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Salesforce Spring '18 リリースノート

Spring '18 の最新かつ最適な更新によって、顧客の成功への道が切り開かれます。Lightning プラットフォームの
画期的な機能強化から、人工知能 (AI) の飛躍的進歩まで、クラウド全体の新機能を確認してください。このリ
リースに対する組織の準備を整え、あらゆる場所で確実に顧客を成功させましょう。

このセクションの内容:

リリースノートの使用方法
Salesforce のリリースノートでは、機能強化や新機能について簡潔に説明しています。また、設定情報、開
始にあたって役に立つヒント、継続的な成功のためのベストプラクティスも記載されています。
機能が使用可能になる方法と状況
Spring '18 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 のパーソナライズされたナビゲーション、テーマ、アンケートによる生産
性の向上
アプリケーションのナビゲーションバーをパーソナライズしてユーザ独自の作業方法に合わせます。新し
いテーマ、マクロ、クイックテキストを探索してください。ユーザや顧客からフィードバックとデータを
収集するための美しく使いやすいフォームを作成します。Lightning コンソールアプリケーションには、各
システム管理者、エージェント、開発者にとっての新機能が含まれます。取引先とファイルの検索結果に
検索条件が追加されました。また、データ保護とプライバシーに関して順守している規制やポリシーに関
係なく、ユーザの要件を満たす最適な方法を評価するためのガイダンスを提供します。
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: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化
新機能や改善が加わったことで、商談成立、最終損益の予測、顧客との関係強化などに役立つ Einstein の機
能が向上しました。
セールス: Einstein の新機能と改善された機能、リードの LinkedIn インテグレーション、強化された生産性ツー
ル
Einstein 売上予測と Einstein 商談スコアリングを使用して、よりスマートに作業を進めましょう。リードの生
成元として LinkedIn を使用します。Lightning Dialer の通話監視、改善されたリストメール、その他のツールを
使用して営業担当の作業効率を高めることができます。
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マーケティング: コンテンツ共有、SMS/転送メッセージの機能強化、およびその他の機能
あらゆるソースからの顧客利用データを 1 か所で表示します。会社の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します。また、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ます。Marketing Cloud を使用してアプローチを最適化し、より優
れた結果を得られるように、ビジネスでの各インタラクションの影響を測定できます。
サービス: ナレッジ記事の共有、返品注文、ケースの一括クイックアクション
エクスポート機能、記事の共有、および翻訳承認プロセスを使用してナレッジに関する作業を効率化し、
Live Agent 実装にナレッジコンポーネントを組み込みます。返品注文でフィールドサービス製品の返品と修
理を追跡し、新しいガイド付き設定ですばやく概要を把握し、ユーザプロファイル別に Field Service Lightning

モバイルアプリケーション環境をカスタマイズします。ケースおよびリードの一括クイックアクション、
すべてのオブジェクトでのマクロサポート、さらに強力になった Snap-in SDK を利用できます。最後に、ク
イックテキストサポート、ソーシャル会話の装飾されたサイドバー、より充実した Live Agent 環境など、
Lightning Experience の Service Cloud が大幅に改善されています。
Analytics: レポートとダッシュボード、および Einstein Analytics

Lightning レポートビルダーの 2 回目のベータリリースには、使い慣れた強力な機能 (バケット列、クロス条
件、集計項目) が備わっています。Lightning Experience ダッシュボードに登録して、目に鮮やかな色を追加で
きます。ユーザが Einstein Analytics を使い始められるように、統合された楽しい学習機能が備わっています。
ガイド付きの自然言語対話 (ベータ) によるデータの迅速なクエリおよび視覚化が可能です。任意の選択内
容と検索条件で設定したダッシュボードのビューを保存できます。Einstein データインサイト (パイロット)

を使用して、レポートデータを分析できます。
コミュニティ: Distributed Marketing、1 対 1 ジャーニー、新しいサポートコンポーネント
コミュニティは、すぐれた機能が多く追加され、ますます使いやすくなります。Community Cloud と Marketing

Cloud のインテグレーションが 2 つの新しい機能によって向上しました。パートナーは Distributed Marketing を
利用できるようになり、新しいプログラムのマーケティングを実行するときに、事前設定されたカスタマ
イズ可能なキャンペーンを使用できます。Lightning コミュニティでは、パーソナライズされたメールジャー
ニーを使用して、コミュニティメンバーのオンボーディングや関係の育成を行うことができます。また、
カスタマーコミュニティにもすばらしい機能が追加されました。【カスタマーサポートへの連絡】フォー
ムコンポーネントとケースデフレクションコンポーネントを同時に使用して、ケースの申請前に問題に対
するソリューションを見つけられるように顧客をサポートできます。
Chatter: 改善されたフォロー、アプリケーション内通知の増加、投稿へのリンクの共有
[自分がフォローするもの] フィードでは、自分が実際にフォローしている人に焦点が当てられます。自分
のグループのいずれかがメンションされると、アプリケーション内通知を取得できます。投稿へのリンク
を簡単に共有できます。
ファイル: ライブラリメンバーシップの管理、外出先でのファイルのプレビュー、Salesforce での Quip の使用
チームは外出先でファイルをプレビューできます。最近のアセットファイルにすばやくアクセスしたり、
アセットの作成を標準ユーザに許可したり、認証されていないユーザがアクセスできるアセットファイル
の作成手段を顧客に提供したりできます。フローは、ファイルのアップロードコンポーネントを使用する
新しい方法です。新しいライブラリメンバー管理機能では、[ファイル] ホームのタブからライブラリメン
バーを追加します。Quip のガイド付き設定を使用して、Quip と Salesforce を統合できます。
Salesforce とのインテグレーション: ユーザが Salesforce の行動に WebEx ミーティングを追加可能
ミーティングに Cisco WebEx も使用する Salesforce ユーザは、Salesforce の行動にパーソナル会議室または新規
ミーティングを追加できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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モバイル: 外出先で実行できる操作の増加
Salesforce モバイルアプリケーションでは、場所を問わず、ユーザが多忙なときでも生産性を維持できます。
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。Salesforce は Chatter やその他多くのセールス機能を改善しました。これにより、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。
Financial Services Cloud:「クライアントが示した関心」コンポーネント、高速データ読み込み、個人取引先
ユーザは、定年後の貯蓄や預金口座など顧客の一番の関心事をすばやく把握できるほか、「クライアント
が示した関心」コンポーネントを使用して、あらゆる情報をクライアントプロファイルですばやく確認で
きます。一括アップロードの機能強化である高速データ読み込みを使用して、大きなバッチサイズをすば
やくアップロードします。さらに、Financial Services Cloud で個人取引先を活用できます。それだけではあり
ません。先に進んで詳細を確認してください。
Health Cloud: 柔軟なケアプラン、健康評価、ケアギャップ
目標を問題から切り離すと、自分に適した方法で Health Cloud データモデルを使用できます。Health Cloud は
患者のケアのギャップを特定するのに役立ちます。また、調査情報を収集することで、患者をより効果的
に管理できます。
カスタマイズ: Lightning アプリケーションビルダーの Lightning アプリケーション、リッチなフロー画面、時
間項目
Lightning アプリケーションビルダーを使用すると、動的なホームページおよびアプリケーションページの
作成や、Lightning アプリケーションの変更を行うことができます。画面にカスタム Lightning コンポーネント
を埋め込み、現在のフローフェーズをユーザに表示することで、画期的なフローになります。新しい時間
データ型を使用すれば、時間のみのデータを追跡を開始できます。
セキュリティと ID: 1 時間ごとのイベントログファイル、動的ブランド設定の増加、簡単なカスタムベース
ラインの更新
1 時間ごとまたは 1 日ごとにイベントログファイルを取得し、必要に応じて削除できるようになりました。
動的ブランド設定を埋め込みログインおよび認証プロバイダに追加できます。また、UI から直接新しい設
定を使用して、セキュリティヘルスチェックのカスタムベースラインを更新できます。
Salesforce IoT: IoT REST API、新しいコンテキスト UI、IoT 使用状況の監視、メールアラート
Salesforce IoT Explorer Edition を使用して、接続デバイスからのイベントをほぼリアルタイムで処理し、顧客と
の有意義なインタラクションを作成します。Explorer では Salesforce データとのインテグレーションが組み込
まれるため、Salesforce でカスタマーリレーション管理 (CRM) への投資を活用できます。このリリースには、
オーケストレーションおよび関連するコンポーネントの取得と操作を行う新しい IoT REST API が含まれるほ
か、コンテキストに応じた新しいユーザインターフェースが含まれます。また、IoT 使用状況の監視ペー
ジ、メールアラートや、データプライバシーのための IoT データのエクスポートおよび削除機能が導入され
ています。
開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成
インテリジェンスが向上し、コンポーネントや API が新規追加および更新され、優れた開発ツールが導入さ
れました。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、Lightning プラットフォームの次の機能強化
は、別の組織に再販するための優れたアプリケーション、インテグレーション、およびパッケージの開発
に役立ちます。
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重要な更新
このリリースには、@AuraEnabled  Apex コントローラ、コミュニティおよびポータル、フロー、Visualforce

で使用される URL、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの新しい重要な更新が含ま
れています。<lightning:container> からの API アクセスを取り消す重要な更新が適用されます。
ヘルプ & トレーニング
制限ドキュメントが更新されました。Trailhead モジュール、説明用の動画、ウォークスルーも追加されまし
た。また、信頼とコンプライアンスに関するドキュメントも更新されました。
その他の Salesforce 製品とサービス

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
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。また多くの組織で、しばらくは
Salesforce Classic のみが使用されたり、Lightning Experience の進化に応じて併用が行われるなど、引き続き
Salesforce Classic が使用され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。
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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のかを認識しています。そのため、成功要
因と失敗要因を把握したいと考えています。

検索条件を使用した最も関心のあるニュースへの焦点の絞り込み
検索条件は、画面の右側にあるリリースノートのリストを絞り込むもので、左側の内容を絞り込むものではあ
りません。
環境

Lightning Experience、モバイル、および Salesforce Classic で使用できる機能を参照してください。
エディション

使用可能な機能強化は、エディションごとに異なります。リリースノートを絞り込んで、ご使用のエディ
ションでリリースされる機能強化のみを表示します。

機能の影響
有効化または設定しないとユーザが利点を得られない機能もあります。システム管理者は、リリースノー
トを絞り込むことでそれらの機能だけを表示したり、非表示にしたりできます。また、ユーザに対して自
動的に有効になる機能のみを表示することもできます。

製品エリア
組織で使用する商品のみを表示します。組織がセールスを行いサポートは行わない場合、セールス関連の
ニュースのみが表示されるようにリリースノートを設定します。

リリースノートのリストを絞り込むには、画面の右側にある[条件を表示] をクリックします。

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。
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Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic の機能の把握
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。また多くの組織で、しばらくは
Salesforce Classic のみが使用されたり、Lightning Experience の進化に応じて併用が行われるなど、引き続き Salesforce

Classic が使用されることも把握しています。
この移行期間を成功させる鍵は、1 つ、両方、またはすべての Salesforce 環境で使用できる機能を把握すること
です。そのため、リリースノートには情報が適用される最上位レベル (クラウド全体またはクラウド内の個々
の機能) での環境情報を追加しました。次にいくつか例を見てみましょう。
• Sales Cloud の機能である Lightning Dialer は Lightning Experience でのみ使用可能であるため、「この変更は Lightning

Experience にのみ適用されます。」と記載されています。
• 新しい Sales Cloud 機能である Einstein 商談スコアリングは、両方のデスクトップ環境で使用可能であるため、

「この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。」と記載されています。
• 新しいプラットフォーム機能である、テーマおよびブランド設定は、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。
主要機能がモバイルアプリケーションでも使用可能な場合は、機能の説明でその点を示しています。モバイル
アプリケーションの新機能の完全なリストについては、「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。

実現したアイデアIdeaExchange

Salesforce 全体

Lightning Experience

Lightning Experience のパーソナライズされたナビゲー
ションによる生産性の大幅な向上

Customize My Tabs in Lightning Experience (Lightning Experience

でのタブのカスタマイズ)

Salesforce Einstein

セールス

マーケティング

サービス

分析

コミュニティ

すべてのカスタマーおよびパートナーライセンスで使
用できる共有セット —パイロット

Enable Sharing Sets for Partner Community users (パートナー
コミュニティユーザに対する共有セットの有効化)

Chatter
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実現したアイデアIdeaExchange

Files

Salesforce インテグレーション

モバイル

Financial Services Cloud

Health Cloud

カスタムメタデータ: 入力規則のカスタムメタデータ
型レコードの使いやすい参照 (パイロット)

Use Custom Metadata Types in Formulas/Validation Rules (数式/

入力規則でのカスタムメタデータ型の使用)

セキュリティと ID

Salesforce IoT

開発

管理パッケージコードの膨大なデバッグログの回避Debug logging level that prevents ENTERING_MANAGED_PKG

from appearing in the log (ENTERING_MANAGED_PKG がログ
に表示されなくなるデバッグログレベル)

Sandbox のコピーによる時間の節約 (ベータ)Refresh Ability Between Sandboxes (Sandbox 間の更新機能)

その他のリソース
これらのリリースノートの他にも、すばやく概要を把握するためのリソースが用意されています。
• Release Readiness & Feature Adoption コミュニティ。Salesforce エキスパートのコミュニティに参加しましょう。
• リリースデモ。このリリースで導入される機能の概要を動画で簡単に確認できます。
• リリースの概要。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。
• カスタマーサクセスのイベントカレンダーリリースで検索したり、イベントに登録したりします。
• Release Readiness の提供。新しい機能を登録し、活用します。
• Spring '18 リリース。新しい機能を確認します。
• メンテナンス試験。認定資格を更新します。

リリースノートの変更
リリースノートへの変更が新しい順に記載されています。
最新の情報 (以下の日付以降の差分) は英語版ご覧ください。
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https://pages.mail.salesforce.com/cloud-services/event-calendar/
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http://certification.salesforce.com/releaseexams
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2018 年 2 月 14 日
Salesforce for Android/iOS の新機能

Salesforce for Android/iOS のバージョン 15.0 が 2017 年 2 月 12 日の週に正式リリースされることが発表されまし
た。ユーザ向けの新しい機能強化を確認してください。

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。

Salesforce とのインテグレーション: ユーザが Salesforce の行動に WebEx ミーティングを追加可能
カスタム行動レコードを作成するときにのみシステム管理者が Lightning アプリケーションビルダーを使用
して Cisco WebEx コンポーザコンポーネントを行動レコードに追加することが明記されました。

ストリーミング API での無効な接続の処理
/meta/handshakeチャネルのエラー応答メッセージの例が追加されました。

Force.com IDE 2 (ベータ) の終了
Force.com IDE 2 (ベータ) の終了を発表するリリースノートが追加されました。

AppExchange: パッケージの承認状況の確認
AppExchange パートナープログラムで承認されていないパッケージのインストール中に表示される新しい通
知に関するリリースノートが追加されました。

インストール前のパッケージの承認状況の表示
AppExchange パートナープログラムで配布が承認されていないパッケージのインストール中に表示される新
しい通知に関するリリースノートが追加されました。

Trailhead で機能を探索
新しい Trailhead モジュール「Channel Order App Basics (Channel Order App の基礎)」が追加されました。

2018 年 2 月 7 日
モバイル用 Field Service: プロファイルベースの設定、フローの機能強化、iOS アプリケーション 4.0

iOS アプリケーションが App Store にリリースされる日付と、このセクションのリリースノートのグラフィッ
クが追加されました。

見込み客のキャンペーンに対するエンゲージメント状況の確認 (ベータ)

ベータ版の免責事項が追加されました。
Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンの接続 (ベータ)

ベータ版の免責事項が追加され、オプトイン設定の場所が明記されました。
フロー

FlowActionCall サブタイプの actionType項目の新しい列挙値が追加されました。
メールログの暗号化の追跡

TLS バージョンおよび暗号化を表示する項目と暗号化証明書が検証されたかどうかを追跡する項目がメール
ログに追加されました。

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
PackageInstallRequest と SubscriberPackageVersion という 2 つの新しい第一世代および第二世代パッケージオブジェ
クトが追加されました。
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Lightning Experience のパーソナライズされたナビゲーションによる生産性の大幅な向上
パーソナライズされたナビゲーションの無効化に関する情報が追加されました。

ユーザによるカスタム Big Object のデータの削除
コードサンプルが更新されました。

項目履歴および項目監査履歴データの削除
コードサンプルが更新されました。

Salesforce for Outlook: 使用可能なバグ修正
Salesforce for Outlook v3.4.2 のリリースノートを使用できます。

Sandbox のコピーによる時間の節約 (ベータ)

2018 年 2 月 12 日の月曜日に開始される Sandbox のコピー (ベータ) のリリースノートが追加されました。
VS Code 向け Salesforce 拡張機能によるコードのスマート化

VS Code 向け Salesforce 拡張機能パックの最新の変更をいくつか取り上げるリリースノートが追加されまし
た。

Service Cloud Essentials: 小規模でも強力なビジネス向けのカスタマーサービス
リリースノートからこの項目が削除されました。Service Cloud Essentials は現在使用できなくなっています。

