブジェクトを指定するとエラーが発生します。取引先、
商談、注文、ケース、およびカスタムオブジェクトがサポートされています。
REST APIを使用する (既存のデータセット向け)
/wave/datasets/${datasetId}/versions/${versionId} エンドポイントの sharingSource プ

ロパティでは、そのデータセットバージョンに共有ルールを継承するオブジェクトが指定されていま
す。

Wave: アクションメニューのカスタマイズ、バインドの拡張、およびコミュニ
ティへの埋め込み
Salesforce アクションメニューをダッシュボードのテーブルやグラフの凡例に容易に追加できるようになりまし
た。バインドを使用して多くのことができます。たとえば、初期選択内容を動的に設定できます。また、ダッ
シュボードを埋め込むための最新の方法として、コミュニティビルダーでテンプレートを使用できるようにな
りました。
このセクションの内容:
コードではなく数回のクリックで、アクションにつながるインサイトを有効化
アクションを使用すると、ユーザは Wave から、インサイトに基づいて直接行動できます。Salesforce の標準
アクションとカスタムアクションを Wave ダッシュボードやレンズに表示するように拡張メタデータ (XMD)
ファイルを編集する必要がなくなりました。数回クリックするだけでこれらをすばやく容易に設定できま
す。
拡張バインドのサポートによる充実したウィジェットインタラクションの定義
ステップの初期選択内容をバインドに基づいて動的に設定します。バインドを使用して、グラフ、日付、
リンク、リスト、数値、および範囲ウィジェットのカスタムタイトルを生成します。より複雑なロジック
を作成するには、バインドをネストします。
コミュニティビルダーによるコミュニティへの簡単な Wave ダッシュボードの埋め込み
カスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用し、コミュニティビルダーで使用可能な新しいコンポーネ
ントを介して Wave ダッシュボードを追加します。以前は、Wave をコミュニティに組み込むには、Visualforce
ページを作成してコミュニティにタブを追加する必要がありました。今回のリリースで、ポイント & クリッ
クで Wave をコミュニティに組み込めるようになりました。

コードではなく数回のクリックで、アクションにつながるインサイトを有効化
アクションを使用すると、ユーザは Wave から、インサイトに基づいて直接行動できます。Salesforce の標準ア
クションとカスタムアクションを Wave ダッシュボードやレンズに表示するように拡張メタデータ (XMD) ファ
イルを編集する必要がなくなりました。数回クリックするだけでこれらをすばやく容易に設定できます。
基準を除く任意のデータセット項目にアクションメニューを追加します。アクションメニューを使用すると、
ユーザは URL や Salesforce レコードを開いたり、Salesforce アクション (取引先の作成など) を実行したりできま
す。これらのアクションは Wave グラフの凡例およびテーブルのセルに表示されます。
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アクションは項目に基づいて Wave グラフの凡例およびテーブルのセルに表示されます。たとえば、[商談名]
項目に対するアクションを設定した場合、ユーザは Wave テーブルで商談名をクリックして Salesforce のレコー
ドに対してアクションを実行できます。
Wave でアクションを設定する手順は、次のとおりです。
1. データセットのドロップダウンリストから [編集] を選択します。

2. [アクションを設定] をクリックします。
3. [Wave でアクションを設定] 画面の左ペインで、アクションメニューを表示するディメンション (定性的な
データセット項目) を選択します。

344

Salesforce Summer '17 リリースノート

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易
な管理と探索、および Wave テンプレート

4. [レコード ID] 項目では、アクションの対象であるオブジェクトのレコード ID が含まれるデータセット項目
を選択します。
たとえば、データセットに [商談 ID] 項目と [取引先 ID] 項目が含まれる場合、取引先レコードに対するアク
ションを実行するには [取引先 ID] 項目を選択します。Wave は ID を使用して、アクションの対象である
Salesforce オブジェクトとレコードを識別します。
5. [表示する項目を指定する] では、どのデータセット項目をユーザに表示するかを選択します。これにより、
ユーザは適切なレコードを容易に選択できます。ユーザが Wave からアクションを呼び出すと、アクション
は複数の Salesforce レコードに適用される可能性があります。このため、ユーザはレコードを選択する必要
があります。データセット項目を指定することで選択肢を制限します。
たとえば、商談レコードに対するアクションを有効にした場合、商談名、取引先名、商談所有者名を表示
できます。これにより、ユーザは適切な商談を容易に選択できます。
6. Salesforce レコードまたは URL をユーザが開くことができるようにするには、[Salesforce レコードを開く] を
選択し、[開く] 項目でアクションを選択して、ツールチップを入力します。ユーザがアクションにマウス
ポインタを置くと、ツールチップが表示されます。次のいずれかのアクションを選択します。
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アクション

説明

Salesforce レコード

Salesforce レコードを開きます。Wave は、実行されて
いる同じ組織内でレコードを検索します。

Salesforce レコード (複数の組織)

別の組織から Salesforce レコードを開きます。データ
セットに複数の組織のレコードが含まれる場合、こ
のオプションを選択します。[組織 ID 項目] で、組織
ID が含まれるデータセット項目を選択します。各組
織に Wave が接続できるようにするには、[組織を管
理] を選択して、各組織の URL を指定します。

URL

URL を開きます。
次の構文を使用して、データセット項目を URL にパ
ラメータとして渡します。
{{row.<dataset_field_dev_name>}}

例:
http://www.google.com?q={{row.AccountName}}

URL を指定しない場合、Wave は組織の URL を使用し
ます。たとえば、次のパラメータを指定するだけで
Salesforce の取引先レコードを開くことができます。
/{{row.AccountId}}

Wave は取引先 ID をデータセットレコードの AccountId
項目から取得します。

7. Salesforce レコードに対するアクションをユーザが実行できるようにするには、[Salesforce アクションを実行]
を選択して、アクションを選択します。[レコード ID 項目] で指定されたオブジェクトに基づいてアクショ
ンのリストは変わります。
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オプション

説明

すべてのアクション

このオプジェクトのページレイアウトで定義されて
いるすべてのアクションを追加します (後で作成さ
れた新しいアクションを含みます)。

アクションを選択

現在利用可能なアクションのリストから選択しま
す。
メモ: リストには、Salesforce オブジェクトのす
べてのページレイアウトで定義されているす
べてのアクションのスーパーセットが含まれ
ます。

メモ: Wave ユーザには、ここで選択されたアクションのうちユーザのページレイアウトに割り当てら
れているアクションのみが表示されます。Salesforce1 と Lightning Experience ページで事前定義されたアク
ションが上書きされている場合、Wave はページレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイッ
クアクション] セクションと [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションの両方に追加
されたアクションのみを表示します。
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8. [保存] をクリックします｡

拡張バインドのサポートによる充実したウィジェットインタラクションの定義
ステップの初期選択内容をバインドに基づいて動的に設定します。バインドを使用して、グラフ、日付、リン
ク、リスト、数値、および範囲ウィジェットのカスタムタイトルを生成します。より複雑なロジックを作成す
るには、バインドをネストします。

バインドされた選択内容によるダッシュボードの初期ビューの制御
結果バインドを使用して、staticflex、saql、または soql 種別のステップの初期選択内容を動的に設定で
きます。たとえば、ダッシュボードでログインユーザの国に焦点を当てるには、ダッシュボードを最初に開く
ときに国を選択するリストウィジェットを設定します。
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この動作を有効にするには、最初に Salesforce ユーザオブジェクトからログインユーザの国を取得するステップ
を作成します。
"UserData": {
"groups": [],
"numbers": [],
"query": "SELECT Username, Country, FirstName, LastLoginDate
FROM User WHERE Name = '!{user.name}'",
"selectMode": "single",
"strings": [
"Username",
"Country",
"FirstName",
"LastLoginDate"
],
"type": "soql"
}

次に、リストウィジェットのステップの初期選択内容をログインユーザの国にバインドします。
"Billing_Country_2": {
"groups": [],
"isFacet": true,
"label": "Billing Country",
"numbers": [],
"query": "q = load \"Opp_Icons\";\n
q = group q by 'Billing_Country';\n
q = foreach q generate 'Billing_Country' as 'Billing_Country', sum('Amount')
as 'sum_Amount';\n
q = order q by 'sum_Amount' desc;",
"selectMode": "multi",
"start": "{{cell(UserData.result, 0, \"Country\").asObject() }}",
"strings": [],
"type": "saql",
"useGlobal": true
}
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ネストされたバインドを使用して連動ウィジェットに基づいて結果を表示
ネストされたバインドはウィジェット間でより深い連動関係を作成します。たとえば、次の円グラフは各セグ
メントの商談数を示しています。これは、切り替えウィジェットで選択されたグルーピングと、横棒グラフで
そのグルーピングから選択された値に基づいて、結果を絞り込んでいます。

選択されたグルーピングの値に基づいて円グラフで絞り込みができるように、ネストされたバインドがステッ
プクエリに含まれます。
q = load \"Opportunities1\";\n
q = filter q by {{column(RevenueDynamicGrouping.selection,
column(StaticGroupingNames.selection,
[\"value\"])).asEquality(
cell(StaticGroupingNames.selection,
0,
\"value\"))
}};\n
q = group q by 'Segment';\n
q = foreach q generate 'Segment' as 'Segment', count() as 'count';\n
q = order q by 'Segment' asc;\nq = limit q 200;

バインド結果を配列に変換
バインド関数の入力を配列にする必要がある場合、toArray データ操作バインド関数を使用します。たとえば、
次の関数を使用してセル関数のスカラー結果を、コンパクトフォームの基準、グループ、および order 句で必
要とされる配列に変換します。
toArray 関数では次の構文を使用します。
toArray (input1, input2, . . .)

toArray 関数の入力は、スカラー (静的値を含む) または一次元配列にする必要があります。この関数はスカラー
を一次元配列に変換し、一次元配列を二次元配列に変換します。入力が一連の静的一次元配列、二次元配列、
またはスカラーと一次元配列の組み合わせの場合、この関数はエラーを返します。
この関数の理解を深めるため、次の商談ステップを考えてみます。
Oppty_Name

Owner

Region

Amount

Created_Date

Alpha

Danny

Americas

1000

2017 年 2 月 20 日

350

Salesforce Summer '17 リリースノート

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易
な管理と探索、および Wave テンプレート

Oppty_Name

Owner

Region

Amount

Created_Date

Bravo

Danny

Americas

500

2017 年 4 月 15 日

Charlie

Jeff

EMEA

2000

2017 年 5 月 1 日

この商談ステップをソースとして使用するバインドの例をいくつか見てみましょう。
バインド

結果

toArray( cell(Opportunities.selection, 0, [“Americas”]
“Region”) )
toArray( “APAC” )

[“APAC”]

toArray( cell(Opportunities.selection, 0, [“Americas”, “APAC”]
“Region”), “APAC” )
toArray( column(Opportunities.selection,
[[“Alpha”, “Bravo”, “Charlie”], [“Americas”, “Americas”, “EMEA”]]
[“Oppty_Name”]),
column(Opportunities.selection, [“Region]
)
toArray( column(Opportunities.selection,
[“Oppty_Name”, “Region”]) )

エラー。列バインド関数は二次元配列を返します。こ
れは無効な入力です。

toArray( [1, 2, 3], [4, 5, 6] )

エラー。入力を一連の静的一次元配列とすることはで
きません。

コミュニティビルダーによるコミュニティへの簡単な Wave ダッシュボードの埋め込み
カスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用し、コミュニティビルダーで使用可能な新しいコンポーネント
を介して Wave ダッシュボードを追加します。以前は、Wave をコミュニティに組み込むには、Visualforce ページ
を作成してコミュニティにタブを追加する必要がありました。今回のリリースで、ポイント & クリックで Wave
をコミュニティに組み込めるようになりました。
ダッシュボードをコミュニティに追加するには、コミュニティビルダーの新しい [Wave ダッシュボード] コン
ポーネントを使用します。
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高さに加えて、埋め込み Wave Analytics ダッシュボードの次の属性を設定できます。
• [共有] アイコンを表示 — ダッシュボードに [共有] アイコンを追加します。ユーザはアイコンをクリックし
て [共有] ダイアログを開き、Chatter に投稿したり、画像やデータをダウンロードしたりすることができま
す。
• タイトルを表示 — ダッシュボードタイトルの表示を制御します。
• リンクを新規ウィンドウで開く — ダッシュボードから他のアセットへのリンクをどのウィンドウで開くか
を指定します。
• エラー時に非表示 — エラーがある場合 (ダッシュボードが見つからないなど) に、Wave Analytics ダッシュボー
ドを表示するかどうかを制御します。
• 検索条件 — 参照中のレコードに関連するデータのみが表示されるように埋め込みダッシュボードを設定し
ます。検索条件属性は、ダッシュボードのデータ項目をオブジェクトの項目に結び付けます。次の例では、
ダッシュボードがレコードページの取引先名で絞り込まれ、その取引先名に関連するデータのみが表示さ
れます。
{'datasets':{'account':[{'fields':['Name'], 'filter':{'operator': 'matches',
'values':['$Name']}}]}}

次の例では、選択項目として取引先名が適用されます。選択オプションにより、ダッシュボードにそのす
べてのデータが表示され、指定した値が強調表示されます。
{'datasets' : {'account': [ {'fields': ['Name'], 'selection': ['$Name']}]}}
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Wave: トレンドデータ
新しい未使用ダッシュボードの自動クリーンアップでは、トレンド分析ダッシュボードをより簡単に管理でき
ます。埋め込み可能なトレンド分析ダッシュボードを使用すると、Wave のトレンド分析ダッシュボードにア
クセスする必要がなくなります。
このセクションの内容:
無効なトレンド分析ダッシュボードの削除
無効または不要なトレンド分析ダッシュボードが山積みになり、注意が必要な状態になることはもうあり
ません。更新またはアクセスされていないトレンド分析ダッシュボードは削除され、本当に必要なトレン
ド分析ダッシュボードのために領域が解放されます。この機能はデフォルトで有効になっていますが、[設
定] で無効にできます。
Lightning レポートへのトレンド分析ダッシュボードの埋め込み
Lightning Experience にトレンド分析ダッシュボードを埋め込めば、Wave に移動することなく表示できます。

無効なトレンド分析ダッシュボードの削除
無効または不要なトレンド分析ダッシュボードが山積みになり、注意が必要な状態になることはもうありませ
ん。更新またはアクセスされていないトレンド分析ダッシュボードは削除され、本当に必要なトレンド分析
ダッシュボードのために領域が解放されます。この機能はデフォルトで有効になっていますが、[設定] で無効
にできます。
デフォルトでは、100 日間表示されていないトレンド分析ダッシュボードが無効とみなされます。無効のまま
にできる日数は変更可能です。この日数を超えると、基盤となる Wave データセットと共にダッシュボードが
削除されます。ダッシュボード所有者には、削除の 1 週間前に警告メールが送信されます。ダッシュボードと
データセットが削除されると、所有者に確認メールが送信されます。

Lightning レポートへのトレンド分析ダッシュボードの埋め込み
Lightning Experience にトレンド分析ダッシュボードを埋め込めば、Wave に移動することなく表示できます。
レポートをトレンド分析すると、埋め込まれたダッシュボードが作成されます。Lightning Experience の実行中に
ダッシュボードを表示するには、レポートで [トレンドを表示] をクリックします。
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レポートに戻るには、[レポート] ボタン (1) をクリックします。Wave でレポートを表示するには、[Wave] ボタン
(2) をクリックします。
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Wave: 事前作成済み Wave アプリケーションによる加速化
Salesforce は、Salesforce データで Wave の機能を簡単に使用できるようにする事前
作成済み Wave アプリケーションの製品提供を継続的に拡大しています。最近で
は、Field Service Analytics という新しいアプリケーションや、Sales Analytics の新バー
ジョン、Service Analytics や Event Monitoring Analytics アプリケーションの新しいダッ
シュボードなどが追加されています。
このセクションの内容:
Sales Analytics: よりスマートな営業とセールスプロセスの最適化をかつてない
スピードで
このアプリケーションの新バージョンの特長は、迅速なアプリケーションの
作成、コラボレーション売上予測を使用した目標データの容易な取り込み、
新しい Team Activities ダッシュボードです。
Field Service Analytics の概要
Field Service Analytics アプリケーションは、Wave をサポートする任意のデバイ
スの Field Service Lightning に Wave Analytics の機能を提供します。

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

Wave Analytics データ
フローを編集

最新の Sales Wave ダッシュボードによるセールスプロセスの最適化
Sales Analytics アプリケーションに追加された Sales Stage Analysis ダッシュボードでは、セールスプロセスのす
べてのフェーズを完全に把握できます。
新しい Service Wave ダッシュボードによるチームの生産性と顧客満足の維持
Service Analytics に追加された Service Omni ダッシュボードにより、サービスエージェントをできる限り効率的
に使用できます。
関連トピック:
更新された Event Monitoring Analytics アプリケーションによる Lightning Experience のユーザアクションの視覚化

Sales Analytics: よりスマートな営業とセールスプロセスの最適化をかつてないスピードで
このアプリケーションの新バージョンの特長は、迅速なアプリケーションの作
成、コラボレーション売上予測を使用した目標データの容易な取り込み、新し
い Team Activities ダッシュボードです。
いち早く使用を開始できるように、Sales Analytics に基本作成オプションが追加さ
れました。また、Sales Cloud コラボレーション売上予測機能がサポートされ、.CSV
ファイルを手動でインポートしなくても、ダッシュボードに目標データを取り
込むことができます。さらに、Sales Stage Analysis および Team Activities ダッシュ
ボードが追加され、セールスプロセスに関するより詳細なインサイトを得られ
るようになりました。

ユーザ権限
Sales Analytics 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 テンプレー
トおよびアプリケー
ションへのアクセス

Sales Analytics があれば、営業チーム全体で Sales Cloud データを最大限に活用でき
ます。このアプリケーションはベストプラクティスのテンプレート、KPI、パイプラインのトレンド分析に基
づくインタラクティブなダッシュボードを備えているため、成功する営業チームをこれまで以上に簡単に構築
することができます。
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選択肢： アプリケーションの基本 （高速） 作成とカスタム作成

Sales Wave でアプリケーションの作成方法を選べるようになりました
• 基本作成。設定ウィザードを使用せず、ワンクリックでアプリケーションを作成します。基本作成では標
準のデフォルト設定を使用します。
• カスタム作成。設定ウィザードを使用して、自身やそのチームのユーザがデータをどのように表示するか
に応じた独自のカスタム設定を選択します。このオプションを選択した場合は、ウィザードで、Sales Analytics
に追加する Salesforce オブジェクトを選択するよう指示されます。Salesforce をどのように使用し、このアプ
リケーションでどのようなデータを確認したいかに基づいてオブジェクトを選択します。
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各自のアプリケーションを作成する場合、Sales Analytics がまず、アプリケーションのデータセットおよびダッ
シュボードを正常に作成するために必要なデータが組織に揃っているかどうかを確認します。揃っていない場
合は、アプリケーションを作成する前に組織に追加する必要があるデータがエラーメッセージに示されます。
互換チェックでは以下の点が判断されます。
• アプリケーションの基本作成で使用するデフォルト設定。
• アプリケーションのカスタム作成で使用する設定ウィザードに表示する質問と回答の選択肢。
• アプリケーションに追加することを選択できるオブジェクト。

コラボレーション売上予測
コラボレーション売上予測がサポートされ、アプリケーションのダッシュボードへの目標データの取得方法が
向上します。また、Sales Analytics のダッシュボードで売上予測データにドリルインしやすくなります。
Sales Cloud のコラボレーション売上予測機能を使用して目標を保存している場合は、Sales Wave ダッシュボード
に目標を表示するために、目標の .CSV ファイルを Sales Analytics に手動でアップロードする必要がなくなりま
す。互換チェック時に、組織がコラボレーション売上予測を使用しているかどうかが確認されます。使用して
いる場合は、Sales Analytics が基本作成中に売上予測オブジェクトのデータを自動的に追加します。カスタム作
成を選択した場合は、Sales Analytics が売上予測データを追加できるようにする質問を含めます。
組織でコラボレーション売上予測を使用していない場合や、この機能を使用して目標データを保存していない
場合はどうでしょうか? Salesforce 外に保存した目標データに基づいて .CSV ファイルを作成し、各自のアプリケー
ションにインポートします。#bi_app_sales_wave_update_dataset__bi_app_sales_wave_update_dataset.xmlを参照してく
ださい。
またコラボレーション売上予測により、Sales Analyticsのダッシュボードで売上予測を視覚化しやすくなります。
このため、こうした視覚表示を基に、たとえば売上予測調整に対する商談売上予測の比較など、売上予測の総
計値を簡単に調整することができます。このアプリケーションは Salesforce コラボレーション売上予測階層もサ
ポートし、ダッシュボードウィジェットにロール名ではなく売上予測マネージャ名が表示されます。

357

Salesforce Summer '17 リリースノート

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易
な管理と探索、および Wave テンプレート

Team Activities ダッシュボード
チームリーダーは新しい Team Activities ダッシュボードを使用して、担当者が各自の取引先を常に把握しておく
ためにどのようなことを行っているかに関するインサイトを得ることができます。各担当者の一定期間の ToDo
の合計、完了した ToDo、期限切れの ToDo を表示します。各メンバーの電話、行動、メール、ToDo を確認しま
す。そして、取引先の詳細を確認します。

Field Service Analytics の概要
Field Service Analytics アプリケーションは、Wave をサポートする任意のデバイスの
Field Service Lightning に Wave Analytics の機能を提供します。

ユーザ権限
Field Service Analytics 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 テンプ
レートおよびアプリ
ケーションへのアクセ
ス

フィールドサービスデータに基づく直感的な視覚化により、フィールドサービスマネージャや派遣担当者はア
プリケーションでアクション可能なインサイトを得られます。データを明確に把握して、現場の各予約に合わ
せてサービスを最適化できます。Field Services Wave Analytics を使用すると、マネージャは技術者がパーソナライ
ズされたアクション可能なカスタマーサービスを提供できるようにするための回答を得られます。
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Field Service Wave を使用するには、組織で Field Service Lightning を使用できる必要があります。Wave データセット
は、Field Service Lightning の新しいオブジェクトモデルに基づいています。このアプリケーションは、Service
Analytics アプリケーションとバンドルされています。
アプリケーションの作成は簡単です。テンプレートを選択して [作成] をクリックします。Wave によって残り
の作業が行われ、Field Service Lightning データに基づいて 2 つのダッシュボードが作成されます。Work Order
Performance ダッシュボードには、フィールドサービス KPI (作業指示量、平均作業時間、初回修理率など) がまと
められています。Technician Performance ダッシュボードは、各技術者の作業指示量 (優先順位付け、移動時間、
平均修理時間など) にフォーカスしています。マネージャは、期日や SLA 違反を測定および監視することもで
きます。
Field Service Analytics の使用を今すぐ開始しましょう。

最新の Sales Wave ダッシュボードによるセールスプロセスの最適化
Sales Analytics アプリケーションに追加された Sales Stage Analysis ダッシュボードで
は、セールスプロセスのすべてのフェーズを完全に把握できます。

ユーザ権限
Sales Analytics 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 テンプレー
トおよびアプリケー
ションへのアクセス

効率性を最大にするために、営業担当マネージャはプロセスの各フェーズを分析する必要があります。商談は
スムーズに進んでいますか? ボトルネックはどこですか? どのようなことで商談成立が遅くなったり、早くなっ
たりしていますか?
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Salesforce データの中にこれらの回答が隠れている可能性があります。Sales Wave アプリケーションに追加され
た Sales Stage Analysis ダッシュボードは、セールスプロセスを最適化するのに役立つデータを明らかにします。
このダッシュボードでは、販売データを明確に把握して、次のような質問の回答を得られます。
• セールスプロセスの各フェーズの平均商談時間は?
• プロセスの各フェーズの商談数は?
• 行き詰まっている商談または未活動の商談は?
• 各セールスフェーズの成立の確度は?
• プロセスが最も効率的なフェーズとプロセスが機能していないフェーズは?
Sales Analytics の他のダッシュボードと同様に、Sales Stage Analysis は Sales Cloud データのアクション可能なインサ
イトを提供し、成功する営業チームを作り出すのに役立ちます。Sales Analytics アプリケーションの詳細を確認
してください。

新しい Service Wave ダッシュボードによるチームの生産性と顧客満足の維持
Service Analytics に追加された Service Omni ダッシュボードにより、サービスエー
ジェントをできる限り効率的に使用できます。

ユーザ権限
Service Analytics を使用す
る
• Analytics Cloud テンプ
レートアプリケーショ
ンの使用
•
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すべてのアプリケーションの対話型ダッシュボードと同様に、最新の Service Wave ダッシュボードは、マネー
ジャやエージェントが顧客に関する理解と、どのようなことで顧客が満足するのかに関する理解を深めるのに
役立ちます。Service Omni ダッシュボードを使用すると、マネージャはオムニチャネル作業レコードの追跡に基
づいてエージェントの使用状況に関するインサイトを得られます。ダッシュボードは、エージェントが対応す
る割り当てに関する情報 (キュー、チャネル、状況、応答速度) を追跡します。重要業績評価指標は、需要を満
たして停滞を打破するためのリソースの割り当てに役立ちます。また、エージェントの有効時間やケースの処
理時間も確認できます。
Service Omni や最近追加された Live Agent Chat ダッシュボードは、サービスマネージャの経験を補完し、アクショ
ン可能なインサイトを検出してすべてのチャネルおよび顧客との会話を改善できます。

Wave: モバイルでの分析
Wave Analytics for iOS/Android で場所を問わずにデータのインサイトにアクセスします。
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デバイスで使用できます。
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最新の Wave for iOS を体験
Wave Analytics は iOS 9 以降が実行されている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。
• 最も使用頻度の高いアプリケーションの新しいホーム画面への固定

• コロプレス地図の視覚化によるデータの地理的な表示
• ヒートマップの視覚化によるデータホットスポットの検索
• 新しい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の機能 (SAQL ステップ種別、接続され
たデータソース、リストや切り替えのカスタマイズされた表示値、リンクウィジェットの新しい画像など)
の採用
• 新しい関数 (中央値、標準偏差、分散など) によるデータの集計
• モバイルに適用されるグラフパラメータ (タイトルやサブタイトルなど) の増加
• Web プレビューのようにネイティブダッシュボードを表示する、強化されたレイアウトエンジンによるモ
バイルダッシュボードの設計時間の短縮
• タップ数の削減アプリケーション内ナビゲーションの改善によるダッシュボードまたはレンズへの直接移
動
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• 新しい極座標およびフラットゲージによる進行状況の追跡
• 新しいじょうごグラフへのデータフローの把握

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、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。
• 新しい Wave ダッシュボードデザイナのサポート。デバイスの画面に合わせてダッシュボードが自動的に書
式設定されます。また、任意のデバイスサイズに対応するカスタムレイアウトを作成することもできます。
• 新しい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の機能 (SAQL ステップ種別、接続され
たデータソース、リストや切り替えのカスタマイズされた表示値、リンクウィジェットの新しい画像など)
のサポート。
メモ: バージョン 0.9 では、Samsung Galaxy S5、S6、S6 Edge のデバイスは除外されます。

Wave: 新しい API、SDK、およびテンプレート
Wave プラットフォームが追加の REST API サポート、新しい SDK、Wave テンプレート API によってさらに強化さ
れました。
このセクションの内容:
Wave テンプレートの概要
Wave プラットフォームアプリケーションをテンプレートにすれば、同僚、パートナー、顧客がそのテンプ
レートを使用して独自のデータで新しいバージョンのアプリケーションを作成できます。
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REST API の更新
REST API と関連表現の最新の更新を確認してください。データコネクタとレシピの API が正式リリースされ
ました。
Wave Apex SDK によるデータセットのクエリ
Apex クラスから Wave のデータをクエリします。クエリビルダーを使用して、正しい形式のクエリを作成し
ます。Wave Apex SDK では、Apex から Wave を簡単に使用できます。
Web SDK を使用した Wave ダッシュボードとの通信
カスタムアプリケーションで Wave と簡単にやり取りします。Visualforce に Lightning コンポーネントを使用す
るか、任意の開発環境を使用します。

Wave テンプレートの概要
Wave プラットフォームアプリケーションをテンプレートにすれば、同僚、パー
トナー、顧客がそのテンプレートを使用して独自のデータで新しいバージョン
のアプリケーションを作成できます。
Wave アプリケーションを最初から作成し、他のユーザが独自のデータでそのア
プリケーションを使用できるようにするにはどうすればよいでしょうか。たと
えば、新規取引先の商談成立までの時間を追跡するダッシュボードのある優れ
たアプリケーションを開発し、パートナーや社内の他の部署が使用できるよう
にする、あるいは、電話による営業およびサービスチームの効率を特定するア
プリケーションを開発し、それを顧客に販売するといったことが求められるか
もしれません。

ユーザ権限
Wave テンプレートを使用
して開発する
• Wave Analytics テンプ
レートアプリケーショ
ンを使用
•

Wave Analytics テンプ
レートアプリケーショ
ンを管理

•

Wave Analytics を管理

Wave テンプレートを使用すれば、それが可能になります。開発者はアプリケー
ションを作成したら、Wave テンプレートを使用してそのアプリケーションに基
づくテンプレートを作成できます。Salesforce が Sales Analytics と Service Analytics の事前作成済みアプリケーション
を市場に出しているように、テンプレートを使用して独自の Wave プラットフォームアプリケーションを配布
できます。
テンプレートは家の間取り図のようなものです。間取り図では部屋の全体的なレイアウト、形状、サイズなど
が定められます。それを基に、部屋に配置するものやその使用目的が決められていきます。テンプレートには
アプリケーションの組織とコンポーネント (ダッシュボード、ウィジェット、クエリ、デザインなど) が設定さ
れます。他のユーザはそのテンプレートを使用して、独自のデータを使用するアプリケーションを作成しま
す。アプリケーションテンプレートに組み込んだ柔軟性に応じて、ユーザは独自の要件に合わせてカスタマイ
ズできます。

テンプレートの作成: プロセスを一目で確認
Wave プラットフォームを使用して作成したアプリケーションは、テンプレートの基盤となる「マスタアプリ
ケーション」にすることができます。アプリケーションを作成したら、次の一般的なプロセスを使用してテン
プレートを開発します。
1. Wave REST API の /services/data/v39.0/wave/templates エンドポイントへの API POST コールを行い、アプリケーショ
ンの WaveTemplate オブジェクトを作成します。これにより、テンプレートの基盤となる JSON ファイルが作
成されます。
2. メタデータ API から WaveTemplate オブジェクトの JSON ファイルをエクスポートします。
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3. アプリケーションの設定ウィザード (含まれる場合) のユーザインターフェースを指定し、テンプレートの
変数、条件、およびルールを指定するには、JSON ファイルを編集します。マスタアプリケーションと同一
のテンプレートを作成するには、JSON をそのままにします。この結果を使用して、テンプレートが正常に
作成されたことをテストできます。または、JSON を編集して柔軟性を最大化するユーザオプションを追加
します。
4. 変更したファイルを元のデータベースに転送するメタデータ API をコールして、WaveTemplate オブジェクト
をリリースします。
5. メタデータ API からオブジェクトを取得してテンプレートをテストします。
6. テンプレートを配布されたユーザ、パートナー、および顧客は、そのテンプレートから独自のアプリケー
ションを作成できるようになります。

前提条件
Wave テンプレートを使用する組織には次が必要です。
1. 設定。組織設定で Wave テンプレートを有効にするように設定します。[管理設定] ページの [Wave の設定]
で、[Wave テンプレートを有効化] を選択します。Wave テンプレートアセットを JSON ファイル形式で作成
するためにこの設定が必要です。
2. Wave REST API アクセス。API のアクセスと使用については、Wave REST API の認証に関するドキュメントを参
照してください。
3. メタデータ API アクセス。メタデータ API のアクセスと使用については、『メタデータ API 開発者ガイド』
を参照してください。
完全な詳細は、『Wave Templates Developer Guide』(Wave Templates 開発者ガイド) を参照してください。

REST API の更新
REST API と関連表現の最新の更新を確認してください。データコネクタとレシピの API が正式リリースされまし
た。

Wave データコネクタを使用したデータのインポート
Salesforce 以外のソースからデータをインポートする Wave データコネクタは、次のエンドポイントを使用する
API でサポートされるようになりました。
/wave/dataConnectors
Wave データコネクタのコレクション。
/wave/dataConnectors/${connectorId}
データ接続のプロパティを返します。
/wave/dataConnectorTypes
Wave データコネクタタイプのコレクション。
/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/fields
特定のソースオブジェクトのソース項目のリスト。
/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects
指定されたデータコネクタが認識するすべてのソースオブジェクトのリスト。
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/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/data
データコネクタが認識するデータを表すソースオブジェクトデータ。ソースオブジェクトが Wave に複製さ
れる場合、データセットの作成に使用できます。
/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}
データコネクタが認識するデータの特定のカテゴリまたは種別を表すソースオブジェクト。ソースオブジェ
クトが Wave に複製される場合、データセットの作成に使用できます。
/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/dataPreview
データコネクタが認識するデータを表すソースオブジェクトデータ。ソースオブジェクトが Wave に複製さ
れる場合、データセットの作成に使用できます。
/wave/dataConnectors/${connectorId}
データ接続のプロパティを返します。

レシピを使用したデータセットの準備
データの準備レシピが API でサポートされるようになりました。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。
/wave/recipes
データの準備レシピのリスト。
/wave/recipes/${id}/file
レシピのファイルの内容。
/wave/recipes/${id}
データの準備レシピ。

全般的な更新
更新された表現とプロパティについての詳細は、『Wave REST API 開発者ガイド』を参照してください。

Wave Apex SDK によるデータセットのクエリ
Apex クラスから Wave のデータをクエリします。クエリビルダーを使用して、正しい形式のクエリを作成しま
す。Wave Apex SDK では、Apex から Wave を簡単に使用できます。
他の多くの企業と同様に、Force.com のサーバ側プログラミング言語、Apex のカスタムコードを利用している場
合、Apex コードから直接 Wave のデータを簡単にクエリできたら便利だと思いませんか? Wave Apex SDK を使用す
れば、正しい形式の SAQL クエリを Wave に送信できます。
この Wave Apex SDK の第 1 フェーズでは、開発者が SAQL クエリを作成し、ログインユーザのセキュリティコン
テキストで実行してそのセキュリティ設定を適用できます。SDK の進化に伴いアプリケーションが機能しなく
なることを避けるため、API バージョン管理がサポートされています。SDK には、クラスメソッドに渡された不
正な値を検出するために役立つ Wave.InvalidParameterException もあります。

深く掘り下げる
ConnectApi.Wave.executeQuery

366

Salesforce Summer '17 リリースノート

Einstein Analytics (Wave): Einstein Discovery、データの容易
な管理と探索、および Wave テンプレート

最もシンプルな状態の executeQuery 関数 (ConnectApi 名前空間で公開) を使用して SAQL クエリを Apex ページから
Wave に渡し、JSON 形式で応答を取得します。たとえば、次のサンプルは「your SAQL query」(独自の SAQL クエ
リ) を Wave に送信します。
String query = '[your SAQL query]';
ConnectApi.LiteralJson result = ConnectApi.Wave.executeQuery(query);
String response = result.json;

このようなクエリの送信は非常に便利ですが、開発者は正しい形式の SAQL クエリをコーディングする必要が
あります。クラスでクエリがすでに作成されていたら最高だと思いませんか?
Wave.QueryBuilder
Wave 名前空間で公開される QueryBuilder クラスは、実行する SAQL クエリ文字列を作成するための最も便利で安
全かつ望ましい方法です。すべての考えられる SAQL クエリの完全な実装ではないため、独自の作成が必要な
場合もありますが、次を含む大多数の使用事例が含まれています。
• load dataset ステートメント
• foreach ステートメント
• group ステートメント
• order ステートメント
• limit ステートメント
• filter ステートメント
• min、max、count、avg、unique、as、sum などの関数
QueryBuilder とその関連付けられたクラス Wave.ProjectionNode および Wave.QueryNode を使用して、SAQL
ステートメントを段階的に作成します。たとえば、次のように作成します。
Wave.ProjectionNode[] projs = new Wave.ProjectionNode[]{
Wave.QueryBuilder.get('State').alias('State'),
Wave.QueryBuilder.get('City').alias('City'),
Wave.QueryBuilder.get('Revenue').avg().alias('avg_Revenue'),
Wave.QueryBuilder.get('Revenue').sum().alias('sum_Revenue'),
Wave.QueryBuilder.count().alias('count')};
ConnectApi.LiteralJson result = Wave.QueryBuilder.load('0FbD00000004DSzKAM',
'0FcD00000004FEZKA2')
.group(new String[]{'State', 'City'})
.foreach(projs)
.execute('q');
String response = result.json;

例
QueryBuilder はこの Wave Apex SDK の第 1 フェーズの中核です。もっと詳しく見てみましょう。シンプルな count
クエリを次に示します。
Wave.ProjectionNode[] projs = new
Wave.ProjectionNode[]{Wave.QueryBuilder.count().alias('c')};
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String query = Wave.QueryBuilder.load('datasetId',
'datasetVersionId').group().foreach(projs).build('q');

この結果作成される SAQL クエリは次のようになります。
q = load "datasetId/datasetVersionId";
q = group q by all;
q = foreach q generate count as c;

union ステートメントを使用した、より複雑な例を次に示します。
Wave.ProjectionNode[] projs = new Wave.ProjectionNode[]{Wave.QueryBuilder.get('Name'),
Wave.QueryBuilder.get('AnnualRevenue').alias('Revenue')};
Wave.QueryNode nodeOne =
Wave.QueryBuilder.load('datasetOne','datasetVersionOne').foreach(projs);
Wave.QueryNode nodeTwo = Wave.QueryBuilder.load('datasetTwo',
'datasetVersionTwo').foreach(projs);
String query = Wave.QueryBuilder.union(new List<Wave.QueryNode>{nodeOne,
nodeTwo}).build('q');

この結果作成される SAQL クエリには qa と qb の 2 つの射影ストリームがあります。
qa = load "datasetOne/datasetVersionOne";
qa = foreach q generate Name,AnnualRevenue as Revenue;
qb = load "datasetTwo/datasetVersionTwo";
qb = foreach q generate Name,AnnualRevenue as Revenue;
q = union qa, qb;

リソース
Wave Apex SDK の使用についての詳細は、『Apex 開発者ガイド』および『Wave SDK Developer Guide』(Wave SDK 開
発者ガイド) を参照してください。

Web SDK を使用した Wave ダッシュボードとの通信
カスタムアプリケーションで Wave と簡単にやり取りします。Visualforce に Lightning コンポーネントを使用する
か、任意の開発環境を使用します。
アプリケーションが Lightning SDK、Visualforce、モバイルのいずれで作成されたか、または Salesforce の外部にあ
るかに関わらず、アプリケーションで Wave ダッシュボードと通信したいと思っていますか? アプリケーション
で検索条件を適用できたり、ユーザによるダッシュボードの選択と検索条件を確認できたら便利だと思いませ
んか?
値が定義された範囲外にある場合にビジネスに固有のアクションを実行したり、ビジネスアプリケーションエ
コシステムのさまざまな部分で使用可能なダッシュボードを表示できるアプリケーションがあると役立ちま
す。役員に提示する情報ソースがたった 1 つで済むことを想像してみてください。
Wave Analytics Web SDK の導入により、それが可能になりました。このリリースで使用可能なイベントは、Wave
アプリケーションについての新しい考え方の基盤となります。LockerServiceを併用することで、Salesforce 外部の
アプリケーションをコーディングすることもできます。任意の JavaScript アプリケーションから Wave とやりと
りできます。
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SDK イベント
wave:update
このイベントは、Wave ダッシュボードの検索条件を動的に設定したり、選択を動的に変更してダッシュボー
ドとやりとりするために使用します。検索条件を適用する Wave アセットの一意の ID、ペイロード、およびア
セットタイプ (現在はダッシュボードのみ) の 3 つの属性があります。ペイロードは、データセットおよびディ
メンションと項目値を識別する JSON 文字列です。
wave:selectionChanged
このイベントは、カスタム Lightning コンポーネントで使用するために Wave ダッシュボードによって起動され
ます。イベントを起動したダッシュボードの ID とペイロードの属性があります。ペイロードオブジェクトに
は、選択情報 (選択を変更するときに必要だったステップ名、現在の選択を表すオブジェクトの配列) が含まれ
ます。配列内の各オブジェクトには、選択に基づく 1 つ以上の属性が含まれます。
メモ: これらのイベントを使用するには、Wave プラットフォームライセンス Insights Builder PSL が必要です。

検索条件の設定
Lightning コンポーネントの例を次に示します。コンポーネントはすでに定義済み、ハンドラは設定済みで、更
新イベントがカスタムコンポーネントマークアップに登録されています。注目すべき処理はコントローラで行
われます。このコードは、更新イベントのペイロードの作成方法を示しています。この場合、oppty_test ダッ
シュボードの StageName 設定を「Closed Won」(商談成立) に設定しています。
({
doInit: function(component, event, helper) {
component.set('v.filter', '{"oppty_test": {"StageName": ["Closed Won"]}}');
},
handleSendFilter: function(component, event, helper) {
var filter = component.get('v.filter');
var dashboardId = component.get('v.dashboardId');
var evt = $A.get('e.wave:update);
evt.setParams({
id: dashboardId,
value: filter,
type: "dashboard"
}); evt.fire();
}
})

選択への反応
別の Lightning コンポーネントの例を次に示します。コンポーネントはすでに定義済みですべて登録されている
ため、このコードにはコントローラでの注目すべき処理、ペイロードの受信と反復方法を示しています。ペイ
ロードは、現在の選択を表すオブジェクトの配列です。
({
handleselectionChanged: function(component, event, helper) {
var params = event.getParams();
var payload = params.payload;
if (payload) {
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var step = payload.step;
var data = payload.data;
data.forEach(function(obj) {
for (var k in obj) {
if (k === 'Id') {
component.set("v.recordId", obj[k]);
}
}
});
}
}
})

ペイロードデータには他のオブジェクトを含めることができ、それぞれにキー - 値ペアが含まれます。たとえ
ば、ID の他に名詞 (「ダッシュボード」など) や動詞 (「選択」など) も取得できます。

リソース
これはほんの一部にすぎません。新しい Web SDK イベントについての詳細は、『Lightning コンポーネント開発
者ガイド』および『Wave SDK Developer Guide』(Wave SDK 開発者ガイド) を参照してください。

コミュニティ: Partner Central ソリューション、CMS Connect、通
知など
コミュニティは、この夏に多数の柔軟な新機能が追加されます。Salesforce CRM を
パートナーネットワークにまで拡大し、ネイティブの Lightning Partner Central ソ
リューションでチャネルセールスを促進できます。CMS Connect を使用して、コ
ミュニティのコンテンツ管理システム (CMS) からコンテンツを表示し、一貫性の
あるブランド設定とメンテナンスのしやすさを実現できます。アプリケーショ
ンランチャーと通知サポートにより、コミュニティ間を切り替えることができ、
リアルタイムで通知が表示されます。その他多くの機能があります。詳しく見
てみましょう。

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、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。
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。

このセクションの内容:
重要な更新の有効化: コミュニティの LockerService
Summer '16 以降の重要な更新である LockerService が Summer ’17 のすべての組織に適用されます。ただし、既
存のコミュニティへの影響を少なくするために、有効化プロセスが調整されました。コミュニティでカス
タム Lighting コンポーネントまたはヘッドマークアップを使用する場合、関連するリリースノートを参照
して、これらの重要な変更がどのようにコミュニティに影響するのかを確認してください。
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コミュニティでの TLS 1.0 の無効化の期限延長
2017 年 7 月 22 日に、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。システム管理者にコミュニティユーザの準備を整える時間を与えるために、Salesforce
コミュニティの TLS 1.0 の無効化の期限が 2018 年 3 月まで延長されました。延長された 2018 年 3 月の期限
は、Lightning コミュニティと Visualforce コミュニティの両方に適用されます。
Partner Central の発表 — 新しいパートナーコミュニティソリューション
新しいネイティブの Lightning ソリューション、Partner Central で構築された中央拠点から、パートナーの採
用、研修、パートナーリレーションの管理を行います。Lightning および Salesforce プラットフォームによっ
て提供される応答型の柔軟なコミュニティで、CRM ツールやデータをチャネルパートナーにまで拡大しま
す。これはチャネル販売を促進する新しい方法です。
コミュニティへのコンテンツ管理システム (CMS) の接続 (ベータ)
会社の Web サイトに Adobe Experience Manager (AEM) が組み込まれている場合、CMS Connect により、AEM コン
テンツ (ヘッダー、フッター、バナーなど) をコミュニティで使用できます。コミュニティでコンポーネン
ト、CSS、および JavaScript を動的に表示し、一貫性のあるブランド設定、認証、メンテナンスのしやすさを
実現できます。CMS Connect は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューショ
ンに基づくコミュニティで使用できます。
条件に基づく利用者をさらに活用
条件に基づく利用者はページのバリエーションと連携し、特定のページで特定の利用者を対象とすること
ができます。以前は、多数の異なるページのバリエーションを作成し、各バリエーションで条件を設定す
る必要がありました。利用者の条件セットを作成し、複数のページのバリエーションに同じ利用者を適用
できるようになりました。Summer '17 以降、いくつか大きな調整が行われ、利用者の設定方法が大幅に改善
されます。この機能は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに
基づくコミュニティで使用できます。
サポートエージェントが顧客をさらに支援するための Community 360 (パイロット)
Community 360 には、コンソールを操作しているサポートエージェントに、顧客がコミュニティでどの記事
やケースにアクセスしたかが表示されます。エージェントは、この情報を使用して、顧客が適切なドキュ
メントをすでに参照したかどうかや、ケースをすでに提出してからサポートに電話したかどうかを確認で
きます。
Web サイトへのログインフォームの追加による秘密の保護
Salesforce Identity の埋め込みログイン機能を使用すると、ユーザはショッピングカートなどの Web ページま
たは Web サイト全体にアクセスする前にログインできます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方の新機能です。
変更セットを使用した組織間のコミュニティの移行
お客様のご要望により実現した機能です。変更セットを Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce
コミュニティで使用できるようになったため、リリース接続がある組織間でコミュニティを簡単に移行で
きます。Sandbox 環境でコミュニティを作成、カスタマイズ、およびテストし、テストが完了したらそのコ
ミュニティを本番環境に移行します。
コミュニティユーザライセンスの迅速なアップグレード
カスタマーライセンスを持つユーザをカスタマーコミュニティプラスまたはパートナーコミュニティライ
センスにアップグレードできます。まったく新しいユーザを作成し、そのユーザのデータを移行する必要
はなくなりました。
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Lightning Bolt: パッケージ化の簡易化と AppExchange での配布
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、ブランドプロパティとナビ
ゲーションメニュー項目が含まれるようになったため、簡単にソリューションを再利用できるようになり
ました。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、顧客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。
使いやすさ、デザイン、パフォーマンスの向上: 機能強化と作業の簡易化
ワークスペースと一元化されたブランドにより、設計や管理をより効率的に行うことができます。また、
アプリケーションランチャーと通知により、アクセスが容易になり、ユーザとシームレスにコラボレーショ
ンできます。さらに、Community Page Optimizer を使用すれば、迅速にコミュニティのパフォーマンスを評価
して改善できます。
Lightning コミュニティ: 改善された検索、更新されたコンポーネント、新しいコンポーネントなど
グローバル検索へのすべてのフィードのトピックおよび結果の追加、専用のリッチコンテンツエディタと
HTML エディタによるコンテンツの改善、すべてのページへの言語サポートの追加が行われています。
Lightning コミュニティのファイル: 生産性の向上
効率性を考慮してコミュニティのファイル関連の機能が改善されました。複数のファイルをライブラリに
追加したり、関連リストやフィードからファイルにアクションを実行したり、ファイルを共有解除したり
できるようになりました。
Lightning コミュニティの Chatter: ダイレクトメッセージの機能強化、フィード参照カウントレポートなど
ダイレクトメッセージのユーザの追加および削除、未読投稿によるグループの絞り込み、コミュニティの
上位 100 件の投稿に関する週次レポートの取得を行います。
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。
コミュニティの分析: サービスコミュニティスコアカード、新規ユーザ参加レポート、およびセンチメント
分析
サービスコミュニティスコアカードでは、コミュニティマネージャがセルフサービスコミュニティの全体
像を把握できます。エンゲージメントの測定から検索の効率的な追跡まで、サービスコミュニティスコア
カードはコミュニティを最高の状態に保つために役立ちます。コミュニティメンバーの毎日の参加を追跡
する新しいレポートも追加されました。センチメント分析を有効にして、コミュニティでの投稿とコメン
トの全体的な傾向を追跡できます。
フラグ付きディスカッションモデレーションキューからのアクションの実行
新しいフラグ付きディスカッションモデレーションキューにより、コミュニティのモデレーションを従来
よりすばやく簡単に実行できるようになりました。生産性が向上するように最適化されているため、コン
テキストで必要なすべての情報を取得しながら、フラグ付きの投稿とコメントに対処できるようになりま
した。
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。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティでの Lightning の使用方法 (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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重要な更新の有効化: コミュニティの LockerService
Summer '16 以降の重要な更新である LockerService が Summer ’17 のすべての組織に適用されます。ただし、既存の
コミュニティへの影響を少なくするために、有効化プロセスが調整されました。コミュニティでカスタム
Lighting コンポーネントまたはヘッドマークアップを使用する場合、関連するリリースノートを参照して、こ
れらの重要な変更がどのようにコミュニティに影響するのかを確認してください。

LockerService の適用は API バージョンに依存
LockerService は、カスタム Lightning コンポーネントの強力なセキュリティアーキテクチャで、Summer '17 (API バー
ジョン 40.0) 以降で作成されたすべての Lightning コンポーネントに適用されます。Summer '17 より前に作成され
たコンポーネントを対象とする API バージョン 39.0 以前では、コンポーネントに LockerService が適用されませ
ん。
「LockerService の重要な更新の有効化」を参照してください。

厳格なコンテンツセキュリティポリシー (CSP) 制限の不適用
クロスサイトスクリプティング攻撃のリスクを軽減する厳格な CSP 制限は LockerService と分離され、Summer '17
の本番組織には適用されません。代わりに、2 つの新しい重要な更新 (コミュニティと他のコンテキスト) で厳
格な CSP の変更を使用できます。これらは、Sandbox 組織と Developer Edition 組織で有効化できます。これらの重
要な更新により、厳格な CSP に対応するためのコードの更新により多くの時間をかけることができます。
「厳格な CSP 制限の重要な更新」を参照してください。

コミュニティでの TLS 1.0 の無効化の期限延長
2017 年 7 月 22 日に、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。システム管理者にコミュニティユーザの準備を整える時間を与えるために、Salesforce コミュ
ニティの TLS 1.0 の無効化の期限が 2018 年 3 月まで延長されました。延長された 2018 年 3 月の期限は、Lightning
コミュニティと Visualforce コミュニティの両方に適用されます。
メモ: パートナーポータル、カスタマーポータル、Force.com サイト、Site.com サイトには、以前に発表し
た 2017 年 7 月の期限が引き続き適用されます。
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。コミュニティユーザにこの移行を通知して説明することを
お勧めします。ライセンスのあるコミュニティユーザとライセンスのないコミュニティユーザ (ゲストユーザ)
のどちらも、TLS 1.1 以上に準拠したブラウザにアップグレード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。
• TLS 1.0 の無効化についてユーザに通知する適切なメッセージをコミュニティに追加します。ライセンスの
あるユーザと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説明します。
• ユーザに、ブラウザの互換性を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。
• 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。

373

Salesforce Summer '17 リリースノート

Partner Central の発表 — 新しいパートナーコミュニティ
ソリューション

Salesforce 組織と共にまたは 2018 年 3 月の期限の前にコミュニティの TLS 1.0 を無効にする手順は、次のとおりで
す。[設定] で、[クイック検索] 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。Salesforce
コミュニティの TLS 1.0 のサポートを無効にする重要な更新を有効化します。この重要な更新を無効化すれば、
TLS 1.0 接続のサポートを復元できます。
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。

Partner Central の発表 — 新しいパートナーコミュニティソリューショ
ン
新しいネイティブの Lightning ソリューション、Partner Central で構築された中央拠点から、パートナーの採用、
研修、パートナーリレーションの管理を行います。Lightning および Salesforce プラットフォームによって提供さ
れる応答型の柔軟なコミュニティで、CRM ツールやデータをチャネルパートナーにまで拡大します。これは
チャネル販売を促進する新しい方法です。

Partner Central は、パートナーリレーション管理 (PRM) ワークフローを考慮して設計されているため、次の作業
を実行できます。
• パートナーのライフサイクル全体をあらゆる角度から把握し、ダッシュボードとレポートでパイプライン、
商談成立、および取引開始率を追跡する。
• パートナーの採用、研修、チャネル営業、およびチャネルマーケティングを 1 か所で管理する。
• コードを記述せず数回のクリックで、リードの配布を自動化し、直感的に設計されたリード受信箱でリー
ドをパートナーに渡す。
• パートナーが商談を登録したり、チャネル販売パイプラインに関するインサイトを得たり、チャネルの競
合を管理したりできるクイックアクションを設定する。
• 研修および販促資料を中央リポジトリですべてのパートナーと共有する。
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• Service Cloud 機能を統合してパートナーが独自に、または顧客の代わりにケースを申請できるようにする。
• パートナーと共有しているオブジェクトのみが表示されるようにグローバル検索をカスタマイズする。
Partner Central には使い慣れた他の Lightning コミュニティと同じ柔軟性と拡張性もあるため、次の作業を実行で
きます。
• カスタムページを作成してカスタムブランドを使用する。
• マーケティングキャンペーンやケースなど、営業のニーズに合わせてより多くの CRM オブジェクトとデー
タを公開する。
• 地理位置情報による利用者のターゲティングを使用し、地理的な場所でチャネルパートナー向けにパーソ
ナライズされたコンテンツを作成する。
• グローバル通知やアプリケーションランチャーなどの Summer '17 の新機能を利用する。
Partner Central は 1 か所でパートナーリレーション管理のニーズを満たします。リッチな最新の応答型の環境で
CRM をチャネルパートナーにまで拡大してください。出来過ぎた話だと思いますか? 実際に試してみてくださ
い。

重要:
• Partner Central を使用するには、組織に少なくとも 1 つのパートナーコミュニティライセンスが必要で
す。
• Spring '17 で発表された Lightning パートナー管理パッケージは廃止され、Partner Central ソリューションに
置き換わります。Summer ’17 以降、PRM のニーズには Partner Central を使用することをお勧めします。
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• Partner Central では、カスタマーサービス (Napili) の標準機能の一部 (ダイレクトメッセージやセルフサー
ビスサポートなど) はサポートされていません。ただし、追加機能を設定する場合は、引き続きケース
や他の Salesforce オブジェクトを設定および公開できます。サポートされていない機能の完全なリスト
については、Salesforce ヘルプを参照してください。

コミュニティへのコンテンツ管理システム (CMS) の接続 (ベータ)
会社の Web サイトに Adobe Experience Manager (AEM) が組み込まれている場合、CMS Connect により、AEM コンテン
ツ (ヘッダー、フッター、バナーなど) をコミュニティで使用できます。コミュニティでコンポーネント、CSS、
および JavaScript を動的に表示し、一貫性のあるブランド設定、認証、メンテナンスのしやすさを実現できま
す。CMS Connect は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに基づくコ
ミュニティで使用できます。

まったく新しいワークスペース
コミュニティワークスペース内で CMS Connect の使用を開始できます(まだ新しいコミュニティワークスペース
を使用したことがない場合は、[設定] の [コミュニティ設定] に移動してコミュニティワークスペースを有効に
してください)。

すべてのサーバの使用
複数の AEM サーバがある場合、サーバをコミュニティに接続できます。相互の連動関係に応じて、サーバの読
み込み順序を設定します。読み込み順序は、主に CSS と JavaScript に関連します。
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合理化されたパス
コンポーネントパス
CMS Connect を設定するときに、AEM サーバでコンポーネントが保存されているディレクトリのルートパスを入
力します。これにより、後にビルダーでコンポーネントを追加するときに時間を節約できます。パスには言語
とコンポーネントのプレースホルダを含めることができます。

ヘッダーとフッターのパス
ヘッダーとフッターへのパスはコミュニティビルダーの [設定] で入力するため、各ページにこれらを追加する
必要はありません。一度追加すれば完了です。
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言語サポート
AEM 接続用の言語の対応付けが用意されているため、複数言語のコンテンツを表示できます。接続を設定する
ときに、すべての言語を追加します。追加する各 Salesforce 言語に対して、AEM の対応する言語ディレクトリの
名前を入力します。

CSS と JavaScript
CMS から CSS と JavaScript を含めることができます。接続あたり 10 個まで追加できます。CSS が範囲設定されて
いる場合、その範囲を指定してコミュニティページで他の CSS とルールが競合することを回避できます。

結果は後からついてくる
CMS Connect を設定したら、コミュニティビルダーで使用する準備は完了です。CMS Connect コンポーネントを
ページにドラッグし、プロパティエディタでソースおよびコンポーネントパスを追加します。初期設定からほ
んの少しの作業で、すぐに Web サイトと一貫性のあるコミュニティの外観になります。

メモ: CMS Connect では、HTML フラグメントを提供できる HTTP サーバが必要です。HTML フラグメントのす
べての URL は、絶対 URL である必要があります。接続されているすべての CMS サーバは、HTTPS 経由でア
クセスして HTML および JavaScript を取得できる必要があります。一部のタグはサポートされていません。
詳細は、製品ドキュメントを参照してください。
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今回のリリースには、ベータバージョンの CMS Connect 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。CMS Connect 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。

条件に基づく利用者をさらに活用
条件に基づく利用者はページのバリエーションと連携し、特定のページで特定の利用者を対象とすることがで
きます。以前は、多数の異なるページのバリエーションを作成し、各バリエーションで条件を設定する必要が
ありました。利用者の条件セットを作成し、複数のページのバリエーションに同じ利用者を適用できるように
なりました。Summer '17 以降、いくつか大きな調整が行われ、利用者の設定方法が大幅に改善されます。この
機能は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに基づくコミュニティ
で使用できます。
ページのバリエーションと利用者の操作性がどのように改善されたかを見てみましょう。
• ページのバリエーションがあり、コミュニティでその条件がすでに設定されている場合は、条件に基づく
利用者に移行されています。それらは「利用者 1」、「利用者 2」などの表示ラベルになっています。利用
者の上にカーソルを置くとその条件が表示され、適切な名前を付けることができます。
• 必要に応じてハイパーローカル利用者や非常に具体的な利用者を設定できるように、新しい条件 (ドメイン
と市区郡) が追加されました。
• 新しいドメイン条件は、選択した 1 つ以上のコミュニティドメインのユーザにのみページのバリエーショ
ンを表示します。
–

メモ: ドメイン条件は Sandbox または開発者組織では使用できません。

• ユーザインターフェースが更新され、利用者の作成と管理が簡略化されました、

メモ: ページのバリエーションと利用者のパフォーマンスを最大化するために留意すべきいくつかのベス
トプラクティスを次に示します。
• 大局的に考える。たとえば、トラフィックが少ないと思われる市区郡のページのバリエーションがあ
る場合、場所の領域を (都道府県または国に) 拡大します。
• 組み合わせることが重要。トラフィックの少ない領域に個別の利用者を作成する代わりに、条件を組
み合わせてページへのトラフィックを増加させます。たとえば、プロファイル条件が同じで場所が異
なる利用者が必要だとします。シアトル、ベルビュー、およびレドモンドで個別の利用者を作成する
代わりに、1 つの利用者を作成し、この 3 つすべてを場所条件に追加します。これにより、シアトル、
ベルビュー、またはレドモンドのユーザが対象になります。
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• 大きな違いのみを考慮する。非常に具体的な利用者やページのバリエーションを作成したいと思うか
もしれませんが、大きく異なるバリエーションのみに制限します。1 つのコンポーネントのコンテン
ツなど、違いがごくわずかな場合は、代わりにコンポーネントのコンテンツを動的に変更するアク
ションを使用します。

サポートエージェントが顧客をさらに支援するための Community 360
(パイロット)
Community 360 には、コンソールを操作しているサポートエージェントに、顧客がコミュニティでどの記事や
ケースにアクセスしたかが表示されます。エージェントは、この情報を使用して、顧客が適切なドキュメント
をすでに参照したかどうかや、ケースをすでに提出してからサポートに電話したかどうかを確認できます。
関連トピック:
Community 360 による顧客サポートの合理化 (パイロット)

Web サイトへのログインフォームの追加による秘密の保護
Salesforce Identity の埋め込みログイン機能を使用すると、ユーザはショッピングカートなどの Web ページまたは
Web サイト全体にアクセスする前にログインできます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方の新機能です。
埋め込みログインは、コミュニティに設定されたログイン環境を拡張し、Web サイトで同じ機能を提供しま
す。Web 開発者は、数行の HTML だけでログイン機能を Web ページに追加できます。認証は Salesforce によって
処理されるため、Web 開発者は優れたユーザエクスペリエンスを提供することに集中できます。
関連トピック:
埋め込みログインによりユーザが Web サイトにログイン可能

変更セットを使用した組織間のコミュニティの移行
お客様のご要望により実現した機能です。変更セットを Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コ
ミュニティで使用できるようになったため、リリース接続がある組織間でコミュニティを簡単に移行できま
す。Sandbox 環境でコミュニティを作成、カスタマイズ、およびテストし、テストが完了したらそのコミュニ
ティを本番環境に移行します。
コミュニティの送信変更セットを作成するには、[設定] で [送信変更セット] に移動し、コンポーネントの種類
で [ネットワーク] を選択します。コミュニティを変更セットに追加し、連動コンポーネントを含めます。表示
されたすべての連動関係を選択することをお勧めします。
変更セットを使用してコミュニティを移行するときは、次の考慮事項と制限事項に留意してください。
• コミュニティでは、変更セットで更新のみを行うことができます。つまり、受信変更セットから直接新し
いコミュニティを作成することはできません。代わりに、対象組織で同じ名前のコミュニティを作成して
から、受信変更セットをリリースします。
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• 受信変更セットをリリースすると、対象組織のコミュティが完全に上書きされます。たとえば、Sandbox で
コミュニティからページを削除し、更新された送信変更セットを作成したとします。対象組織 (本番組織な
ど) にその変更セットを再リリースすると、そこでもページが削除されます。
• ナビゲーションメニュー項目がサポートされています。ただし、オブジェクトにリンクするメニュー項目
の場合、リストビューはデフォルトのリストビューにリセットされます。また、標準オブジェクトのカス
タムリストビューは連動関係として含まれません。
• ([ワークスペース] または [コミュニティ管理] の) 次の [管理] 設定のみがサポートされています。
– パスワードの変更ページ
– パスワードを忘れた場合のページ
– ホームページ
– ログインページ
– [内部ユーザにコミュニティへの直接ログインを許可] オプション
• 次の項目はサポートされていません。
– ページのバリエーションおよび利用者のターゲティング
– ナビゲーショントピックおよび主要トピック
– 言語
コミュニティの移行は、メタデータ API 経由でもサポートされています。

コミュニティユーザライセンスの迅速なアップグレード
カスタマーライセンスを持つユーザをカスタマーコミュニティプラスまたはパートナーコミュニティライセン
スにアップグレードできます。まったく新しいユーザを作成し、そのユーザのデータを移行する必要はなくな
りました。
以前は、別のユーザ ID を作成して、そのユーザの既存データを移行し、新しいユーザ ID に関連付ける必要が
ありました。このリリースでは、ボタンを数回クリックするだけでユーザをアップグレードできます。新しい
ライセンスアップグレードアプローチは、時間短縮以外にも多数の利点があります。
• システムでのユーザの再作成やデータの移行を行う必要はありません。
• ユーザは既存のユーザ名とパスワードを維持できます。ライセンスアップグレードでは、履歴レコードや
Chatter データも保持されます。ユーザが新しいライセンスとプロファイルを使用して同じオブジェクトに
アクセスできることを確認してください。
さらに、新しいライセンスでは、ユーザが高度な共有機能、レポートとダッシュボード、およびロールベース
のデータアクセスを利用できます。
ライセンスアップグレードが可能なユーザ
通常、ほとんどのカスタマーライセンスからカスタマーコミュニティプラスまたはパートナーコミュニティラ
イセンスへのアップグレードがサポートされています。具体的には、UserType が CSPLitePortal のユーザ
は、(Salesforce API で) PowerPartner または PowerCustomerSuccess へのライセンスアップグレードがサポー
トされています。
次のライセンスは、データアクセスを失うことなくカスタマーコミュニティプラスまたはパートナーコミュニ
ティライセンスにアップグレードできます。
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• Customer Community
• High Volume Customer Portal
• Overage High Volume Customer Portal
• Overage Authenticated Website ユーザ
• Authenticated Website ユーザ
• External Identity
警告: CSPLitePortal ユーザ種別に関連付けられた他のカスタマーライセンスでもライセンスアップグ
レードはサポートされていますが、一部のデータアクセスは失われます。たとえば、ユーザは以前はア
クセスできた一部のオブジェクトにアクセスできなくなることがあります。他の例として、新しいライ
センスには以前のライセンスでは使用できた 1 つ以上のユーザ権限が含まれていない場合があります。

ユーザのライセンスをアップグレードする前に、影響を受ける権限を確認することをお勧めします。ユー
ザの新しいライセンス、プロファイル、および権限セットの割り当てには、少なくとも以前の割り当て
と同じまたは同等のデータアクセス権があることが理想的です。
ユーザのアップグレード方法
Salesforce でユーザのライセンスを変更するには、ユーザの詳細ページに移動し、[編集] をクリックします。新
しいライセンス、プロファイル、およびロールを指定します。
Salesforce API を使用して単一ユーザまたは複数ユーザをアップグレードする場合は、User オブジェクトで
update() メソッドを使用して、必須の ProfileId と RoleId の値を指定します。これだけです。
重要な考慮事項
ユーザのライセンスをアップグレードする前に、いくつか注意すべき点があります。
• カスタマーコミュニティプラスおよびパートナーコミュニティライセンスでは、特定の制限があるロール
をユーザに割り当てる必要があります。
– 特定のロールが必要なライセンスへのアップグレードは元に戻せません。
– ライセンスアップグレード中にロールを指定しない場合、取引先階層で最も下位のロールがユーザに割
り当てられます。取引先にロールが存在しない場合、ロールが作成されてユーザに割り当てられます。
– 自動ロール割り当てでは、ユーザの取引先に関連付けられている最も下位のロール、パートナー <取引
先名> ユーザまたはカスタマー <取引先名> ユーザが常に使用されます。ロール階層の上位に移動する
必要がある場合、後で簡単に実行できます。
• ユーザをパートナーコミュニティライセンスにアップグレードする前に、ユーザの取引先をパートナー取
引先として有効にします。
ヒント: パートナー取引先にはカスタマーユーザとパートナーユーザの両方を設定できるため、取引
先をパートナー取引先として有効にするときに、取引先のカスタマーユーザは影響を受けません。
• ライセンスアップグレードでは、以前ユーザに関連付けられていた共有セット、権限セット、および権限
セットライセンスの割り当てが削除されます。
• ライセンスアップグレードは、ユーザの作成に適用される組織の制限 (ライセンスやロールの制限、ユーザ
名のユニーク性の要件など) の対象になります。
ユーザのライセンスのアップグレード後:
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• プロファイルと権限セットの変更は、コミュニティのメンバーシップに影響する可能性があります。アッ
プグレードされたユーザが目的のコミュニティにアクセスできることを確認します。
• アップグレードされたユーザに適用される共有ルールは、公開グループ、条件に基づく共有ルール、レコー
ドの所有者 (暗黙的な共有) などを通じて再適用されます。
• カスタマーコミュニティプラスライセンスにアップグレードされたユーザは、「すべてのカスタマーポー
タルユーザ」公開グループに自動的に関連付けられます。同様に、パートナーコミュニティライセンスに
アップグレードされたユーザは、「すべてのパートナーユーザ」公開グループに自動的に関連付けられま
す。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: コミュニティユーザライセンス(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)
SOAP API 開発者ガイド: User
コミュニティユーザライセンスの迅速なアップグレード
Salesforce ヘルプ: コミュニティ制限(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)