コンポーネントの属性型の検証
検証エラーの例が追加されました。

API を介したサードパーティアカウントリンクの設定
この機能の有効化には Salesforce カスタマーサポートへの依頼が必要であるという注記が追加されました。

パートナーエディションのスクラッチ組織の作成
パートナーは、パートナー固有のエディション (Partner Developer、Partner Enterprise、Partner Group、および Partner

Professional) に基づいてスクラッチ組織を作成できます。この機能は、2018 年 2 月 10 日の Salesforce CLI v42 の
リリース時に使用可能になります。

Salesforce CLI: 新しいコマンドと簡易化されたインストール
Salesforce CLI の新機能および変更された機能を取り上げるリリースノートが追加されました。これらの機能
は、2018 年 2 月 10 日の Salesforce CLI v42 のリリース時に使用可能になります。

スキルベースのルーティング (ベータ) を使用して、適切な作業を適切なエージェントにすぐに転送
製品ドキュメントへの関連トピックのリンクが追加されました。

すべてのカスタマーおよびパートナーライセンスで使用できる共有セット —パイロット
すべてのカスタマーおよびパートナーライセンスでパイロット機能として使用できる共有セットに関する
リリースノートが追加されました。

Omni-Channel Supervisor にスーパーバイザが必要な情報のみを表示 (ベータ)

システム管理者は、サポートに問い合わせることなくスーパーバイザ設定 (ベータ) の設定ページにアクセ
スできるようになりました。

ストリーミング API での無効な接続の処理
認証の検証間隔に関する情報が更新されました。

Salesforce IoT REST API を使用した IoT コンポーネントへのアクセスと操作
Salesforce IoT REST API ドキュメントへの関連トピックのリンクが追加されました。
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変更されたオブジェクト
新しい項目として CampaignImageId 項目が Campaign オブジェクトに追加されました。

一目でわかるレコード詳細情報
レコードの詳細コンポーネントの改善を取り上げるリリースノートが追加されました。

大文字と小文字を区別する完全一致による確定的暗号化を使用した暗号化データの絞り込み (ベータ)

確定的暗号化スキームでサポートされるインデックスが更新されました。
ダッシュボード: 改善されたテーブル、ダッシュボード、新しい設計オプション

ダッシュボードコンポーネントの [レポートの表示] リンクが正しく表示されるようにアニメーション GIF が
更新されました。

ダッシュボードに登録して更新をスケジュールし、最新情報をメールで取得する
ユーザ権限の表がリリースノートに追加され、システム管理者による設定が必要なことを示すように機能
の影響の表が更新されました。

レポートおよびダッシュボード REST API

「新しいリソース」および「パラメータ」セクションのスペルミスが修正されました。

2018 年 1 月 25 日
Financial Services Cloud での個人取引先の活用

配信戦略の変更を反映して更新されました。
メタデータ API

SecuritySettings タイプの新しい redirectionWarning項目に関する情報が追加されました。

2018 年 1 月 24 日
リリースノートの変更、アンケートでのハッシュタグの使用、アンケートへのハッシュタグの追加

Lightning Experience で使用できる感謝に関する文が削除されました。
新規、変更、および廃止されたコール、メタデータ API、Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェ
クト

SOAP API、メタデータ API、Tooling API の ActionOverride エントリが更新され、FormFactor 項目の Small値が
タブレット形式にも適用されるようになったことが追加されました。

ヘルプ & トレーニング
新しい Trailhead モジュール、動画、ウォークスルー、コンプライアンスに関するドキュメントが [ヘルプ &

トレーニング] セクションに追加されました。
Locker Service の変更

Locker Service のリリースノートが追加されました。
コンポーネントの属性型の検証

Lightning コンポーネントの属性型は、保存時に検証されます。
Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト

PackageUploadRequest の Status 項目に、新しい有効値 Queued が追加されました。
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アンケートコンポーネントを使用したコミュニティからのフィードバックの収集
ユーザがアンケートコンポーネントを使用できる日付が修正されました。アンケートコンポーネントは、
Spring '18 リリースで使用できます。

変更された Apex クラス
Messaging.SingleEmailMessage クラスの getTemplateName() メソッドは引数を取りません。

Lightning Experience のパーソナライズされたナビゲーションによる生産性の大幅な向上
一時タブが開かないようにする方法に関する情報が追加されました。

すべての Sales Cloud Einstein ユーザに Sales Analytics アプリケーションへのアクセス権を付与
Einstein ダッシュボードが含まれる Sales Analytics アプリケーションに Sales Cloud Einstein が付属するようになっ
たことが明記されました。

Inbox: スケジュールの改善、メール追跡、生産性の改善
完全なページレイアウト、開封確認、対応可能時間の挿入など、Inbox の改善点が追加されました。

Connect for Office: 要更新、Microsoft® Word 2007 のサポートの終了
Connect for Office v1.8.1.7 は、ダウンロード可能になりました。さらに、セキュリティ上の理由から Word 2007

ユーザは Microsoft Word アドインを使用できなくなりました。
<apex:slds> での Lightning Experience およびカスタムスタイル設定のサポート

<apex:slds>コンポーネントでは、最新の Lightning Experience のスタイル設定が採用され、カスタムテーマ
がサポートされます。

Lightning コンソールの UI テーマの有効化 (重要な更新)

Spring '18 の重要な更新により、Lightning コンソールの UI テーマが有効になります。
検索条件を使用した取引先およびファイルの検索結果の調整

取引先の絞り込むことができないデータ型のリストに「番号」が追加されました。また、最初の検索語を
できる限り具体的にする必要があることが明記されました。

Salesforce Authenticator: コミュニケーションと活動の追跡の改善
Authenticator v.2.11 の機能に関する情報が追加されました。

2018 年 1 月 17 日
Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト

DataIntegrationRecordPurchasePermission、DuplicateJobDefinition、DuplicateJobMatchingRuleDefinition、MatchingRule とい
う 4 つの新しいオブジェクトが追加されました。

テスト前の Salesforce 環境に関するセキュリティ評価のスケジュール
Salesforce 環境で脆弱性および侵入テストを実行する前に、セキュリティ評価の承認申請とスケジュールを
行います。

ポップアップによる Lightning Experience の採用の促進
Lightning Experience を試すように促すメッセージに関する情報が追加されました。

新規追加または変更された Lightning コンポーネント
lightning:inputRichTextの新しい属性が追加され、lightning:combobox、
lightning:dualListbox、lightning:fileUpload、lightning:input、lightning:radioGroup、
lightning:select、lightning:textareaコンポーネントで name属性が必要なくなったことが追加さ
れました。
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CMS Connect の JSON 接続での指定ログイン情報の使用 (ベータ)

CMS Connect (JSON) の新機能が発表されました。
新しいコネクタと制限の改定による接続可能なデータの増加

新しいコネクタが Spring '18 リリース時にローリング方式でリリースされることを示す注記が追加されまし
た。

コミュニティまたはポータルユーザとしてログインするときの要件の厳格化によるセキュリティの強化 (重要
な更新)

リリースノートからこの項目が削除されました。この機能は Spring '18 リリースで使用できなくなります。

2018 年 1 月 10 日
コンポーネントで許可されない <style> タグ

コンポーネントのマークアップや、JavaScript コードでのコンポーネントの動的作成では、<style>タグを
追加できません。

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
2 つの新しい項目が EmbeddedServiceLiveAgentオブジェクトに追加されました。

新しい標準オブジェクト
新しい OrgDeleteRequest オブジェクトが追加されました。

一定時間後にコンテンツを自動的に削除
リリースノートからこの項目が削除されました。この機能は Spring '18 リリースで使用できなくなります。

Lightning Experience でのメールの承認プロセスの送信アクションの作成
トピックのタイトルが変更され、サポートが明記されました。

重複管理で使用される一致ルールへの暗号化項目の追加 (ベータ)

標準一致ルールとカスタム一致ルールの両方で暗号化項目を参照できることが明確になるようにタイトル
が変更されました。

2017 年 12 月 27 日
Lightning Experience での新しい設定フローを使用したオムニチャネルの使用開始

オムニチャネルの新しい設定フローが発表されました。
新しい組織での Salesforce Connect の OData 2.0 アダプタの改善

Spring '18 で作成された組織にのみ適用される OData 2.0 アダプタの改善が発表されました。

2017 年 12 月 18 日
Salesforce Spring '18 リリースノート

公開済みプレビューリリースノート。

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の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。
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• 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

Spring '18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 に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

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
アプリケーションのナビゲーションバーをパーソナライズしてユーザ独自の作業方法に合わせます。新しい
テーマ、マクロ、クイックテキストを探索してください。ユーザや顧客からフィードバックとデータを収集す
るための美しく使いやすいフォームを作成します。Lightning コンソールアプリケーションには、各システム管
理者、エージェント、開発者にとっての新機能が含まれます。取引先とファイルの検索結果に検索条件が追加
されました。また、データ保護とプライバシーに関して順守している規制やポリシーに関係なく、ユーザの要
件を満たす最適な方法を評価するためのガイダンスを提供します。
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

データ保護とプライバシーの規制
のガイダンスの取得

特定のデータプライバシー設定の
保存

Lightning Experience のパーソナライ
ズされたナビゲーションによる生
産性の大幅な向上

Lightning Experience のテーマでトゥ
ルーカラーを表示

Salesforce アンケートによるフィー
ドバックの収集 (正式リリース)

Lightning Experience と Salesforce モ
バイルアプリケーションの新しい
URL 形式を有効化 (重要な更新)

クイックテキストとマクロによる
生産性の向上

一目でわかるレコード詳細情報

コンソール

Web タブを使用してサードパーティ
コンテンツを Lightning コンソール
に表示

Lightning Experience での Classic のコ
ンソールインテグレーションツー
ルキットメソッドの使用

Lightning コンソールアプリケーショ
ンでの Lightning アクションの上書
き

サブタブとワークスペースの URL

の、キーボードショートカットを
使用したコピーおよび共有

Lightning の openTab および
openSubtab メソッドでの Visualforce

URL の使用
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning コンソールの UI テーマの
有効化 (重要な更新)

Visualforce ページでの Lightning コン
ソールの UI テーマの検出

コンソールページに固定領域を追
加し、タブを切り替えることなく
作業を継続

クイックテキストとマクロによる
コンソールの生産性の大幅な向上

折りたたみ可能なセクションを使
用してコンソールページのノイズ
を低減

検索

検索条件を使用した取引先および
ファイルの検索結果の調整

上位の結果での関連性の高いオブ
ジェクトの表示

さらに多くのオブジェクトが検索
結果の対象に

Lightning Experience 準備状況に関す
る最新情報の取得

使用しない組織の無効化

Lightning Experience のどこからでも
ヘルプトピックを参照

ポップアップによる Lightning

Experience の採用の促進

フィードバックと共に連絡先情報
を送信するように選択

グローバルアクションメニューへ
の新しいヘッダーテキストの追加
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セールス
Einstein 売上予測と Einstein 商談スコアリングを使用して、よりスマートに作業を進めましょう。リードの生成
元として LinkedIn を使用します。Lightning Dialer の通話監視、改善されたリストメール、その他のツールを使用
して営業担当の作業効率を高めることができます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Sales Cloud Einstein

Einstein 準備状況評価

Einstein 商談スコアリング

優先度付けによるさらなるビジネ
スの獲得 (正式リリース)

Einstein 商談スコアリングの設定 (正
式リリース)

Einstein リードスコアリング

各スコアに最も関連性が高い理由
の表示

各リードのランクと部署の取得

Einstein 活動キャプチャ

組織の共有メールアドレスからの
メール送信

自動的に取り込まれた Microsoft®

Exchange 2016 および 2013 のイベント
を Salesforce カレンダーから表示

Sales Cloud Einstein の設定
Sales Cloud Einstein Analytics

すべての Sales Cloud Einstein ユーザに
Sales Analytics アプリケーションへの
アクセス権を付与

Einstein 自動取引先責任者ダッシュ
ボードの更新

Einstein リードスコアリングダッシュ
ボードの更新

Einstein インサイト
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Inbox

中核的なセールス機能

リード

LinkedIn からのリードの生成

商談を作成せずにリードの取引開
始を合理化

キャンペーン

キャンペーンメンバーをより迅速
に追加

パスを使用したキャンペーン進行
状況の追跡

カスタマイズ可能なキャンペーン
インフルエンスのレポート

Pardot キャンペーンと Salesforce キャ
ンペーンの接続 (ベータ)

見込み客のキャンペーンに対する
エンゲージメント状況の確認 (ベー
タ)

パス

取引先

パスを使用した取引先との関係の
構築

取引先の階層に簡単にアクセス

リードと取引先の間にある点を結
ぶ

商談

Lightning Experience での案件のクレ
ジットの共有

商品の名前全体の表示

適切な価格表を最初に表示
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

商談チームへの取引先チームメン
バーの追加

商品

商品に対するさらに多くのアクショ
ンの作成

より迅速な価格表への商品の追加

エンタープライズテリトリー管理

取引先責任者

取引先責任者の役割を一瞬にして
更新

取引先責任者の階層の素早い特定

生産性機能

セールスコンソール
Inbox

フルページレイアウトを使用した
レコードの作成

他のユーザの代わりにミーティン
グをスケジュール

ユーザの空き状況を表示してミー
ティングを簡単にスケジュール

メールに誰がエンゲージしている
のかを表示

開封確認メッセージの防止による
プライバシーの強化

メール操作環境

リストメールの一元管理による効
率性の向上

リストメール送信前のメール署名
の編集

送信可能なリストメール数の確認

個人取引先にメールを手早く送信
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

定義済み受信者を使用したメール
の送信

ToDo リストからのスペルチェック
の削除

メール作成時間の節約

メールログの暗号化の追跡

活動タイムライン

活動タイムラインの活動数の調整

活動タイムラインでの Einstein メー
ルの展開による詳細表示

活動アラーム

忘れないように行動アラームを使
用

活動アラームの微調整

一度にすべてのアラームをクリア

カレンダーと行動

重要なミーティングの取引先責任
者およびリードへの自動的な関連
付け

より多くの営業担当による被招集
者項目へのアクセス

Lightning Experience で簡単に同僚の行
動を操作

[Outlook に追加] ボタンでの行動のエ
クスポート

ホーム

データ品質

重複ジョブの使用による重複レコー
ドの把握 (リリース遅延)

会社の検出による販売パイプライ
ンへの埋蔵物の入力 (リリース遅延)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Google インテグレーション
Lightning for Gmail

不明アドレスからのメールを、取
引先責任者、リード、個人取引先
に変換

Chatter 通知メールでのコンテキスト
のさらなる取得

Gmail での Einstein 商談スコアリング
およびインサイトによる作業の集
中

Lightning for Gmail での自動入力
Lightning Sync for Google

Salesforce から Google Calendar™への一
向方の行動の同期

個人取引先と Google コンタクトと
の同期

より多くの Google ユーザに被招集
者へのアクセス権を付与

Lightning for Gmail と Lightning Sync の
設定を簡単に管理

Microsoft® インテグレーション
Lightning for Outlook

メール作成時の Lightning for Outlook

の固定表示

不明アドレスからのメールを、取
引先責任者、リード、個人取引先
に変換

Chatter 通知でのコンテキストのさら
なる取得

Microsoft® Outlook® での Einstein 商談ス
コアリングおよびインサイトによ
る作業の集中

Lightning for Outlook での自動入力
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning Sync for Microsoft® Exchange®

Microsoft® Exchange 2013 および 2016 で
の営業担当の行動の両方向同期

Salesforce から Microsoft Exchange®への
一方向の行動の同期

個人取引先と Microsoft® 連絡先との
同期

より多くの Microsoft® Exchange ユーザ
に被招集者へのアクセス権を付与

Lightning for Outlook と Lightning Sync の
設定の簡単な管理
Salesforce for Outlook

Connect for Office

Salesforce CPQ と Salesforce Billing

Salesforce CPQ

Salesforce CPQ Visualforce ページでの複
数品目の選択

契約ジョブ状況の追跡

Salesforce CPQ のその他の変更
Salesforce Billing

動的請求計画による請求のカスタ
マイズ

貸方票と借方票の税金の管理

改善されたレポートツールの使用

新しい支払センターでの請求書と
支払のシームレスな管理

未評価利用状況による柔軟な注文
商品

Pardot

Pardot が日本語で使用可能
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

SSL を使用したトラッカードメイン
のセキュリティ保護

Sales Cloud のその他の変更

Lightning Experience での調整可能な
売上予測グリッドの列幅

Lightning Experience の売上予測ペー
ジにアクセスするために必要な新
しい権限

Data.com Connect からのイギリスと
アイルランドの取引先責任者デー
タの削除

注文商品で数量 0 の注文品目を使用
可能

サービス
エクスポート機能、記事の共有、および翻訳承認プロセスを使用してナレッジに関する作業を効率化し、Live

Agent 実装にナレッジコンポーネントを組み込みます。返品注文でフィールドサービス製品の返品と修理を追
跡し、新しいガイド付き設定ですばやく概要を把握し、ユーザプロファイル別に Field Service Lightning モバイル
アプリケーション環境をカスタマイズします。ケースおよびリードの一括クイックアクション、すべてのオブ
ジェクトでのマクロサポート、さらに強力になった Snap-in SDK を利用できます。最後に、クイックテキストサ
ポート、ソーシャル会話の装飾されたサイドバー、より充実した Live Agent 環境など、Lightning Experience の
Service Cloud が大幅に改善されています。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

ナレッジ

ケースメールへの記事コンテンツ
の挿入

Lightning でのドラフト承認の設定

新しい任命先へのドラフトの再割
り当て

Live Agent ユーザへのナレッジアク
セス権の付与
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

翻訳ファイルの簡便なインポート

フィールドサービス

返品注文による製品および在庫の
返品の追跡

サービスレポートの関連リストの
絞り込み (ベータ)

Lightning Experience でのサービスレ
ポートの表示、メール送信、削除

サービスレポートへのページ番号
の追加

Salesforce アプリケーションでの
サービスクルーの表示および管理

オムニチャネルサポートエージェ
ントのサービスリソースの作成
(ベータ)

Field Service 管理パッケージ

サービスクルーのスケジュール

ガイド付き設定を使用した Field

Service の開始

フィールドサービスの効率の最適
化

適切なリソースの迅速な選択

モバイル用 Field Service

機能強化されたフローによるサー
ビスの高速化 (iOS & Android)

ユーザごとのモバイルアプリケー
ション設定のカスタマイズ (iOS およ
び Android)

複数のロケーションからの製品の
消費 (iOS) (ベータ)

在庫を編集できるユーザの制御 (iOS)

フローでの画像のアップロード (iOS)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

検索条件を使用したサービスレポー
トの管理 (iOS)

検索レイアウトを使用した参照項
目の制御 (iOS)

リソース不在のカスタマイズ (iOS)

生産性

クイックテキスト

マクロサポート

更新されたマクロユーティリティ

マクロでのメールテンプレートと
添付ファイルの使用

マクロでのクイックテキストの使
用

マクロユーティリティのショート
カット

マクロビルダーの機能強化

ケース

Lightning Experience の一括クイック
アクション

メール検索

メールの返信と転送

デフォルトのメールパブリッシャー
が HTML に

Lightning Experience のケースパス

Lightning Experience でのメールの承
認プロセスの送信アクションの作
成

コンソール

サービスコンソールの機能強化
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning Experience での新しい設定
フローを使用したオムニチャネル
の使用開始

ナレッジのサービスの設定フロー
Live Agent

Lightning Experience でクイックテキ
ストを使用してチャットを高速化

Lightning Knowledge を使用して
チャットをスマートに

待機中のチャットトランスクリプ
トの削除

チャットのシームレスリリース

オムニチャネル

スキルベースのルーティング (ベー
タ) を使用して、適切な作業を適切
なエージェントにすぐに転送

Lightning Experience での外部ルー
ティング (ベータ) の使用

Lightning Experience の Omni-Channel

Supervisor によるサポートセンター
の監視 (正式リリース)

Omni-Channel Supervisor にスーパー
バイザが必要な情報のみを表示
(ベータ)

エージェント作業とユーザサービ
スプレゼンスでの豊富なトリガと
ワークフローの使用

Lightning Experience でのオムニチャ
ネルコンソールメソッドとイベン
トの使用 (正式リリース)。

ルーティング制限の増加でより多
くの作業を実行

Web 用の Snap-in
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning コンポーネントを使用し
た事前チャットのカスタマイズ

事前チャットの返答に基づくチャッ
トのボタンへの転送

自動チャット招待によるプロアク
ティブなコミュニケーション

ログイン済み訪問者の事前チャッ
ト項目の入力

機密データルールを使用した顧客
データの保護

Snap-in 内にチャット後ページを表
示

Snap-In 設定およびバージョン 4.0

コードスニペットの更新

モバイルアプリケーション用
Snap-in

エンタイトルメント管理

ソーシャルカスタマーサービス

ソーシャル投稿でのクイックテキ
ストを使用した作業の迅速化

ソーシャル投稿へのメモの追加

文字数からの Twitter ハンドルの除
外

Apex でのソーシャル人格スレッド
使用の更新

ケースルールの定義と Apex を使用
しない転送

Professional Edition でのソーシャル
カスタマーサービスの使用
CTI

その他の変更
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Web-to-ケースおよび Web-to-リード
のメールからの個人データの削除

Lightning Experience での個人取引先
の納入商品の表示

分析
Lightning レポートビルダーの 2 回目のベータリリースには、使い慣れた強力な機能 (バケット列、クロス条件、
集計項目) が備わっています。Lightning Experience ダッシュボードに登録して、目に鮮やかな色を追加できます。
ユーザが Einstein Analytics を使い始められるように、統合された楽しい学習機能が備わっています。ガイド付き
の自然言語対話 (ベータ) によるデータの迅速なクエリおよび視覚化が可能です。任意の選択内容と検索条件で
設定したダッシュボードのビューを保存できます。Einstein データインサイト (パイロット) を使用して、レポー
トデータを分析できます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

レポートとダッシュボード

Lightning Experience レポートビルダー

バケット列によるデータの分類

クロス条件を使用したオブジェク
トをまたがる絞り込み

集計項目を使用したレポートデー
タの評価

ダッシュボードプロパティの編集

ロール階層別の絞り込み

Lightning Experience のレポートのその
他の機能強化

Lightning Experience レポートビルダー:

機能上の違いおよび使用できない
機能

ダッシュボード

ダッシュボードへの最大 10 列の
テーブルの追加 (正式リリース)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

ダッシュボードに登録して更新を
スケジュールし、最新情報をメー
ルで取得する

テーマとパレットを使用したダッ
シュボードの配色

Chatter 上のダッシュボードコンポー
ネントの改善された共有環境

Lightning Experience のダッシュボード
のその他の機能強化

フォルダ

Salesforce 検索を使用したフォルダの
検索

すばやく見つけるための、ファル
ダのお気に入り登録

Lightning Experience のレポートおよ
びダッシュボードのグラフの機能
強化

Einstein Analytics

オンボーディング

必要になった場所およびタイミン
グでのヘルプリソースへのアクセ
ス

エクスプローラのツアーの開始

Einstein Analytics ジャーニーの各ス
テップでの適切な学習リソースの
検索

Einstein Analytics 学習体験によるスキ
ルの向上

アプリケーションの構築

探索

視覚化とダッシュボード設計

開発とカスタマイズ
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

データインテグレーション

新しいコネクタと制限の改定によ
る接続可能なデータの増加 (リリー
ス遅延)

データフローエディタの機能強化
と時間短縮

export 変換を使用した Einstein

Discovery へのデータのエクスポート
(正式リリース)

レシピの機能強化によるデータ準
備の詳細な制御

データセットのビューの改善

事前作成済みアプリケーション

Field Service Analytics による適切なサー
ビスの適時提供

Sales Analytics による営業チームのパ
フォーマンスの向上

合理化された Service Analytics ウィ
ザードによる任意のアプリケーショ
ンの精密な作成
Einstein Discovery

Einstein データインサイト: Einstein が
レポートデータについて教えてく
れること(パイロット)

Analytics データフローからの Einstein

Discovery データセットの作成

Einstein Discovery での UTF-8 文字セッ
トの使用

Salesforce オブジェクトでの Einstein

Discovery のおすすめの表示 (パイロッ
ト)
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コミュニティ
コミュニティは、すぐれた機能が多く追加され、ますます使いやすくなります。Community Cloud と Marketing

Cloud のインテグレーションが 2 つの新しい機能によって向上しました。パートナーは Distributed Marketing を利
用できるようになり、新しいプログラムのマーケティングを実行するときに、事前設定されたカスタマイズ可
能なキャンペーンを使用できます。Lightning コミュニティでは、パーソナライズされたメールジャーニーを使
用して、コミュニティメンバーのオンボーディングや関係の育成を行うことができます。また、カスタマーコ
ミュニティにもすばらしい機能が追加されました。【カスタマーサポートへの連絡】フォームコンポーネント
とケースデフレクションコンポーネントを同時に使用して、ケースの申請前に問題に対するソリューションを
見つけられるように顧客をサポートできます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Einstein Answers (パイロット)

コミュニティの Journey Builder

Lightning コミュニティ

Lightning コミュニティの更新

コミュニティの迅速な構築とブラ
ンド設定

ページの基礎となるテーマレイア
ウトをすばやく表示

CMS Connect (JSON) 接続およびコン
テンツの作成や管理を簡素化

CMS Connect の JSON 接続での指定ロ
グイン情報の使用 (ベータ)

コミュニティのカレンダーを使用
した行動の追跡

アンケートコンポーネントを使用
したコミュニティからのフィード
バックの収集

2 つの新コンポーネントで顧客の回
答検索をサポートし、ケースを回
避

コミュニティメンバーの Snap-in

チャットに取引先責任者情報を入
力
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

ナビゲーショントピックを使用し
てコミュニティのコンテンツを最
大 8 レベル構成に

ページコンポーネントへの利用者
の割り当て

CRM 項目を使用した利用者のター
ゲティング

さらに多くのコンポーネントをさ
らに多くのテンプレートで使用

セキュリティ

コミュニティユーザの自己無効化
を有効化

コミュニティの外部ユーザの ID の
確認

すべてのカスタマーおよびパート
ナーライセンスで使用できる共有
セット —パイロット

操作性およびパフォーマンスの改善

ワークスペースをホームに

取引先ロールを最適化してパフォー
マンスの向上と組織の拡張を図る

コミュニティビルダーでマルチ言
語コミュニティを作成

コミュニティページの SEO の改善

Visualforce、コミュニティビル
ダー、Site.com Studio、コンテンツ
ファイルの URL からインスタンス名
を削除 (重要な更新)

Lightning コミュニティの Chatter

アンケートへのハッシュタグの追
加

グループメンションのアプリケー
ション内通知の取得
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

投稿へのリンクをコミュニティと
共有

いいね! とプラス投票を一緒にカウ
ント

メール通知からコミュニティへの
移動

内部 Salesforce 組織のコミュニティ
ストリームで実行できる操作の増
加 (ベータ)

[最終活動日] のグループリストのさ
らに合理化された更新の取得

Partner Central

パートナーコミュニティでの非公
開会話

パートナースコアカードを使用し
たパートナーのパフォーマンスの
追跡 (正式リリース)

Distributed Marketing を使用したパー
トナーキャンペーンの作成とパー
ソナライズ (パイロット)

キャンペーンマーケットプレイス
を使用してチャネルマーケティン
グの ROI を向上

新しいガイド付き設定: チャネルプログラム、キャンペーンマーケットプレイス、インテリジェントセール
スイネーブルメント

事前承認済みのキャンペーンをパー
トナーと共有することでチャネル
マーケティング担当者を強化

チャネルメンバーシップの管理お
よびパートナーのパフォーマンス
の測定

インテリジェントなセールスイネー
ブルメントによる営業チームの強
化
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

コミュニティ分析

コミュニティがケースの発生をど
れほど適切に防止しているのかに
ついての把握

センチメント分析ダッシュボード
でコミュニティの雰囲気を把握 (パ
イロット)

コミュニティのファイル

ライブラリコンポーネントを使用
したライブラリのナビゲーション
(正式リリース)

標準ユーザによるアセットの作成
の許可

Quip を使用したコミュニティメン
バーとのコラボレーション

外出先でのファイルのプレビュー

認証されていないユーザのアセッ
トファイルの作成

ファイルのアップロードコンポー
ネントと Cloud Flow Designer を使用
したファイルのアップロード

アセットファイルでのトリガや入
力規則のスキップ

接続済みソース用に保存されたロ
グイン情報の削除

コミュニティのその他の変更

プロセスビルダーとワークフロー
ルールを使用してより多くの ToDo

を自動化

エンゲージメントキューでのカス
タム一括アクションの使用

Einstein スパム検出のデータ保持期
間の短縮 (パイロット)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

メンバープロファイルコンポーネ
ントの名前をメンバーのプロファ
イルと設定に変更

Chatter
[自分がフォローするもの] フィードでは、自分が実際にフォローしている人に焦点が当てられます。自分のグ
ループのいずれかがメンションされると、アプリケーション内通知を取得できます。投稿へのリンクを簡単に
共有できます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

フィード

フォローしたいものだけをフォロー

グループメンションのアプリケー
ション内通知の取得

投稿へのリンクの共有

条件の適用と保持

内部 Salesforce 組織のコミュニティ
ストリームで実行できる操作の増
加 (ベータ)

リッチリンクプレビュードメイン
の合理化されたリストの操作

最適化された Chatter ユーザメール
ダイジェストによるパフォーマン
スの向上

Chatter のその他の変更

[最終活動日] のグループリストのさ
らに合理化された更新の取得

プロセスビルダーとワークフロー
ルールを使用した Chatter タスクの
自動化

アンケートでのハッシュタグの使
用
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Files
チームは外出先でファイルをプレビューできます。最近のアセットファイルにすばやくアクセスしたり、ア
セットの作成を標準ユーザに許可したり、認証されていないユーザがアクセスできるアセットファイルの作成
手段を顧客に提供したりできます。フローは、ファイルのアップロードコンポーネントを使用する新しい方法
です。新しいライブラリメンバー管理機能では、[ファイル] ホームのタブからライブラリメンバーを追加しま
す。Quip のガイド付き設定を使用して、Quip と Salesforce を統合できます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

アセットの [リストを参照] を使用し
たファイルへのアクセス

標準ユーザによるアセットの作成
の許可

認証されていないユーザのアセッ
トファイルの作成

外出先でのファイルのプレビュー

ライブラリメンバー管理を使用し
たライブラリメンバーの追加 (ベー
タ)

Salesforce と適切に統合するための
Quip の設定

Quip のインテグレーション

フローからのファイルのアップロー
ド

アセットファイルでのトリガや入
力規則のスキップ

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。Salesforce は Chatter やその他多くのセールス機能を改善しました。これにより、営業担当は携帯電話からさ
らに多くの業務を実行できます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Salesforce モバイルアプリケーション
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Salesforce for Android/iOS の新機能

Salesforce アプリケーションのすべての新機能

iPhone X での Salesforce の実行

Salesforce for iOS の新しい検索機能

取引先と商談に関する Einstein イン
サイトの参照 (パイロット)

エンタープライズテリトリー管理
を使用して外出中により多くの情
報を参照

Quip アプリケーションでのアクセス
とコラボレーション

Spring '18 で廃止される Salesforce モバ
イルの従来のグラフ

外出先での投稿とコメントへのス
タイルの追加 (パイロット)

グループへのメンションに関する
転送通知の取得

モバイルデバイスのフィードタブ
の名前変更

新しい Chatter 投稿コンポーザでの
コンテンツの共有

Salesforce for Android の最新の Chatter

環境

Chatter フィード内でのインライン画
像と複数の添付ファイルの表示

Chatter ストリームを使用したカスタ
ムフィードへのアクセス

お気に入りを使用した上位 Salesforce

ページへのショートカットの作成

ファイルのアップロードコンポー
ネントと Cloud Flow Designer を使用し
たファイルのアップロード
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

サードパーティキーボードを使用
したメッセージのアニメーション
Salesforce Authenticator

Financial Services Cloud
ユーザは、定年後の貯蓄や預金口座など顧客の一番の関心事をすばやく把握できるほか、「クライアントが示
した関心」コンポーネントを使用して、あらゆる情報をクライアントプロファイルですばやく確認できます。
一括アップロードの機能強化である高速データ読み込みを使用して、大きなバッチサイズをすばやくアップ
ロードします。さらに、Financial Services Cloud で個人取引先を活用できます。それだけではありません。先に進
んで詳細を確認してください。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

「クライアントが示した関心」コ
ンポーネントによる顧客のニーズ
の把握と参照

高速データ読み込みを使用してアッ
プロードを高速化

Financial Services Cloud での個人取引
先の活用

Financial Services Cloud の操作性およ
びその他の機能強化

Financial Services Cloud オブジェクト
の新規カスタム項目

Health Cloud
目標を問題から切り離すと、自分に適した方法で Health Cloud データモデルを使用できます。Health Cloud は患者
のケアのギャップを特定するのに役立ちます。また、調査情報を収集することで、患者をより効果的に管理で
きます。
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

柔軟なケアプランによるケアのカ
スタマイズ

ケアギャップを追跡してケアの連
携を改善

評価を使用した患者情報の収集

カスタマイズ
Lightning アプリケーションビルダーを使用すると、動的なホームページおよびアプリケーションページの作成
や、Lightning アプリケーションの変更を行うことができます。画面にカスタム Lightning コンポーネントを埋め
込み、現在のフローフェーズをユーザに表示することで、画期的なフローになります。新しい時間データ型を
使用すれば、時間のみのデータを追跡を開始できます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning アプリケーションビルダー

Lightning アプリケーションビルダー
を使用した Lightning アプリケー
ションの編集

Lightning アプリケーションビルダー
内での Lightning ページの管理

動的な Lightning アプリケーション
およびホームページの作成

コンポーネントの表示ルールへの
関連項目とその他のオブジェクト
の追加

割り当てられたアプリケーション
をアプリケーションページの詳細
ページで参照

折りたたみ可能なセクションへの
コンポーネントの整理

コンソールアプリケーションの固
定領域ページの作成
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

ホームページでの一時停止中のフ
ローインタビューの表示

アンケートコンポーネントを使用
してユーザからフィードバックを
収集

F6 キーを使用した Lightning アプリ
ケーションビルダーパネルのフォー
カスの切り替え

フロー

フロー設計

Lightning コンポーネントを使用した
リッチなフロー画面の構築

フロー画面のデフォルトのヘッダー
とフッターの上書き

フローからの直接的なファイルの
アップロード

フロー種別の表示ラベルの変更

フローの配布

オブジェクト固有のアクションか
らのフローの起動 (正式リリース)