Lightning Bolt: パッケージ化の簡易化と AppExchange での配布
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、ブランドプロパティとナビゲー
ションメニュー項目が含まれるようになったため、簡単にソリューションを再利用できるようになりました。
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、顧客
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。
ヒント: 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。
ソリューションをエクスポートするには、コミュニティビルダーの [設定] > [開発者] に移動します。
ソリューションをエクスポートするときは、次の項目が含まれるようになったため、それを使用して新規コ
ミュニティを作成するときの設定が減りました。
• ナビゲーションメニュー項目
• ブランドパネルプロパティ
• 次のページの ([ワークスペース] または [コミュニティ管理] の) [管理] 設定
– パスワードの変更ページ
– パスワードを忘れた場合のページ
– ホームページ
– ログインページ
– [内部ユーザにコミュニティへの直接ログインを許可] オプション
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
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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、製品が自分たちの求めるものかどうかを顧客が判断できるよう
にします。
メモ:
• ソリューションをエクスポートする前に、ブランドプロパティを統合する必要があります。
• オブジェクトにリンクするナビゲーションメニュー項目では、リストビューはデフォルトのリスト
ビューにリセットされます。また、標準オブジェクトのカスタムリストビューは含まれません。
• CSS エディタのカスタムスタイルは含まれません。

使いやすさ、デザイン、パフォーマンスの向上: 機能強化と作業の簡
易化
ワークスペースと一元化されたブランドにより、設計や管理をより効率的に行うことができます。また、アプ
リケーションランチャーと通知により、アクセスが容易になり、ユーザとシームレスにコラボレーションでき
ます。さらに、Community Page Optimizer を使用すれば、迅速にコミュニティのパフォーマンスを評価して改善
できます。
このセクションの内容:
コミュニティワークスペースを使用してコミュニティをさらに活用
新しいコミュニティワークスペースをまだ使用したことがない場合は、ぜひお試しください。コミュニティ
ワークスペースでは、1 か所からコミュニティの作成やサポートを行うために必要なすべてにアクセスでき
ます。
Salesforce 組織とコミュニティの容易な切り替え
Lightning コミュニティと Lightning Experience を使用する場合、アプリケーションランチャーを使用して、
Salesforce 組織とコミュニティを切り替えることが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)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに基づくコミュニティで使用できます。
グローバル通知によるコミュニティの最新情報の確認
グローバル通知を使用すると、メンバーはコミュニティやアプリケーションのどこで作業をしていてもメッ
セージを受け取ることができます。メンバーは、モバイル、タブレット、デスクトップのすべての画面で
通知を受け取ることができます。この機能は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning
Bolt ソリューションに基づくコミュニティで使用できます。
一元化されたブランドプロパティによるスタイル設定の簡略化
コミュニティのスタイルを設定する方法を合理化するため、ログインページのブランドプロパティをコミュ
ニティの他のページと統合する更新が提供されます。コミュニティビルダーでログインページのスタイル
を個別に設定する代わりに、一元化された [ブランド] パネルからすべてのページの外観を変更できるよう
になりました。この機能は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューショ
ンに基づくコミュニティで使用できます。
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コミュニティパフォーマンスの分析および向上 (開発者プレビュー)
Salesforce Community Page Optimizer は、コミュニティを分析してパフォーマンスに影響する問題を識別しま
す。この情報を使用して設計を調整し、メンバーのコミュニティパフォーマンスを向上させます。Communities
Page Optimizer は、Chrome ウェブストアから入手できる無料のプラグインです。他の Chrome 拡張機能と同様
にこのプラグインをダウンロードしてインストールします。
コンポーネント — 必要な場所で使用
コミュニティビルダーで任意のページに標準のコンポーネントをその種類に関わらず追加できます。この
高度な機能は、コンポーネントのパラメータの操作に慣れている開発者向けです。
優先ドメインの設定による SEO 結果の向上
同じコミュニティに複数のドメインがあると、検索エンジンの結果が分散されてページランキングが低下
する可能性があります。コミュニティのページにインデックスを付けるために使用するドメインを選択し、
重複する検索エンジンの結果を回避できるようになりました。

コミュニティワークスペースを使用してコミュニティをさらに活用
新しいコミュニティワークスペースをまだ使用したことがない場合は、ぜひお試しください。コミュニティ
ワークスペースでは、1 か所からコミュニティの作成やサポートを行うために必要なすべてにアクセスできま
す。
[コミュニティ設定] > [コミュニティ管理] 設定に移動し、[コミュニティワークスペースの有効化] を選択しま
す。

次の機能は、コミュニティワークスペースを使用する場合にのみ使用できます。
• フラグ付きディスカッション
• CMS Connect
• トピックの自動割り当て
リリースごとにコミュニティワークスペース専用の新機能が作成されているため、今すぐ切り替えてくださ
い。
関連トピック:
フラグ付きディスカッションモデレーションキューからのアクションの実行
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Salesforce 組織とコミュニティの容易な切り替え
Lightning コミュニティと Lightning Experience を使用する場合、アプリケーションランチャーを使用して、Salesforce
組織とコミュニティを切り替えることが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)、
Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに基づくコミュニティで使用できます。

Lightning Experience のアプリケーションランチャーには、すべての公開コミュニティとアプリケーションのタイ
ルが表示されます。Lightning コミュニティのアプリケーションランチャーにはすべての公開コミュニティとア
プリケーションのタイルが表示されますが、[すべての項目] 領域と [AppExchange] リンクは表示されません。メ
ンバーに表示されるのは、プロファイルや権限セットに従って表示が許可されるコミュニティとアプリケー
ションのみです。

デフォルトでは、アプリケーションランチャーは既存のコミュニティには表示されず、新規コミュニティに表
示されます。ユーザに対してアプリケーションランチャーを表示または非表示にするには、[ナビゲーション
メニュー] コンポーネントプロパティの [コミュニティヘッダーにアプリケーションランチャーを表示しない]
を選択します。
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ユーザがアプリケーションランチャーを表示できるようにするには、[設定] のユーザプロファイルで [コミュ
ニティでアプリケーションランチャーを表示] 権限も有効にする必要があります。
メモ: アプリケーションランチャーは、Salesforce1 モバイルアプリケーションまたは Salesforce タブ + Visualforce
コミュニティでは使用できません。これらのコミュニティのユーザは、グローバルヘッダーを使用して
Salesforce 組織とコミュニティを切り替えることができます。
関連トピック:
コミュニティの Lightning コンポーネントへのアプリケーションランチャーと通知コンポーネントの追加

グローバル通知によるコミュニティの最新情報の確認
グローバル通知を使用すると、メンバーはコミュニティやアプリケーションのどこで作業をしていてもメッ
セージを受け取ることができます。メンバーは、モバイル、タブレット、デスクトップのすべての画面で通知
を受け取ることができます。この機能は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソ
リューションに基づくコミュニティで使用できます。

通知をトリガするすべての行動 (@メンションとグループ投稿) がサポートされています。メンバーはレコード
フィードで通知をトリガすることもできます。たとえば、内部メンバーはリードまたは商談で外部メンバーに
@メンションして Salesforce 組織から通知をトリガできます。メンバーが通知をクリックすると、元の詳細ペー
ジまたは他の該当する場所が表示され、コミュニティやアプリケーションを越えてシームレスにコラボレー
ションできます。
デフォルトでは、通知アイコンは既存のコミュニティには表示されず、新規コミュニティに表示されます。デ
フォルトのカスタマーサービステーマレイアウトの場合、コミュニティビルダーの [設定] > [テーマ] で [コミュ
ニティヘッダーの通知アイコンを非表示] を選択して、メンバーの通知を表示または非表示にします。

関連トピック:
コミュニティの Lightning コンポーネントへのアプリケーションランチャーと通知コンポーネントの追加
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一元化されたブランドプロパティによるスタイル設定の簡略化
コミュニティのスタイルを設定する方法を合理化するため、ログインページのブランドプロパティをコミュニ
ティの他のページと統合する更新が提供されます。コミュニティビルダーでログインページのスタイルを個別
に設定する代わりに、一元化された [ブランド] パネルからすべてのページの外観を変更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)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに基づくコ
ミュニティで使用できます。
一部の古いブランドプロパティは更新された [ブランド] パネルには含まれず、その他は異なるプロパティに対
応付けられます。詳しく見てみましょう。

古いログインブランドプロパティ

対応付けられる更新されたブランドプロパティ

背景色 (1)

背景色 (1)

ボタンの色 (2)

アクションの色 (2)
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古いログインブランドプロパティ

対応付けられる更新されたブランドプロパティ

ボタンの境界線の色

—

ボタンのフロート表示の色

—

ボタンのフロート表示境界線の色

—

フォントの色 (3)

テキストの色 (3)

エラーフォントの色 (4)

エラーフォントの色 (4)

背景画像 (5)

背景画像 (5)

カードの背景色 (6)

カードの背景色 (6)

カードの透明度も制御
カードの境界線の色

—

カードの透明度

—

フォントファミリ (7)

主要フォント (7)

この更新を適用してコミュニティのブランドプロパティを統合するには、[設定] > [更新] に移動し、[更新] を
クリックします。
警告: 更新を適用すると、ログインページのいくつかのブランドプロパティは失われますが、その他すべ
てのカスタマイズは保持されます。テンプレートを更新したら、不足しているプロパティを再設定して
ログインページのスタイルが正しくなるようにします。
メモ: Lightning Bolt ソリューションをエクスポートするには、最初にテンプレートを更新する必要があり
ます。

コミュニティパフォーマンスの分析および向上 (開発者プレビュー)
Salesforce Community Page Optimizer は、コミュニティを分析してパフォーマンスに影響する問題を識別します。
この情報を使用して設計を調整し、メンバーのコミュニティパフォーマンスを向上させます。Communities Page
Optimizer は、Chrome ウェブストアから入手できる無料のプラグインです。他の Chrome 拡張機能と同様にこの
プラグインをダウンロードしてインストールします。
Salesforce Community Page Optimizer は開発者プレビューとして利用できます。Community Page Optimizer 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。すべてのコマンド、パラメータ、およびその他の機能は、通知の有無に関わらずいつでも変更または廃止
される可能性があります。これらのコマンドまたはツールを使用して開発した機能を実装しないでください。
Community Page Optimizer は、他の Chrome 拡張機能と同じ場所にあります。
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Insights (インサイト)
コミュニティを分析するには、公開コミュニティに移動し、ページを読み込んでから、Community Page Optimizer
を起動します。

[Insights (インサイト)] タブ (1) は、Lightning フレームワークを使用して開発された Web アプリケーションのベス
トプラクティスに基づき、ページを評価します。このタブには、さまざまな分析ルールでの全体的なパフォー
マンススコア (3) と個々のスコア (5) が表示されます。詳細と推奨アクションを表示するには、各ルールをク
リックします。ポップアウト (2) をクリックすると、作業領域が広がります。
クリア (4) をクリックすると、収集した総計値が削除されます。ページでいくつかのユーザアクションを実行
して新しい総計値を収集してから、Community Page Optimizer を開き直します。たとえば、フィード項目のいい
ね! に関するパフォーマンス総計値を収集するには、パフォーマンス総計値をクリアして、[Like (いいね!)] をク
リックし、Community Page Optimizer を開き直します。
[Insights (インサイト)] タブには、具体的な推奨事項は表示されません。詳しいインサイトは、[Waterfall (ウォー
ターフォール)]、[Timeline (タイムライン)]、[Charts (グラフ)]、[Cost (コスト)]、[Actions (アクション)] タブに表示さ
れる未加工データを確認してください。

Waterfall (ウォーターフォール)
[Waterfall (ウォーターフォール)] タブには、すべてのネットワーク要求とパフォーマンス計測データが表示され
ます。行をクリックすると、サイドバーにコンテキスト情報が表示されます。各行の左にある矢印をクリック
すると、各行の情報が展開されます。
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Timeline (タイムライン)
[Timeline (タイムライン)] タブには、各コンポーネントの表示ライフサイクルのプロファイルが表示されます。
このタイムラインビューは Lightning フレームワーク総計値の表示用に最適化されているため、Chrome デベロッ
パーツールよりもわかりやすくなっています。

Charts (グラフ)
[Charts (グラフ)] タブには、顧客がページを使用したときのメモリとコンポーネントに関するトレンド情報が表
示されます。
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コンポーネント
[Components (コンポーネント)] タブには、ページ内の各コンポーネントのライフサイクルの計数が表示されま
す。このビューは、潜在的なコンポーネントの漏洩と予期しない表示動作の識別に役立ちます。コンポーネン
トのパフォーマンスを全体的に確認するには、[Components (コンポーネント)] タブを [Cost (コスト)] タブと併用
します。

Cost (コスト)
[Cost (コスト)] タブには、各コンポーネントがロジックの処理でビジー状態だった時間が表示されます。この時
間が短いほど、パフォーマンスが優れています。
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Actions (アクション)
[Actions (アクション)] タブには、ページで実行されたすべてのアクションとそのタイミング情報のリストが表
示されます。

Export (エクスポート)
分析をファイルにエクスポートし、開発チームやサポートチームと共有できます。

コンポーネント — 必要な場所で使用
コミュニティビルダーで任意のページに標準のコンポーネントをその種類に関わらず追加できます。この高度
な機能は、コンポーネントのパラメータの操作に慣れている開発者向けです。
デフォルトでは、各ページの目的に応じて [コンポーネント] パネルで使用可能なコンポーネントが絞り込まれ
ます。たとえば、[ケースコメントパブリッシャー] は [ケースの詳細] ページでのみ使用できます。[設定] > [詳
細] で [すべてのコンポーネントを表示] を選択して、コンポーネントの絞り込みを解除し、任意のページにコ
ンポーネントを追加できるようになりました。任意のページ (ログインページは除く) で [コンポーネント] パネ
ルを開くと、コンポーネントの完全なリストが表示されます。
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メモ: [すべてのコンポーネントを表示] を有効にした後でも、追加できるのは次のコンポーネントのみで
す。
• 関連質問リストコンポーネントを [質問の詳細] ページに追加
• 関連記事リストコンポーネントを [記事の詳細] ページに追加
重要: 一部のコンポーネントは、ページで特定のパラメータが渡される必要があります。コンポーネント
の絞り込みを解除すると、渡されるパラメータに依存するコンポーネントを値が渡されないページに追
加できます。コンポーネントが正常に動作するには、コンポーネントのパラメータを手動で設定する必
要があります。
たとえば、パラメータとして {!recordId} を取る一部のコンポーネントは、ページの URL からこの値が
渡される必要があります。URL でこの値が渡されないページにこのコンポーネントを追加する場合、手動
で値を指定する必要があります。
同様に、{!recordId} の値が必要な [グループの詳細] コンポーネントを [グループの詳細] ページではな
く [ケースの詳細] ページに追加するとします。両方のページで {!recordId} の値が渡されますが、[ケー
スの詳細] で渡される ID は正しくありません。

優先ドメインの設定による SEO 結果の向上
同じコミュニティに複数のドメインがあると、検索エンジンの結果が分散されてページランキングが低下する
可能性があります。コミュニティのページにインデックスを付けるために使用するドメインを選択し、重複す
る検索エンジンの結果を回避できるようになりました。
コミュニティビルダーで、[設定] > [全般] に移動し、優先ドメインを選択します。
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メモ:
• [優先ドメイン] ドロップダウンリストは、[設定] でドメインを設定してコミュニティに関連付けた後に
のみコミュニティビルダーに表示されます。
• Site.com Studio の [サイトの設定] で [セキュアな接続 (HTTPS) が必要] オプションが有効になっている場合、
設定できるのは HTTPS 優先ドメインのみです。

Lightning コミュニティ: 改善された検索、更新されたコンポーネン
ト、新しいコンポーネントなど
グローバル検索へのすべてのフィードのトピックおよび結果の追加、専用のリッチコンテンツエディタと HTML
エディタによるコンテンツの改善、すべてのページへの言語サポートの追加が行われています。
このセクションの内容:
合理化されたリッチコンテンツエディタと専用の HTML エディタによるコンテンツの改善
ページコンテンツの編集方法を改善するために、HTML の編集が専用の HTML エディタコンポーネントに移
動しました。コンテンツを編集することがない場合、既存のリッチコンテンツエディタコンポーネントを
アップグレードする必要はありません。コンテンツを編集する場合、コンテンツをリッチコンテンツまた
は HTML どちらかの新しいエディタに移動するように求められます。
新しいコミュニティでは Koa および Kokua テンプレートを使用不可
Koa および Kokua テンプレートの段階的な廃止が開始されました。このリリース以降、コミュニティの作成
にこれらのテンプレートを使用できなくなります。Koa および Kokua を使用して作成された既存のコミュニ
ティは引き続きサポートされます。Koa または Kokua に基づくコミュニティを作成する方法については、
Salesforce サポートにお問い合わせください。ただし、Salesforce サポートと協力して、既存の Koa および Kokua
コミュニティを置き換える計画を立てることをお勧めします。新しい Lightning コミュニティでは、ナレッ
ジとケース管理のサポートが強化されています。
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コミュニティのグローバル検索結果へのトピックとフィードの追加
コミュニティの検索結果にトピックとすべてのフィード投稿が含まれるようになったため、顧客は必要な
回答を簡単に見つけることができます。この機能は、カスタマーサービス (Napili) と Lightning Bolt ソリュー
ションに基づくコミュニティで使用できます。
コミュニティのトピック別上位記事の整理
顧客がナレッジ記事を閲覧するときに、記事を見つけやすくします。[トピック別上位記事] コンポーネン
トを使用すると、トピックを 1 つのビューに整理できます。記事はトピックに分類され、参照カウントで
ランク付けされます。
コミュニティの特定のフィードの検索と並び替え
レコード、グループ、トピックページ、ユーザプロファイル、および [ホーム] タブのコミュニティフィー
ドで情報を検索できます。コンテキストフィード検索は、ある物事が特定のフィードで過去に何か話し合
われたかどうかを確認する場合に役立ちます。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。
コミュニティの記事への自動的なトピックの割り当て
コミュニティのトピックをデータカテゴリに対応付けて、Salesforce ナレッジの整理に費やしたすべての労
力を最大限に活用します。特定のデータカテゴリで公開されたすべての記事は、指定したトピックでタグ
付けされます。今後データカテゴリに追加される記事もタグ付けされます。
改善された記事の詳細ページを使用したコンテンツの検出と操作
記事の詳細ページに対する多数の改善により、コミュニティメンバーは記事のフォロー、新しい記事の検
出、および単純なプラス投票やマイナス投票を簡単に実行できます。
任意の Lightning コミュニティページへの言語ピッカーの追加
これまで、言語ピッカーコンポーネントはカスタマーサービス (Napili) でのみ使用可能でした。このコンポー
ネントがすべてのテンプレートで使用可能になり、ログインページにも追加できます。
ケース詳細ページのバリエーションとコンポーネントが Summer '19 に廃止
段階的な廃止計画に基づき、ケースの作成で長年使用されてきたコンポーネントとページの提供が Summer
'19 に終了します。この Summer '17 リリース以降、ケース固有のコンポーネントとページのバリエーション
は使用できなくなります。
Lightning のサービスの設定でのコミュニティの設定
Lightning のサービスの設定から Lightning コミュニティ設定フローを使用して新しいコミュニティを作成でき
ます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Snap-in コンポーネントを使用した Lightning コミュニティへの Live Agent の追加
Snap-in コンポーネントを使用して、Live Agent をカスタマーサービス (Napili) テンプレートに迅速に統合しま
す。このコンポーネントを使用するように Live Agent と Snap-in チャットを設定します。

合理化されたリッチコンテンツエディタと専用の HTML エディタによるコンテ
ンツの改善
ページコンテンツの編集方法を改善するために、HTML の編集が専用の HTML エディタコンポーネントに移動し
ました。コンテンツを編集することがない場合、既存のリッチコンテンツエディタコンポーネントをアップグ
レードする必要はありません。コンテンツを編集する場合、コンテンツをリッチコンテンツまたは HTML どち
らかの新しいエディタに移動するように求められます。
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新しいエディタは元のエディタのすぐ下にあるため、コンテンツを簡単に比較して調整できます。新しいエ
ディタでの表示に満足したら、古いリッチコンテンツエディタコンポーネントを削除します。
どちらのエディタを選択すればよいかわからない場合は、両方とも試してください。プレビューで移動したコ
ンテンツを元のコンテンツと比較してから、不要なコンポーネントを削除します。変更はコミュニティを公開
するまで適用されません。

新しいリッチコンテンツエディタ
単純なリッチコンテンツを作成および編集してリンク、画像、動画をすばやく追加するには、更新されたリッ
チコンテンツエディタを使用します。HTML を直接編集する必要はありません。テキストに下線を付けたり、
背景色を追加したりする新しいツールがあります。書式設定を細かく制御する必要があり、HTML の使用に慣
れている場合は、代わりに HTML エディタを使用します。

新しい HTML エディタ
元のリッチコンテンツエディタコンポーネントでソースコードを編集したことがありますか? その場合、専用
の HTML エディタに移動することをお勧めします。移動されたコンテンツは、元のコンテンツとまったく同じ
ように表示される可能性が高くなります。
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HTML エディタコンポーネントでは、ほとんどの HTML タグ、属性、および値がサポートされています。すべて
の例外はマークアップでフラグが付けられます。

新しいコミュニティでは Koa および Kokua テンプレートを使用不可
Koa および Kokua テンプレートの段階的な廃止が開始されました。このリリース以降、コミュニティの作成に
これらのテンプレートを使用できなくなります。Koa および Kokua を使用して作成された既存のコミュニティ
は引き続きサポートされます。Koa または Kokua に基づくコミュニティを作成する方法については、Salesforce サ
ポートにお問い合わせください。ただし、Salesforce サポートと協力して、既存の Koa および Kokua コミュニティ
を置き換える計画を立てることをお勧めします。新しい Lightning コミュニティでは、ナレッジとケース管理の
サポートが強化されています。

コミュニティのグローバル検索結果へのトピックとフィードの追加
コミュニティの検索結果にトピックとすべてのフィード投稿が含まれるようになったため、顧客は必要な回答
を簡単に見つけることができます。この機能は、カスタマーサービス (Napili) と Lightning Bolt ソリューションに
基づくコミュニティで使用できます。
検索結果にトピックを表示するには、[グローバル検索結果] コンポーネントにトピックオブジェクトを追加し
ます。説明ではなくトピック名が検索されます。
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コミュニティのすべてのフィード種別 (レコードへの質問と投稿も含む) の結果を表示するには、[質問、投稿、
コメントを含む、すべてのフィードの検索結果を表示] を選択します。すべてのフィードの検索を含めない場
合、検索結果にはフィードの要約形式 (コンパクトフィード) が使用されます。

コミュニティのトピック別上位記事の整理
顧客がナレッジ記事を閲覧するときに、記事を見つけやすくします。[トピック別上位記事] コンポーネントを
使用すると、トピックを 1 つのビューに整理できます。記事はトピックに分類され、参照カウントでランク付
けされます。

399

Salesforce Summer '17 リリースノート

Lightning コミュニティ: 改善された検索、更新されたコ
ンポーネント、新しいコンポーネントなど

メモ: コミュニティですでにトピックを設定し、トピックに記事を対応付けている場合、このコンポーネ
ントを使用できます。
コミュニティビルダーで、コミュニティの標準ページを作成します。このコンポーネントは反応型であり、す
べてのページレイアウトで機能しますが、1 個の全体の幅の列があるページレイアウトをお勧めします。ペー
ジを作成したら、ページのコンテンツ領域にトピック別上位記事コンポーネントをドラッグします。このコン
ポーネントには、システム内で検出された最初の 3 つのトピックがアルファベット順にリストされます。1 つ
のコンポーネントに最大 21 個のトピックを追加し、各トピックには最大 10 個の記事を表示できます。

コミュニティの特定のフィードの検索と並び替え
レコード、グループ、トピックページ、ユーザプロファイル、および [ホーム] タブのコミュニティフィードで
情報を検索できます。コンテキストフィード検索は、ある物事が特定のフィードで過去に何か話し合われたか
どうかを確認する場合に役立ちます。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。
フィードの検索と並び替えを有効にするには、コミュニティビルダーの [フィード] コンポーネントのプロパ
ティで、[メンバーにフィードの検索を許可] および [メンバーのフィードの並び替えを許可] オプションを選択
します。
フィード検索が有効になっている場合、コミュニティメンバーはフィードの上にある虫眼鏡アイコンをクリッ
クして検索語を入力し、最新の投稿または最近の活動でフィードを並び替えることができます。
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コミュニティの記事への自動的なトピックの割り当て
コミュニティのトピックをデータカテゴリに対応付けて、Salesforce ナレッジの整理に費やしたすべての労力を
最大限に活用します。特定のデータカテゴリで公開されたすべての記事は、指定したトピックでタグ付けされ
ます。今後データカテゴリに追加される記事もタグ付けされます。
手順は次のとおりです。
[コンテンツターゲティング] で [トピックの自動割り当て] を有効にします。
メモ: トピックの自動割り当てを使用するには、最初に [コミュニティ設定] で[コミュニティワークスペー
ス] を有効にする必要があります。

データカテゴリグループとデータカテゴリを選択します。
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次に、そのデータカテゴリの記事に割り当てるトピックを追加します。

データカテゴリの既存の記事にトピックを追加するオプションを選択することもできます。これにより、ト
ピックがそのデータカテゴリグループのすべてのデータカテゴリのすべての記事に割り当てられます。このオ
プションを選択しない場合、トピックはデータカテゴリに追加される新規記事にのみ追加され、既存の記事は
変更されません。
[保存]をクリックしたら、既存の記事にトピックが追加されるまで数分かかります。トピックの割り当てはコ
ミュニティに固有です。2 つの異なるコミュニティで同じ記事を使用する場合、両方のコミュニティで自動割
り当てを設定します。
翻訳記事ではこの割り当てはどのように動作するでしょうか。Salesforce でトピックの翻訳が使用可能な場合、
翻訳記事は対応する翻訳トピックでタグ付けされます。システム内に翻訳トピックがない場合、ローカライズ
された記事は基本言語のトピックでタグ付けされます。
メモ: トピックを記事から自動的に削除することはできません。代わりに、トピックを手動で削除する必
要があります。
Chatter REST API および Apex の Chatter では、トピックと記事の割り当てがサポートされています。

改善された記事の詳細ページを使用したコンテンツの検出と操作
記事の詳細ページに対する多数の改善により、コミュニティメンバーは記事のフォロー、新しい記事の検出、
および単純なプラス投票やマイナス投票を簡単に実行できます。
標準の記事の詳細ページに、[フォローする] ボタンと関連記事コンポーネントが含まれるようになりました。
記事の下部で、メンバーが自分に割り当てられたすべてのトピックを参照できるようになりました。メンバー
がトピックをクリックすると、そのトピックに関連付けられたすべての記事が表示されます。
記事への投票も簡略化されています。記事コンテンツコンポーネントで[記事への投票を許可]を選択すると、
コミュニティの各記事の下部にプラス/マイナス投票ボタンがある [この記事は役に立ちましたか?] というプロ
ンプトが表示されます。コミュニティメンバーはその記事の役立ち度について投票し、管理者はその結果を分
析して必要に応じて記事を変更できます。
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任意の Lightning コミュニティページへの言語ピッカーの追加
これまで、言語ピッカーコンポーネントはカスタマーサービス (Napili) でのみ使用可能でした。このコンポーネ
ントがすべてのテンプレートで使用可能になり、ログインページにも追加できます。

ケース詳細ページのバリエーションとコンポーネントが Summer '19 に廃止
段階的な廃止計画に基づき、ケースの作成で長年使用されてきたコンポーネントとページの提供が Summer '19
に終了します。この Summer '17 リリース以降、ケース固有のコンポーネントとページのバリエーションは使用
できなくなります。
コンポーネント:
• ケース添付ファイル
• Case Banner
• ケースコメント
• ケースの詳細
• ケースフィード
• Case Feed Publisher
• Case List
ケース詳細ページのバリエーション
• 基本ケースの詳細
• Chatter ケースの詳細
これらのページのバリエーションとコンポーネントを使用している既存のコミュニティは、引き続きこれらを
使用できます。ただし、これらのページまたはコンポーネントを削除した場合は二度と使用できなくなりま
す。これらのケース固有のページのバリエーションとコンポーネントを使用する代わりに、汎用のレコード
ページとコンポーネントを使用してケースオブジェクトに関連付けてください。

Lightning のサービスの設定でのコミュニティの設定
Lightning のサービスの設定から Lightning コミュニティ設定フローを使用して新しいコミュニティを作成できま
す。これは、Lightning Experience の新機能です。
新しいコミュニティの構築を開始するには、[サービスの設定] ホームページに移動し、Lightning コミュニティ
設定カードの [使用を開始する] をクリックします。この設定フローでは、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が構築されます。
関連トピック:
Lightning のサービスの設定フローの追加 (ベータ)
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Snap-in コンポーネントを使用した Lightning コミュニティへの Live Agent の追
加
Snap-in コンポーネントを使用して、Live Agent をカスタマーサービス (Napili) テンプレートに迅速に統合します。
このコンポーネントを使用するように Live Agent と Snap-in チャットを設定します。
関連トピック:
Lightning コミュニティへの Snap-in の追加

Lightning コミュニティのファイル: 生産性の向上
効率性を考慮してコミュニティのファイル関連の機能が改善されました。複数のファイルをライブラリに追加
したり、関連リストやフィードからファイルにアクションを実行したり、ファイルを共有解除したりできるよ
うになりました。
このセクションの内容:
フィードから直接ファイルに対するアクションを実行
リンクのコピーまたはファイルの共有やダウンロードを行うためにファイルのプレビューを開く必要はな
くなりました。Chatter から直接これらの操作を実行できます。お気に入りのファイルアクションをフィー
ドで直接使用できます。Chatter 投稿およびコメントから新しいバージョンのダウンロードやアップロード、
およびファイルの削除を簡単に行うことができます。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
関連リストからのファイルに対するアクションの実行
[ファイル] ホームまたはレコードからファイルにクイックアクションを実行します。重要な作業を簡単に
完了し、コミュニティで効率的にコラボレーションできるようになりました。[ファイル] ホームのアクショ
ンメニューから、新しいバージョンのダウンロードやアップロード、およびファイルの削除を実行できま
す。コミュニティ内外のすべてのユーザとファイルを共有する公開リンクを作成することもできます。こ
の機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
ファイルヘの公開リンクの共有
アクセス権のあるユーザは、以前より簡単にファイルを共有できます。ファイルへの公開リンクを作成し、
その URL を任意のユーザに配布します。公開リンク共有は、Salesforce Classic と Lightning メールですでに使用
可能でした。これが Lightning Experience とコミュニティでも使用できるようになりました。
コミュニティでのファイルの共有解除
Lightning コミュニティで、ライブラリまたはレコードからファイルを共有解除できます。この機能は、
Lightning コミュニティで使用できます。
ライブラリへの複数のファイルの追加
複数のファイルを一度に追加することで、時間を最大限に活用してください。ライブラリ、レコード、ま
たは [ファイル] ホームに最大 10 個のファイルを一度に追加できます。
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フィードから直接ファイルに対するアクションを実行
リンクのコピーまたはファイルの共有やダウンロードを行うためにファイルのプレビューを開く必要はなくな
りました。Chatter から直接これらの操作を実行できます。お気に入りのファイルアクションをフィードで直接
使用できます。Chatter 投稿およびコメントから新しいバージョンのダウンロードやアップロード、およびファ
イルの削除を簡単に行うことができます。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。

関連リストからのファイルに対するアクションの実行
[ファイル] ホームまたはレコードからファイルにクイックアクションを実行します。重要な作業を簡単に完了
し、コミュニティで効率的にコラボレーションできるようになりました。[ファイル] ホームのアクションメ
ニューから、新しいバージョンのダウンロードやアップロード、およびファイルの削除を実行できます。コ
ミュニティ内外のすべてのユーザとファイルを共有する公開リンクを作成することもできます。この機能は、
Lightning コミュニティで使用できます。
レコードの [ファイル] 関連リストでもこれらと同じオプションを使用できます。
関連トピック:
ファイルヘの公開リンクの共有

ファイルヘの公開リンクの共有
アクセス権のあるユーザは、以前より簡単にファイルを共有できます。ファイルへの公開リンクを作成し、そ
の URL を任意のユーザに配布します。公開リンク共有は、Salesforce Classic と Lightning メールですでに使用可能
でした。これが Lightning Experience とコミュニティでも使用できるようになりました。
見込み客、顧客、リード、またはコミュニティ外のユーザと共有したいファイルがありますか? または、チャッ
トメッセージ、メール、ソーシャルメディアでリンクをコピーして貼り付けるだけでファイルを共有できたら
いいのにと思ったことはありませんか? 公開リンク共有でそれが可能になります。
ファイルへの公開リンクを作成すると、そのリンクを持つすべてのユーザがファイルを参照およびダウンロー
ドできます。リンクはいつでも削除できます。後で再度公開する場合、新しいリンクを作成します。その場
合、新しいリンクを持つユーザのみがファイルにアクセスできます。

Chatter またはファイルリストからのリンクの作成
質問の投稿に添付されているファイルへの公開リンクを作成するのは簡単です。フィード内のサムネイルで
[公開リンク] ファイルアクションを使用するだけです。
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ファイルリストから、リンクを作成するファイルで [公開リンク] を選択します。

リンクを作成してコピーするだけです。どこでも好きな場所で共有してください。

コミュニティでのファイルの共有解除
Lightning コミュニティで、ライブラリまたはレコードからファイルを共有解除できます。この機能は、Lightning
コミュニティで使用できます。
関連トピック:
ファイルの共有解除
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ライブラリへの複数のファイルの追加
複数のファイルを一度に追加することで、時間を最大限に活用してください。ライブラリ、レコード、または
[ファイル] ホームに最大 10 個のファイルを一度に追加できます。
ファイルのアップロードがライブラリのコンテキストを認識するようになりました。ライブラリフォルダを選
択して [ファイルをアップロード] をクリックすると、新しいファイルがそのライブラリにアップロードされま
す。ライブラリまたはレコードにアップロードする場合、ローカルファイル (1)、Salesforce ファイル (2)、およ
び外部ソースからのファイル (3) を最大 10 個追加できます。[自分が所有者]、[自分と共有]、[最近]、[フォロー
中] 検索条件を使用している場合、最大 10 個のローカルファイルを追加できます。このファイルは [自分が所
有者] 検索条件に追加されます。

複数のファイルをアップロードした場合、個々のファイルの進行状況を参照し、処理中のアップロードをキャ
ンセルできます。
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Lightning コミュニティの Chatter: ダイレクトメッセージの機能強化、
フィード参照カウントレポートなど
ダイレクトメッセージのユーザの追加および削除、未読投稿によるグループの絞り込み、コミュニティの上位
100 件の投稿に関する週次レポートの取得を行います。
このセクションの内容:
新しいエディタによるトピック、メンション、およびコメントの改善
Chatter パブリッシャーのエディタが更新され、セキュリティが強化されてパフォーマンスが高まりました。
利益はこれだけではありません。コメントと回答でスタイル、画像、および書式設定を使用できるように
なりました。さらに、新しいエディタではメンションが効率化されています。誰かにメンションし始める
と、選択リストが、パブリッシャーの下部ではなくてカーソルがある場所で開きます。トピックも同様に
改善されています。投稿にトピックを追加するときに、トピックの選択リストがパブリッシャーの下部で
はなくカーソルの位置で開きます。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
ディスカッションのグローバル検索結果の関連性による並び替え
グローバル検索で得られるディスカッションの結果に、新しい [よくある質問] 並び替えオプションが追加
されました。よくある質問とは、検索クエリに基づき最も関連性の高いコミュニティの質問です。この機
能は、Lightning コミュニティで使用できます。
コミュニティグループの絞り込みによる未読投稿の表示
コミュニティのグループに、未読のコンテンツをすばやく確認できる新しい [未読投稿] フィード条件が追
加されました。この条件を表示するには、グループのメンバーである必要があります。既読とみなされる
ものは、いいね! と言った投稿、コメントした投稿、編集した投稿、スクロールした投稿、詳細に表示した
投稿です。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
コミュニティグループとの投稿の共有
フィード投稿をコミュニティのグループと共有できます。[共有] リンクをクリックすると、新しい [グルー
プと共有] オプションが表示されます。[グループと共有] を選択し、関心のあるグループを共有ダイアログ
で検索してください。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
上位 100 件のフィード項目の参照に関するレポートの作成
コミュニティの現在のトレンドに関する優れたインサイトを得るための別の方法があります。新しい主オ
ブジェクトのインタラクションカウントレポートでは、コミュニティの上位 100 フィード項目ビューのカ
スタムレポートを作成できます。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
ダイレクトメッセージのメンバーシップ管理とナビゲーションの改善
ダイレクトメッセージは、ユーザの追加と削除が可能な新しいコントロールの導入により、さらに高機能
になりました。会話の妨げになるユーザがいる場合、そのユーザを簡単に削除できます。この削除により、
ユーザや管理者にとってのソーシャルネットワークノイズを軽減できます。また、ダイレクトメッセージ
通知から移動するときにその関連メッセージが直接表示されます。これらの変更は、Lightning コミュニティ
および Lightning Bolt ソリューションで使用できます。
コミュニティのアンケート
コミュニティで意見をすばやく集めるには、アンケートを使用します。Chatter パブリッシャーで [アンケー
ト] タブを使用して、レコード、グループ、またはプロファイルフィードにアンケートを追加します。この
機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
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グループメンバーを 1 か所で管理
さまざまなページに移動する代わりに、コミュニティメンバーは [メンバーの管理] でグループメンバーを
追加または削除できるだけでなく、メンバーのロールを変更することもできます。[メンバーの管理] 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。
グループ内でのメール通知の変更
コミュニティメンバーは、グループ名の横にあるボタンをクリックして、グループページから直接メール
通知を管理できるようになりました。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。
グループタイルへの情報と機能の追加
グループのリストビューをタイルで表示したときに、各グループに関する詳細情報 (グループの規模、種
別、最終有効日、所有者) が表示されるようになりました。また、タイルから直接グループに参加 (または
参加要請) することもできます。グループタイルは、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。

新しいエディタによるトピック、メンション、およびコメントの改善
Chatter パブリッシャーのエディタが更新され、セキュリティが強化されてパフォーマンスが高まりました。利
益はこれだけではありません。コメントと回答でスタイル、画像、および書式設定を使用できるようになりま
した。さらに、新しいエディタではメンションが効率化されています。誰かにメンションし始めると、選択リ
ストが、パブリッシャーの下部ではなくてカーソルがある場所で開きます。トピックも同様に改善されていま
す。投稿にトピックを追加するときに、トピックの選択リストがパブリッシャーの下部ではなくカーソルの位
置で開きます。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。

ディスカッションのグローバル検索結果の関連性による並び替え
グローバル検索で得られるディスカッションの結果に、新しい [よくある質問] 並び替えオプションが追加され
ました。よくある質問とは、検索クエリに基づき最も関連性の高いコミュニティの質問です。この機能は、
Lightning コミュニティで使用できます。

コミュニティグループの絞り込みによる未読投稿の表示
コミュニティのグループに、未読のコンテンツをすばやく確認できる新しい [未読投稿] フィード条件が追加さ
れました。この条件を表示するには、グループのメンバーである必要があります。既読とみなされるものは、
いいね! と言った投稿、コメントした投稿、編集した投稿、スクロールした投稿、詳細に表示した投稿です。
この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
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関連トピック:
グループの絞り込みによる未読投稿の表示

コミュニティグループとの投稿の共有
フィード投稿をコミュニティのグループと共有できます。[共有] リンクをクリックすると、新しい [グループ
と共有] オプションが表示されます。[グループと共有] を選択し、関心のあるグループを共有ダイアログで検
索してください。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
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メモ: 共有するグループを検索しても、外部ユーザが含まれる非公開グループは検索結果に表示されませ
ん。

上位 100 件のフィード項目の参照に関するレポートの作成
コミュニティの現在のトレンドに関する優れたインサイトを得るための別の方法があります。新しい主オブ
ジェクトのインタラクションカウントレポートでは、コミュニティの上位 100 フィード項目ビューのカスタム
レポートを作成できます。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
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関連トピック:
Salesforce ヘルプ: カスタムレポートタイプの作成(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)

ダイレクトメッセージのメンバーシップ管理とナビゲーションの改善
ダイレクトメッセージは、ユーザの追加と削除が可能な新しいコントロールの導入により、さらに高機能にな
りました。会話の妨げになるユーザがいる場合、そのユーザを簡単に削除できます。この削除により、ユーザ
や管理者にとってのソーシャルネットワークノイズを軽減できます。また、ダイレクトメッセージ通知から移
動するときにその関連メッセージが直接表示されます。これらの変更は、Lightning コミュニティおよび Lightning
Bolt ソリューションで使用できます。
新しいユーザ権限「ダイレクトメッセージへの人の追加」を使用すると、ユーザが参加しているダイレクト
メッセージに他のユーザを追加できます。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、ダイレクトメッセージのメンバーシップ管理がサポートされていま
す。

コミュニティのアンケート
コミュニティで意見をすばやく集めるには、アンケートを使用します。Chatter パブリッシャーで [アンケート]
タブを使用して、レコード、グループ、またはプロファイルフィードにアンケートを追加します。この機能
は、Lightning コミュニティで使用できます。
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グループメンバーを 1 か所で管理
さまざまなページに移動する代わりに、コミュニティメンバーは [メンバーの管理] でグループメンバーを追加
または削除できるだけでなく、メンバーのロールを変更することもできます。[メンバーの管理] 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。
関連トピック:
簡単なメンバー管理

グループ内でのメール通知の変更
コミュニティメンバーは、グループ名の横にあるボタンをクリックして、グループページから直接メール通知
を管理できるようになりました。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。
関連トピック:
グループページでのグループメール通知の表示
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グループタイルへの情報と機能の追加
グループのリストビューをタイルで表示したときに、各グループに関する詳細情報 (グループの規模、種別、
最終有効日、所有者) が表示されるようになりました。また、タイルから直接グループに参加 (または参加要請)
することもできます。グループタイルは、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。
関連トピック:
タイルビューでのグループ情報の取得と参加

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:
コミュニティの Lightning コンポーネントへのアプリケーションランチャーと通知コンポーネントの追加
forceCommunity:appLauncher および forceCommunity:notifications コンポーネントを使用して、

コミュニティの任意の Lightning コンポーネントにアプリケーションランチャーと通知を追加します。この
機能は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに基づくコミュニ
ティで使用できます。
Chatter パブリッシャーへのカスタムアプリケーションの統合 (パイロット)
Chatter のリッチパブリッシャーアプリケーションを使用してカスタムアプリケーションを Chatter パブリッ
シャーと統合し、アプリケーションのペイロードをフィードに表示します。画像を投稿にポップし、パブ
リッシャーからフォームを起動します。つまり、これらおよびその他の便利なアプリケーションを作成し
ます。次に、リッチパブリッシャーアプリケーションを使用して、作成したアプリケーションを Chatter パ
ブリッシャーに統合します。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。

コミュニティの Lightning コンポーネントへのアプリケーションランチャーと
通知コンポーネントの追加
forceCommunity:appLauncher および forceCommunity:notifications コンポーネントを使用して、コ

ミュニティの任意の Lightning コンポーネントにアプリケーションランチャーと通知を追加します。この機能
は、カスタマーサービス (Napili)、Partner Central、および Lightning Bolt ソリューションに基づくコミュニティで使
用できます。
たとえば、デフォルトのナビゲーションメニューを使用するカスタムテーマレイアウトコンポーネントを作成
し、forceCommunity:appLauncher コンポーネントを含めることができます。必ずコミュニティビルダー
の [ナビゲーションメニュー] プロパティエディタで [コミュニティヘッダーにアプリケーションランチャーを
表示しない] を選択し、デフォルトのナビゲーションメニューに含まれるアプリケーションを非表示にしてく
ださい。
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または、forceCommunity:appLauncher コンポーネントを含むカスタムナビゲーションメニューを作成で
きます。次に、カスタムテーマレイアウトでこのメニューを使用し、forceCommunity:notifications コ
ンポーネントを個別に含めます。
関連トピック:
Salesforce 組織とコミュニティの容易な切り替え
グローバル通知によるコミュニティの最新情報の確認

Chatter パブリッシャーへのカスタムアプリケーションの統合 (パイロット)
Chatter のリッチパブリッシャーアプリケーションを使用してカスタムアプリケーションを Chatter パブリッシャー
と統合し、アプリケーションのペイロードをフィードに表示します。画像を投稿にポップし、パブリッシャー
からフォームを起動します。つまり、これらおよびその他の便利なアプリケーションを作成します。次に、
リッチパブリッシャーアプリケーションを使用して、作成したアプリケーションを Chatter パブリッシャーに統
合します。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
メモ: Chatter のリッチパブリッシャーアプリケーションは、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。リッチパブリッシャーアプリケーションは変更
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。
概念実証のため、引用文をフィード投稿に追加するアプリケーションを作成しました。
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カスタムアプリケーションを統合するために、2 つの新しいインターフェースと新しいイベントを使用しまし
た。
インターフェース
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• lightning:availableForChatterExtensionComposer — コンポーネントを Chatter パブリッシャーの
拡張として使用できます。
• lightning:availableForChatterExtensionRenderer — コンポーネントを Chatter フィード項目の拡
張として使用できます。
イベント
• lightning:sendChatterExtensionPayload — 拡張の構成中に保存する必要があるペイロードとメタ
データを更新します。
リッチパブリッシャーアプリケーションを使用する場合、次の点に留意してください。
• キャッシュのためにカスタムアプリケーションまたはそのコンポーネントを削除しても、ユーザにアプリ
ケーションのアイコンが表示され、ユーザがそのアイコンを選択する場合があります。ただし、ユーザは
投稿できません。カスタムアプリケーションの削除後に UI がいつまでも残ることを回避するには、キャッ
シュをクリアしてアプリケーションのアイコンとオプションを削除します。
• カスタムアプリケーションのアクセスは自由に制御できます。ユーザは、Salesforce が提供するパーツ ([キャ
ンセル] および [追加] ボタンと、セレクタの [閉じる] アイコン) 間をタブで移動できます。それ以外は自由
に指定できます。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、拡張機能 (Chatter のリッチパブリッシャーアプリケーション) がサポー
トされています。

コミュニティの分析: サービスコミュニティスコアカード、新規ユー
ザ参加レポート、およびセンチメント分析
サービスコミュニティスコアカードでは、コミュニティマネージャがセルフサービスコミュニティの全体像を
把握できます。エンゲージメントの測定から検索の効率的な追跡まで、サービスコミュニティスコアカードは
コミュニティを最高の状態に保つために役立ちます。コミュニティメンバーの毎日の参加を追跡する新しいレ
ポートも追加されました。センチメント分析を有効にして、コミュニティでの投稿とコメントの全体的な傾向
を追跡できます。
このセクションの内容:
サービスコミュニティスコアカードを使用したコミュニティの健全性の追跡
セルフサービスコミュニティの健全性は、スパムに対応しているだけでは把握できません。コミュニティ
メンバーは積極的に関与していますか? メンバーは、プロファイル画像のアップロードなどを行ってユーザ
プロファイルを完成させていますか? ユーザが参照している上位の記事は何ですか? 最も使用されている検
索語は何ですか? その結果は返されていますか?
関連記事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
コミュニティの Salesforce Einstein によって推奨された関連記事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、
関連記事のクリックスルー率を監視します。コミュニティで関連記事が表示された回数 (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。
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新しい参加レポートを使用したコミュニティ活動の追跡
どのような種別のコミュニティメンバーが定期的にログインしているのかを追跡し、そのうち何人が有効
な参加者で、何人が単に閲覧しているだけかを把握できるように、コミュニティにログインしている顧客
の種別と活動レベルを追跡する新しいレポートが活動フォルダに追加されました。この情報を使用すれば、
エンゲージメントを高め、新規メンバーを獲得し、コンテンツを軌道に乗せるためにコミュニティで何を
強調すればよいか、適切に判断できます。
フィード投稿とコメントのセンチメントのマーク (パイロット)
センチメント分析を有効にすると、フィード投稿とコメントに肯定、どちらでもない、否定のセンチメン
トスコアを付けることができます。このセンチメントは Salesforce に保存されるため、コミュニティの全体
的ムードを追跡してレポートを作成できます。
Einstein によるスパム検出 (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。新しい改善された Einstein 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をスパムからインテリジェントに保護し
ます。
Wave ダッシュボードコンポーネントを使用した Wave Analytics の埋め込み
Wave ダッシュボードをコミュニティに追加するためにコーディングはもう必要ありません。カスタマー
サービス (Napili) テンプレートの新しい Wave ダッシュボードコンポーネントを使用して埋め込みます。

サービスコミュニティスコアカードを使用したコミュニティの健全性の追跡
セルフサービスコミュニティの健全性は、スパムに対応しているだけでは把握できません。コミュニティメン
バーは積極的に関与していますか? メンバーは、プロファイル画像のアップロードなどを行ってユーザプロファ
イルを完成させていますか? ユーザが参照している上位の記事は何ですか? 最も使用されている検索語は何で
すか? その結果は返されていますか?
サービスコミュニティスコアカードを使用して、メンバー活動、毎日の使用、サービスの総計値、検索活動、
および結果を 1 か所で追跡できるようになりました。[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 [ダッシュボード] > [ホーム] に移動し、サービスコミュニティスコアカードにアクセスします。
メモ: サービスコミュニティスコアカードは、このリリースの直後に入手できるようになる Summer '17
バージョンのコミュニティ管理 AppExchange パッケージでのみ使用できます。
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AppExchange にアクセスして Summer '17 バージョンのコミュニティ管理 AppExchange パッケージをインストール
するか、このパッケージにアップグレードして、サービスコミュニティスコアカードにアクセスします。初め
てパッケージをインストールする場合、[コミュニティ管理] またはコミュニティワークスペースの [ダッシュ
ボード] > [ホーム]に自動的にサービスコミュニティスコアカードが表示されます。すでに以前のバージョンが
インストールされている場合、パッケージをアップグレードし、[ダッシュボード] > [設定]から手動で [ホーム]
ダッシュボードをサービスコミュニティスコアカードに対応付けます。ホームに対応付けられているダッシュ
ボードの右側にある下矢印をクリックして、[サービスコミュニティのスコアカード] を選択します。
従業員やパートナーコミュニティは異なる情報を追跡する可能性があります。その場合、スコアカードをカス
タマイズして名前を変更できます。内部組織に移動して、[ダッシュボード]タブをクリックします。サービス
コミュニティスコアカードを見つけて[編集]をクリックし、レポートの追加や削除、またはスコアカードの名
前の変更を行います。
メモ: このダッシュボードの編集には、「ダッシュボードの管理」および「すべてのデータの参照」権限
が必要です。

関連記事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
コミュニティの Salesforce Einsteinによって推奨された関連記事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、関連記事
のクリックスルー率を監視します。コミュニティで関連記事が表示された回数 (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。
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コミュニティの分析: サービスコミュニティスコアカー
ド、新規ユーザ参加レポート、およびセンチメント分析

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記事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。この機能は、カスタマーサービス (Napili) と Lightning Bolt ソ
リューションに基づくコミュニティで使用できます。

新しい参加レポートを使用したコミュニティ活動の追跡
どのような種別のコミュニティメンバーが定期的にログインしているのかを追跡し、そのうち何人が有効な参
加者で、何人が単に閲覧しているだけかを把握できるように、コミュニティにログインしている顧客の種別と
活動レベルを追跡する新しいレポートが活動フォルダに追加されました。この情報を使用すれば、エンゲージ
メントを高め、新規メンバーを獲得し、コンテンツを軌道に乗せるためにコミュニティで何を強調すればよい
か、適切に判断できます。
コミュニティユーザの毎日の参加総計値レポートには、コミュニティにアクセスしている顧客の種別や、質問
したり、質問に回答したり、コメントを残したりしたかどうかが表示されます。
これらのレポートは、AppExchange のコミュニティ管理パッケージ内にあります。Summer '17 バージョンのコ
ミュニティ管理パッケージは、リリース直後に AppExchange パッケージから入手できます。

フィード投稿とコメントのセンチメントのマーク (パイロット)
センチメント分析を有効にすると、フィード投稿とコメントに肯定、どちらでもない、否定のセンチメントス
コアを付けることができます。このセンチメントは Salesforce に保存されるため、コミュニティの全体的ムード
を追跡してレポートを作成できます。
[管理] > [詳細] に移動し、[投稿とコメントのセンチメント分析を有効化] を選択して追跡を有効にします。
メモ: この機能のパイロット期間中は、すべてのセンチメント分析機能が使用できるわけではありませ
ん。このリリースでは、センチメント分析はセンチメントを分類して保存します。
重要: センチメント分析は、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。センチメント分析は、
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。

Einstein によるスパム検出 (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。新しい改善された Einstein 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をスパムからインテリジェントに保護します。
Einstein スパム検出は学習済みモデルと実際のコミュニティ活動に基づき、コミュニティへの投稿とコメントを
分類します。コメントがスパムである場合、「Einstein によるフラグ設定済み」とマークされます。
Einstein 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: 今回のリリースでは、Einstein スパム検出はフィード投稿とコメントの分類のみを行います。
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コミュニティの分析: サービスコミュニティスコアカー
ド、新規ユーザ参加レポート、およびセンチメント分析

重要: Einstein 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。Einstein 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。

Wave ダッシュボードコンポーネントを使用した Wave Analytics の埋め込み
Wave ダッシュボードをコミュニティに追加するためにコーディングはもう必要
ありません。カスタマーサービス (Napili) テンプレートの新しい Wave ダッシュ
ボードコンポーネントを使用して埋め込みます。
メモ: まだコミュニティ用の Wave がない場合、この機能を使用するには設
定が必要です。詳細は、「コミュニティの Wave Analytics の有効化」を参照
してください。
これまで、Wave をコミュニティに組み込むには、Visualforce ページを作成し、必
要に応じてタブをコミュニティに追加していましたが、コミュニティビルダー
で Wave コンポーネントを直接ページに追加できるようになりました。
[コンポーネント] パネルの [分析] セクションで [Wave ダッシュボード] を探しま
す。
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エディション
有料オプションで Wave
Analytics を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition
Wave Analytics は
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フラグ付きディスカッションモデレーションキューから
のアクションの実行

ヒント: Wave でコミュニティを設定したら、必ず Wave アプリケーションの [共有] をクリックし、[コミュ
ニティとの共有を有効化] を選択して、コミュニティメンバーに権限を付与してください。
関連トピック:
コミュニティビルダーによるコミュニティへの簡単な Wave ダッシュボードの埋め込み

フラグ付きディスカッションモデレーションキューからのアクショ
ンの実行
新しいフラグ付きディスカッションモデレーションキューにより、コミュニティのモデレーションを従来より
すばやく簡単に実行できるようになりました。生産性が向上するように最適化されているため、コンテキスト
で必要なすべての情報を取得しながら、フラグ付きの投稿とコメントに対処できるようになりました。
[モデレーション] ワークスペースのフラグ付きディスカッションから直接、並び替え、調査、メンバー活動の
対応、複数項目の選択を行います。

• エスカレーションを直ちに停止する場合、フラグ付きの投稿とコメントを [最近の活動] で並び替えます。
または、未処理のすべてのフラグを最初に処理する場合、[最も古い] で並び替えます。
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フラグ付きディスカッションモデレーションキューから
のアクションの実行

• スパムを明確に特定できるようになっていると思いますが、一度にすべて削除してより重要な作業に進む
場合、複数の項目 (またはすべての項目) を選択し、それらの項目を同時に削除またはフラグ解除できます。
• フラグ付き項目の詳細を確認したい場合、その投稿またはコメントをクリックしてコンテキストパネルを
開くと、フラグが付けられた方法とその設定者が表示されます。

• [ディスカッションを表示] をクリックして、ディスカッション履歴全体を表示することもできます。
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フラグ付きディスカッションモデレーションキューから
のアクションの実行

• 過去にその著者の投稿またはコメントがいくつ削除されたかを確認できます。著者の凍結や著者へのメッ
セージの送信も、すべて同じページで実行できます。

メモ: フラグ付きディスカッションキューは、コミュニティワークスペースを有効にしている組織、
および適切なモデレーション権限を持つユーザのみが使用できます。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、モデレーションフラグの詳細と監査統計がサポートされています。
コミュニティの活動を全体的に把握するには、コミュニティ管理 AppExchange パッケージをインストールまた
はアップグレードします。Summer '17 バージョンのパッケージはリリース直後に入手できます。
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コミュニティのその他の変更

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:
外部メンバーが使用可能な一括アクション
場合によっては、ユーザを支援する最もよい方法はユーザが自己解決できるようにすることです。これに
は外部メンバーも含まれ、外部メンバーがリストビューで一括アクション (キャンペーンへの複数の取引先
責任者の追加など) を実行できるようになりました。
コミュニティでの Lightning Knowledge のサポート開始
朗報です。組織で Lightning Knowledge を使用している場合、コミュニティでナレッジ記事を公開できるよう
になりました。
オブジェクトの詳細ページから SEO 対応 URL へのリダイレクト
ユーザが読み取り可能な URL を作成するため、オブジェクトの詳細ページの URL にそのオブジェクトの [名
前] 項目の値が追加されます。たとえば、AW Computing の取引先詳細ページの場合、
https://mycommunity.com/s/account/001R0000002NzuaIAC が
https://mycommunity.com/s/account/001R0000002NzuaIAC/aw-computing にリダイレクトされま
す。
ヘッドマークアップで使用可能な rel 属性値の追加
<link> タグの rel 属性で使用できる値に mask-icon が追加されました。
[ビルダー] リンクが復活!
多大な要望にお応えして、コミュニティワークスペースを有効にするときに、ワンクリックでビルダーに
アクセスできるようになりました。
コミュニティワークスペースの [管理] > [詳細] のより正確な表示ラベル
前回のリリースで、ワークスペースの [管理] > [詳細] に [ゲストユーザは公開ページでアセットファイルを
表示できる]設定が追加されました。この設定は、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に有効になります。この設定により、ゲストユーザはログイン
ページにも画像を表示できす。この目的をより適切に反映させるため、この名前が [ゲストユーザは公開
ページとログインページでアセットファイルを表示できる] に変更されました。
ダイレクトメッセージのモデレーション権限の変更
ダイレクトメッセージをモデレートするために必要な権限が変更され、システム管理者はダイレクトメッ
セージをモデレート可能なユーザをより厳密に制御できるようになりました。以前は、ダイレクトメッセー
ジをモデレートするには、「Chatter メッセージの管理」権限と「コミュニティフィードのモデレート」権
限が必要でした。この変更により、「コミュニティ Chatter メッセージのモデレート」権限と「コミュニティ
フィードのモデレート」権限が必要になります。
Customer Community Plus ユーザによるケース状況の変更
Customer Community Plus ライセンスを持つユーザがコミュニティでケース状況を更新できるかどうかを制御
します。
「外部ユーザの管理」権限による取引先のマージ
パートナーやカスタマーコミュニティユーザをより柔軟に管理できるように、「外部ユーザの管理」権限
を持つユーザが取引先をマージできるようになりました。
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コミュニティのその他の変更

外部メンバーが使用可能な一括アクション
場合によっては、ユーザを支援する最もよい方法はユーザが自己解決できるようにすることです。これには外
部メンバーも含まれ、外部メンバーがリストビューで一括アクション (キャンペーンへの複数の取引先責任者
の追加など) を実行できるようになりました。

コミュニティでの Lightning Knowledge のサポート開始
朗報です。組織で Lightning Knowledge を使用している場合、コミュニティでナレッジ記事を公開できるように
なりました。
関連トピック:
Lightning Knowledge: 正式リリース

オブジェクトの詳細ページから SEO 対応 URL へのリダイレクト
ユーザが読み取り可能な URL を作成するため、オブジェクトの詳細ページの URL にそのオブジェクトの [名前]
項目の値が追加されます。たとえば、AW Computing の取引先詳細ページの場合、
https://mycommunity.com/s/account/001R0000002NzuaIAC が
https://mycommunity.com/s/account/001R0000002NzuaIAC/aw-computing にリダイレクトされます。
[名前] 項目を使用できない場合、[件名] または [役職] 項目の値が使用されます。いずれも該当しない場合、URL
に「detail」が追加されます。

ヘッドマークアップで使用可能な rel 属性値の追加
<link> タグの rel 属性で使用できる値に mask-icon が追加されました。

[ビルダー] リンクが復活!
多大な要望にお応えして、コミュニティワークスペースを有効にするときに、ワンクリックでビルダーにアク
セスできるようになりました。
[すべてのコミュニティ] から [ビルダー] をクリックすると、コミュニティビルダーにすぐに移動できます。
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コミュニティワークスペースの [管理] > [詳細] のより正確な表示ラベル
前回のリリースで、ワークスペースの [管理] > [詳細] に [ゲストユーザは公開ページでアセットファイルを表示
できる] 設定が追加されました。この設定は、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に有効になります。この設定により、ゲストユーザはログインページにも
画像を表示できす。この目的をより適切に反映させるため、この名前が [ゲストユーザは公開ページとログイ
ンページでアセットファイルを表示できる] に変更されました。
ログインページの場合、コミュニティが公開か非公開かに関わらず、この設定は必須です。

ダイレクトメッセージのモデレーション権限の変更
ダイレクトメッセージをモデレートするために必要な権限が変更され、システム管理者はダイレクトメッセー
ジをモデレート可能なユーザをより厳密に制御できるようになりました。以前は、ダイレクトメッセージをモ
デレートするには、「Chatter メッセージの管理」権限と「コミュニティフィードのモデレート」権限が必要で
した。この変更により、「コミュニティ Chatter メッセージのモデレート」権限と「コミュニティフィードのモ
デレート」権限が必要になります。

Customer Community Plus ユーザによるケース状況の変更
Customer Community Plus ライセンスを持つユーザがコミュニティでケース状況を更新できるかどうかを制御しま
す。
[設定] で、[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]を選択します。[コミュニ
ティロール] および [ユーザ] 設定で、[ケース状況の変更をカスタマーユーザに許可します。] を選択します。
この設定では、Customer Community Plus ライセンスを持つユーザに対してのみこの機能が有効になります。

「外部ユーザの管理」権限による取引先のマージ
パートナーやカスタマーコミュニティユーザをより柔軟に管理できるように、「外部ユーザの管理」権限を持
つユーザが取引先をマージできるようになりました。
これまで、「ユーザの管理」権限を持つユーザしか取引先をマージできませんでしたが次のユーザが取引先を
マージできるようになりました。
• Salesforce 組織の内部ユーザ
• 「外部ユーザの管理」権限を持つユーザ
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Chatter: トピック、ストリームの機能強化、改善された
グループメンバー管理、トップユーザレポート

• 取引先を削除する権限、および商談や取引先責任者などの関連レコードを編集する権限を持つユーザ
代理管理者は取引先をマージできません。
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)

Chatter: トピック、ストリームの機能強化、改善されたグループ
メンバー管理、トップユーザレポート
トピックを使用してフィードを整理し、ストリームの新しいホームをお楽しみ
ください。また、グループメンバーシップを容易に管理し、Chatter で最も活動
的なユーザを確認しす。
このセクションの内容:
Chatter 全般: トピックおよび Einstein のおすすめ
フィードを整理して、フォローする関連性の高い人および参加するグループ
を見つけます。
フィード: ストリーム、検索、パブリッシャーの機能強化

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

ストリームで新しいホーム、アクション、通知を使用できます。フィードの
グローバル検索結果を関連性によって並び替えます。Chatter パブリッシャーのセキュリティと速度が向上
し、コメントと回答のリッチテキストオプションが改善されました。
グループ: メンバー管理、通知設定、グループ情報の改善
メンバー管理の統合がさらに強化されました。グループページでは、通知設定を容易に更新できます。グ
ループタイルビューでは、より多くの情報が表示され、より多くの機能を実行できます。
ユーザプロファイル: トップユーザに関するレポート、外部ユーザの識別、外出中状況の表示 (パイロット)
プロファイルから Chatter で最も活動的なユーザを参照し、外部ユーザをより容易に識別し、あなたが外出
中かどうかを示します。

Chatter 全般: トピックおよび Einstein のおすすめ
フィードを整理して、フォローする関連性の高い人および参加するグループを見つけます。
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Chatter 全般: トピックおよび Einstein のおすすめ

このセクションの内容:
Chatter でのトピックを使用したコンテンツの整理
皆様が絶対的に必要としているものに、確実に対応しました。Lightning Experience でトピックが導入された
のです。設定は必要ありません。Lightning Experience 組織はトピックをサポートするように自動的に更新さ
れます。トピックの詳細ページを表示する、トピックの説明を編集する、そのトピックについて話し合っ
ている人が何人いるかを確認する、トレンドと関連トピックを確認する、関心のあるトピックをフォロー
するというように、Chatter フィードのすべてを整理できます。トピックはグローバル検索結果にも表示さ
れます。どんどん使って整理してください。これは、Lightning Experience の新機能です。
フォローする人と参加するグループの検出
Chatter ホームページで Einstein のおすすめをカスタマイズすると、自分の仕事と関心事に最も関連する人や
グループが探しやすくなります。受諾するおすすめが多いほど、フィードの関連性も高くなります。これ
は、Lightning Experience の新機能です。

Chatter でのトピックを使用したコンテンツの整理
皆様が絶対的に必要としているものに、確実に対応しました。Lightning Experienceでトピックが導入されたので
す。設定は必要ありません。Lightning Experience組織はトピックをサポートするように自動的に更新されます。
トピックの詳細ページを表示する、トピックの説明を編集する、そのトピックについて話し合っている人が何
人いるかを確認する、トレンドと関連トピックを確認する、関心のあるトピックをフォローするというよう
に、Chatter フィードのすべてを整理できます。トピックはグローバル検索結果にも表示されます。どんどん
使って整理してください。これは、Lightning Experience の新機能です。
投稿には、コメントに追加されたトピックを含め、最大 10 個のトピックを追加できます。割り当てられたト
ピックはシステム内で投稿に永久に関連付けられます。投稿を編集してそのトピックを視覚的に削除してもト
ピックは投稿に関連付けられています。Lightning Experienceではレコードのフィードにトピックを使用できます
が、オブジェクトにはトピックを使用できません。
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フォローする人と参加するグループの検出
Chatter ホームページで Einstein のおすすめをカスタマイズすると、自分の仕事と関心事に最も関連する人やグ
ループが探しやすくなります。受諾するおすすめが多いほど、フィードの関連性も高くなります。これは、
Lightning Experience の新機能です。
Einstein のおすすめには次のような人が含まれます。
• あなたと同じユーザをフォローしているユーザ
• マネージャ、自分のマネージャの部下、自分の部下など、自分の管理階層の人物
• フォロワーが多い人
• Chatter の新規ユーザ
• あなたと同じレコードに関心があるユーザ
• あなたがすでにフォローしている人やトピックと一緒にフォローされることが多いユーザ。
たとえば、あなたは Madison Rigsby をフォローしているとします。Madison をフォローしている多くの人が
Suzanne Powell もフォローしています。このため、Einstein はあなたに Suzanne をおすすめします。
Einstein のおすすめには次のようなグループが含まれます。
• メンバーが多いグループ
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• 自分がフォローしているメンバーが多いグループ
• 新規グループ
以前に Chatter ホームページに表示されていたグループ、ファイル、フォロワー、フォロー中のリストは、プロ
ファイルページに表示されることになりました。
例:

フィード: ストリーム、検索、パブリッシャーの機能強化
ストリームで新しいホーム、アクション、通知を使用できます。フィードのグローバル検索結果を関連性に
よって並び替えます。Chatter パブリッシャーのセキュリティと速度が向上し、コメントと回答のリッチテキス
トオプションが改善されました。
このセクションの内容:
ストリームに関する多くの新しい機能
ストリームでは、新しいホームページ、新しいアクションと検索条件、引き上げられた制限を使用できま
す。ストリームは 100 個まで作成できます。Chatter ホームには、最近参照した 5 件が表示されます。スト
リーム活動の通知の頻度は、ストリームの作成時に設定するか、ストリーム自体から設定します。これら
の変更は、Lightning Experience でのみ使用できます。
レコードのフォローアクションによるストリームへの追加
ストリームを作成すると、プロファイルおよびレコード詳細ページに表示される [フォローする] ボタンが
変化します。プラス記号がボタンに追加されます。これは、[フォローする] ボタンを使用して該当の人ま
たはレコードをフォローできるだけでなく、その人またはレコードをストリームに追加できることも示し
ます。その場で作成するストリームに追加することもできます。グループは、グループフィードを既存の
ストリームに追加するための新しい [ストリームでフォロー] アクションを取得します。この機能は、Lightning
Experience で使用できます。
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Chatter の新しいエディタでの充実した操作
Chatter パブリッシャーのエディタが更新され、パフォーマンスが向上し、Locker Service との互換性が確保さ
れるようになりました。利益はこれだけではありません。メンションが改善されました。誰かにメンショ
ンし始めると、選択リストが、パブリッシャーの下部ではなくてカーソルがある場所で開きます。また、
トピックも同じように扱われます (そうです。Lightning Experience のトピックです)。これらの変更は、Lightning
Experience と Lightning コミュニティで使用できます。
フィードのグローバル検索結果の関連性による並び替え
グローバル検索を実行する場合、Chatter の結果で新しい並び替えオプション [上位の投稿] を使用できます。
上位の投稿は、検索クエリに基づいて最も関連性の高い投稿です。この機能は、Lightning Experience で使用
できます。
新規ユーザのデフォルトフィードになった [会社の特長]
Chatter ホームページにデフォルトフィードが表示されるのは、ユーザがそのページに移動したとき、その
ページに戻ったとき、Chatter ホームを更新したときのいずれかです。これまで、すべてのユーザのデフォ
ルトは [自分がフォローするもの] フィードでした。今後は、フォローしているものが 10 件より少ないユー
ザでは、[会社の特長] フィードがデフォルトになります。新規ユーザは、組織で最も活気のあるものは何
かを確認し、他にフォローするものに関するアイデアを得ることができます。ユーザがフォローしている
ものが 10 件を超えると、デフォルトのフィードは [自分がフォローするもの] に変わります。この機能は、
Lightning Experience で使用できます。
グループの絞り込みによる未読投稿の表示
グループには新しいフィード条件 [未読投稿] があり、未読コンテンツをすばやく表示できます。この条件
を表示するには、グループのメンバーである必要があります。既読とみなされるものは、いいね! と言った
投稿、コメントした投稿、編集した投稿、スクロールした投稿、詳細に表示した投稿です。この機能は、
Lightning Experience と Lightning コミュニティで使用できます。
プロファイルの絞り込みによるユーザの投稿の表示
あるユーザのプロファイルを表示したら、プロファイルフィードを絞り込んで、そのユーザが追加した投
稿のみを表示できます。自分のプロファイルも絞り込むことができます。[このユーザによる投稿] 条件を
選択し、プロファイルを表示しているユーザの投稿のみを表示します (自分のプロファイルを表示している
場合も含みます)。最も関心が高い情報をすばやく取得できます。この機能は、Lightning Experience で使用で
きます。
[自分がフォローするもの] フィードに新しい検索条件を追加
[自分がフォローするもの] フィードに小さな容量制御を追加しました。[すべての更新] および [更新を減ら
す]検索条件を使用して、フィードに変更追跡フィードを含めたり省略したりします。この機能は、Lightning
Experience で使用できます。
適切な人に投稿が届いているかの確認
非公開グループおよびリストに記載しない Chatter グループの投稿に、投稿を参照した人の数を示す参照者
数が追加されました。数をクリックすると、人の名前が表示されます。この機能は、Lightning Experience で
使用できます。
Lightning Experience のグループでの投稿の共有
Lightning Experience では、Chatter 投稿をフォロワーと共有する他に、Chatter 投稿をグループと共有すること
もできます。[いいね!] と [コメント] の横にある [共有] リンクをクリックすると、新しい [グループと共有]
オプションが表示されます。[グループと共有] を選択し、関心のあるグループを共有ダイアログで検索し
てください。この機能は、Lightning Experience と Lightning コミュニティで使用できます。
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上位 100 件のフィード項目の参照に関するレポートの作成
会社の現在のトレンドを見通すための新たな手段を用意しました。新しい主オブジェクト [インタラクショ
ンカウントレポート] を使用して、組織やコミュニティの上位 100 件のフィード項目の参照に関するカスタ
ムレポートを作成できるようになったのです。この機能は、Lightning Experience と Lightning コミュニティで
使用できます。
Chatter の暗号化の更新 (パイロット)
Chatter の暗号化 (パイロット) では、Chatter フィードの機密情報が引き続き保護されます。リンク URL とアン
ケートの選択肢を暗号化コンテンツの本文に追加しました。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。この機能は、Lightning Experience、Lightning
コミュニティ、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で使用
できます。

ストリームに関する多くの新しい機能
ストリームでは、新しいホームページ、新しいアクションと検索条件、引き上げられた制限を使用できます。
ストリームは 100 個まで作成できます。Chatter ホームには、最近参照した 5 件が表示されます。ストリーム活
動の通知の頻度は、ストリームの作成時に設定するか、ストリーム自体から設定します。これらの変更は、
Lightning Experience でのみ使用できます。
新しいストリームホームに移動するには、Chatter ホームページでストリームの見出しをクリックします。新し
いストリームホームにはすべてのストリームがリストされ、自分が追加した人とレコードが表示されます。各
ストリームには独自の行があり、[編集] や [削除] など、行の一連のアクションがあります。

行のレコード数をクリックすると、ストリームに追加した人とレコードの完全なリストが表示されます。
ストリーム名をクリックすると、そのストリームが開きます。ストリームページには独自の新しいアクション
がいくつかあります。そのアクションを使用して、ストリームを編集したり、ストリームの通知を設定した
り、ストリームを削除したりすることができます。
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新しい検索条件もいくつかあります。ストリーム内の変更追跡フィード (FTC) を含めすべてを表示するには、
[すべての更新] を選択します。ストリームから FTC を省略するには、[更新を減らす] を選択します。

メモ: フィード追跡は、オブジェクトと項目への変更を追跡し、それらの変更を更新として Chatter に投稿
します。レコードをフォローするユーザの Chatter フィードにフィード更新が表示されます。
ストリームの作成時には、[新規ストリーム] ダイアログで新しい通知オプションを利用できます。デフォルト
では、すべての新規投稿に対して通知が送信されます ([すべての投稿])。この優れた点は、レコードフィード
への新規投稿に対して通知を取得できるようになったことです。ストリーム通知は、有効なレコードを常に把
握しておくための新しい方法です。通知はメールで送信され、アプリケーション内通知に転送されます。必要
であれば、[新規ストリーム] ダイアログまたはストリームフィードでデフォルトを変更できます。
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レコードホームからストリームにレコードを追加する方法についての詳細は、「レコードのフォローアクショ
ンによるストリームへの追加」を参照してください。
Chatter REST API では、ストリーム通知がサポートされます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: フィード追跡(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)

レコードのフォローアクションによるストリームへの追加
ストリームを作成すると、プロファイルおよびレコード詳細ページに表示される[フォローする]ボタンが変化
します。プラス記号がボタンに追加されます。これは、[フォローする] ボタンを使用して該当の人またはレ
コードをフォローできるだけでなく、その人またはレコードをストリームに追加できることも示します。その
場で作成するストリームに追加することもできます。グループは、グループフィードを既存のストリームに追
加するための新しい [ストリームでフォロー] アクションを取得します。この機能は、Lightning Experience で使用
できます。
[フォローする]メニューにストリームオプションが表示されていませんか? ではストリームを作成しましょう。
変更された [フォローする] ボタンは次のように表示されます。

フォローオプションはプロファイルで次のように表示されます。

435

Salesforce Summer '17 リリースノート

フィード: ストリーム、検索、パブリッシャーの機能強
化

商談では次のように表示されます。

グループで [ストリームでフォロー] アクションは次のように表示されます。
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人またはレコードを単純にフォローすることもできます。[自分がフォローするもの]オプションを使用し、プ
ロファイルまたはレコードの活動を [自分がフォローするもの] フィードに表示してください。グループをフォ
ローするには、グループに参加します。

Chatter の新しいエディタでの充実した操作
Chatter パブリッシャーのエディタが更新され、パフォーマンスが向上し、Locker Service との互換性が確保され
るようになりました。利益はこれだけではありません。メンションが改善されました。誰かにメンションし始
めると、選択リストが、パブリッシャーの下部ではなくてカーソルがある場所で開きます。また、トピックも
同じように扱われます (そうです。Lightning Experience のトピックです)。これらの変更は、Lightning Experience と
Lightning コミュニティで使用できます。
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新しいエディタに関して理解しておくべき点が他にもいくつかあります。「1」と入力すると、段落番号を開
始できます。ハイフンを入力すると、箇条書きを開始できます。太字のテキストをコピーして貼り付けると、
太字のままコピーされます。
関連トピック:
Chatter でのトピックを使用したコンテンツの整理

フィードのグローバル検索結果の関連性による並び替え
グローバル検索を実行する場合、Chatter の結果で新しい並び替えオプション [上位の投稿] を使用できます。上
位の投稿は、検索クエリに基づいて最も関連性の高い投稿です。この機能は、Lightning Experience で使用できま
す。
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新規ユーザのデフォルトフィードになった [会社の特長]
Chatter ホームページにデフォルトフィードが表示されるのは、ユーザがそのページに移動したとき、そのペー
ジに戻ったとき、Chatter ホームを更新したときのいずれかです。これまで、すべてのユーザのデフォルトは
[自分がフォローするもの] フィードでした。今後は、フォローしているものが 10 件より少ないユーザでは、
[会社の特長] フィードがデフォルトになります。新規ユーザは、組織で最も活気のあるものは何かを確認し、
他にフォローするものに関するアイデアを得ることができます。ユーザがフォローしているものが 10 件を超
えると、デフォルトのフィードは [自分がフォローするもの] に変わります。この機能は、Lightning Experience で
使用できます。

グループの絞り込みによる未読投稿の表示
グループには新しいフィード条件 [未読投稿] があり、未読コンテンツをすばやく表示できます。この条件を表
示するには、グループのメンバーである必要があります。既読とみなされるものは、いいね! と言った投稿、
コメントした投稿、編集した投稿、スクロールした投稿、詳細に表示した投稿です。この機能は、Lightning
Experience と Lightning コミュニティで使用できます。

Chatter REST API および Chatter in Apex では、未読投稿がサポートされます。

プロファイルの絞り込みによるユーザの投稿の表示
あるユーザのプロファイルを表示したら、プロファイルフィードを絞り込んで、そのユーザが追加した投稿の
みを表示できます。自分のプロファイルも絞り込むことができます。[このユーザによる投稿]条件を選択し、
プロファイルを表示しているユーザの投稿のみを表示します (自分のプロファイルを表示している場合も含み
ます)。最も関心が高い情報をすばやく取得できます。この機能は、Lightning Experience で使用できます。
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Chatter REST API および Chatter in Apex では、プロファイル所有者によるプロファイルフィードの絞り込みがサポー
トされます。

[自分がフォローするもの] フィードに新しい検索条件を追加
[自分がフォローするもの] フィードに小さな容量制御を追加しました。[すべての更新] および [更新を減らす]
検索条件を使用して、フィードに変更追跡フィードを含めたり省略したりします。この機能は、Lightning
Experience で使用できます。
メモ: フィード追跡は、オブジェクトと項目への変更を追跡し、それらの変更を更新として Chatter に投稿
します。レコードをフォローするユーザの Chatter フィードに更新が表示されます。
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関連トピック:
Salesforce ヘルプ: フィード追跡(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)

適切な人に投稿が届いているかの確認
非公開グループおよびリストに記載しない Chatter グループの投稿に、投稿を参照した人の数を示す参照者数が
追加されました。数をクリックすると、人の名前が表示されます。この機能は、Lightning Experience で使用でき
ます。

参照としてカウントされるのは、いいね! と言ったり、コメントしたり、編集したり、詳細に表示したりする
場合です。Salesforce Classic で実行したアクションは追跡されカウントされますが、Lightning Experience には参照
者数とリストのみが表示されます。
ユーザ権限「参照者リストの非表示」を使用して、この機能を無効にすることができます。システム管理者は
この権限を使用して、どのユーザにカウントとリストを表示するかを制御できます。
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メモ: いくつかの例外を除き、非公開グループまたはリストに記載しないグループへのアクセス権を持つ
ユーザのみに参照者情報が表示されます。「すべてのデータの編集」または「すべてのデータの参照」
権限を持つユーザは、API コールを使用して参照者情報を取得できます。つまり、アクセスはフィード項
目と同じです。「すべてのデータの編集」または「すべてのデータの参照」権限を持つユーザで「参照
者リストの非表示」を有効にすると、これらのユーザに参照者情報は表示されません。参照者情報をレ
ポートで使用することはできません。
Chatter REST API および Chatter in Apex では、参照者情報がサポートされます。

Lightning Experience のグループでの投稿の共有
Lightning Experience では、Chatter 投稿をフォロワーと共有する他に、Chatter 投稿をグループと共有することもで
きます。[いいね!] と [コメント] の横にある [共有] リンクをクリックすると、新しい [グループと共有] オプショ
ンが表示されます。[グループと共有]を選択し、関心のあるグループを共有ダイアログで検索してください。
この機能は、Lightning Experience と Lightning コミュニティで使用できます。
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フィード: ストリーム、検索、パブリッシャーの機能強
化

メモ: 共有先のグループを検索した場合、外部ユーザが含まれる非公開グループは検索結果に表示されま
せん。

上位 100 件のフィード項目の参照に関するレポートの作成
会社の現在のトレンドを見通すための新たな手段を用意しました。新しい主オブジェクト [インタラクション
カウントレポート] を使用して、組織やコミュニティの上位 100 件のフィード項目の参照に関するカスタムレ
ポートを作成できるようになったのです。この機能は、Lightning Experience と Lightning コミュニティで使用でき
ます。
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グループ: メンバー管理、通知設定、グループ情報の改
善

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: カスタムレポートタイプの作成(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)

Chatter の暗号化の更新 (パイロット)
Chatter の暗号化 (パイロット) では、Chatter フィードの機密情報が引き続き保護されます。リンク URL とアンケー
トの選択肢を暗号化コンテンツの本文に追加しました。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。この機能は、Lightning Experience、Lightning コミュニ
ティ、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で使用できます。
新しい項目に加えて、Chatter の暗号化では、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
質問が暗号化されます。Chatter の暗号化はオールオアナッシングの暗号化であり、一部の項目だけ暗号化して
他は暗号化しないということはできません。
新しい項目を暗号化するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「プラットフォームの暗号化」と入力
します。[Chatter の暗号化] を選択解除してから再び選択します。
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。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。

グループ: メンバー管理、通知設定、グループ情報の改善
メンバー管理の統合がさらに強化されました。グループページでは、通知設定を容易に更新できます。グルー
プタイルビューでは、より多くの情報が表示され、より多くの機能を実行できます。
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グループ: メンバー管理、通知設定、グループ情報の改
善

このセクションの内容:
簡単なメンバー管理
統合と合理化を進めるという精神に基づいて、メンバー管理が改善されました。さまざまな場所に移動し
て、メンバーの仕事に対処する必要はなくなりました。[メンバーの管理] からメンバーの追加や削除を行っ
たり、メンバーからマネージャ (またはその逆) への変更を行ったりします。ワンストップショッピングの
ようにこれらの機能を簡単に実行できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Chatter ホームからの新しいグループの作成
最近アクセスしたグループを見て、「このためのグループがあればいいのに。そうだ、作ろう」と思った
とします。今いるその場所から作成してください。[新規] をクリックして、グループの実現にとりかかる
ことができます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
グループページでのグループメール通知の表示
グループで現在受信しているメール通知の種別がグループ画像の横のボタンに表示されます。十分な通知
を取得していますか? 多すぎやしませんか? これをクリックして設定を変更します。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
タイルビューでのグループ情報の取得と参加
グループのリストビューを切り替えて、グループをタイルで表示する方法はご存知ですよね。タイルは楽
しいので、タイルをさらに便利にすることになりました。あなたがメンバーの場合、グループにメンバー
が何人いるのか、どのような種類のグループなのか、最後の活動があったのはいつか、だれが所有してい
るのかをタイルから直接調べることができるようになりました。また、グループへの参加やグループから
の脱退もタイルから直接行うことができます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

簡単なメンバー管理
統合と合理化を進めるという精神に基づいて、メンバー管理が改善されました。さまざまな場所に移動して、
メンバーの仕事に対処する必要はなくなりました。[メンバーの管理] からメンバーの追加や削除を行ったり、
メンバーからマネージャ (またはその逆) への変更を行ったりします。ワンストップショッピングのようにこれ
らの機能を簡単に実行できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Chatter ホームからの新しいグループの作成
最近アクセスしたグループを見て、「このためのグループがあればいいのに。そうだ、作ろう」と思ったとし
ます。今いるその場所から作成してください。[新規]をクリックして、グループの実現にとりかかることがで
きます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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ユーザプロファイル: トップユーザに関するレポート、
外部ユーザの識別、外出中状況の表示 (パイロット)

スクリーンショット未定

グループページでのグループメール通知の表示
グループで現在受信しているメール通知の種別がグループ画像の横のボタンに表示されます。十分な通知を取
得していますか? 多すぎやしませんか? これをクリックして設定を変更します。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。

タイルビューでのグループ情報の取得と参加
グループのリストビューを切り替えて、グループをタイルで表示する方法はご存知ですよね。タイルは楽しい
ので、タイルをさらに便利にすることになりました。あなたがメンバーの場合、グループにメンバーが何人い
るのか、どのような種類のグループなのか、最後の活動があったのはいつか、だれが所有しているのかをタイ
ルから直接調べることができるようになりました。また、グループへの参加やグループからの脱退もタイルか
ら直接行うことができます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

ユーザプロファイル: トップユーザに関するレポート、外部ユーザの
識別、外出中状況の表示 (パイロット)
プロファイルから Chatter で最も活動的なユーザを参照し、外部ユーザをより容易に識別し、あなたが外出中か
どうかを示します。
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ユーザプロファイル: トップユーザに関するレポート、
外部ユーザの識別、外出中状況の表示 (パイロット)

このセクションの内容:
Chatter で最も活動的なユーザを [トップユーザレポート] で確認
組織のどのユーザが Chatter で最も活動的であるかに関心がありませんか? または大体の予想はつくが、確証
となる事実が欲しくないですか? 解決策を用意しました。それはトップユーザレポートです。投稿数、ラン
ク、受信コメント数など、さまざまな総計値を選択すると、回答が得られます。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
外部ユーザを一目で確認
Chatter ユーザについて、組織の一員なのかどうかなど、もう少し詳しい情報が欲しい場合もあるでしょう。
簡単にわかるようにするために、ユーザが組織の一員でない場合にユーザのプロファイル写真の外側にオ
レンジ色の境界線と単語を追加しました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
プロファイルの外出中メッセージによる休暇の表示 (パイロット)
多くの方の要望がかなえられることになりました。外出中情報をプロファイルに表示できるようになった
のです。このメッセージはプロファイル写真の横およびフィードの名前の横に表示され、@ メンションさ
れたときにも表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Chatter で最も活動的なユーザを [トップユーザレポート] で確認
組織のどのユーザが Chatter で最も活動的であるかに関心がありませんか? または大体の予想はつくが、確証と
なる事実が欲しくないですか? 解決策を用意しました。それはトップユーザレポートです。投稿数、ランク、
受信コメント数など、さまざまな総計値を選択すると、回答が得られます。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。
このレポートを設定するには、[新規カスタムレポートタイプ] に移動し、[ユーザ総計値] を主オブジェクトと
して選択します。[項目レイアウトのプロパティ] で、レポートに含める項目を選択し、保存して実行します。
レポートを取得するには、コミュニティ管理 AppExchange パッケージをインストールまたはアップグレードし
ます。Summer '17 バージョンのパッケージはリリース直後に入手できます。

外部ユーザを一目で確認
Chatter ユーザについて、組織の一員なのかどうかなど、もう少し詳しい情報が欲しい場合もあるでしょう。簡
単にわかるようにするために、ユーザが組織の一員でない場合にユーザのプロファイル写真の外側にオレンジ
色の境界線と単語を追加しました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

プロファイルの外出中メッセージによる休暇の表示 (パイロット)
多くの方の要望がかなえられることになりました。外出中情報をプロファイルに表示できるようになったので
す。このメッセージはプロファイル写真の横およびフィードの名前の横に表示され、@ メンションされたとき
にも表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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Files: ライブラリへの複数のファイルの追加、公開リン
クによるファイルの共有、ファイルの詳細ページのカス
タマイズ

その設定は簡単です。[外出中] 設定ボタンがプロファイルの右上にあります。[外出中メッセージを設定] をオ
ンにして、日付を選択し、必要に応じてメッセージをカスタマイズして、保存できます。
メモ: [外出中] 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。[外出中] 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。

Files: ライブラリへの複数のファイルの追加、公開リンクによる
ファイルの共有、ファイルの詳細ページのカスタマイズ
Salesforce CRM Content ライセンスを持たないユーザも Lightning Experience でライブ
ラリを使用できます。ライブラリへの複数回のアップグレードにより Lightning
Experience での作業が向上しました。ライブラリに複数のファイルを追加したり、
ファイルの詳細ページをカスタマイズしたり、Chatter フィードからファイルに
対するアクションを直接実行したりできます。
このセクションの内容:
意図的な分離: ライブラリとコンテンツ

エディション
クラウドベースの外部
データソース用のファイ
ルおよび Files Connect 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

ライブラリは [ファイル] に含まれるようになり、Salesforce CRM Content ではラ
イブラリにアクセスする必要がなくなりました。以前は、コンテンツとライ
ブラリは強力なペアで、ファイルのアップロード、整理、共有時に併用され
ていましたが、ライブラリの利用にはコンテンツが不要になりました。Lightning
Experience では、Salesforce CRM Content ライセンスが割り当てられていないすべてのユーザまたは一部のユー
ザにライブラリの使用を許可できます。Salesforce Classic では、コンテンツライセンスのないユーザがライブ
ラリを表示し、ライブラリからファイルにアクセスでき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。
ライブラリの更新
ライブラリのフォルダが正式にリリースされ、ライブラリでのファイルとフォルダの操作性を改善するた
めにいくつかの更新が行われました。ライブラリへの複数のファイルの追加、ライブラリファイルの更新
と削除、ライブラリ内のフォルダの移動ができるようになりました。これらの変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
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Files: ライブラリへの複数のファイルの追加、公開リン
クによるファイルの共有、ファイルの詳細ページのカス
タマイズ

ファイル詳細ページのカスタマイズ

ファイル詳細ページの項目とレイアウトをカスタマイズして、ファイルを使いやすくします。ファイルの
最終更新日、ファイルサイズ、ファイルの種類などを表示する標準項目から選択します。ビジネスに固有
のメタデータを追跡したり、入力規則で使用したり、検索やレポートにデータを提供したりするカスタム
項目およびボタンを作成します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
入力規則によるファイルデータの改善
ライブラリ内の情報の質を保つため、ライブラリ、レコード、および [ファイル] ホームに追加されるファ
イルの入力規則 (ユーザに対するファイルの命名規則に従った名前付けや必須項目の入力の要求など) を作
成します。カスタマイズしたファイル詳細ページとレコードタイプを入力規則と組み合わせると、組織内
のファイルデータの質が大幅に向上します。これは、Lightning Experience の新機能です。
ファイルヘの公開リンクの共有
ファイルの共有がさらに簡単になりました。ファイルへの公開リンクを作成し、その URL を任意のユーザ
に配布します。公開リンク共有は、Salesforce Classic と Lightning メールですでに使用可能でした。これが
Lightning Experience とコミュニティでも使用できるようになりました。
Lightning 配信プレーヤーによるパフォーマンスの向上、コンテンツプレビューのセキュリティ強化
他のユーザから公開リンクでファイルが共有された場合、そのファイルのプレビューを Lightning 配信プレー
ヤーで開きます。この新しい Lightning 配信プレーヤーは Flash ではなく HTML5 で実行され、セキュリティが
強化されています。画像はベクターグラフィックスに基づき、1 ページずつ読み込むときに、より高品質の
表示と優れたパフォーマンスを提供します。Lightning 配信プレーヤーはパスワードと配信有効期限による
コンテンツ配信の保護を保持するため、適切な受信者のみが適切な時間にコンテンツを参照できます。こ
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ファイルの共有解除
ライブラリまたはレコードからファイルの共有設定を削除できるようになりました。時には提供したもの
を後で無効化する必要があります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
右クリックして新しいタブでファイルを開く
ほんのわずかな変更が日常業務に大きく影響することがあります。ファイルの右クリックで、ファイルが
新しいタブで開きます。一度に複数のファイルを開き、選択した順序で作業できます。これは、Lightning
Experience の新機能です。
[ファイル] および [添付ファイル] 関連リストへのファイルのドラッグ
レコードへのファイルの追加が非常に簡単になりました。[ファイル] または任意のオブジェクトの [添付
ファイル] 関連リストにファイルをドラッグするだけです。[ファイルをアップロード] ボタンをクリックし
てファイルを追加することもできます。この新しい機能は自動的に付加されます。有効化が必要なものは
何もありません。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce Classic では動作しません。
フィードから直接ファイルに対するアクションを実行
最も重要なファイルアクションにフィードから直接アクセスします。リンクのコピーまたはファイルの共
有やダウンロードを行うためにファイルのプレビューを開く必要はなくなりました。Chatter から直接これ
らの操作を実行できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
リードの取引が開始されたときにファイルを自動的に関連レコードに転送
リードの取引が開始されると、リードに添付されているファイルは関連する取引先責任者、取引先、商談
に添付されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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意図的な分離: ライブラリとコンテンツ

添付ファイルからファイルへの変換
Lightning Experience の [ファイル] 関連リストを使用したいのですが、レコードで従来の添付ファイルを依然
として取得しています。どうすれば良いのでしょう。Salesforce Labs の新しい Attachments to Files アプリケー
ションを使用して添付ファイルをファイルに変換しましょう。
Salesforce での外部ファイルソースとの容易な認証
組織で Google ドライブのような外部ファイルソースを有効にしていますか? ログインしていない場合は、バ
ナー通知を 1 回クリックしてサインインします。フィード投稿で Google ドライブドキュメントへのリンク
を投稿するときにログインしていない場合は、投稿直後にプロンプトが表示されます。このプロントを使
用すると、その場ですぐに認証が行われるため、そのまま作業を進めることができます。この変更は Lightning
Experience にのみ適用されます。
ファイル容量の増加
ドキュメントと添付ファイルの代わりに Salesforce Files を使用するユーザが増えています。画像ファイルと
動画ファイルはさらに普及し、サイズも大きくなっています。さらに、Salesforce Files は汎用性が高まり、共
有しやすくなっています。ファイル容量の増加が求められているため、容量が拡大されました。制限に達
することを気にせずにファイルを追加し、添付ファイルを変換し、既存のファイルを更新できます。この
変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

意図的な分離: ライブラリとコンテンツ
ライブラリは [ファイル] に含まれるようになり、Salesforce CRM Content ではライブラリにアクセスする必要がな
くなりました。以前は、コンテンツとライブラリは強力なペアで、ファイルのアップロード、整理、共有時に
併用されていましたが、ライブラリの利用にはコンテンツが不要になりました。Lightning Experience では、
Salesforce CRM Content ライセンスが割り当てられていないすべてのユーザまたは一部のユーザにライブラリの使
用を許可できます。Salesforce Classic では、コンテンツライセンスのないユーザがライブラリを表示し、ライブ
ラリからファイルにアクセスでき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。
システム管理者とライブラリマネージャが引き続き Salesforce Classic でライブラリを作成および管理できるよう
に、コンテンツは組織で有効なままにします。
メモ: ライブラリとライブラリメンバーシップは、API から作成および管理できるようになりました。
コンテンツを使用しないライブラリの設定は、[設定] の 2 つの場所にあります。両方のオプションはデフォル
トで有効になっています。
• グローバルアクセスを制御するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「一般設定」と入力し、[一般
設定] を選択します。[Salesforce Files のライブラリ] を選択します。
• 一部のユーザに対してライブラリを有効または無効にするには、ほとんどの標準ユーザライセンスのプロ
ファイルと権限セットにある「ライブラリへのアクセス」権限を使用します。
大規模カスタマーポータル、カスタマーコミュニティ、および Chatter Free ライセンスを持つユーザは、これま
で同様ライブラリとコンテンツを使用できません。
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ライブラリの更新
ライブラリのフォルダが正式にリリースされ、ライブラリでのファイルとフォルダの操作性を改善するために
いくつかの更新が行われました。ライブラリへの複数のファイルの追加、ライブラリファイルの更新と削除、
ライブラリ内のフォルダの移動ができるようになりました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。

ライブラリへの複数のファイルの追加
複数のファイルを一度に追加することで、時間を最大限に活用してください。ライブラリ、レコード、または
[ファイル] ホームに最大 10 個のファイルを一度に追加できます。
ファイルのアップロードがライブラリのコンテキストを認識するようになりました。ライブラリフォルダを選
択して[ファイルをアップロード]をクリックすると、新しいファイルがそのライブラリにアップロードされま
す。ライブラリまたはレコードにアップロードする場合、ローカルファイル (1)、Salesforce ファイル (2)、およ
び外部ソースからのファイル (3) を最大 10 個追加できます。[自分が所有者]、[自分と共有]、[最近]、[フォロー
中] 検索条件を使用している場合、最大 10 個のローカルファイルを追加できます。このファイルは [自分が所
有者] 検索条件に追加されます。
複数のファイルをアップロードした場合、個々のファイルの進行状況を参照し、処理中のアップロードをキャ
ンセルできます。

ライブラリおよび [ファイル] ホームからのファイルの更新と削除
ファイルリストビューおよびファイル詳細ページから、行レベルのアクションを使用してファイルの詳細を編
集したり、ファイルを削除したりできます。ファイル情報の精度を保ち、ライブラリを整理する変更をよりす
ばやく簡単に行えるようになりました。

ライブラリ内のフォルダの移動
ライブラリのフォルダをライブラリ内の別のフォルダに移動できるようになりました。サブフォルダの作成、
サブフォルダ内のサブフォルダの作成なども実行できます。

ファイル詳細ページのカスタマイズ
ファイル詳細ページの項目とレイアウトをカスタマイズして、ファイルを使いやすくします。ファイルの最終
更新日、ファイルサイズ、ファイルの種類などを表示する標準項目から選択します。ビジネスに固有のメタ
データを追跡したり、入力規則で使用したり、検索やレポートにデータを提供したりするカスタム項目および
ボタンを作成します。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
そのファイルの種類で必要な項目に基づいて異なるレコードタイプのレイアウトをカスタマイズするには、レ
コードタイプを使用します。カスタマイズしたファイル詳細ページとレコードタイプを入力規則と組み合わせ
ると、組織内のファイルデータの質が大幅に向上します。
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メモ: ファイル詳細ページを表示するには、デフォルトの「一般情報」タイプに加えて少なくとも 1 つの
カスタムレコードタイプを設定する必要があります。
関連トピック:
入力規則によるファイルデータの改善

入力規則によるファイルデータの改善
ライブラリ内の情報の質を保つため、ライブラリ、レコード、および [ファイル] ホームに追加されるファイル
の入力規則 (ユーザに対するファイルの命名規則に従った名前付けや必須項目の入力の要求など) を作成しま
す。カスタマイズしたファイル詳細ページとレコードタイプを入力規則と組み合わせると、組織内のファイル
データの質が大幅に向上します。これは、Lightning Experience の新機能です。
ファイルのアップロードは 2 ステップからなるプロセスです。検証はステップ 2 で行われます。
1. 最初のステップでは、アップロードの状況が表示されます。緑のチェックマークは成功を示します。「次
のページで詳細を入力してください」というメッセージも表示されている場合は、[次へ] をクリックしま
す。
2. 2 番目のステップでは、必須項目または入力規則エラーを示すエラーメッセージが表示されます。エラーを
修正して [保存] をクリックします。
すべてのファイルが投稿されると、成功トーストが表示されます。
ファイルの入力規則は [設定] で管理します。[クイック検索] ボックスに「ファイル」と入力し、[入力規則] を
選択します。

ファイルヘの公開リンクの共有
ファイルの共有がさらに簡単になりました。ファイルへの公開リンクを作成し、その URL を任意のユーザに配
布します。公開リンク共有は、Salesforce Classic と Lightning メールですでに使用可能でした。これが Lightning
Experience とコミュニティでも使用できるようになりました。
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見込み客、顧客、リード、または Salesforce 組織外のユーザと共有したいファイルがありますか? または、チャッ
トメッセージ、メール、ソーシャルメディアでリンクをコピーして貼り付けるだけでファイルを共有できたら
いいのにと思ったことはありませんか? 公開リンク共有でそれが可能になります。
ファイルへの公開リンクを作成すると、そのリンクを持つすべてのユーザがファイルを参照およびダウンロー
ドできます。リンクはいつでも削除できます。後でそのファイルを再度公開する場合は、新しいリンクを作成
します。その場合、新しいリンクを持つユーザのみがファイルにアクセスできます。

Chatter または [ファイル] ホームからのリンクの作成
Chatter の投稿に添付されたファイルへの公開リンクの作成は簡単です。フィード内のサムネイルで [公開リン
ク] ファイルアクションを使用するだけです。

[ファイル] ホームから、リンクを作成するファイルで [共有] または [公開リンク] を選択します。

ファイルを共有するときに、[アクセス権のあるユーザ] > [公開リンク共有] セクションでリンクを作成します
(注意: この方法は Lightning Experience でのみ使用できます)。
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または、[公開リンク共有] に直接移動します。

リンクを作成してコピーするだけです。どこでも好きな場所で共有してください。
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Lightning 配信プレーヤーによるパフォーマンスの向上、コンテンツ
プレビューのセキュリティ強化
他のユーザから公開リンクでファイルが共有された場合、そのファイルのプレビューを Lightning 配信プレー
ヤーで開きます。この新しい Lightning 配信プレーヤーは Flash ではなく HTML5 で実行され、セキュリティが強
化されています。画像はベクターグラフィックスに基づき、1 ページずつ読み込むときに、より高品質の表示
と優れたパフォーマンスを提供します。Lightning 配信プレーヤーはパスワードと配信有効期限によるコンテン
ツ配信の保護を保持するため、適切な受信者のみが適切な時間にコンテンツを参照できます。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning 配信プレーヤーは、Lightning Experience で自動的に使用可能になります。Salesforce Classic では、Lightning
配信プレーヤーは Summer '17 以降に作成された組織で Lightning Experience が有効になっていれば自動的に使用可
能になります。Salesforce Classic の既存の組織ではデフォルトで無効になっていますが、これがデフォルトのプ
レーヤーになるように Lightning Experience を有効にすることをお勧めします。

ファイルの共有解除
ライブラリまたはレコードからファイルの共有設定を削除できるようになりました。時には提供したものを後
で無効化する必要があります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
たとえば、ファイルに関する情報の更新によってレコードとの関連性がなくなったり、ファイルがライブラリ
に属さなくなったりする場合などがあります。理由は何であれ、ファイルの共有を解除できるようになりまし
た。
1. ファイルのプレビューページまたはファイルアクションリストから [共有] を選択します。
2. [アクセス権のあるユーザ] を展開します。
3. 共有を停止するユーザまたはライブラリの横にある [X] をクリックします。
ライブラリのファイルの共有を解除するには、そのファイルが複数のライブラリと共有されている必要があり
ます。セカンダリライブラリの共有は取り消すことができますが、プライマリライブラリの共有は取り消すこ
とができません。
システム管理者は、ページレイアウトに[他のユーザによる共有および共有解除を禁止]オプションを追加し、
ユーザがファイル詳細ページからファイル共有を防止できるようにすることができます。
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右クリックして新しいタブでファイルを開く
ほんのわずかな変更が日常業務に大きく影響することがあります。ファイルの右クリックで、ファイルが新し
いタブで開きます。一度に複数のファイルを開き、選択した順序で作業できます。これは、Lightning Experience
の新機能です。

[ファイル] および [添付ファイル] 関連リストへのファイルのドラッグ
レコードへのファイルの追加が非常に簡単になりました。[ファイル] または任意のオブジェクトの [添付ファ
イル] 関連リストにファイルをドラッグするだけです。[ファイルをアップロード] ボタンをクリックしてファ
イルを追加することもできます。この新しい機能は自動的に付加されます。有効化が必要なものは何もありま
せん。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce Classic では動作しません。
ファイルが含まれていない関連リスト:

ファイルをドラッグしているときの関連リスト:

456

Salesforce Summer '17 リリースノート

フィードから直接ファイルに対するアクションを実行

古い [添付ファイル] 関連リストではなく [ファイル] 関連リストを使用することをお勧めします。使用している
レコードページの種別に応じて、[添付ファイル] 関連リストが [メモと添付ファイル] として表示される場合が
あります。
メモ: 複数のファイルをドラッグできますが、フォルダはドラッグできません。参照のみの関連リストに
ファイルをドラッグすることもできません。

フィードから直接ファイルに対するアクションを実行
最も重要なファイルアクションにフィードから直接アクセスします。リンクのコピーまたはファイルの共有や
ダウンロードを行うためにファイルのプレビューを開く必要はなくなりました。Chatter から直接これらの操作
を実行できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

リードの取引が開始されたときにファイルを自動的に関連レコード
に転送
リードの取引が開始されると、リードに添付されているファイルは関連する取引先責任者、取引先、商談に添
付されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
関連トピック:
営業担当がリードの取引を開始するときの関連ファイルや関連レコードの保持

添付ファイルからファイルへの変換
Lightning Experience の [ファイル] 関連リストを使用したいのですが、レコードで従来の添付ファイルを依然とし
て取得しています。どうすれば良いのでしょう。Salesforce Labs の新しい Attachments to Files アプリケーションを
使用して添付ファイルをファイルに変換しましょう。
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添付ファイルはファイルの世界のフロッピーディスクであり、時代遅れになっています。あなたは、より多目
的かつ強力な Salesforce Files のほうを好んで添付ファイルの使用をすでに停止している可能性がもります。[ファ
イル] ホームでファイルにアクセスし、コラボレーション、高度な共有オプションの使用、検索、ライブラリ
への追加ができます。次の段階に進み、従来の添付ファイルをファイルに変換してください。見返りですか?
[メモ & 添付ファイル] 関連リストの使用をやめて、代わりに [ファイル] 関連リストを表示することができます。
Attachments to Files ツールを使用すると、一括ジョブを実行して大量の添付ファイルを変換できます。添付ファ
イルは、関連付けられるオブジェクト別に整理されます。変換後は、組織から添付ファイルを削除して、領域
を解放できます。

非公開の添付ファイルを持っているユーザもその添付ファイルをファイルに変換できます。Lightning Experience
はレコードで非公開ファイルをサポートしないため、ユーザは変換したファイルを公開し、レコードに添付し
たままにすることができます。また、ユーザはそのファイルを非公開ファイルとして維持することもできます
が、ファイルはレコードに添付されなくなります。非公開ファイルは [ファイル] ホームにあります。

Attachments to Files は App Exchange で入手できます。

Salesforce での外部ファイルソースとの容易な認証
組織で Google ドライブのような外部ファイルソースを有効にしていますか? ログインしていない場合は、バ
ナー通知を 1 回クリックしてサインインします。フィード投稿で Google ドライブドキュメントへのリンクを投
稿するときにログインしていない場合は、投稿直後にプロンプトが表示されます。このプロントを使用する
と、その場ですぐに認証が行われるため、そのまま作業を進めることができます。この変更は Lightning Experience
にのみ適用されます。
外部ファイルソースの設定が行われているユーザがログインしていない場合、認証を要求されます。[今すぐ
接続しましょう] リンクをクリックすると、ワンクリックログインプロセスが開始され、認証がすぐに処理さ
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れます。外部データソース (SharePoint Online、OneDrive for Business、Google ドライブ、Box、Quip) ではバナープロ
ンプトを利用できます。

未認証のユーザが Google ドライブのリンクを Chatter に貼り付けると、接続を要求するプロンプトが表示され
ます。リンクをクリックすると、同じワンクリック認証が開始され、ユーザは最小限の中断で作業に戻ること
ができます。

この通知は、外部データソースの「ユーザ」の認証設定を持つユーザに影響します。

ファイル容量の増加
ドキュメントと添付ファイルの代わりに Salesforce Files を使用するユーザが増えています。画像ファイルと動画
ファイルはさらに普及し、サイズも大きくなっています。さらに、Salesforce Files は汎用性が高まり、共有しや
すくなっています。ファイル容量の増加が求められているため、容量が拡大されました。制限に達することを
気にせずにファイルを追加し、添付ファイルを変換し、既存のファイルを更新できます。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
以前は、組織あたりのファイルの最大数は 1,000万 でした。この制限が 3 倍の 3,000 万になりました。1 日あた
りのコンテンツバージョン (24 時間の間に追加または変更できるファイル) の数は、36,000 から 200,000 に増加し
ました。1 日あたりの帯域幅の制限は、10 GB から 2 倍の 20 GB に増加しました。
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Salesforce インテグレーション: Salesforce を次のレベルへ
業界をリードするいくつかのビジネスアプリケーションに Salesforce を接続する
ことによって、ユーザの生産性を高めます。これらの統合されたアプリケーショ
ンのほとんどは Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で使用できますが、い
ずれかのみで使用可能なものもいくつかあります。
このセクションの内容:
Lightning Experience での Skype for Salesforce (ベータ): Microsoft 365® と Salesforce 間の
管理の簡素化

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

Skype for Salesforce を使用すると、ユーザは Salesforce アプリケーションから離
れることなく Skype でチャットしたり、ビデオ通話を開始したりできます。以前は、組織の Microsoft 365® シ
ステム管理者が Skype for Business を認証して Salesforce と統合するまで待つ必要がありました。現在は、Skype
for Salesforce を立ち上げて実行するためのオプションが増えています。
Google インテグレーション: Lightning for Gmail と Lightning Sync の正式リリース
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り込めたらよいのにと思っていませんか? お待
たせいたしました。正式リリースされた Google インテグレーション製品を設定してください。営業担当は、
Lightning for Gmail を使用して、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
レコードに関連付けることができます。Lightning Sync for Google を導入すれば、営業担当は Gmail と Salesforce
間で取引先責任者を同期したり、Google カレンダーから Salesforce に行動を同期したりできます。
Microsoft® インテグレーション: さらに改善され、生産性が向上
営業担当は、Microsoft のメールとカレンダーを利用して、生産性を今すぐ最大限に高めることができます。
Lightning for Outlook は、メール操作環境やメールテンプレートなどの多数の機能と統合されました。営業担
当は Microsoft Outlook® から直接さらに多くの Salesforce コンテンツを利用できます。Microsoft Office 365® と Lightning
Experience を使用するユーザは、Lightning Sync で営業担当の行動を Microsoft カレンダーと Salesforce カレンダー
間で双方向に同期できるようになりました。

Lightning Experience での Skype for Salesforce (ベータ): Microsoft 365®
と Salesforce 間の管理の簡素化
Skype for Salesforce を使用すると、ユーザは Salesforce アプリケーションから離れる
ことなく Skype でチャットしたり、ビデオ通話を開始したりできます。以前は、
組織の Microsoft 365® システム管理者が Skype for Business を認証して Salesforce と統合
するまで待つ必要がありました。現在は、Skype for Salesforce を立ち上げて実行す
るためのオプションが増えています。
次の 2 つのオプションを使用し、Salesforce を認証して Skype for Business にアクセス
できるようになりました。
• Microsoft 365® システム管理者は、会社のあらゆるユーザに代わって Skype を認
証して Salesforce と統合できます。

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

• ユーザはログインの前に、Salesforce が Skype for Business アカウントにアクセスすることに同意できます。
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Google インテグレーション: Lightning for Gmail と Lightning Sync の正
式リリース
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り込めたらよいのにと思っていませんか? お待たせ
いたしました。正式リリースされた Google インテグレーション製品を設定してください。営業担当は、Lightning
for Gmail を使用して、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
関連付けることができます。Lightning Sync for Google を導入すれば、営業担当は Gmail と Salesforce 間で取引先責
任者を同期したり、Google カレンダーから Salesforce に行動を同期したりできます。
Lightning for Gmail: 正式リリースと効率の向上
Lightning for Gmail が正式にリリースされました。最新の機能によって、チームの生産性が向上します。営業
担当は、メールを送信する前に Salesforce に関連付けることができます。Lightning メールテンプレートを使
用することにより、より迅速にメールを作成できます。Group Edition または Professional Edition を使用してい
る場合は、Lightning for Gmail は Summer '17 リリース後 24 時間以内に使用できるようになります。それ以外の
機能はすぐに使用可能になります。Lightning for Gmail は、Lightning Experience および Salesforce Classic の両方で
管理できます。
Lightning Sync for Google: 取引先責任者の双方向同期、正式リリース
取引先責任者を Google コンタクトと Salesforce 間で、行動を Google カレンダー™ から Salesforce に同期するよ
うに設定して、チームの生産性を向上させます。Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で Lightning Sync
を管理できます。

Microsoft® インテグレーション: さらに改善され、生産性が向上
営業担当は、Microsoft のメールとカレンダーを利用して、生産性を今すぐ最大限に高めることができます。
Lightning for Outlook は、メール操作環境やメールテンプレートなどの多数の機能と統合されました。営業担当は
Microsoft Outlook® から直接さらに多くの Salesforce コンテンツを利用できます。Microsoft Office 365® と Lightning
Experience を使用するユーザは、Lightning Sync で営業担当の行動を Microsoft カレンダーと Salesforce カレンダー間
で双方向に同期できるようになりました。
Lightning for Outlook: 効率の向上と Salesforce とのインテグレーション
最新の機能により、営業担当の効率が向上します。新しい固定オプションを使用すれば、Lightning for Outlook
が開いたままになるため、営業担当はメールの作業がより迅速になります。営業担当は、メールを送信す
る前に Salesforce に関連付けることもできます。また、Lightning メールテンプレートを使用することにより、
より迅速にメールを作成できます。メールを華やかに装飾して、すばやく Salesforce レコードに関連付ける
には、Lightning for Outlook で拡張メールを使用します。Lightning for Outlook は、Lightning Experience および Salesforce
Classic の両方で管理できます。
Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 双方向の行動の同期とカレンダーインテグレーションの向上
Microsoft Exchange と Salesforce 間で双方向に同期するように取引先責任者および行動を設定して、チームの生
産性を向上させます。そして、Lightning Sync 独自のいくつかの機能を設定することによって、チームが
Salesforce カレンダーを最大限に活用できるようにします。この変更は、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適用されます。これらの変更には、Microsoft® Office 365®
と Lightning Sync も必要です。Lightning Sync は、OAuth 2.0 接続が設定され、同期方向が [双方向同期] に設定さ
れている必要があります。
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Salesforce for Outlook: 必須の重要なアップグレード、使用可能になった次世代製品
従来のバージョンの Microsoft アプリケーションから作業している営業チームは、インストール可能な Microsoft®
インテグレーション製品を引き続き使用できます。ただし、最新の Microsoft インテグレーション、Lightning
for Outlook および Lightning Sync のシステム要件を満たしている場合、今すぐこれらの製品に移行することを
お勧めします。これにより、最新機能を利用でき、今後手動でアップグレードしないで済むようになりま
す。次世代製品のシステム要件を満たしていない場合、サービスが中断されないように、Salesforce for Outlook
システム要件への保留中の変更についてお読みください。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方に適用されます。
拡張差し込み印刷: 簡単な設定、サポートする Microsoft® Word ファイルの種類の増加
営業担当は、拡張差し込み印刷を使用して、取引先責任者、リード、およびその他の Salesforce レコードの
データが含まれる差し込み印刷 Word ドキュメントを生成できます。拡張差し込み印刷では Word ドキュメ
ントが生成されるため、営業担当は見込み客や顧客に好みの形式で差し込み印刷のコンテンツを提供でき
ます。営業担当は、レターを送信したり、表示ラベルを作成したり、差し込み印刷のメッセージをメール
に添付したりできます。これらの変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

モバイル: 検索と承認の改善、要件の更新、および Mobile Classic
の要件
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。
Salesforce は、オフィスの外にいるユーザをサポートする新しい方法を追加するために懸命に取り組んでいま
す。Salesforce1 では、検索、承認、その他多数のセールス機能の改善が提供されるため、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。
このセクションの内容:
Salesforce1: 改善された検索と承認による効率的な作業
Salesforce1 モバイルアプリケーションにより、チームの作業が簡易化され効率的になります。アップグレー
ドされた検索では、チームがタップする前にレコードに関するより多くの情報が提供されます。ルックアッ
プのインスタント結果で、プライマリレコード名の下にセカンダリ項目が表示されるようになりました。
この項目は、適切なレコードを選択するための詳細なコンテキスト情報をチームに表示します。小さなモ
バイルデバイスのキーボードで検索語の入力ミスがあった場合、スペル修正機能でスペルが似ている検索
語の一致がチームに表示されるようになったため、再入力する必要はありません。また、モバイルデバイ
スから直接承認申請の再割り当てまたは取り消しを実行できるようになったため、チームはより効率的に
承認を管理できます。
Salesforce Mobile Classic 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 Mobile Classic 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 Mobile Classic 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。
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SalesforceA: Android および iOS ユーザ向けのさらなるリソースオプション
SalesforceA for Android バージョン 3.1 と SalesforceA for iOS バージョン 3.4 が正式リリースされました。SalesforceA
の [リソース] ページでさらに多くの操作を実行できます。
Salesforce Chatter: Windows 10 を操作する新しい方法
Salesforce Chatter のバージョン 1.0 が 2017 年 5 月 29 日の週に Windows Store で正式リリースされました。このア
プリケーションは、Chatter へのアクセスや同僚とのコラボレーションを行うための新しい使いやすい方法
を Windows 10 Anniversary Edition ユーザに提供します。
関連トピック:
Wave: モバイルでの分析
モバイルアプリケーション SDK 用の Snap-in のさらなる改善

Salesforce1: 改善された検索と承認による効率的な作業
Salesforce1 モバイルアプリケーションにより、チームの作業が簡易化され効率的
エディション
になります。アップグレードされた検索では、チームがタップする前にレコー
ドに関するより多くの情報が提供されます。ルックアップのインスタント結果
使用可能なエディション:
で、プライマリレコード名の下にセカンダリ項目が表示されるようになりまし
Database.com Edition を除
た。この項目は、適切なレコードを選択するための詳細なコンテキスト情報を
くすべてのエディション
チームに表示します。小さなモバイルデバイスのキーボードで検索語の入力ミ
スがあった場合、スペル修正機能でスペルが似ている検索語の一致がチームに
表示されるようになったため、再入力する必要はありません。また、モバイルデバイスから直接承認申請の再
割り当てまたは取り消しを実行できるようになったため、チームはより効率的に承認を管理できます。
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。
最新の Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの新機能
Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの最新リリースはバージョン 13.0 です。バージョン 13.0 アプ
リケーションの新機能の概要は次のとおりです。
Salesforce1: 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 Summer '17 の機能
Salesforce1 モバイルアプリケーションでは、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。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 Salesforce Summer ’17
の拡張機能を確認してください。
Salesforce1 アプリケーション開発の概要
Force.com プラットフォームの次の機能強化は、Salesforce1 の開発をサポートします。
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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。

最新の Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの新機能
Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションの最新リリースはバージョン 13.0 です。バージョン 13.0 アプリ
ケーションの新機能の概要は次のとおりです。

Salesforce1 for iOS バージョン 13.0
2017 年 6 月 12 日の週初めに、App Store で Salesforce1 for iOS バージョン 13.0 の提供が開始されます。
Salesforce1 for iOS の新機能を次に示します。
• Salesforce の行動でのミーティング出席者の招待、参照、管理、同期
• 取引先がレスポンスしているキャンペーンの確認
• Salesforce1 でナレッジ記事を使用して外出先で回答を取得
• ケースコメントの参照、作成、編集、および削除

Salesforce1 for Android バージョン 13.0
Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションのバージョン 13.0 は、2017 年 6 月 19 日の週に Google Play
にリリースされ、数週間で徐々にお客様にロールアウトされます。
Salesforce1 for Android の新機能を次に示します。
• Salesforce1 for Android の新しい検索機能
• Salesforce の行動でのミーティング出席者の招待、参照、管理、同期
• 取引先がレスポンスしているキャンペーンの確認
• Salesforce1 でナレッジ記事を使用して外出先で回答を取得
• ケースコメントの参照、作成、編集、および削除

Salesforce1: 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。
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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

デバイスおよびブラウザのサポート
Salesforce1 の要件の更新
データのアクセスおよび表示
外部オブジェクトの選択リストおよび複数選択リストサ
ポートの改善
外部オブジェクトの検索結果に適用される新しい処理数制
限
ナビゲーションおよびアクション
アクションの成功メッセージからレコードへの直接移動
検索
タップの前にレコードに関する詳細情報の取得
取引先名を使用した商談の検索
さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
Salesforce1 for Android の新しい検索機能
(v13.0 の新機
能)
セールス機能
個人取引先への簡単な移動
取引先レコードからの取引先責任者の迅速な作成
取引先がレスポンスしているキャンペーンの確認
取引先からキャンペーンへのメンバーの追加
キャンペーン項目履歴の追跡
キャンペーンのその他の変更
生産性機能
Microsoft® Office 365® と Salesforce を同期するときのカレンダー
内のイベント参加者 (行動の被招集者) の詳細の取得
リストビューからのグラフの削除
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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

メモのフィード追跡の無効化
関連リストでの個人取引先のすべてのメモの表示
Salesforce API による Lightning Experience への従来のメモの変
換
Microsoft インテグレーション
Microsoft® の連絡先 (取引先責任者) とイベント (行動) の同期
頻度の増加
Google インテグレーション
Salesforce と Google コンタクト間の取引先責任者の同期
Google® の連絡先 (取引先責任者) と予定 (行動) の同期頻度の
増加
カスタマーサービス機能
[メールを送信] クイックアクションの名前を [メール] に変
更
Salesforce1 でナレッジ記事を使用して外出先で回答を取得
レポートとダッシュボード
Salesforce1 の従来のグラフは Winter '18 で廃止 (段階的廃止)
Chatter
トピックを使用した投稿やコメントへのタグ付け
フィードとディスカッションのグローバル検索結果の関連
性による並び替え
Salesforce Communities
モバイルデバイスからコミュニティへのアンケート投稿
ビジネスロジックおよびプロセスの自動化
Lightning ページへのフローの埋め込み (正式リリース)
承認申請の再割り当て
送信済み承認申請の取り消し
承認コメントの参照
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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

フルサ
イトの
[設定]

その他の機能強化
カスタム項目のリッチテキストエディタの新しい外観
Salesforce1 での割り当てチェックボックスの表示

Salesforce1 の要件の更新
Salesforce1 は、ダウンロード可能アプリケーションやモバイル Web アプリケーションとして多くの一般的なモ
バイルプラットフォームで使用できます。Salesforce は、Salesforce1 を使用するための要件を改訂しています。
アプリケーションを使用するためのモバイルプラットフォーム要件と、Salesforce1 環境を継続的に改善するた
めの機能テストとパフォーマンステストに使用するデバイスについて説明します。

モバイルプラットフォーム要件
ユーザは、次のモバイルプラットフォーム要件を満たす携帯電話やタブレットで Salesforce1 を実行できます。
*

オペレーティングシステムおよびバージョン要件

モバイルブラウザ要件

Android 4.4 以降

Android の Google Chrome

iOS 10.0 以降

iOS の Apple Safari

Windows 10 (モバイルブラウザアプリケーションのみ)

Windows 10 の Microsoft Edge

Windows 8.1 (モバイルブラウザアプリケーションのみ) Windows 8.1 の Internet Explorer 11 (2017 年 12 月 17 日でサ
ポートを終了)

*

モバイルブラウザの最新バージョンが必要です。モバイルブラウザ要件は、Salesforce1 モバイルブラウザアプ
リケーションにのみ適用されます。
急速に進化し続けるモバイル市場でイノベーションを行い、Salesforce1 を最新の状態に保つために、プラット
フォームの最小要件は事前通知の有無に関わらず、Salesforce の自由な裁量によって変更される可能性がありま
す。

Salesforce1 テストに使用されるモバイルデバイス
Salesforce は、選択した一連のモバイルデバイスで Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションおよびモバイ
ルブラウザアプリケーションの自動テストや手動テストを実行します。次に、Summerr '17 リリースの Salesforce1
テストに使用されるデバイスのリストを示します。

467

Salesforce Summer '17 リリースノート

Salesforce1: 改善された検索と承認による効率的な作業

プラットフォーム

携帯電話

タブレット

Android

• Google Pixel XL

• Samsung Galaxy Note 10.1

• Google Pixel

• Samsung Tab A 9.7

• Google Nexus 6P

• Samsung Tab A 8.0

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Tab S2

• Samsung Galaxy S6
• Samsung Galaxy S5
• Samsung Galaxy Note 5
• Samsung Galaxy Note 4
iOS

• iPhone 7/7 Plus

• iPad Pro 12.9”

• iPhone 6S/6S Plus

• iPad Pro 9.7”

• iPhone 6/6 Plus

• iPad Air 2

• iPhone 5S

• iPad Mini 4

• iPhone SE
Windows

• Nokia 1020 (Windows 8.1 搭載)

• N/A

(モバイルブラウザアプリケーショ • Lumia 950 (Windows 10 搭載)
ンのみ)

お客様は、現在のプラットフォーム要件を満たしていればテスト対象外デバイスでも Salesforce1 を使用できま
す。
急速に進化し続けるモバイル市場でイノベーションを行い、Salesforce1 を最新の状態に保つために、Salesforce1
テスト対象デバイスのリストは事前通知の有無に関わらず、Salesforce の自由な裁量によって変更される可能性
があります。

Salesforce1 の更新
お客様のデバイスが現在のプラットフォームの最小要件を満たしていれば、Salesforce1 機能の更新および修正
を利用できます。
弊社の目標は、Salesforce の各メジャーリリースに合わせて Salesforce1 機能の更新をリリースすることです。こ
の情報は、お客様のリリース計画を支援するために提供されていますが、Salesforce の自由な裁量によって変更
される可能性があります。
モバイルブラウザアプリケーション
拡張機能は、Salesforce の各メジャーリリースで自動的に使用できるようになります。
ダウンロード可能アプリケーション
拡張機能は、メジャーバージョンの更新で提供されます。すべての本番インスタンスに対する Salesforce の
各メジャーリリースが完了してからダウンロード可能アプリケーションの新しいメジャーバージョンがリ
リースされる予定です。新しいメジャーバージョンがリリースされる期間は変動し、Apple や Google の新し
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い要件または iOS や Android のオペレーティングシステムの変更など、Saleforce が制御できない要素の影響を
受ける可能性があります。
お客様のモバイルデバイスが Salesforce の現在のモバイルオペレーティングシステムの最小要件を満たして
いれば、App Store や Google Play からダウンロード可能アプリケーションの新しいメジャーバージョンとバグ
修正バージョンをインストールできます。デバイスで古いオペレーティングシステムが実行されている場
合、Salesforce1 の更新バージョンは App Store に表示されません。

Salesforce1 のカスタマーサポートサービス
Salesforce カスタマーサポートは、次の場合に Salesforce1 の問題のトラブルシューティングを行うよう商業上合
理的な努力を行うものとします。
• ユーザのデバイスが現在のプラットフォームの最小要件を満たしている
• ダウンロード可能アプリケーションユーザが Salesforce1 の最新バージョンをインストールしている
お客様が Salesforce テスト対象デバイスで Salesforce1 を実行している場合、モバイルアプリケーションの問題を
より効率的にトラブルシューティングできます。お客様がテスト対象外デバイスを使用している場合、プラッ
トフォームの最小要件を満たしていても、デバイスメーカー固有のカスタマイズのために一部の問題を再現で
きない可能性があります。
古いデバイスや計算およびメモリ機能が低いデバイスで Salesforce1 を実行すると、Salesforce テスト対象デバイ
スと比較して、アプリケーションのパフォーマンスが低くなることがあります。

Salesforce1 for Android の新しい検索機能
Salesforce1 for Android の新しい改善された検索機能を使用して、レコードや他のエンティティを従来よりも簡単
に検索できます。新しい検索機能は、Salesforce フルサイトの Lightning Experience に基づいています。Lightning
Experience の検索に慣れているユーザであれば、Salesforce1 for Android の新しい検索機能が直感的で使いやすいこ
とがわかります。この新機能は、Salesforce1 for Android ダウンロード可能アプリケーションのバージョン 13.0 以
降で使用できます。
アプリケーションのどこからでも新しい検索機能にアクセスできるようになりました。ユーザはアプリケー
ションのどこからでも

をタップして検索を開始できます。
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タップの前にレコードに関する詳細情報の取得
ルックアップのインスタント結果でプライマリレコード名の下にセカンダリ項目が表示されます。この項目に
は、ユーザが適切なレコードを選択するために役立つ詳細なコンテキスト情報が表示されます。たとえば、類
似するレコード名をユーザが容易に区別できるように、会社「Acme」の下に場所「サンフランシスコ」が表示
されます。または、取引先と取引先責任者レコードの下に電話番号が表示されます。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。
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検索レイアウトをカスタマイズして、ユーザに表示するセカンダリ項目を決定できます。検索結果レイアウト
内の 2 番目の使用可能な項目がインスタント結果のセカンダリ項目として表示されます。使用不可能な項目の
例としては、数式項目、HTML 形式の項目、インライン画像項目、選択リスト、ロングテキスト項目がありま
す。

個人取引先への簡単な移動
Salesforce は、皆さんが目的の場所に急いでいることを理解しています。取引先
責任者項目 (活動レコードの [名前] 項目など) から個人取引先への移動を試みる
と、個人取引先レコードに直接移動します。ここには、個人取引先レコードに
期待するすべての項目、関連リスト、アクションが含まれます。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。

取引先レコードからの取引先責任者の迅速な作成

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

営業担当が取引先レコードの [取引先責任者] または [関連取引先責任者] 関連リ
ストから取引先責任者を作成すると、新しい取引先責任者の郵送先住所、電話
番号、FAX 番号が取引先レコードから自動的に入力されます。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。
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Salesforce1 の従来のグラフは Winter '18 で廃止 (段階的廃止)
従来のグラフは長い間 Salesforce1 環境の一部でしたが、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) に置き換えられました。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 Winter '18 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

• Winter '18 では、Salesforce1 には拡張グラフのみが含まれ、従来のグラフに切り
替え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。
• Salesforce フル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。

トピックを使用した投稿やコメントへのタグ付け
Salesforce1 でハッシュタグトピックを使用して Chatter の投稿とコメントにタグを付けます。トピックを投稿や
コメントに追加すると、可視性が向上し、整理しやすくなります。ユーザは、ハッシュタグトピックをタップ
して、同じトピックが含まれている投稿を見つけることができます。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: Android デバイスでは、ユーザはフィードでハッシュタグトピックをタップしてトピックの詳細ペー
ジにアクセスできません。

フィードとディスカッションのグローバル検索結果の関連性による並び替え
ユーザが Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションでグローバル検索を実行した場合、フィードおよびディ
スカッションの結果に関して 2 つの新しい並び替えオプションが表示されます。それは、[上位の投稿] (Lightning
Experience) と [よくある質問] (Lightning コミュニティ) です。[上位の投稿] と [よくある質問] は、検索クエリに基
づいた関連性の高い投稿と質問です。この機能は、ユーザが Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションを
介してアクセスする Lighting Experience と Lightning コミュニティで使用できます。
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モバイルデバイスからコミュニティへのアンケート投稿
ユーザが Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションを介してコミュニティにアクセスする場合、フィード
にもう 1 つの公開オプションがあります。それは、アンケートです。ユーザは、グループ、プロファイル、お
よびレコードのフィードでアンケートを作成できます。この機能は、ユーザが Salesforce1 モバイルブラウザア
プリケーションを介してアクセスする Lightning コミュニティで使用できます。

Salesforce1 の異なるまたは使用できない Summer '17 の機能
Salesforce1 モバイルアプリケーションでは、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。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 Salesforce Summer ’17 の拡張機
能を確認してください。
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
ケーションで動作が異なるまたは使用できない機能」を参照してください。

セールス機能
取引先責任者階層
取引先責任者階層は使用できません。
注文
ユーザは次のアクションを実行できません。
• 複数の商品を同時に追加または編集する。
• 削減注文を作成したり、削除する商品を選択したりする。

生産性機能
行動とカレンダー
• 行動の被招集者は、OAuth 2.0 接続で同期方向が双方向同期に設定された Microsoft® Office 365® および Lightning
Sync ユーザの Salesforce1 では使用できません。ミーティング主催者は、Salesforce1 から行動の取引先責任
者、リード、その他の Salesforce ユーザの表示、招待、または削除を行うことができます。ミーティング
出席者は、取引先責任者、リード、その他の Salesforce ユーザを表示できます。行動の被招集者にアクセ
スするには、Salesforce システム管理者が行動のページレイアウトに [被招集者] 項目を追加し、ミーティ
ング主催者が Lightning Experience または Salesforce1 からその行動を作成または編集する必要があります。
双方向同期を選択すると、一部の Salesforce Classic 機能が制限されます。詳細は、Salesforce ヘルプの
「Lightning Sync の考慮事項」を参照してください。
• [被招集者] 項目は、コンパクトレイアウトではサポートされません。ただし、行動のページレイアウト
に被招集者を追加すると、ユーザは Salesforce1 の行動から被招集者を表示、招待、または削除できます。
• ミーティング出席者は、Salesforce1 の行動の関連タブから他の出席者のミーティングの返答を表示でき
ませんが、[被招集者] 項目の詳細タブから返答を表示できます。
• ミーティング出席者は、Salesforce1 から行動への招待に返答できません。ユーザは Microsoft Office 365 カレ
ンダーからの受諾または拒否のみが可能です。
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Chatter
トピック
すべての Salesforce1 アプリケーションでトピックを使用できるようになりましたが、次の操作はできませ
ん。
• トピックのトレンドを表示する。
• トピックの詳細 (名前や説明) を編集する。
• お気に入りのトピックにタグを付ける。
• トピックをレコードに割り当てる。
• トピックに割り当てられたレコードを表示する。
• [関連トピック]、[関連グループ]、[トピックに関する知識がある]、[最近のファイル] 関連リストを表示
する。
• 検索時にオートコンプリートオプションでトピックを表示する。
• トピックを削除する。
• フィードからハッシュタグトピックをタップしてトピックの詳細ページにアクセスする (Android デバイ
ス)。

検索
統合検索
Salesforce1 モバイルアプリケーションでは使用できません。

データ品質と機能強化
重複管理
Salesforce1 では、同じオブジェクトまたは複数の取引先、取引先責任者、リードの既存の重複レポートに関
するアラートがユーザに表示されません。
データ評価
データ評価は、取引先データ評価 (Data.com の「取引先の会社情報」ルールに基づく) でも AppExchange パッ
ケージのデータでも使用できません。

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

API のサポート
Force.com API では、Salesforce1 の開発がサポートされています。別途記載がない限り、Salesforce1 開発のこれらの
機能強化は、API バージョン 40.0 で使用できます。
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REST API
Search Suggested Records リソースで useSearchScope パラメータを使用し、ユーザの検索範囲から

提案されるレコードを取得します。これには、ユーザが最も頻繁に使用したオブジェクトが含まれます。
リクエストごとにオブジェクトのリストが提されなくても、関連性の高い結果がユーザに提供されます。

Salesforce Mobile Classic 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 Mobile Classic 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 Mobile Classic 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 Mobile Classic 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 Mobile Classic 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 Mobile Classic の廃止および移行オプションについての詳細は、「Salesforce Mobile Classic 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。

SalesforceA: Android および iOS ユーザ向けのさらなるリソースオプ
ション
SalesforceA for Android バージョン 3.1 と SalesforceA for iOS バージョン 3.4 が正式リリー
スされました。SalesforceA の [リソース] ページでさらに多くの操作を実行できま
す。
このセクションの内容:
SalesforceA を使用した Lightning Experience 準備状況の確認
Lightning Experience の準備を行うために会社で何をする必要があるのか興味が
ありますか? Lightning の準備が整っているのかを確認するには、実装したいく
つかの主要な機能とカスタマイズを評価します。次に、評価結果を使用し
て、対処すべき内容と、ユーザに新しいインターフェースを提供するための
ロールアウト計画の作成方法を確認します。Lightning Experience 準備状況チェッ
クは、SalesforceA for Android バージョン 3.1 と SalesforceA for iOS バージョン 3.4 で
使用できます。
SalesforceA を使用したオプティマイザの開始

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

ユーザ権限
SalesforceA を使用する
• 「ユーザの管理」

Salesforce オプティマイザは、現在の実装を評価し、特定の Salesforce 機能がど
のように使用されているかを確認します。その後、実装を改善できる方法を特定します。Sandbox 環境また
は本番環境でオプティマイザを実行して、機能の改善、カスタマイズのクリーンアップ、複雑さの軽減、
機能の採用の促進を実現するための推奨事項を取得できます。オプティマイザは、SalesforceA for Android バー
ジョン 3.1 と SalesforceA for iOS バージョン 3.4 で使用できます。
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2 つの SalesforceA 接続アプリケーションへの分離
この最新リリースの前は、Android と iOS の両方をサポートする 1 つの接続アプリケーションで SalesforceA の
セキュリティ設定および権限設定が管理されていました。新しい SalesforceA for Android バージョン 3.1 と
SalesforceA for iOS バージョン 3.4 のセキュリティ設定および権限設定は、それぞれ個別の各接続アプリケー
ションで管理されます。