Apex からの動的なフローの開始

フロー翻訳に変更があるかどうか
の確認

一括で呼び出されたときにすべて
の自動起動フローインタビューを
実行 (重要な更新)

一時停止中のフローインタビュー

他のユーザが所有する一時停止中
のインタビューの再開

Lightning Experience からの一時停止中
のフローインタビューの再開
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

一時停止中のフローインタビュー
とレコードの関連付け

一時停止中のフローインタビュー
に関する詳細情報の追跡

項目と選択リスト

カスタム選択リストをカスタム複
数選択リストに変換するときのレ
コードタイプの値設定の保持

ユーザ管理

外部ユーザによる自己無効化の有
効化

ユーザ管理設定ノードで拡張プロ
ファイル機能にアクセス

Salesforce Connect

新規および更新されたデバッグイ
ベント種別を使用した外部オブジェ
クトへのアクセスのトラブルシュー
ティング

外部オブジェクトのコンパクトレ
イアウトの取得およびリリース

新しい組織での Salesforce Connect

の OData 2.0 アダプタの改善

一般設定

新しい権限によるロールとロール
階層の表示の制御

異なる環境に合わせた個別の標準
アクションの上書きの割り当て

[設定] の [スキーマ設定] へのアクセ
ス

「Tooling API 経由の WebLink アクセ
スの許可」システム権限の名称変
更

ロケールフレンドリーな住所形式
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

AppExchange

セキュリティと ID
1 時間ごとまたは 1 日ごとにイベントログファイルを取得し、必要に応じて削除できるようになりました。動
的ブランド設定を埋め込みログインおよび認証プロバイダに追加できます。また、UI から直接新しい設定を使
用して、セキュリティヘルスチェックのカスタムベースラインを更新できます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

認証と ID

Web サイトの埋め込みログインの
動的ブランド設定

ロケールパラメータによる複数言
語埋め込みログインのサポート

認証プロバイダ URL への動的ログイ
ン環境の追加

認証プロバイダ URL を使用したユー
ザへの再認証と再承認の要求タイ
ミングの制御

Visualforce ページのログインフロー
によるログインプロセスの柔軟な
制御

コミュニティの外部ユーザの ID の
確認

Apex トリガを使用した 2 要素認証
の要求

最適化された認証プロバイダ URL に
よるソーシャルサインオンのパ
フォーマンスの向上

API を介したサードパーティアカウ
ントリンクの設定
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

外部 ID コミュニティセッションの
延長による顧客エンゲージメント
の向上 (ベータ)

連絡先のない External Identity ユー
ザの作成 (パイロット)

Salesforce Shield

プラットフォームの暗号化: 鍵派生の除外、暗号化された PII 項目の増加、確定的暗号化 (ベータ)、自動一括
復号化

BYOK による鍵派生の除外 (ベータ)

商談および契約に関する多くの PII

項目の暗号化 (正式リリース)

個人名によるデータのプライバシー
設定の保存

大文字と小文字を区別する完全一
致による確定的暗号化を使用した
暗号化データの絞り込み (ベータ)

スキニーテーブルへの暗号化項目
の追加 (正式リリース)

重複管理で使用される一致ルール
への暗号化項目の追加 (ベータ)

項目データの自動的な一括復号化

[設定] からセルフサービスの検索イ
ンデックスの暗号化を有効化

合理化された暗号化の設定ページ
による迅速な作業開始

暗号化統計を使用した暗号化カバー
率の確認 (正式リリース)

イベント監視

イベントログファイルの削除によ
るデータ保護の強化

イベントログファイルを使用した
安全でない外部アセットの追跡
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

時間ベースのワークフローでのユー
ザアクションのより包括的な追跡

EventLogFile イベント種別の項目の廃
止

状態チェック

状態チェックの新しいセキュリティ
設定

新しい設定によるカスタムベース
ラインの更新

その他のセキュリティの変更

Salesforce の外部にリダイレクトさ
れる前にユーザにアラート

テスト前の Salesforce 環境に関する
セキュリティ評価のスケジュール

Salesforce IoT
Salesforce IoT Explorer Editionを使用して、接続デバイスからのイベントをほぼリアルタイムで処理し、顧客との有
意義なインタラクションを作成します。Explorer では Salesforce データとのインテグレーションが組み込まれる
ため、Salesforce でカスタマーリレーション管理 (CRM) への投資を活用できます。このリリースには、オーケス
トレーションおよび関連するコンポーネントの取得と操作を行う新しい IoT REST API が含まれるほか、コンテキ
ストに応じた新しいユーザインターフェースが含まれます。また、IoT 使用状況の監視ページ、メールアラー
トや、データプライバシーのための IoT データのエクスポートおよび削除機能が導入されています。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Salesforce IoT REST API を使用した IoT

コンポーネントへのアクセスと操
作

関連付けられたイベントと
Salesforce オブジェクトを一目で確
認

IoT 使用状況データの簡単な把握
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

メールアラートを使用した使用状
況に関する警告

データプライバシーのための IoT

データのエクスポートおよび削除

開発
インテリジェンスが向上し、コンポーネントや API が新規追加および更新され、優れた開発ツールが導入され
ました。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、Lightning プラットフォームの次の機能強化は、別の
組織に再販するための優れたアプリケーション、インテグレーション、およびパッケージの開発に役立ちま
す。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Einstein Platform Services

JWT トークンの長さの増加

Einstein プラットフォームサービス
へのアクセスを保持するための API

エンドポイントの変更

Einstein Vision: オブジェクト検出、表示ラベルのすべての画像例の取得

Einstein Object Detection を使用した画
像オブジェクトの特定

表示ラベルのすべての画像例の取
得

Einstein Language: 学習曲線総計値、適合率-再現率曲線、表示ラベルのすべてのテキスト例の取得

アプリケーションの自然言語処理
と Einstein Language のバインド

学習曲線総計値を使用した言語モ
デルの把握

適合率-再現率曲線を使用した言語
モデルの把握
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

表示ラベルのすべてのテキスト例
の取得

Lightning コンポーネント

暗黙的な共有を行う @AuraEnabled

Apex コントローラに対して without

sharing を使用 (重要な更新)

<lightning:container> アプリケーショ
ンの API アクセスの取り消し (重要
な更新)

コンポーネントライブラリ (ベータ):カスタムコンポーネントとインターフェースドキュメントの参照

カスタム名前空間およびパッケー
ジ内の Lightning コンポーネントリ
ソースの参照

属性とメソッド以外のインター
フェースドキュメントを参照

コンポーネントの属性型の検証

動的に作成されたコンポーネント
の検索

Lightning コンポーネントを使用す
るアクションの上書きを Lightning

コンソールアプリケーションでサ
ポート

<style> タグはコンポーネントで使
用不可

Locker Service の変更

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
Visualforce
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Visualforce、コミュニティビル
ダー、Site.com Studio、コンテンツ
ファイルの URL からインスタンス名
を削除 (重要な更新)

Lightning コンソールの UI テーマの
有効化 (重要な更新)

Visualforce Lightning Experience の
ロールアウトの簡略化

Lightning Experience とカスタムスタ
イルをサポートする <apex:slds>

Visualforce ページでの Lightning コン
ソールの UI テーマの検出

カスタムメタデータ型

カスタムメタデータ型を持つ入力
規則数式の採用 (パイロット)

カスタムメタデータ型の項目の簡
単な挿入 (パイロット)

Apex

プラットフォームキャッシュ:

Lightning で使用可能に

Apex: 新規および変更されたクラス

変更された Apex クラス

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
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト

新しいオブジェクト

変更されたオブジェクト
SOQL

REST API

新しいリソース: SObject Collections に
よる往復数の減少
SOAP API

新規、変更、および廃止されたコー
ル
Chatter REST API

新規および変更された Chatter REST

API リソース

新規および変更された Chatter REST

API リクエストボディ

新規および変更された Chatter REST

API レスポンスボディ

レポートおよびダッシュボード REST API

新しいリソースとパラメータ:

notifications?source=lightningDashboardSubscribe、
related-objects、および text-values

新しいメソッド: folders

変更されたリソース:

dashboardMetadata および
reportTypeMetadata

ユーザインターフェース API

連動選択リストの UI の構築

リストビューの UI の構築

サポートされているオブジェクト
のディレクトリの取得
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

ETag ヘッダーによるアプリケーショ
ンパフォーマンスの向上

Salesforce 組織の有効なテーマの取得
Tooling API

Tooling API の新規オブジェクトと変
更されたオブジェクト

メタデータ API

データサービス: コンプライアンスの改善と削除権限

ユーザによるカスタム Big Object の
データの削除

項目履歴および項目監査履歴デー
タの削除

Salesforce コンソール API

デバッグ

Cookie を設定しないゲストユーザの
デバッグログの収集

管理パッケージコードの膨大なデ
バッグログの回避

購入済み Apex デバッガセッション
と無料の ISV カスタマーデバッガ
セッションの併用

新規および更新されたデバッグイ
ベント種別を使用した外部オブジェ
クトコールアウトのトラブルシュー
ティング

開発者ハブ

第二世代パッケージ

ロック解除された開発者管理パッ
ケージの作成およびインストール
(ベータ)

ロックされた開発者管理パッケージによるメタデータの保護 (パイロット)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

開発者管理パッケージにさらに多
くのコンポーネントを追加

URL からパッケージをインストール

Salesforce CLI の新しいパッケージオ
プション

ユーザ権限を使用した第二世代パッ
ケージの制御

パッケージ API の変更

VS Code 向け Salesforce 拡張機能

Force.com IDE 2 (ベータ) の終了
Sandbox

Salesforce CLI

ISVforce

管理パッケージをアップグレード
するときのグローバル値セットと
標準値セットの動作の一貫性確保

[パッケージの詳細] のコンポーネン
トリストを必要に応じて更新

パッケージの主担当者の変更

非推奨となったパッケージアーカ
イブの削除

パートナーエディションのスクラッ
チ組織の作成 (リリース遅延)

インストール前のパッケージの承
認状況の表示

エンタープライズメッセージング

ストリーミング API での無効な接続
の処理
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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およびmacOS の Apple® Safari®バージョン 11.x

でサポートされています。また、Microsoft Edge、Mozilla® Firefox®、および 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
エディション

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

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:

• Salesforce では、Salesforce Classic、Lightning Experience、または Salesforce モバ
イル Web のコンテンツを表示する WebView や同様のコントロールを埋め
込む非ブラウザアプリケーションはサポートされていません。このコン
トロール種別を埋め込むアプローチの例として、Salesforce Mobile SDK、
Microsoft の WebBrowser コントロール、Electron の埋め込み Chromium ブラウ
ザ、iOS の UIWebView および WKWebView、Android の WebView などが挙げら
れます。

• 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 Salesforce アプリ
ケーションを使用することをお勧めします。Salesforce 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、「Salesforce 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。
• IE11 の延長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。
• IE11 での Lightning Experience の使用には、重大なパフォーマンスの問題があります。
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https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=sf1_requirements.htm&language=ja#sf1_requirements
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https://help.salesforce.com/articleView?id=000233325&type=1&language=ja
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• この変更は、Salesforce Classic やコミュニティを使用する組織のユーザには影響しません。また、コミュ
ニティで IE11 を使用するのにオプトインは必要ありません。

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

11.x+最新最新最新IE 11 (2020 年 12 月
31 日にサポート
終了)

Lightning Experience

11.x+最新最新最新IE 11 (2020 年 12 月
31 日にサポート
終了)

Lightning コンソー
ルアプリケー
ション

11.x+最新最新最新IE 11 (2020 年 12 月
31 日にサポート
終了)

Lightning コミュニ
ティ

なしなしなしなしなし設定に関する特
別な考慮事項?

ありありなしありあり制限事項?

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

エディション

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

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、「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。
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https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=getstart_browser_considerations_safari.htm&language=ja#getstart_browser_considerations_safari
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=getstart_browser_considerations_firefox.htm&language=ja#getstart_browser_considerations_firefox
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=getstart_browser_considerations_edge.htm&language=ja#getstart_browser_considerations_edge
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=getstart_browser_considerations_ie.htm&language=ja#getstart_browser_considerations_ie
https://help.salesforce.com/articleView?id=Retirement-of-Support-for-Accessing-Lightning-Experience-Using-Microsoft-Internet-Explorer-version-11&language=ja&type=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=Retirement-of-Support-for-Accessing-Lightning-Experience-Using-Microsoft-Internet-Explorer-version-11&language=ja&type=1


Salesforce Classic でサポートされるブラウザ
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

Salesforce Classic は、Microsoft® Internet Explorer®バージョン 9、10、11およびmacOS の
Apple® Safari®バージョン 11.xでサポートされています。また、Microsoft Edge、Mozilla®

Firefox®、および 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 Salesforce アプリケー
ションを使用することをお勧めします。Salesforce でサポートされるモバイ
ルブラウザについては、「Salesforce アプリケーションの要件」を参照して
ください。

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

11.x+最新最新最新IE 9+Salesforce Classic

なし最新最新最新IE 9+Salesforce コン
ソール

なしありなしなしあり設定に関する特
別な考慮事項?

ありなしなしありあり制限事項?

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。

Salesforce 全体: Lightning Experience のパーソナライズされたナビ
ゲーション、テーマ、アンケートによる生産性の向上

アプリケーションのナビゲーションバーをパーソナライズしてユーザ独自の作業方法に合わせます。新しい
テーマ、マクロ、クイックテキストを探索してください。ユーザや顧客からフィードバックとデータを収集す
るための美しく使いやすいフォームを作成します。Lightning コンソールアプリケーションには、各システム管
理者、エージェント、開発者にとっての新機能が含まれます。取引先とファイルの検索結果に検索条件が追加
されました。また、データ保護とプライバシーに関して順守している規制やポリシーに関係なく、ユーザの要
件を満たす最適な方法を評価するためのガイダンスを提供します。
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このセクションの内容:

データ保護とプライバシーの規制のガイダンスの取得
データ保護とプライバシーの規制に関する規制を順守してください。順守する規制やポリシーにかかわら
ず、要件を満たす最適な方法を評価するのに役立つガイダンスを提供します。
特定のデータプライバシー設定の保存
個人オブジェクトに基づくデータプライバシーレコードを使用すると、顧客の特定のデータプライバシー
設定を保存できます。顧客があなたの会社に特定の連絡方法のみを要求する場合、このレコードは顧客の
希望を尊重するのに役立つ可能性があります。一般データ保護規則 (GDPR) など、一部の法規制では、顧客
の希望を受け入れることが要求されます。
Lightning Experience のパーソナライズされたナビゲーションによる生産性の大幅な向上
アプリケーションのナビゲーションバーをパーソナライズしてユーザ独自の作業方法に合わせます。項目
の並び替えや、追加した項目の名前変更または削除ができます。また、一時タブを使用したナビゲーショ
ン方法も提供されています。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience のテーマでトゥルーカラーを表示
組織のカスタムのブランド画像と色のセットを使用して、ブランドや重要なプロジェクト (新製品の発表な
ど) に対するチームの士気を高めます。これをテーマと呼びます。数回クリックするだけで、Salesforce の組
み込みテーマのいずれかを選択したり、独自のカスタムテーマを作成したりできます。これは、Lightning

Experience の新機能です。
Salesforce アンケートによるフィードバックの収集 (正式リリース)

Salesforce アンケートを紹介します! ユーザや顧客からフィードバックとデータを収集するための美しく使い
やすいフォームを作成します。さまざまな種別の質問を追加して、必要なデータを収集します。価値のあ
るアンケートデータは組織にすべて保存されます。そのため、Salesforce の機能を活用して、データを参照
したり、レポートとダッシュボードを作成したり、インサイトを会社で共有したりできます。この機能は、
Classic および Lightning Experience で正式リリースされました。
Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションの新しい URL 形式を有効化 (重要な更新)

Lightning Experience 標準アプリケーションと Salesforce モバイルアプリケーションで使用される URL 形式が変
更されます。新しい URL 形式はこれまでよりも可読性が向上しており、認証前に Lightning Experience URL にア
クセスしたときに予期しない場所に移動する問題に対応しています。この更新は、Lightning Experience コン
ソールアプリケーションとコミュニティには適用されません。
クイックテキストとマクロによる生産性の向上
マクロを Lightning アプリケーションのほとんどの標準およびカスタムオブジェクトで使用できます。クイッ
クテキストが Lightning Experience ツールボックスにも追加されました。これらの変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
一目でわかるレコード詳細情報
レコードの詳細コンポーネントのレイアウトの改良により、読みやすくなっただけでなく、表示される情
報の密度が高まりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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Lightning コンソールアプリケーション: Web タブ、Lightning 固定領域ページ、その他
すべてのユーザがこのリリースの恩恵を受けます。コンソールユーザは、クイックテキストやマクロなど
の強力なツールを使用して時間と労力を節約できます。システム管理者は、固定領域ページと新しいアコー
ディオンコンポーネントを使用して、柔軟な設計をすることが可能となりました。もちろん、開発者も恩
恵を受けます。開発者は、深いインテグレーションとオートメーションの改善を可能にするツールが活用
できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
検索: 検索結果の絞り込み方法の増加
Lightning Experience で、まずは取引先とファイルを絞り込めるようになりました。[上位の結果] ページも改善
され、最も関連性の高いオブジェクトの結果が上位に表示されるようになりました。また、いつものよう
に、検索できるオブジェクトは増えていきます。
Lightning Experience 準備状況に関する最新情報の取得
準備状況チェックを最近実行しましたか? すでに実行している場合も、もう一度実行してください。Salesforce

は Spring '18 全体にわたって更新をリリースし、最新の推奨事項を提供します。Salesforce の更新は、Lightning

Experience の新機能と、お客様から取得したフィードバック (お客様が最も知りたいことなど) に基づきます。
これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
使用しない組織の無効化
組織が有用でなくなったときは、その組織から立ち去るときです。組織を無効化できます。組織を無効化
しても気が変わった場合は、30 日以内であれば組織を再度有効化できます。30 日後に組織はロックされま
す。組織を再度有効化するには、Salesforce カスタマーサポートに連絡する必要があります。60 日後に組織
は Salesforce サーバから永久に削除されます。
Lightning Experience のどこからでもヘルプトピックを参照
Salesforce 内でヘルプを探していますか? 使用中のページを開いたままヘルプを取得できます。Lightning Experience

のヘルプメニューでヘルプトピックをクリックし、ヘルプメニューでヘルプトピックを直接プレビューし
ます。ヘルプトピックを固定すると、作業している間、ヘルプトピックは開いたままになります。この変
更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ポップアップによる Lightning Experience の採用の促進
Lightning Experience を有効にした場合、Salesforce によって移行が支援されます。1 月 15 日以降、資格のある
ユーザが Salesforce Classic を依然として使用している場合、Lightning Experience を試用することを促されます。
フィードバックと共に連絡先情報を送信するように選択
ヘルプメニューを通じて Salesforce にフィードバックを提供する場合、連絡先情報を送信するように選択で
きます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
グローバルアクションメニューへの新しいヘッダーテキストの追加
グローバルアクションメニューにはあらゆる種類のグローバルアクションが含まれます。「レコードを作
成」のような種類のアクションだけではありません。これを明確にするために、メニューのヘッダーテキ
ストを「作成」から「グローバルアクション」に変更しました。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
Force.com から Lightning プラットフォームへ
2007 年、Salesforce は当社の核となるプラットフォームテクノロジである Force.com を導入しました。この 10

年間、この機能が大幅に増加したため、名前を Lightning プラットフォームに変更しています。Force.com へ
のすべての参照が当社の製品から削除されるまで少し時間がかかりますが、今後は Lightning プラットフォー
ムになります。
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データ保護とプライバシーの規制のガイダンスの取得
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

データ保護とプライバシーの規制に関する規制を順守してください。順守する
規制やポリシーにかかわらず、要件を満たす最適な方法を評価するのに役立つ
ガイダンスを提供します。
データ保護とプライバシーの規制で、各個人データの安全性と機密性を確保す
ることが求められる場合があります。顧客データを収集および処理している多
くの会社にとって重要な規制をリストします。
• 一般データ保護規則 (GDPR)、EU

• 個人情報保護法 (PIPA)、日本
• 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA)、米国
• プライバシー法、オーストラリア
• 個人情報保護および電子文書法 (PIPEDA)、カナダ
規制には、相互に類似する原則が含まれていることがあります。そのため「データ保護とプライバシー」で共
通するプライバシーの原則に関するガイダンスを提供します。

特定のデータプライバシー設定の保存
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

個人オブジェクトに基づくデータプライバシーレコードを使用すると、顧客の
特定のデータプライバシー設定を保存できます。顧客があなたの会社に特定の
連絡方法のみを要求する場合、このレコードは顧客の希望を尊重するのに役立
つ可能性があります。一般データ保護規則 (GDPR) など、一部の法規制では、顧
客の希望を受け入れることが要求されます。
標準オブジェクトの「個人」には、データプライバシーレコード内のデータプ
ライバシー設定を保存するための項目が含まれます。このレコードは Salesforce 内のあなたの会社のリードと取
引先責任者に関連付けられます。データプライバシーレコードを使用すると、特定のデータプライバシー設定
の追跡と保存ができますが、この設定をどのように受け入れるかを決定するのはユーザです。あなたの会社
に、準拠している特別なポリシーがある場合、独自のカスタム項目を個人オブジェクトに追加できます。
データプライバシーレコードで、次のアクションに関して顧客の設定を追跡し、保存します。
• 顧客の個人データを収集、保存、共有する
• 個人データの所有権を顧客が取得できるように個人データをパッケージ化する
• 顧客に関連するレコードと個人データを削除する
• 製品およびサービスを勧誘する
• 顧客の地理位置情報と Web 活動を追跡する
特定のデータプライバシー設定をユーザが追跡および保存できるようにする手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「データ保護とプライバシー」と入力し、[データ保護とプライバ

シー] を選択します。
2. [編集]をクリックし、[データ保護の詳細をレポートで利用できるようにする]を選択して、[保存]をクリッ

クします。
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3. [個人] 項目をリードおよび取引先責任者オブジェクトのページレイアウトに追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: データ保護とプライバシーの設定 (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: データのプライバシー設定のベストプラクティス (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)

個人名によるデータのプライバシー設定の保存

Lightning Experience のパーソナライズされたナビゲーションによる生
産性の大幅な向上

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

アプリケーションのナビゲーションバーをパーソナライズしてユーザ独自の作
業方法に合わせます。項目の並び替えや、追加した項目の名前変更または削除
ができます。また、一時タブを使用したナビゲーション方法も提供されていま
す。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience のパーソナライズされたナビゲーションは Salesforce Classic のカ
スタマイズされたタブセットに似ていますが、それよりも優れています。Lightning

Experience のナビゲーションバーに含めることができるのは、取引先のような単
なるオブジェクトレベルの項目だけではありません。ダッシュボード、リスト、
レコードなど、細かい項目を追加できます。

一時タブによるビューの管理
一時タブを使用して、重要な項目にナビゲーションバーから直接アクセスします。たとえば、頻繁に使用する
ダッシュボードを一時タブで開くと、そのダッシュボードにどの場所からでもすぐにアクセスできます。

一時タブは、現在のアプリケーションに存在しない項目を管理する手段としても優れています。たとえば、ア
プリケーションランチャー、お気に入りリスト、またはリンクから項目を開くとします。ナビゲーションバー
からまだアクセスできない場合も、項目は一時タブとして開き、そこから項目に簡単にアクセスできます。
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項目名の横にあるアスタリスク (1) は、それが一時タブであることを意味します。一時タブを閉じたり、Salesforce

からログアウトしたり、別のアプリケーションに切り替えたりすると、一時タブはナビゲーションバーから削
除されます。ただし、一時タブをナビゲーションバーに永続的に追加することができます。次を見てみましょ
う。

一時タブをナビゲーションバーに永続的に追加する
あなたはいつもリストやダッシュボードのような特定の項目から 1 日の作業を開始していませんか? アプリケー
ションのナビゲーションバーにそうした項目を簡単に追加できます。該当の項目を一時タブとして開き、ド
ロップダウンメニューから [ナビゲーションバーに追加] を選択します。

これでこの項目はアプリケーションのナビゲーションバーの永続的な項目になりました。

ナビゲーションバーでの項目の管理
独自の項目をナビゲーションバーに追加し、自分の作業方法に合わせて項目を調整します。
• 項目の順序を変更して自分のワークフローに一致させる
• 追加した項目を名前変更または削除する
変更するには、ナビゲーションバーの鉛筆アイコンをクリックします。

ナビゲーションをパーソナライズするときの考慮事項は、次のとおりです。
• ユーザはナビゲーションバーに追加した項目の並び替え、名前変更、または削除はできますが、システム

管理者が定義したデフォルト項目の削除または名前変更はできません。
• デフォルト項目を含め、最大 50 個の項目をナビゲーションバーに含めることができます。ナビゲーション

バーにすでに 50 個のデフォルト項目がある場合、項目をそれ以上追加できません。
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• 一時タブを開いた後、新しい Web ブラウザタブを開いた場合、一時タブを新しい Web ブラウザタブで使用
することはできません。

• システム管理者は、ユーザがナビゲーションバーに追加した個人項目にアクセスしたり、その項目を修正
したりできません。

• Lightning Experience でパーソナライズした内容を Salesforce Classic で使用することはできません。

システム管理者の重要なアクション
パーソナライズしたナビゲーションをユーザが最大限活用できるようにサポートします。

メモ: ユーザが使用するアプリケーションでナビゲーションバーがパーソナライズされないように、パー
ソナライズを無効にできます。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザインターフェース」と入力
し、[ユーザインターフェース] を選択します。[Disable Navigation Bar Personalization in Lightning Experience

(Lightning Experience のナビゲーションバーのパーソナライズを無効化)]を選択します。今後のリリースに
より、特定のアプリケーションのナビゲーションバーのパーソナライズを制御できるようになります。

• Classic アプリケーションから Lightning アプリケーションにアップグレードします。ユーザは Classic アプリ
ケーションのナビゲーションバーを Lightning Experience でパーソナライズできません。

• アプリケーションに含まれているものを確認します。ユーザが独自のナビゲーション項目を追加できるよ
うになりました。ここで、ナビゲーションバーから余分なものを削除することをお勧めします。システム
管理者がナビゲーションバーに含めた項目をユーザは削除できません。また、50 を超える項目がナビゲー
ションバーに含まれる場合、ユーザはナビゲーションバーをパーソナライズできません。たとえば、シス
テム管理者が 32 個の項目をアプリケーションのナビゲーションバーに含めた場合、ユーザは 18 個の個人項
目を追加できます。その後、ユーザは個人項目をそれ以上追加できません。

• アプリケーションのナビゲーションバーに適切な親オブジェクトを追加して、一時タブが開かれないよう
にします。たとえば、契約リストやレコードが一時タブとして開かれないようにするには、ナビゲーショ
ンバーに [契約] を追加します。

関連トピック:

IdeaExchange: Customize My Tabs in Lightning Experience (Lightning Experience でのタブのカスタマイズ)

Lightning Experience のテーマでトゥルーカラーを表示
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

組織のカスタムのブランド画像と色のセットを使用して、ブランドや重要なプ
ロジェクト (新製品の発表など) に対するチームの士気を高めます。これをテー
マと呼びます。数回クリックするだけで、Salesforce の組み込みテーマのいずれ
かを選択したり、独自のカスタムテーマを作成したりできます。これは、Lightning

Experience の新機能です。
[設定] で、[クイック検索] ボックスに「テーマおよびブランド設定」と入力し、
[テーマおよびブランド設定]を選択します。既存のテーマを表示、プレビュー、
有効化したり、[新規テーマ] をクリックして独自のテーマを作成したりできま
す。
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ブランド画像をアップロードし、ブランドの色を選択します。必要に応じて、ページ背景画像、デフォルトバ
ナー、グループとユーザプロファイルのアバターをアップロードします。

テーマは一度に 1 つのみ有効化でき、1 つのテーマが組織全体に適用されます。また、アプリケーションを使
用するときに、カスタムテーマのブランド画像とナビゲーションバーの色ではなく、アプリケーションのブラ
ンド画像とナビゲーションバーの色を使用するかどうかも選択できます。この上書きを有効にするには、[設
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定] の [アプリケーションマネージャ] に移動します。Lightning アプリケーションの をクリックし、[編集] を
選択して、[アプリケーションの詳細およびブランド設定] をクリックします。

テーマを使用するときの考慮事項は、次のとおりです。
• デフォルトでは、組織は組み込みの稲妻ブルーのテーマを使用します。
• ユーザは最大 300 個のカスタムテーマを作成できますが、Salesforce が提供した組み込みテーマの修正または

コピーはできません。
• Chatter 外部ユーザには、組み込みの稲妻ブルーのテーマのみが表示されます。
テーマとブランドベースの色は、ページ背景、グローバルヘッダー、ナビゲーションバー、タブ、ボタンな
ど、ユーザインターフェースのさまざまな場所に表示されます。テーマとブランド設定をお客様の Salesforce 環
境の一部とする方法について、お客様のご意見ご感想をお聞かせください。ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。
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Salesforce アンケートによるフィードバックの収集 (正式リリース)

エディション

デフォルトで使用可能な
エディション: Developer
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition
(Health Cloud 付属)

有料オプションで使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition (Health
Cloud なし)

Salesforce アンケートを紹介します! ユーザや顧客からフィードバックとデータを
収集するための美しく使いやすいフォームを作成します。さまざまな種別の質
問を追加して、必要なデータを収集します。価値のあるアンケートデータは組
織にすべて保存されます。そのため、Salesforce の機能を活用して、データを参
照したり、レポートとダッシュボードを作成したり、インサイトを会社で共有
したりできます。この機能は、Classic および Lightning Experience で正式リリースさ
れました。

より広範囲の利用者にリーチする必要がありますか? アンケートを Lightning ページとコミュニティに埋め込む
ことができます。ページとコミュニティにアクセスする権限を持つすべてのユーザが、すでに作業している場
所でフィードバックを提供できます。Lightning ページの場合、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、
標準の Lightning コンポーネントのアンケートをページに追加します。コミュニティの場合、コミュニティビル
ダーを使用して、アンケートコンポーネントを追加します。

関連トピック:

アンケートコンポーネントを使用したコミュニティからのフィードバックの収集
アンケートコンポーネントを使用してユーザからフィードバックを収集
フロー: 画面の Lightning コンポーネント

Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションの新しい
URL 形式を有効化 (重要な更新)

エディション

使用可能なエディション:
すべてのエディション

Lightning Experience 標準アプリケーションと Salesforce モバイルアプリケーション
で使用される URL 形式が変更されます。新しい URL 形式はこれまでよりも可読性
が向上しており、認証前に Lightning Experience URL にアクセスしたときに予期しな
い場所に移動する問題に対応しています。この更新は、Lightning Experience コン
ソールアプリケーションとコミュニティには適用されません。
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たとえば、次のように指定します。
• 現在の形式: https://<lightning.domain.com>/one/one.app/#/sObject/Account/home

• 新しい形式: https://<lightning.domain.com>/lightning/o/Account/home

URL を解析するカスタムコンポーネントやインストール済みの Lightning コンポーネント、特に window.location

または aura:locationChange イベントに依存するロジックを持つコンポーネントは、この変更後に破損す
るか、異なる方法で動作する場合があります。
/one/one.app?myparam1=xyz&myparam2=abc のように /one/one.app にクエリ文字列パラメータを追加
している場合、/lightning?0.myparam1=xyz&0.myparam2=abc と書き換えられます。

重要な更新のスケジュール
• デフォルトでは、Spring '18 の既存の組織ではこの重要な更新は無効になっています。
• Lightning Experience 標準アプリケーションおよび Salesforce モバイルアプリケーションでは、この重要な更新

は Spring '18 の新しい組織からデフォルトで有効になります。これは Lightning Experience コンソールアプリケー
ションとコミュニティには適用されません。

• この重要な更新は自動有効化日付においてすべての組織で自動的に有効になります。現在、これは Spring

'18 本番リリースで予定されています。Summer '18 の更新は、Lightning Experience 標準アプリケーション、
Lightning Experience コンソールアプリケーション、および Salesforce モバイルアプリケーションに適用されま
す。コミュニティは影響を受けません。使用している組織の具体的な日付は [設定] の [重要な更新] コンソー
ルで参照できます。

この重要な更新をまず Sandbox 組織で有効にしてテストし、必要な調整を加えてから、新しい URL をすべての
ユーザに公開することをお勧めします。

クイックテキストとマクロによる生産性の向上
エディション

クイックテキストを使用
可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

マクロを使用可能なエ
ディション: Essentials
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

マクロを Lightning アプリケーションのほとんどの標準およびカスタムオブジェ
クトで使用できます。クイックテキストが Lightning Experience ツールボックスに
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。

関連トピック:

あらゆる場所でマクロを使って作業を自動化
クイックテキストを使用した効率の向上
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一目でわかるレコード詳細情報
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

レコードの詳細コンポーネントのレイアウトの改良により、読みやすくなった
だけでなく、表示される情報の密度が高まりました。この変更は Lightning Experience

にのみ適用されます。

新しいレコードの詳細コンポーネント

以前のレコードの詳細コンポーネント
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Lightning コンソールアプリケーション: Web タブ、Lightning 固定領域
ページ、その他

エディション

使用可能なインター
フェース: 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

特定の製品の Salesforce
Platform ユーザライセンス
を所有するユーザは、
Lightning コンソールアプ
リケーションを有料オプ
ションで使用できます。
いくつかの制限が適用さ
れます。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。