SalesforceA を使用した Lightning Experience 準備状況の確認
Lightning Experience の準備を行うために会社で何をする必要があるのか興味がありますか? Lightning の準備が整っ
ているのかを確認するには、実装したいくつかの主要な機能とカスタマイズを評価します。次に、評価結果を
使用して、対処すべき内容と、ユーザに新しいインターフェースを提供するためのロールアウト計画の作成方
法を確認します。Lightning Experience 準備状況チェックは、SalesforceA for Android バージョン 3.1 と SalesforceA for iOS
バージョン 3.4 で使用できます。
評価を開始するには、[リソース] ページに移動して Lightning Experience 準備状況チェックを開始します。次に、
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。このレポートには、Lightning Experience の準
備を行うために実行する必要のある作業に関するアドバイスと推奨事項が記載されています。

準備状況レポートがメールで送信されたら、レポートを使用してロールアウト計画を作成する方法に関するガ
イドラインを確認します。
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Lightning Experience 準備状況チェックのガイドラインについての詳細は、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience
への準備状況の評価」を参照してください。
関連トピック:
Lightning Experience 準備状況チェック時の分析の拡張

SalesforceA を使用したオプティマイザの開始
Salesforce オプティマイザは、現在の実装を評価し、特定の Salesforce 機能がどのように使用されているかを確認
します。その後、実装を改善できる方法を特定します。Sandbox 環境または本番環境でオプティマイザを実行
して、機能の改善、カスタマイズのクリーンアップ、複雑さの軽減、機能の採用の促進を実現するための推奨
事項を取得できます。オプティマイザは、SalesforceA for Android バージョン 3.1 と SalesforceA for iOS バージョン 3.4
で使用できます。
評価を開始するには、[リソース] ページに移動してオプティマイザを開始します。分析が完了したら、パーソ
ナライズされたオプティマイザレポートがメールで送信されます。このレポートには、実装の改善に関するア
ドバイスと推奨事項が記載されています。

オプティマイザレポートがメールで送信されたら、レポートの推奨事項を使用して、機能と設定を調整して実
装を改善します。
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Salesforce Chatter: Windows 10 を操作する新しい方法

オプティマイザのガイドラインについての詳細は、Salesforce ヘルプの「オプティマイザを使用した Salesforce 実
装の改善」を参照してください。

2 つの SalesforceA 接続アプリケーションへの分離
この最新リリースの前は、Android と iOS の両方をサポートする 1 つの接続アプリケーションで SalesforceA のセ
キュリティ設定および権限設定が管理されていました。新しい SalesforceA for Android バージョン 3.1 と SalesforceA
for iOS バージョン 3.4 のセキュリティ設定および権限設定は、それぞれ個別の各接続アプリケーションで管理さ
れます。
メモ: 以前のバージョンの SalesforceA のセキュリティ設定および権限設定は、引き続き元の 1 つの接続ア
プリケーションで管理されます。
1 つの SalesforceA 接続アプリケーションを Android と iOS の 2 つの専用の接続アプリケーションに分けることで、
セキュリティ設定および権限設定をプラットフォームごとに個別に管理できます。これらの利点として、ログ
イン履歴や OAuth 利用状況が明確になり、今後の機能強化に対応しやすくなるなどの点が挙げられます。
Android と iOS の新しい SalesforceA 接続アプリケーションは、SalesforceA for Android バージョン 3.1 や SalesforceA for
iOS バージョン 3.4 を初めて使用するときにデフォルトのセキュリティ設定および権限設定 (更新トークンは取
り消されるまで有効、PIN ロックは無効など) で自動的にインストールされます。組織で接続アプリケーション
のカスタムセキュリティ設定および権限設定が必要でなければ作業は必要ありません。
元の 1 つの SalesforceA 接続アプリケーションで指定されたカスタムセキュリティ設定および権限設定が組織の
ある場合、それらの設定は Android と iOS の個別の SalesforceA 接続アプリケーションでいつでも複製できます。
SalesforceA for Android バージョン 3.1 と SalesforceA for iOS バージョン 3.4 を初めて使用する前に App Exchange の
「SalesforceA Connected Apps Administration (SalesforceA 接続アプリケーションの管理)」を参照して新しい個別の接
続アプリケーションをインストールしてください。
SalesforceA についての詳細は、Salesforce ヘルプのナレッジ記事「SalesforceA の概要」を参照してください。

Salesforce Chatter: Windows 10 を操作する新しい方法
Salesforce Chatter のバージョン 1.0 が 2017 年 5 月 29 日の週に Windows Store で正式リリースされました。このアプ
リケーションは、Chatter へのアクセスや同僚とのコラボレーションを行うための新しい使いやすい方法を
Windows 10 Anniversary Edition ユーザに提供します。
Salesforce Chatter は、Chatter で同僚とコラボレーションするためのインストール可能なアプリケーションを提供
します。ダウンロード可能アプリケーションの機能を使用して、Chatter フィードおよび投稿機能にアクセスで
きます。
再認証することなくアプリケーションから直接 Salesforce フルサイトを起動できます。一度認証すれば良いので
貴重な時間を節約できます。これにより、作業に戻って必要な Salesforce データにすばやくアクセスできます。
また、タッチ対応 Windows デバイスで、スタイラスペンで作成した図やメモを直接同僚に投稿したり、Chatter
フィードに投稿したりできます。
このセクションの内容:
サポート対象デバイスと Salesforce Chatter のインストール
Windows 10 Anniversary Edition ユーザは、Windows ストアから Salesforce Chatter を入手できます。
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Financial Services Cloud: コミュニティの Lightning コン
ポーネント、クライアントプロファイルビルダー、個人
およびリレーショングループの機能強化

Salesforce Chatter で使用可能な機能

Salesforce Chatter を使用すると、従来よりも多くの方法で Chatter を介して同僚とコラボレーションできます。
図を作成して投稿したり、1 回のログインのみで Salesforce フルサイトを起動したり、デスクトップアプリ
ケーションから直接 Chatter にアクセスしたりできます。

サポート対象デバイスと Salesforce Chatter のインストール
Windows 10 Anniversary Edition ユーザは、Windows ストアから Salesforce Chatter を入手できます。
Salesforce は、Windows 10 Anniversary Edition で実行されているデバイスの Salesforce Chatter アプリケーションに対し
てのみ自動テストと手動テストを実行します。
お客様は、テストされていないオペレーティングシステムでも Salesforce Chatter を使用できます。テスト済みの
オペレーティングシステムは、通知の有無に関わらず変更される場合があります。

Salesforce Chatter で使用可能な機能
Salesforce Chatter を使用すると、従来よりも多くの方法で Chatter を介して同僚とコラボレーションできます。図
を作成して投稿したり、1 回のログインのみで Salesforce フルサイトを起動したり、デスクトップアプリケー
ションから直接 Chatter にアクセスしたりできます。
認証
Salesforce Chatter アプリケーションを使用すると、Chatter で作業しているときに直接 Salesforce フルサイトを起動
できます。1 回ログインするだけでアプリケーションから Salesforce のフルデスクトップ環境に移動できるた
め、時間を節約でき、Salesforce のあらゆる作業が迅速化されます。
投稿
Salesforce Chatter アプリケーションで直接画像やファイルを添付できます。Salesforce Chatter に固有の機能として、
指またはスタイラスペンで作成した図を投稿するためのキャンバスが挙げられます。この独自機能を使用し
て、次のプロジェクトのデザインアイデアをモックアップしたり、手書きのミーティングメモを簡単に共有し
たりできます。アプリケーション内で描画して Chatter 投稿に直接添付できるため、同僚と簡単に共有できま
す。

Financial Services Cloud: コミュニティの Lightning コンポーネン
ト、クライアントプロファイルビルダー、個人およびリレーショ
ングループの機能強化
コミュニティで利用可能になった Financial Services Cloud Lightning コンポーネント
の財産を共有します。新しいクライアントプロファイルビルダーを使用して、
個人を速やかに作成してグループに追加します。Wave for Financial Services Cloud の
クイックアクションを利用します。
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Lightning コンポーネントを使用した独立アドバイザー向
けデジタルポータルの構築

このセクションの内容:
Lightning コンポーネントを使用した独立アドバイザー向けデジタルポータルの構築
アドバイザーパートナーポータルを使用して、独立アドバイザーネットワークを構築および強化します。
ブランド設定された安全な場所で独立アドバイザーと直接やりとりして、クライアントデータ (金融口座、
目標、リレーションなど) を共有します。Financial Services Cloud Lightning コンポーネントおよびユーザプロファ
イルを使用すると、実装の迅速化と独立アドバイザーの生産性の大幅な向上が実現します。
コミュニティでの Financial Services Cloud へのアクセス
独立アドバイザーやクライアントが Financial Services Cloud の必要なデータにアクセスしたり、操作したりで
きるように Community Cloud でカスタムブランドポータルを作成できるようになりました。
クライアントプロファイルビルダーを使用した個人の作成
アドバイザーは新しいクライアントプロファイルビルダーを使用して、個人を作成し、その個人をリレー
ショングループに追加できるようになりました。
Einstein Analytics for Financial Services Cloud でのアクションの実行
Wave Analytics を使用したアクション可能なクライアントインサイトにより、アドバイザリチームはクライ
アントデータにクイックアクションを実行できます。アドバイザーは、5 個の Wave ダッシュボードで活動、
ToDo、行動を記録し、クライアントリスト全体の主要なインサイトを浮かび上がらせることができます。
分析や複数のスプレッドシートのサポートは必要ありません。
リレーショングループでのメンバーの詳細のロック解除
グループメンバーの詳細コンポーネントを設定して、ビジネスに最も関連する情報を柔軟に表示できるよ
うになりました。
取引先情報と取引先責任者情報の設定
アドバイザーが作業がしやすくなるように取引先情報と取引先責任者情報を柔軟に設定できるようになり
ました。Lightning アプリケーションビルダーでは、取引先責任者の詳細をクライアントレコードページの
上部に表示し、取引先情報を下部に表示することができます。またはその逆にすることもできます。さら
に、[関連] タブの [取引先] 関連リストと [取引先責任者] 関連リストの配置を変更することもできます。
姓を最初に表示
名前の順序が異なる言語をサポートするために、詳細ページに表示する個人の名と姓の順序を変更できる
ようになりました。
Financial Services Cloud のその他の変更
Financial Services Cloud 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。

Lightning コンポーネントを使用した独立アドバイザー向けデジタル
ポータルの構築
アドバイザーパートナーポータルを使用して、独立アドバイザーネットワークを構築および強化します。ブラ
ンド設定された安全な場所で独立アドバイザーと直接やりとりして、クライアントデータ (金融口座、目標、
リレーションなど) を共有します。Financial Services Cloud Lightning コンポーネントおよびユーザプロファイルを使
用すると、実装の迅速化と独立アドバイザーの生産性の大幅な向上が実現します。
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コミュニティでの Financial Services Cloud へのアクセス

独立アドバイザーが Financial Services Cloud コミュニティにアクセスできるように、アドバイザーパートナーユー
ザを作成して必要な権限を割り当てます。アドバイザーパートナープロファイルには、アドバイザープロファ
イルの標準オブジェクトと標準項目の項目レベルセキュリティ設定が含まれます。
アドバイザーパートナープロファイルを設定したら、コミュニティビルダーで次の Financial Services Cloud Lightning
コンポーネントを追加できます。
• 誕生日カード
• 金融口座
• 金融概要
• リードカード
• 商談
• RMD カード
• ToDo カード
Financial Services Cloud コミュニティの Lightning コンポーネントは、モバイル環境でサポートされています。コ
ミュニティに合わせてこれらのコンポーネントのブランド設定をカスタマイズすることもできます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Financial Services Cloud Upgrade Guide (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)

コミュニティでの Financial Services Cloud へのアクセス
独立アドバイザーやクライアントが Financial Services Cloud の必要なデータにアクセスしたり、操作したりできる
ように Community Cloud でカスタムブランドポータルを作成できるようになりました。
Financial Services Cloud コミュニティを設定するには、Financial Services Cloud とコミュニティのユーザライセンスが
あることを確認してください。

クライアントプロファイルビルダーを使用した個人の作成
アドバイザーは新しいクライアントプロファイルビルダーを使用して、個人を作成し、その個人をリレーショ
ングループに追加できるようになりました。
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Einstein Analytics for Financial Services Cloud でのアクショ
ンの実行

クライアントプロファイルビルダーを使用すると、アドバイザーは次の情報を 2 つの個別のフローで入力する
のではなく、連結した一連のステップで入力できます。
• 取引先の詳細
• 取引先責任者の詳細
• リレーショングループのレコードタイプ (省略可能)
• リレーショングループの詳細 (省略可能)

クライアントプロファイルビルダーにアクセスするには、ホームページの個人の作成コンポーネントで[新規]
をクリックします。
Financial Services Cloud の既存のカスタム Lightning ページでこの機能を取得するには、個人の作成コンポーネント
を Lightning ページに追加していることを確認してください。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: Financial Services Cloud Upgrade Guide (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)

Einstein Analytics for Financial Services Cloud でのアクションの実行
Wave Analytics を使用したアクション可能なクライアントインサイトにより、アド
バイザリチームはクライアントデータにクイックアクションを実行できます。
アドバイザーは、5 個の Wave ダッシュボードで活動、ToDo、行動を記録し、ク
ライアントリスト全体の主要なインサイトを浮かび上がらせることができます。
分析や複数のスプレッドシートのサポートは必要ありません。
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リレーショングループでのメンバーの詳細のロック解除

リレーショングループでのメンバーの詳細のロック解除
グループメンバーの詳細コンポーネントを設定して、ビジネスに最も関連する情報を柔軟に表示できるように
なりました。
表示する情報を変更するには、表示する情報を含めるように独自の項目セットを作成した後、新しいグループ
メンバーの詳細 Lightning コンポーネントを設定します。

取引先情報と取引先責任者情報の設定
アドバイザーが作業がしやすくなるように取引先情報と取引先責任者情報を柔軟に設定できるようになりまし
た。Lightning アプリケーションビルダーでは、取引先責任者の詳細をクライアントレコードページの上部に表
示し、取引先情報を下部に表示することができます。またはその逆にすることもできます。さらに、[関連] タ
ブの [取引先] 関連リストと [取引先責任者] 関連リストの配置を変更することもできます。

姓を最初に表示
名前の順序が異なる言語をサポートするために、詳細ページに表示する個人の名と姓の順序を変更できるよう
になりました。
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Financial Services Cloud のその他の変更

[取引先名形式] の [業種アプリケーション設定] カスタム設定を編集し、サポートされる次の 2 つの形式のいず
れかを入力します。
• {firstname} {lastname}
• {lastname} {firstname}
メモ: 形式が正しく入力されない場合、デフォルトで {firstname} {lastname} 形式が使用されます。
変更を保存して、個人の名前を編集します。更新された取引先名形式は、すべての個人に適用されます。
{lastname} {firstname} 形式の場合のみ、組織のデフォルトのロケールを適切なロケールに変更し、{lastname} {firstname}
形式がすべての個人の取引先責任者の詳細セクションに表示されるようにしてください。

Financial Services Cloud のその他の変更
Financial Services Cloud 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:
権限セットライセンスの割り当て
Financial Services Cloud の Standard Permission Set ライセンスを各ユーザに割り当てて、Financial Services Cloud への
アクセスを制御します。Summer '17 リリース以降、Financial Services Cloud の Standard Permission Set ライセンス
を各ユーザに割り当てる必要があります。Summer '17 リリースより前に Financial Services Cloud 管理パッケー
ジをインストールしている場合、別途通知があるまでこの手順は省略可能です。

権限セットライセンスの割り当て
Financial Services Cloud の Standard Permission Set ライセンスを各ユーザに割り当てて、Financial Services Cloud へのアク
セスを制御します。Summer '17 リリース以降、Financial Services Cloud の Standard Permission Set ライセンスを各ユー
ザに割り当てる必要があります。Summer '17 リリースより前に Financial Services Cloud 管理パッケージをインス
トールしている場合、別途通知があるまでこの手順は省略可能です。
メモ: Financial Services Cloud コミュニティユーザには、Financial Services Cloud の Standard Permission Set ライセン
スは必要ありません。Einstein Analytics for Financial Services Cloud にアクセスするには、Wave Embedded App 権限
セットライセンスが必要です。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: 権限セットライセンスとは? (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)
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Health Cloud: 統合された Analytics リスト、並行ケアプラ
ン、Health Cloud Empower Lightning コンポーネントなど

Health Cloud: 統合された Analytics リスト、並行ケアプラン、Health
Cloud Empower Lightning コンポーネントなど
慢性疾患または長期的な病状を持つ患者のケアが合理化され、複数の並行ケア
プランやマネージャを設定できるようになりました。Einstein Analytics for Health
Cloud アプリケーションで作成された患者リストを Health Cloud コンソールに送信
したり、Health Cloud コンソールで使用したりできるようになりました。システ
ム管理者の作業を容易にするために、患者コミュニティを短期間で作成できる
3 つの新しい Lightning コンポーネントがパッケージ化されました。
このセクションの内容:
並行ケアプランの作成

エディション
Health Cloud を使用可能な
エディション: Salesforce
Classic
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

複数の症状を持つ患者のケアが非常に簡単になりました。ケアコーディネー
タは、並行ケアプランを作成して、コンソールの集約されたビューで患者の
問題、目標、ToDo を表示および管理できます。
Health Cloud Empower Lightning コンポーネントを使用した患者コミュニティの構築
Health Cloud Empower Lightning コンポーネントを使用すると、患者コミュニティを時間をかけずに容易に構築
できます。Health Cloud Empower コンポーネントとカスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用して患者
コミュニティをすばやくロールアウトします。患者コミュニティは、コミュニティビルダーを使用して容
易にカスタマイズできます。
Analytics アプリケーションから Health Cloud への患者リストの送信
統合された Analytics リストでは、直感的な Einstein Analytics for Health Cloud アプリケーションを使用して患者リ
ストを作成し、Health Cloud コンソールにエクスポートできます。コンソールで、ケアコーディネータは高
度に分類されたこのリストを使用して、患者をより効率的に管理できます。
ケアプラン内の項目の並び替え順の制御
ケアコーディネータはケアプランに表示する問題、目標、ToDo の順序を指定できるようになりました。こ
れで、最も重要な項目が最初に表示されます。
患者に適合したケアプランの作成
カスタムケアプランのレコードタイプを作成し、ケアコーディネータが、さまざまな種類のケアプランを
使用して患者の追跡と管理を柔軟に行うことができるようにします。
タイムラインの詳細の簡単な取得
フロート表示テキストに情報を追加して、患者のタイムライン行動に関する詳細情報をユーザに提供しま
す。また、行動のすべての詳細を表示できるように、コンソールユーザは行動をクリックして別のタブで
関連レコードを開くことができるようになりました。
タイムラインへの処置と処置要求の追加
ケアコーディネータはタイムライン上で患者の医療処置を確認し、医療処置を要求できるようになりまし
た。

485

Salesforce Summer '17 リリースノート

並行ケアプランの作成

患者リストの削除
ケアコーディネータは、使用しなくなった不要なリストを削除して、整理された管理しやすい患者リスト
を維持できるようになりました。ケアコーディネータは自分が作成したカスタム患者リストを削除できま
す。適切な権限を持っている場合は、他のユーザが作成した患者リストを削除することもできます。
Health Cloud コンソールで使用できるアーカイブ済み ToDo
患者のケアの追跡は、何年にもわたって続けられるプロセスになる可能性があります。ケアコーディネー
タの長期的な計画および管理をサポートするために、アーカイブ済みのケアプラン ToDo を参照および編集
するためのフルアクセスをケアコーディネータに付与しました。アーカイブ済み ToDo の表示と管理は、患
者のタイムライン、ケアプラン、および [Today] ページで行うことができます。
権限セットライセンスの割り当て
Health Cloud 権限セットライセンスを各 Health Cloud コンソールユーザに割り当てて、Health Cloud へのアクセ
スを制御します。Summer ’17 リリース以降、Health Cloud 権限セットライセンスを各ユーザに割り当てる必要
があります。Summer '17 リリースよりも前に Health Cloud 管理パッケージをインストールした場合は、別途
通知があるまでこのステップを省略できます。
コンソールユーザへの Visualforce ページアクセス権の追加
Summer '17 の前に作成された組織では、Health Cloud コンソールで患者リストを作成するユーザの権限セット
に HcFilterLogicValidationPage アクセス権を追加する必要があります。
Health Cloud の新しいカスタムオブジェクト
次のカスタムオブジェクトが新規追加されました。
Health Cloud オブジェクトの変更
FilterCriterion__c オブジェクトをさらに活用してください。

並行ケアプランの作成
複数の症状を持つ患者のケアが非常に簡単になりました。ケアコーディネータは、並行ケアプランを作成し
て、コンソールの集約されたビューで患者の問題、目標、ToDo を表示および管理できます。
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患者カードメニュー (1) では、任意のオープンなケアプランにすばやくアクセスできます。[すべてのケアプラ
ン] ビューでは、ケアコーディネータはケアプランの管理、プランの詳細 (2) の表示、独自のタブ (3) の各ケア
プランの操作を行うことができます。
最初は、患者の主ケアプランのみが [すべてのケアプラン] ビューに表示されます。患者の取引先レコードの
[ケアプラン] 項目の値を表示して、主ケアプランを決定できます。ケアプランは、作成された順序で表示され
ます。カスタムケアプランのレコードタイプにより、ケアコーディネータは、患者の追跡と管理を柔軟に行う
ことができます。
変換プロセス中に、各患者の主ケアプランが作成されて、患者取引先に追加されます。取引先の [ケアプラン]
項目は自動的に入力されますが、別のケアプランを後で追加できます。さらに、ケアコーディネータが並行ケ
アプランをより効率的に管理するためのワークフローを作成できます。
新規組織では、このオプションがデフォルトで有効になっています。既存組織では、Health Cloud の [カスタム
設定] の [機能切り替え] 設定を使用してこの機能を有効にできます。患者あたり 1 つのケアプランしか設定で
きないようにするには、この設定を無効にします。

Health Cloud Empower Lightning コンポーネントを使用した患者コミュ
ニティの構築
Health Cloud Empower Lightning コンポーネントを使用すると、患者コミュニティを時間をかけずに容易に構築で
きます。Health Cloud Empower コンポーネントとカスタマーサービス (Napili) テンプレートを使用して患者コミュ
ニティをすばやくロールアウトします。患者コミュニティは、コミュニティビルダーを使用して容易にカスタ
マイズできます。
Health Cloud Empower Lightning コンポーネントは Lightning アプリケーションビルダーでも使用できます。
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Health Cloud Empower Lightning コンポーネントを使用すると、次の要素を含む患者コミュニティを作成できます。
• Health Cloud Empower コンポーネントのケアプランセレクタ (1) を使用すると、Health Cloud コミュニティユー
ザは患者のケアプランを選択できます。ケアプランへのアクセス権を持つケアチームのメンバーであるユー
ザのみが選択リストにケアプランを表示できます。
• Health Cloud Empower の ケアプラン ToDo コンポーネント (2) を使用すると、Health Cloud コミュニティユーザは
ケアプランに関連付けられた ToDo を表示できます。メンバーは自分の ToDo を表示できるほか、チームの
他のメンバーにアクセスできる場合は、そのメンバーに割り当てられた ToDo も表示できます。
• Health Cloud Empower のケアチームコンポーネント (3) を使用して、ユーザおよび取引先責任者オブジェクト
から患者とケアチームに関する項目を表示します。項目の表示順序を変更できます。患者のケアチームの
メンバーのみが Health Cloud Empower のケアチームコンポーネントにアクセスできます。
また、多くのカスタム操作が必要な場合は、カスタムページの作成、ページへのコンポーネントの追加、カス
タム Lightning コンポーネントの使用、および追加の Salesforce オブジェクトの公開を行うことができます。コ
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ミュニティをすぐに開始するには、Salesforce ヘルプと『テンプレートを使用したコミュニティの作成』ガイド
を参照してください。
メモ: Health Cloud Empower Lightning コンポーネントは、Health Cloud 管理パッケージをインストールした後
にのみ使用できます。
このセクションの内容:
ケアチームメンバーにコミュニティからケアプランへのアクセス権を付与
Health Cloud Empower のケアプランセレクタコンポーネントは、コミュニティユーザが患者のケアプランを
選択できる選択リストです。ケアプランへのアクセス権を持つケアチームのメンバーであるユーザのみが
選択リストにケアプランを表示できます。
コミュニティでのケアチームへのアクセス
ユーザは Health Cloud コミュニティで患者のケアチームにアクセスできるようになりました。ユーザおよび
取引先責任者オブジェクトから項目を追加して、患者やケアチームメンバーに関する基本情報を表示でき
ます。また、項目の表示順序を変更することもできます。患者のケアチームのメンバーのみが Health Cloud
Empower のケアチームコンポーネントにアクセスできます。
ケアチームメンバーにコミュニティから ToDo へのアクセス権を付与
Health Cloud Empower のケアプラン ToDo コンポーネントを使用すると、コミュニティユーザはケアプランに
関連付けられた ToDo を表示できます。メンバーは自分の ToDo を表示できるほか、チームの他のメンバー
にアクセスできる場合は、そのメンバーに割り当てられた ToDo も表示できます。

ケアチームメンバーにコミュニティからケアプランへのアクセス権を付与
Health Cloud Empower のケアプランセレクタコンポーネントは、コミュニティユーザが患者のケアプランを選択
できる選択リストです。ケアプランへのアクセス権を持つケアチームのメンバーであるユーザのみが選択リス
トにケアプランを表示できます。
選択リストに表示された患者情報に対して患者の誕生日を追加または削除することで、コンポーネントをカス
タマイズできます。
例: Health Cloud Empower のケアプランセレクタの例 (プロパティエディタとコンポーネント)

489

Salesforce Summer '17 リリースノート

Health Cloud Empower Lightning コンポーネントを使用し
た患者コミュニティの構築

コミュニティでのケアチームへのアクセス
ユーザは Health Cloud コミュニティで患者のケアチームにアクセスできるようになりました。ユーザおよび取
引先責任者オブジェクトから項目を追加して、患者やケアチームメンバーに関する基本情報を表示できます。
また、項目の表示順序を変更することもできます。患者のケアチームのメンバーのみが Health Cloud Empower の
ケアチームコンポーネントにアクセスできます。
重要: Health Cloud Empower のケアチームコンポーネントの免責事項
システム管理者は、患者の連絡先情報を Health Cloud および Salesforce コミュニティのユーザに表示するよ
うに Health Cloud Empower のケアチームコンポーネントを設定できます。承認されたユーザのみがこの連絡
先情報にアクセスでき、患者とのコミュニケーションがすべて HIPAA 規制に従って行われていることを確
認してください。
例: Health Cloud Empower のケアチームの例 (プロパティエディタとコンポーネント)

ケアチームメンバーにコミュニティから ToDo へのアクセス権を付与
Health Cloud Empower のケアプラン ToDo コンポーネントを使用すると、コミュニティユーザはケアプランに関連
付けられた ToDo を表示できます。メンバーは自分の ToDo を表示できるほか、チームの他のメンバーにアクセ
スできる場合は、そのメンバーに割り当てられた ToDo も表示できます。
コンポーネントには、ユーザがアクセスできる患者のケアプランから表示できるすべての ToDo がリストされ
ます。デフォルトでは、メンバーは自分の ToDo を表示でき、ToDo が開いているか閉じているかによって ToDo
を絞り込むことができます。他のメンバーの ToDo の表示を有効にされたメンバーは、表示するリストを [私の
ToDo]、[私の完了した ToDo]、[すべての ToDo]、または [すべての完了した ToDo] で絞り込むことができます。
ユーザは、共有設定を通じて表示が許可されている場合のみ、他のケアチームメンバーに割り当てられた ToDo
にアクセスできます。
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例: Health Cloud Empower のケアプラン ToDo の例 (プロパティエディタとコンポーネント)

Analytics アプリケーションから Health Cloud への患者リストの送信
統合された Analytics リストでは、直感的な Einstein Analytics for Health Cloud アプリケーションを使用して患者リス
トを作成し、Health Cloud コンソールにエクスポートできます。コンソールで、ケアコーディネータは高度に分
類されたこのリストを使用して、患者をより効率的に管理できます。
Einstein Analytics for Health Cloud アプリケーションを使用して微調整を行い、ケアの対象となる人のサブセットを
選択します。次に、そのリストを Health Cloud コンソールの他の患者リストの中に表示するようにオプション
を選択します。
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リストを作成するか、既存のリストに追加するかを選択できます。
リストをコンソールに送信すると、リストに含まれるすべての人の取引先レコードにリストの名前がトピック
として追加されます。トピックは、Salesforce レコードを共通のテーマでグループ化するために使用できる単語
や語句です。トピックを使用してリストビューを絞り込むことができます。
自分が作成したリストは自分で所有します。アクセスできる他の Analytics リストにリストを追加できます。追
加先のリストの現在の所有権は変わりません。つまり、他のユーザのリストに追加しても、そのユーザがリス
トを依然として所有します。

492

Salesforce Summer '17 リリースノート

ケアプラン内の項目の並び替え順の制御

リストをエクスポートしたら、そのリストを Health Cloud コンソールの [リストを選択] ドロップダウンで使用で
きます。

ケアプラン内の項目の並び替え順の制御
ケアコーディネータはケアプランに表示する問題、目標、ToDo の順序を指定できるようになりました。これ
で、最も重要な項目が最初に表示されます。
問題、目標、ToDo は優先度に基づいて並び替えられます。複数の項目に同じ優先度が設定されている場合、
それらの項目は、割り当てられた並び替え順に従って表示されます。したがって、2 つの目標があり、その両
方に高い優先度が設定されている場合、ケアプラン内で、最も高い並び替え順が割り当てられた目標がもう一
方の目標よりも前に表示されます。
既存の組織で、ToDo を作成するケアコーディネータや他のユーザが [並び替え順] 項目を使用できるようにす
るには、その項目を [ToDo] ページレイアウトに追加する必要があります。問題と目標の項目セットは自動的に
アップグレードされます。

患者に適合したケアプランの作成
カスタムケアプランのレコードタイプを作成し、ケアコーディネータが、さまざまな種類のケアプランを使用
して患者の追跡と管理を柔軟に行うことができるようにします。
Health Cloud にはデフォルトのケアプランが付属していて、すぐに使用できるようになっています。ただし、ケ
アコーディネータは、ニーズも懸念事項も大きく異なる患者を管理することがあります。カスタムメタデータ
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を使用すると、さまざまなの種類のケアプランを作成でき、ケアコーディネータはそれを患者に適用して、カ
スタマイズされたケアを提供できるようになります。
リードから患者への変換中に、ユーザは患者の主ケアプランとして使用するケアプランのレコードタイプを選
択します。ユーザが患者 1 人につき複数のケアプランを作成できるようにすると、ケアコーディネータは、使
用するケアプランのレコードタイプの種類を選択できるようになります。
メモ: カスタムケアプランを作成するときは、ケアプランレコードに関連付けられたレコードタイプを使
用してください。標準的なケースレコードに基づいたレコードタイプは、ケアプランではサポートされ
ません。
ケアプランの複数のレコードタイプを使用するには、権限セットがコピーされている既存の組織で、リードオ
ブジェクトの [Care_Plan_Record_Type_Name] 項目と [Care_Plan_Record_Type_Namespace] 項目に対
する「参照」および「編集」権限を追加する必要があります。これらの項目に対する権限がないユーザは、ケ
アプランのデフォルトレコードタイプにのみアクセスできます。
Lead to Patient API を使用すると、リードを患者に変換できます。有効なレコードタイプ名と名前空間と一致す
る、ケアプランのレコードタイプ名と名前空間をリードカスタム項目に指定します。項目が一致しないか、現
在のユーザがそのレコードタイプにアクセスできない場合は、デフォルトのレコードタイプを使用します。デ
フォルトを指定しなかった場合、またはユーザがレコードタイプにアクセスできない場合、リードは配信済み
デフォルトレコードタイプで変換されます。

タイムラインの詳細の簡単な取得
フロート表示テキストに情報を追加して、患者のタイムライン行動に関する詳細情報をユーザに提供します。
また、行動のすべての詳細を表示できるように、コンソールユーザは行動をクリックして別のタブで関連レ
コードを開くことができるようになりました。

[タイムライン表示設定] タブの新しい 2 つの項目により、タイムラインに表示される項目や行動の情報量が多
くなります。
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• [詳細項目] のコンテンツは、行動を識別するためにタイムラインに表示されます。たとえば、ToDo の名前
を表示するには、ToDo オブジェクトの [件名] 項目を使用します。[件名] 項目のテキストは、そのタイムラ
イン行動種別で選択したアイコンと共にタイムラインに表示されます。
• [フロート表示の項目名] 項目に、表示するオブジェクトのカンマ区切り項目名を最大 7 個入力します。この
項目の値は、行動のフロート表示テキストとしてタイムラインに表示されます。項目の表示ラベルではな
く API 項目名を使用してください。有効な日付、数値、テキスト、選択リスト、コンボボックス項目であれ
ば、基盤となるオブジェクトの項目を表示できます。

タイムラインへの処置と処置要求の追加
ケアコーディネータはタイムライン上で患者の医療処置を確認し、医療処置を要求できるようになりました。
EHR 処置と EHR 処置要求では、開業医が何を指示し、どのような処置が患者に施されたかに関する情報を公開
できます。

患者リストの削除
ケアコーディネータは、使用しなくなった不要なリストを削除して、整理された管理しやすい患者リストを維
持できるようになりました。ケアコーディネータは自分が作成したカスタム患者リストを削除できます。適切
な権限を持っている場合は、他のユーザが作成した患者リストを削除することもできます。
ギアボタン
た。

ドロップダウンリストで新しい [現在のリストを削除] オプションを選択できるようになりまし
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Health Cloud コンソールで使用できるアーカイブ済み ToDo
患者のケアの追跡は、何年にもわたって続けられるプロセスになる可能性があります。ケアコーディネータの
長期的な計画および管理をサポートするために、アーカイブ済みのケアプラン ToDo を参照および編集するた
めのフルアクセスをケアコーディネータに付与しました。アーカイブ済み ToDo の表示と管理は、患者のタイ
ムライン、ケアプラン、および [Today] ページで行うことができます。
Salesforce は時間と状況に関する次の条件を満たす ToDo を定期的にアーカイブします。
• 終了してからの経過日数が 365 日を上回る行動
• 期日からの経過日数が 365 日を上回る完了した ToDo
• 期日がない場合、作成日からの経過日数が 365 日を上回る完了した ToDo
メモ: アーカイブ済み ToDo の参照と編集はできますが、アーカイブ済み ToDo はレポートに表示されませ
ん。

権限セットライセンスの割り当て
Health Cloud 権限セットライセンスを各 Health Cloud コンソールユーザに割り当てて、Health Cloud へのアクセスを
制御します。Summer ’17 リリース以降、Health Cloud 権限セットライセンスを各ユーザに割り当てる必要があり
ます。Summer '17 リリースよりも前に Health Cloud 管理パッケージをインストールした場合は、別途通知がある
までこのステップを省略できます。
メモ: Health Cloud コンソールユーザと Salesforce 内部ユーザのみが Health Cloud 権限セットライセンスを必要
とします。
関連トピック:
Health Cloud 実装ガイド: Health Cloud 権限セットライセンスの使用
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コンソールユーザへの Visualforce ページアクセス権の追加
Summer '17 の前に作成された組織では、Health Cloud コンソールで患者リストを作成するユーザの権限セットに
HcFilterLogicValidationPage アクセス権を追加する必要があります。
HcFilterLogicValidationPage アクセス権を有効にすることが必要になったのは、Health Cloud に LockerService が実装さ
れたためです。LockerService は、Lightning コンポーネントのための新しい強力なセキュリティアーキテクチャで
す。LockerService では、個々の Lightning コンポーネントが各自のコンテナで分離されるためセキュリティが向上
します。

Health Cloud の新しいカスタムオブジェクト
次のカスタムオブジェクトが新規追加されました。

エディション

Procedure__c
患者に対して実行する、または実行された医療アクション。手術のような身
体的介入から、カウンセリングや催眠療法などの侵襲性が低いものまで含ま
れます。
ProcedurePerformer__c
Procedure__c と Practitioner__c に関連する連結オブジェクト。
ProcedureRequest__c
処置を行うための要求を表します。計画、提案、または指示された処置を表
すために使用できます。

Health Cloud を使用可能な
エディション: Salesforce
Classic
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

Health Cloud オブジェクトの変更
FilterCriterion__c オブジェクトをさらに活用してください。
FilterCriterion__c
次の項目が追加されました。
IsWaveList__c

患者リストが Einstein Analytics for Health Cloud アプリケーションから作成され
たかどうかを示します。

カスタマイズ: Lightning Experience でのよりス
マートな Lightning ページ、効率的な [設定] の
ナビゲーション、フローのオプションの増加

エディション
Health Cloud を使用可能な
エディション: Salesforce
Classic
使用可能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

新しい Einstein の [おすすめ] コンポーネントを追加して、Lightning ページをよりスマートにします。Lightning
Experience でオブジェクトマネージャおよび [設定] の他の部分によりすばやく移動できます。また、拡張され
た承認および Lightning フローランタイムにより、Lightning Experience でより多くの作業を実行できます。それで
も足りない場合は、改善されたデータインポートツールとグローバル選択リストの使いやすさを確認してくだ
さい。
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カスタマイズ: Lightning Experience でのよりスマートな
Lightning ページ、効率的な [設定] のナビゲーション、フ
ローのオプションの増加

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: 新しい Lightning ページコンポーネント
3 つの新しい Lightning ページコンポーネントを使用して、ユーザが Einstein を利用できるようにし、Lightning
ページに有効なフローを埋め込み、アプリケーションのホームページにアプリケーションランチャーを追
加できます。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。
設定: 右クリックによる操作、オブジェクトマネージャの読み込み時間の短縮
Lightning Experience の [設定] 内をすばやく移動できるようになりました。右クリックで新しいタブを開くこ
とができるようになり、オブジェクトマネージャが刷新されて読み込み時間が短縮されました。さらに、
カスタム項目のリッチテキストエディタの外観が刷新され、いくつかの新しいプラットフォーム固有の言
語が追加されました。
承認: Lightning Experience および Salesforce1 ユーザのための機能の追加
Salesforce 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: Lightning コンポーネントおよび Lightning ランタイムの改善
より簡単に Lightning Experience でフローを配布できるようになりました。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正式リリースされ、リリースの制限がなくなりました。Lightning ランタイムは
リダイレクトをサポートし、カスタムボタン、カスタムリンク、および Web タブから起動できます。これ
らの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
データインポートウィザード: 外部 ID、検索、その他の機能強化
データインポートウィザードを使用してインポートするときに、特定の外部 ID の選択、複数の項目の区切
り文字からの選択、および対応付ける項目の検索ができるようになりました。データインポートウィザー
ドが無効な項目値を処理する方法も変更されました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方に適用されます。
カスタム項目および選択リスト管理: 新しいデータ型、項目のデフォルト、制限の緩和、およびグローバル
選択リストへの昇格
カスタム項目および選択リストが使いやすくなりました。項目レベルのデフォルトを設定して値レベルの
デフォルトを補完し、制限付き選択リストをグローバル選択リストに昇格して再利用します。グローバル
値セットに使用できる値の数も増加しました。
権限セット: セッションベースの権限セットの正式リリース、権限セットメタデータの動作の変更
セッションベースの権限セットが正式リリースされ、その権限セットで宣言型ツールを使用できるように
なりました。また、権限セットのメタデータを使用するときの動作の変更も確認してください。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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Lightning アプリケーションビルダー: 新しい Lightning
ページコンポーネント

Salesforce Connect: イベント監視 (パイロット)、クロス組織選択リスト、外部オブジェクトの検索結果の処理
数制限、および仮の Salesforce ID
外部オブジェクトデータにアクセスするコールアウトを追跡します。外部オブジェクトの選択リストと複
数選択リストは期待どおりに動作するようになりました。外部オブジェクトにアクセスするときに、処理
数制限を超える可能性も低くなっています。コードとインテグレーションで、検索結果の外部オブジェク
トレコードに永続的な Salesforce レコード ID が含まれることが必須となっていないことを確認してくださ
い。
プロセスビルダー: 暗号化データへのアクセス、メール通知の抑制の防止
プロセスを構築するときに、Shield Platform Encryption で保護された項目にアクセスできるようになりました。
[レコードを更新] 要素の検索条件以外では、暗号化データを使用できます。また、プロセスでメール通知
が抑制されないようにする重要な更新もリリースされました。

Lightning アプリケーションビルダー: 新しい Lightning ページコンポー
ネント
3 つの新しい Lightning ページコンポーネントを使用して、ユーザが Einstein を利
用できるようにし、Lightning ページに有効なフローを埋め込み、アプリケーショ
ンのホームページにアプリケーションランチャーを追加できます。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:
フローコンポーネントによる Lightning ページの強化 (正式リリース)

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

Lightning 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。
Einstein のおすすめによるホームページとレコードページのカスタマイズ
新しい [おすすめ] コンポーネントを追加すると、フォローする関連性の高い人および参加するグループを
ユーザに表示できます。
ホームページへのすべてのサードパーティアプリケーションのローンチパッドの追加
Lightning アプリケーションビルダーにアプリケーションランチャーコンポーネントが追加されました。ユー
ザが表示する最初のページですべてのサードパーティアプリケーションを使用できるようになりました。
ホームページでは、1 ページにさまざまなコンポーネントを組み合わせて、1 か所でユーザに重要な情報を
提供できます。ただし、以前はサードパーティアプリケーションはホームページに追加できませんでした。
ホームページにアプリケーションランチャーコンポーネントを追加すると、ユーザはワンクリックですべ
てのサードパーティアプリケーションと項目にアクセスできます。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: 新しい Lightning
ページコンポーネント

フローコンポーネントによる Lightning ページの強化 (正式リリース)
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。
関連トピック:
Lightning ページへのフローの埋め込み (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

このリリースの Lightning Experience の機能

Einstein のおすすめによるホームページとレコードページのカスタマイズ
新しい [おすすめ] コンポーネントを追加すると、フォローする関連性の高い人および参加するグループをユー
ザに表示できます。
例: [おすすめ] コンポーネントのプロパティペインと、カスタムのホームページまたはレコードページ上
のおすすめ

関連トピック:
このリリースの Lightning Experience の機能

ホームページへのすべてのサードパーティアプリケーションのローンチパッド
の追加
Lightning アプリケーションビルダーにアプリケーションランチャーコンポーネントが追加されました。ユーザ
が表示する最初のページですべてのサードパーティアプリケーションを使用できるようになりました。ホーム
ページでは、1 ページにさまざまなコンポーネントを組み合わせて、1 か所でユーザに重要な情報を提供でき
ます。ただし、以前はサードパーティアプリケーションはホームページに追加できませんでした。ホームペー
ジにアプリケーションランチャーコンポーネントを追加すると、ユーザはワンクリックですべてのサードパー
ティアプリケーションと項目にアクセスできます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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設定: 右クリックによる操作、オブジェクトマネージャ
の読み込み時間の短縮

アプリケーションランチャーは、カスタマーサービス (Napili) コミュニティテンプレートでも使用できるように
なりました。このリリースまで、アプリケーションランチャーは Salesforce Identity Aloha テンプレートでのみ使
用可能でした。
関連トピック:
このリリースの Lightning Experience の機能

設定: 右クリックによる操作、オブジェクトマネージャの読み込み時
間の短縮
Lightning Experience の [設定] 内をすばやく移動できるようになりました。右クリッ
クで新しいタブを開くことができるようになり、オブジェクトマネージャが刷
新されて読み込み時間が短縮されました。さらに、カスタム項目のリッチテキ
ストエディタの外観が刷新され、いくつかの新しいプラットフォーム固有の言
語が追加されました。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

このセクションの内容:
[設定] から右クリックで追加タブを開く
多数の猫の動画を再生できる 10 個の Web ブラウザタブよりも、ワークフローの位置を見失なわないように
することの方が重要です。[設定] で、リストビューと詳細ビューを右クリックして新しいタブを開けるよ
うになりました。新規ユーザの設定などの複数ステップのプロセスを追跡したり、ページから複数のアク
ションを実行しながらそのページを開いたままにしたりできます。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
オブジェクトマネージャをすばやく操作
Lightning Experience のオブジェクトマネージャの外観が刷新され、読み込み時間を短縮できるようになりま
した。[設定] ウィンドウの上部にある専用のタブを使用して、クイックアクション、最近のリストビュー、
および最近使ったデータにアクセスできます。オブジェクトの詳細が画面で見やすくなりました。この変
更は Lightning Experience にのみ適用されます。
[設定] で簡単に使用できる効率化機能
[設定] に移動し、簡単に使用できる効率化機能を確認してみてください。Einstein の準備状況チェック、
Salesforce オプティマイザ、および Lightning Experience 移行アシスタントを [設定] で簡単に見つけることがで
きます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
カスタム項目のリッチテキストエディタの新しい外観
カスタム項目のリッチテキストエディタが復活しました。これにより、レコード内の書式設定済みコンテ
ンツを継続して操作できます。LockerService の重要な更新が有効になっているとリッチテキストエディタは
無効になっていました。新しいバージョンには、使い慣れたリッチテキストエディタとの視覚的な違いや
書式設定の違いがいくつかあります。この変更は、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適用されます。
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設定: 右クリックによる操作、オブジェクトマネージャ
の読み込み時間の短縮

Lightning Experience でのカスタムアプリケーションの表示
Lightning Experience への切り替えは今が始めるのにふさわしいときです。まだ組織で Salesforce Classic を使用し
ている場合、切り替えを行うと、ユーザが Lightning Experience で Classic アプリケーションを使用できるよう
にカスタムアプリケーション設定が変更されます。この変更は、まだ Lightning Experience を有効にしていな
い組織にのみ適用されます。すでに Lightning Experience を有効にしている場合、現在のカスタムアプリケー
ション設定が保持されます。
アクセシビリティを理由とする Lightning Experience のルックアップレコードプレビューの無効化
Lightning Experience でレコードを表示している場合、関連レコードへのリンクにマウスポインタを置いて、
参照レコードの詳細をプレビューできます。たとえば、商談を表示しているときに取引先名にマウスポイ
ンタを置いて、取引先に関連付けられているケースや他の商談を表示できます。スクリーンリーダーを使
用している視力障害のあるユーザが Lightning Experience にアクセスできるようにこの機能を無効にできます。
参照レコードのプレビューを無効にするには、Salesforce サポートにお問い合わせください。
サポート対象言語の変更および追加
オランダ語 (ベルギー) およびドイツ語 (ベルギー) がプラットフォーム専用言語に追加されました。Salesforce
とカスタムアプリケーションにユーザと顧客が今までより多くの言語でアクセスできます。
代理管理者: より簡単な公開グループの表示と割り当て
[割り当て可能な公開グループ] ページで、1,000 件までのグループを一度に表示し、この件数を超える場合
は次のページで表示できます。これにより、多数の公開グループの割り当てが簡単になりました。ボタン
の表示ラベルも更新されました。[キャンセル] ボタンの名前が[閉じる] に変更されました。これらの変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
HYPERLINK 関数での JavaScript の実行のブロック (重要な更新)
以前は、JavaScript を使用して HYPERLINK 関数の URL 引数を準備できました。ただし、この方法はセキュリティ
の脆弱性を伴います。JavaScript はクロスサイトスクリプティングを含むことができ、ユーザに代わって URL
を実行できるためです。この重要な更新により、HYPERLINK 関数内の URL を指定するために使用した JavaScript
の実行をブロックします。
関連トピック:
新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタントによる支援の向上
Lightning Experience へのより多くのユーザの移行
Lightning Experience 環境のみを使用するようにする設定

[設定] から右クリックで追加タブを開く
多数の猫の動画を再生できる 10 個の Web ブラウザタブよりも、ワークフローの位置を見失なわないようにす
ることの方が重要です。[設定] で、リストビューと詳細ビューを右クリックして新しいタブを開けるようにな
りました。新規ユーザの設定などの複数ステップのプロセスを追跡したり、ページから複数のアクションを実
行しながらそのページを開いたままにしたりできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
たとえば、複数の選択リスト値セットを更新する場合、ブラウザで [グローバル値セット] ページを保持しなが
ら、各セットを独自のタブで開くことができます。別の作業に移る前に、変更を加えて結果を確認できます。
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設定: 右クリックによる操作、オブジェクトマネージャ
の読み込み時間の短縮

これらの新しいタブには、Lightning Experience および埋め込み Aloha ページでアクセスできます。

オブジェクトマネージャをすばやく操作
Lightning Experience のオブジェクトマネージャの外観が刷新され、読み込み時間を短縮できるようになりまし
た。[設定] ウィンドウの上部にある専用のタブを使用して、クイックアクション、最近のリストビュー、およ
び最近使ったデータにアクセスできます。オブジェクトの詳細が画面で見やすくなりました。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
[オブジェクトマネージャ] タブで、クイックアクション、最近のリストビュー、および最近使ったデータにア
クセスできます。新しいオブジェクトを作成するショートカットもあります。

[オブジェクトマネージャ] リストからオブジェクトを選択すると (1)、そのオブジェクトのすべての関連リスト
が左側に表示されます (2)。このペインは、関連リストにドリルインする間、表示されたままになります (3)。
関連リストの情報は、目を通しやすい横方向の形式で表示されます。情報を探すためにページを上下にスク
ロールする必要はありません。読み込み時間をさらに短縮するため、オブジェクトの関連リストの無限スク
ロールも追加されました。
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[設定] で簡単に使用できる効率化機能
[設定] に移動し、簡単に使用できる効率化機能を確認してみてください。Einstein の準備状況チェック、Salesforce
オプティマイザ、および Lightning Experience 移行アシスタントを [設定] で簡単に見つけることができます。この
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
• Einstein の準備状況チェックには、Einstein の今すぐ使用できる機能、およびいくつかの追加設定が必要な機
能が表示されます。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Sales Cloud Einstein」と入力し、Sales
Cloud Einstein で [準備状況チェック] を選択します。
• Salesforce オプティマイザは、現在の実装を評価し、特定の Salesforce 機能がどのように使用されているかを
確認します。その後、実装を改善できる方法を特定します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「オプ
ティマイザ」と入力し、[オプティマイザ] を選択します。
• Lightning Experience 移行アシスタントの操作がより簡潔でわかりやすくなりました。新しいウィザードスタ
イルのインターフェースを使用して、準備状況の評価、機能とユーザの設定、および切り替えを行うこと
ができます。準備状況チェックにも簡単にアクセスできます。
関連トピック:
Sales Cloud Einstein 準備状況の確認
新しいスタイルの Lightning Experience 移行アシスタントによる支援の向上

カスタム項目のリッチテキストエディタの新しい外観
カスタム項目のリッチテキストエディタが復活しました。これにより、レコード内の書式設定済みコンテンツ
を継続して操作できます。LockerService の重要な更新が有効になっているとリッチテキストエディタは無効に
なっていました。新しいバージョンには、使い慣れたリッチテキストエディタとの視覚的な違いや書式設定の
違いがいくつかあります。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce1 モバイルア
プリケーションに適用されます。
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設定: 右クリックによる操作、オブジェクトマネージャ
の読み込み時間の短縮

Salesforce Classic のリッチテキストエディタは変更されていません。Lightning Experience や Salesforce1 には、次の機
能があります。
• 太字、斜体、下線、取り消し線でのテキストの表示
• 箇条書きや番号付き箇条書きの作成
• 段落のインデントの変更
• ハイパーリンクの挿入
• 画像
• 書式設定の削除

Lightning Experience や Salesforce1 のカスタム項目の新しいリッチテキストエディタには、Salesforce Classic のリッチ
テキストエディタと比較して次のような違いがあります。
• テキスト配置ボタン (1) は、リストおよびインデントボタンの後に表示されます。
• [書式設定を削除] ボタン (2) は、テキスト書式設定をクリアします。
• デフォルトフォントファミリ (3) は、Arial、Verdana、Trebuchet MS、sans-serif ではなく Salesforce Sans、Arial、
sans-serif です。
• [元に戻す] ボタンと [やり直し] ボタンは使用できなくなりました。キーボードショートカットを使用して、
コンテンツの書式設定を元に戻したり、やり直したりできます。Windows の場合、最後のアクションを元に
戻すには Ctrl+Z キーを押し、元に戻した最後のアクションをやり直すには Ctrl+Y キーを押します。Mac OS の
場合、Cmd+Z キーと Cmd+Y キーを使用します。または、ブラウザの [編集] メニューを使用して、変更を元
に戻したりやり直したりします。
メモ: ツールバーを使用してコンテンツを書式設定することをお勧めします。リッチテキストエディタで
は、WYSIWYG インターフェースのみが提供されます。HTML タグは編集できません。Web ページまたは別
のソースからコンテンツをコピーしてエディタに貼り付けると、サポートされていないタグは削除され
ます。サポートされていないタグで囲まれていたテキストは、プレーンテキストとして保持されます。

書式設定のサポート
リッチテキストエディタの機能はその WYSIWYG インターフェースに含まれているため、エディタにコンテンツ
を入力し、できる限りツールバーを使用して書式設定してください。別のソースから書式設定済みコンテンツ
を張り付ける場合、Lightning Experience や Salesforce1 ではいくつかの書式設定の違いが生じることが予想されま
す。次に、注意すべき書式設定の考慮事項を示します。
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警告: Salesforce Classic でカスタムリッチテキストエリア項目を追加して Lightning Experience で編集する場合
も、書式設定の違いが生じることが予想されます。Lightning Experience で変更を保存すると、Salesforce Classic
の元の書式設定が上書きされます (逆の場合も同様)。この代替策として、ツールバー使用して一部の書式
設定を修正したり、Salesforce Classic に切り替えて編集したりできます。
定義リスト
定義リストの書式設定は保持されますが、Lightning Experience や Salesforce1 に表示されるスタイルは異なりま
す。定義の用語は太字になりません。
フォント
定義済みのフォントフェイス、色、サイズのあるテキストを張り付けると、font タグが、style 属性の
ある span タグに変換されます。
ヘッダー
h1、h2、h3、h4、h5、h6 タグのインラインスタイルはサポートされておらず、無視されます。
ハイパーリンク
Lightning Experience や Salesforce1 では、ハイパーリンクは常に新しいウィンドウまたはタブで開きます。
Salesforce Classic で異なる target 値のハイパーリンクを入力し、Lightning Experience または Salesforce1 でリッ
チテキスト項目を編集すると、target 値が _blank に変換されます。
インラインスタイル
Salesforce Classicでは、div、span、p、br、hr タグでインラインスタイルがサポートされています。Lightning
Experience や Salesforce1 では、span タグでのみインラインスタイルがサポートされています。
リスト
番号付き箇条書き内の箇条書きのネストや、箇条書き内の番号付き箇条書きのネストはサポートされてい
ません。箇条書き内の番号付き箇条書きのネスト (4) をエディタに貼り付けると、番号付き箇条書きが箇条
書き (5) に変換され、番号付き箇条書き内の箇条書きのネスト (6) をエディタに貼り付けると、箇条書きが
番号付き箇条書き (7) に変換されます。

警告: Lightning Experience や Salesforce1 で異なる種別のネストされたリストが含まれる既存のリッチテキ
ストエリア項目を編集すると、ネストされたリストは上記のように親リストと同じ種別に変換されま
す。今後のリリースのネストされたリストに関する継続的な改善にご期待ください。
同じ種別のネストされたリストはサポートされています。ただし、Lightning Experience や Salesforce1 でネスト
されたリストをエディタに貼り付けると、リストが 1 つのリストにフラット化されます。たとえば、箇条
書き内のネストされた箇条書き (8) を張り付けると、1 つの箇条書き (9) になります。(8) や (9) のような同じ
種別のネストされたリストの場合、ツールバーを使用してリストの書式設定を調整します。また、Tab キー
や Shift+Tab キーを押して、ネストされたリスト項目の作成や削除を行うこともできます。
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メモ: Lightning Experience や Salesforce1 では、Microsoft® Word からコピーされたリストの張り付けはサポー
トされていません。この操作を行うと、リスト項目がパラグラフに変換されます。リストのように見
えますが、p タグとして貼り付けられます。
パラグラフ
Enter キーを押すとパラグラフが作成され、Lightning Experience や Salesforce1 で保存するときにテキストにパ
ディングが追加されます。
テーブル
テーブルの貼り付けは、Salesforce Classic、Lightning Experience、Salesforce1 でサポートされていますが、編集で
きるのはテーブル内のコンテンツのみです。
テキストレベルのマークアップ
• address タグで囲まれたアドレスの場合、そのリストの書式設定が削除されます。
• q タグを使用するネストされた引用はサポートされていません。
• strike タグで囲まれた取り消し線テキストは s タグに変換されます。
• tt タグで囲まれた等幅テキストは code タグに変換されます。
次の表に、Lightning Experience や Salesforce1 のサポートされている HTML タグと書式設定の考慮事項を示します。
Lightning Experience や Salesforce1 でリッチテキスト項目を編集したり、サポートされていないタグで囲まれたテ
キストを張り付けたりすると、これらのタグは削除されます。サポートされていないタグで囲まれていたテキ
ストは、プレーンテキストとして保持されます。
Salesforce Classic で
Lightning Experience や
Lightning Experience や Salesforce1 のコメント
サポートされている Salesforce1 のカスタム項目でサ
HTML タグ
ポートされているかどうか
a

target 属性は常に _blank に設定されます。href

に値がない場合、このタグは削除されます。
abbr
acronym

このタグは abbr タグに変換されます。

address

このタグで囲まれたテキストがリストでネストされ
ている場合、エディタに貼り付けると、リストのタ
グ ol、li、ul が削除されます。address タグの前
の一部のタグは address 内でネストされます。

b
bdo
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Salesforce Classic で
Lightning Experience や
Lightning Experience や Salesforce1 のコメント
サポートされている Salesforce1 のカスタム項目でサ
HTML タグ
ポートされているかどうか
big
blockquote

連続するブロック引用はマージされます。

br
caption
cite
code
col
colgroup
dd
del
dfn
div
dl
dt

定義の用語は太字になりません。

em
font

定義済みのフォントフェイス、色、サイズのあるテ
キストを張り付けると、font タグが、style 属性の
ある span タグに変換されます。

h1

ヘッダーのインラインスタイルはサポートされてい
ません。

h2

ヘッダーのインラインスタイルはサポートされてい
ません。

h3

ヘッダーのインラインスタイルはサポートされてい
ません。

h4

ヘッダーのインラインスタイルはサポートされてい
ません。

h5

ヘッダーのインラインスタイルはサポートされてい
ません。

h6

ヘッダーのインラインスタイルはサポートされてい
ません。
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Salesforce Classic で
Lightning Experience や
Lightning Experience や Salesforce1 のコメント
サポートされている Salesforce1 のカスタム項目でサ
HTML タグ
ポートされているかどうか
hr
i
img
ins
kbd
li

同じ種別のネストされたリストを張り付けると、1 つ
のリストにフラット化されます (箇条書き内でネスト
された箇条書きなど)。ツールバーを使用して、リス
トの書式設定を調整します。

ol

順序なしリスト (箇条書き) 内の順序付きリスト (番号
付き箇条書き) のネストでは、順序付きリストが順序
なしリストに変換されます。

p
pre
q

ネストされた引用はサポートされていません。

s
samp
small
span

このタグは p タグ内でネストされ、テキストの周囲
にパディングが追加されます。

strike

このタグは s タグに変換されますが、見た目は変わ
りません。

strong
sub

ネストされた sub タグはマージされます。

sup

ネストされた sup タグはマージされます。

table
tbody
td
tfoot
th
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Salesforce Classic で
Lightning Experience や
Lightning Experience や Salesforce1 のコメント
サポートされている Salesforce1 のカスタム項目でサ
HTML タグ
ポートされているかどうか
thead
tr
tt

このタグは code タグに変換されます。

u
ul

順序付きリスト (番号付き箇条書き) 内の順序なしリ
スト (箇条書き) のネストでは、順序なしリストが順
序付きリストに変換されます。

var

Lightning Experience でのカスタムアプリケーションの表示
Lightning Experience への切り替えは今が始めるのにふさわしいときです。まだ組織で Salesforce Classic を使用して
いる場合、切り替えを行うと、ユーザが Lightning Experience で Classic アプリケーションを使用できるようにカス
タムアプリケーション設定が変更されます。この変更は、まだ Lightning Experience を有効にしていない組織に
のみ適用されます。すでに Lightning Experience を有効にしている場合、現在のカスタムアプリケーション設定
が保持されます。
Summer '17 リリース以降でカスタム Classic アプリケーションを追加するときは、次の点に留意してください。
• まだ組織で Lightning Experience を有効にしていない場合、[Lightning Experience で表示] がデフォルトで有効に
なります。
• 組織で Lightning Experience を有効にしている場合、[Lightning Experience で表示] がデフォルトで無効になりま
す。
心配いりません。この変更はカスタムアプリケーションの機能には影響しません。また、この設定は管理パッ
ケージに含まれているカスタム Classic アプリケーションには影響しません。

アクセシビリティを理由とする Lightning Experience のルックアップレコードプ
レビューの無効化
Lightning Experience でレコードを表示している場合、関連レコードへのリンクに
マウスポインタを置いて、参照レコードの詳細をプレビューできます。たとえ
ば、商談を表示しているときに取引先名にマウスポインタを置いて、取引先に
関連付けられているケースや他の商談を表示できます。スクリーンリーダーを
使用している視力障害のあるユーザが Lightning Experience にアクセスできるよう
にこの機能を無効にできます。参照レコードのプレビューを無効にするには、
Salesforce サポートにお問い合わせください。
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サポート対象言語の変更および追加
オランダ語 (ベルギー) および ドイツ語 (ベルギー) がプラットフォーム専用言語に追加されました。Salesforce と
カスタムアプリケーションにユーザと顧客が今までより多くの言語でアクセスできます。
言語にオランダ語 (ベルギー) またはドイツ語 (ベルギー) を指定すると、標準オブジェクトおよび項目の表示ラ
ベルはそれぞれオランダ語またはドイツ語に戻ります。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: サポート言語(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)

代理管理者: より簡単な公開グループの表示と割り当て
[割り当て可能な公開グループ] ページで、1,000 件までのグループを一度に表示
し、この件数を超える場合は次のページで表示できます。これにより、多数の
公開グループの割り当てが簡単になりました。ボタンの表示ラベルも更新され
ました。[キャンセル]ボタンの名前が[閉じる]に変更されました。これらの変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

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

HYPERLINK 関数での JavaScript の実行のブロック (重要な更新)
以前は、JavaScript を使用して HYPERLINK 関数の URL 引数を準備できました。ただ
し、この方法はセキュリティの脆弱性を伴います。JavaScript はクロスサイトス
クリプティングを含むことができ、ユーザに代わって URL を実行できるためで
す。この重要な更新により、HYPERLINK 関数内の URL を指定するために使用した
JavaScript の実行をブロックします。
この更新を有効にする前に、Salesforce 組織での HYPERLINK 関数の JavaScript の使用
を確認し、代替ソリューションへの移行を開始することをお勧めします。次に、
いくつかの可能な回避策を示します。
• onClick JavaScript を実行するカスタムボタンまたはリンク。「カスタムボタン
またはカスタムリンク」を参照してください。Salesforce Classic でのみサポー
トされています。

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

• Lightning Experience の [クイックアクション] ボタン。[クイックアクション] ボ
タンを使用して実行される Lightning Experience コンポーネントで JavaScript を作成します。Lightning Experience
でのみサポートされています。
• 正しい URL にリダイレクトする Apex コントローラを使用するカスタム Visualforce ページ。ユーザを任意の場
所にリダイレクトするクライアント側の条件ロジックを実行できる場合、このアプローチを取ります。空
の Visualforce ページと Apex コントローラを作成します。必要な値をリンクからコントローラに渡します。次
に、コントローラメソッドで URL を判断するロジックを実行し、リダイレクトを実行します。
この更新を Sandbox または Developer Edition 組織でテストすることをお勧めします。数式項目で HYPERLINK 関数の
動作を確認します。この重要な更新は、自動有効化日付にすべての組織で有効になります。
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CRUC の影響を受ける数式項目を確認する方法については、「Using Apex Code in Workbench to Find JavaScript (ワーク
ベンチでの Apex コードを使用した JavaScript の検索)」を参照してください。

承認: Lightning Experience および Salesforce1 ユーザのための機能の追
加
Salesforce 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

承認申請の再割り当て
他の人の承認が必要な承認申請を受信した場合、任意の Salesforce 環境の人に承認申請を再割り当てできる
ようになりました。以前は、承認申請の再割り当ては Salesforce Classic 内でのみ行うことができました。この
変更は、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適用されま
す。
送信済み承認申請の取り消し
送信した承認申請を戻す必要がある場合、任意の Salesforce 環境から承認申請を取り消すことができるよう
になりました。以前は、承認申請の取り消しはSalesforce Classic 内でのみ行うことができました。この変更
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適用されます。
承認コメントの参照
モバイルデバイスで承認申請を受信したときに、他の承認者が残したコメントを参照できるようになりま
した。以前は、承認コメントを参照するには Salesforce フルサイトを使用する必要がありました。

承認申請の再割り当て
他の人の承認が必要な承認申請を受信した場合、任意の Salesforce 環境の人に承認申請を再割り当てできるよう
になりました。以前は、承認申請の再割り当ては Salesforce Classic 内でのみ行うことができました。この変更
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適用されます。
関連トピック:
Salesforce1: すべての新機能
このリリースの Lightning Experience の機能
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送信済み承認申請の取り消し
送信した承認申請を戻す必要がある場合、任意の Salesforce 環境から承認申請を取り消すことができるようにな
りました。以前は、承認申請の取り消しはSalesforce Classic内でのみ行うことができました。この変更は、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適用されます。
関連トピック:
Salesforce1: すべての新機能
このリリースの Lightning Experience の機能

承認コメントの参照
モバイルデバイスで承認申請を受信したときに、他の承認者が残したコメントを参照できるようになりまし
た。以前は、承認コメントを参照するには Salesforce フルサイトを使用する必要がありました。
Salesforce1 の 2 つの場所でコメントを参照できます。
• 通知または未承認ナビゲーション項目から、承認申請を開きます。[コメント] をタップすると、関連付け
られたレコードのすべてのコメントが表示されます。
• レコードの [承認履歴] 関連リストから、承認申請を開きます。[コメント] をタップすると、この承認申請
の完全なコメントが表示されます。

関連トピック:
Salesforce1: すべての新機能
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Visual Workflow: Lightning コンポーネントおよび Lightning ランタイム
の改善
より簡単に Lightning Experience でフローを配布できるようになりました。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正式リリースされ、リリー
スの制限がなくなりました。Lightning ランタイムはリダイレクトをサポートし、
カスタムボタン、カスタムリンク、および Web タブから起動できます。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:

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 ページへのフローの埋め込み (正式リリース)
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。どの Lightning ページ
にもフローを追加できるようになりました。すべての Lightning ページを 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。
ボタン、リンク、およびカスタムタブから Lightning ランタイムでフローを起動
Lightning フローランタイムは、カスタムボタン、カスタムリンク、および Web タブで適切に起動されるよ
うになりました。フローが表示されるはずの画面やタブが空白になることはもうありません。
Lightning ランタイムで表示するフローのリダイレクト
URL パラメータ retURL を使用すると、フローインタビューの完了時の動作を制御できます。Lightning ラン
タイムに URL パラメータ retURL が適用されるようになりました。以前は、このパラメータは Classic ラン
タイムのみに適用されていました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。
あるときは表示、またあるときは非表示。フロー画面項目の動的更新 (パイロット)
[次へ] のクリック回数が少ないに越したことはありません。同意する方は次へお進みください。項目ルー
ルを使用して、特定の画面項目をいつ表示していつ非表示にするかを制御します。ユーザの入力と選択に
応答するガイド付き UI にフローを変換します。必要なもののみを必要なときに表示することで、ユーザの
時間を節約します。この機能は、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。
フローでの暗号化データへのアクセス (ベータ)
フローで暗号化項目がサポートされるようになりました (ただし、検索条件と並び替え内ではサポートされ
ません)。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Tooling API でフローの拡張エラーの詳細を取得
フローの作成に Force.com Tooling API を使用していますか? ほとんどの場所で、重大な UNKNOWN_EXCEPTION エ
ラーコードが FLOW_EXCEPTION に置き換えられました。また、ほとんどのフローに拡張エラーの詳細が追加
されました。これにより、クライアントに表示する適切なエラーメッセージを作成できます。
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REST API によるフローインタビューのデザインのカスタマイズ (パイロット)
フローとそのインタビューにフルアクセスできる REST API リソースのパイロットを継続します。独自のフ
ローランタイム環境を構築するには、この REST API を使用します。
関連トピック:
フローを使用したセッションベースの権限セットの有効化または無効化

Lightning ページへのフローの埋め込み (正式リリース)
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。どの Lightning ページに
もフローを追加できるようになりました。すべての Lightning ページを 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。
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。
例: 次の図は、「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た場
合にどのように表示されるかを示しています。