すべてのユーザがこのリリースの恩恵を受けます。コンソールユーザは、クイッ
クテキストやマクロなどの強力なツールを使用して時間と労力を節約できます。
システム管理者は、固定領域ページと新しいアコーディオンコンポーネントを
使用して、柔軟な設計をすることが可能となりました。もちろん、開発者も恩
恵を受けます。開発者は、深いインテグレーションとオートメーションの改善
を可能にするツールが活用できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。

段階的な手順: Lightning コンソールアプリケーションを探索する

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。
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:

Web タブを使用してサードパーティコンテンツを Lightning コンソールに表示
アプリケーション内から Web アプリケーションまたは他の Web サイトに
Lightning コンソールユーザがアクセスできるようにします。openTabまたは
openSubtab  JavaScript API メソッドを使用して、Lightning コンソールアプリ
ケーション内で Web タブを開きます。https://www.yourappdomain.com

などのサードパーティドメインが CSP 信頼済みサイトのホワイトリストに登録されている必要があります。
これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience での Classic のコンソールインテグレーションツールキットメソッドの使用
Salesforce コンソールインテグレーションツールキットの API バージョン 42.0 以降、既存の Visualforce ページ
およびサードパーティ Web タブで使用されている多くの Salesforce Classic メソッドが Lightning Experience で動
作します。Visualforce ページまたはサードパーティ Web タブのツールキットスクリプトの最新バージョンを
ポイントするだけです。サードパーティのコンテンツが CSP 信頼済みサイトのホワイトリストに登録され
ている必要があります。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 Lightning アクションの上書き
ユーザがレコードを参照または編集したときやリストを開いたときにユーザに何を表示するかを詳細に制
御できます。表示、新規、編集、およびタブ用の、Lightning コンポーネントを使用するアクションの上書
きが Lightning コンソールアプリケーションでサポートされるようになりました。Lightning コンポーネントで
上書きされたアクションをユーザが実行すると、カスタムアクションのコンテンツがタブまたはサブタブ
に表示されます。分割ビューが開いている場合、タブアクションの上書きによって Lightning コンポーネン
トが 400 ピクセル幅の分割ビューコンテナに読み込まれます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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サブタブとワークスペースの URL の、キーボードショートカットを使用したコピーおよび共有
エージェント、営業担当、他のコンソールユーザは有効なサブタブまたはワークスペース全体へのリンク
を共有できます。エージェントはケースの所有者を他のエージェントに容易に移行できるようになりまし
た。営業担当はワークスペースリンクをすばやくコピーして共有することで、取引先の関連するサブタブ
を渡すことができます。また、ユーザがマウスを使用しなくてもリンクをコピーできるように、キーボー
ドショートカットを追加しました。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning の openTab および openSubtab メソッドでの Visualforce URL の使用
Lightning コンソールのワークスペースまたはサブタブで Visualforce ぺージを開くことができるようになりま
した。Lightning コンソール JavaScript API メソッド openTab と openSubtab を使用して、/apex/myVFPage

URL を指定します。
Lightning コンソールの UI テーマの有効化 (重要な更新)

この重要な更新により、Lightning コンソール専用の UI テーマ Theme4uを使用できるようになります。この
重要な更新は、2018 年 10 月 5 日に自動的に有効化されます。現在、標準 Lightning Experience アプリケーショ
ンと Lightning コンソールアプリケーションの Visualforce ページの $User.UITheme または
$User.UIThemeDisplayed では Theme4d が返されます。重要な更新が有効化されると、Lightning コン
ソールアプリケーションで Theme4u が返されるようになり、Visualforce ページで標準 Lightning Experience ア
プリケーションと Lightning コンソールアプリケーションとを区別できるようになります。
Visualforce ページでの Lightning コンソールの UI テーマの検出
Visualforce ページでは、そのページがコンソールナビゲーションの Lightning アプリケーションに読み込まれ
ているか、標準ナビゲーションの Lightning アプリケーションに読み込まれているかを検出できます。これ
は、Lightning Experience の新機能です。
コンソールページに固定領域を追加し、タブを切り替えることなく作業を継続
固定領域は、ユーザが Lightning コンソールアプリケーションのサブタブ間を移動しても、表示されたまま
になっています。固定領域ページを使用して Lightning コンソールアプリケーションをカスタマイズすると、
コンソールユーザはさまざまなサブタブ上でレコード情報を参照したり、使用したりできます。ページの
ヘッダー、左サイドバー、またはその両方を固定する 3 つのテンプレートから選択します。これまで、こ
の機能は Salesforce Classic コンソールでしか使用できませんでした。これは、Lightning Experience の新機能で
す。
クイックテキストとマクロによるコンソールの生産性の大幅な向上
すでにコンソールアプリケーションはユーザの生産性を高めるものですが、そのユーザを生産性の英雄に
することができるツールを追加しました。それは、クイックテキストとさらに強力になったマクロです。
これらは、Lightning Experience の新機能です。
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折りたたみ可能なセクションを使用してコンソールページのノイズを低減
アコーディオンコンポーネントを使用して Lightning コンソールアプリケーションのページをカスタマイズ
し、折りたたみと展開が可能なセクションで情報を整理し、表示します。一度に展開できるのは 1 つのセ
クションのみです。このため、コンソールユーザは作業中の情報に集中できます。これは、Lightning Experience

の新機能です。

関連トピック:

Salesforce コンソール API

Salesforce コンソール開発者ガイド (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能
性があります)

Salesforce ヘルプ: 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)

Web タブを使用してサードパーティコンテンツを Lightning コンソールに表示
アプリケーション内から Web アプリケーションまたは他の Web サイトに Lightning コンソールユーザがアクセ
スできるようにします。openTab または openSubtab  JavaScript API メソッドを使用して、Lightning コンソール
アプリケーション内で Web タブを開きます。https://www.yourappdomain.comなどのサードパーティドメ
インが CSP 信頼済みサイトのホワイトリストに登録されている必要があります。これは、Lightning Experience の
新機能です。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: サードパーティ API にアクセスするための CSP 信頼済みサイトの作成
Salesforce コンソール開発者ガイド: openSubtab

Salesforce コンソール開発者ガイド: openTab

Lightning Experience での Classic のコンソールインテグレーションツールキット
メソッドの使用
Salesforce コンソールインテグレーションツールキットの API バージョン 42.0 以降、既存の Visualforce ページおよ
びサードパーティ Web タブで使用されている多くの Salesforce Classic メソッドが Lightning Experience で動作しま
す。Visualforce ページまたはサードパーティ Web タブのツールキットスクリプトの最新バージョンをポイント
するだけです。サードパーティのコンテンツが CSP 信頼済みサイトのホワイトリストに登録されている必要が
あります。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: サードパーティ API にアクセスするための CSP 信頼済みサイトの作成
Salesforce コンソール開発者ガイド: Lightning コンソール JavaScript API でサポートされる Salesforce コンソールイ
ンテグレーションツールキットメソッド
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Lightning コンソールアプリケーションでの Lightning アクションの上書き
ユーザがレコードを参照または編集したときやリストを開いたときにユーザに何を表示するかを詳細に制御で
きます。表示、新規、編集、およびタブ用の、Lightning コンポーネントを使用するアクションの上書きが
Lightning コンソールアプリケーションでサポートされるようになりました。Lightning コンポーネントで上書き
されたアクションをユーザが実行すると、カスタムアクションのコンテンツがタブまたはサブタブに表示され
ます。分割ビューが開いている場合、タブアクションの上書きによって Lightning コンポーネントが 400 ピクセ
ル幅の分割ビューコンテナに読み込まれます。これは、Lightning Experience の新機能です。

サブタブとワークスペースの URL の、キーボードショートカットを使用したコ
ピーおよび共有
エージェント、営業担当、他のコンソールユーザは有効なサブタブまたはワークスペース全体へのリンクを共
有できます。エージェントはケースの所有者を他のエージェントに容易に移行できるようになりました。営業
担当はワークスペースリンクをすばやくコピーして共有することで、取引先の関連するサブタブを渡すことが
できます。また、ユーザがマウスを使用しなくてもリンクをコピーできるように、キーボードショートカット
を追加しました。これは、Lightning Experience の新機能です。
新しいキーボードショートカットは次のとおりです。
• 有効なタブの URL をコピー

Windows: Ctrl+C キーを押しながら S キー
macOS: Cmd+C キーを押しながら S キー

• 有効なワークスペースタブおよびサブタブの URL をコピー
Windows: Ctrl+C キーを押しながら W キー
macOS: Cmd+C キーを押しながら W キー

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キーボードショートカット

Lightning の openTab および openSubtab メソッドでの Visualforce URL の使用
Lightning コンソールのワークスペースまたはサブタブで Visualforce ぺージを開くことができるようになりまし
た。Lightning コンソール JavaScript API メソッド openTab と openSubtab を使用して、/apex/myVFPage  URL を
指定します。

Lightning コンソールの UI テーマの有効化 (重要な更新)
この重要な更新により、Lightning コンソール専用の UI テーマ Theme4u を使用できるようになります。この重
要な更新は、2018 年 10 月 5 日に自動的に有効化されます。現在、標準 Lightning Experience アプリケーションと
Lightning コンソールアプリケーションの Visualforce ページの $User.UIThemeまたは $User.UIThemeDisplayed

では Theme4dが返されます。重要な更新が有効化されると、Lightning コンソールアプリケーションで Theme4u

が返されるようになり、Visualforce ページで標準 Lightning Experience アプリケーションと Lightning コンソールア
プリケーションとを区別できるようになります。
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重要な更新のテスト
重要な更新を有効化する前に、Visualforce ページが Lightning Experience で使用されているかどうかを判断するた
めに必要なコードを変更しなければなりません。たとえば、次のコードを変更する必要があります。
function inLightningExperience () {

return 'Theme4d' === '{!$User.UIThemeDisplayed}';
}

次のように変更したコードを使用して、ページが Lightning Experience で使用されているかどうかを判断します。
function inLightningExperience () {

return ['Theme4d', 'Theme4u'].indexOf('{!$User.UIThemeDisplayed}') > -1;
}

関連トピック:

Visualforce ページでの Lightning コンソールの UI テーマの検出

Visualforce ページでの Lightning コンソールの UI テーマの検出
Visualforce ページでは、そのページがコンソールナビゲーションの Lightning アプリケーションに読み込まれてい
るか、標準ナビゲーションの Lightning アプリケーションに読み込まれているかを検出できます。これは、
Lightning Experience の新機能です。
コンソールの UI コンテキスト検出ロジックで、たとえば、$User.UIThemeおよび $User.UIThemeDisplayed

グローバル値を使用して、Theme4u 値があるかどうかを確認します。

関連トピック:

Visualforce 開発者ガイド: $User.UITheme および $User.UIThemeDisplayed

Lightning コンソールの UI テーマの有効化 (重要な更新)

コンソールページに固定領域を追加し、タブを切り替えることなく作業を継続
固定領域は、ユーザが Lightning コンソールアプリケーションのサブタブ間を移動しても、表示されたままに
なっています。固定領域ページを使用して Lightning コンソールアプリケーションをカスタマイズすると、コン
ソールユーザはさまざまなサブタブ上でレコード情報を参照したり、使用したりできます。ページのヘッダー、
左サイドバー、またはその両方を固定する 3 つのテンプレートから選択します。これまで、この機能は Salesforce

Classic コンソールでしか使用できませんでした。これは、Lightning Experience の新機能です。
たとえば、このケースレコードページでは、「コンソール: 固定されたヘッダーと左サイドバー」テンプレー
トが使用されています。
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ヘッダーには強調表示パネルコンポーネント (1) が含まれ、左サイドバーにはケースと取引先の情報を表示す
る関連レコードコンポーネント (2) が含まれています。ユーザが Acme の取引先サブタブを表示しても、これら
の固定領域は表示されたままです。
固定領域ページを作成するには、Lightning アプリケーションビルダーで次のテンプレートを探します。
• コンソール: 固定されたヘッダー
• コンソール: 固定されたヘッダーと左サイドバー
• コンソール: 固定された左サイドバー

関連トピック:

コンソールアプリケーションの固定領域ページの作成

クイックテキストとマクロによるコンソールの生産性の大幅な向上
すでにコンソールアプリケーションはユーザの生産性を高めるものですが、そのユーザを生産性の英雄にする
ことができるツールを追加しました。それは、クイックテキストとさらに強力になったマクロです。これら
は、Lightning Experience の新機能です。

関連トピック:

あらゆる場所でマクロを使って作業を自動化
クイックテキストを使用した効率の向上
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折りたたみ可能なセクションを使用してコンソールページのノイズを低減
アコーディオンコンポーネントを使用して Lightning コンソールアプリケーションのページをカスタマイズし、
折りたたみと展開が可能なセクションで情報を整理し、表示します。一度に展開できるのは 1 つのセクション
のみです。このため、コンソールユーザは作業中の情報に集中できます。これは、Lightning Experience の新機能
です。
次のアコーディオンコンポーネントには 5 つのセクションがあり、[ファイル] セクションがデフォルトで展開
されています。

関連トピック:

折りたたみ可能なセクションへのコンポーネントの整理

検索: 検索結果の絞り込み方法の増加
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

Lightning Experience で、まずは取引先とファイルを絞り込めるようになりました。
[上位の結果] ページも改善され、最も関連性の高いオブジェクトの結果が上位に
表示されるようになりました。また、いつものように、検索できるオブジェク
トは増えていきます。

このセクションの内容:

検索条件を使用した取引先およびファイルの検索結果の調整
取引先およびファイルの検索結果を絞り込めるようになりました。最初は幅広く検索し、検索条件を適用
して結果を絞り込みます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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上位の結果での関連性の高いオブジェクトの表示
上位の結果には、最も頻繁に使用するオブジェクトの関連性が最も高い結果が表示されます。オブジェク
トの順序付けが改善されたため、目的のオブジェクトを見つけるためのスクロールやクリック回数が減り、
より多くの作業を実行できます。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
メールメッセージ、フォルダ、返品指示、返品注文品目、アンケートを検索できます。この変更は、Lightning

Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。

関連トピック:

[設定] からセルフサービスの検索インデックスの暗号化を有効化

検索条件を使用した取引先およびファイルの検索結果の調整
取引先およびファイルの検索結果を絞り込めるようになりました。最初は幅広く検索し、検索条件を適用して
結果を絞り込みます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
検索結果ページで、[検索結果] ヘッダーの下の [取引先] または [ファイル] をクリックすると、検索条件が表示
されます。各検索条件を適用するたびに結果が更新されます (1)。検索結果の上に、適用された検索条件が表
示されます (2)。

[ファイル] の場合、[タイトル]、[サイズ]、[ファイル拡張子]、[最終更新日]、[所有者]、[作成日] 項目を絞り込む
ことができます。[取引先] の場合、ロングテキストエリアおよび暗号化されたテキスト項目以外のすべての項
目を絞り込むことができます。絞り込む項目を [検索結果] レイアウトに追加します。
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新しい検索条件を適用した場合、前の検索結果の並び替え順は保存されません。グローバル検索ボックスに新
しい検索語を入力した場合、検索条件は保存されません。

関連トピック:

Salesforceヘルプ: Lightning Experience での検索結果の絞り込み (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)

上位の結果での関連性の高いオブジェクトの表示
上位の結果には、最も頻繁に使用するオブジェクトの関連性が最も高い結果が表示されます。オブジェクトの
順序付けが改善されたため、目的のオブジェクトを見つけるためのスクロールやクリック回数が減り、より多
くの作業を実行できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
上位の結果内のオブジェクトは、次の要素に従って順位付けされます。
• 頻度 — 最もよく使用されるオブジェクトが優先されます。
• 検索語 — 検索語に一般的に関連付けられるオブジェクトが優先されます。たとえば、人物名は一般的に取

引先責任者やユーザオブジェクトに関連付けられます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 検索結果はどのように並び替えられますか? (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)

さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
メールメッセージ、フォルダ、返品指示、返品注文品目、アンケートを検索できます。この変更は、Lightning

Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。

Salesforce for iOS と
Salesforce for
Android

Salesforce モバイル
Web

Lightning ExperienceSalesforce Classicオブジェクト

メールメッセージ

フォルダ
Individual

返品注文

返品注文品目
Survey
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製品オブジェクトで [在庫保管単位] 項目を検索できるようになりました。

関連トピック:

Salesforceヘルプ: 検索可能なオブジェクトと項目 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

Lightning Experience 準備状況に関する最新情報の取得
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

準備状況チェックを最近実行しましたか? すでに実行している場合も、もう一度
実行してください。Salesforce は Spring '18 全体にわたって更新をリリースし、最
新の推奨事項を提供します。Salesforce の更新は、Lightning Experience の新機能と、
お客様から取得したフィードバック (お客様が最も知りたいことなど) に基づき
ます。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。
ルックアップ検索条件に関する更新された推奨事項と、Visualforce レポートに加
えられた最新の改善を確認してください。
また、お客様の機能に関するユーザへの影響を Salesforce がどのように考慮して
いるかについての詳細も追加されました。これにより、使用状況データを把握するための必要な情報が得ら
れ、ロールアウトの準備ができているのは誰かについて、十分な情報を得られた上で意思決定を行うことが可
能となります。レポート内の詳細を確認するには、ユーザへの影響データの近くにある疑問符アイコンをク
リックします。
2018 年前半のリリースノートをもう一度参照して、Spring '18 の改善点の詳細を確認してください。

関連トピック:

Visualforce Lightning Experience のロールアウトの簡略化

使用しない組織の無効化
エディション

使用可能なエディション:
Developer Edition、
Database.com Edition

ユーザ権限

組織情報を表示する
• 「設定・定義を参照す

る」

組織を無効化する
• 「すべてのデータの編

集」

組織が有用でなくなったときは、その組織から立ち去るときです。組織を無効
化できます。組織を無効化しても気が変わった場合は、30 日以内であれば組織
を再度有効化できます。30 日後に組織はロックされます。組織を再度有効化す
るには、Salesforce カスタマーサポートに連絡する必要があります。60 日後に組
織は Salesforce サーバから永久に削除されます。
[設定] から、[組織情報] ページで組織を無効化できます。
組織が管理パッケージをリリースしている場合、組織を無効化できません。
Salesforce サポートにお問い合わせください。
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Lightning Experience のどこからでもヘルプトピックを参照
Salesforce 内でヘルプを探していますか? 使用中のページを開いたままヘルプを取得できます。Lightning Experience

のヘルプメニューでヘルプトピックをクリックし、ヘルプメニューでヘルプトピックを直接プレビューしま
す。ヘルプトピックを固定すると、作業している間、ヘルプトピックは開いたままになります。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。

ヘルプメニューでヘルプトピック ( ) をクリックすると、そのトピックがヘルプメニュー内で開きます。メ
ニューの Trailhead テーマは学習している気分にさせてくれます。作業している間、トピックを開いたままにす
るには、固定アイコンをクリックします。

トピックは画面下部で常に使用できます。トピックを最小化したり、展開したり、閉じたりできます。
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ドキュメントページにヘルプトピックを表示する場合は、ヘルプメニューの下部にあるリンクを使用してヘル
プトピックを新しいタブで開きます。

ポップアップによる Lightning Experience の採用の促進
Lightning Experience を有効にした場合、Salesforce によって移行が支援されます。1 月 15 日以降、資格のあるユー
ザが Salesforce Classic を依然として使用している場合、Lightning Experience を試用することを促されます。
次のような仕組みになっています。Lightning Experience へのアクセス権があり、言語が英語に設定されている
ユーザには、Lightning Experience を試用するためのポップアップメッセージが表示されます。ユーザが[Try Lighting

Experience Now (Lightning Experience を今すぐお試しください)] リンクをクリックすると、Lightning Experience に
切り替わります。または、ユーザが [No Thanks (閉じる)]をクリックすると、まだ切り替える準備が整っていな
い理由についての簡単な調査が表示されます。ユーザがリンクをクリックせずにポップアップを閉じると、
ポップアップは最大 3 回まで再表示されます。
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メモ:  IE11 延長サポートなしで Internet Explorer 11 を使用しているユーザには、このポップアップは表示さ
れません。

フィードバックと共に連絡先情報を送信するように選択
ヘルプメニューを通じて Salesforce にフィードバックを提供する場合、連絡先情報を送信するように選択できま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
いつもフィードバックをご提供いただきありがとうございます。Salesforce はこちらからお客様に連絡してコメ
ントや質問について直接伺いたい場合があります。ヘルプメニューのフィードバックリンクを使用してお客様
のご意見を Salesforce に送信する場合、お客様は連絡先情報を含めるように選択することができます。
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グローバルアクションメニューへの新しいヘッダーテキストの追加
エディション

クイックアクションを使
用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、Contact
Manager Edition、および
Developer Edition

グローバルアクションメニューにはあらゆる種類のグローバルアクションが含
まれます。「レコードを作成」のような種類のアクションだけではありません。
これを明確にするために、メニューのヘッダーテキストを「作成」から「グロー
バルアクション」に変更しました。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。

Force.com から Lightning プラットフォームへ
2007 年、Salesforce は当社の核となるプラットフォームテクノロジである Force.com を導入しました。この 10 年
間、この機能が大幅に増加したため、名前を Lightning プラットフォームに変更しています。Force.com へのすべ
ての参照が当社の製品から削除されるまで少し時間がかかりますが、今後は Lightning プラットフォームになり
ます。

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

エディション

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

Lightning Experience は、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
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。
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Spring '18 の Lightning Experience で新しく追加された機能と使用できなくなった機能
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
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。
Lightning Experience: 最新のインテリジェントなユーザエクスペリエンス

Salesforce 全体
データ保護とプライバシーの規制のガイダンスの取得
特定のデータプライバシー設定の保存
Lightning Experience のパーソナライズされたナビゲーションによる生産性の大幅な向上
Lightning Experience のテーマでトゥルーカラーを表示
Salesforce アンケートによるフィードバックの収集 (正式リリース)

Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションの新しい URL 形式を有効化 (重要な更新)

クイックテキストとマクロによる生産性の向上
一目でわかるレコード詳細情報
Lightning コンソールアプリケーション: Web タブ、Lightning 固定領域ページ、その他
Lightning Experience 準備状況に関する最新情報の取得
使用しない組織の無効化
Lightning Experience のどこからでもヘルプトピックを参照
ポップアップによる Lightning Experience の採用の促進
フィードバックと共に連絡先情報を送信するように選択
グローバルアクションメニューへの新しいヘッダーテキストの追加
Force.com から Lightning プラットフォームへ
検索
検索条件を使用した取引先およびファイルの検索結果の調整
上位の結果での関連性の高いオブジェクトの表示
さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に

セールス
Sales Cloud Einstein: セールスプロセスの各ステップのスマート化
Salesforce CPQ と Salesforce Billing: 見積と支払の改善
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Pardot: キャンペーンの連携 (ベータ)、キャンペーンエンゲージメント (ベータ)、取引先でのリードの一致、日
本語のサポート
中核的なセールス機能
リード: LinkedIn インテグレーションと取引開始の設定
キャンペーン: メンバーを追加するフローの高速化、パスによるキャンペーンの追跡、カスタマイズ可能なキャ
ンペーンインフルエンスレポート、Pardot キャンペーンの連携、エンゲージメント履歴
パス: 独自のパスの選択
取引先: パス、取引先でのリードの一致、個人取引先のメールサポートの強化など
商談: 商談の分割、商談商品名の表示、価格表の選択、その他
商品: 新しいカスタマイズオプション、より迅速な価格表への商品の追加
エンタープライズテリトリー管理: より多くのテリトリー情報の表示
取引先責任者: 取引先責任者の役割、取引先責任者階層へのアクセスの改善
生産性機能
セールスコンソール: 固定領域、クイックテキスト、マクロなど
Inbox: スケジュールの改善、メール追跡、生産性の改善
メール環境: リストメールの改善、メール作成の更新、その他の機能強化
活動タイムライン: タイムラインの更新と Einstein メールの展開
活動アラーム: 行動アラーム、アラーム制御の強化、アラームの「すべてクリア」オプション
カレンダーおよび行動: 被招集者の自動関連付け、より多くの営業担当による被招集者項目へのアクセス、共
有行動の改善
ホーム: 商談コンポーネントの機能追加
データ品質
重複ジョブの使用による重複レコードの把握
会社の検出による販売パイプラインへの埋蔵物の入力
Google インテグレーション
Lightning for Gmail: レコードの柔軟な作成、不明メール認識、Einstein インテリジェンス
Lightning Sync for Google: 同期方向の増加、行動の被招集者へのアクセス権の増加、再設計された設定
Microsoft® インテグレーション
Lightning for Outlook: レコードの柔軟な作成、不明メール認識、Einstein インテリジェンス
Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 同期方向の増加、行動の被招集者へのアクセス権の増加、再設計された設定
Salesforce for Outlook: 使用可能なバグ修正
Sales Cloud のその他の変更
Lightning Experience での調整可能な売上予測グリッドの列幅
Lightning Experience の売上予測ページにアクセスするために必要な新しい権限
Data.com Connect からのイギリスとアイルランドの取引先責任者データの削除
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注文商品で数量 0 の注文品目を使用可能

サービス
サービスコンソール: 固定表示領域ページ、クイックテキスト、一括クイックアクション
モバイルアプリケーション用 Snap-in: SDK の機能強化
ソーシャルカスタマーサービス: 会話コンポーネントでの顧客の詳細の確認
CTI: VF コンポーネントのサポート: Lightning Experience で機能するようになった clickToDial

ナレッジ
ケースメールへの記事コンテンツの挿入
Lightning でのドラフト承認の設定
新しい任命先へのドラフトの再割り当て
Live Agent ユーザへのナレッジアクセス権の付与
翻訳ファイルの簡便なインポート
フィールドサービス
返品注文による製品および在庫の返品の追跡
サービスレポートの関連リストの絞り込み (ベータ)

Lightning Experience でのサービスレポートの表示、メール送信、削除
サービスレポートへのページ番号の追加
Salesforce アプリケーションでのサービスクルーの表示および管理
オムニチャネルサポートエージェントのサービスリソースの作成 (ベータ)

Field Service 管理パッケージ: サービスクルー、スケジュール、効率性
モバイル用 Field Service: プロファイルベースの設定、フローの機能強化、iOS アプリケーション 4.0

生産性
クイックテキストを使用した効率の向上
あらゆる場所でマクロを使って作業を自動化
更新されたマクロユーティリティ
マクロでのメールテンプレートと添付ファイルの使用
マクロでのクイックテキストの使用
キーボードショートカットを使用したマクロユーティリティの開始
マクロビルダーでのマクロの迅速な作成およびその他の機能強化
ケース
Lightning Experience の一括クイックアクション
メール検索
メールの返信と転送
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デフォルトのメールパブリッシャーが HTML に
Lightning Experience のケースパス
Lightning Experience でのメールの承認プロセスの送信アクションの作成
Live Agent

Lightning Experience でクイックテキストを使用してチャットを高速化
Lightning Knowledge を使用してチャットをスマートに
待機中のチャットトランスクリプトの削除
チャットのシームレスリリース
オムニチャネル
スキルベースのルーティング (ベータ) を使用して、適切な作業を適切なエージェントにすぐに転送
Lightning Experience での外部ルーティング (ベータ) の使用
Lightning Experience の Omni-Channel Supervisor によるサポートセンターの監視 (正式リリース)

Omni-Channel Supervisor にスーパーバイザが必要な情報のみを表示 (ベータ)

Lightning Experience でのオムニチャネルコンソールメソッドとイベントの使用 (正式リリース)。
ルーティング制限の増加でより多くの作業を実行
Web 用の Snap-in

Lightning コンポーネントを使用した事前チャットのカスタマイズ
事前チャットの返答に基づくチャットのボタンへの転送
自動チャット招待によるプロアクティブなコミュニケーション
ログイン済み訪問者の事前チャット項目の入力
機密データルールを使用した顧客データの保護
Snap-in 内にチャット後ページを表示
Snap-In 設定およびバージョン 4.0 コードスニペットの更新
その他の変更
Web-to-ケースおよび Web-to-リードのメールからの個人データの削除
Lightning Experience での個人取引先の納入商品の表示

分析
Einstein Analytics: 学習体験、対話形式の探索、Einstein データインサイト
レポートとダッシュボード
Lightning Experience レポートビルダー: バケット、クロス条件、集計項目 (ベータ)

ダッシュボード: 改善されたテーブル、ダッシュボード、新しい設計オプション
フォルダ: 検索およびお気に入り
Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードのグラフの機能強化
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コミュニティ
Einstein Answers を使用して AI の力をコミュニティに加える (パイロット)

Journey Builder を使用したコミュニティのメンバーへのマーケティング (正式リリース)

Lightning コミュニティ
Lightning コミュニティの更新
コミュニティの迅速な構築とブランド設定
ページの基礎となるテーマレイアウトをすばやく表示
CMS Connect (JSON) 接続およびコンテンツの作成や管理を簡素化
CMS Connect の JSON 接続での指定ログイン情報の使用 (ベータ)

コミュニティのカレンダーを使用した行動の追跡
アンケートコンポーネントを使用したコミュニティからのフィードバックの収集
2 つの新コンポーネントで顧客の回答検索をサポートし、ケースを回避
コミュニティメンバーの Snap-in チャットに取引先責任者情報を入力
ナビゲーショントピックを使用してコミュニティのコンテンツを最大 8 レベル構成に
ページコンポーネントへの利用者の割り当て
CRM 項目を使用した利用者のターゲティング
さらに多くのコンポーネントをさらに多くのテンプレートで使用
セキュリティ
コミュニティユーザの自己無効化を有効化
コミュニティの外部ユーザの ID の確認
すべてのカスタマーおよびパートナーライセンスで使用できる共有セット —パイロット
操作性およびパフォーマンスの改善
ワークスペースをホームに
取引先ロールを最適化してパフォーマンスの向上と組織の拡張を図る
コミュニティビルダーでマルチ言語コミュニティを作成
コミュニティページの SEO の改善
Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名を削除 (重要
な更新)

Lightning コミュニティの Chatter

アンケートへのハッシュタグの追加
グループメンションのアプリケーション内通知の取得
投稿へのリンクをコミュニティと共有
いいね! とプラス投票を一緒にカウント
メール通知からコミュニティへの移動
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内部 Salesforce 組織のコミュニティストリームで実行できる操作の増加 (ベータ)

[最終活動日] のグループリストのさらに合理化された更新の取得
Partner Central

パートナーコミュニティでの非公開会話
パートナースコアカードを使用したパートナーのパフォーマンスの追跡 (正式リリース)

Distributed Marketing を使用したパートナーキャンペーンの作成とパーソナライズ (パイロット)

キャンペーンマーケットプレイスを使用してチャネルマーケティングの ROI を向上
新しいガイド付き設定: チャネルプログラム、キャンペーンマーケットプレイス、インテリジェントセールス
イネーブルメント
事前承認済みのキャンペーンをパートナーと共有することでチャネルマーケティング担当者を強化
チャネルメンバーシップの管理およびパートナーのパフォーマンスの測定
インテリジェントなセールスイネーブルメントによる営業チームの強化
コミュニティ分析
コミュニティがケースの発生をどれほど適切に防止しているのかについての把握
センチメント分析ダッシュボードでコミュニティの雰囲気を把握 (パイロット)

コミュニティのファイル
ライブラリコンポーネントを使用したライブラリのナビゲーション (正式リリース)

標準ユーザによるアセットの作成の許可
Quip を使用したコミュニティメンバーとのコラボレーション
外出先でのファイルのプレビュー
認証されていないユーザのアセットファイルの作成
ファイルのアップロードコンポーネントと Cloud Flow Designer を使用したファイルのアップロード
アセットファイルでのトリガや入力規則のスキップ
接続済みソース用に保存されたログイン情報の削除
コミュニティのその他の変更
プロセスビルダーとワークフロールールを使用してより多くの ToDo を自動化
エンゲージメントキューでのカスタム一括アクションの使用
Einstein スパム検出のデータ保持期間の短縮 (パイロット)

メンバープロファイルコンポーネントの名前をメンバーのプロファイルと設定に変更

Chatter
フィード
フォローしたいものだけをフォロー
グループメンションのアプリケーション内通知の取得
投稿へのリンクの共有
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条件の適用と保持
内部 Salesforce 組織のコミュニティストリームで実行できる操作の増加 (ベータ)

リッチリンクプレビュードメインの合理化されたリストの操作
最適化された Chatter ユーザメールダイジェストによるパフォーマンスの向上
Chatter のその他の変更
[最終活動日] のグループリストのさらに合理化された更新の取得
プロセスビルダーとワークフロールールを使用した Chatter タスクの自動化
アンケートでのハッシュタグの使用

Files
アセットの [リストを参照] を使用したファイルへのアクセス
標準ユーザによるアセットの作成の許可
認証されていないユーザのアセットファイルの作成
外出先でのファイルのプレビュー
ライブラリメンバー管理を使用したライブラリメンバーの追加 (ベータ)

Salesforce と適切に統合するための Quip の設定
Quip のインテグレーション
フローからのファイルのアップロード
アセットファイルでのトリガや入力規則のスキップ

Financial Services Cloud
「クライアントが示した関心」コンポーネントによる顧客のニーズの把握と参照
高速データ読み込みを使用してアップロードを高速化
Financial Services Cloud での個人取引先の活用
Financial Services Cloud の操作性およびその他の機能強化
Financial Services Cloud オブジェクトの新規カスタム項目

カスタマイズ
AppExchange: パッケージの承認状況の確認
Lightning アプリケーションビルダー
Lightning アプリケーションビルダーを使用した Lightning アプリケーションの編集
Lightning アプリケーションビルダー内での Lightning ページの管理
動的な Lightning アプリケーションおよびホームページの作成
コンポーネントの表示ルールへの関連項目とその他のオブジェクトの追加
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割り当てられたアプリケーションをアプリケーションページの詳細ページで参照
折りたたみ可能なセクションへのコンポーネントの整理
コンソールアプリケーションの固定領域ページの作成
ホームページでの一時停止中のフローインタビューの表示
アンケートコンポーネントを使用してユーザからフィードバックを収集
F6 キーを使用した Lightning アプリケーションビルダーパネルのフォーカスの切り替え
フロー
フロー設計: Lightning コンポーネントを使用したリッチな画面
フローの配布: オブジェクト固有のアクションと動的 Apex