前回のリリースからの変更
次を含むフローコンポーネントがリリースでサポートされるようになりました。
• パッケージ
• 変更セット
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• Sandbox コピー
• Trialforce テンプレート
• メタデータ API
関連トピック:
このリリースの Lightning Experience の機能

ボタン、リンク、およびカスタムタブから Lightning ランタイムでフローを起
動
Lightning フローランタイムは、カスタムボタン、カスタムリンク、および Web タブで適切に起動されるように
なりました。フローが表示されるはずの画面やタブが空白になることはもうありません。

Lightning ランタイムで表示するフローのリダイレクト
URL パラメータ retURL を使用すると、フローインタビューの完了時の動作を制御できます。Lightning ランタ
イムに URL パラメータ retURL が適用されるようになりました。以前は、このパラメータは Classic ランタイム
のみに適用されていました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
メモ: Lightning Experience では、Web タブのフローを Visualforce ページにのみリダイレクトできます。
例: 次の URL を使用する「Survey Customers」(お客様アンケート) というカスタムボタンを作成します。
/flow/Survey_Customers?retURL=home/home.jsp

ユーザが [Survey Customers (お客様アンケート)] をクリックすると、フローが実行されます。ユーザが [完了]
をクリックすると、Salesforce はユーザをホームページにリダイレクトします。
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あるときは表示、またあるときは非表示。フロー画面項目の動的更新 (パイロッ
ト)
[次へ]のクリック回数が少ないに越したことはありません。同意する方は次へお進みください。項目ルールを
使用して、特定の画面項目をいつ表示していつ非表示にするかを制御します。ユーザの入力と選択に応答する
ガイド付き UI にフローを変換します。必要なもののみを必要なときに表示することで、ユーザの時間を節約
します。この機能は、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。
各項目ルールは、条件 (1) と項目設定 (2) で構成されます。条件は、ルールをいつ実行するかを指定します。こ
の項目設定を使用して、項目の表示、非表示、必須、またはオプションを制御できます。
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例: ユーザが希望する連絡方法をユーザに問い合わせます。ユーザが電話または文字通信を希望する場合
のみ、電話番号テキストボックスを表示し、メールを希望する場合のみ、メールアドレステキストボッ
クスを表示します。
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フローでの暗号化データへのアクセス (ベータ)
フローで暗号化項目がサポートされるようになりました (ただし、検索条件と並び替え内ではサポートされま
せん)。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、フローおよびプロセスにおける暗号化サポートのベータバージョンが含まれま
す。本番品質ではありますが、既知の制限があります。この機能にアクセスするには、Salesforce にお問い
合わせください。フィードバックや提案を送信する場合は、IdeaExchange に移動してください。
例: [取引先名] を暗号化している場合、その項目の値は更新できますが、その項目に基づいて絞り込む
ことはできません。
関連トピック:
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 (ベータ)

Tooling API でフローの拡張エラーの詳細を取得
フローの作成に Force.com Tooling API を使用していますか? ほとんどの場所で、重大な UNKNOWN_EXCEPTION エラー
コードが FLOW_EXCEPTION に置き換えられました。また、ほとんどのフローに拡張エラーの詳細が追加されま
した。これにより、クライアントに表示する適切なエラーメッセージを作成できます。
例:
バージョン 40.0 のエラーメッセージ

バージョン 39.0 のエラーメッセージ

[ {
"message" : "myRecordUpdate (Record
Update) - Your org doesn't support
encrypted fields in flows. Remove
the reference to "AccountName".",
"errorCode" : "FLOW_EXCEPTION",
"fields" : [ ],
"extendedErrorDetails" : [ {
"extendedErrorCode" :
"OBJECT_ENCRYPTED_FIELDS_NOT_SUPPORTED",
"formulaExpression" : "AccountName"
} ]
} ]

[ {
"message" : "myRecordUpdate (Record
Update) - Your org doesn't support
encrypted fields in flows. Remove
the reference to "AccountName".",
"errorCode" : "UNKNOWN_EXCEPTION",
"fields" : [ ],
} ]

REST API によるフローインタビューのデザインのカスタマイズ (パイロット)
フローとそのインタビューにフルアクセスできる REST API リソースのパイロットを継続します。独自のフロー
ランタイム環境を構築するには、この REST API を使用します。
メモ: フローランタイム REST API 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。フローランタイム
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REST API 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。フローランタイム REST
API 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。
既存のパイロットユーザの場合、前回のリリースからの変更はありません。
この API を使用して実行できることを次にいくつか示します。
• 会社のブランド設定を適用する
• 2 列のレイアウトを作成する
• 選択ボタンを作成する。ユーザは選択を行ってから [次へ] をクリックする必要がありません。
• ユーザの応答に基づいて画面を動的に更新する
例: この画面では、最初の項目の回答に基づいてテキストボックスが変わります。[はい (メールによる)]
を選択すると、テキストボックスはメールアドレスの入力を要求します。[はい (テキストによる)] を選択
すると、テキストボックスは代わりに電話番号の入力を要求します。

関連トピック:
新しいリソース: Flows と Flow Interviews (パイロット)
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データインポートウィザード: 外部 ID、検索、その他の機能強化
データインポートウィザードを使用してインポートするときに、特定の外部 ID
の選択、複数の項目の区切り文字からの選択、および対応付ける項目の検索が
できるようになりました。データインポートウィザードが無効な項目値を処理
する方法も変更されました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方に適用されます。
このセクションの内容:
対応付ける項目の検索
データインポートウィザードでの項目の対応付けは、特に多数の項目がある
オブジェクトでは紛らわしくなりがちです。この処理が簡単になりました。
項目の長いリストをスクロールする代わりに、対応付ける項目を検索できる
ようになりました。
インポートファイルでのデータの区切り

エディション
使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、
Developer Edition、および
Contact Manager Edition
使用しているエディショ
ンによって、インポート
できるオブジェクトの種
別が異なります。

データインポートウィザードで、カンマまたはタブで区切られた項目が含ま
れるファイルをインポートできるようになりました。
インポートが変更された場合のエラー処理
以前は、無効な値が含まれる CSV ファイルをインポートすると、行はインポートされても無効な項目は削
除され、エラーは通知されませんでした。この場合にその行はインポートされなくなり、インポート通知
メールに失敗のエラーが表示されるようになりました。また、ファイルに重複する行が含まれる場合、そ
れらの行はインポートされないにも関わらず、エラーのアラートは表示されませんでした。この場合、イ
ンポート通知メールに重複する行が拒否されたことが示されるようになりました。
参照項目と外部 ID の一致
データインポートウィザードでは、参照項目と主従関係項目の特定の外部 ID による一致がサポートされる
ようになりました。

対応付ける項目の検索
データインポートウィザードでの項目の対応付けは、特に多数の項目があるオブジェクトでは紛らわしくなり
がちです。この処理が簡単になりました。項目の長いリストをスクロールする代わりに、対応付ける項目を検
索できるようになりました。
データインポートウィザードの検索機能を使用して項目を対応付けるには、対応付ける CSV 項目を選択する
か、[項目を検索] ボックスの内容を変更して検索します。
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間違って対応付けてしまった項目を削除するには、[項目を検索] ボックスからその項目を削除します。

インポートファイルでのデータの区切り
データインポートウィザードで、カンマまたはタブで区切られた項目が含まれるファイルをインポートできる
ようになりました。
ただし、CSV ファイルに含まれる区切り文字は 1 つのみであることを確認してください。複数ある場合は、デー
タが誤って分割される可能性があります。データインポートウィザードで区切り文字を設定するには、[値の
区切り文字] ドロップダウンから [カンマ] または [タブ] を選択します。
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インポートが変更された場合のエラー処理
以前は、無効な値が含まれる CSV ファイルをインポートすると、行はインポートされても無効な項目は削除さ
れ、エラーは通知されませんでした。この場合にその行はインポートされなくなり、インポート通知メールに
失敗のエラーが表示されるようになりました。また、ファイルに重複する行が含まれる場合、それらの行はイ
ンポートされないにも関わらず、エラーのアラートは表示されませんでした。この場合、インポート通知メー
ルに重複する行が拒否されたことが示されるようになりました。
たとえば、インポートされるテキスト項目には文字制限があります。項目が制限を超えている場合、その行は
インポートされません。インポート通知メールで行がインポートされなかったことが示され、一括ジョブ監視
ページに詳細が表示されます。

参照項目と外部 ID の一致
データインポートウィザードでは、参照項目と主従関係項目の特定の外部 ID による一致がサポートされるよ
うになりました。
複数の外部 ID があるオブジェクトをインポートし、参照ファイルを外部 ID で一致させる場合、いずれかの外
部 ID を選択するように求められます。
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カスタム項目および選択リスト管理: 新しいデータ型、項目のデフォ
ルト、制限の緩和、およびグローバル選択リストへの昇格
カスタム項目および選択リストが使いやすくなりました。項目レベルのデフォ
ルトを設定して値レベルのデフォルトを補完し、制限付き選択リストをグロー
バル選択リストに昇格して再利用します。グローバル値セットに使用できる値
の数も増加しました。

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:
新しい時間データ型を使用した時間の追跡 (パイロット)
単一の日付に固有でない時間が必要な場合や、時間を比較して期間を計算する必要がある場合があります。
時間型では、時間を追跡したり、日付に依存しない時間を示したりします。時間型は、時間管理、イベン
ト計画、およびプロジェクト管理に役立ちます。時間型を使用して、営業時間、優先連絡時間、反復イベ
ントの時間 (ホテルのチェックイン時間など) を示したり、電話の待機時間を追跡したりできます。
項目レベルのデフォルト値の定義
これまで、すべてのユーザに同じデフォルト項目値が適用されており、これを変更するには、[設定] から
デフォルトを更新する必要がありました。項目レベルでもデフォルト値を定義できるようになりました。
新しい項目レベルのデフォルトは、値レベルのデフォルトよりも優先されます。項目レベルのデフォルト
値は、定数または数式になります。
グローバル値セットへの選択リスト項目の昇格
グローバル選択リストは Winter '17 で正式リリースされました。その後、機能が追加されていき、既存の選
択リスト項目をグローバル値セットに移行できるようになりました。
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グローバル値セットの制限の緩和

グローバル選択リスト値セットのエントリ数が 500 から 1,000 に倍増しました。1 つの組織に最大 500 個のグ
ローバル選択リスト値セットを設定できます。各グローバル値セットまたは制限付き選択リストには、有
効な値と無効な値を合わせて最大 1,000 個含めることができます。非制限選択リストには、最大 1,000 個の
有効な値を指定できます。グローバル選択リスト値セットを使用するカスタム選択リストの数に制限はあ
りません。

新しい時間データ型を使用した時間の追跡 (パイロット)
単一の日付に固有でない時間が必要な場合や、時間を比較して期間を計算する
必要がある場合があります。時間型では、時間を追跡したり、日付に依存しな
い時間を示したりします。時間型は、時間管理、イベント計画、およびプロジェ
クト管理に役立ちます。時間型を使用して、営業時間、優先連絡時間、反復イ
ベントの時間 (ホテルのチェックイン時間など) を示したり、電話の待機時間を
追跡したりできます。

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

メモ: 時間型は、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。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
機能にのみ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「Custom Time Field」グループに投稿してください。
時間型は、基本的に日付が含まれないタイムスタンプです。新しいカスタム項目の作成時に時間データ型を選
択できます。
時間型を使用するときには、次の動作に注意してください。
• 時間型では 24 時間表記が使用されます。
• HH:MM 形式 (14:40 など) で時間を表示できます。
• 時間値はローカライズされず、タイムゾーンに関連付けられません。たとえば、「15:00」(午後 3 時) と入力
すると、すべてのユーザに同じ値が表示されます。

項目レベルのデフォルト値の定義
これまで、すべてのユーザに同じデフォルト項目値が適用されており、これを
変更するには、[設定] からデフォルトを更新する必要がありました。項目レベル
でもデフォルト値を定義できるようになりました。新しい項目レベルのデフォ
ルトは、値レベルのデフォルトよりも優先されます。項目レベルのデフォルト
値は、定数または数式になります。

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

特定の商談の優先度を追跡するために商談オブジェクトのカスタム選択リスト
項目が必要だとします。また、作成される商談のデフォルトの優先度も必要だとします。
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では、別のユーザグループ用に異なるデフォルトの優先度を設定したい場合はどうすればよいでしょうか? 迅
速に対応する営業チームが組織にあり、このチームが作成するすべての商談の優先度を高くしたいと考えてい
るとします。新しい数式ベースのデフォルト項目値を使用すればこれを実現できます。次のようにデフォルト
値の数式を追加します。

つまり、ユーザプロファイルが [Fast Response Sales (迅速に対応する営業)] の場合は優先度が [高] になり、それ以
外の場合は [中] になります。なぜこのようなことが可能なのでしょうか? これは、2 つのデフォルト値レベル
によって実現します。
• 項目レベルのデフォルト — 数式で定義
• 値レベルのデフォルト — 従来のデフォルト値の設定方法
デフォルト値の数式がない場合、または数式が既存の値の API 参照名に解決されない場合、値レベルのデフォ
ルトが適用されます。そのため、この例では、[Fast Response Sales (迅速に対応する営業)] 以外のプロファイルの
場合、[中] がデフォルトのままになります。
新しい数式ベースのデフォルト値では、同じグローバル値セットを使用する各項目で異なるデフォルト値を設
定することもできます。これまで、値セットで定義された同じ値がすべての項目に適用されていましたが、項
目ごとに個々のデフォルト数式を設定するだけで、異なるデフォルト値を適用できるようになりました。
関連トピック:
IdeaExchange: Default Values on Picklist Fields (選択リスト項目のデフォルト値)
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グローバル値セットへの選択リスト項目の昇格
グローバル選択リストは Winter '17 で正式リリースされました。その後、機能が
追加されていき、既存の選択リスト項目をグローバル値セットに移行できるよ
うになりました。
1 つの選択リスト項目をグローバル値セットに昇格するには、選択リスト項目を
編集して [グローバル値セットに昇格] をクリックします。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

新しいグローバル値セットが作成され、昇格された項目で参照されます。また、他の項目に新しいグローバル
値セットを使用することもできます。
次の制限に注意してください。
• 値が 1,000 個未満 (有効な値と無効な値の両方) の項目のみを昇格できます。
• 制限付き選択リストのみを昇格できます。非制限選択リストを昇格する場合、まず制限付き選択リストに
変換します。
• 項目を既存のグローバル値セットに昇格することはできません。ただし、このSalesforce Labs アプリケーショ
ンは確認しておいてください。
• 昇格した項目を降格することはできません。

グローバル値セットの制限の緩和
グローバル選択リスト値セットのエントリ数が 500 から 1,000 に倍増しました。
1 つの組織に最大 500 個のグローバル選択リスト値セットを設定できます。各グ
ローバル値セットまたは制限付き選択リストには、有効な値と無効な値を合わ
せて最大 1,000 個含めることができます。非制限選択リストには、最大 1,000 個の
有効な値を指定できます。グローバル選択リスト値セットを使用するカスタム
選択リストの数に制限はありません。
単一選択のカスタム選択リストの場合は次のようになります。
• 最大 1,000 個の値
• 値あたり最大 255 文字
複数選択のカスタム選択リストの場合は次のようになります。
• 最大 500 個の値
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• 値あたり最大 255 文字
ユーザは 1 レコードに対し一度に最大 100 個の値を選択できます。

権限セット: セッションベースの権限セットの正式リリース、権限
セットメタデータの動作の変更
セッションベースの権限セットが正式リリースされ、その権限セットで宣言型
ツールを使用できるようになりました。また、権限セットのメタデータを使用
するときの動作の変更も確認してください。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

このセクションの内容:

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

セッションベースの権限セットの正式リリース
セッションベースの権限セットは、特定のセッションにのみ適用されます。
セッションベースの権限セットを使用して、事前に定義されたセッション種
別の間に機能的なアクセスを許可します。たとえば、組織に Conference Room
(会議室) というカスタムオブジェクトがあるとします。Conference Room Sync
(会議室の同期) というモバイルアプリケーションに、そのオブジェクトへの
参照および更新アクセス権があります。Conference Room Sync 接続モバイルア
プリケーションがユーザのセッションを生成した場合にのみオブジェクトの
更新を許可する権限セットを作成できます。

使用可能なエディション:
Salesforce Classic および
Lightning Experience

フローを使用したセッションベースの権限セットの有効化または無効化
特定の時間中にまたは特定の条件で、機能へのアクセス権限を特定のユーザに与える必要がある場合、セッ
ションベースの権限セットを使用できます。ただし、これまでは、コードを使用してセッションベースの
権限セットを有効にする必要がありました。今回のリリースで、フローを使用して簡単かつ宣言的に有効
にすることができるようになりました。
権限セットメタデータの動作の変更
API 40.0 以降では、取得した出力を別の組織にリリースするときに、対象組織のメタデータがリリースのメ
タデータで置き換えられるようになりました。API 39.0 以前では、取得した権限セットの出力を別の組織に
リリースするときに、リリースコンテンツが現在の組織データとマージされます。
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セッションベースの権限セットの正式リリース
セッションベースの権限セットは、特定のセッションにのみ適用されます。セッ
ションベースの権限セットを使用して、事前に定義されたセッション種別の間
に機能的なアクセスを許可します。たとえば、組織に Conference Room (会議室) と
いうカスタムオブジェクトがあるとします。Conference Room Sync (会議室の同期)
というモバイルアプリケーションに、そのオブジェクトへの参照および更新ア
クセス権があります。Conference Room Sync 接続モバイルアプリケーションがユー
ザのセッションを生成した場合にのみオブジェクトの更新を許可する権限セッ
トを作成できます。

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:
Contact Manager Edition、
Professional Edition、
Group Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition、および
Database.com Edition

フローを使用したセッションベースの権限セットの有効化または無効化
特定の時間中にまたは特定の条件で、機能へのアクセス権限を特定のユーザに
与える必要がある場合、セッションベースの権限セットを使用できます。ただ
し、これまでは、コードを使用してセッションベースの権限セットを有効にす
る必要がありました。今回のリリースで、フローを使用して簡単かつ宣言的に
有効にすることが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:
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

フローを使用してセッションベースの権限セットを有効化する方法は簡単です。
まず、権限セットを作成するときに、[セッションの有効化が必要] を選択しま
す。この選択は、権限セット内の権限を特定のセッション中にのみ使用できる
ことを示します。次に、Cloud Flow Designer で使用可能な「セッションベースの権限セットの有効化」アクショ
ンを使用してフローを作成します。
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ユーザがフローを実行し、アクションが起動すると、権限セットに関連付けられた権限がそのユーザに対して
有効になります。
フローに「セッションベースの権限セットの無効化」アクションを含めることで権限セットを無効にすること
もできます。
重要: クエリを実行できますが、データまたはオブジェクトをフロー内で更新しないでください。これに
よっても、セッションベースの権限セットが有効になります。
例: 組織に下級バイヤーがいます。このバイヤーはあなたの契約オブジェクトへのアクセスを必要とする
場合があります。このオブジェクトへのアクセスを含む権限セットを作成します。次に、Cloud Flow Designer
で使用可能な「セッションベースの権限セットの有効化」アクションを使用するフローを作成します。
フロー内で権限名をアクションに渡します。このアクションは実行時に、フローを実行しているユーザ
を確認します。下級バイヤーがフローを実行すると、有効化プロセスが起動します。フローが完了する
と、そのバイヤーは現在のセッションで契約オブジェクトにアクセスできます。
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権限セットメタデータの動作の変更

API 40.0 以降では、取得した出力を別の組織にリリースするときに、対象組織の
メタデータがリリースのメタデータで置き換えられるようになりました。API 39.0
以前では、取得した権限セットの出力を別の組織にリリースするときに、リリー
スコンテンツが現在の組織データとマージされます。
一貫性のある権限セットの出力を生成するために必要なメタデータパッケージ
定義が簡略化されました。出力に一貫性があれば、標準的なバージョン管理シ
ステムで変更を追跡できます。本番組織、Sandbox 組織、およびその他の関連組
織間の権限セットコンテンツの転送が簡単になり、予測しやすくなりました。
「更新されたメタデータ型」を参照してください。
例: API バージョン 39.0 以前では、権限セットに「ロールの管理」ユーザ権
限が含まれている場合、このユーザ権限がないメタデータファイルをリリー
スしても「ロールの管理」は有効なままです。一方、API バージョン 40.0 以
降では、このユーザ権限がないメタデータファイルをリリースすると、対
象組織で「ロールの管理」が無効になります。

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:
Contact Manager Edition、
Professional Edition、
Group Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition、および
Database.com Edition

Salesforce Connect: イベント監視 (パイロット)、クロス組織選択リス
ト、外部オブジェクトの検索結果の処理数制限、および仮の Salesforce
ID
外部オブジェクトデータにアクセスするコールアウトを追跡します。外部オブ
ジェクトの選択リストと複数選択リストは期待どおりに動作するようになりま
した。外部オブジェクトにアクセスするときに、処理数制限を超える可能性も
低くなっています。コードとインテグレーションで、検索結果の外部オブジェ
クトレコードに永続的な Salesforce レコード ID が含まれることが必須となってい
ないことを確認してください。
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外部のオブジェクトデータコールアウトの
追跡 (パイロット)

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

外部システムへの Salesforce Connect コールアウトを追跡するイベント種別が
EventLogFile 標準オブジェクトに追加されました。外部オブジェクトデータへの組織のアクセスの履歴アク
ティビティを監査できるようになりました。クエリ操作なのか、書き込み操作なのか、コールがいつ発生
したのか、どのユーザが外部データにアクセスしたのかをコールアウトごとに確認できます。これらのイ
ベントは API で使用できますが、Event Monitoring Analytics アプリケーションではまだ使用できません。
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外部オブジェクトの選択リストおよび複数選択リストサポートの改善

Salesforce Connect の組織間アダプタを使用すると、ユーザはカスタムオブジェクトでの操作と同様に外部オ
ブジェクトの選択リストおよび複数選択リスト項目を操作できます。同期時に、プロバイダ組織の複数選
択リスト項目は、登録者組織の外部オブジェクトでテキスト項目に変換されなくなりました。プロバイダ
組織のグローバル選択リスト値セットを使用する選択リスト項目がサポートされるようになりました。ま
た、プロバイダ組織の無効な選択リスト値は、外部オブジェクトレコードで空白にならなくなりました。
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検索結果に適用される新しい処理数制限
検索結果として取得される外部データ行は、他の方法で取得される行とは分離された、より高い処理数制
限に対してカウントされるようになりました。その結果、組織での外部オブジェクトの検索、読み込み、
または書き込み時に処理数制限を超えることはほとんどありません。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。
外部オブジェクトレコードの仮の Salesforce ID の準備
今後のリリースで、SOSL 検索および Salesforce 検索で取得される外部オブジェクトレコードには、永続的な
ID ではなく仮の Salesforce レコード ID が割り当てられるようになります。この変更に備えて、同じ外部デー
タ行への関連付けの維持にこれらのレコード ID が必要なコードを作成したり、そのようなサードパーティ
インテグレーションを使用したりしないでください。既存のコードやインテグレーションの場合、この変
更がロールアウトされたときに問題が発生することを避けるため、外部オブジェクトレコード ID の連動関
係を削除することをお勧めします。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。

イベントログファイルを使用した外部のオブジェクトデータコールアウトの追
跡 (パイロット)
外部システムへの Salesforce Connect コールアウトを追跡するイベント種別が EventLogFile 標準オブジェクトに追
加されました。外部オブジェクトデータへの組織のアクセスの履歴アクティビティを監査できるようになりま
した。クエリ操作なのか、書き込み操作なのか、コールがいつ発生したのか、どのユーザが外部データにアク
セスしたのかをコールアウトごとに確認できます。これらのイベントは API で使用できますが、Event Monitoring
Analytics アプリケーションではまだ使用できません。
メモ: Salesforce Connect Callout Event Monitoring は、パイロットプログラムを介してお客様に提供されます。
パイロットのイベント種別は、Salesforce Connect およびイベント監視を使用している組織でのみ使用でき
ます。組織にこれらの機能がない場合は、パイロットプログラムへの参加について 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。Salesforce Connect Callout Event Monitoring 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。Salesforce Connect Callout Event
Monitoring に関するフィードバックや提案は、Success コミュニティの「Salesforce Connect」グループに投稿
してください。
EventLogFile オブジェクトに 3 つのイベント種別が追加されました。
• 外部のクロス組織コールアウト — Salesforce Connect の組織間アダプタを介して実行されたコールアウト
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• 外部のカスタム Apex コールアウト — Salesforce Connect のカスタムアダプタを介して実行されたコールアウ
ト

• 外部の OData コールアウト — Salesforce Connect の OData 2.0 および OData 4.0 アダプタを介して実行されたコー
ルアウト
例: Salesforce 組織が OData アダプタを介して外部システムに接続しているとします。Salesforce で外部デー
タソースを定義するときに、[ID 種別] に [指定ユーザ] を選択しています。[指定ユーザ] では、組織から
外部システムへのアクセスに常に同じログイン情報セットが使用されます。
特定の期間に外部オブジェクトのレコードにアクセスしたユーザを識別するには、[外部の OData コール
アウト] イベント種別のログデータを使用します。ENTITY および USER_ID で並び替えて、外部オブジェ
クトにアクセスしたユーザを確認します。
このイベントログファイルでは、3 人のユーザが 12 個のコールアウトを介して Product 外部オブジェクト
にアクセスしていることがわかります。

関連トピック:
変更されたオブジェクト
Force.com REST API 開発者ガイド: イベント監視の使用
Trailhead: イベント監視

外部オブジェクトの選択リストおよび複数選択リストサポートの改善
Salesforce Connect の組織間アダプタを使用すると、ユーザはカスタムオブジェクトでの操作と同様に外部オブ
ジェクトの選択リストおよび複数選択リスト項目を操作できます。同期時に、プロバイダ組織の複数選択リス
ト項目は、登録者組織の外部オブジェクトでテキスト項目に変換されなくなりました。プロバイダ組織のグ
ローバル選択リスト値セットを使用する選択リスト項目がサポートされるようになりました。また、プロバイ
ダ組織の無効な選択リスト値は、外部オブジェクトレコードで空白にならなくなりました。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。
一部の特殊な動作および制限は引き続き適用されます。
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• 選択リストおよび複数選択リスト項目は、Salesforce Connect: Cross-Org 型の外部データソースに

関連付けられた外部オブジェクトでのみ使用できます。
• 外部オブジェクトの選択リスト値は編集できません。プロバイダ組織の項目への変更は、自動的には登録
者組織に反映されません。登録者組織で変更を反映させるには、外部オブジェクトを再同期するか、外部
オブジェクトの選択リスト項目を手動で削除して再作成します。
外部オブジェクトの選択リスト項目の再同期も再作成も行わない場合、次の問題が発生します。
– 有効な選択リスト値がプロバイダ組織に追加されると、登録者組織ではその値が外部オブジェクトレ
コードで使用可能な選択リスト値として表示されません。
– 有効な選択リスト値がプロバイダ組織の制限付き選択リストで削除または無効化されると、登録者組織
ではその値を含む外部オブジェクトレコードを作成および編集できません。
• グローバル選択リスト値セットは同期されません。プロバイダ組織の選択リスト項目でグローバル選択リ
スト値セットを使用している場合、同期時に登録者組織でローカル選択リスト項目が作成されます。ロー
カル選択リスト項目には独自の値セットがあります。
• 無効な選択リスト値は同期されません。登録者組織から無効な選択リスト値を含む外部オブジェクトレコー
ドにアクセスすると、その外部オブジェクトの選択リスト項目に無効な値が追加されます。
• 同期時に、プロバイダ組織の制限付き選択リストは、登録者組織の外部オブジェクトで非制限選択リスト
に変換されます。
• プロバイダ組織の制限付き選択リストに関連付けられている場合でも、外部オブジェクトには非制限選択
リストのみを使用することをお勧めします。プロバイダ組織の制限付き選択リストでは登録者組織からの
未承認の値がブロックされるため、外部オブジェクトの選択リストを制限する必要はありません。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ:Salesforce Connect — 組織間アダプタの登録者組織とプロバイダ組織

外部オブジェクトの検索結果に適用される新しい処理数制限
検索結果として取得される外部データ行は、他の方法で取得される行とは分離された、より高い処理数制限に
対してカウントされるようになりました。その結果、組織での外部オブジェクトの検索、読み込み、または書
き込み時に処理数制限を超えることはほとんどありません。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。
1 時間あたりに SOSL 検索および Salesforce 検索で取得される新しい行の最大数。この制 100,000
限は、大量データの外部データソースには適用されません。
1 時間あたりに取得または作成される新しい行の最大数。この制限は次には適用されま
せん。
• 大量データの外部データソース
• 検索結果としてのみ取得され、開いたり編集されたりしない行
• すでに取得されているその他の行
以前は、この制限は SOSL 検索および Salesforce 検索で取得された行にも適用されていま
した。
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外部オブジェクトレコードの仮の Salesforce ID の準備
今後のリリースで、SOSL 検索および Salesforce 検索で取得される外部オブジェクトレコードには、永続的な ID
ではなく仮の Salesforce レコード ID が割り当てられるようになります。この変更に備えて、同じ外部データ行
への関連付けの維持にこれらのレコード ID が必要なコードを作成したり、そのようなサードパーティインテ
グレーションを使用したりしないでください。既存のコードやインテグレーションの場合、この変更がロール
アウトされたときに問題が発生することを避けるため、外部オブジェクトレコード ID の連動関係を削除する
ことをお勧めします。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:
Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect 外部オブジェクトのレコード ID

プロセスビルダー: 暗号化データへのアクセス、メール通知の抑制の
防止
プロセスを構築するときに、Shield Platform Encryption で保護された項目にアクセ
スできるようになりました。[レコードを更新] 要素の検索条件以外では、暗号化
データを使用できます。また、プロセスでメール通知が抑制されないようにす
る重要な更新もリリースされました。
このセクションの内容:
プロセスビルダーでの暗号化データへのアクセス (ベータ)

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

プロセスビルダーで暗号化項目がサポートされるようになりました ([レコー
ドを更新] アクションの検索条件の場合を除く)。この機能は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方の新機能です。
自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (重要な更新)
ユーザへの ToDo の割り当てなどのさまざまな操作で、影響されるユーザにメールで通知することを選択で
きます。この更新では、プロセス、ワークフロールール、Apex トリガによってメール通知が抑制されるこ
とが防止されます。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:
プロセスビルダーのフィールドサービスの機能強化

プロセスビルダーでの暗号化データへのアクセス (ベータ)
プロセスビルダーで暗号化項目がサポートされるようになりました ([レコードを更新] アクションの検索条件
の場合を除く)。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
メモ: このリリースには、フローおよびプロセスにおける暗号化サポートのベータバージョンが含まれま
す。本番品質ではありますが、既知の制限があります。この機能にアクセスするには、Salesforce にお問い
合わせください。フィードバックや提案を送信する場合は、IdeaExchange に移動してください。
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例: [取引先名] を暗号化している場合、その項目の値は更新できますが、その項目に基づいて絞り込む
ことはできません。
関連トピック:
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 (ベータ)

自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (重要な更新)
ユーザへの ToDo の割り当てなどのさまざまな操作で、影響されるユーザにメールで通知することを選択でき
ます。この更新では、プロセス、ワークフロールール、Apex トリガによってメール通知が抑制されることが防
止されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
例:
• ケースの所有者を変更し、新しい所有者にメールで通知するように選択します。
• ユーザを作成し、そのユーザにお知らせメッセージをメールで送信するように選択します。
• ToDo を作成し、ToDo 所有者にメールで通知するように選択します。
• 割り当てルールを作成し、ユーザにケースが割り当てられたときにユーザに通知するように選択しま
す。
Summer ’17 より前では、これらのメールが常に送信されるとは限りませんでした。変更によって、同じレコー
ドを更新したプロセス、ワークフロールール、または Apex トリガが起動した場合、Salesforce はこのメールを
抑制しました。この重要な更新を有効化した場合、Salesforce はこの通知メールを抑制しなくなります。
これまでの回避策は、独自のメール通知を追加することでした。たとえば、プロセスまたはワークフロールー
ルでメールアラートを使用していました。この回避策を使用して、失われたメールを補っていた場合、ユーザ
は重複メールを受信します。回避策を削除して、ユーザが 1 つの通知のみを受信するようにしてください。

重要な更新のテスト
この重要な更新は Sandbox 内でテスト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. メール通知を送信しているカスタマイズを特定します。
2. 補足的なメール通知をカスタマイズコンポーネントから削除します。
3. 重要な更新「自動項目更新によるメール通知の抑制の防止」を有効にします。
4. カスタマイズをテストして、Salesforce が重複メールを送信しないことを確認します。
関連トピック:
重要な更新
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セキュリティと ID: Lightning サポートの強化、数式の暗号化、埋
め込みログイン
トランザクションセキュリティの Lightning Experience インターフェースが新しく便利になりました。数式が暗
号化項目で機能するようになり、埋め込みログインで Web サイトをバックエンド CRM に接続できます。
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
ユーザが Lightning ログインを簡単にすばやく採用できるようにしました。新しい埋め込みログイン機能に
よって、Salesforce 認証が Web サイトまで拡張され、顧客が Web ページにアクセスするときにログインを要
求できるようになりました。シングルログアウト (SLO) がベータ機能として追加され、プロファイル定義を
エクスポートしてコンプライアンスの負担を軽減できるようになりました。2FA とメールアドレス変更に対
して ID 検証を要求できます。API ホワイトリスト登録機能が有効になっている場合、ブロックされているア
プリケーションをより簡単に追跡できます。Salesforce セッションの期限切れが近づいたら事前に警告する
ブラウザ通知をユーザが有効にできます。Tooling API のエンドポイントが Salesforce Identity の urls 配列の一
部として追加されました。
セキュリティヘルスチェック: カスタムベースラインの正式リリースと設定の変更
[状態チェック] のいくつかの設定が変更され、すべての顧客のカスタムベースラインをインポートできる
ようになりました。
Salesforce Shield: Wave のイベントログデータの増加、リードと検索インデックスの暗号化
ユーザの採用とパフォーマンスを視覚化するために Salesforce Shield で Wave の Lightning Experience イベントロ
グデータが提供されます。標準リードレコードを暗号化したり、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。

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
ユーザが Lightning ログインを簡単にすばやく採用できるようにしました。新しい埋め込みログイン機能によっ
て、Salesforce 認証が Web サイトまで拡張され、顧客が Web ページにアクセスするときにログインを要求できる
ようになりました。シングルログアウト (SLO) がベータ機能として追加され、プロファイル定義をエクスポー
トしてコンプライアンスの負担を軽減できるようになりました。2FA とメールアドレス変更に対して ID 検証を
要求できます。API ホワイトリスト登録機能が有効になっている場合、ブロックされているアプリケーション
をより簡単に追跡できます。Salesforce セッションの期限切れが近づいたら事前に警告するブラウザ通知をユー
ザが有効にできます。Tooling API のエンドポイントが Salesforce Identity の urls 配列の一部として追加されまし
た。
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このセクションの内容:
埋め込みログインによりユーザが Web サイトにログイン可能
Salesforce に、Web サイトの訪問者を認証するための埋め込みログイン機能が導入されました。Web 開発者
は、数行の HTML だけで、ログイン機能を Web サイト に追加できます。埋め込みログインは Web サイト を
Salesforce に接続します。この機能は、コミュニティまたは Salesforce Identity 製品で作成されたコミュニティ
で機能します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
接続アプリケーションアクセスの詳細な制御
Salesforce が提供する API クライアントのホワイトリスト登録機能では、接続アプリケーションが明示的に承
認されるまで、組織へのすべての OAuth 接続アプリケーションの接続をブロックできます。この承認メカ
ニズムは、通常、API クライアントまたはアプリケーションのホワイトリスト登録と呼ばれます。このアプ
リケーションの管理およびホワイトリスト登録プロセスが改善されました。この変更は、Lightning Experience
と Salesforce Classic の両方に適用されます。
プロファイルパスワードポリシーのエクスポート
規制コンプライアンスを実証するために、システム管理者は頻繁に Salesforce のプロファイル設定をレポー
トして、すべての Salesforce ユーザが最小限のパスワード要件を満たしていることなどを示す必要がありま
す。以前は、設定を文書化するためにプロファイルのスクリーンショットを取得していました。メタデー
タ API を使用してプロファイル定義を監査人用にエクスポートするか、別の環境にリリースして、コンプラ
イアンスの負担を軽減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。
Chatter が無効でもブックマークリダイレクトをサポート
コンプライアンスまたはセキュリティ上の理由で、Chatter の無効化が必要な場合があります。一方、この
リリースまで、Chatter が無効になっている場合はブックマークリダイレクトも機能しませんでした。この
連動関係が削除されました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
セッションタイムアウトの事前通知
セキュリティ上の理由から、Salesforce では一定期間無操作のユーザをログオフします。ユーザには Salesforce
セッションの有効期限が近づくと警告が通知され、作業を続行するかどうかをユーザが選択できます。た
だし、現在のタブの背後で Salesforce セッションが失われた場合、ユーザに警告が表示されないため、知ら
ずにユーザがログアウトされることがありました。こうした不運な突然のログアウトはもうなくなります。
ユーザのセッションの有効期限が近づくと、ブラウザ通知がフォアグラウンドにポップアップします。こ
れは、Lightning Experience の新機能です。
Salesforce Identity のための Tooling API エンドポイントの追加
Tooling API の SOAP および REST エンドポイントが、Salesforce Identity の urls 配列の一部として追加されまし
た。使用可能なサービスまたはエンドポイントを表示するツールを開発しているユーザには、使用可能な
Tooling API エンドポイントが表示されるようになりました。
loginURL クエリパラメータの非推奨
Winter '18 リリースで、loginURL のクエリパラメータが非推奨になります。
Salesforce によって予約されているパスプレフィックスの使用の回避
Salesforce で使用するために予約されているパスプレフィックスが増えました。現在使用している場合を除
き、これらのプレフィックスをサイトまたはコミュニティパスで使用しないでください。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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使用可能になった SAML シングルログアウト (SLO) (ベータ)
有効になっている場合、組織からログアウトすると、すべての接続アプリケーションからログアウトしま
す (Salesforce が ID プロバイダ、接続アプリケーションがサービスプロバイダ)。同様に、サービスプロバイ
ダからからログアウトすると、Salesforce と他のサービスプロバイダからもログアウトします。
SAML 署名証明書の廃止
「デフォルトの証明書が 2017 年 8 月 7 日で廃止」で以前にお知らせしたとおり、SAML プロキシ証明書が廃
止されます。この証明書を使用しているシングルサインオン設定が Salesforce 組織にある場合、Salesforce か
ら開始されるログイン要求のサービスが中断されないように対応策を実行します。

埋め込みログインによりユーザが Web サイトにログイン可能
Salesforce に、Web サイトの訪問者を認証するための埋め込みログイン機能が導入されました。Web 開発者は、
数行の HTML だけで、ログイン機能を Web サイト に追加できます。埋め込みログインは Web サイト を Salesforce
に接続します。この機能は、コミュニティまたは Salesforce Identity 製品で作成されたコミュニティで機能しま
す。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
埋め込みログインは、Salesforce でユーザを認証したいが、Web サイトが SAML または OpenID Connect によるユー
ザ認証をサポートしていない場合にもう 1 つの選択肢となります。
埋め込みログインを Web サイトに追加するには、必要なブランド設定でコミュニティを作成します。次に、
Facebook、Twitter、Instagram、Google、Amazon、PayPal などの ID プロバイダを設定します。
コミュニティが設定されたら、Web 開発者はサイトの Web ページにログインフォームを追加できます。訪問者
は、コミュニティに設定された ID プロバイダから自分のログイン情報を使用してログインします。
Salesforce はそのログインを処理してソーシャルサインオンプロバイダおよび SAML ID プロバイダとのプロトコ
ルを仲介し、さらに Salesforce とのインテグレーションを処理します。一方、Web 開発者はカスタマーエクスペ
リエンスを決定します。たとえば、ログインフォームのスタイルをカスタマイズし、ログインプロセスから取
得した情報でユーザのエクスペリエンスをパーソナライズできます。

接続アプリケーションアクセスの詳細な制御
Salesforce が提供する API クライアントのホワイトリスト登録機能では、接続アプリケーションが明示的に承認
されるまで、組織へのすべての OAuth 接続アプリケーションの接続をブロックできます。この承認メカニズム
は、通常、API クライアントまたはアプリケーションのホワイトリスト登録と呼ばれます。このアプリケーショ
ンの管理およびホワイトリスト登録プロセスが改善されました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce
Classic の両方に適用されます。
これまで、ホワイトリスト登録が組織で有効化されている場合、接続アプリケーションは、明示的にホワイト
リスト登録されていないとブロックされていました。ただし、アプリケーションがいつホワイトリスト登録で
ブロックされるかがわかりづらく、アプリケーションをホワイトリストに追加するのも困難でした。
[設定] の [接続アプリケーションの OAuth の利用状況] ページに移動すると、ユーザが組織に対して試行した接
続アプリケーションを確認できるようになりました。必要に応じて、それらのアプリケーションをインストー
ルしてホワイトリスト登録できます。
[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。アプリケーションをホワイトリスト登録するには、接続アプリケーション名の横
にある [インストール] をクリックしてローカルにインストールします。次に、[ポリシーを編集] をクリック
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し、OAuth ポリシーの下で、[管理者が承認したユーザは事前承認済み] を選択します。権限によって接続アプ
リケーションにアクセスできるユーザを選択します。
API 接続アプリケーションのホワイトリスト登録はデフォルトでは有効になっていません。この機能を有効に
するには、Salesforce に依頼してください。

プロファイルパスワードポリシーのエクスポート
規制コンプライアンスを実証するために、システム管理者は頻繁に Salesforce のプロファイル設定をレポートし
て、すべての Salesforce ユーザが最小限のパスワード要件を満たしていることなどを示す必要があります。以前
は、設定を文書化するためにプロファイルのスクリーンショットを取得していました。メタデータ API を使用
してプロファイル定義を監査人用にエクスポートするか、別の環境にリリースして、コンプライアンスの負担
を軽減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。
次のプロファイルセッション設定をエクスポートできます。
• ユーザの認証されたセッションがタイムアウトするまでの無操作状態の経過時間 (分)
• ログインに必要なセッションセキュリティレベル
• セッションがタイムアウトしたとき、ユーザがただちにログアウトする必要があるかどうか
• セッションの有効期限が近づいている場合にユーザに警告が表示されるかどうか
次のプロファイルパスワードポリシー設定をエクスポートできます。
• パスワードの有効期限が切れるまでの日数
• ユーザがリセットしたパスワードを新しく固有なパスワードにするために保存する過去のパスワード数
• 最小パスワード長
• ユーザのパスワードに必要な文字の種別 (英数字、数値、特殊文字、大文字、小文字)
• ヒントに対する回答にパスワードを含めることができるかどうか
• ユーザがパスワードを 24 時間以内に複数回変更できるかどうか
• ユーザがロックアウトされるまでの最大無効ログイン試行回数
• ロックアウト期間
• セキュリティの質問への回答を入力時に非表示するかどうか

Chatter が無効でもブックマークリダイレクトをサポート
コンプライアンスまたはセキュリティ上の理由で、Chatter の無効化が必要な場合があります。一方、このリ
リースまで、Chatterが無効になっている場合はブックマークリダイレクトも機能しませんでした。この連動関
係が削除されました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ブックマークをリダイレクトする機能は、[私のドメイン] を実装する場合に重要です。たとえば、
companydomain.my.salesforce.com というサブドメインを作成した場合、すべてのユーザがインスタンス
URL ではなくサブドメイン URL を使用することが必要です。ユーザが na1.my.salesforce.com のようなイン
スタンス URL へのブックマークを設定している場合、そのブックマークをサブドメイン
companydomain.my.salesforce.com にリダイレクトできるようになりました。
[私のドメイン] を有効にする計画があり、Chatter が有効化されていない場合、この機能を有効化するには
Salesforce にお問い合わせください。
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セッションタイムアウトの事前通知
セキュリティ上の理由から、Salesforce では一定期間無操作のユーザをログオフします。ユーザには Salesforce
セッションの有効期限が近づくと警告が通知され、作業を続行するかどうかをユーザが選択できます。ただ
し、現在のタブの背後で Salesforce セッションが失われた場合、ユーザに警告が表示されないため、知らずに
ユーザがログアウトされることがありました。こうした不運な突然のログアウトはもうなくなります。ユーザ
のセッションの有効期限が近づくと、ブラウザ通知がフォアグラウンドにポップアップします。これは、
Lightning Experience の新機能です。
Salesforce 通知はブラウザからオフにできます。
セッション通知は、Internet Explorer バージョン 11 を除く、Lightning Experience でサポートされるすべてのブラウ
ザバージョンで機能します。

Salesforce Identity のための Tooling API エンドポイントの追加
Tooling API の SOAP および REST エンドポイントが、Salesforce Identity の urls 配列の一部として追加されました。
使用可能なサービスまたはエンドポイントを表示するツールを開発しているユーザには、使用可能な Tooling
API エンドポイントが表示されるようになりました。

loginURL クエリパラメータの非推奨
Winter '18 リリースで、loginURL のクエリパラメータが非推奨になります。

エディション

代わりにカスタムログアウト URL 設定の使用を開始してください。
使用可能なエディション:
すべてのエディション

Salesforce によって予約されているパスプレフィックスの使用の回避
Salesforce で使用するために予約されているパスプレフィックスが増えました。
現在使用している場合を除き、これらのプレフィックスをサイトまたはコミュ
ニティパスで使用しないでください。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

予約されているプレフィックスは次のとおりです。
• /id/
• /idp/
• /saml/
これらのプレフィックスが含まれるパスを保存しようとすると、エラーが表示されます。
これらのプレフィックスをすでに使用している場合、別のプレフィックスを使用するようにサイトまたはコ
ミュニティのパスを変更することをお勧めします。パスを変更しないと、複数の認証エンドポイントまたは今
後のエンドポイントを使用するときに問題が発生する可能性があります。
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使用可能になった SAML シングルログアウト (SLO) (ベータ)
有効になっている場合、組織からログアウトすると、すべての接続アプリケー
ションからログアウトします (Salesforce が ID プロバイダ、接続アプリケーション
がサービスプロバイダ)。同様に、サービスプロバイダからからログアウトする
と、Salesforce と他のサービスプロバイダからもログアウトします。

エディション
使用可能なエディション:
すべてのエディション

これまで、Salesforce が ID プロバイダの場合、各接続アプリケーションから個別
にログアウトしていました。ID プロバイダ組織の SLO を設定できるようになり
ました。SLO は使用可能ですが、セキュリティと使いやすさを天秤にかけて、使用するかどうかを判断してく
ださい。すべての接続アプリケーションからユーザをログアウトするとセキュリティは向上しますが、必ずし
も使いやすいとは言えません。

SAML 署名証明書の廃止
「デフォルトの証明書が 2017 年 8 月 7 日で廃止」で以前にお知らせしたとおり、
SAML プロキシ証明書が廃止されます。この証明書を使用しているシングルサイ
ンオン設定が Salesforce 組織にある場合、Salesforce から開始されるログイン要求
のサービスが中断されないように対応策を実行します。

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

廃止される証明書を使用しているシングルサインオン設定が Salesforce 組織にあ
り、Salesforce から SAML ログイン要求を開始できる場合、[シングルサインオン設
定] ページで [複数の SAML 設定] を有効にすることを強くお勧めします。このページの情報を読んで理解してい
ることを確認してください。次のシナリオについて考えてみてください。
• SAML を現在使用していなくても、複数の設定を有効にすることで、今後発生する可能性のある SAML シン
グルサインオンの問題を回避できます。
• シングルサインオン設定で SAML を使用している場合、引き続き Salesforce から SAML ログイン要求を開始す
るには、[複数の SAML 設定] を有効にして、それらの要求の証明書を選択する必要があります。ID プロバイ
ダにも必要な変更を行います。Salesforce から SAML ログイン要求を開始しない場合、代わりにシングルサイ
ンオン設定から ID プロバイダのログイン URL を削除できます。ただし、[複数の SAML 設定] を有効にするま
で追加し直すことはできません。Winter '18 リリースまでに対応策を実行しないと、新しい証明書に切り替
わって、Salesforce から SAML ログイン要求を開始する機能に影響を及ぼす可能性があります。
• すでに [複数の SAML 設定] が有効になっている場合、これらの設定で引き続き Salesforce から SAML ログイン
要求を開始するには、それぞれの新しい [証明書の署名要求] を選択する必要があります。シングルサイン
オン設定に移動し、ID プロバイダのログイン URL があり、[証明書の署名要求] としてデフォルトの証明書を
現在使用している SAML シングルサインオン設定を更新します。ID プロバイダで Salesforce から開始される
SAML ログイン要求の署名を検証している場合、新しい証明書を ID プロバイダにアップロードします。この
作業を行うまで、Salesforce から SAML ログイン要求を開始する機能に影響を及ぼす可能性があります。Winter
'18 リリースまでに対応策を実行しないと、新しい証明書に切り替わって、Salesforce から SAML ログイン要求
を開始する機能に影響を及ぼす可能性があります。
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セキュリティヘルスチェック: カスタムベースラインの正式リリース
と設定の変更
[状態チェック] のいくつかの設定が変更され、すべての顧客のカスタムベースラインをインポートできるよう
になりました。
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 (正式リリース)
Spring '17 ではベータだったセキュリティヘルスチェックのカスタムベースラインがすべての顧客にリリー
スされるようになりました。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。
状態チェックの新しいセキュリティ設定と変更されたセキュリティ設定
[状態チェック] ページに 4 つのリスクカテゴリが含まれるようになり、リスク状況の名前が新しくなったた
め、使いやすくなりました。また、いくつかのセキュリティ設定が追加、削除、変更されました。

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 (正式リリー
ス)
Spring '17 ではベータだったセキュリティヘルスチェックのカスタムベースライ
ンがすべての顧客にリリースされるようになりました。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
を比較できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。
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ます。変更したら XML ファイルを保存して、
状態チェックにインポートします。

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

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「状態チェック」と入力し、[状態チェッ

ク] を選択します。
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 (1)。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 (2)。
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メモ: 状態チェックツールの変更により、カスタムベースラインの一部の設定がベータバージョンから変
更されました。Spring '17 で作成したカスタムベースラインを使用するには、Salesforce ベースライン標準の
現在のバージョンをエクスポートして再作成します。
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
Salesforce ヘルプ: カスタムベースラインのファイル要件

状態チェックの新しいセキュリティ設定と変更されたセキュリティ設定
[状態チェック] ページに 4 つのリスクカテゴリが含まれるようになり、リスク状
況の名前が新しくなったため、使いやすくなりました。また、いくつかのセキュ
リティ設定が追加、削除、変更されました。
4 つのセキュリティ設定カテゴリは、[高リスク]、[中リスク]、[低リスク]、[情報]
です。[情報] 設定は状態チェックスコアに影響しませんが、その他の設定は影響
します。カテゴリに関係なく、各設定には現在の設定値に基づいて [準拠]、[警
告]、[重大] の状況が表示されます。

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

次の高リスクのセキュリティ設定が追加されました。
• セキュアな接続が必要
• HttpOnly 属性が必要
次の設定が削除されました。
• セッションタイムアウト時の警告ポップアップを無効にする
• ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする
• ログインページでキャッシングとオートコンプリート機能を有効にする
• 信頼済み IP 範囲
[ロックアウトの有効期間] 設定が変更されました。Salesforce ベースライン標準の推奨準拠値が 30 分以上になり
ました。30 分未満の値は [警告] として表示されます。

Salesforce Shield: Wave のイベントログデータの増加、リードと検索
インデックスの暗号化
ユーザの採用とパフォーマンスを視覚化するために Salesforce Shield で Wave の Lightning Experience イベントログ
データが提供されます。標準リードレコードを暗号化したり、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: フロー、数式、リードのサポートなど
独自の暗号化鍵を使用して検索インデックスを保護できます。また、HSM により保護された証明書をより
詳細に制御できます。暗号化データにフローとプロセスを使用できます (ベータ)。標準リード項目を暗号
化できます (ベータ)。また、Chatter フィードの暗号化可能な要素が追加されました (パイロット)。
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イベント監視: Wave での Lightning Experience イベントデータと設定の向上
Lightning Experience のイベント種別データを Wave で使用できるようになりした。また、ユーザの採用とパ
フォーマンスが表示される 2 つの新しい事前作成済みダッシュボードを使用できるようになりました。新
しい標準権限セットにより、Wave をすばやく簡単に設定できます。
トランザクションセキュリティ: Lightning Experience、Chatter、Apex の例
トランザクションセキュリティの Lightning Experience が導入されました。新しい方法で、リアルタイムのイ
ベントに対するポリシーを作成できます。新しいユーザインターフェースには、使いやすい設定ウィザー
ドと、関連情報および Salesforce 組織に関する統計のカルーセルが含まれます。ポリシービューと Apex の編
集も改善され、有益な情報と統計のカルーセルが追加されました。この新しい UI で、Chatter リソースを
チェックするポリシーを作成できます。また、手順を学習するための Apex の例もさらに追加されました。
その他のセキュリティの変更: 新しいセッション設定
すべてのサードパーティドメインの接続の保護など、セキュリティに影響を及ぼす変更が加えられました。

プラットフォームの暗号化: フロー、数式、リードのサポートなど
独自の暗号化鍵を使用して検索インデックスを保護できます。また、HSM によ
り保護された証明書をより詳細に制御できます。暗号化データにフローとプロ
セスを使用できます (ベータ)。標準リード項目を暗号化できます (ベータ)。ま
た、Chatter フィードの暗号化可能な要素が追加されました (パイロット)。
このセクションの内容:
数式の暗号化 (正式リリース)
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だけをすばやく
安全に参照できます。この機能は、すべてのShield Platform Encryption ユーザが
使用できます。この変更は、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。
検索インデックスファイルへのユーザが指定した (BYOK) テナントの秘密の適
用

エディション
アドオンサブスクリプ
ションとして使用可能な
エディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition。Salesforce Shield
の購入が必要です。
Summer '15 以降に作成さ
れた Developer Edition 組織
は無料で使用できます。
Salesforce Classic および
Lightning Experience の両方
で使用できます。

Salesforce が生成したテナントの秘密の場合と同様に、ユーザが指定したテナ
ントの秘密で暗号化するデータの種類を指定できます。Shield Platform Encryption
Bring Your Own Key (BYOK) を使用するユーザは、ユーザが指定したテナントの秘密を、Salesforce コアデータベー
スに保存された検索インデックスファイルとデータに適用できるようになりました。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。
新しい「証明書の管理」権限による証明書の詳細な制御
「証明書の管理」権限により、他のセキュリティ機能から証明書管理を分離できます。「証明書の管理」
権限では、証明書の作成、編集、削除、アップロード、ダウンロードができます。この権限がシステム管
理者プロファイルではデフォルトで有効化されるようになりました。 ただし、「証明書の管理」権限を取
得するのにシステム管理者プロファイルは必要ありません。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。

545

Salesforce Summer '17 リリースノート

Salesforce Shield: Wave のイベントログデータの増加、
リードと検索インデックスの暗号化

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 (ベータ)
Shield Platform Encryption サービスは、フローやプロセスで参照されるデータまで拡張されるようになりまし
た。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。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。
Chatter フィードで暗号化されるデータの追加 (パイロット)
Chatter 投稿、質問と回答、リンク名、コメント、アンケートの質問に加えて、リンク URL とアンケートの
選択肢を暗号化できるようになりました。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。
標準リード項目の暗号化 (ベータ)
カスタムリード項目はすでに暗号化できますが、標準リード項目も暗号化できるようになりました。これ
は、リードオブジェクトの個人識別情報 (PII) の保護に役立ちます。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。
Wave の暗号化 (ベータ)
Shield Platform Encryption 機能を保存時の Wave データに拡張することで、別のセキュリティと保護のレイヤが
Wave Analytics データに追加されます。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。
一括暗号化対象への既存のメール添付ファイルの追加
ユーザが Salesforce に連絡してデータの一括暗号化への支援を受ける場合、Salesforce は組織暗号化ポリシー
に従い、組織固有のデータ暗号化鍵を使用して既存のデータを暗号化します。Salesforce が、選択された項
目とファイルだけでなく、既存のメール添付ファイルを一括暗号化できるようになりました。
重要な更新: 認証されたユーザへの暗号化データの表示
この重要な更新を有効にした場合、暗号化データを画面上に表示できます。つまり、暗号化データはマス
ク文字によって非表示になりません。未承認ユーザにデータを表示しないようにするには、データが暗号
化されているかどうかに関係なく、項目レベルおよびオブジェクトレベルのセキュリティを使用する必要
があります。「暗号化されたデータの参照」権限は使用できません。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。

数式の暗号化 (正式リリース)
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だけをすばやく安全に参照できます。この機能は、すべてのShield Platform Encryption
ユーザが使用できます。この変更は、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。
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。
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検索インデックスファイルへのユーザが指定した (BYOK) テナントの秘密の適用
Salesforce が生成したテナントの秘密の場合と同様に、ユーザが指定したテナントの秘密で暗号化するデータの
種類を指定できます。Shield Platform Encryption Bring Your Own Key (BYOK) を使用するユーザは、ユーザが指定したテ
ナントの秘密を、Salesforce コアデータベースに保存された検索インデックスファイルとデータに適用できるよ
うになりました。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。
メモ: 検索インデックスインデックスの暗号化を有効にするには、Salesforce サポートにお問い合わせくだ
さい。

新しい「証明書の管理」権限による証明書の詳細な制御
「証明書の管理」権限により、他のセキュリティ機能から証明書管理を分離できます。「証明書の管理」権限
では、証明書の作成、編集、削除、アップロード、ダウンロードができます。この権限がシステム管理者プロ
ファイルではデフォルトで有効化されるようになりました。 ただし、「証明書の管理」権限を取得するのに
システム管理者プロファイルは必要ありません。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。
「証明書の管理」権限は、「暗号化鍵の管理」権限とは分離され、結合されません。これは、証明書は管理で
きるが暗号化鍵は管理できないシステム管理者を設定する場合に役立ちます。テナントの秘密を担当するユー
ザが BYOK プロセスで HSM により保護された証明書を生成するには、引き続き両方の権限が必要です。

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 (ベータ)
Shield Platform Encryption サービスは、フローやプロセスで参照されるデータまで拡張されるようになりました。
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。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: このリリースには、フローおよびプロセスにおける暗号化サポートのベータバージョンが含まれま
す。本番品質ではありますが、既知の制限があります。この機能にアクセスするには、Salesforce にお問い
合わせください。フィードバックや提案を送信する場合は、IdeaExchange に移動してください。
関連トピック:
フローでの暗号化データへのアクセス (ベータ)
プロセスビルダーでの暗号化データへのアクセス (ベータ)

Chatter フィードで暗号化されるデータの追加 (パイロット)
Chatter 投稿、質問と回答、リンク名、コメント、アンケートの質問に加えて、リンク URL とアンケートの選択
肢を暗号化できるようになりました。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。
これらの追加項目を暗号化するには、[設定] から [プラットフォームの暗号化] ページに移動し、[Chatter の暗
号化] を選択解除し、[Chatter の暗号化] を再選択します。
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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機能に基づいて購入をご決定ください。
以前のリリースと同様に、Chatter では一部の項目を暗号化して他は暗号化しないということは選択できませ
ん。
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。

標準リード項目の暗号化 (ベータ)
カスタムリード項目はすでに暗号化できますが、標準リード項目も暗号化できるようになりました。これは、
リードオブジェクトの個人識別情報 (PII) の保護に役立ちます。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。
メモ: リードの暗号化サポートのこのベータバージョンは、本番品質ではありますが、既知の制限があり
ます。この機能を有効にするには、Salesforce にお問い合わせください。フィードバックや提案を送信する
場合は、IdeaExchange に移動してください。
次の標準リード項目を暗号化できます。
• 名前 (名、ミドルネーム、および姓)
• メール
• 電話
• 携帯電話
• Fax
• 住所 (町名・番地、市区郡)
• 役職
• Web サイト
• 説明
• 会社
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: プラットフォームの暗号化の制限事項とトレードオフ

Wave の暗号化 (ベータ)
Shield Platform Encryption 機能を保存時の Wave データに拡張することで、別のセキュリティと保護のレイヤが Wave
Analytics データに追加されます。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。
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保存時の Wave 暗号化サービスは、Wave プラットフォームにネイティブに組み込まれています。このソリュー
ションは、保存時のデータに対して強力な確率的暗号化を適用します。プラットフォームの暗号化のベースに
なるのは、書き込みごとの、CTR モードと初期化ベクトル (IV) を使用する 256 ビット鍵での Advanced Encryption
Standard (AES) です。すべての操作 (並び替えやグループ化を含む) は、鍵の管理を除き、暗号化なしの場合と同
様に機能します。
データベースに追加するデータは、Salesforce サービス上で暗号化されますが、アーカイブデータは暗号化され
ません。
メモ: このリリースには、Wave Analytics に対する暗号化サポートのベータバージョンが含まれます。本番
品質ではありますが、既知の制限があります。この機能を有効にするには、Salesforce にお問い合わせくだ
さい。

一括暗号化対象への既存のメール添付ファイルの追加
ユーザが Salesforce に連絡してデータの一括暗号化への支援を受ける場合、Salesforce は組織暗号化ポリシーに従
い、組織固有のデータ暗号化鍵を使用して既存のデータを暗号化します。Salesforce が、選択された項目とファ
イルだけでなく、既存のメール添付ファイルを一括暗号化できるようになりました。

重要な更新: 認証されたユーザへの暗号化データの表示
この重要な更新を有効にした場合、暗号化データを画面上に表示できます。つまり、暗号化データはマスク文
字によって非表示になりません。未承認ユーザにデータを表示しないようにするには、データが暗号化されて
いるかどうかに関係なく、項目レベルおよびオブジェクトレベルのセキュリティを使用する必要があります。
「暗号化されたデータの参照」権限は使用できません。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。
この更新により、ユーザが暗号化データにアクセスしたときの操作感の一貫性が向上し、マスクされたデータ
と暗号化されたデータの混同が抑えられます。
組織によっては、何もしなくてもこの変更が適用されます。
• Spring '17 以降、「暗号化されたデータの参照」は、最初のテナントの秘密を生成するときに自動的にマス
ク対象から分離されます。
• Spring '17 より前にテナントの秘密の生成を開始した場合は、この重要な更新を有効にする必要があります。
「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。

イベント監視: Wave での Lightning Experience イベントデータと設定の向上
Lightning Experience のイベント種別データを Wave で使用できるようになりした。また、ユーザの採用とパフォー
マンスが表示される 2 つの新しい事前作成済みダッシュボードを使用できるようになりました。新しい標準権
限セットにより、Wave をすばやく簡単に設定できます。
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このセクションの内容:
更新された Event Monitoring Analytics アプリケーションによる Lightning Experience のユーザアクションの視覚化
2 つの新しいダッシュボードでは、Lightning Experience や Salesforce1 の採用およびページパフォーマンスを測
定するために必要なデータを得られます。また、Event Monitoring Analytics ダッシュボードで KPI 基準にしきい
値を設定できるようになりました。
Event Monitoring Analytics アプリケーションの権限設定の合理化
ユーザは 2 つの標準権限セットを使用して、Event Monitoring Analytics アプリケーションにすばやく簡単にア
クセスできます。以前は、独自の権限セットを作成する必要がありました。さらに、権限セットが割り当
てられたユーザは権限セットライセンスを取得します。
大きなレポートをダウンロードしたユーザの特定
ユーザが大量のデータをエクスポートしているのを検出する ROW_COUNT と AVERAGE_ROW_SIZE 項目がレ
ポートイベント種別に追加されました。行数やサイズが大きい場合、ユーザが詐欺目的で情報をダウンロー
ドしている可能性があります。たとえば、競合他社に転職する前にすべてのセールスリードをダウンロー
ドする営業担当などがこれに該当します。
新しい項目による Lightning Experience のユーザアクションのより包括的な追跡
ログインセッション中のユーザの行動をあらゆる角度から把握できるように、Lightning エラー、Lightning イ
ンタラクション、Lightning ページビュー、Lightning パフォーマンスイベント種別に新しい項目が追加され、
1 つの項目の名前が変更されました。Event Monitoring Wave アプリケーションの互換性を確保するための項目
も追加されました。
非同期 SOQL と UniqueKey の使用によるログインフォレンジックの柔軟性の向上
非同期 SOQL クエリを実行して LoginEvent オブジェクトの任意の項目で絞り込むことができるため、クエリ
を柔軟に作成できます。非同期 SOQL では、クエリをバックグラウンドで実行し、準備が整ったときに結果
を取得できます。新しい項目 UniqueKey は Id の代わりに主キーとして使用されます。
ログインフォレンジックによる Government Cloud のなりすまし詐欺の防止
ログインフォレンジックを使用すると、どのユーザの動作が正当かをより的確に判断できるため、Salesforce
でのなりすまし詐欺の防止に役立ちます。この機能を政府機関の POD で使用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 Salesforce Connect コールアウトの追跡 (パイロット)
外部システムへの Salesforce Connect コールアウトを追跡するイベント種別が EventLogFile 標準オブジェクトに
追加されました。外部オブジェクトデータへの組織のアクセスの履歴アクティビティを監査できるように
なりました。
UI 追跡イベント種別の廃止に向けた組織の準備
このリリースでは、UI 追跡イベント種別にデータは入力されません。UI 追跡イベント種別は、Winter '18 リ
リースで完全に削除されます。
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更新された Event Monitoring Analytics アプリケーションによる Lightning Experience のユーザ
アクションの視覚化
2 つの新しいダッシュボードでは、Lightning Experience や Salesforce1 の採用および
ページパフォーマンスを測定するために必要なデータを得られます。また、Event
Monitoring Analytics ダッシュボードで KPI 基準にしきい値を設定できるようになり
ました。
Lightning Experience や Salesforce1 の採用およびパフォーマンスの視覚化
Event Monitoring Analytics アプリケーションには、次の 4 つの Lightning Experience イ
ベント種別があります。

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

• 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
Wave でこのデータを表示するには、新しい事前作成済み Lightning Adoption および Lightning Performance ダッシュ
ボードを使用するか、独自のダッシュボードを作成します。

Lightning ダッシュボードと UI Tracking データセットはこのリリースで廃止され、Lightning Adoption および Lightning
Performance ダッシュボードに置き換わります。
KPI のしきい値を超えたときの通知
KPI の値が設定したしきい値を超えたときに通知することで、クエリに時間がかかりすぎているなどのパフォー
マンスの問題を早期に検出します。詳細は、「重要なビジネス総計値に関するスマート通知の設定」を参照し
てください。
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ダッシュボードのより簡単な理解
次のダッシュボードには、ダッシュボードに表示されるデータを理解するのに役立つ有益な説明があります。
• Apex Executions
• API
• Dashboard
• Files
• Login-As
• Page Views (URIs)
• Report Downloads
• RestAPI
• User Logins
• Wave Adoption
関連トピック:
Wave: 事前作成済み Wave アプリケーションによる加速化

Event Monitoring Analytics アプリケーションの権限設定の合理化
ユーザは 2 つの標準権限セットを使用して、Event Monitoring Analytics アプリケー
ションにすばやく簡単にアクセスできます。以前は、独自の権限セットを作成
する必要がありました。さらに、権限セットが割り当てられたユーザは権限セッ
トライセンスを取得します。
新しい標準権限セット を次に示します。
• Event Monitoring Wave システム管理者 — Event Monitoring Analytics アプリケーショ
ンとデータフローを作成およびカスタマイズするユーザ用。

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

• Event Monitoring Wave ユーザ — Event Monitoring Analytics アプリケーションを表示
するユーザ用。
どちらの権限セットにも、Event Monitoring Analytics へのアクセス権をユーザに付与できる Event Monitoring ユーザ
権限 (「Wave Analytics テンプレートアプリケーションの使用」など) が含まれます。権限セットにアクセスする
には、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
新しい権限セットを使用する必要はありません。Event Monitoring Wave 権限セットライセンスが使用されてい
て、Event Monitoring Wave ユーザ権限が含まれていれば、引き続き独自の権限セットを作成できます。
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大きなレポートをダウンロードしたユーザの特定
ユーザが大量のデータをエクスポートしているのを検出する ROW_COUNT と
AVERAGE_ROW_SIZE 項目がレポートイベント種別に追加されました。行数やサ
イズが大きい場合、ユーザが詐欺目的で情報をダウンロードしている可能性が
あります。たとえば、競合他社に転職する前にすべてのセールスリードをダウ
ンロードする営業担当などがこれに該当します。

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

新しい項目による Lightning Experience のユーザアクションのより包括的な追跡
ログインセッション中のユーザの行動をあらゆる角度から把握できるように、
Lightning エラー、Lightning インタラクション、Lightning ページビュー、Lightning
パフォーマンスイベント種別に新しい項目が追加され、1 つの項目の名前が変更
されました。Event Monitoring Wave アプリケーションの互換性を確保するための項
目も追加されました。
新規項目

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

• 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。
• USER_ID_DERIVED — UI または API を介して Salesforce サービスを使用しているユーザの 18 文字の ID (大文字
と小文字を区別しない)。
名称が変更された項目
• SESSION_KEY (旧称 SESSION_ID ) — 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。
例: この例は、Lightning ページビューイベントログの抜粋で、Salesforce のユーザのクリックパスを示して
います。Lightning Experience や Salesforce1 で各ユーザが行っている作業を包括的に把握するには、さまざま
なイベントおよびアクション全体の識別子として LOGIN_KEY を使用し、それらを結び付けます。
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非同期 SOQL と UniqueKey の使用によるログインフォレンジックの柔軟性の向上
非同期 SOQL クエリを実行して LoginEvent オブジェクトの任意の項目で絞り込む
ことができるため、クエリを柔軟に作成できます。非同期 SOQL では、クエリを
バックグラウンドで実行し、準備が整ったときに結果を取得できます。新しい
項目 UniqueKey は Id の代わりに主キーとして使用されます。
EventDate や Id だけでなく任意の項目で非同期 SOQL クエリを絞り込むことが

できます。また、<= や => などのすべての比較演算子を使用できます。

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

例: 昨日の成功した直近 10 個のログインの取得
SELECT Application, Browser, EventDate, UniqueKey, LoginUrl,
UserId FROM LoginEvent WHERE EventDate>Yesterday LIMIT 10 AND Status=’Success’

重要: LoginEvent オブジェクトの UniqueKey 項目は、各レコードの一意の識別子になりました。API バー
ジョン 40.0 以降では Id が入力されないため、Id 項目の代わりにこの項目をクエリの主キーとして使用
します。また、このリリースの変更によって、以前のリリースの組織の LoginEvent データがすぐに使用で
きなくなることはありません。Summer '17 リリース後 7 日間は使用できます。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ログインフォレンジックによるログインアクティビティの監視

ログインフォレンジックによる Government Cloud のなりすまし詐欺の防止
ログインフォレンジックを使用すると、どのユーザの動作が正当かをより的確
に判断できるため、Salesforce でのなりすまし詐欺の防止に役立ちます。この機
能を政府機関の POD で使用できるようになりました。
関連トピック:
Salesforce ヘルプ: ログインフォレンジックによるログインアクティビティの監
視

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

イベントログファイルを使用した Salesforce Connect コールアウトの追跡 (パイロット)
外部システムへの Salesforce Connect コールアウトを追跡するイベント種別が
EventLogFile 標準オブジェクトに追加されました。外部オブジェクトデータへの
組織のアクセスの履歴アクティビティを監査できるようになりました。
メモ: Salesforce Connect Callout Event Monitoring は、パイロットプログラムを介
してお客様に提供されます。パイロットのイベント種別は、Salesforce Connect
およびイベント監視を使用している組織でのみ使用できます。組織にこれ
らの機能がない場合は、パイロットプログラムへの参加について 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。Salesforce Connect
Callout Event Monitoring 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
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使用可能なエディション:
Developer Edition
有料オプションで使用可
能なエディション:
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition
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基づいて購入をご決定ください。Salesforce Connect Callout Event Monitoring に関するフィードバックや提案は、
Success コミュニティの「Salesforce Connect」グループに投稿してください。
関連トピック:
イベントログファイルを使用した外部のオブジェクトデータコールアウトの追跡 (パイロット)

UI 追跡イベント種別の廃止に向けた組織の準備
このリリースでは、UI 追跡イベント種別にデータは入力されません。UI 追跡イ
ベント種別は、Winter '18 リリースで完全に削除されます。

エディション

この変更に向けて準備を整えるには、次のことを実行します。

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

• 保管やクエリのためにイベントログファイルをデータベース (Apache HBase な
ど) に取り込んでいる場合、Lightning UI イベントとモバイル UI イベントの新し
い Lightning Experience イベント種別を確認します。
• イベント監視データの視覚化のために事前構築されたサードパーティインテ
グレーションを使用している場合、Salesforce がこれらのパートナーと連携し
て各アプリケーションを更新します。

• カスタム視覚化を構築している場合、インテグレーションを更新して新しい Lightning Experience イベント種
別を取り込み、UI 追跡イベント種別を使用しないように準備します。イベント監視 API の使用方法について
は、『Force.com REST API 開発者ガイド』を参照してください。
関連トピック:

ナレッジ記事: Shield Monitoring の新しいイベント種別

トランザクションセキュリティ: Lightning Experience、Chatter、Apex の例
トランザクションセキュリティの Lightning Experience が導入されました。新しい方法で、リアルタイムのイベ
ントに対するポリシーを作成できます。新しいユーザインターフェースには、使いやすい設定ウィザードと、
関連情報および Salesforce 組織に関する統計のカルーセルが含まれます。ポリシービューと Apex の編集も改善
され、有益な情報と統計のカルーセルが追加されました。この新しい UI で、Chatterリソースをチェックするポ
リシーを作成できます。また、手順を学習するための Apex の例もさらに追加されました。
このセクションの内容:
新しいウィザードの手順に従ったポリシーの作成
トランザクションセキュリティ用の新しい Lightning Experience インターフェースに、基本ポリシーを作成す
るためのウィザード (ポリシービューを表示するための新しい方法) とカルーセルが組み込まれています。
新しいリソースとアクションによる Chatter 投稿の監視
Chatter リソースをエンティティポリシーで使用できるようになり、ケースがデータエクスポートポリシー
に追加されました。新しい「ユーザを凍結」アクションを Chatter リソースのエンティティポリシーで使用
できます。たとえば、ポリシーでフィードコメントと質問の内容を調べ、内容がポリシーに適合しない場
合はユーザを凍結したり、リソースをブロックしたりできます。ポリシーをトリガしたユーザを凍結する
と、そのユーザは完全にブロックされてアカウントにアクセスできなくなります。
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新しい例でわかりやすい Chatter ポリシーの作成

『Apex 開発者ガイド』 に Chatter リソースポリシーの作成方法に関する例が追加されました。

新しいウィザードの手順に従ったポリシーの作成
トランザクションセキュリティ用の新しい Lightning Experience インターフェースに、基本ポリシーを作成する
ためのウィザード (ポリシービューを表示するための新しい方法) とカルーセルが組み込まれています。
Lightning Experience でトランザクションセキュリティを使用するときの操作感が一新されました。

メインページでは、カルーセルカードに情報と統計が表示され、どのポリシーが必要か判断するのに役立ちま
す。カードによっては [ヘルプ & トレーニング] へのリンクが含まれます。ポリシーのリストが再編成されて、
最も重要なコンポーネントのみが表示され、リストに目を通しやすくなりました。

新しいリソースとアクションによる Chatter 投稿の監視
Chatterリソースをエンティティポリシーで使用できるようになり、ケースがデータエクスポートポリシーに追
加されました。新しい「ユーザを凍結」アクションを Chatter リソースのエンティティポリシーで使用できま
す。たとえば、ポリシーでフィードコメントと質問の内容を調べ、内容がポリシーに適合しない場合はユーザ
を凍結したり、リソースをブロックしたりできます。ポリシーをトリガしたユーザを凍結すると、そのユーザ
は完全にブロックされてアカウントにアクセスできなくなります。
Chatter 投稿のさまざまな局面を監視できます。Chatter の新しいエンティティリソース種別は次のとおりです。
• Chatter メッセージ
• フィードコメント
• フィード項目
• アイデア
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• 質問
Salesforce Classic はすべての Chatter リソースをサポートするのに対し、Lightning Experience はフィードコメントお
よびフィード項目リソースのみをサポートします。

新しい例でわかりやすい Chatter ポリシーの作成
『Apex 開発者ガイド』 に Chatter リソースポリシーの作成方法に関する例が追加されました。
投稿内の特定の語をスキャンまたは検索できます。この例では、特定の語「Salesforce」が含まれる投稿を検索
し、それらの投稿をブロックします。語のリストをループ処理したり、語の出現数の累計値を継続的に取得し
たりする条件を記述することもできます。
global class ChatterMessageWordFilterPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition
{
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event event) {
String body = event.data.get('Body');
if(body.containsIgnoreCase('Salesforce')) {
return true;
}
return false;
}
}

関連トピック:
Salesforce ヘルプ: トランザクションセキュリティ通知の Apex ポリシー
Apex 開発者ガイド: TxnSecurity 名前空間

その他のセキュリティの変更: 新しいセッション設定
すべてのサードパーティドメインの接続の保護など、セキュリティに影響を及ぼす変更が加えられました。
このセクションの内容:
サードパーティドメインのセキュアな HTTPS 接続
セキュリティを強化するために、すべてのサードパーティドメインへのセキュアな接続を確保するセッショ
ン設定が追加されました。画像や JavaScript ファイルなどの外部アセットは、悪意のある関係者によって傍
受されないように HTTPS 経由で自動的に読み込まれます。Summer '17 リリース以降に作成されたすべての取
引先では、この機能がデフォルトで有効になっています。

サードパーティドメインのセキュアな HTTPS 接続
セキュリティを強化するために、すべてのサードパーティドメインへのセキュアな接続を確保するセッション
設定が追加されました。画像や JavaScript ファイルなどの外部アセットは、悪意のある関係者によって傍受され
ないように HTTPS 経由で自動的に読み込まれます。Summer '17 リリース以降に作成されたすべての取引先では、
この機能がデフォルトで有効になっています。
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既存の取引先でこ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。次に、[すべてのサードパーティドメインでセキュアな接続 (HTTPS) が必要]を選択し
ます。

リリース: 変更セットで使用できるネットワークコンポーネント
このセクションの内容:
新しい変更セットコンポーネント
変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。これらのコンポーネント
を変更セットに使用できるようになりました。

新しい変更セットコンポーネント
変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。
これらのコンポーネントを変更セットに使用できるようになりました。

エディション

ChatterExtensions
Chatter パブリッシャーと統合されるリッチパブリッシャーアプリケーション
(パイロット) を記述するために使用するメタデータを表します。ChatterExtensions
は API バージョン 40.0 のパイロット機能です。

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

Network
コミュニティを表します。コミュニティは、従業員、顧客、およびパート
ナーを接続するためのカスタマイズ可能な公開または非公開空間です。

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 コンポーネント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。
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Einstein Vision: 画像認識および深層学習のモデル
データサイエンティストや機械学習の専門家でなくても AI を内蔵したアプリケーションが望まれる場合が
あります。Einstein Vision API を使用すると、画像認識によってアプリケーションを AI 対応にすることができ
ます。事前にトレーニングされた分類子を活用するか、独自のカスタム分類子をトレーニングして、あら
ゆる専門分野の画像認識事例を解決します。Einstein Vision API では、開発者は標準の REST API を使用して独自
の深層学習モデルを構築できます。このモデルを使用して、視覚検索、ブランド検出、物体識別など、画
像認識機能を実装できます。アプリケーションをスマートにすると同時にアプリケーションを天才のよう
に扱います。
Visualforce: ページ総計値へのアクセスとセキュリティの向上
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。このリリースの変更では、
Visualforce ページの総計値にアクセスでき、ページのセキュリティが向上しました。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 Design System
このリリースの重大な変更は、マークアップ内のコメントを処理しやすくするための BEM 表記の更新です。
Apex コード: パフォーマンスとセキュリティの改善
Apex でメタデータ型とコンポーネントにアクセスします。新しい Cache.CacheBuilder インターフェー
スでキャッシュ値を安全に管理します。管理パッケージから Apex コントローラメソッドに対して安全にア
クセスを制御します。
API: 新しいオブジェクトと型、検索の機能強化、およびユーザインターフェース API
API バージョン 40.0 で新しいおよび更新されたメタデータ型、データオブジェクト、および API コールを使
用します。新しい SOSL 句で検索を微調整します。新しいユーザインターフェース API を使用して、ネイティ
ブのモバイルアプリケーションと、独自のブランド設定を使用したカスタム Web アプリケーションを作成
します。
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してより優れたアプリケーションを構築し、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します。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) をご確認ください。これらの変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ISVforce: Lightning Experience の Channel Order App、新しい Channel Order Apex API、転送アップグレードの機能強
化、その他
ISVforceツールを使用して、AppExchangeアプリケーションを容易に作成、配布、および管理できます。Lightning
Experience 用に新しく再設計されたバージョン 2.0 の Channel Order App で、注文をより詳細に制御できます。
注文の送信を自動化する場合、新しい Channel Order Apex API にあるクラスを使用して注文を送信、編集、取
り消し、およびコピーできます。登録者を転送アップグレードから除外できるようになったため、API を使
用して多数の登録者にアップグレードを転送するときのパフォーマンスが向上します。アプリケーション
で Apex を使用してメタデータにアクセスできるようにもなりました。
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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コンポーネント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:
LockerService の重要な更新の有効化

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。

Summer '16 以降の重要な更新である LockerService が Summer ’17 のすべての組織
に適用されます。ただし、既存のコンポーネントへの影響を軽減するため、
有効化プロセスを調整しました。
厳格な CSP 制限の重要な更新
コンテンツセキュリティポリシー (CSP) の厳格化の制限が LockerService から切り離されました。この制限は、
Summer ’17 の本番組織では適用されません。代わりに、Sandbox および Developer Edition のみに影響する 2 つ
の重要な更新で CSP の厳格化に関する変更を利用できます。CSP の厳格化に対応するコードの更新により多
くの時間を費やすことができます。
管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (重要な更新)
このリリースには、Lightning コンポーネントからサーバ側の Apex コントローラメソッドへのアクセスに影
響する重要な更新があります。管理パッケージ内で global 以外の Apex メソッドをコールする Lightning コ
ンポーネントコードを記述している場合、いくつかの作業が必要です。
Lightning コンポーネントでの標準アクションの上書き
お待たせしました。オブジェクトの 4 つの標準アクション (表示、新規、編集、タブ) が Lightning コンポー
ネントを使用してついに上書きできるようになりました。標準オブジェクトとカスタムオブジェクトでこ
れらのアクションを上書きできます。標準アクションを上書きすると、Lightning コンポーネントを使用し
て組織をカスタマイズできます。たとえば、レコードの参照、作成、編集方法を完全にカスタマイズでき
ます。
Lightning データサービス (ベータ)
Lightning データサービスがベータになりました。Apex コードは使用せずに Lightning データサービスを使用
して、コンポーネントのレコードの読み込み、作成、編集、または削除を行います。Lightning データサー
ビスは、共有ルールと項目レベルセキュリティを処理します。Lightning データサービスはパフォーマンス
とユーザインターフェースの一貫性も改善します。

560

Salesforce Summer '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

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
より多くの Lightning コンポーネントについての詳細をさらに詳しく表示します。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、すべてのユーザに適用されます。
同じ名前の JavaScript と Apex アクションに関するブラウザコンソールの警告
Apex メソッド (サーバ側アクション) と同じ名前の JavaScript 関数 (クライアント側アクション) がコンポーネ
ントに存在する場合、フレームワークによってブラウザコンソールの警告が記録されます。この警告はデ
バッグモードでのみ記録され、この警告が記録されなければデバッグが難しくなる問題のトラブルシュー
ティングに役立つ可能性があります。
カスタムレンダラの代わりに aura:valueRender イベントを使用
コンポーネントが表示または再表示されるときに、aura:valueRender イベント (render イベントとも呼
ばれる) が起動されます。DOM で後処理を実行したり、コンポーネントの表示または再表示に反応したりす
るには、このイベントが処理されます。このイベントは優先され、カスタムレンダラを作成する代替方法
よりも簡単に使用できます。
コンポーネントの有効性チェックの合理化
コンポーネントが無効な場合、cmp.get() は null を返します。これまでは、InvalidComponent エラー
がフレームワークによって返されていました。新しい動作は標準の JavaScript 動作に近づき、この動作によっ
てフレームワークのメモリ使用量が削減されます。
クイックアクションでの force:hasSObjectName インターフェースの使用
force:hasSObjectName インターフェースを Lightning コンポーネントに追加すると、現在のレコードの

sObject 型の API 参照名をコンポーネントに割り当てることができます。さまざまな sObject 型のレコードで
コンポーネントを使用でき、現在のレコードの特定のタイプに適応する必要がある場合は、sObject 名が便
利です。
AuraLocalizationService JavaScript API メソッドで廃止された locale パラメータ
AuraLocalizationService オブジェクトの一部のメソッドで locale パラメータが廃止されました。
locale パラメータの入力規則も強化されました。locale の値は Salesforce 内のユーザの Language 設定

または Locale 設定のみと一致することができます。locale パラメータが他の値に設定されている場合、
デフォルトであるユーザの Language 設定になります。
廃止された、aura:application の useAppcache 属性
ブラウザベンダーが AppCache を廃止したため、Salesforce もそれに従いました。スタンドアロンアプリケー
ション (.appリソース) の<aura:application> タグのuseAppcache 属性を削除してください。ブラウザ
ベンダによる廃止が原因で生じるブラウザ間サポートの問題を回避するためです。<aura:application>
タグに useAppcache を現在設定していない場合、useAppcache のデフォルト値は false のため何もす
る必要はありません。
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。配列の確認時を除き、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。
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新規追加または変更された Lightning イベント
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。
新規追加または変更された Lightning インターフェース
Lightning インターフェースを使用すると、コンポーネントをさまざまなコンテキストで使用したり、コン
ポーネントで追加のコンテキストデータを受信したりできます。
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。

LockerService の重要な更新の有効化
Summer '16 以降の重要な更新である LockerService が Summer ’17 のすべての組織に適用されます。ただし、既存の
コンポーネントへの影響を軽減するため、有効化プロセスを調整しました。
LockerService の適用は API バージョンに依存
LockerService は、Summer '17 (API バージョン 40.0) 以降に作成されたすべての Lightning コンポーネントに適用さ
れます。Summer '17 より前に作成されたコンポーネントを対象とする API バージョン 39.0 以前では、コンポー
ネントに LockerService が適用されません。
厳格なコンテンツセキュリティポリシー (CSP) 制限の不適用
クロスサイトスクリプティング攻撃のリスクを軽減する厳格な CSP 制限は LockerService と分離され、Summer
'17 の本番組織には適用されません。厳格な CSP の変更は Sandbox および Developer Edition 組織でのみ可能で、
2 つの新しい重要な更新 (コミュティ用に 1つ、他のコンテキスト用に 1 つ) で有効化できます。これらの重
要な更新により、厳格な CSP で動作するコードへの更新により多くの時間をかけることができます。

LockerService 機能の有効化
LockerService は、いくつかのセキュリティ機能を適用し、サポート範囲が拡大されたコードを作成するベスト
プラクティスを促進します。
JavaScript ES5 の厳格モードの適用
JavaScript ES5 の厳格モードが暗黙的に有効になります。コードで "use strict" を指定する必要がありま
せん。
JavaScript の厳格モードにより、コードの堅牢性とサポート範囲が拡大されます。たとえば、このモードで
ない場合は抑制される一部のエラーを発生させることができます。
厳格モードを使用する場合のいくつかの考慮事項を次に示します。
• var キーワードを使用して変数を宣言する必要があります。
• ライブラリ外で使用可能な変数を作成するには、window オブジェクトにその変数を明示的に関連付け
る必要があります。
• コンポーネントが使用するライブラリも厳格モードで動作する必要があります。
JavaScript の厳格モードについての詳細は、「Mozilla Developer Network」を参照してください。
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DOM のアクセスコンテインメント
コンポーネントは、DOM をトラバースして、同じ名前空間内のコンポーネントで作成された要素にアクセ
スすることしかできません。この動作により、他の名前空間内のコンポーネントで所有される DOM 要素に
アクセスするアンチパターンを回避できます。
メモ: これは、名前空間に関係なく別のコンポーネントにアクセスするコンポーネントを対象とした
アンチパターンです。LockerService では、クロス名前空間アクセスのみが防止されます。独自の名前空
間内のクロスコンポーネントアクセスを防ぐことで、コンポーネントが緊密に連動し、問題が発生す
る可能性が低くなります。
グローバル参照の制限
LockerService はグローバル参照に制限を適用します。window など、組み込み以外のオブジェクトは LockerService
がセキュアなバージョンを用意します。たとえば、window のセキュアなバージョンは SecureWindow で
す。組み込み以外のオブジェクトと同じ方法でセキュアなラッパーとやりとりできますが、セキュアなラッ
パーではオブジェクトとそのプロパティへのアクセスが制限されます。セキュアなラッパーでは、基盤と
なるオブジェクトの API のサブセットが公開されます。
LockerService API Viewer には、LockerService によって公開される DOM API が表示されます。API Viewer アプリケー
ションには、SecureDocument、SecureElement、および SecureWindow の API が表示されます。
API Viewer の現在の UI はまだ完璧ではありません。改善されるまでしばらくお待ちください。多くの情報が
ありますが、重要なポイントは緑色の背景は DOM メソッドがサポートされていることを示すということで
す。
サポートされている JavaScript API フレームワークのメソッドのみへのアクセス
サポートされている公開済みの JavaScript API フレームワークのメソッドにのみアクセスできます。これらの
メソッドは、https://<myDomain>.lightning.force.com/auradocs/reference.app (<myDomain>
はカスタムSalesforceドメインの名前)にあるリファレンスドキュメントアプリケーションで公開されていま
す。以前はサポートされていないメソッドにアクセスできたため、サポートされていないメソッドが変更
または削除されたときにコードが破損するおそれがありました。

コンポーネントの LockerService の無効化
コンポーネントが API バージョン 40.0 (Summer '17 のバージョン) 以降に設定されている場合、LockerService は有効
です。Summer '17 より前に作成されたコンポーネントは API バージョンが 40.0 未満であるため、LockerService は
無効です。コンポーネントの LockerService を無効にするには、その API バージョンを 39.0 以下に設定します。
コンポーネントにバージョン設定すると、コンポーネントを API バージョンに関連付けることができます。コ
ンポーネントを作成するときのデフォルトのバージョンは最新の API バージョンです。開発者コンソールで、
右パネルの [Bundle Version Settings (バージョン設定を対応付ける)] をクリックしてコンポーネントのバージョ
ンを設定します。
LockerService は、コンポーネントのバージョンのみに基づいてコンポーネントまたはアプリケーションで有効
化されます。アプリケーションまたはコンポーネント内のコンテインメント階層は、LockerService の適用には
考慮されません。
コンポーネント A にコンポーネント B が含まれる例を見てみましょう。コンポーネント A が API バージョン 40.0
に設定されている場合、LockerService は有効です。コンポーネント B が API バージョン 39.0 に設定されている場
合、LockerService が有効なコンポーネント A に含まれているにも関わらず、コンポーネント B では LockerService
が無効になります。
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一貫性を保ちデバッグを容易にするため、可能な場合はアプリケーションのすべてのコンポーネントに同じ
API バージョンを設定することをお勧めします。

管理パッケージの LockerService 設定の削除
Spring '17 では、管理パッケージからインストールされたコンポーネントに LockerService が適用されるかどうか
を制御する個別の設定がありました。この [管理パッケージに対して LockerService を有効にする] 設定は、
[設定] の [Lightning コンポーネント] ページから削除されました。
管理パッケージからインストールされたコンポーネントは他のコンポーネントと同様に処理され、LockerService
の制限が適用されます。
新しい AppExchange セキュリティレビューと定期的な再レビューでは、LockerService が有効になるようにバー
ジョン 40.0 以降のコンポーネントが必要です。このバージョンの要件により、管理パッケージからインストー
ルされたコンポーネントが LockerService によって適用されるセキュリティのベストプラクティスに従うように
なります。

LockerService による影響
LockerService は、次で使用するカスタム Lightning コンポーネントのセキュリティとベストプラクティスを適用し
ます。
• Lightning Experience
• Salesforce1
• Lightning 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)
• カスタム Lightning コンポーネントを追加できるその他のアプリケーション (Lightning Experience の Salesforce コ
ンソールなど)
• Lightning Out
LockerService は次には影響しません (これらのコンテキストでの Visualforce の Lightning コンポーネントの使用は除
く)。
• Salesforce Classic
• Visualforce ベースのコミュニティ
• Salesforce Classic のアプリケーション (Salesforce Classic の Salesforce コンソールなど)

厳格な CSP 制限の重要な更新
コンテンツセキュリティポリシー (CSP) の厳格化の制限が LockerService から切り離されました。この制限は、
Summer ’17 の本番組織では適用されません。代わりに、Sandbox および Developer Edition のみに影響する 2 つの重
要な更新で CSP の厳格化に関する変更を利用できます。CSP の厳格化に対応するコードの更新により多くの時
間を費やすことができます。
次の 2 つの重要な更新 (コミュティ用に 1つ、他のコンテキスト用に 1 つ) があります。
• Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化
• コミュニティでの Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化
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Lightning コンポーネントフレームワークでは、すでに W3C 標準の 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ています。これらの重要な更新は、CSP を強化して、クロスサイトスクリプ
ティング攻撃のリスクを軽減します。
厳格な CSP には聞き覚えがあるかもしれません。Spring '17 の LockerService の重要な更新で、インラインスクリプ
ト (script-src) の unsafe-inline および unsafe-eval キーワードを禁じるために厳格な CSP が導入され
ました。これらの CSP の変更は、Sandbox 組織と Developer Edition 組織にのみ適用されていました。

重要な更新のスケジュール
厳格な CSP は、他の組織でも段階的に使用可能になります。予定されているスケジュールを次に示しますが、
このスケジュールは今後のリリースで変更される可能性があります。
重要な更新

Sandbox 組織
と DE 組織

本番組織

Summer '17 Winter '18 Spring '18
(2017 年 10
月)

Summer '18

Winter '19
(2018 年 10
月)

Lightning コンポーネントの厳 LockerService が Spring '17 で有効化されていない限り すべての組
格な CSP の有効化
デフォルトで無効
織で有効
コミュニティでの Lightning
コンポーネントの厳格な CSP デフォルトで無効
の有効化
Lightning コンポーネントの厳
N/A
格な CSP の有効化

デフォルトで有効

コミュニティでの Lightning
コンポーネントの厳格な CSP N/A
の有効化

デフォルトで無効

Summer '17
これらの重要な更新は、Sandbox 組織と Developer Edition 組織でのみ適用されます。このリリースの本番組織
では厳格な CSP は適用されません。
Winter '18 (将来の計画)
これらの重要な更新は、本番組織を含むすべての組織に適用されます。
• 「Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化」はデフォルトで有効に
なります。
• 「コミュニティでの Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化」はデ
フォルトで無効になります。
いつでも必要に応じて、テスト目的で両方の重要な更新の有効化と無効化を行うことができます。
Winter '19 (将来の計画)
重要な更新が期限切れになったときに、両方の重要な更新がすべての組織で自動的に有効化されます。
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「Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化」の有効化
厳格な CSP は、重要な更新「Lightning LockerService セキュリティの有効化」が以前に有効化されている Sandbox
組織と Developer Edition 組織でデフォルトで有効になります。その他すべての Sandbox 組織と Developer Edition 組
織では、厳格な CSP はデフォルトで無効になります。
厳格な CSP を有効にする手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「重要な更新」と入力して、[重要な更新] を選択します。
2. 「Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化」で、[有効化]をクリックし
ます。
3. ブラウザページを更新して、厳格な CSP の有効化に進みます。
この重要な更新による影響
この重要な更新は、次の Sandbox 組織と Developer Edition 組織で厳格な CSP を有効にします。
• Lightning Experience
• Salesforce1
• 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)
この重要な更新は次には影響しません。
• Salesforce Classic
• Salesforce Classic のアプリケーション (Salesforce Classic の Salesforce コンソールなど)
• 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) を実行できる Lightning Out。そのコンテナで CSP ルールが定義さ
れます。

「コミュニティでの Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの
有効化」の有効化
厳格な CSP は、Sandbox 組織と Developer Edition 組織ではデフォルトで無効になっています。
厳格な CSP を有効にすると、カスタム Lightning コンポーネントだけでなく、コミュニティのページの <head>
で使用されるマークアップにも影響します。インラインスクリプトは許可されず、コミュニティビルダーの
[設定] > [詳細] でサポートされていないマークアップを入力すると警告が表示されます。
コミュニティで厳格な CSP を有効にする手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「重要な更新」と入力して、[重要な更新] を選択します。
2. 「コミュニティでの Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化」で、[有
効化] をクリックします。
3. ブラウザページを更新して、厳格な CSP の有効化に進みます。
この重要な更新による影響
この重要な更新は、Sandbox 組織と Developer Edition 組織のコミュニティのみで厳格な CSP を有効にします。
この重要な更新は次には影響しません。
• Salesforce Classic
• Salesforce Classic のアプリケーション (Salesforce Classic の Salesforce コンソールなど)
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• 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) を実行できる Lightning Out。そのコンテナで CSP ルールが定義さ
れます。

管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの
無効化 (重要な更新)
このリリースには、Lightning コンポーネントからサーバ側の Apex コントローラメソッドへのアクセスに影響す
る重要な更新があります。管理パッケージ内で global 以外の Apex メソッドをコールする Lightning コンポー
ネントコードを記述している場合、いくつかの作業が必要です。
Lightning コンポーネントのサーバアクションの背後にある Apex メソッドには、アクセス修飾子に関する次の要
件があります。
• 使用するコンポーネントと同じ名前空間内にある Apex メソッドは public または global としてマークす
る必要があります。
• 使用するコンポーネントとは異なる名前空間内にある Apex メソッドは global としてマークする必要があ
ります。
コードで変更が必要な可能性がある部分を含む詳細は、Apex リリースノート「管理パッケージの global 以外の
Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (重要な更新)」を参照してください。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド: Apex サーバ側コントローラの概要

Lightning コンポーネントでの標準アクションの上書き
お待たせしました。オブジェクトの 4 つの標準アクション (表示、新規、編集、タブ) が Lightning コンポーネン
トを使用してついに上書きできるようになりました。標準オブジェクトとカスタムオブジェクトでこれらのア
クションを上書きできます。標準アクションを上書きすると、Lightning コンポーネントを使用して組織をカス
タマイズできます。たとえば、レコードの参照、作成、編集方法を完全にカスタマイズできます。
標準アクションを上書きする機能は、ずっと以前から Visualforce ページを使用して可能でした。この機能は長
い間、Lightning コンポーネントでも上位の要求にあがっていました。この機能を追加できたことは喜ばしい限
りです。みなさんにもきっと喜んでいただけると思います(これ単なる機能ではなく冒険です)。
ただし、Lightning コンポーネントでアクション上書きを使用するにあたっては、知っておくべきことがたくさ
んあります。表面上、Lightning コンポーネントを使用するアクション上書きの追加は Visualforce ページを使用す
る場合とほぼ同じです。異なる項目を選択する。これだけです。
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ただし、アクション上書きとして使用できる Lightning コンポーネントの作成方法や、Salesforce でのアクション
上書きの使用方法に関して Visualforce との重要な違いがあります。始める前に詳細を徹底的に確認し、本番環
境にリリースする前に Sandbox または Developer Edition 組織で慎重にテストすることをお勧めします。

標準アクションと上書きの基本
ほとんどの標準オブジェクトとすべてのカスタムオブジェクトで 6 つの標準アクション (タブ、リスト、表示、
編集、新規、削除) を使用できます。Salesforce Classic では、これらはすべて異なるアクションです。
Lightning Experience と Salesforce1 では、タブアクションとリストアクションが 1 つのアクションに統合され、オ
ブジェクトホームになりました。ただし、オブジェクトホームには Lightning Experience の [タブ] アクションと
Salesforce1 の [リスト] アクション経由でアクセスします。このリリースでは、Lightning コンポーネントを使用し
てタブアクションのみを上書きできます。したがって、コンポーネントを使用して Salesforce1 のリストアクショ
ンを上書きすることはできません。最後に、Salesforce1 には固有の検索アクション (タブ経由でアクセス) があ
ります(これは少し厄介であり複雑なためです)。
次の表に、[設定] でアクションを指定するときに上書きできる、オブジェクトの標準アクションと、3 種類の
ユーザエクスペリエンスで上書きされた結果のアクションを示します。
[設定] で上書き

Salesforce Classic

Lightning Experience

Saleforce1

タブ

オブジェクトタブ

オブジェクトホーム

検索

リスト

オブジェクトリスト

N/A

オブジェクトホーム

表示

レコードビュー

レコードホーム

レコードホーム

編集

レコード編集

レコード編集

レコード編集

新規

レコード作成

レコード作成

レコード作成
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[設定] で上書き

Salesforce Classic

Lightning Experience

Saleforce1

削除

レコード削除

レコード削除

レコード削除

メモ:
• 「N/A」は、標準の動作にアクセスできないわけでも、標準の動作を上書きできないわけでもありませ
ん。上書きにアクセスできないということです。使用できないのは上書きの機能です。
• 他にも [承認] と [コピー] の 2 つの標準アクションがあります。これらのアクションはより複雑である
ため、これらの上書きは高度なプロジェクトになります。Lightning コンポーネントでこれらのアクショ
ンを上書きすることはできません。

Lightning コンポーネントのアクション上書きを使用する方法と場所
Lightning Experience と Salesforce1 で Lightning コンポーネントを使用して、表示、新規、編集、およびタブ標準ア
クションを上書きできます。Visualforce とは異なり、Lightning コンポーネントを使用する上書きは Salesforce Classic
に影響しません。つまり、次のようになります。
• Visualforce ページで標準アクションを上書きした場合、Salesforce Classic、Lightning Experience、および Salesforce1
のアクションが上書きされます。
• Lightning コンポーネントで標準アクションを上書きした場合、Lightning Experience と Salesforce1 のアクション
が上書きされますが、Salesforce Classic では標準の Salesforce ページが使用されます。
オブジェクトの Lightning レコードページがオブジェクトの表示アクションの上書きよりも優先されます。つま
り、オブジェクトの表示アクションを上書きするときにオブジェクトの Lightning レコードページの作成と割り
当ても行う場合は、Lightning レコードページが使用されます。上書きは無効になります。上書きで Lightning コ
ンポーネントまたは Visualforce ページのどちらを使用するかに関係なくこれは適用されます。
アクションの上書きは Lightning コンソールアプリケーションでサポートされておらず、実行しても無視され何
の通知もありません。Lightning コンソールアプリケーションユーザが、上書きされたアクションをトリガする
と、代わりに標準アクションが表示されます。Lightning コンソールアプリケーション外で同じアクションをト
リガすると、上書きされたアクションが表示されます。この動作によってユーザエクスペリエンスの一貫性が
損なわれる可能性があるため、その点をユーザに警告する必要があります。また、アクション上書きでのみ実
行されるコードではなく、トリガと入力規則を使用してデータ検証要件を満たしていることを確認します。こ
の方法により、標準アクションとアクション上書きのどちらを使用してデータを変更しても、データの有効性
が確保されます。

Lightning コンポーネントでの標準アクションの上書き
Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で標準アクションを上書きできます。目的は同じですが、操作経路
は異なります。
Lightning Experience
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力します。
2. [オブジェクトマネージャ] を選択します。
3. 標準アクションの上書きの対象となるオブジェクトの名前をクリックします。
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4. [ボタン、リンク、およびアクション] を選択します。
Salesforce Classic
1. [設定] から、標準アクションの上書きの対象となるオブジェクトに移動します。
• 標準オブジェクトの場合は、[ビルド] > [カスタマイズ] に移動して、オブジェクトを見つけます。
• カスタムオブジェクトの場合は、[ビルド] > [作成] > [オブジェクト] に移動して、オブジェクトを見つけ
ます。
2. オブジェクトの名前をクリックします。
3. [ボタン、リンク、およびアクション] セクションまでスクロールします。
オブジェクトの [ボタン、リンク、およびアクション] リストが表示されたら、上書きするアクションの [編集]
をクリックします。ここからの手順は同じです。
1. [上書き手段] で [Lightning コンポーネントバンドル] を選択します。
2. ドロップダウンメニューから、アクション上書きとして使用する Lightning コンポーネントの名前を選択し
ます。
3. [保存] をクリックします。
メモ: ユーザが Lightning Experience または Salesforce1 を再読み込みするまでアクション上書きへの変更はユー
ザに表示されません。

アクション上書きとして使用する Lightning コンポーネントの作成
lightning:actionOverride インターフェースを Lightning コンポーネントに追加し、Lightning Experience また

は Salesforce1 でアクション上書きとして使用できるようにします。このインターフェースを実装するコンポー
ネントのみがオブジェクトアクションの [プロパティの上書き] パネルの [Lightning コンポーネントバンドル] メ
ニューに表示されます。
<aura:component
implements="lightning:actionOverride,force:hasRecordId,force:hasSObjectName">
<article class="slds-card">
<div class="slds-card__header slds-grid">
<header class="slds-media slds-media--center slds-has-flexi-truncate">
<div class="slds-media__body">
<h2><span class="slds-text-heading--small">Expense Details</span></h2>
</div>
</header>
<div class="slds-no-flex">
<lightning:button label="Edit" onclick="{!c.handleEdit}"/>
</div>
</div>
<div class="slds-card__body">(expense details go here)</div>
</article>
</aura:component>

Lightning Experience では、標準のタブアクションと表示アクションはページとして表示され、標準の新規アク
ションと編集アクションは、フロート表示されたパネルに表示されます。アクション上書きとして使用する場
合、lightning:actionOverride インターフェースを実装する Lightning コンポーネントは標準の動作を完全
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に置き換えます。ただし、上書きされたアクションはパネルとしてではなく常にページとして表示されます。
コンポーネントに、Lightning Experience のメインナビゲーションバー以外のコントロールは表示されません。コ
ンポーネントでは、ナビゲーションバーのほかに、ナビゲーションやアクションを含めアクションの完全な
ユーザインターフェースが提供されることが予想されます。

注目すべき Visualforce との重要な違いの 1 つは、[Lightning コンポーネントバンドル] メニューへのコンポーネン
トの追加方法です。Visualforce ページのメニューには、特定のオブジェクトの標準コントローラを使用するペー
ジ、または標準コントローラを一切使用しないページのリストが表示されます。この絞り込みにより、オブ
ジェクトごとにメニューオプションが変化し、オブジェクトに固有のページまたは完全に汎用的なページのみ
が提供されます。
[Lightning コンポーネントバンドル] メニューには、lightning:actionOverride インターフェースを実装す
るすべてのコンポーネントが含まれます。lightning:actionOverride を実装するコンポーネントでは、シ
ステム管理者が特定のアクションまたは特定のオブジェクトのアクションのみを上書きできるように制限でき
ません。目的のオブジェクトの目的のアクションを上書きするためだけにコンポーネントが使用されるよう
に、組織でプロセスおよびコンポーネントの命名規則を採用することをお勧めします。このようにしても、コ
ンポーネント開発者には、任意のオブジェクトの任意のアクションで使用できるように、
lightning:actionOverride インターフェースを実装するコンポーネントで適切に対応する責任がありま
す。

現在のレコードの詳細へのアクセス
通常、アクション上書きとして使用するコンポーネントには、使用するオブジェクト種別に関する詳細が必要
です。多くの場合、それは現在のレコードの ID です。コンポーネントは、次のインターフェースを実装して
次のオブジェクトおよびレコードの詳細にアクセスできます。
force:hasRecordId
force:hasRecordId インターフェースを Lightning コンポーネントに追加すると、現在のレコードの ID をコ

ンポーネントに割り当てることができます。現在のレコード ID は、Lightning Experience または Salesforce1 のオブ
ジェクト固有のカスタムアクションやアクション上書きなどとして、コンポーネントを Lightning レコードペー
ジで使用する場合に便利です。
force:hasSObjectName
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force:hasSObjectName インターフェースをLightningコンポーネントに追加すると、現在のレコードの sObject

型の API 参照名をコンポーネントに割り当てることができます。さまざまな sObject 型のレコードでコンポーネ
ントを使用でき、現在のレコードの特定のタイプに適応する必要がある場合は、sObject 名が便利です。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド: Lightning コンポーネントでの標準アクションの上書き
Lightning コンポーネント開発者ガイド: lightning:actionOverride
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のレコードページの有効化 (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)

Lightning データサービス (ベータ)
Lightning データサービスがベータになりました。Apex コードは使用せずに Lightning データサービスを使用し
て、コンポーネントのレコードの読み込み、作成、編集、または削除を行います。Lightning データサービス
は、共有ルールと項目レベルセキュリティを処理します。Lightning データサービスはパフォーマンスとユーザ
インターフェースの一貫性も改善します。
ベータへの移行に伴い、force:recordPreview が廃止されて force:recordData に置き換えられました。
force:recordPreview を使用している場合、force:recordData を使用するようにコンポーネントをリファ
クタリングする必要があります。
force:recordData では、ユーザインターフェース API を使用して新しい形状でレコードを返すように
targetRecord 属性が更新されました。『User Interface API Developer Guide (ユーザインターフェース API 開発者ガイ

ド)』の「Response Bodies (レスポンスボディ)」の「Record」を参照してください。次の例では、ルックアップが
どのように変更されたかを示します。
古い形状:
{
"Lookup__c": "001xx000003DORBAA4",
"Lookup__r.Id": null,
"Lookup__r.Name": null,
"Lookup__r": {
"Id": "001xx000003DORBAA4",
"Name": "Test",
"sobjectType": "Account"
}
}

新しい形状:
{
"fields": {
"Lookup__c": {
"displayValue": "001xx000003DORBAA4",
"value": "001xx000003DORBAA4"
},
"Lookup__r": {
"displayValue": "Test",
"value": {
"apiName": "Account",
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"fields": {
"Id": {
"displayValue": "001xx000003DORBAA4",
"value": "001xx000003DORBAA4"
},
"Name": {
"displayValue": "Test",
"value": "Test"
}
},
"id": "001xx000003DORBAA4",
"recordTypeInfo": null
}
}
}
}

force:recordData には、レコード項目の簡易ビューで入力される新しい targetFields 属性が含まれてい

ます。targetFields は、Lightning データサービスがレコードの変更を検出するたびに自動的に更新されま
す。v.targetFields.Name は v.targetRecord.fields.Name.value と同等です。force:recordPreview
の利用を force:recordData に更新する簡単な方法は、targetRecord から targetFields に参照を変更
することです。
次の例では、force:recordData コンポーネント内の targetFields 属性を示します。
<force:recordData aura:id="forceRecordCmp"
recordId="{!v.recordId}"
layoutType="{!v.layout}"
fields="{!v.fieldsToQuery}"
mode="VIEW"
targetRecord="{!v.record}"
targetFields="{!v.simpleRecord}"
targetError="{!v.error}" />

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
より多くの Lightning コンポーネントについての詳細をさらに詳しく表示します。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、すべてのユーザに適用されます。
この機能に聞き覚えはありませんか? これは、Spring '17 で導入された改善されたエラーメッセージの拡張です。
このリリースでは、特に、誤ったコンポーネントマークアップによって生じたサーバ側のエラーについて、一
部の種類のエラーの詳細と表示を改善しました。このリリースでは、クライアント側の JavaScript ランタイムエ
ラーを含めるように範囲を拡大しました。このようなエラーは一般的ですが、わかりやすい詳細がないために
デバッグが困難になることがありました。
拡張されたエラーパネル (Summer '17)

詳細が限定されたエラーパネル (以前のリリース)
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詳細が限定されたエラーパネル (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。
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。
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。
改善された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。Lightning Experience および Salesforce1 の外部、たとえば Lightning Out やスタンドアロ
ンアプリケーションでは、以前は省略されていた詳細 (完全なスタック追跡など) をエラー出力に含めることが
できます。

同じ名前の JavaScript と Apex アクションに関するブラウザコンソールの警告
Apex メソッド (サーバ側アクション) と同じ名前の JavaScript 関数 (クライアント側アクション) がコンポーネント
に存在する場合、フレームワークによってブラウザコンソールの警告が記録されます。この警告はデバッグ
モードでのみ記録され、この警告が記録されなければデバッグが難しくなる問題のトラブルシューティングに
役立つ可能性があります。
次に、ブラウザコンソールの警告の例を示します。これは、c:dupActionName コンポーネントに同じ名前
(handleDup) の JavaScript 関数と Apex メソッドが存在することを示しています。
WARNING: Component 'c:dupActionName' has server and client action name conflicts: handleDup
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カスタムレンダラの代わりに aura:valueRender イベントを使用
コンポーネントが表示または再表示されるときに、aura:valueRender イベント (render イベントとも呼ば
れる) が起動されます。DOM で後処理を実行したり、コンポーネントの表示または再表示に反応したりするに
は、このイベントが処理されます。このイベントは優先され、カスタムレンダラを作成する代替方法よりも簡
単に使用できます。
aura:valueRender イベントの処理は、init フックの処理と似ています。コンポーネントのマークアップに

ハンドラを追加します。
<aura:handler name="render" value="{!this}" action="{!c.onRender}"/>

この例では、クライアント側コントローラの onRender アクションがコンポーネントの最初の表示と再表示
を処理します。action 属性には任意の名前を選択できます。

コンポーネントの有効性チェックの合理化
コンポーネントが無効な場合、cmp.get() は null を返します。これまでは、InvalidComponent エラーが
フレームワークによって返されていました。新しい動作は標準の JavaScript 動作に近づき、この動作によってフ
レームワークのメモリ使用量が削減されます。
無効なコンポーネントに対して cmp.set() をコールしても、何も起こらず、エラーも発生しません。これは
基本的に無演算 (no op) 関数です。
cmp.isValid() コールは、無効なコンポーネントでは false を返します。

クライアント側コントローラに関連付けられたコンポーネントを参照する場合、クライアント側コントローラ
のコールバックで cmp.isValid() チェックは必要ありません。コンポーネントが無効であることがフレーム
ワークによって自動的にチェックされます。同様に、イベント処理時や、フレームワークのライフサイクル
フック (init イベントなど) 内で cmp.isValid() チェックは必要ありません。
setTimeout() や setInterval() などの非同期コードでコンポーネントを参照する場合、または Promise を

使用する場合、cmp.isValid() コールは非同期要求の結果を処理する前にコンポーネントがまだ有効である
ことをチェックします。多くのシナリオで cmp.isValid() コールは不要です。cmp.get() から取得した値
の null チェックで十分です。cmp.isValid() をコールする主な理由は、コンポーネントに対して複数の
コールを実行する場合に、結果ごとに null チェックを実行しなくて済むことです。

クイックアクションでの force:hasSObjectName インターフェースの使用
force:hasSObjectName インターフェースをLightningコンポーネントに追加すると、現在のレコードの sObject

型の API 参照名をコンポーネントに割り当てることができます。さまざまな sObject 型のレコードでコンポーネ
ントを使用でき、現在のレコードの特定のタイプに適応する必要がある場合は、sObject 名が便利です。
以前は、このインターフェースは Lightning レコードページで使用されるコンポーネントのみに影響していまし
た。このインターフェースを次の追加コンテキストで使用できるようになりました。
• クイックアクション — force:lightningQuickAction または
force:lightningQuickActionWithoutHeader インターフェースを実装するコンポーネント。
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• 標準アクションの上書き — lightning:actionOverride インターフェースを実装するコンポーネント。
関連トピック:
Lightning コンポーネント開発者ガイド: force:hasSObjectName
Lightning コンポーネントでの標準アクションの上書き

AuraLocalizationService JavaScript API メソッドで廃止された locale パラ

メータ
AuraLocalizationService オブジェクトの一部のメソッドで locale パラメータが廃止されました。locale

パラメータの入力規則も強化されました。locale の値はSalesforce内のユーザの Language 設定または Locale
設定のみと一致することができます。locale パラメータが他の値に設定されている場合、デフォルトである
ユーザの Language 設定になります。
これらの AuraLocalizationService メソッドの locale パラメータが廃止されました。
• formatDate
• formatDateTime
• formatDateTimeUTC
• formatDateUTC
• formatTime
• formatTimeUTC
• parseDateTime
• parseDateTimeUTC
一部の日付および時間コンポーネントの関連 locale の変更については、「新規追加または変更された Lightning
コンポーネント」を参照してください。

廃止された、aura:application の useAppcache 属性
ブラウザベンダーが AppCache を廃止したため、Salesforce もそれに従いました。スタンドアロンアプリケーショ
ン (.appリソース) の<aura:application> タグのuseAppcache 属性を削除してください。ブラウザベンダ
による廃止が原因で生じるブラウザ間サポートの問題を回避するためです。<aura:application> タグに
useAppcache を現在設定していない場合、useAppcache のデフォルト値は false のため何もする必要はあ
りません。
メモ: この情報は、Spring '17 リリースノートのパッチリリースに含めています。パッチの更新が行われて
いない場合に備えてこの廃止通知をここで繰り返します。

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。配列の確認時を除き、この制限が削除されました。
配列の確認時以外は、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。
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指定されたオブジェクトが配列であるかどうか確認するには、instanceof の代わりに
Array.isArray(objToTest) を使用します。LockerService は標準の JavaScript Proxy オブジェクトを使用しま
す。Proxy では、ネイティブ配列での instanceof の使用はサポートされていません。

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。

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。
force:recordData (ベータ)
Lightning データサービスを使用して、コンポーネントのレコードへのアクセス、変更、作成、または削除
を行います。これは force:recordPreview に代わるコンポーネントです。詳細は、「Lightning データ
サービス (ベータ)」を参照してください。
force:utilityBarAPIAccess (Pilot)
Lightning コンソール JavaScript API の、メソッドのユーティリティバーライブラリへのアクセスを提供します。
force:workspaceAPIAccess (Pilot)
Lightning コンソール JavaScript API の、メソッドのワークスペースライブラリへのアクセスを提供します。
forceCommunity:appLauncher
Lightning コンポーネントでアプリケーションランチャーを表示します。詳細は、「コミュニティの Lightning
コンポーネントへのアプリケーションランチャーと通知コンポーネントの追加」を参照してください。
forceCommunity:notifications
Lightning コンポーネントで通知アイコンを表示します。詳細は、「コミュニティの Lightning コンポーネント
へのアプリケーションランチャーと通知コンポーネントの追加」を参照してください。
forceCommunity:waveDashboard
Wave Analytics ダッシュボードをコミュニティページに追加します。詳細は、「コミュニティビルダーによ
る簡単な Wave ダッシュボードのコミュニティへの埋め込み」を参照してください。
lightning:breadcrumb
ユーザが表示しているページの階層パス内の項目。
lightning:breadcrumbs
Web サイトまたはアプリケーション内でユーザがアクセスしているページの階層パス。
lightning:buttonStateful
状態を切り替えるボタン。
lightning:relativeDateTime
ソースの日時と指定された日時の時差を表示します。このコンポーネントの以前の名前は
lightning:formattedRelative でした。
lightning:tile
レコードに関連付けられた関連情報のグループ。
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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。
force:recordPreview
このコンポーネントは廃止されました。代わりに force:recordData を使用します。詳細は、「Lightning
データサービス (ベータ)」を参照してください。
force:recordEdit
このコンポーネントで Lightning Design System スタイル設定が使用されるようになりました。スタンドアロン
アプリケーションで force:recordEdit を使用している場合、コンポーネントのスタイルが適切に設定
されるように force:slds を拡張します。
force:recordView
このコンポーネントで Lightning Design System スタイル設定が使用されるようになりました。スタンドアロン
アプリケーションで force:slds を使用している場合、コンポーネントのスタイルが適切に設定されるよ
うに force:slds を拡張します。
lightning:avatar
次の属性が新規追加されました。
• fallbackIconName — 画像の読み込みに失敗し、イニシャルが指定されていない場合に代替として使
用するアイコンの Lightning Design System 名。名前は、形式「\standard:account\」で記述します。standard
はカテゴリ、account は表示するアイコンです。標準およびカスタムカテゴリからのアイコンのみが
許可されます。標準またはカスタムカテゴリに含まれないアイコンを使用している場合、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。
• initials — レコード名に 2 つの単語 (名と姓など) が含まれる場合、各単語の最初の大文字を使用しま
す。レコードに 1 つの単語の名前のみが含まれる場合、1 つの大文字と 1 つの小文字を使用してその単
語の最初の 2 文字を使用します。
lightning:buttonMenu (ベータ)
次の属性が変更されています。
• menuAlignment — bottom-left、bottom-center、および bottom-right の値が新規追加されまし
た。
lightning:card
次の属性が変更されています。
• title — 属性型が Component[] から Object に変更されました。
• footer — 属性型が Component[] から Object に変更されました。
lightning:icon
次の属性が変更されています。
• variant — bare バリエーションが inverse に名前変更されました。bare バリエーションは引き続
き機能しますが、今後廃止される予定です。
lightning:input (ベータ)
次の属性が新規追加されました。
• isLoading — データが読み込み中であることを示すスピナーを表示するかどうかを指定します。デフォ
ルトは false です。
• messageToggleActive — 切り替えの有効状態を示すテキスト。デフォルトは Active です。
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• messageToggleInactive — 切り替えの無効状態を示すテキスト。デフォルトは Inactive です。
• variant — バリエーションは入力項目の外観を変更します。値は standard および label-hidden で
す。デフォルトは standard です。
次の型が変更されました。
• search — クリアボタンを押すと onchange イベントが起動されます。
lightning:inputRichText (ベータ)
このコンポーネントでは、ツールバーに対応する HTML タグ (特に太字、下線、斜体、取り消し線テキスト
を書式設定するためのタグなど) がサポートされるようになりました。ツールバーではテーブル、リンク、
画像の書式設定はサポートされていませんが、対応する HTML タグはサポートされています。
次の属性が新規追加されました。
• messageWhenBadInput — valid が false の場合に表示されるエラーメッセージ。
• variant — バリエーション bottom-toolbar はツールバーの外観を変更します。
lightning:menuItem (ベータ)
次の属性が変更されています。
• onactive — 廃止。onactive 属性は引き続き機能しますが、今後使用できなくなります。代わりに
lightning:buttonMenu コンポーネントの onselect 属性を使用します。event.getParam("value")
は、選択したメニュー項目の値を返します。
lightning:select
次の属性が新規追加されました。
• variant — バリエーションは入力項目の外観を変更します。使用できるバリエーションは standard
と label-hidden です。デフォルトは standard です。
lightning:textarea
次の属性が新規追加されました。
• variant — バリエーションは入力項目の外観を変更します。使用できるバリエーションは standard
と label-hidden です。デフォルトは standard です。
lightning:tile
次の属性が新規追加されました。
• media — テキスト情報の横に表示されるアイコンまたは図。
ui:inputDate
日付ピッカーは Today のリンクを表示します。このリンクを押すと、今日の日付が日付項目に設定されま
す。
langLocale 属性が廃止されました。

• langLocale — 廃止。langLocale 属性の入力規則も強化されました。langLocale の値は Salesforce
内のユーザの Language 設定または Locale 設定のみと一致することができます。langLocale 属性
が他の値に設定されている場合、デフォルトであるユーザの Language 設定になります。
一部の AuraLocalizationService メソッドでの関連ロケールの変更については、「AuraLocalizationService
JavaScript API メソッドで廃止された locale パラメータ」を参照してください。
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ui:inputDateTime
日付ピッカーは Today のリンクを表示します。このリンクを押すと、今日の日付が日付項目に設定されま
す。
langLocale 属性が廃止されました。

• langLocale — 廃止。langLocale 属性の入力規則も強化されました。langLocale の値は Salesforce
内のユーザの Language 設定または Locale 設定のみと一致することができます。langLocale 属性
が他の値に設定されている場合、デフォルトであるユーザの Language 設定になります。
一部の AuraLocalizationService メソッドでの関連ロケールの変更については、「AuraLocalizationService
JavaScript API メソッドで廃止された locale パラメータ」を参照してください。
ui:outputDate
langLocale 属性が廃止されました。

• langLocale — 廃止。langLocale 属性の入力規則も強化されました。langLocale の値は Salesforce
内のユーザの Language 設定または Locale 設定のみと一致することができます。langLocale 属性
が他の値に設定されている場合、デフォルトであるユーザの Language 設定になります。
一部の AuraLocalizationService メソッドでの関連ロケールの変更については、「AuraLocalizationService
JavaScript API メソッドで廃止された locale パラメータ」を参照してください。
ui:outputDateTime
langLocale 属性が廃止されました。
• langLocale — 廃止。langLocale 属性の入力規則も強化されました。langLocale の値は Salesforce
内のユーザの Language 設定または Locale 設定のみと一致することができます。langLocale 属性
が他の値に設定されている場合、デフォルトであるユーザの Language 設定になります。
一部の AuraLocalizationService メソッドでの関連ロケールの変更については、「AuraLocalizationService
JavaScript API メソッドで廃止された locale パラメータ」を参照してください。
ui:scrollerWrapper
次のメソッドが新規追加されました。
• scrollTo(destination, xcoord, ycoord) — 指定された場所までコンテンツをスクロールします。
– destination — ターゲットの場所。有効な値: custom、top、bottom、left、right。カスタムの場所の
場合、xcoord と ycoord を使用してターゲットの場所を決定します。
– xcoord — カスタムの場所の X 座標。デフォルト値は 0 です。
– ycoord — カスタムの場所の Y 座標。デフォルト値は 0 です。

新規追加または変更された Lightning イベント
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。

新しいイベント
次のイベントが新規追加されました。
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aura:valueRender
コンポーネントが表示または再表示されたことを示します。「カスタムレンダラの代わりに aura:valueRender
イベントを使用」を参照してください。
force:tabClosed
Lightning コンソールアプリケーションのタブが正常に閉じられたことを示します。
force:tabCreated
Lightning コンソールアプリケーションのタブが正常に作成されたことを示します。
force:tabFocused
Lightning コンソールアプリケーションのタブが正常にフォーカスされたことを示します。
force:tabRefreshed
Lightning コンソールアプリケーションのタブが正常に更新されたことを示します。
force:tabReplaced
Lightning コンソールアプリケーションのタブが正常に置き換えられたことを示します。
force:tabUpdated
Lightning コンソールアプリケーションのタブが正常に更新されたことを示します。
lightning:sendChatterExtensionPayload (Pilot)
拡張の構成中に保存する必要があるペイロードとメタデータを更新します。「Chatter パブリッシャーへの
カスタムアプリケーションの統合 (パイロット)」を参照してください。
wave:update
Wave ダッシュボードの検索条件を動的に設定したり、選択を動的に変更してダッシュボードとやりとりし
たりします。
wave:selectionChanged
このイベントは Wave ダッシュボードによって起動され、ユーザが行った選択に関する情報が含まれます。

変更されたイベント
次のイベントが変更されています。
force:showToast
messageTemplate および messageTemplateData 属性はリンクを含む文字列をサポートします。

force:createRecord
defaultFieldValues は省略可能であり、指定されている場合、レコード作成パネルの項目が事前入力さ

れます。ユーザには事前入力される項目の作成アクセス権が必要です。項目のアクセス制限によって発生
した保存時のエラーは、エラーメッセージには表示されません。

新規追加または変更された Lightning インターフェース
Lightning インターフェースを使用すると、コンポーネントをさまざまなコンテキストで使用したり、コンポー
ネントで追加のコンテキストデータを受信したりできます。

新しいインターフェース
次のインターフェースが新規追加されました。
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clients:availableForMailAppAppPage
Lightning for Outlook および Lightning for Gmail のメールアプリケーションペインにコンポーネントを追加できま
す。
clients:hasEventContext
Lightning for Outlook および Lightning for Gmail で行動の日付または場所にコンポーネントがアクセスできるよう
にします。
clients:hasItemContext
Lightning for Outlook および Lightning for Gmail でメールまたは行動にコンポーネントがアクセスできるようにし
ます。
lightning:actionOverride
コンポーネントを標準アクションの上書きとして使用できます。
lightning:availableForChatterExtensionComposer (Pilot)
コンポーネントを Chatter パブリッシャーの拡張として使用できます。「Chatter パブリッシャーへのカスタ
ムアプリケーションの統合 (パイロット)」を参照してください。
lightning:availableForChatterExtensionRenderer (Pilot)
コンポーネントを Chatter フィード項目の拡張として使用できます。「Chatter パブリッシャーへのカスタム
アプリケーションの統合 (パイロット)」を参照してください。

変更されたインターフェース
次のインターフェースが変更されています。
force:hasSObjectName
このインターフェースは、クイックアクションとして使用されるコンポーネントに追加できます。

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。
AuraLocalizationService.isBetween(date, fromDate, toDate, unit)
日付が他の 2 つの日付 (fromDate と toDate) の間にあるかどうかをチェックします。一致は包括的です。JavaScript
の日付オブジェクトで解析できる日付形式のみがサポートされます。unit は、粒度を制限するための時間
単位を示します。たとえば、秒、分、時、日、週、月、年です。デフォルトはミリ秒です。次は、その例
です。
• $A.localizationService.isBetween("2017-03-07", "March 7, 2017", "12/1/2017") は true
を返します。
• $A.localizationService.isBetween("2017-03-07 12:00", "March 7, 2017 15:00",
"12/1/2017") は false を返します。
• $A.localizationService.isBetween("2017-03-07 12:00", "March 7, 2017 15:00",
"12/1/2017", "day") は true を返します。

582

Salesforce Summer '17 リリースノート

Einstein Vision: 画像認識および深層学習のモデル

Einstein Vision: 画像認識および深層学習のモデル
データサイエンティストや機械学習の専門家でなくても AI を内蔵したアプリケーションが望まれる場合があ
ります。Einstein Vision API を使用すると、画像認識によってアプリケーションを AI 対応にすることができます。
事前にトレーニングされた分類子を活用するか、独自のカスタム分類子をトレーニングして、あらゆる専門分
野の画像認識事例を解決します。Einstein Vision API では、開発者は標準の REST API を使用して独自の深層学習モ
デルを構築できます。このモデルを使用して、視覚検索、ブランド検出、物体識別など、画像認識機能を実装
できます。アプリケーションをスマートにすると同時にアプリケーションを天才のように扱います。
このセクションの内容:
Einstein Vision が正式にリリース
Einstein Vision に登録すると、カレンダー月ごとに 1,000 個の無料の予測を受け取ることができます。これ以
上の予測が必要な場合は、それを購入することができます。
新しい UI でトークンを容易に取得
Einstein Vision API では、OAuth 2.0 JWT べアラートークンフローを使用して認証を行います。各 API コールの要
求ヘッダーに有効な OAuth トークンが含まれている必要があります。トークンページを使用するだけで、
OAuth アクセストークンをすばやく生成できます。
Einstein Vision アドオンを使用して Heroku の API にアクセス
Einstein Vision のアドオンを使用すると、Heroku で実行されているアプリケーションの API に容易にアクセス
できます。
Zip ファイルからのデータセットの作成
データセットの作成、表示ラベルの追加、データセットへの画像のアップロードを 1 回の API コールですべ
て行えるようになりました。圧縮した .zip ファイルを API に渡すと、.zip ファイル構造からデータセット名、
表示ラベル名、画像名が生成されます。.zip ファイルはクラウドまたはローカルドライブに配置できます。
データセット内のすべての例を確認
データセットには数千もの例が含まれている可能性があります。offset および count クエリパラメータ
を使用すると、これらの例を容易に確認できます。
API 使用状況の監視
Einstein Vision API を使用すると、必要なだけの API コールを実行して、データセットの作成、画像の追加、モ
デルの作成を行うことができます。ただし、予測の数 (predict リソースへの任意のコール) は制限されま
す。API 使用状況を取得すると、API 予測の制限を積極的に管理できます。

Einstein Vision が正式にリリース
Einstein Vision に登録すると、カレンダー月ごとに 1,000 個の無料の予測を受け取ることができます。これ以上の
予測が必要な場合は、それを購入することができます。
メモ: 一部のサービスは有料オプションです。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。
API にアクセスするには、まず Einstein プラットフォームアカウントを取得します。アカウントを取得するに
は、サインアップページを使用します。アカウントは 2 通りの方法で取得できます。
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• Heroku — Einstein Vision アドオンをプロビジョニングすると、Einstein プラットフォームアカウントが自動的に
作成されます。
• Salesforce — Salesforce ログイン情報でログインしてアカウントを作成します。
アカウントを作成したら、非公開鍵ファイルをダウンロードします。このファイルを使用してアクセストーク
ンを作成します。
関連トピック:
Einstein Vision Developer Guide: Introduction to Salesforce Einstein Vision (Einstein Vision 開発者ガイド: Salesforce Einstein Vision
の概要)
Heroku: Einstein Vision アドオン
Einstein Vision Developer Guide: What You Need to Call the API (Einstein Vision 開発者ガイド: API をコールするために必要な
もの)
Einstein Vision Developer Guide: Rate Limits (Einstein Vision 開発者ガイド: レート制限)
Trailhead: クイックスタート: Einstein Vision

新しい UI でトークンを容易に取得
Einstein Vision API では、OAuth 2.0 JWT べアラートークンフローを使用して認証を行います。各 API コールの要求
ヘッダーに有効な OAuth トークンが含まれている必要があります。トークンページを使用するだけで、OAuth
アクセストークンをすばやく生成できます。
アプリケーションで、アサーションを作成するためのコードを追加し、/v1/oauth2/token リソースをコー
ルしてトークンを生成します。ただし、何らかのテストを実行したり最初に API を試したりする必要がある場
合は、このページを使用してトークンを手動ですばやく生成できます。
トークンを取得するには、トークンページに移動し、サインアップ時にダウンロードした .pem ファイルに含
まれるキーをアップロードして、[トークンを取得] をクリックします。
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関連トピック:
Einstein Vision Developer Guide: Set Up Authorization (Einstein Vision 開発者ガイド: 認証の設定)

Einstein Vision アドオンを使用して Heroku の API にアクセス
Einstein Vision のアドオンを使用すると、Heroku で実行されているアプリケーションの API に容易にアクセスでき
ます。
アドオンのプロビジョニングは、アプリケーションへのアドオンの追加と同じように簡単です。
heroku addons:create einstein-vision:test --app coral-brook-39111
Creating einstein-vision:test on coral-brook-39111... free

アドオンをインストールしたら、次の設定変数を使用してアクセストークンを生成し、API をコールします。
• EINSTEIN_VISION_ACCOUNT_ID — アカウント ID
• EINSTEIN_VISION_PRIVATE_KEY — PEM 形式の RSA キー
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• EINSTEIN_VISION_URL — Einstein Vision API のエンドポイント
関連トピック:
Heroku 開発センター: Einstein Vision アドオンに関するドキュメント

Zip ファイルからのデータセットの作成
データセットの作成、表示ラベルの追加、データセットへの画像のアップロードを 1 回の API コールですべて
行えるようになりました。圧縮した .zip ファイルを API に渡すと、.zip ファイル構造からデータセット名、表示
ラベル名、画像名が生成されます。.zip ファイルはクラウドまたはローカルドライブに配置できます。
データセットは 2 通りの方法で作成できます。
• 同期 API をコールした後、アップロードの状況をクエリして、アップロードがいつ完了したかを確認しま
す。
• 同期 API をコールして、アップロードの完了時に応答を受け取ります。
次の cURL コマンドはデータセットを非同期に作成します。
curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "path=http://metamind.io/images/mountainvsbeach.zip"
https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/upload

データセットを作成した後、例を .zip ファイルにアップロードすることで例を追加できます。次の cURL コマン
ドは例をデータセットに追加します。
curl -X PUT -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "path=http://metamind.io/images/mountainvsbeach.zip"
https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/<DATASET_ID>/upload

関連トピック:
Einstein Vision Developer Guide: Create a Dataset from a Zip File Asynchronously (Einstein Vision 開発者ガイド: Zip ファイルか
らデータセットを非同期的に作成する)
Einstein Vision Developer Guide: Create a Dataset from a Zip File Synchronously (Einstein Vision 開発者ガイド: Zip ファイルから
データセットを同期的に作成する)
Einstein Vision Developer Guide: Create Examples from a Zip File (Einstein Vision 開発者ガイド: Zip ファイルから例を作成す
る)

データセット内のすべての例を確認
データセットには数千もの例が含まれている可能性があります。offset および count クエリパラメータを
使用すると、これらの例を容易に確認できます。
• offset — ページの開始元である例のインデックス。省略可能。
• count — 返される例の数。省略可能。
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count パラメータを省略した場合、デフォルトでは 100 の例が返されます。offset パラメータを省略した場

合、ページは 0 から開始されます。この cURL コマンドは、指定されたデータセットから最初の 50 の例を取得
します。
curl -X GET -H "Authorization: BEARER <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
"https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/<DATASET_ID/examples?offset=0&count=50

関連トピック:
Einstein Vision Developer Guide: Get All Examples (Einstein Vision 開発者ガイド: すべての例を取得する)

API 使用状況の監視
Einstein Vision API を使用すると、必要なだけの API コールを実行して、データセットの作成、画像の追加、モデ
ルの作成を行うことができます。ただし、予測の数 (predict リソースへの任意のコール) は制限されます。
API 使用状況を取得すると、API 予測の制限を積極的に管理できます。
Einstein Vision API から予測の使用状況の情報を取得するには、2 通りの方法があります。
• 応答ヘッダー — predict リソースへのコールによって、基本的なレート制限情報が含まれるヘッダーが
返されます。このヘッダーを使用すると、予測コールが実行された場合の予測の使用状況を監視でき、明
示的な API コールの実行を回避できます。
X-RateLimit-Limit 1000
X-RateLimit-Remaining 997
X-RateLimit-Reset 2017-05-01 00:00:00.0

– X-RateLimit-Limit — 現在の計画月で使用できる予測コールの最大数。
– X-RateLimit-Remaining — 現在の計画月で残されている予測コールの合計数。
– X-RateLimit-Reset — 予測を次にプロビジョニングする日付。常に月の初日になります。
• apiusage リソース — このリソースには、計画および予測の使用状況に関する詳細情報が含まれます。こ
の cURL コールでは、予測の使用状況と計画の情報を取得します。
curl -X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.metamind.io/v1/apiusage
{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "108",
"organizationId": "2",
"startsAt": "2017-04-01T00:00:00.000Z",
"endsAt": "2017-05-01T00:00:00.000Z",
"planData": [
{
"plan": "FREE",
"amount": 1,
"source": "SALESFORCE"
}
],
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"licenseId": "oxDXJPi7z",
"object": "apiusage",
"predictionsRemaining": 997,
"predictionsUsed": 3,
"predictionsMax": 1000
}
]
}

関連トピック:
Einstein Vision Developer Guide: Get API Usage (Einstein Vision 開発者ガイド: API 使用状況を取得する)
Einstein Vision Developer Guide: Rate Limits (Einstein Vision 開発者ガイド: レート制限)

Visualforce: ページ総計値へのアクセスとセキュリティの向上
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。
このリリースの変更では、Visualforce ページの総計値にアクセスでき、ページの
セキュリティが向上しました。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。
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。
このセクションの内容:

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

Advanced PDF を使用して Visualforce ページを PDF ファイルとして表示 (パイロッ
ト)
Advanced PDF は、Visualforce ページを PDF ファイルとして表示し、CSS3、JavaScript、HTML5 などの最新の HTML
標準をサポートしています。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
レコード作成パネルの項目の自動入力
事前入力済み項目値を使用して、レコード作成時間を短縮します。sforce.one.createRecord 関数に
defaultFieldValues (省略可能) を含めることができるようになりました。そのため、レコード作成パネ
ルの項目 (パネルに表示されていない項目も含む) を定義できます。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。
SOAP API を使用した Visualforce ページの総計値へのアクセス
組織内の Visualforce ページに関する総計値をクエリするには、Salesforce SOAP API で
VisualforceAccessMetrics オブジェクトを使用します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic
の両方に適用されます。
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リモート JavaScript メソッドで例外が発生した場合の組織の変更の回避
リモートアクションをコールする Apex クラス内の JavaScript メソッドで例外が発生すると、そのアクション
は完了しません。以前は、メソッドで例外が発生すると、アクションが完了していました。たとえば、リ
モートアクションを使用して組織に取引先を追加する Apex クラスを作成し、そのメソッドで例外が発生す
ると、取引先は追加されていました。今回のリリースでは、取引先が追加されなくなりました。この機能
強化により、JavaScript のリモートメソッドで例外が発生しても、組織に変更が生じなくなりました。この
変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
[Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を許可] (重要な更新) の延期
この重要な更新は、Spring '17 でリリースされ、Summer '17 で自動的に有効化される予定でしたが、2017 年 10
月 15 日に延期されました。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。
[ページヘッダーのない Visualforce ページへの従来のブラウザ用クリックジャック保護の追加] の適用 (重要な
更新)
従来のブラウザのクリックジャック保護は Winter '17 の重要な更新で、2017 年 2 月 10 日にすべての組織に適
用されました。この重要な更新では、showHeader="false" に設定され、バージョン 26.0 以前の API を使
用するように設定された Visualforce ページ用の従来のブラウザ互換のクリックジャック保護を拡張します。

Advanced PDF を使用して Visualforce ページを PDF ファイルとして表示 (パイ
ロット)
Advanced PDF は、Visualforce ページを PDF ファイルとして表示し、CSS3、JavaScript、HTML5 などの最新の HTML 標
準をサポートしています。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
メモ: Advanced PDF 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。Advanced PDF 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。
Advanced PDF を使用するには、API バージョン 40.0 以降の Visualforce ページの <apex:page> タグ内で
renderAs="advanced_pdf" と設定します。このプロセスは、Visualforce ページを標準の PDF ファイルとして
表示する既存のプロセスに似ています。
Advanced PDF を使用して表示された PDF ページは従来の PDF と同じ制限事項 (最大ページサイズや取得されたリ
ソース数の制限など) の対象となります。また、Advanced PDF ページは、2 分間 (非同期処理時間を含む) 表示さ
れた後にタイムアウトします。

ページのプレビュー
Advanced PDF は Chromium 上に構築されているため、Google Chrome で Visualforce ページをプレビューするのが簡
単です。ページをプレビューするには、Chrome で [ファイル] > [印刷] を選択します。
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背景色と画像の保持
表示される PDF は印刷ページ用に最適化されているため、デフォルトでは背景色と画像は保持されません。背
景色と画像を保持するには、ページの CSS に次の行を追加します。
@media print { -webkit-print-color-adjust: exact; }

PDF 出力のカスタマイズ
Advanced PDF は、CSS Paged Media 仕様をサポートしています。紙のサイズ、余白、その他の属性を設定するに
は、これらの標準を使用します。CSS Paged Media についての詳細は、W3C の Web サイトを参照してください。

レコード作成パネルの項目の自動入力
事前入力済み項目値を使用して、レコード作成時間を短縮します。sforce.one.createRecord 関数に
defaultFieldValues (省略可能) を含めることができるようになりました。そのため、レコード作成パネル
の項目 (パネルに表示されていない項目も含む) を定義できます。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。
ユーザには事前入力される項目の作成アクセス権が必要です。項目のアクセス制限によって発生した保存時の
エラーは、エラーメッセージには表示されません。

SOAP API を使用した Visualforce ページの総計値へのアクセス
組織内の Visualforce ページに関する総計値をクエリするには、Salesforce SOAP API でVisualforceAccessMetrics
オブジェクトを使用します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ワークベンチで SOQL クエリを作成して、VisualforceAccessMetrics オブジェクトから情報を取得します。
サンプル SOQL コールは次のようになります。
SELECT ApexPageId,DailyPageViewCount,Id,MetricsDate FROM VisualforceAccessMetrics

各 VisualforceAccessMetrics オブジェクトは、DailyPageViewCount 項目で 1 日のページビュー数を追
跡します。総計値が収集された日付は MetricsDate で指定され、追跡された Visualforce ページの ID は
ApexPageId で指定されます。ページビュー数は、ページが表示された次の日に集計され、各
VisualforceAccessMetrics オブジェクトは 90 日後に削除されます。
VisualforceAccessMetrics を使用すると、組織内の各 Visualforce ページが 24 時間の間に表示された回数を

追跡できます。複数日の間にページが表示された回数を調べるには、同じ ApexPageId の 複数の
VisualforceAccessMetrics オブジェクトをクエリできます。

リモート JavaScript メソッドで例外が発生した場合の組織の変更の回避
リモートアクションをコールする Apex クラス内の JavaScript メソッドで例外が発生すると、そのアクションは
完了しません。以前は、メソッドで例外が発生すると、アクションが完了していました。たとえば、リモート
アクションを使用して組織に取引先を追加する Apex クラスを作成し、そのメソッドで例外が発生すると、取
引先は追加されていました。今回のリリースでは、取引先が追加されなくなりました。この機能強化により、
JavaScript のリモートメソッドで例外が発生しても、組織に変更が生じなくなりました。この変更は、Lightning
Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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[Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を許可] (重要な更新) の延期
この重要な更新は、Spring '17 でリリースされ、Summer '17 で自動的に有効化される予定でしたが、2017 年 10 月
15 日に延期されました。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。
[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
選択すると、Visualforce ページのセキュリティが強化され、クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF) を防ぐ
ことができます。これまで、このオプションは削除アクションの上書きに使用される Visualforce ページに適用
される場合にのみ有効になっていました。任意の Visualforce ページで CSRF 保護を有効にできますが、この重要
な更新によってすべてのページの保護が有効になるわけではありません。
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 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 を返す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');
}
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、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。
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この重要な更新を有効化する手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「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。

[ページヘッダーのない Visualforce ページへの従来のブラウザ用クリックジャッ
ク保護の追加] の適用 (重要な更新)
従来のブラウザのクリックジャック保護は Winter '17 の重要な更新で、2017 年 2 月 10 日にすべての組織に適用
されました。この重要な更新では、showHeader="false" に設定され、バージョン 26.0 以前の API を使用する
ように設定された Visualforce ページ用の従来のブラウザ互換のクリックジャック保護を拡張します。
いくつかのセキュリティ設定により、Visualforce ページにクリックジャック保護が追加されます。この重要な
更新は、これらの設定のうち次の 2 つに影響します。[設定] の[セキュリティ] > [セッションの設定]にある[ヘッ
ダーが無効化された Visualforce ページのクリックジャック保護を有効化] 設定では、ページの showHeader 属
性が false に設定されている組織の Visualforce ページでクリックジャック保護が有効になります。[設定] の [開
発] > [サイト] にある [クリックジャック保護レベル] 設定では、Force.com サイトに表示される Visualforce ページ
でクリックジャック保護が有効になります。
最新のブラウザは、X-Frame-Options HTTP ヘッダーの設定によりクリックジャックから保護されています。Internet
Explorer の旧バージョンなどの従来のブラウザではこのヘッダーが考慮されません。古いブラウザでクリック
ジャック保護を有効にするには、HTML マークアップと JavaScript コードをページ自体に追加します。
ただし、標準的な Salesforce ページヘッダーを使用せずに表示すると (ページの showHeader 属性を false に設
定)、API バージョン 26.0 以前に設定された Visualforce ページには、従来のブラウザ用にクリックジャック保護ス
クリプトを埋め込むための HTML マークアップと JavaScript コードが組み込まれません。クリックジャック保護
を組み込むように組織またはサイトを設定しても、従来のブラウザのクリックジャック保護は機能しません。
この更新を有効にすると、Visualforce で、ページの API 設定に関係なく期待されるマークアップとコードが必要
に応じて追加されます。この更新により、すべての Visualforce ページで組織またはサイトのクリックジャック
保護設定が考慮されます。
ページの contentType 属性を「text/html」または「text/xhtml」以外の値に設定したページには、この重要な
更新は影響しません。

Lightning Design System
このリリースの重大な変更は、マークアップ内のコメントを処理しやすくするための BEM 表記の更新です。
BEM (ブロック、要素、修飾子) は、コンポーネントの命名のよく知られた方法です。これまで、ダブルダッシュ
スタイル (.slds-block--modifier) の BEM 表記が使用されていました。ダブルダッシュは、コメント内でダ
ブルダッシュを使用できないマークアップで問題になるため、シングルアンダースコアスタイル
(.slds-block_modifier) を使用するように構文がアップグレードされました。この変更は 18 か月間下記互
換性があります。それ以降、すべてのコンポーネントでシングルアンダースコアの BEM スタイルが使用されま
す。
Lightning Design System の BEM の使用についての詳細は、Lightning Design System サイトを参照してください。
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BEM 表記の変更やその他の変更についての詳細は、完全な Lightning Design System のリリースノート を参照して
ください。
Lightning Design System は、Lightning Experience と一貫性のあるデザインを提供する CSS フレームワークです。コン
ポーネントクラスを使用すれば、標準のスタイルをリバースエンジニアリングしなくても Salesforce と一貫性の
ある UI を持つカスタムアプリケーションを構築できます。

Apex コード: パフォーマンスとセキュリティの改善
Apex でメタデータ型とコンポーネントにアクセスします。新しい
Cache.CacheBuilder インターフェースでキャッシュ値を安全に管理します。
管理パッケージから Apex コントローラメソッドに対して安全にアクセスを制御
します。
これらの機能強化についての詳細は、『Apex 開発者ガイド』を参照してくださ
い。

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

このセクションの内容:
Apex でのメタデータの取得とリリース
Salesforce ではメタデータ型とコンポーネントを使用して、組織の設定とカスタマイズを表します。システ
ム管理者が制御する組織設定、またはインストール済みアプリケーションとパッケージによって適用され
る設定情報にはメタデータを使用します。
Apex を使用した注文の送信と管理
Salesforce パートナーの場合、新しい Channel Order Apex API を使用して注文の送信と管理を自動化できます。
注文を Salesforce に送信した後、提供された Apex クラスのメソッドを使用して注文の編集、取り消し、コ
ピーができます。Channel Order Apex API は従来の Partner Order Submit API に代わるものです。
Apex クラスの変更によるプラットフォームキャッシュの無効化
プラットフォームキャッシュが無効になると、キャッシュの欠落が生じる可能性があります。一部または
すべてのプラットフォームキャッシュが無効になる新たな状況として、Apex クラスを変更した場合が挙げ
られます。
新しいキャッシュビルダーインターフェースを使用して値を安全にキャッシュする
Cache.CacheBuilder インターフェースを使用すると、セッションまたは組織のキャッシュで値を安全に

保存または取得することが容易にできます。プラットフォームキャッシュのベストプラクティスとして、
null を返すキャッシュ要求をテストしてコードでキャッシュの欠落を確実に処理することをお勧めします。
このコードはユーザ自身が記述できます。また、新しい Cache.CacheBuilder インターフェースを使用
することもできます。
Visualforce コントローラでサポートされるキャッシュ操作
Cache 名前空間で put メソッドおよび remove メソッドを使用して行われるキャッシュ操作が Visualforce コント
ローラのコンストラクタおよび getter メソッドでサポートされるようになりました。
新しいメッセージメソッドによる添付ファイルの容易な処理
System.Messaging クラスの新しいメソッドを使用して、転送されたメールや添付されたメールを、使用

しているメールサービスのコードで容易に処理します。また、保存されたメールテンプレートの表示で添
付ファイルをどのように処理するかを制御できるメソッドも追加しました。
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管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (重要な更新)
この重要な更新では、管理パッケージの Apex コントローラメソッドでアクセス制御が修正されます。この
更新を有効にすると、global アクセス修飾子が付いたメソッドのみが、Lightning コンポーネントによって
パッケージ名前空間外からアクセス可能になります。これらのアクセスコントロールにより、パッケージ
作成者がグローバルアクセスを意図していない、サポート対象外の API メソッドを使用できなくなります。
runTestsSynchronous の POST メソッドに「設定を参照」権限が必要 (重要な更新)
runTestsSynchronous の POST メソッドを使用してテストを同期実行する場合、「設定の参照」ユーザ権

限が必要になりました。
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。
ConnectApi (Chatter in Apex): 新規および変更されたクラスおよび Enum
Chatter in Apex を使用して、Salesforce でカスタムエクスペリエンスを作成します。このリリースでは、既読
と未読のフィード要素が導入され、ダイレクトメッセージ、モデレーション、ストリームが拡張されます。
関連トピック:
自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (重要な更新)

Apex でのメタデータの取得とリリース
Salesforceではメタデータ型とコンポーネントを使用して、組織の設定とカスタマイズを表します。システム管
理者が制御する組織設定、またはインストール済みアプリケーションとパッケージによって適用される設定情
報にはメタデータを使用します。
以前は、メタデータへのアクセスにはメタデータ API を使用する必要がありましたが、Metadata 名前空間の
クラスを使用して、Apex コードからメタデータコンポーネントにアクセスできるようになりました。
Apex コードからメタデータにアクセスし、次のようなタスクを処理してください。
• アプリケーションのインストールまたはアップグレードのカスタマイズ — インストール (またはアップグ
レード) 中やその後に、アプリケーションでメタデータの作成か更新を行い、ユーザにアプリケーションの
設定を許可できます。
• インストール後のアプリケーションのカスタマイズ — アプリケーションをインストールしたら、Apexでメ
タデータを使用し、システム管理者が標準の Salesforce 設定 UI を手動で使用するのではなく、アプリケー
ションによって提供される UI を使用して、システム管理者がアプリケーションを設定できるようにしま
す。
• 安全にアクセス保護されたメタデータ — 型とコンポーネントをユーザに公開することなく、アプリケー
ションで内部的に使用されるメタデータを更新します。
• カスタム設定ツールの作成 — メタデータを Apex で使用してカスタムツールを提供し、システム管理者が
アプリケーションとパッケージをカスタマイズできるようにします。
現在、Apexでのメタデータアクセスはカスタムメタデータレコードとページレイアウトに制限されています。
Apex を使用してカスタムメタデータの取得、作成、更新はできますが、メタデータの削除はできません。
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Apexでメタデータのリリースと取得を行う方法の詳細および例については、『Apex 開発者ガイド』のメタデー
タ機能のドキュメントおよび Metadata 名前空間のリファレンスドキュメントを参照してください。
関連トピック:
Idea Exchange: Ability to update Metadata from Apex (Apex Metadata API) (Apex (Apex メタデータ API) からメタデータを更
新する機能)

Apex を使用した注文の送信と管理
Salesforce パートナーの場合、新しい Channel Order Apex API を使用して注文の送信と管理を自動化できます。注文
を Salesforce に送信した後、提供された Apex クラスのメソッドを使用して注文の編集、取り消し、コピーがで
きます。Channel Order Apex API は従来の Partner Order Submit API に代わるものです。
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:
Channel Order Apex API を使用した注文処理の自動化

Apex クラスの変更によるプラットフォームキャッシュの無効化
プラットフォームキャッシュが無効になると、キャッシュの欠落が生じる可能性があります。一部またはすべ
てのプラットフォームキャッシュが無効になる新たな状況として、Apex クラスを変更した場合が挙げられま
す。
Apex クラスは、次の数通りの方法で直接的または間接的に変更できます。
• [設定] または開発者コンソールから Apex クラスを編集する
• Apex クラスが変更されるパッケージをインストールまたはアップグレードする
• Apex クラスが変更されるメタデータ API を使用してメタデータをリリースする
Apexコードでキャッシュの欠落が確実に処理されるようにするには、プラットフォームキャッシュのベストプ
ラクティスに従うか、新しい Cache.CacheBuilder インターフェースを使用します。
関連トピック:
Apex 開発者ガイド: CacheBuilder インターフェースを使用した安全な値のキャッシュ
Apex 開発者ガイド: プラットフォームキャッシュのベストプラクティス
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新しいキャッシュビルダーインターフェースを使用して値を安全にキャッシュ
する
Cache.CacheBuilder インターフェースを使用すると、セッションまたは組織のキャッシュで値を安全に保

存または取得することが容易にできます。プラットフォームキャッシュのベストプラクティスとして、null を
返すキャッシュ要求をテストしてコードでキャッシュの欠落を確実に処理することをお勧めします。このコー
ドはユーザ自身が記述できます。また、新しい Cache.CacheBuilder インターフェースを使用することもで
きます。
Apex クラス内で何をキャッシュするかを宣言するのではなく、CacheBuilder インターフェースを実装する
内部クラスを作成します。このインターフェースには、1 つのメソッド doLoad(var) があります。doLoad(var)
を上書きする場合は、引数に基づいてキャッシュ値を構築するロジックをコーディングします。ただし、この
メソッドを直接コールしません。CacheBuilder を実装するように作成したクラスを初めて参照するときに
Salesforce が代わりにこのメソッドを間接的にコールします。値が存在する限り、それ以降のコールで値がキャッ
シュから取得されます。値が存在しない場合、doLoad(var) メソッドが再度コールされて値が構築されます。
例を見てみましょう。ある Apex クラスで、ユーザ ID に基づいてユーザレコードを検索する SOQL クエリを頻繁
に実行しているとします。SOQLクエリは高価である可能性があります。また、通常、Salesforce ユーザレコード
は頻繁に変更されません。そのため、ユーザ情報が CacheBuilder の適切な候補になります。UserInfoCache
クラスは CacheBuilder を実装し、doLoad(var) メソッドの内部でユーザ ID をそのパラメータとして使用
して SOQL クエリを配置します。
class UserInfoCache implements Cache.CacheBuilder {
public Object doLoad(String userid) {
User u = (User)[SELECT Id, IsActive, username FROM User WHERE id =: userid];
return u;
}
}

この例は、組織キャッシュからユーザレコードを取得する方法を示しています。
User batman = (User) Cache.Org.get(UserInfoCache.class, ‘00541000000ek4c');

get() メソッドを実行すると、Salesforce は、文字列 00541000000ek4c と UserInfoCache (CacheBuilder

を実装するクラス) で構成される一意のキーを使用してキャッシュを検索します。Salesforce はキャッシュ値を
見つけるとそれを返します。この例に従うと、キャッシュ値は ID 00541000000ek4c に関連付けられるユーザレ
コードです。値が見つからない場合、Salesforce は UserInfoCache の doLoad(var) メソッドを再度実行して
(SOQL クエリを返して)、ユーザレコードをキャッシュした後、それを返します。
詳細および例については、『Apex 開発者ガイド』でプラットフォームキャッシュ機能のドキュメントおよび
Cache 名前空間のリファレンスドキュメントを参照してください。
関連トピック:
Apex 開発者ガイド: CacheBuilder インターフェースを使用した安全な値のキャッシュ

Visualforce コントローラでサポートされるキャッシュ操作
Cache 名前空間で put メソッドおよび remove メソッドを使用して行われるキャッシュ操作が Visualforce コント
ローラのコンストラクタおよび getter メソッドでサポートされるようになりました。
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新しいメッセージメソッドによる添付ファイルの容易な処理
System.Messaging クラスの新しいメソッドを使用して、転送されたメールや添付されたメールを、使用し

ているメールサービスのコードで容易に処理します。また、保存されたメールテンプレートの表示で添付ファ
イルをどのように処理するかを制御できるメソッドも追加しました。
次のメソッドを参照してください。
• extractInboundEmail(source, includeForwardedAttachments)
• renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId, attachmentRetrievalOption)

管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの
無効化 (重要な更新)
この重要な更新では、管理パッケージの Apex コントローラメソッドでアクセス制御が修正されます。この更
新を有効にすると、global アクセス修飾子が付いたメソッドのみが、Lightning コンポーネントによってパッ
ケージ名前空間外からアクセス可能になります。これらのアクセスコントロールにより、パッケージ作成者が
グローバルアクセスを意図していない、サポート対象外の API メソッドを使用できなくなります。
global が付いた Apex コントローラメソッドのみが、管理パッケージに追加されると、その管理パッケージの

名前空間外の Lightning コンポーネントによってアクセス可能になります。Apex 定義で public が付いたメソッ
ドは、パッケージの同じ名前空間に含まれる Lightning コンポーネントでのみアクセス可能です。この更新を有
効にすると、これらのルールが適用されます。
この更新の前は、global 以外のメソッド (つまり global アクセス修飾子が付いていない Apex コントローラ
メソッド) は、パッケージ名前空間外の Lightning コンポーネントによってアクセス可能でした。
この更新を有効にすると、管理パッケージの global 以外の Apex メソッドに誤って依存するコードを作成し
ていた場合、そのメソッドをコールするサーバアクションは失敗します。パッケージによって global メソッ
ドとして提供されるサポート対象 API メソッドのみを使用するように、コードを更新してください。
関連トピック:
Apex 開発者ガイド: アクセス修飾子
Lightning コンポーネント開発者ガイド: Apex サーバ側コントローラの概要
管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (重要な更新)

runTestsSynchronous の POST メソッドに「設定を参照」権限が必要 (重要な更
新)
runTestsSynchronous の POST メソッドを使用してテストを同期実行する場合、「設定の参照」ユーザ権限

が必要になりました。
この更新により、「設定の参照」権限が有効になっていない状態で REST Tooling API /runTestsSynchronous/
の POST メソッドを使用して Apex テストを同期実行すると、エラーが発生します。テストを同期実行する場合、
「設定の参照」ユーザ権限が必要になりました。
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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 クラス
次の既存のクラスで、メソッドまたは定数が新規追加または変更されました。
新規 Apex Enum
今回のリリースで以下の列挙が導入されました。
新規 Apex インターフェース
このリリースでは、次のインターフェースが導入されます。
変更された Apex インターフェース
このリリースでは、次のクラスとインターフェースが変更されました。

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。
Metadata 名前空間のクラス
AnalyticsCloudComponentLayoutItem クラス

新しい Metadata.AnalyticsCloudComponentLayoutItem クラスは、標準レイアウトページまたは
カスタムレイアウトページの Wave Analytics ダッシュボードの設定を表します。Apex で組織のメタデータ
にアクセスするときは、このクラスを使用します。
ConsoleComponent クラス

新しい Metadata.ConsoleComponent クラスは、レイアウトのセクションのカスタムコンソールコン
ポーネントを表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
Container クラス

新しい Metadata.Container クラスは、コンソールのサイドバーに複数のカスタムコンソールコン
ポーネントを表示するための場所とスタイルを表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするとき
は、このクラスを使用します。
CustomConsoleComponents クラス

新しい Metadata.ConsoleComponents クラスは、ページレイアウトのカスタムコンソールコンポー
ネントを表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
CustomMetadata クラス

新しい Metadata.CustomMetadata クラスは、カスタムメタデータ型のレコードを表します。Apex で
組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
CustomMetadataValue クラス

新しい Metadata.CustomMetadataValue クラスは、カスタムメタデータコンポーネントのカスタム
メタデータ値を表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
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DeployCallbackContext クラス

新しい Metadata.DeployCallbackContext クラスは、リリースジョブのコンテキスト情報を表しま
す。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
DeployContainer クラス

新しい Metadata.DeployContainer クラスは、リリースするカスタムメタデータコンポーネントの
コンテナを表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
DeployDetails クラス

新しい Metadata.DeployDetails クラスには、リリース後のコンポーネントの詳細情報が含まれま
す。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
DeployMessage クラス

新しい Metadata.DeployMessage クラスは、メタデータコンポーネントのリリースの結果情報を表し
ます。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
DeployResult クラス

新しい Metadata.DeployResult クラスは、メタデータコンポーネントのリリースの全体的な結果情
報を表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
FeedLayout クラス

新しい Metadata.FeedLayout クラスは、フィードベースのページレイアウトのフィードビューを定
義する値を表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
FeedLayoutComponent クラス

新しい Metadata.FeedLayoutComponent クラスは、フィードベースのページレイアウトのフィード
ビューのコンポーネントを表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使
用します。
FeedLayoutFilter クラス

新しい Metadata.FeedLayoutFilter クラスは、フィードベースのページレイアウトのフィードビュー
のフィード条件オプションを表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを
使用します。
Layout クラス

新しい Metadata.Layout クラスは、ページレイアウトに関連付けられたメタデータを表します。Apex
で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
LayoutColumn クラス

新しい Metadata.LayoutColumn クラスは、レイアウトセクション内の列の項目を表します。Apex で
組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
LayoutItem クラス

新しい Metadata.LayoutItem クラスは、レイアウト項目を定義する有効な値を表します。Apex で組
織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
LayoutSection クラス

新しい Metadata.LayoutSection クラスは、ページレイアウトのセクションを表します。Apex で組
織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
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Metadata クラス

新しい Metadata.Metadata クラスは抽象基本クラスであり、カスタムメタデータコンポーネントを
表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
MetadataValue クラス

新しい Metadata.MetadataValue クラスは抽象基本クラスであり、カスタムメタデータコンポーネン
ト項目を表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
MiniLayout クラス

新しい Metadata.MiniLayout クラスは、[コンソール] タブ、詳細のフロート表示、および行動のフ
ロート表示でのレコードのミニビューを表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、こ
のクラスを使用します。
Operations クラス

新しい Metadata.Operations クラスは、カスタムメタデータの取得やリリースなど、メタデータ操
作の実行に使用するクラスを表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを
使用します。
PlatformActionList クラス

新しい Metadata.PlatformActionList クラスは、レイアウトの Salesforce1 アクションバーに表示さ
れるアクションのリストとその順序を表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、この
クラスを使用します。
PlatformActionListItem クラス

新しい Metadata.PlatformActionListItem クラスは、レイアウトの Platform Action List のアクション
を表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
PrimaryTabComponents クラス

新しい Metadata.PrimaryTabComponents クラスは、主タブのカスタムコンソールコンポーネントを
表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
ProjectionNode クラス

新しい Wave.ProjectionNode クラスを QueryBuilder クラスと共に使用して適切な形式の SAQL クエリを
構築します。Apex を使用して Wave Analytics のデータをクエリする場合、このクラスを使用します。
QueryBuilder クラス

新しい Wave.QueryBuilder クラスは、SAQL クエリを構築するためのメソッドを提供します。Apex を
使用して Wave Analytics のデータをクエリする場合、このクラスを使用します。
QueryNode クラス

新しい Wave.QueryNode クラスを QueryBuilder クラスと共に使用して適切な形式の SAQL クエリを構築し
ます。Apex を使用して Wave Analytics のデータをクエリする場合、このクラスを使用します。
QuickActionList クラス

新しい Metadata.QuickActionList クラスは、ページレイアウトに関連付けられたアクションのリ
ストを表します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
QuickActionListItem クラス

新しい Metadata.QuickActionListItem クラスは、QuickActionList のアクションを表します。
Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
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RelatedContent クラス

新しい Metadata.RelatedContent クラスは、ページレイアウトの [モバイルカード] セクションを表
します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
RelatedContentItem クラス

新しい Metadata.RelatedContentItem クラスは、RelatedContent リストの個々の項目を表しま
す。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
RelatedList クラス

新しい Metadata.RelatedList クラスは、Salesforce コンソールのサイドバーにある関連リストのカス
タムコンポーネントを表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用し
ます。
RelatedListItem クラス

新しい Metadata.RelatedListItem クラスは、ページレイアウトの関連リストの項目を表します。
Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
ReportChartComponentLayoutItem クラス

新しい Metadata.ReportChartComponentLayoutItem クラスは、標準ページまたはカスタムページ
のレポートグラフの設定を表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使
用します。
SidebarComponent クラス

新しい Metadata.SidebarComponent クラスは、Salesforce コンソールのサイドバーのいずれかでマル
チコンポーネントをホストするコンテナに表示する特定のカスタムコンソールコンポーネントを表しま
す。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
SubtabComponents クラス

新しい Metadata.SubtabComponents クラスは、Salesforce コンソールのサブタブにあるカスタムコン
ソールコンポーネントを表します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用
します。
SummaryLayout クラス

新しい Metadata.SummaryLayout クラスは、ページレイアウトの強調表示パネルの外観を制御しま
す。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用します。
SummaryLayoutItem クラス

新しい Metadata.SummaryLayoutItem クラスは、強調表示パネルのグリッド内の個々の項目の外観
および列と行の位置を制御します。Apexで組織のメタデータにアクセスするときは、このクラスを使用
します。

変更された Apex クラス
次の既存のクラスで、メソッドまたは定数が新規追加または変更されました。
Messaging.EmailFileAttachment クラス

新しいプロパティ
id

参照のみ。添付ファイル ID を取得します。

601

Salesforce Summer '17 リリースノート

Apex コード: パフォーマンスとセキュリティの改善

Schema.DescribeFieldResult クラス

新しいメソッド
isSearchPrefilterable()

外部キーを SOSL WHERE 句で使用するときに外部キーを事前絞り込みに組み込むことができる場合は
true を返し、それ以外の場合は false を返します。
Cache.Org クラス

新しいメソッド
get(cacheBuilder, key)

組織キャッシュから、指定したキーに対応するキャッシュ値を返します。キャッシュ値が、
CacheBuilder インターフェースを実装するクラスの場合、このメソッドを使用します。
remove(cacheBuilder, key)

組織キャッシュから、指定したキーに対応するキャッシュ値を削除します。キャッシュ値が、
CacheBuilder インターフェースを実装するクラスの場合、このメソッドを使用します。
Cache.Partition クラス

新しいメソッド
get(cacheBuilder, key)

パーティションキャッシュから、指定したキーに対応するキャッシュ値を返します。キャッシュ値
が、CacheBuilder インターフェースを実装するクラスの場合、このメソッドを使用します。
remove(cacheBuilder, key)

パーティションキャッシュから、指定したキーに対応するキャッシュ値を削除します。キャッシュ
値が、CacheBuilder インターフェースを実装するクラスの場合、このメソッドを使用します。
validateCacheBuilder(cacheBuilder)

指定したクラスが CacheBuilder インターフェースを実装していることを確認します。
Cache.Session クラス

新しいメソッド
get(cacheBuilder, key)

セッションキャッシュから、指定したキーに対応するキャッシュ値を返します。キャッシュ値が、
CacheBuilder インターフェースを実装するクラスの場合、このメソッドを使用します。
remove(cacheBuilder, key)

セッションキャッシュから、指定したキーに対応するキャッシュ値を削除します。キャッシュ値が、
CacheBuilder インターフェースを実装するクラスの場合、このメソッドを使用します。
System.Messaging クラス

新しいメソッド
extractInboundEmail(source, includeForwardedAttachments)

使用しているメールサービスコードでこのメソッドを使用して、転送または添付されたメールの解
析および処理方法を制御します。RFC822 形式のデータストリームから Messaging.InboundEmail
のインスタンスを返します。このデータストリームには、既存の InboundEmail に転送された、添付
ファイル内のメールや、別のソースからのストリームを使用できます。
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renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId, attachmentRetrievalOption)

データベースに存在するテキスト、カスタム、HTML、または Visualforce メールテンプレートを
Messaging.SingleEmailMessage. インスタンスに表示します。添付ファイルメタデータのみを
含める、添付ファイルメタデータとコンテンツを含める、または添付ファイルを除外するオプショ
ンが提供されます。
System.PageReference クラス

新しいメソッド
forResource(resourceName, path)

zip の静的リソース内でネストされたコンテンツの PageReference を名前とパスによって作成します。
forResource(resourceName)

静的リソースの PageReference を名前によって作成します。

新規 Apex Enum
今回のリリースで以下の列挙が導入されました。
Messaging.AttachmentRetrievalOptionEnum 列挙

添付ファイルメタデータのみを含める、添付ファイルメタデータとコンテンツを含める、または添付ファ
イルを除外するオプションが提供されます。
Metadata.DeployProblemType 列挙

失敗したコンポーネントリリースの問題のタイプを説明します。Apex で組織のメタデータにアクセスする
ときは、この列挙を使用します。
Metadata.DeployStatus 列挙

リリースした結果の状況の値。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、この列挙を使用します。
Metadata.FeedItemTypeEnum 列挙

フィードベースのページレイアウトのフィード項目のタイプ。Apex で組織のメタデータにアクセスすると
きは、この列挙を使用します。
Metadata.FeedLayoutComponentType 列挙

フィードレイアウトコンポーネントのタイプ。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、この列挙
を使用します。
Metadata.FeedLayoutFilterPosition 列挙

レイアウト内でフィード条件リストが含まれる場所を説明します。Apex で組織のメタデータにアクセスす
るときは、この列挙を使用します。
Metadata.FeedLayoutFilterType 列挙

フィードレイアウト条件のタイプ。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、この列挙を使用しま
す。
Metadata.LayoutHeader 列挙
Metadata.Layout.headers に使用されるタギングの種類を表します。Apexで組織のメタデータにアクセ

スするときは、この列挙を使用します。
Metadata.LayoutSectionStyle 列挙

レイアウトセクションで可能なスタイルを説明します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、
この列挙を使用します。
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Metadata.MetadataType 列挙

Apex で使用可能なカスタムメタデータコンポーネントを表します。Apex で組織のメタデータにアクセスす
るときは、この列挙を使用します。
Metadata.PlatformActionListContextEnum 列挙

アクションリストの各種コンテキストを説明します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、こ
の列挙を使用します。
Metadata.PlatformActionTypeEnum 列挙
PlatformActionListItem のアクションのタイプ。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、こ

の列挙を使用します。
Metadata.ReportChartComponentSize 列挙

表示するレポートグラフコンポーネントのサイズを説明します。Apex で組織のメタデータにアクセスする
ときは、この列挙を使用します。
Metadata.SortOrder 列挙

関連リストの並び替え順を説明します。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、この列挙を使用
します。
Metadata.SummaryLayoutStyleEnum 列挙
SummaryLayout の強調表示パネルのスタイルを説明します。Apex で組織のメタデータにアクセスすると

きは、この列挙を使用します。
Metadata.UiBehavior 列挙

レイアウトページでのレイアウト項目の動作を説明します。Apex で組織のメタデータにアクセスするとき
は、この列挙を使用します。
Metadata.PlatformActionTypeEnum 列挙
PlatformActionListItem のアクションのタイプ。Apex で組織のメタデータにアクセスするときは、こ

の列挙を使用します。

新規 Apex インターフェース
このリリースでは、次のインターフェースが導入されます。
Metadata.DeployCallback インターフェース

メタデータリリースコールバッククラスのインターフェース。Apex で組織のメタデータにアクセスすると
きは、このインターフェースを使用します。
Cache.CacheBuilder インターフェース

セッションまたは組織のキャッシュから値を安全に取得または削除するためのインターフェース。このイ
ンターフェースを使用して、キャッシュに保存する値を生成します。このインターフェースはキャッシュ
の欠落があるかどうかをチェックします。つまり、プラットフォームキャッシュが PUT を自動で処理する
ためユーザは PUT を実行する必要がなくなります。

変更された Apex インターフェース
このリリースでは、次のクラスとインターフェースが変更されました。
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TxnSecurity.Event クラス

変更されたプロパティ
data
現在のポリシーの ID である PolicyId がデータ項目に含まれます。

ConnectApi (Chatter in Apex): 新規および変更されたクラスおよび Enum
Chatter in Apex を使用して、Salesforce でカスタムエクスペリエンスを作成します。このリリースでは、既読と未
読のフィード要素が導入され、ダイレクトメッセージ、モデレーション、ストリームが拡張されます。
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 Web アプリケーション
を Chatter とコミュニティに統合するには、Chatter REST API を使用します。
このセクションの内容:
新規および変更された Chatter in Apex クラス
新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
新規および変更された Chatter in Apex Enum

新規および変更された Chatter in Apex クラス
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。
フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報の取得
• getReadByForFeedElement(communityId, feedElementId)
• getReadByForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize)
コンテキストユーザのフィード要素を既読としてマーク
• setIsReadByMe(communityId, feedElementId, readBy) (readBy は新しい
ConnectApi.ReadByCapabilityInput)
• setIsReadByMe(communityId, feedElementId, isReadByMe)
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コンテキストユーザの複数のフィード要素を既読として同時にマーク
• updateFeedElementReadByCapabilityBatch(communityId, feedElementIds, readBy) (readBy
は新しい ConnectApi.ReadByCapabilityInput)
• updateFeedElementReadByCapabilityBatch(communityId, feedElementIds, isReadByMe)
コンテキストユーザの既読または未読のフィード要素をグループフィードから取得
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
filter) (feedType は Record、subjectId はグループ ID、filter は Read か Unread に設定)

ダイレクトメッセージのメンバーの更新
• updateDirectMessage(communityId, feedElementId, directMessage)
ダイレクトメッセージモデレーションフィードの取得
• getFeed(communityId, feedType)
• getFeed(communityId, feedType, sortParam)
これらのメソッドでは、feedType は DirectMessageModeration です。
ダイレクトメッセージモデレーションフィードからのフィード要素の取得
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType)
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam)
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam)

• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, updatedSince)

これらのメソッドでは、feedType は DirectMessageModeration です。
これらすべてのメソッドには、一致する set test メソッドがあります。
ダイレクトメッセージモデレーションフィードでのフィード要素の検索
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, q)
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam,
q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, q)

これらのメソッドでは、feedType は DirectMessageModeration です。
これらすべてのメソッドには、一致する set test メソッドがあります。
ユーザプロファイルフィードからユーザプロファイル所有者が作成したフィード要素の取得
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, filter) (filter は AuthoredBy に設定)。
並び替えられたフィードストリームの取得
• getStreams(communityId, sortParam)
• getStreams(communityId, pageParam, pageSize, sortParam)
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フィードストリームの検索
• searchStreams(communityId, q)
• searchStreams(communityId, q, sortParam)
• searchStreams(communityId, q, pageParam, pageSize)
• searchStreams(communityId, q, pageParam, pageSize, sortParam)
これらすべてのメソッドには、一致する set test メソッドがあります。
ケースフィードからのカスタム条件設定済みフィード要素の取得
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, customFilter)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
customFilter)

• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, updatedSince, customFilter)

• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, updatedSince, showInternalOnly,
customFilter)

これらすべてのメソッドには、一致する set test メソッドがあります。
ケースフィードでのカスタム条件設定済みフィード要素の検索
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q, customFilter)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q, showInternalOnly, customFilter)

これらすべてのメソッドには、一致する set test メソッドがあります。
いくつかのフィードおよびフィード要素のページに関する情報の取得
• getFeedWithFeedElements(communityId, feedType, pageSize)
• getFeedWithFeedElements(communityId, feedType, pageSize, recentCommentCount)
これらのメソッドで feedType に有効な値は、Company、DirectMessageModeration、DirectMessages、
Home、Landing、Moderation、PendingReview です。Landing が有効なのは、communityId が
internal のときのみです。
拡張機能を含むフィード要素の作成 (パイロット)
メモ: 拡張機能は、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。拡張機能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。
• postFeedElement(communityId, feedElement)
新しい ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput 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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拡張機能の取得 (パイロット)
• getExtensions(communityId, pageParam, pageSize)

コミュニティモデレーション
次のメソッドは、ConnectApi.CommunityModeration クラスに含まれます。
フラグ付きの投稿とコメントに関する詳細の取得
• getFlagsOnFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize)
• getFlagsOnFeedElement(communityId, feedElementId, visibility, pageSize, pageParam)
• getFlagsOnComment(communityId, commentId, pageSize, pageParam)
• getFlagsOnComment(communityId, commentId, visibility, pageSize, pageParam)

トピック
次のメソッドは、ConnectApi.Topics クラスに含まれます。
データカテゴリの記事へのトピックの割り当て、または記事からのトピックの割り当て解除
• updateTopicsForArticlesInDataCategory(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
articleTopicAssignmentJob)

トピックと記事の割り当てルールの作成、取得、再割り当て
• createTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
topicNames)

• getTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory)
• reassignTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
topicNames)

executeQuery
次のメソッドは、ConnectApi.Wave クラスに含まれます。
クエリ文字列の Wave Analytics への送信、および JSON としての結果の取得
•

public ConnectApi.LiteralJson ConnectApi.Wave.executeQuery(String query)

新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
Chatter フィード
ConnectApi.AlternativeInput (パイロット)

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。
• textRepresentation — 拡張のテキスト表現。
• thumbnailUrl — 拡張のサムネイルの URL。
• title — 拡張のタイトル。
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ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput

この入力クラスには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• membersToRemove — ダイレクトメッセージから削除するメンバーのユーザ ID のリスト。
ConnectApi.ExtensionInput (パイロット)

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。
• alternativeRepresentation — 拡張の代替表現。
• extensionId — 拡張の ID。
• payload — 拡張に関連付けられているペイロード。
• payloadVersion — 拡張に関連付けられているペイロードの構造を特定するペイロードバージョン。
ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput (パイロット)

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。
• itemsToAdd — フィード要素に関連付ける拡張のリスト。
ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput

この入力クラスには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• extensions — フィード要素に関連付ける拡張について説明する。
ConnectApi.ReadByCapabilityInput

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。
• isReadByMe — コンテキストユーザのフィード要素を既読 (true) としてマークします。
• lastReadDateByMe —コンテキストユーザのフィード要素を既読としてマークした最後の日付を指定
します。日付を指定しない場合、または将来の日付を指定した場合、現在のシステム日付が使用されま
す。

トピック
ConnectApi.ArticleTopicAssignmentJobInput

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。
• operation —記事とトピックに実行する操作のタイプを指定します。値は次のとおりです。
– AssignTopicsToArticle — データカテゴリの記事にトピックを割り当てます。
– UnassignTopicsFromArticle — データカテゴリの記事からトピックを割り当て解除します。
• topicNames — 記事に割り当てるか記事から割り当て解除するトピック名のリスト。

新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
Chatter フィード
ConnectApi.AbstractExtensionInformation (パイロット)

この新しい出力クラスは、ConnectApi.LightningExtensionInformation のスーパークラスです。次
の 1 つのプロパティがあります。

609

Salesforce Summer '17 リリースノート

Apex コード: パフォーマンスとセキュリティの改善

• extensionInformationType — 拡張の情報種別を指定します。
ConnectApi.Alternative (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• textRepresentation — 拡張のテキスト表現。
• thumbnailUrl — 拡張のサムネイルの URL。
• title — 拡張のタイトル。
ConnectApi.DirectMessageCapability

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。
• memberChanges — ダイレクトメッセージのメンバー活動。最近の活動から順に表示されます。
• originalMembers — ダイレクトメッセージの元のメンバー。
ConnectApi.DirectMessageMemberActivity

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• activityDate — ダイレクトメッセージメンバーの活動日。
• actor — ダイレクトメッセージメンバーシップを変更したユーザ。
• membersAdded — 活動の一部としてダイレクトメッセージに追加されたメンバー。
• membersRemoved — 活動の一部としてダイレクトメッセージから削除されたメンバー。
ConnectApi.DirectMessageMemberActivityPage

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• activities — ダイレクトメッセージメンバー活動のコレクション。
• currentPageToken — 現在のページを識別するトークン。
• currentPageUrl — 現在のページを識別する Chatter REST API URL。
• nextPageToken — 次のページを識別するトークン。次のページがない場合は null。
• nextPageUrl — 次のページを識別する Chatter REST API URL。次のページがない場合は null。別のペー
ジを取得する前に、この値が null であるかどうかを確認します。ページが存在しない場合は、
ConnectApi.NotFoundException エラーが返されます。
ConnectApi.Extension (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• alternativeRepresentation — 拡張の代替表現。
• extensionId — 拡張の ID。
• payload — 拡張に関連付けられているペイロード。
• payloadVersion — 拡張に関連付けられているペイロードの構造を特定するペイロードバージョン。
ConnectApi.ExtensionDefinition (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• canAccess — 拡張機能がフィード要素に関連付けられているときに、ユーザが拡張機能にアクセスで
きるかどうかを示します。
• canCreate — ユーザが組織内で拡張機能付きフィード要素を作成できるかどうかを示します。
• createdDate — 拡張機能が作成された日付。
• description — 拡張機能の説明。

610

Salesforce Summer '17 リリースノート

Apex コード: パフォーマンスとセキュリティの改善

• iconUrl — 拡張機能のアイコンの URL。
• id — 拡張機能の ID。
• informationCollection — 拡張機能の情報のコレクション。
• isEnabledInCommunity — コミュニティで拡張機能が有効になっているかどうかを示します。
• isEnabledInLightningPublisher — Lightning パブリッシャーで拡張機能が有効になっているかどう
かを示します。
• name — 拡張機能の名前。
ConnectApi.ExtensionDefinitions (パイロット)

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 — 現在のページを識別するトークン。
• currentPageUrl — 現在のページを識別する Chatter REST API URL。
• extensionDefinitions — 拡張機能の定義のコレクション。
• nextPageToken — 次のページを識別するトークン。次のページがない場合は null。
• nextPageUrl — 次のページを識別する Chatter REST API URL。次のページがない場合は null。別のペー
ジを取得する前に、この値が null であるかどうかを確認します。ページが存在しない場合は、
ConnectApi.NotFoundException エラーが返されます。
• total — 返される拡張機能の合計数。
ConnectApi.ExtensionsCapability (パイロット)

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。
• items — フィード要素に関連付けられている拡張のリスト。
ConnectApi.Feed

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。
• feedElements — redirectedFeedType でフィード要素が指定されている場合はフィード要素のペー
ジ。それ以外の場合は null。
• redirectedFeedType — pageSize が指定されている場合、返されるフィードを指定します。それ以
外の場合は null。
ConnectApi.FeedElementCapabilities

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。
• extensions — フィード要素にこの機能がある場合、1 つ以上の拡張機能の添付があります。
ConnectApi.LightningExtensionInformation (パイロット)

この新しい出力クラスは、ConnectApi.AbstractExtensionInformation のサブクラスです。次のプロ
パティがあります。
• compositionComponent — 作成状態で使用するコンポーネント。
• headerTextLabel — 拡張機能のヘッダーの表示ラベル。
• hoverTextLabel — 拡張機能にマウスポインタを置いた場合の表示ラベル。
• renderComponent — 表示またはプレビューの状態で使用するコンポーネント。
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ConnectApi.ReadBy

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• lastReadDateByUser — ユーザが最後にフィード要素を読んだ日付。
• user — フィード要素を読んだユーザに関する情報。
ConnectApi.ReadByCapability

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。
• isReadByMe — コンテキストユーザがフィード要素を読んだか (true)、否か (false) を指定します。
• lastReadDateByMe — コンテキストユーザのフィード要素が既読としてマークされた場合は最後の日
付。それ以外の場合は null。
• page — フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報の最初のページ。
ConnectApi.ReadByPage

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 — 現在のページを識別するトークン。
• currentPageUrl — 現在のページを識別する Chatter REST API URL。
• items — ユーザ、およびユーザが最後にフィード要素を読んだ日付など、既読情報のコレクション。
• nextPageToken — 次のページを識別するトークン。次のページがない場合は null。
• nextPageUrl — 次のページを識別する Chatter REST API URL。次のページがない場合は null。別のペー
ジを取得する前に、この値が null であるかどうかを確認します。ページが存在しない場合は、
ConnectApi.NotFoundException エラーが返されます。
• previousPageToken — 将来の使用のために予約されています。
• previousPageUrl — 将来の使用のために予約されています。
• total — フィード要素を読んだユーザの総数。
ConnectApi.SocialPostCapability

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。
• likedBy — ソーシャル投稿にいいね! と言った外部ソーシャルアカウント。
• reviewScale — ソーシャル投稿のスケールの確認。
• reviewScore — ソーシャル投稿のスコアの確認。
ConnectApi.UserSettings

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。
• canAccessPersonalStreams — ユーザは個人用ストリームフィードにアクセスできます。

コミュニティモデレーション
ConnectApi.ModerationFlagItemDetail

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• createdBy — 項目にフラグを設定したユーザの ID。
• createdDate — 項目にフラグが設定された日付。
• id — モデレーションフラグの ID。
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• moderationType — モデレーションフラグのタイプを指定します。値は次のとおりです。
– FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。
– FlagAsSpam — スパムのフラグ。
• note — 項目にフラグを設定したユーザのメモ。
• visibility — さまざまなユーザ種別でのフラグの表示動作を指定します。値は次のとおりです。
– ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を
持つユーザにのみ表示されます。
– SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対する
モデレーション権限を持つユーザに表示されます。
ConnectApi.ModerationFlags

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。
• flagCountByReason — 理由ごとに分類したモデレーションフラグの数。
• flags — フラグのコレクション。
ConnectApi.ModerationFlagsCollection

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 — 現在のページを識別するトークン。
• currentPageUrl — 現在のページを識別する Chatter REST API URL。
• flags — フラグの詳細のリスト。
• nextPageToken — 次のページを識別するトークン。次のページがない場合は null。
• nextPageUrl — 次のページを識別する Chatter REST API URL。次のページがない場合は null。別のペー
ジを取得する前に、この値が null であるかどうかを確認します。ページが存在しない場合は、
ConnectApi.NotFoundException エラーが返されます。
• pageSize — ページあたりの項目数。

ファイル
ConnectApi.Content

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。
• imageDetails — 画像の詳細。ファイルが画像でない場合は null。
ConnectApi.ContentImageFileDetails

この新しい出力クラスには、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)。
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Files Connect
ConnectApi.ContentHubRepository

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。
• authentication — リポジトリ認証情報。
ConnectApi.ContentHubRepositoryAuthentication

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• authFlowUrl — authProtocol によって異なります。
– NoAuthentication — null。
– Oauth — OAuth フローを開始する URL。
– Password — 外部システムの認証設定の URL。
• authProtocol — リポジトリに使用される認証プロトコルを指定します。
– NoAuthentication — リポジトリでは認証は必要ありません。
– Oauth — リポジトリでは OAuth 認証プロトコルが使用されます。
– Password — リポジトリでは、ユーザ名とパスワードの認証プロトコルが使用されます。
• userHasAuthSettings — ユーザがログイン情報を持っているか、システム管理者が外部データソー
スを設定してすべてのユーザに同じログイン情報を使用しているか (true) を指定します。それ以外の場
合は、false。
ConnectApi.FilePreviewCollection

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。
• versionNumber — ファイルのバージョン番号。

Records
ConnectApi.EntityLabel

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 — エンティティのローカライズされた表示ラベル (単数形)。
• labelPlural — エンティティのローカライズされた表示ラベル (複数形)。
ConnectApi.RecordSummary

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。
• entityLabel — レコードのエンティティの表示ラベル。

外出中ユーザ (パイロット)
メモ: [外出中] 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。[外出中] 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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ConnectApi.MentionCompletion

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。
• outOfOffice — この完了によって表されるレコードがユーザの場合は、ユーザの追加の外出中メッ
セージ (追加の外出中メッセージがある場合)。
ConnectApi.OutOfOffice (パイロット)

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。
• message — ユーザの外出中メッセージ。
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。
• outOfOffice — ユーザの別途の外出中メッセージ (すでに 1 つ存在する場合)。

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.ArticleTopicJobType

この新しい Enum には次の値があります。
• AssignTopicsToArticle — データカテゴリの記事にトピックを割り当てます。
• UnassignTopicsFromArticle — データカテゴリの記事からトピックを割り当て解除します。
ConnectApi.CommunityFlagReasonType

この新しい Enum には次の値があります。
• FlaggedByRule — モデレーションルールにより、項目にフラグが設定された。
• FlaggedBySystem — Einstein により、項目にフラグが設定された。
• FlaggedByUserAsInappropriate — ユーザにより、不適切として項目にフラグが設定された。
• FlaggedByUserAsSpam — ユーザにより、スパムとして項目にフラグが設定された。
ConnectApi.ContentHubAuthenticationProtocol

この新しい Enum には次の値があります。
• NoAuthentication — リポジトリでは認証は必要ありません。
• Oauth — リポジトリでは OAuth 認証プロトコルが使用されます。
• Password — リポジトリでは、ユーザ名とパスワードの認証プロトコルが使用されます。
ConnectApi.ExtensionInformationType (パイロット)

この新しい Enum には次の値があります。
• Lightning
ConnectApi.FeedElementCapabilityType

この Enum には次の新しい値があります。
• Extensions — フィード要素に 1 つ以上の Chatter 拡張添付ファイルがあることを示す。
• ReadBy — コンテキストユーザがフィード要素を既読としてマークできる。
ConnectApi.FeedFilter

この Enum には次の新しい値があります。
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• AuthoredBy — ユーザプロファイル所有者が作成したフィード要素。この値は、UserProfile フィー
ドでのみ有効です。
• Read — 経過日数が 30 日を超えたか、既読としてマークされたコンテキストユーザのフィード要素。コ
ンテキストユーザがグループに参加している場合は既存のフィード要素を含みます。この値は、グルー
プの Record フィードでのみ有効です。
• Unread — 過去 30 日間に作成された、既読としてマークされていないコンテキストユーザのフィード
要素。この値は、グループの Record フィードでのみ有効です。
ConnectApi.FeedSortOrder

この Enum には、次の 1 つの新しい値があります。
• CreatedDateAsc —作成日の古い順に並び替えられる。この並び替え順は DirectMessageModeration、
Moderation、および PendingReview フィードでのみ使用できます。
ConnectApi.FeedType

この Enum には次の新しい値があります。
• DirectMessageModeration —モデレーション用にフラグが設定されたすべてのダイレクトメッセー
ジが含まれる。このダイレクトメッセージモデレーションフィードは、「コミュニティ Chatter メッセー
ジのモデレート」権限を持つユーザのみが使用できます。
メモ: Moderation フィード種別には、モデレーション用にフラグ付けされたダイレクトメッセー
ジを除く、すべてのフィード項目が含まれます。このコミュニティモデレーションフィードは、
「コミュニティフィードのモデレート」権限を持つユーザのみが使用できます。
• Landing —フィードが要求されたとき、ユーザエンゲージメントを最適に促進する、すべてのフィー
ド項目が含まれる。カスタマイズされたフィード項目が多くないとき、クライアントは空のフィードを
避けることができます。
ConnectApi.SortOrder

この Enum には、次の 1 つの新しい値があります。
• MostRecentlyViewed — 項目は、最近参照されたものから順番に並べられる。この並び替え順は、
Chatter フィードストリームでのみ有効です。

API: 新しいオブジェクトと型、検索の機能強化、およびユーザイン
ターフェース API
API バージョン 40.0 で新しいおよび更新されたメタデータ型、データオブジェク
ト、および API コールを使用します。新しい SOSL 句で検索を微調整します。新
しいユーザインターフェース API を使用して、ネイティブのモバイルアプリケー
ションと、独自のブランド設定を使用したカスタム Web アプリケーションを作
成します。
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:
Developer Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition、および
Performance Edition

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) では、新しい WITH SPELL_CORRECTION 句が追加され、WITH HIGHLIGHT
句を使用するカスタムオブジェクトと項目のサポートが追加されました。
REST API
REST API には、レコード件数、フロー、およびプラットフォームスキーマイベントに関する変更されたリ
ソースと新しいリソースが含まれます。
SOAP API
SOAP API では、コールが新規追加および変更されました。
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、既読と未読のフィード要素が導入さ
れ、ダイレクトメッセージ、モデレーション、ストリームが拡張されます。
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の機能強化には、ダッシュボード検索条件とレポート項目を記述し
てテストする新しいリソース、ダッシュボード検索条件の値を設定して単一の分析通知を記述する新しい
メソッド、分析の通知受信者と実行ユーザを記述する新しいプロパティが含まれます。
Bulk API
Bulk API 2.0 のパイロットバージョンに、ジョブデータをアップロードする効率性の高いプロセスが搭載され
ました。
エンタープライズメッセージングプラットフォーム
Messaging には、正式リリースの新機能であるプラットフォームイベントが含まれます。
Tooling API
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。Tooling API および メタデータ API の WSDL
内のオブジェクトでは、エラーなしの保存操作を正常に完了してすべての警告を返す必要があることを示
すことができます。
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。
Open CTI API
saveLog メソッドを使用する場合、レコードの更新または作成後にレコードを最新の状態に更新するに

は、callback メソッドで refreshView をコールする必要があります。以前は、saveLog メソッドがレ
コードを自動的に更新していました。
その他の API の変更
新しい統合検索 API を使用して外部の検索コネクタにアクセスします。

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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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。
CampaignHistory
キャンペーンの項目の値に対する変更履歴を表します。
ContentBody
Salesforce CRM Content または Salesforce Files 内のファイルの本文を表します。
ContentWorkspaceMember
コンテンツライブラリのメンバーを表します。
ContentWorkspacePermission
ライブラリ権限を表します。
ForecastingDisplayedFamily
売上予測の設定のテーブルを表し、システム管理者は、ユーザが Lightning Experience で売上予測できる商品
ファミリをここで選択します。
VisualforceAccessMetrics
Visualforce ページの概要統計を表します。
MaintenanceAsset
メンテナンス計画に含まれる納入商品を表します。
MaintenancePlan
会社と顧客の間に交わされたサービス契約を表します。
ProductRequest
Field Service 内の製品リクエストを表します。
ProductRequestLineItem
Field Service 内の個々の製品リクエストを表します。
ProductRequestFeed
製品リクエスト詳細ページの 1 つのフィード項目を表します。
ProductRequestHistory
製品リクエストの項目の値に対する変更履歴を表します。
ProductRequestOwnerSharingRule
製品リクエストを共有するためのルールを表します。
ProductRequestShare
製品リクエストの共有エントリを表します。
ProductTransfer
Field Service 内の個々の製品移行を表します。
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ProductTransferFeed
製品移行詳細ページの 1 つのフィード項目を表します。
ProductTransferHistory
製品移行の項目の値に対する変更履歴を表します。
ProductTransferOwnerSharingRule
製品移行を共有するためのルールを表します。
ProductTransferShare
製品移行の共有エントリを表します。
配送
製品移行の方法および追跡を表します。
VoiceMailMessage
録音済みボイスメールメッセージを表します。
VoiceMailMessageShare
VoiceMailMessage 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。
BusinessHours
オブジェクト属性 searchable と layoutable が true に変更されました。
ContentDistribution
ContentDownloadUrl 項目と PdfDownloadUrl 項目が追加されました。

ContentNote
create プロパティと delete プロパティがいくつかの項目に追加されました。
• CreatedById
• CreatedDate
• LastModifiedDate
• OwnerId
これらのプロパティを使用できるのは、「作成時に監査項目を設定」権限が割り当てられたユーザです。
ContentVersion
ContentBodyId 項目と FirstPublishLocationId 項目が追加されました。

ContentWorkspace
オブジェクト属性 createable、deletable、および updateable が true に変更されました。
ShouldAddCreatorMembership 項目が追加されました。

create プロパティと update プロパティがいくつかの項目に追加されました。
• Name
• 説明
• DeveloperName
EmailTemplate
relatedEntityType 項目と UiType 項目が追加されました。
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EventLogFile
Lightning エラー、Lightning インタラクション、Lightning ページビュー、Lightning パフォーマンスの各イベン
ト種別に次の項目が追加されました。1 つの項目の名前が変更されました。
• LOGIN_KEY — 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。
• SESSION_KEY (旧称 SESSION_ID) — 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。
• USER_ID_DERIVED — UI または API を介して Salesforce サービスを使用しているユーザの 18 文字の ID (大
文字と小文字を区別しない)。
次の項目がレポートイベント種別に追加されました。これらは、大量のデータをユーザがエクスポートし
ていることを検出するのに役立ちます。行数やサイズが大きい場合、ユーザが詐欺目的で情報をダウンロー
ドしている可能性があります。
• AVERAGE_ROW_SIZE
• ROW_COUNT
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。
• 外部の OData コールアウト
• 外部のクロス組織コールアウト
• 外部のカスタム Apex コールアウト
メモ: Salesforce Connect Callout Event Monitoring は、パイロットプログラムを介してお客様に提供されま
す。パイロットのイベント種別は、Salesforce Connect およびイベント監視を使用している組織でのみ使
用できます。組織にこれらの機能がない場合は、パイロットプログラムへの参加について 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。Salesforce Connect Callout Event Monitoring 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。Salesforce
Connect Callout Event Monitoring に関するフィードバックや提案は、Success コミュニティの「Salesforce
Connect」グループに投稿してください。
LoginEvent
UniqueKey 項目が追加されました。クエリの主キーとして Id システム項目の代わりに UniqueKey 項目

を使用します。API バージョン 40.0 以降では、Id にデータは設定されません。
API バージョン 40.0 以降では、EventDate 項目は Nillable ではありません。
NetworkActivityAudit
DeletedPendingReviewItem 選択リスト値が Action 項目に追加されました。

Quote
CanCreateQuoteLineItems 項目が追加されました。

QuoteLineItem
OpportunityLineItemId 項目が追加されました。

API バージョン 40.0 以降、Product2Id 項目は必須ですが、API で更新できません。
SlaProcess
オブジェクト属性 searchable と layoutable が true に変更されました。
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WorkOrder
次の項目が追加されました。
• MaintenancePlanId
• MaintenanceDueDate

SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) では、新しい WITH SPELL_CORRECTION 句が追加され、WITH HIGHLIGHT
句を使用するカスタムオブジェクトと項目のサポートが追加されました。
このセクションの内容:
カスタム項目とカスタムオブジェクトをサポートする WITH HIGHLIGHT
強調表示すると、ユーザはコンテンツを簡単に特定できるようになります。検索結果でどのカスタム項目
とカスタムオブジェクトを強調表示するかを指定します。
SPELL_CORRECTION による検索クエリのスペル修正の無効化
WITH SPELL_CORRECTION = false を使用して、検索クエリのスペル修正を無効にします。true に設定

すると、スペル修正をサポートする検索のスペル修正が有効になります。デフォルト値は、true です。

カスタム項目とカスタムオブジェクトをサポートする WITH HIGHLIGHT
強調表示すると、ユーザはコンテンツを簡単に特定できるようになります。検索結果でどのカスタム項目とカ
スタムオブジェクトを強調表示するかを指定します。
次のステートメントでは、カスタムオブジェクト Building の BuildingDescription カスタム項目で検索
語「salesforce west」を強調表示した検索結果が返されます。
FIND {Salesforce West} IN ALL FIELDS RETURNING Building__c(Name, BuildingDescription__c)
WITH HIGHLIGHT

SPELL_CORRECTION による検索クエリのスペル修正の無効化
WITH SPELL_CORRECTION = false を使用して、検索クエリのスペル修正を無効にします。true に設定す

ると、スペル修正をサポートする検索のスペル修正が有効になります。デフォルト値は、true です。
次の SOSL ステートメントは、San Francisco を検索語とする取引先の検索でスペル修正を無効にします。
FIND {San Francisco} IN ALL FIELDS RETURNING Account WITH SPELL_CORRECTION = false

REST API
REST API には、レコード件数、フロー、およびプラットフォームスキーマイベントに関する変更されたリソー
スと新しいリソースが含まれます。
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このセクションの内容:
新しいリソース: Record Count
この新しい REST API リソースにより、オブジェクトのレコード件数を取得します。
新しいリソース: Flows と Flow Interviews (パイロット)
独自のフローランタイム環境を作成したいと思ったことはありませんか? それが可能になりました。フロー
を記述する 2 つのリソースとインタビューを記述および操作する 3 つのリソースが提供されます。既存の
パイロットユーザの場合、前回のリリースからの変更はありません。
変更されたリソース: Search Suggested Records
useSearchScope パラメータを使用し、ユーザの検索範囲から提案されるレコードを取得します。これに

は、ユーザが最も頻繁に使用したオブジェクトが含まれます。リクエストごとにオブジェクトのリストを
提供せずに、関連性の高い結果をユーザに提供します。
プラットフォームイベントスキーマの新しいリソース
イベントスキーマリソースを使用してプラットフォームイベントのスキーマを取得し、スキーマが変更さ
れたかどうかを確認します。

新しいリソース: Record Count
この新しい REST API リソースにより、オブジェクトのレコード件数を取得します。
Record Count
/vXX.X/limits/recordCount?sObjects=Object List

組織内のオブジェクトレコード件数に関する情報をリストします。sObjects パラメータで指定したオブ
ジェクト名のカンマ区切りリストのレコード件数を返します。sObjects が指定されていない場合、この
リソースは、組織内のすべてのオブジェクトのレコード件数のリストを返します。
例: 取引先と取引先責任者のレコード件数の取得
リクエストの例
/services/data/v40.0/limits/recordCount?sObjects=Account,Contact

レスポンスボディの例
{
"sobjects" : [ {
"count" : 3,
"name" : "Account"
}, {
"count" : 10,
"name" : "Contact"
} ]
}

関連トピック:
Idea Exchange: Is there a way to access the record counts via the API? (API を使用してレコード件数にアクセスする方法
はあるか?)
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新しいリソース: Flows と Flow Interviews (パイロット)
独自のフローランタイム環境を作成したいと思ったことはありませんか? それが可能になりました。フローを
記述する 2 つのリソースとインタビューを記述および操作する 3 つのリソースが提供されます。既存のパイ
ロットユーザの場合、前回のリリースからの変更はありません。
メモ: フローランタイム REST API 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。フローランタイム
REST API 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。フローランタイム REST
API 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。
Flows
組織の有効なフロー定義を表示します。
/vXX.X/process/flows

Specific Flow
特定のフローに関する概要情報を表示します。
/vXX.X/process/flows/FlowName

Paused Interviews
実行ユーザが再開できる一時停止中のインタビューを表示します。
/vXX.X/process/interviews

New Interview
フローインタビューを開始します。
/vXX.X/process/interviews/FlowName

Specific Interview
進行中のインタビューを続行、一時停止、または終了したり、一時停止中のインタビューを再開したりし
ます。
/vXX.X/process/interviews/FlowName/guid

関連トピック:
REST API によるフローインタビューのデザインのカスタマイズ (パイロット)

変更されたリソース: Search Suggested Records
useSearchScope パラメータを使用し、ユーザの検索範囲から提案されるレコードを取得します。これには、

ユーザが最も頻繁に使用したオブジェクトが含まれます。リクエストごとにオブジェクトのリストを提供せず
に、関連性の高い結果をユーザに提供します。
この例では、検索語 Acme について、ユーザの検索範囲から提案されるレコードを取得します。
.../search/suggestions?q=Acme&useSearchScope=true
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プラットフォームイベントスキーマの新しいリソース
イベントスキーマリソースを使用してプラットフォームイベントのスキーマを取得し、スキーマが変更された
かどうかを確認します。
イベント名によるプラットフォームイベントスキーマ
/vXX.X/sobjects/Platform_Event_Name__e/eventSchema

特定のイベント名のプラットフォームイベントの定義を JSON 形式で取得します。
例については、『Force.com REST API Developer Guide』(Force.com REST API 開発者ガイド) の「Platform Event Schema by
Event Nam」(イベント名によるプラットフォームイベントスキーマ) を参照してください。
スキーマ ID によるプラットフォームイベントスキーマ
/vXX.X/event/eventSchema/Schema_ID

特定のスキーマ名のプラットフォームイベントの定義を JSON 形式で取得します。
例については、『Force.com REST API Developer Guide』(Force.com REST API 開発者ガイド)の「Platform Event Schema by
Schema ID」(スキーマ ID によるプラットフォームイベントスキーマ) を参照してください。

SOAP API
SOAP API では、コールが新規追加および変更されました。

新しいコールと変更されたコール
新しいコール
findDuplicatesByIds()

ルールに基づいて、重複レコードの検索を実行します。入力は ID の配列で、各要素は重複を検索するレ
コードを指定します。重複ルールを示すオブジェクトごとに、検出された重複が出力で識別されます。
findDuplicatesByIds() はルールをレコード ID に適用し、検索を実行します。ID ごとに、検出された重
複が出力で識別されます。

変更されたコール
describeSObjects()
describeSObjects() と DescribeSObjectResult の ActionOverride サブタイプの url 項目は Nillable になりまし

た。url 項目は、Lightning ページの上書きに null を返します。
polymorphicForeignKey 項目が追加されました。この項目は、外部キーに複数のエンティティ種別が含

まれるか (true)、否か (false) を示します。
fields プロパティの searchPrefilterable 項目は、外部キーを SOSL WHERE 句で使用するときに外部

キーを事前絞り込みに組み込むことができるかどうかを示すようになりました。完全な検索クエリを実行
する前に、事前絞り込みによって特定の項目値で絞り込みます。
getUserInfo() および getUserInfoResult
chatterExternal 項目が getUserInfoResult に追加されました。この項目は、ユーザが組織の内部のユーザ

か外部のユーザかを示します。
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search()

検索語のスペル修正を実行すると、searchRecordMetadata 要素が SearchResult オブジェクトに表示
されます。この要素には Boolean 型のspellCorrected が含まれます。これは、true の場合にのみ応答に表
示され、レコードが、スペル修正された検索語と一致することを示します。
search()

検索語のスペル修正を実行すると、spellCorrectionMetadata 要素が SearchResult オブジェクトに
表示されます。この要素には、修正された語と Boolean 型のhasNonCorrectedResults が含まれます。こ
れは、true の場合、未修整の検索語が 1 つ以上の結果を返したことを示します。

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、既読と未読のフィード要素が導入され、ダイ
レクトメッセージ、モデレーション、ストリームが拡張されます。
メモ: カスタム Chatter とコミュニティの環境を Salesforce で作成するには、ConnectApi (Chatter in Apex): 新規お
よび変更されたクラスおよび Enum を使用します。
このセクションの内容:
新規および変更された Chatter REST API リソース
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
Chatter フィード
フィード要素の機能による既読へのアクセス
新規 /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by 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フィード要素を既読としてマーク
新しい Read By Capability Input または isReadByMe パラメータを指定して、新規
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by リソースに対して PATCH 要求を
実行します。
コンテキストユーザが読んだ複数のフィード要素を既読として同時にマーク
新しい Read By Capability Input または isReadByMe パラメータを指定して、新規
/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds/capabilities/read-by リソースに対して PATCH

要求を実行します。
フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報の取得
新規 /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by/items リソースに対して
GET 要求を実行します。
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コンテキストユーザの既読または未読のすべてのフィード要素をグループフィードから取得
filter パラメータを Read または Unread に設定して、既存の
/chatter/feeds/record/recordId/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。recordId
はグループ ID である必要があります。
ダイレクトメッセージのメンバーの更新
更新済みの Direct Message Capability Input を指定して、既存の
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message リソースに対して PATCH

要求を実行します。
ダイレクトメッセージのメンバーのページを取得
新しい page パラメータを指定して、既存の
/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元のメンバーの取得
新規 /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/original-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メンバーシップ活動の取得
新規
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/membership-activity

リソースに対して GET 要求を実行します。
コミュニティダイレクトメッセージモデレーションフィードへの URL の取得
新規 /connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation リソー
スに対して GET 要求を実行します。
コミュニティでモデレーション用にフラグが設定されたダイレクトメッセージの取得
新規
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation/feed-elements

リソースに対して GET 要求を実行します。
ユーザプロファイルフィードからユーザプロファイル所有者が作成したフィード要素の取得
filter パラメータを AuthoredBy に設定して、既存の
/chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。
並び替えられたフィードストリームの取得
新しい sort パラメータを指定して、既存の /chatter/streams リソースに対して GET 要求を実行しま
す。
フィードストリームの検索
新しい q パラメータを指定して、既存の /chatter/streams リソースに対して GET 要求を実行します。
ストリーム登録通知を受信するユーザの登録
ユーザは、ストリームの通知の受信を選択すると、ストリームに投稿があるたびにメールを受信します。
Notification Member Input または notificationFrequency パラメータを指定して、既存の
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId リソースに対して POST 要求を
実行します。entityId はストリーム ID にします。
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ユーザがストリーム登録通知を受信する頻度に関する情報の取得
既存の /chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId リソースに対して GET
要求を実行します。entityId はストリーム ID にします。
ユーザのストリーム通知受信の登録解除
既存の /chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId リソースに対して DELETE
要求を実行します。entityId はストリーム ID にします。
ケースフィードからのカスタム条件設定済みフィード要素の取得
新しい customFilter パラメータを指定して、既存の
/chatter/feeds/record/recordId/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。
ランディングフィードおよびフィード要素のページへの URL の取得
pageSize パラメータを指定して、新規 /chatter/feeds/landing リソースに対して GET 要求を実行し
ます。
複数のフィードからのフィード要素のページの取得
新しい pageSize パラメータを指定して、次のような既存のフィードリソースに対して GET 要求を実行し
ます。
• /chatter/feeds/company
• /chatter/feeds/direct-messages
• /chatter/feeds/pending-review
• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/home
• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation
• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/moderation
フィード要素の拡張機能へのアクセス (パイロット)
メモ: 拡張機能は、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。拡張機能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。
新規 /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/extensions リソースに対して GET 要
求を実行します。
拡張機能付きフィード要素の作成 (パイロット)
Feed Item Input および新しい Extensions Capability Input を指定して、既存の /chatter/feed-elements リソー
スに対して POST 要求を実行します。
拡張機能の取得 (パイロット)
新規 /chatter/extensions リソースに対して GET 要求を実行します。

コミュニティモデレーション
コミュニティのユーザの監査統計の取得
新規 /connect/communities/communityId/chatter/users/userId/audit-actions/counts リソー
スに対して GET 要求を実行します。
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フラグ付きの投稿、コメント、ファイルに関する詳細の取得
新しい page パラメータと pageSize パラメータを指定して、次のような既存のリソースに対して GET 要
求を実行します。
• /connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/moderation
• /connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/moderation-flags
• /connect/communities/communityId/files/fileId/moderation-flags

ファイル
特定バージョンのファイルのサポート対象プレビューに関する情報の取得
新しい versionNumber パラメータを指定して、既存の /connect/files/fileId/previews リソース
に対して GET 要求を実行します。
特定バージョンのファイルのサポート対象プレビューの生成
新しい versionNumber パラメータを指定して、既存の /connect/files/fileId/previews リソース
に対して PATCH 要求を実行します。
特定バージョンのファイルのプレビューの取得
新しい versionNumber パラメータを指定して、既存の
/connect/files/fileId/previews/previewFormat リソースに対して GET 要求を実行します。

トピック
データカテゴリの記事へのトピックの割り当て、または記事からのトピックの割り当て解除
新しい Article Topic Assignment Job Input を指定して、新規
/connect/topics/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory/articles

リソースに対して POST 要求を実行します。
トピックと記事の割り当てルールの取得
新規
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory

リソースに対して GET 要求を実行します。
トピックと記事の割り当てルールの作成
既存の Topic Names Input を指定して、新規
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory

リソースに対して POST 要求を実行します。
トピックと記事の割り当てルールの再割り当て
既存の Topic Names Input を指定して、新規
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory

リソースに対して PUT 要求を実行します。
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新規および変更された Chatter REST API リクエストボディ
Chatter フィード
Alternative Input (パイロット)
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。
• textRepresentation — 拡張のテキスト表現。
• thumbnailUrl — 拡張のサムネイルの URL。
• title — 拡張のタイトル。
Direct Message Capability 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。
• membersToRemove — ダイレクトメッセージから削除するメンバーのユーザ ID のリスト。
Extension Input (パイロット)
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。
• alternativeRepresentation — 拡張の代替表現。
• extensionId — 拡張の ID。
• payload — 拡張に関連付けられているペイロード。
• payloadVersion — 拡張に関連付けられているペイロードの構造を特定するペイロードバージョン。
Extensions Capability Input (パイロット)
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。
• itemsToAdd — フィード要素に関連付ける拡張のコレクション。
Feed Element Capabilities 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。
• extensions — フィード要素に関連付ける拡張を 1 つ以上作成します。
Read By 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。
• isReadByMe — コンテキストユーザのフィード要素を既読 (true) としてマークします。
• lastReadDateByMe — コンテキストユーザのフィード要素を既読としてマークした最後の日付を指定
します。日付を指定しない場合、または将来の日付を指定した場合、現在のシステム日付が使用されま
す。

トピック
Article Topic Assignment Job 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。
• operation —記事とトピックに実行する操作のタイプを指定します。値は次のとおりです。
– AssignTopicsToArticle — データカテゴリの記事にトピックを割り当てます。
– UnassignTopicsFromArticle — データカテゴリの記事からトピックを割り当て解除します。
• topicNames — 記事に割り当てるか記事から割り当て解除するトピック名のリスト。
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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
Chatter フィード
Alternative (パイロット)
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。
• textRepresentation — 拡張のテキスト表現。
• thumbnailUrl — 拡張のサムネイルの URL。
• title — 拡張のタイトル。
Direct Message Capability
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• memberChanges — ダイレクトメッセージのメンバー活動。最近の活動から順に表示されます。
• originalMembers — ダイレクトメッセージの元のメンバー。
Direct Message Membership Activity
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。
• activityDate — ダイレクトメッセージメンバーの活動日。
• actor — ダイレクトメッセージメンバーシップを変更したユーザ。
• membersAdded — 活動の一部としてダイレクトメッセージに追加されたメンバー。
• membersRemoved — 活動の一部としてダイレクトメッセージから削除されたメンバー。
Direct Message Membership Activity 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。
• activities — ダイレクトメッセージメンバー活動のコレクション。
• currentPageToken — 現在のページを識別するトークン。
• currentPageUrl — 現在のページを識別する Chatter REST API URL。
• nextPageToken — 次のページを識別するトークン。次のページがない場合は null。
• nextPageUrl — 次のページを識別する Chatter REST API URL。次のページがない場合は null。別のペー
ジを取得する前に、この値が null であるかどうかを確認します。ページが存在しない場合は、
ConnectApi.NotFoundException エラーが返されます。
Extension (パイロット)
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。
• alternativeRepresentation — 拡張の代替表現。
• extensionId — 拡張の ID。
• payload — 拡張に関連付けられているペイロード。
• payloadVersion — 拡張に関連付けられているペイロードの構造を特定するペイロードバージョン。
Extension Definition (パイロット)
この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• canAccess — 拡張機能がフィード要素に関連付けられているときに、ユーザが拡張機能にアクセスで
きるかどうかを示します。
• canCreate — ユーザが組織内で拡張機能付きフィード要素を作成できるかどうかを示します。
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• createdDate — 拡張機能が作成された日付。
• description — 拡張機能の説明。
• iconUrl — 拡張機能のアイコンの URL。
• id — 拡張機能の ID。
• informationCollection — 拡張機能の情報のコレクション。
• isEnabledInCommunity — コミュニティで拡張機能が有効になっているかどうかを示します。
• isEnabledInLightningPublisher — Lightning パブリッシャーで拡張機能が有効になっているかどう
かを示します。
• name — 拡張機能の名前。
Extension Definition Collection (パイロット)
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 — 現在のページを識別するトークン。
• currentPageUrl — 現在のページを識別する Chatter REST API URL。
• extensionDefinitions — 拡張機能の定義のコレクション。
• nextPageToken — 次のページを識別するトークン。次のページがない場合は null。
• nextPageUrl — 次のページを識別する Chatter REST API URL。次のページがない場合は null。別のペー
ジを取得する前に、この値が null であるかどうかを確認します。ページが存在しない場合は、
ConnectApi.NotFoundException エラーが返されます。
• total — 返される拡張機能の合計数。
Extensions Capability (パイロット)
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。
• items — 拡張機能のコレクション。
Feed
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。
• feedElements — redirectedFeedType でフィード要素が指定されている場合はフィード要素のペー
ジ。それ以外の場合は null。
• redirectedFeedType — pageSize が指定されている場合、返されるフィードを指定します。それ以
外の場合は null。
Feed Element Capabilities
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。
• extensions — フィード要素にこの機能がある場合、1 つ以上の拡張機能の添付があります。
Lightning Extension Information (パイロット)
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。
• compositionComponent — 作成状態で使用するコンポーネント。
• extensionInformationType — 値は Lightning です。
• headerTextLabel — 拡張機能のヘッダーの表示ラベル。
• hoverTextLabel — 拡張機能にマウスポインタを置いた場合の表示ラベル。
• renderComponent — 表示またはプレビューの状態で使用するコンポーネント。

631

Salesforce Summer '17 リリースノート

API: 新しいオブジェクトと型、検索の機能強化、および
ユーザインターフェース API

Read By
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。
• lastReadDateByUser — ユーザが最後にフィード要素を読んだ日付。
• user — フィード要素を読んだユーザに関する情報。
Read By 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。
• isReadByMe — コンテキストユーザがフィード要素を読んだか (true)、否か (false) を指定します。
• lastReadDateByMe — コンテキストユーザのフィード要素が既読としてマークされた場合は最後の日
付。それ以外の場合は null。
• page — フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報の最初のページ。
Read By 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 — 現在のページを識別するトークン。
• currentPageUrl — 現在のページを識別する Chatter REST API URL。
• items — ユーザ、およびユーザが最後にフィード要素を読んだ日付など、既読情報のコレクション。
• nextPageToken — 次のページを識別するトークン。次のページがない場合は null。
• nextPageUrl — 次のページを識別する Chatter REST API URL。次のページがない場合は null。別のペー
ジを取得する前に、この値が null であるかどうかを確認します。ページが存在しない場合は、
ConnectApi.NotFoundException エラーが返されます。
• previousPageToken — 将来の使用のために予約されています。
• previousPageUrl — 将来の使用のために予約されています。
• total — フィード要素を読んだユーザの総数。
Social Post Capability
このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• likedBy — ソーシャル投稿にいいね! と言った外部ソーシャルアカウント。
• reviewScale — ソーシャル投稿のスケールの確認。
• reviewScore — ソーシャル投稿のスコアの確認。
User Settings
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。
• canAccessPersonalStreams — ユーザは個人用ストリームフィードにアクセスできます。

コミュニティモデレーション
Moderation Audit Record Count
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。
• auditActionToCount — コミュニティのユーザで監査したアクションの数。監査アクションの文字列
値については、『Salesforce および Force.com のオブジェクトリファレンス』の「NetworkActivityAudit」を参
照してください。
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Moderation Flag Item 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。
• createdBy — 項目にフラグを設定したユーザの ID。
• createdDate — 項目にフラグが設定された日付。
• id — モデレーションフラグの ID。
• moderationType — モデレーションフラグのタイプを指定します。値は次のとおりです。
– FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。
– FlagAsSpam — スパムのフラグ。
• note — 項目にフラグを設定したユーザのメモ。
• visibility — さまざまなユーザ種別でのフラグの表示動作を指定します。値は次のとおりです。
– ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を
持つユーザにのみ表示されます。
– SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対する
モデレーション権限を持つユーザに表示されます。
Moderation Flags
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。
• flagCountByReason — 理由ごとに分類したモデレーションフラグの数。
• flags — フラグのコレクション。
Moderation Flags 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 — 現在のページを識別するトークン。
• currentPageUrl — 現在のページを識別する Chatter REST API URL。
• flags — フラグの詳細のリスト。
• nextPageToken — 次のページを識別するトークン。次のページがない場合は null。
• nextPageUrl — 次のページを識別する Chatter REST API URL。次のページがない場合は null。別のペー
ジを取得する前に、この値が null であるかどうかを確認します。ページが存在しない場合は、
ConnectApi.NotFoundException エラーが返されます。
• pageSize — ページあたりの項目数。

ファイル
Content
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。
• imageDetails — 画像の詳細。ファイルが画像でない場合は null。
File Preview Collection
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。
• versionNumber — ファイルのバージョン番号。
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Folder
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。
• folderPaths — フォルダパスのコレクション。
Folder Path
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。
• folderId — フォルダの ID。
• folderName — フォルダの名前。ルートの場合は null。

Files Connect
Files Connect Repository
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。
• authentication — リポジトリ認証情報。
Files Connect Repository Authentication
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。
• authFlowUrl — authProtocol によって異なります。
– NoAuthentication — null。
– Oauth — OAuth フローを開始する URL。
– Password — 外部システムの認証設定の URL。
• authProtocol — リポジトリに使用される認証プロトコルを指定します。
– NoAuthentication — リポジトリでは認証は必要ありません。
– Oauth — リポジトリでは OAuth 認証プロトコルが使用されます。
– Password — リポジトリでは、ユーザ名とパスワードの認証プロトコルが使用されます。
• userHasAuthSettings — ユーザがログイン情報を持っているか、システム管理者が外部データソー
スを設定してすべてのユーザに同じログイン情報を使用しているか (true) を指定します。それ以外の場
合は、false。

レコード
Entity Label
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。
• label — エンティティのローカライズされた表示ラベル (単数形)。
• labelPlural — エンティティのローカライズされた表示ラベル (複数形)。
Record 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。
• entityLabel — レコードのエンティティの表示ラベル。
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外出中ユーザ (パイロット)
メモ: [外出中] 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。[外出中] 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。
Mention Completion
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。
• outOfOffice — この完了によって表されるレコードがユーザの場合は、ユーザの追加の外出中メッ
セージ (追加の外出中メッセージがある場合)。
Out of Office (パイロット)
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。
• message — ユーザの外出中メッセージ。
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。
• outOfOffice — ユーザの別途の外出中メッセージ (すでに 1 つ存在する場合)。
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。
• outOfOffice — ユーザの別途の外出中メッセージ (すでに 1 つ存在する場合)。

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 の機能強化には、ダッシュボード検索条件とレポート項目を記述して
テストする新しいリソース、ダッシュボード検索条件の値を設定して単一の分析通知を記述する新しいメソッ
ド、分析の通知受信者と実行ユーザを記述する新しいプロパティが含まれます。

新規リソース: 検索条件の演算子、検索条件オプション分析、レポートの項目
レポートおよびダッシュボード REST API には、ダッシュボード検索条件およびレポートの項目を記述する新し
いリソースが含まれています。
リソース URI

サポートさ 説明
れている
HTTP メソッ
ド

/services/data/v40.0/analytics/reports/<report POST
id>/fields

リクエストボディが空である場合、応答
では、可能性のある、すべてのレポート
の項目のリストが返されます。
リクエストボディに新しい
intersectWith プロパティが含まれて
おり、それがレポート ID の配列である
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リソース URI

サポートさ 説明
れている
HTTP メソッ
ド
場合、応答では、指定したレポートが共
有するレポートの項目のみが返されま
す。
ダッシュボード検索条件に使用する、最
適な項目を判断するには、fields リ
ソースを使用します。
リクエストボディの例を次に示します。
{
"intersectWith": ["<report
id 1>", "<report id 2>"]
}

/services/data/v40.0/analytics/filteroperators GET

forDashboards を指定しないか、

および

forDashboards=false にした場合、

/services/data/v40.0/analytics/filteroperators?forDashboards=true

応答ではすべてのレポート絞り込み演算
子が返されます。
forDashboards=true にした場合、応

答ではすべてのダッシュボード検索条件
の演算子が返されます。
/services/data/v40.0/analytics/dashboards/filteroptionsanalysis POST

ダッシュボード検索条件オプションにレ
ポートの項目との互換性があることを確
認します。ダッシュボードのコンポーネ
ントのソースレポートの reportId を
指定します。
リクエストボディの例を次に示します。
{
"filterColumns" : [{
"reportId":
"00OR0000000PIGYMA4",
"name": "ACCOUNT_TYPE"
}],
"options": [{
"alias": "New",
"operation": "contains",
"value": "New",
"startValue": null,
"endValue": null
}]
}
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詳細は、『Reports and Dashboards REST API Developer Guide』を参照してください。

新しいメソッド
レポートおよびダッシュボード REST API には、単一の分析通知に関する情報を取得して、ダッシュボード検索
条件に値を設定する新しいメソッドがあります。
リソース

サポートさ 説明
れている
HTTP メソッ
ド

/services/data/v40.0/analytics/notifications/<notification GET
id>

分析通知に関する詳細を返します。

/servies/data/v40.0/analytics/dashboards/<dashboard PATCH
id>?isStickyFilterSave=true

ダッシュボードを開いたときにダッシュ
ボードに適用される、デフォルトの条件
の値を設定します。指定したデフォルト
の条件の値は、自分にのみ適用されま
す。その他のユーザがダッシュボードを
開いても、それは表示されません。ダッ
シュボードを表示しているときに条件値
を変更すると、ユーザインターフェース
で設定した条件値により、API で設定し
た値は上書きされます。
このリクエストボディでは、新しい
"selectedOption" プロパティを、適
用する検索条件オプションのインデック
スに設定します。
リクエストボディの例を次に示します。
{
"filters" : [ {
"errorMessage" : null,
"id" : "0IBR00000004D4iOAE",
"name" : "Billing City",
"options" : [ {
"alias" : "New York City",
"endValue" : null,
"id" :
"0ICR00000004FtQOAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "New York City"
}, {
"alias" : "Chicago",
"endValue" : null,
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リソース

サポートさ 説明
れている
HTTP メソッ
ド
"id" :
"0ICR00000004FtROAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "Chicago"
}, {
"alias" : "Los Angeles",
"endValue" : null,
"id" :
"0ICR00000004FtSOAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "Los Angeles"
}
],
"selectedOption" : 1
}
]
}

これらのメソッドについての詳細は、『Reports and Dashboards REST API Developer Guide (Salesforce レポートおよびダッ
シュボード REST API 開発者ガイド)』を参照してください。

変更されたリソース: Analytics Notifications および Dashboard Describe
レポートおよびダッシュボード REST API には、分析通知受信者および実行ユーザを記述する新しいプロパティ
が含まれています。
Notifications
Notifications Results リソースには、新しいプロパティおよび変更されたプロパティがあります。
表 1 : 新しいプロパティ
プロパティ

型

説明

recipients

recipients[] 分析通知を受信する人の配列。配列の各オブジェクトには次のプ

ロパティがあります。
• displayName — 人の名と姓。
• id — 人の Salesforce ユーザ ID。
「レポートを登録: 受信者を追加」ユーザ権限が必要です。
runAs

runAs

レポートの登録でレポートを実行する人。レポート受信者には、
メール送信されたレポートのデータが表示されますが、このレ
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型

説明
ポートは、この人が Salesforce でアクセスできるものです。次のプ
ロパティがあります。
• id — 人の Salesforce ユーザ ID。
• name — 人の名と姓。
「レポートを登録: 実行ユーザを設定」ユーザ権限が必要です。

表 2 : プロパティの変更
プロパティ

型

説明

configuration

configuration[] 以前は、configuration は null を返し、将来の使用のために予約さ

れていました。現在、configuration は、分析通知に複数の
recipients があるとき、受信者オブジェクトを返すようになり
ました。サブスクリプションが、設定した人にのみ送信される場
合、configurationは null を返します。

Dashboard Describe
Dashboard Describe リソースに新しいプロパティがあります。
表 3 : 新しいプロパティ
プロパティ

型

説明

reportFormat

String

ダッシュボードのソースレポートの形式。

maxFilterOptions

Integer

ダッシュボード検索条件に入力できる値の最大数。

詳細は、『Salesforce Reports and Dashboards REST API Developer Guide (Salesforce レポートおよびダッシュボード REST API 開
発者ガイド)』を参照してください。

Bulk API
Bulk API 2.0 のパイロットバージョンに、ジョブデータをアップロードする効率性の高いプロセスが搭載されま
した。
このセクションの内容:
Bulk API 2.0 のジョブプロセスの簡易化 (パイロット)
Bulk API 2.0 では、Salesforce 組織に大量のデータを読み込むプロセスが簡易化されています。

Bulk API 2.0 のジョブプロセスの簡易化 (パイロット)
Bulk API 2.0 では、Salesforce 組織に大量のデータを読み込むプロセスが簡易化されています。

639

Salesforce Summer '17 リリースノート

API: 新しいオブジェクトと型、検索の機能強化、および
ユーザインターフェース API

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 では、ジョブデータをアップロードするプロセスが簡易化されています。特定のジョブに個別のバッ
チを作成して監視するのではなく、単にジョブのデータをアップロードしてそのジョブの状況および結果を監
視します。ジョブの正常に処理されたレコードと正常に処理されなかったレコードのデータを取得する新しい
API コールを使用できます。また、Bulk API 2.0 で、1 つのマルチパート要求での新規ジョブの作成およびジョブ
データのアップロードがサポートされるようになりました。
関連トピック:
Idea Exchange: Bulk API - Download batch job csv files to a single file (一括処理ジョブの CSV ファイルを 1 つのファイル
にダウンロード)

エンタープライズメッセージングプラットフォーム
Messaging には、正式リリースの新機能であるプラットフォームイベントが含ま
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によるカスタム通知の配信 (正式リリース)

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ってシステムを監視し、変更を伝達してくだ
さい。注文システムはパッケージを出荷しましたか? プリンタカートリッジ
を交換する必要はありませんか? どのようなことについて通知を受ける場合
でも、Salesforce のエンタープライズメッセージングプラットフォームでは、安全でスケーラブルなカスタ
ム通知を Salesforce 内と外部ソースから配信できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方に適用されます。
ストリーミング API でサポートされる CometD バージョン
クライアントで CometD バージョン 3.0.9 以降を使用してストリーミング API に接続します。以前のバージョ
ンはサポートされなくなったため、予期しない動作を生じる可能性があります。クライアント内の古い
CometD バージョンの潜在的な問題を回避するには、CometD ライブラリを、サポートされるバージョンに
アップグレードします。詳細は、https://cometd.org/ を参照してください。

プラットフォームイベントによるカスタム通知の配信 (正式リリース)
プラットフォームイベントによってシステムを監視し、変更を伝達してください。注文システムはパッケージ
を出荷しましたか? プリンタカートリッジを交換する必要はありませんか? どのようなことについて通知を受
ける場合でも、Salesforce のエンタープライズメッセージングプラットフォームでは、安全でスケーラブルなカ
スタム通知を Salesforce 内と外部ソースから配信できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。
プラットフォームイベントは、Salesforce のエンタープライズメッセージングプラットフォームの一部です。こ
のプラットフォームによってイベント主導のメッセージングアーキテクチャが提供され、Salesforce 内外でアプ
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リケーションが通信できるようになります。イベントのカスタムデータは、定義したカスタム項目に保存され
ます。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。
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 Apex または CometD クライアントを使用して Salesforce や外部システムからカ
スタム通知を受信できます。行動のコンテンツに基づいて、登録者は、メールの送信、ケースの登録など、カ
スタムビジネスロジックを処理できます。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。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。

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定義に名前を付けて、カスタム項目を追加し、プラット
フォームイベント定義を作成します。このカスタム項目は、イベントメッセージ内で送信するデータを定義し
ます。プラットフォームイベントは、Salesforce の項目種別のサブセットをサポートします。
たとえば、次の表はプリンタインクのイベントに関するカスタム項目の定義を示しています。
項目名

項目の API 参照名

項目種別

プリンタモデル

Printer_Model__c

テキスト

シリアル番号

Serial_Number__c

テキスト

インク残量

Ink_Percentage__c

数値

製造日

Manufacturing_Date__c

日付

プラットフォームイベントは特別な種類の sObject です。レコードがカスタムオブジェクトのインスタンスで
あるように、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。カスタムオブジェクトとは異な
り、イベントレコードを Salesforce ユーザインターフェースで表示することはできず、プラットフォームイベン
トにはページレイアウトがありません。プラットフォームイベントはトランザクション型ではないため、ロー
ルバックできません。また、プラットフォームイベントは 24 時間保持されるため、CometD 登録者は一意の ID
(ReplayId 項目の値) を使用して過去のイベントを取得できます。
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プラットフォームイベントの制限
Performance
Edition およ
び
Unlimited
Edition

説明

公開するイベントの 1 時間あたりの最大数

100,000

Enterprise
Edition

サポートさ
れている他
のすべての
エディショ
ン

100,000

1,000

(イベントは Apex または API を使用して公開できます)。
イベントメッセージの最大サイズ

5 MB

24 時間以内に CometD クライアントに配信するイベントの最大数1
組織内に作成できるプラットフォームイベント定義の最大数

50,000

25,000

10,000

100

50

5

1

CometD クライアントに配信するイベント数の増加を要求するには、Salesforce に連絡してアドオンライセンス
を購入してください。このアドオンライセンスにより、1 日の配信イベント数の制限が 100,000 イベント増えま
す。たとえば、Unlimited Edition では、このアドオンライセンスにより、1 日の配信イベント数の制限が 50,000 か
ら 150,000 イベントに増えます。CometD クライアントのイベント要件を満たすためにアドオンを複数購入する
ことができます。リリースの問題およびサービス品質の低下を回避するために、CometD クライアントに配信
するイベント数を 1 日 500 万件以内にすることをお勧めします。追加の外部イベントが必要な場合は、ニーズ
を満たすために製品を拡張する方法について Salesforce の担当者にお問い合わせください。

Summer '17 におけるプラットフォームイベントの変更
前回のリリースでは、プラットフォームイベントはベータでした。今回のリリースでは正式リリースとなり、
次の改善と変更が加えられています。
トランザクション以外のイベント
プラットフォームイベントは、Force.com プラットフォームのデータベーストランザクション外で処理され
ます。このため、ロールバックはできません。
制限
Salesforce は制限にさまざまな変更を加えました。たとえば、CometD クライアントのイベント数制限を増加
するためにアドオンライセンスを追加しました。「プラットフォームイベントの制限」を参照してくださ
い。
Databinding.ObjectMapper のサポート停止
Databinding.ObjectMapper クラスは、transform メソッドとともに削除されました。このユーティリ

ティメソッドは、前回のリリースで非推奨となりました。
詳細は、『Platform Events Developer Guide (プラットフォームイベント開発者ガイド)』を参照してください。
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ストリーミング API でサポートされる CometD バージョン
クライアントで CometD バージョン 3.0.9 以降を使用してストリーミング API に接続します。以前のバージョン
はサポートされなくなったため、予期しない動作を生じる可能性があります。クライアント内の古い CometD
バージョンの潜在的な問題を回避するには、CometD ライブラリを、サポートされるバージョンにアップグレー
ドします。詳細は、https://cometd.org/ を参照してください。
メモ: 『ストリーミング API 開発者ガイド』の Visualforce のコードサンプルがバージョン 3.1.0 の CometD を
使用するコードにアップグレードされました。

Tooling API
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。Tooling API および メタデータ API の WSDL 内の
オブジェクトでは、エラーなしの保存操作を正常に完了してすべての警告を返す必要があることを示すことが
できます。
『Force.com Tooling APDeveloper’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:
成功したメタデータ保存操作から返される警告
Tooling API および メタデータ API の WSDL 内のオブジェクトでは、エラーなしの保存操作を正常に完了して
すべての警告を返す必要があることを示すことができます。Tooling API のデフォルト動作は、警告を返さず
に操作を失敗させることです。
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。
関連トピック:
Tooling API でフローの拡張エラーの詳細を取得
Tooling API でフローの拡張エラーの詳細を取得

成功したメタデータ保存操作から返される警告
Tooling API および メタデータ API の WSDL 内のオブジェクトでは、エラーなしの保存操作を正常に完了してすべ
ての警告を返す必要があることを示すことができます。Tooling API のデフォルト動作は、警告を返さずに操作
を失敗させることです。
エラーなしの保存操作を正常に完了し、生成されたすべての警告を返すには、HTTP 要求で ignoreSaveWarnings
ヘッダーを指定します。

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。
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新しいオブジェクト
DataAssessmentConfigItem
特定のベンダのデータ評価用パッケージで保存された設定を表します。
ForecastingDisplayedFamily
システム管理者が Lightning Experience で選択して売上予測を許可する商品ファミリを表します。

変更されたオブジェクト
ActionOverride
次の項目が変更されました。
ContentId
lightning:actionOverride インターフェースを実装する Lightning コンポーネントを参照できます。
ContentName
lightning:actionOverride インターフェースを実装する Lightning コンポーネントの名前を参照でき

ます。
Type
lightningcomponent が新しい有効値です。

CleanRule
次の項目が追加されました。
DataAssessmentStatus

データ評価の状況。
FieldDefinition
次の項目が追加されました。
IsSearchPrefilterable

外部キーが SOSL WHERE 句で使用されたときに外部キーを事前絞り込みに組み込むか (true) 組み込まな
いか (false) を示します。完全な検索クエリを実行する前に、事前絞り込みによって特定の項目値で絞
り込みます。
Layout
Layout オブジェクトで、create()、delete()、update()、upsert() の SOAP コールがサポートされるよ
うになりました。
PathAssistant
次の項目が追加されました。
ManageableState

パッケージに含まれている指定されたコンポーネントの管理可能な状態を示します。
NamespacePrefix

このオブジェクトと関連付けられた名前空間プレフィックス。管理パッケージを作成する Developer Edition
組織ごとに一意の名前空間プレフィックスがあります。最大 15 文字です。namespacePrefix__componentName
表記を使用して、管理パッケージのコンポーネントを参照できます。
SecurityHealthCheckRisks
次の項目が追加されました。
SettingRiskCategory

組織のセキュリティ設定のリスクのレベル。
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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
次のメタデータ型が追加されました。
BrandingSet
コミュニティビルダーの [ブランド] パネルで定義される、コミュニティの一連のブランドプロパティの定
義を表します。
ChatterExtensions
Chatter パブリッシャーと統合されるリッチパブリッシャーアプリケーション (パイロット) を記述するため
に使用するメタデータを表します。ChatterExtensions は API バージョン 40.0 のパイロット機能です。
ProfilePasswordPolicy
プロファイルのパスワードポリシーを表します。プロファイルのパスワードポリシーは、そのプロファイ
ルのユーザを対象とする組織規模のパスワードポリシーを上書きします。ProfilePasswordPolicy を使用して、
特定のプロファイルのパスワードポリシーを取得します。
ProfileSessionSetting
セッションセキュリティレベルは、現在のセッションへのログインで使用された認証の種類に基づいて、
特定の種類のリソースへのアクセスを制御します。たとえば、ユーザ名とパスワードの認証では、standard
セッションセキュリティレベルが必要です。2 要素認証では、HIGH_ASSURANCE が必要です。

変更されたメタデータ型と項目
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。
ActionOverride
type 項目の有効値として lightningcomponent がサポートされるようになりました。また、content
項目で、lightning:actionOverride インターフェースを実装する Lightning コンポーネントの名前を参
照できます。
CaseSettings
次の項目が追加されました。
showEmailAttachmentsInCaseAttachmentsRL

ケースの [添付ファイル] 関連リストにメールの添付ファイルを表示するかどうかを示します。true に
すると、ページのケースの [添付ファイル] 関連リストで、メールの各添付ファイルの横にメールのアイ
コンが表示されます。関連リストのリストビューにはソース列も含まれ、添付ファイルの元の場所が特
定されます。false にすると、メールの添付ファイルは、ケースの [添付ファイル] 関連リストに表示さ
れません。
CommunityTemplateDefinition
次の項目が追加されました。
defaultBrandingSet

コミュニティビルダーの [ブランド] パネルで定義される、この CommunityTemplateDefinition に関連付けら
れた一連のブランドプロパティ。
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navigationLinkSet

CommunityTemplateDefinition に関連付けられたナビゲーションメニュー。ナビゲーションメニューは、ユー
ザがクリックするとコミュニティの他の部分に移動できる項目で構成されます。
ExternalDataSource
type 項目で、FederatedSearch: OpenSearch が有効な値としてサポートされるようになりました。統
合検索では、Salesforce 統合検索コネクタが外部検索プロバイダに接続されるため、Salesforce 内で外部リポ
ジトリのデータを検索して返すことができます。
FlowActionCall
次の項目が次の値で更新されました。
actionType
activateSessionPermSet — 実行ユーザのセッションベースの権限セットを有効化します。
deactivateSessionPermSet — 実行ユーザのセッションベースの権限セットを無効化します。

ForecastingSettings
次の項目が追加されました。
ForecastingDisplayedFamilySettings

システム管理者が Lightning Experience で選択して売上予測を許可する商品ファミリ。
Network
次の項目が追加されました。
allowInternalUserLogin

内部ユーザがコミュニティログインページで内部ログイン情報を使用してログインできるかどうかを決
定します。
enableTopicAssignmentRules

これにより、組織はルールを使用してトピックをコミュニティ内の記事に割り当てることができます。
これを有効にした後、システム管理者はコミュニティでルールを設定し、トピックをSalesforce ナレッジ
データカテゴリに対応付けます。
gatherCustomerSentimentData

顧客がコミュニティの記事とケースを確認するとき、Community 360機能で使用するためのデータを収集
します。
networkPageOverrides

[パスワードの変更]、[パスワードを忘れた場合]、[ホーム]、[ログイン] の各ページがどのページ種別を
参照するかを制御する、[管理] 領域 ([コミュニティ管理] または [コミュニティワークスペース] 内) の設
定。ページ種別は次のとおりです。
• Designer — コミュニティビルダーページ
• Standard — デフォルトページ
• VisualForce — Visualforce ページ
OrgPreferenceSettings
preferences 項目の次の値が有効になりました。
• AnalyticsSharingEnable
• AsyncSaveEnabled
• NetworksEnabled
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• Translation
PermissionSet
API バージョン 40.0 以降、権限セットメタデータを取得すると、メタデータ APIで公開されている、権限セッ
トのすべてのコンテンツが取得されます。取得するコンテンツには、権限セットにに関連付けられた Apex、
CRUD などが含まれます。API バージョン 39.0 以前では、権限セットメタデータを取得すると、権限セットに
割り当てられたアプリケーション権限とシステム権限のみが返されます。連結メタデータ (Apex、CRUD な
ど) が含まれるのは、関連するコンポーネントのメタデータもパッケージ定義に含まれる場合のみです。
StandardValueSet
次の標準選択リスト項目が誤ってドキュメントに含まれていたため、削除されました。
• AddressCountryCode
• AddressStateCode
• InvoiceStatus
• OrderStatus
TransactionSecurityAction
次の項目が追加されました。
freezeUser
true の場合、トランザクションセキュリティポリシーをトリガしたユーザは凍結されます。このアク

ションは、エンティティイベントの Chatter リソースにのみ適用されます。
SessionSettings
次の項目が追加されました。
requireHttpOnly
セッションの Cookie に対して HttpOnly 属性を設定すると、その Cookie に JavaScript を使用してアクセス
できなくなります。true の場合、セッション ID Cookie のアクセスが制限されます。false の場合、ア
クセスは制限されません。
requireHttps
Salesforce へのログインまたはアクセスに HTTPS が必要かどうかを決定します。ただし、Force.com サイト
には HTTP を使用してアクセスできます。セキュリティ上の理由により、このオプションはデフォルト
で有効になっています。HTTP に変更するには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
関連トピック:
Tooling API でフローの拡張エラーの詳細を取得
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Open CTI API
saveLog メソッドを使用する場合、レコードの更新または作成後にレコードを

最新の状態に更新するには、callback メソッドで refreshView をコールす
る必要があります。以前は、saveLog メソッドがレコードを自動的に更新して
いました。
関連トピック:
Open CTI 開発者ガイド: Lightning Experience の saveLog
Open CTI 開発者ガイド: Lightning Experience の refreshView

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:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

その他の API の変更
新しい統合検索 API を使用して外部の検索コネクタにアクセスします。
このセクションの内容:
統合検索開発者ガイド: Salesforce への外部検索プロバイダの接続
統合検索では、Salesforce 統合検索コネクタが外部検索プロバイダに接続されるため、Salesforce 内で外部リ
ポジトリのデータを検索して返すことができます。外部検索プロバイダは Salesforce と提携して、『Salesforce
統合検索開発者ガイド』に含まれる API に準拠した検索サービスを提供します。

統合検索開発者ガイド: Salesforce への外部検索プロバイダの接続
統合検索では、Salesforce 統合検索コネクタが外部検索プロバイダに接続される
ため、Salesforce 内で外部リポジトリのデータを検索して返すことができます。
外部検索プロバイダは Salesforce と提携して、『Salesforce 統合検索開発者ガイド』
に含まれる API に準拠した検索サービスを提供します。
統合検索 API は OpenSearch 仕様に従って、Salesforce をさらに拡張します。この API
に準拠した外部検索プロバイダは、OpenSearch 仕様に完全に対応し、どのような
OpenSearch クライアントでも同じ URL エンドポイントでクエリできます。
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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してより優れたアプリケーションを構築し、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します。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) をご確認ください。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:
カスタムメタデータ型項目の入力規則の追加
入力規則をすでに使用していることでしょうが、カスタムメタデータ項目の
入力規則を作成できるようになりました。カスタムメタデータ型項目内で入
力規則を使用する方法は、カスタムメタデータ型以外の項目で入力規則を使
用する方法と同じです。リレーション項目の入力規則を作成することもでき
ます。
カスタムメタデータ型でロングテキストエリアをサポート (正式リリース)

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。

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。前回のリリースでロングテキストエリアをパイロット導入しました。こ
れは、カスタムメタデータ型でサポートされる新しい項目です。このパイロットは成功し、ロングテキス
トエリアカスタム項目型が正式にリリースされました。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ための回避策を使用している場合、もうその回避策を使用する必要はありません。
代わりにロングテキストエリア項目を使用してください。
カスタム設定の使用状況を確認できる使用状況ボタンをご用意しました
組織で使用しているカスタム設定データの割合を参照するには、[使用状況を取得] をクリックしてくださ
い。これだけです。完了しました。

カスタムメタデータ型項目の入力規則の追加
入力規則をすでに使用していることでしょうが、カスタムメタデータ項目の入力規則を作成できるようになり
ました。カスタムメタデータ型項目内で入力規則を使用する方法は、カスタムメタデータ型以外の項目で入力
規則を使用する方法と同じです。リレーション項目の入力規則を作成することもできます。
たとえば、「従業員レコード」という名前のカスタムメタデータ型を作成するとします。この型には、エン
ティティリレーションを持つリレーション項目 Feedback__c が含まれます。リレーションを辿るルールを作
成し、関連するオブジェクトがカスタムのオブジェクトまたは項目であるかどうかを確認できます。
EQUALS(RIGHT(Feedback__r.QualifiedApiName, 3), '__c')

構文は他の入力規則と似ていますが、項目を選択する代わりに、作成したエンティティリレーション項目を選
択します。
リレーション項目を使用する場合、2 つのカスタムメタデータ型間で入力規則を使用できます。次の対象で使
用することもできます。
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エンティティ定義

データ型

項目定義

-

API 参照名
名前空間プレフィックス
修飾された API 参照名

カスタムメタデータ型でロングテキストエリアをサポート (正式リリース)
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。前回のリリースでロングテキ
ストエリアをパイロット導入しました。これは、カスタムメタデータ型でサポートされる新しい項目です。こ
のパイロットは成功し、ロングテキストエリアカスタム項目型が正式にリリースされました。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ための回避策を使用している場合、もうその回避
策を使用する必要はありません。代わりにロングテキストエリア項目を使用してください。

カスタム設定の使用状況を確認できる使用状況ボタンをご用意しました
組織で使用しているカスタム設定データの割合を参照するには、[使用状況を取得]をクリックしてください。
これだけです。完了しました。
ヒント: 引き続きカスタム設定を使用する場合は、カスタムメタデータ型を確認してみてください。カス
タムメタデータ型を使用すれば、時間と労力を削減できます。[ヘルプ & トレーニング] ポータルの「カス
タムメタデータ型」を参照してください。

ISVforce: Lightning Experience の Channel Order App、新しい Channel
Order Apex API、転送アップグレードの機能強化、その他
ISVforce ツールを使用して、AppExchange アプリケーションを容易に作成、配布、
および管理できます。Lightning Experience 用に新しく再設計されたバージョン 2.0
の Channel Order App で、注文をより詳細に制御できます。注文の送信を自動化す
る場合、新しい Channel Order Apex API にあるクラスを使用して注文を送信、編集、
取り消し、およびコピーできます。登録者を転送アップグレードから除外でき
るようになったため、API を使用して多数の登録者にアップグレードを転送する
ときのパフォーマンスが向上します。アプリケーションで Apex を使用してメタ
データにアクセスできるようにもなりました。

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

このセクションの内容:
Lightning Experience での注文の送信と管理
Channel Order App (COA) が Lightning Experience で使用できるようになりました。注文の送信が合理化されたた
め、注文の請求、有効化、およびプロビジョニングをよりすばやく Salesforce に送信できます。また、新し
い編集、取り消し、およびコピーアクションにより、既存の注文の管理がより柔軟になりました。この変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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Channel Order Apex API を使用した注文処理の自動化

Channel Order Apex API は、注文の送信を自動化して簡単に注文を一括処理できるようにします。この API に含
まれる注文の編集、取り消し、およびコピー用のクラスを使用して、送信した注文を管理することもでき
ます。Channel Order Apex API は従来の Partner Order Submit API に代わるものです。
転送アップグレードからの登録者組織の除外
Salesforce 管理パッケージのアップグレードを転送する場合、転送アップグレードから除外する登録者組織
のリストを指定できるようになりました。アップグレードを登録者に公開すると、除外された組織も引き
続きアップグレードを取得できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。
管理パッケージ転送アップグレードのパフォーマンスの改善
何千人もの管理パッケージ登録者がいる ISV は、転送アップグレード時に改善されたパフォーマンスを期待
できるようになりました。この改善を図るには、SOAP API および Bulk API で queryMore() コールを使用し
ます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Apex でのメタデータアクセス
カスタムメタデータコンポーネントを使用するアプリケーションを作成している ISV は、Apex を使用してメ
タデータにアクセスでき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 での注文の送信と管理
Channel Order App (COA) が Lightning Experience で使用できるようになりました。注文
の送信が合理化されたため、注文の請求、有効化、およびプロビジョニングを
よりすばやく Salesforce に送信できます。また、新しい編集、取り消し、および
コピーアクションにより、既存の注文の管理がより柔軟になりました。この変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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。

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

再設計されれた注文の送信ウィザード (1) で、より効率的に注文を入力できます。インターフェースの乱雑さ
が軽減され、作成している注文種別に関連する詳細のみが表示されるようになりました。注文が送信される前
にアプリケーションで注文が検証される方法も改善されたため、より正確な注文が Salesforce に送信されます。
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編集、取り消し、およびコピーアクション (2) により、既存の注文をより柔軟に管理できます。商品、ライセ
ンス、および価格設定の詳細は、送信後 2 時間以内に編集できます。注文を完全に取り消すと、その注文は
Salesforce の処理中のキューから削除されます。以前は、送信した注文を編集したり取り消したりするには、
Salesforce に依頼する必要がありました。以前に送信した注文と類似する注文を作成する場合、既存の注文をコ
ピーして時間を節約できます。

最新バージョンへのアップグレード
COA v1.39 以前を使用している場合、Salesforce から組織に最新バージョン (v2.0) のアプリケーションが転送され
ます。アップグレード時に、次の考慮事項が適用されます。
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COA にアクセスするための新しい権限セット
v1.39 以前では、カスタムプロファイルで COA へのアクセスを制御します。v2.0 では、「COA ユーザ」権限
セットでアクセスを制御します。アップグレードするときに、以前カスタムプロファイルを使用してアプ
リケーションにアクセスしていたユーザを含む、COA へのアクセスが必要なすべてのユーザに権限セット
を割り当てます。
新しい [Customers (顧客)] タブ
v2.0 では、新しい [Customers (顧客)] タブに顧客情報 (関連する商品と注文を含む) が表示されます。アップグ
レードするときに、このタブを作成してアプリケーションで表示するように設定する必要があります。
[Orders (注文)] タブの置き換え
v2.0 では、[Orders (注文)] タブが [Service Orders (サービス注文)] タブに置き換えられます。アップグレードする
ときに、アプリケーションから [Orders (注文)] タブを削除して [Service Orders (サービス注文)] タブを設定しま
す。
ページレイアウトの更新
v2.0 では、Customers、Service Orders、Partner Contract Terms、および Partner Product Catalog オブジェクトのページ
レイアウトが更新されています。アップグレードするときに、更新されたレイアウトを各オブジェクトに
割り当てます。
アップグレードについての詳細は、『ISVforce ガイド』 を参照してください。
関連トピック:
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス
ISVforce ガイド

Channel Order Apex API を使用した注文処理の自動化
Channel Order Apex API は、注文の送信を自動化して簡単に注文を一括処理できるようにします。この API に含ま
れる注文の編集、取り消し、およびコピー用のクラスを使用して、送信した注文を管理することもできます。
Channel Order Apex API は従来の Partner Order Submit API に代わるものです。
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。
Channel Order Apex API を使用して注文を送信および管理するには、CHANNEL_ORDERS 名前空間にあるクラスを
使用します。これらのクラスを組織にインストールするには、Channel Order App v2.0 以降が必要です。
CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderSubmit クラス

注文の請求、有効化、およびプロビジョニングを Salesforce に送信します。
CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderEdit クラス

Salesforce に送信済みで、まだ処理されていない注文を編集します。
CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderRecall クラス

Salesforce に送信済みで、まだ処理されていない注文を取り消します。注文を完全に取り消すと、その注文
は処理中のキューから削除されます。
CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderClone クラス

Salesforce に送信した注文をコピーします。
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詳細および使用上のガイドラインは、『ISVforce ガイド』を参照してください。

Partner Order Submit API のサポート
Salesforce では、引き続き Partner Order Submit API によって送信される注文がサポートされます。ただし、API の更
新や新機能の追加は行われません。
関連トピック:
ISVforce ガイド

転送アップグレードからの登録者組織の除外
Salesforce 管理パッケージのアップグレードを転送する場合、転送アップグレー
ドから除外する登録者組織のリストを指定できるようになりました。アップグ
レードを登録者に公開すると、除外された組織も引き続きアップグレードを取
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。

エディション
使用可能なエディション:
Developer Edition

[パッケージの詳細] ページで、[転送アップグレード除外リスト] に組織 ID をカン
マで区切って入力します。次回管理パッケージのアップグレードを転送するときに、指定した組織 ID は除外
されます。

管理パッケージ転送アップグレードのパフォーマンスの改善
何千人もの管理パッケージ登録者がいる ISV は、転送アップグレード時に改善さ
れたパフォーマンスを期待できるようになりました。この改善を図るには、SOAP
API および Bulk API で queryMore() コールを使用します。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
使用可能なエディション:
Developer Edition

SOAP API には PackagePushRequest オブジェクトが含まれています。PackagePushRequest
で queryMore() コールを使用して、2,000 人を超える登録者のリストを取得し
ます。次に、Bulk API を使用してアップグレードを転送します。

Apex でのメタデータアクセス
カスタムメタデータコンポーネントを使用するアプリケーションを作成してい
る ISV は、Apex を使用してメタデータにアクセスでき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。

エディション
使用可能なエディション:
Developer Edition

インストール (またはアップグレード) 中やその後に、アプリケーションでメタ
データの作成か更新を行い、ユーザにアプリケーションの設定を許可できます。
Apex コードでメタデータにアクセスするときに、新しい Metadata 名前空間を
使用します。Metadata 名前空間には、メタデータ型とコンポーネントを表すクラス、および登録者組織でメ
タデータコンポーネントを取得またはリリースできるクラスが含まれます。詳細は、「Apex でのメタデータの
取得とリリース」を参照してください。
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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: 2017 年 3 月のリリースノート
Marketing Cloud: 2017 年 1 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
このリリースには、Lightning コンポーネント、数式、Apex コントローラ、およびメール通知に関する新しい重
要な更新が含まれます。Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を有効にできる重要な更新を遅延しま
した。また、IE11 からの Lightning Experience および Salesforce1 へのアクセスを無効にする重要な更新をキャンセ
ルしました。
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。

新しい重要な更新
Summer ’17 の新しい重要な更新を次に示します。
CSP の厳格化の制限
コンテンツセキュリティポリシー (CSP) の厳格化の制限が LockerService から切り離されました。この制限は、
Summer ’17 の本番組織では適用されません。代わりに、Sandbox および Developer Edition のみに影響する 2 つ
の重要な更新で CSP の厳格化に関する変更を利用できます。CSP の厳格化に対応するコードの更新により多
くの時間を費やすことができます。
HYPERLINK 関数での JavaScript の実行をブロック
以前は、JavaScript を使用して HYPERLINK 関数の URL 引数を準備できました。ただし、この方法はセキュリティ
の脆弱性を伴います。JavaScript はクロスサイトスクリプティングを含むことができ、ユーザに代わって URL
を実行できるためです。この重要な更新により、HYPERLINK 関数内の URL を指定するために使用した JavaScript
の実行をブロックします。
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管理パッケージの非グローバル Apex コントローラメソッドへのアクセスを無効化
この重要な更新では、管理パッケージの Apex コントローラメソッドでアクセス制御が修正されます。この
更新を有効にすると、global アクセス修飾子が付いたメソッドのみが、Lightning コンポーネントによって
パッケージ名前空間外からアクセス可能になります。これらのアクセスコントロールにより、パッケージ
作成者がグローバルアクセスを意図していない、サポート対象外の API メソッドを使用できなくなります。
自動項目更新によるメール通知の抑制を停止
ユーザへの ToDo の割り当てなどのさまざまな操作で、影響されるユーザにメールで通知することを選択で
きます。この更新では、プロセス、ワークフロールール、Apex トリガによってメール通知が抑制されるこ
とが防止されます。
runTestsSynchronous の POST メソッドに「設定を参照」権限が必要
/runTestsSynchronous/ に post メソッドを使用してテストを同期的に実行する場合に、「設定を参照」
権限が必要になりました。

既存の重要な更新
以前のリリースで発表された次の重要な更新を依然として利用できます。
承認されたユーザに暗号化データを表示
この重要な更新を有効にした場合、暗号化データを画面上に表示できます。つまり、暗号化データはマス
ク文字によって非表示になりません。未承認ユーザにデータを表示しないようにするには、データが暗号
化されているかどうかに関係なく、項目レベルおよびオブジェクトレベルのセキュリティを使用する必要
があります。「暗号化されたデータの参照」権限は使用できません。

適用済みの重要な更新
LockerService
Summer '16 以降の重要な更新である LockerService が Summer ’17 のすべての組織に適用されます。ただし、既
存のコンポーネントへの影響を軽減するため、有効化プロセスを調整しました。
ページヘッダーのない Visualforce ページへの従来のブラウザのクリックジャック保護の追加
従来のブラウザのクリックジャック保護は Winter '17 の重要な更新で、2017 年 2 月 10 日にすべての組織に適
用されました。この重要な更新では、showHeader="false" に設定され、バージョン 26.0 以前の API を使
用するように設定された Visualforce ページ用の従来のブラウザ互換のクリックジャック保護を拡張します。

延期された重要な更新
Visualforce ページに対する GET 要求の CSRF 保護を許可
この重要な更新は、Spring '17 でリリースされ、Summer '17 で自動的に有効化される予定でしたが、2017 年 10
月 15 日に延期されました。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。
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キャンセルされた重要な更新
「IE11 からの 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無効
化」という重要な更新のキャンセル
Internet Explorer バージョン 11 (IE11) で Lightning Experience のサポートを終了する日程は大きく変更されました。
その結果、この重要な更新はキャンセルされました。

ヘルプ & トレーニング
ヘルプの検索結果を環境別に絞り込みます。Trailhead の追加内容を確認してください。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:
ヘルプの検索結果を環境で絞り込み
特定の環境で必要とされるヘルプを検索します。[ヘルプ &amp; トレーニング] ポータルで検索を行う場合、
新しい [環境] 検索条件を使用して、検索結果を Lightning Experience または Salesforce Classic のいずれか一方の
トピックのみに選別できます。
Trailhead
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。

ヘルプの検索結果を環境で絞り込み
特定の環境で必要とされるヘルプを検索します。[ヘルプ &amp; トレーニング] ポータルで検索を行う場合、新
しい [環境] 検索条件を使用して、検索結果を Lightning Experience または Salesforce Classic のいずれか一方のトピッ
クのみに選別できます。
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Trailhead
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://trailhead.salesforce.com 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
Salesforce パートナーコミュニティ
Salesforce のパートナーになり、Salesforce パートナーコミュニティとつながる方法を学習します。
Salesforce パートナーの倫理および誠実性
Salesforce パートナーに対する法的および倫理的な期待について説明します。
ISV アプリケーションのトライアル管理
ISV アプリケーションの無料トライアルで見込み客を顧客に変えます。
オムニチャネルの基本
オムニチャネルとルーティングルールでチャネルを統合し、エージェント業務量を管理します。

新しいトレイル
ISV パートナーとしての業務の構築
あなたの会社が Salesforce とのパートナーシップを最大限に活用する方法を学習します。

658

Salesforce Summer '17 リリースノート

信頼とコンプライアンスに関するドキュメント

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: 情報が更新されました。
• Account Intelligence Features: 情報が更新されました。
• Lightning for Gmail or Outlook: 情報が更新されました。
• Renamed Lightning Voice to Lightning Dialer: 情報が更新されました。
• Distributed Software: 配布ソフトウェアの注文書補足条項へのリンクが更新されました。
Analytics Cloud
• 更新なし
Commerce Cloud
• Services Covered: 情報が更新されました。
• Third Party Features: 情報が更新されました。
Data.com
• Services Covered: 情報が更新されました。
Desk.com
• 対外サービスが追加されました。
Einstein Data Discovery (旧称 BeyondCore)
• 対外サービスポリシーが削除されました。
Einstein Vision
• 新しいドキュメント
ExactTarget
• BuddyMedia についての言及が削除されました。
• Purpose of this Documentation: 情報が更新されました。
• Restricted Uses of Information: 情報が更新されました。
• Third Party Notices: 情報が更新されました。
Heroku
• 更新なし
IoT Cloud
• 更新なし
Krux
• Services Covered: 情報が更新されました。
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• 「Restricted Uses of Information and Compliance with Self-Regulatory Programs」が追加されました。
• 「Third Party Applications」が「Third-Party Platforms」と「Third Party Notices」に変更されました。
• Use of Third Party Data: 情報が更新されました。
LiveMessage
• Restricted Uses of Information: 情報が更新されました。
Marketing Cloud (Radian6、Social Studio、Social.com)
• BuddyMedia についての言及が削除されました。
Pardot
• 更新なし
予測インテリジェンス
• Services Covered: 情報が更新されました。
• Purposes of this Documentation: 情報が更新されました。
Quip
• 更新なし
SalesforceIQ
• 更新なし
Sales Cloud Einstein
• Services Covered: 情報が更新されました。
• Account Intelligence Features: 情報が更新されました。
Work.com
• ドキュメント『Work.com Notice and License Information』は、ドキュメント『Salesforce Notice and License Information』
に統合されました。

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: どのサービスがこのドキュメントの対象で、どの関連サービスが別のドキュメントの対象か
が明記されました。
• Architecture and Data Segregation: 参照ドキュメント『Infrastructure and Sub-processors』が改訂され、対象サービス
のリストの明記、データセンターのインフラストラクチャに関する詳細の追加、日本のデータセンター増
設の説明、HCL Technologies Limited および HCL America, Inc. のサブプロセッサからの削除、新しい Einstein 自動
取引先責任者機能の説明の追加、SitesRuntime pod の説明の追加が行われました。
• Audits and Certifications: スイス/米国間プライバシーシールド認証についての言及が追加され、ISO27001/27018
および TRUSTe 認証の説明が改訂され、PCI DSS の TLS 1.1 要件についての言及が追加されました。
• Incident Management: システムの状況通知手順の説明が追加されました。
• Physical Security: 冗長システム、環境システム、電源供給システムに関する詳細が追加されました。
• Disaster Recovery: データセンターの復旧機能、障害回復の実務、回復目標に関する詳細が追加されました。
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• Data Encryption: 暗号化の種類に関する詳細が追加されました。
• Deletion of Customer Data: 環境に関連付けられているすべてのライセンスが終了すると削除プロセスがトリガ
されることが明記されました。
Buddy Media
• ドキュメント『Buddy Media Security, Privacy, and Architecture』が削除されました。Buddy Media サービスは廃止さ
れています。
Commerce Cloud
• Audits and Certifications: プライバシーシールド認証についての言及が追加され、TRUSTe 認証の説明が改正され
ました。
• Sensitive Data: Commerce Cloud サービスに送信してはならない機密個人データのカテゴリに、政府発行の ID 番
号が追加されました。
• Tracking and Analytics: 集計された匿名の顧客データを Salesforce が使用可能な状況が明記されました。
Data.com
• Audits and Certifications: ISO27001/27018 認証およびサービス組織管理レポートについての言及が削除されまし
た。
• Deletion of Customer Data: Data.com サービスが終了すると削除プロセスがトリガされることが明記されました。
Desk.com
• 単独のドキュメント『Desk.com Security, Privacy, and Architecture』が、Einstein Data Discovery、LiveMessage、Quip、
Salesforce Inbox、SalesforceIQ CRM も収録する統合ドキュメントに置き換えられました。一貫性および統合可能
性の目的で、一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあります。こうし
た変更を伴う主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security Policies and
Procedures」、「Intrusion Detection」、「User Authentication」、「Deletion of Customer Data」などです。
Einstein Data Discovery
• 単独のドキュメント『Einstein Data Discovery Security, Privacy, and Architecture』が、Desk.com、LiveMessage、Quip、
Salesforce Inbox、SalesforceIQ CRM も収録する統合ドキュメントに置き換えられました。一貫性および統合可能
性の目的で、一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあります。こうし
た変更を伴う主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security Policies and
Procedures」、「Intrusion Detection」、「User Authentication」、「Deletion of Customer Data」などです。
Einstein Vision
• Einstein Vision とブランド設定された製品用の新しい『Security, Privacy and Architecture』が作成されました。
ExactTarget
• 単独のドキュメント『ExactTarget Security, Privacy, and Architecture』が、予測インテリジェンス、Social Studio、
Advertising Studio (Social.com を含む) も収録する Marketing Cloud ドキュメントに置き換えられました。一貫性お
よび統合可能性の目的で、一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあり
ます。こうした変更を伴う主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security
Policies and Procedures」、「Reliability and Backup」、「Disaster Recovery」、「Deletion of Customer Data」、「Tracking
and Analytics」などです。
Heroku
• Audits and Certifications: スイス/米国間プライバシーシールド認証についての言及が追加され、TRUSTe 認証の説
明が追加されました。
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• Security Procedures, Policies and Logging: セクション名が「Security Controls」に変更されました。
• Disaster Recovery: Heroku のサービスを確実にするために回復目標が追加されました。
IoT Cloud
• Services Covered: プライバシー関連の認証についての言及が追加されました。
• Audits and Certifications: TRUSTe 認証の説明が追加されました。
• Deletion of Customer Data: 終了後にデータの削除を要求するプロセスが明記されました。
Krux
• Services Covered: ドキュメントの説明と「Salesforce DMP」へのブランド変更を反映して更新されました。
• Architecture and Data Segregation: 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』に移され、リンクが追加されました。
• Audits and Certifications: SOC 2 レポートが SOC 2 タイプⅡであることが明記されました。ドキュメント『Infrastructure
and Sub-processors 』についての言及およびリンクが追加されました。
• Incident Management: インシデント管理システムが Krux ではなく Salesforce によって配置されていることが明記
されました。
• Physical Security: AWS セキュリティ Web サイトおよび AWS セキュリティプロセスへのリンクが追加されまし
た。
• Return of Customer Data: サポートの問い合わせ先のメールアドレスが更新されました。
• Deletion of Customer Data: 「Lookback Window」が「Term」に変更され、期間に従うプロセスが明記されました。
• Personal Data: オンボーディングは Krux の Secure Onboarding API または合意したその他のオンボーディング方法
を使用して実施することが明記されました。
• Tracking and Analytics: ユーザとはお客様のライセンスが付与されたユーザであることが明記されました。
LiveMessage
• 単独のドキュメント『Live Message Security, Privacy, and Architecture』が、Desk.com、Einstein Data Discovery、Quip、
Salesforce Inbox、SalesforceIQ CRM も収録する統合ドキュメントに置き換えられました。一貫性および統合可能
性の目的で、一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあります。こうし
た変更を伴う主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security Policies and
Procedures」、「Intrusion Detection」、「User Authentication」、「Deletion of Customer Data」などです。
Marketing Cloud
• ExactTarget、予測インテリジェンス、Social Studio、Advertising Studio (Social.com を含む) というブランドのサービ
スに関する情報をまとめた新しい『Security, Privacy, and Architecture』ドキュメントです。
Pardot
• Services Covered: プライバシー関連の認証についての言及が追加されました。
• Audits and Certifications: スイス/米国間プライバシーシールド認証についての言及が追加され、TRUSTe 認証の説
明が追加されました。
予測インテリジェンス
• 単独のドキュメント『Predictive Intelligence Security, Privacy, and Architecture』が、ExactTarget、Social Studio、Advertising
Studio (Social.com を含む) も収録する Marketing Cloud ドキュメントに置き換えられました。一貫性および統合
可能性の目的で、一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあります。こ
うした変更を伴う主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security Policies and
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Procedures」、「Reliability and Backup」、「Disaster Recovery」、「Deletion of Customer Data」、「Tracking and Analytics」
などです。
Radian6
• Audits and Certifications: プライバシーシールド認証についての言及が追加され、TRUSTe 認証の説明が改正さ
れ、ISO27001/27018 認証およびサービス組織管理レポートについての言及が削除されました。
SalesforceIQ
• 単独のドキュメント『SalesforceIQ Security, Privacy, and Architecture』が、Desk.com、Einstein Data Discovery、
LiveMessage、Quipも収録する統合ドキュメントに置き換えられました。一貫性および統合可能性の目的で、
一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあります。こうした変更を伴う
主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security Policies and Procedures」、「Intrusion
Detection」、「User Authentication」、「Deletion of Customer Data」などです。
Sales Cloud Einstein
• Services Covered: Einstein 自動取引先責任者が本サービスの機能として追加され、本サービスの他の 2 つの機能
の名称が更新されました。
• Audits and Certifications: 本サービスに関する監査および認証のみが説明され、他のセキュリティのコントロー
ルの説明は除くようにセクションが改正されました。
Social.com
• 単独のドキュメント『Social.com Security, Privacy, and Architecture』が、ExactTarget、予測インテリジェンス、Social
Studio も収録する Marketing Cloud ドキュメントに置き換えられました。一貫性および統合可能性の目的で、
一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあります。こうした変更を伴う
主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security Policies and Procedures」、「Reliability
and Backup」、「Disaster Recovery」、「Deletion of Customer Data」、「Tracking and Analytics」などです。
Social Studio
• 単独のドキュメント『Social Studio Security, Privacy, and Architecture』が、ExactTarget、予測インテリジェンス、
Advertising Studio (Social.com を含む) も収録する Marketing Cloud ドキュメントに置き換えられました。一貫性お
よび統合可能性の目的で、一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあり
ます。こうした変更を伴う主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security
Policies and Procedures」、「Reliability and Backup」、「Disaster Recovery」、「Deletion of Customer Data」、「Tracking
and Analytics」などです。
Quip
• 単独のドキュメント『Quip Security, Privacy, and Architecture』が、Desk.com、Einstein Data Discovery、LiveMessage、
Salesforce Inbox、SalesforceIQ CRM も収録する統合ドキュメントに置き換えられました。一貫性および統合可能
性の目的で、一定のセクションのタイトルおよび説明が元の言語と異なっていることがあります。こうし
た変更を伴う主なセクションは、「Audits and Certifications」、「Security Controls」、「Security Policies and
Procedures」、「Intrusion Detection」、「User Authentication」、「Deletion of Customer Data」などです。
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その他の Salesforce 製品
Desk.com
Desk.com は、小規模ビジネスや成長中のチーム向けの、オールインワンカスタマーサポートアプリケーション
です。
新機能についての詳細は、Desk.com 製品更新のブログを参照してください。

Heroku
Heroku は、Web アプリケーションを作成およびリリースするための、クラウドベースのアプリケーションプ
ラットフォームです。
新機能についての詳細は、「Heroku Changelog」を参照してください。

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。

664