一時停止中のフローインタビュー: 共有、レコードの関連付け、Lightning Experience からの再開
項目と選択リスト
カスタム選択リストをカスタム複数選択リストに変換するときのレコードタイプの値設定の保持
ユーザ管理
外部ユーザによる自己無効化の有効化
ユーザ管理設定ノードで拡張プロファイル機能にアクセス
Salesforce Connect

新規および更新されたデバッグイベント種別を使用した外部オブジェクトへのアクセスのトラブルシューティ
ング
外部オブジェクトのコンパクトレイアウトの取得およびリリース
新しい組織での Salesforce Connect の OData 2.0 アダプタの改善
一般設定
新しい権限によるロールとロール階層の表示の制御
異なる環境に合わせた個別の標準アクションの上書きの割り当て
[設定] の [スキーマ設定] へのアクセス
「Tooling API 経由の WebLink アクセスの許可」システム権限の名称変更
ロケールフレンドリーな住所形式

セキュリティと ID
認証と ID

Web サイトの埋め込みログインの動的ブランド設定
ロケールパラメータによる複数言語埋め込みログインのサポート
認証プロバイダ URL への動的ログイン環境の追加
認証プロバイダ URL を使用したユーザへの再認証と再承認の要求タイミングの制御
Visualforce ページのログインフローによるログインプロセスの柔軟な制御
コミュニティの外部ユーザの ID の確認
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Apex トリガを使用した 2 要素認証の要求
最適化された認証プロバイダ URL によるソーシャルサインオンのパフォーマンスの向上
API を介したサードパーティアカウントリンクの設定
外部 ID コミュニティセッションの延長による顧客エンゲージメントの向上 (ベータ)

連絡先のない External Identity ユーザの作成 (パイロット)

Salesforce Shield

プラットフォームの暗号化: 鍵派生の除外、暗号化された PII 項目の増加、確定的暗号化 (ベータ)、自動一括復
号化
イベント監視: ログファイルの削除および 1 時間ごとのイベント監視
状態チェック
状態チェックの新しいセキュリティ設定
新しい設定によるカスタムベースラインの更新
その他のセキュリティの変更
Salesforce の外部にリダイレクトされる前にユーザにアラート
テスト前の Salesforce 環境に関するセキュリティ評価のスケジュール

Salesforce IoT
Salesforce IoT REST API を使用した IoT コンポーネントへのアクセスと操作
関連付けられたイベントと Salesforce オブジェクトを一目で確認
IoT 使用状況データの簡単な把握
メールアラートを使用した使用状況に関する警告
データプライバシーのための IoT データのエクスポートおよび削除

開発
Lightning コンポーネント: より多くの改善されたコンポーネントで開発を加速
Visualforce: Lightning Experience の準備状況
カスタムメタデータ: 入力規則のカスタムメタデータ型レコードの使いやすい参照 (パイロット)

Apex: Lightning のプラットフォームキャッシュと新しいメソッド
開発者ハブ: スクラッチ組織の管理
パッケージ: サポートされるコンポーネントおよび他の機能強化が追加された開発者管理パッケージ (ベータ)

VS Code 向け Salesforce 拡張機能によるコードのスマート化
Force.com IDE 2 (ベータ) の終了
Sandbox のコピーによる時間の節約 (ベータ)

Salesforce CLI: 新しいコマンドと簡易化されたインストール
Einstein Platform Services
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JWT トークンの長さの増加
Einstein プラットフォームサービスへのアクセスを保持するための API エンドポイントの変更
Einstein Vision: オブジェクト検出、表示ラベルのすべての画像例の取得
Einstein Language: 学習曲線総計値、適合率-再現率曲線、表示ラベルのすべてのテキスト例の取得
API

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
SOQL

REST API

SOAP API

Chatter REST API

レポートおよびダッシュボード REST API

ユーザインターフェース API

メタデータ API

データサービス: コンプライアンスの改善と削除権限
Salesforce コンソール API

デバッグ
Cookie を設定しないゲストユーザのデバッグログの収集
管理パッケージコードの膨大なデバッグログの回避
購入済み Apex デバッガセッションと無料の ISV カスタマーデバッガセッションの併用
新規および更新されたデバッグイベント種別を使用した外部オブジェクトコールアウトのトラブルシューティ
ング
ISVforce

管理パッケージをアップグレードするときのグローバル値セットと標準値セットの動作の一貫性確保
[パッケージの詳細] のコンポーネントリストを必要に応じて更新
パッケージの主担当者の変更
非推奨となったパッケージアーカイブの削除
パートナーエディションのスクラッチ組織の作成
インストール前のパッケージの承認状況の表示
エンタープライズメッセージング
ストリーミング API での無効な接続の処理
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Spring '18 の Lightning Experience で新しく追加された機能と使用でき
なくなった機能

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

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:

検索: 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

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。
取引先とファイルの検索結果のみを絞り込み可能

検索条件を他のオブジェクトで使用することはできません。関連性の高い結果を得るには、より具体的な
検索語を入力することをお勧めします。
[完全に一致する語句を含む] および [私の所有データ] 検索条件オプションは、検索結果ページで使用できま
せん。

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。
Lightning Experience レポートビルダーと Salesforce Classic レポートビルダーの相違点

相違点機能

Salesforce Classic レポートビルダーでは、データをグ
ループ化する前にレポート形式を選択する必要があ
ります。
Lightning レポートビルダーでは、レポートデータを
グループ化するとレポート形式は自動的に更新され

レポート形式

ます。表形式、集計、およびマトリックスレポート
をすべて使用できますが、データをグループ化する
前に形式を選択することはありません。
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相違点機能

Lightning Experience レポートビルダーでは、Lightning

Experience のレポートビューページと同じグラフが使
用されます。

グラフ

Lightning Experience では、日付項目でレコードをグ
ループ化すると日付の粒度をカスタマイズできませ
ん。
たとえば、商談のレポートタイプでは、[完了日] 項
目によるグルーピングは常に日付ごとにレコードを

日付項目によるグルーピング時の細分性のカスタマ
イズ

グルーピングし、[完了月] は常に月ごとにレコード
をグルーピングします。

Lightning Experience レポートビルダーで使用できない機能
次の機能は、Lightning レポートビルダーのベータバージョンでは使用できませんが、今後のリリースで実
装できるように取り組んでいます。
• 結合レポート
• 行制限の検索条件
• ダッシュボードの設定メニュー

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、
その他の機能強化

新機能や改善が加わったことで、商談成立、最終損益の予測、顧客との関係強化などに役立つ Einstein の機能
が向上しました。
次に、Salesforce を世界で最もスマートな CRM たらしめている Einstein の機能強化の最新リストを示します。

セールス
Einstein の準備状況評価: Einstein の準備が整っているかどうかの評価
Einstein の準備状況評価により、Sales Cloud Einstein の使用を開始する準備が整っているかどうかを簡単に確認し、
準備が整っていない場合は、どのようなステップを実行する必要があるかを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。
Einstein 商談スコアリング: 商談用の人工知能 (正式リリース)

Sales Cloud Einstein 製品スイートは、Einstein 商談スコアリングで拡張されました。優先順位が付けやすくなり、
より多くの取引を行いやすくなりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の新機能です。
Einstein リードスコアリング: 明確な予測要素およびランクと部署の検出
各スコアの理由をいっそう明確に表示して、ランクと部署の情報を基にスコアを上げます。これらの変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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Einstein 活動キャプチャ: 組織の共有メールアドレスからのメール送信、Salesforce での Microsoft イベントの参
照
組織の共有メールのサポートが追加されました。また、営業担当は Salesforce カレンダーから自分の Microsoft の
イベント (行動) を参照できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Sales Cloud Einstein の設定: Sales Cloud Einstein の使用開始をより簡単に
Sales Cloud Einstein の設定は、これまで以上に速くなりました。[設定] の一部の項目は移動されて、見つけやす
くなりました。標準権限セットも作成されて、営業担当が Einstein を活用して強みを発揮しやすくなりました。
Sales Cloud Einstein をすでに使用している場合は、現在の権限セットライセンスが更新されました。これらの変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Sales Cloud Einstein Analytics: アクセス権の拡張とデータの更新
すべての Sales Cloud Einstein ユーザに、Sales Cloud Einstein のダッシュボードをすべて含む Sales Analytics アプリケー
ションへのアクセス権が付与されます。また、Einstein 自動取引先責任者と Einstein リードスコアリングダッシュ
ボードが更新されましたが、これらの更新を適用するにはいくつかのステップを実行する必要があります。こ
れらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Einstein インサイト: モバイルデバイスからの取引先および商談インサイトへのアクセス (パイロット)

外出時に Einstein インサイトを使用できるようになりました。取引先に関するインサイトを常に把握します。
成立の可能性が高い商談についての予測、フォローアップのアラーム、商談における重要な瞬間を迎えたこと
を示す通知を参照します。営業担当はアクションをインサイトから直接実行できます。たとえば、関連レコー
ドを編集したり、関連する取引先責任者にメールを送信したりできます。この変更は、Salesforce for iOS と Salesforce

for Android に適用されます。
Inbox: Sales Cloud Einstein による Inbox の生産性の向上
Sales Cloud Einstein に、営業担当がメールとカレンダーを Salesforce に統合して一連の生産性機能を組み込むこと
ができる、Inbox が含まれるようになりました。Inbox の効率性と Sales Cloud Einstein のインテリジェンスが組み
合わされば、営業担当はもはや止まりません。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。

分析
Einstein データインサイト: Einstein がレポートデータについて教えてくれること(パイロット)

レポートにはデータが表示されますが、データは何を意味しているのでしょうか? もう疑問に思う必要はあり
ません。Einstein データインサイトを導入し、スマートなレポートを手に入れましょう。Einstein ではレポート
データが分析されて、要点、比較、およびトレンドが、洞察に満ちたグラフと総計値でまとめられます。ワン
クリックでデータサイエンスを実現します。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce

アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。
Analytics データフローからの Einstein Discovery データセットの作成
Einstein Analytics データフローを使用し、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
トのデータに基づいて Einstein Discovery データセットを作成できます。
Einstein Discovery での UTF-8 文字セットの使用
Einstein Discovery で、UTF-8 文字コードが含まれるデータがサポートされるようになりました。UTF-8 文字コード
を使用する言語 (アラビア語、ロシア語、ヘブライ語など) のデータをアップロードおよび分析できます。
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Salesforce オブジェクトでの Einstein Discovery のおすすめの表示 (パイロット)

Salesforce オブジェクトへの Einstein Discovery のおすすめのインポートに対するネイティブサポートは、パイロッ
ト運用されています。以前は、管理パッケージをインストールして Writeback 機能を有効にする必要がありまし
た。

コミュニティ
Einstein Answers を使用して AI の力をコミュニティに加える (パイロット)

答えを求めてコミュニティにやってきた顧客は、問題をすばやく解決できるよう正確な結果を望みます。Einstein

Answers が役に立ちます。コミュニティメンバーが質問をすると、Einstein Answers はコミュニティ内の記事と過
去のディスカッションを調べます。コミュニティのデータを取捨選択した後、Einstein Answers コミュニティメ
ンバーの質問に対する回答を提案します。最優秀回答者として知られるパワーユーザが、提案された回答をレ
ビューして評価し、適切な回答をコミュニティに投稿します。

開発
JWT トークンの長さの増加
API をコールするために使用される JWT トークンが長くなりました。https://api.einstein.ai/token のトークン Web

ページを使用している場合も、コードで /oauth2/tokenエンドポイントをコールしてトークンを生成してい
る場合も、この変更を確認できます。
Einstein プラットフォームサービスへのアクセスを保持するための API エンドポイントの変更
すべての Einstein プラットフォームサービスおよび機能のアドレスが新しくなりました。api.metamind.io

エンドポイントが廃止されます。https://api.einstein.ai を参照するようにコードとツールが更新され
ます。すべての Einstein プラットフォームサービスに引き続きアクセスできます。変更されるのはエンドポイ
ントのみです。
Einstein Vision: オブジェクト検出、表示ラベルのすべての画像例の取得
Einstein Vision では、AI の力を利用して深層学習モデルをトレーニングし、大規模な画像を認識および分類する
ことが可能です。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、固有の使用事例を解決します。
Einstein Language: 学習曲線総計値、適合率-再現率曲線、表示ラベルのすべてのテキスト例の取得
Einstein Language API を使用して、アプリケーションの自然言語処理を作成し、テキスト内の強力なインサイト
を得ます。Language API には、Einstein Intent API と Einstein Sentiment API が含まれます。

Trailhead
Trailhead: Einstein Intent API の基本

深層学習カスタムモデルを構築して、テキストの分類とビジネスプロセスの自動化を行います。
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セールス: Einstein の新機能と改善された機能、リードの LinkedIn
インテグレーション、強化された生産性ツール

Einstein 売上予測と Einstein 商談スコアリングを使用して、よりスマートに作業を進めましょう。リードの生成
元として LinkedIn を使用します。Lightning Dialer の通話監視、改善されたリストメール、その他のツールを使用
して営業担当の作業効率を高めることができます。

このセクションの内容:

Sales Cloud Einstein: セールスプロセスの各ステップのスマート化
改善された Einstein 準備状況評価を使用し、組織で Sales Cloud Einstein の使用を開始できるかどうかを確認し
てください。Einstein 商談スコアリングと Einstein 売上予測をお試しください。Einstein リードスコアリングと
Einstein 活動キャプチャの拡張機能をお楽しみください。Sales Cloud Einstein の機能とダッシュボードを使用し
て、営業チームを活性化できます。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用され
ます。
中核的なセールス機能: より多くの機能による売上の増加
中核的なセールス領域で新規追加および改良された機能を使用して、より早く成功への道を切り開きましょ
う。LinkedIn から新しいリードを獲得します。顧客がキャンペーンにどのようにエンゲージしているかを確
認します。パスを使用して取引先のライフサイクルを管理します。Lightning Experience で商談の分割を使用
して、案件のクレジットをチームと共有します。より多くの商談を成立させるために役立つ、その他多く
の機能があります。ほとんどの変更は Lightning Experience にのみ適用されますが、いくつかの重要な機能は
Salesforce Classic と Salesforce アプリケーションにも適用されます。
生産性機能: セールスコンソールの改善、通話監視、メールの拡張機能
多くのコンソール機能、Lightning Dialer の通話監視、リストメールの改善により、営業担当は Lightning Experience

で生産性を最大限に高めやすくなります。
データ品質: グローバル重複管理、会社の検索とインポート
重複ジョブでは、重複する取引先、取引先責任者、リードを制御できます。営業チームは、会社の検出を
使用して、パイプラインに新しい見込み客を入力できます。これらは、Lightning Experience の新機能です。
Google インテグレーション: レコードの柔軟な作成、商談インサイトの増加、同期オプションの増加
営業担当は Gmail™ と Google カレンダー™ で直接、Salesforce の商談の作業ができます。営業担当は、Lightning

for Gmail により、Salesforce の人と一致しないレコードをメールから柔軟に追加できます。多くの Einstein イン
サイトが示されて、レコード項目にデータが自動的に入力されるため、営業担当はさらに速く作業できる
ようになります。また、個人取引先の同期、新しい同期方向、より多くの行動の被招集者の同期など、同
期機能の増加により、営業担当の生産性を維持できます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce

Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
Microsoft® インテグレーション: レコードの柔軟な作成、商談インサイトの増加、同期オプションの増加
営業担当は Microsoft Outlook® で直接、Salesforce の商談の作業ができます。営業担当は、Lightning for Outlook に
より、Salesforce の人と一致しないレコードをメールから柔軟に追加できます。多くの Einstein インサイトが
示されて、レコード項目にデータが自動的に入力されるため、営業担当はさらに速く作業できるようにな
ります。また、個人取引先の同期、同期方向の増加、より多くの行動の被招集者の同期など、同期機能の
増加により、営業担当の生産性を維持できます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、お
よびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
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Salesforce CPQ と Salesforce Billing: 見積と支払の改善
見積、提案、および契約を迅速かつ正確に提供します。柔軟なツールと規約で請求および支払プロセスを
自動化します。Salesforce CPQ と Salesforce Billing は、見積の作成、商談の成立、請求書の決済、収益のレポー
トを行うための、エンドツーエンドソリューションです。Lightning Experience および Salesforce Classic で使用で
きます。
Pardot: キャンペーンの連携 (ベータ)、キャンペーンエンゲージメント (ベータ)、取引先でのリードの一致、
日本語のサポート
Pardot と Salesforce のキャンペーンレコードを同期し、キャンペーンメンバーがキャンペーンにどれくらいエ
ンゲージしているかを確認し、リードと取引先を一致させ、日本語で Pardot を使用してください。これら
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Sales Cloud のその他の変更
売上予測グリッドに調整可能な列幅が追加され、Lightning Experience の売上予測ページにアクセスするには
新しい権限が必要になりました。Data.com Connect データベースからイギリスとアイルランドの取引先責任
者のデータが削除され、注文商品に数量 0 の注文品目が追加されました。

Sales Cloud Einstein: セールスプロセスの各ステップのスマート化
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

改善された Einstein 準備状況評価を使用し、組織で Sales Cloud Einstein の使用を開
始できるかどうかを確認してください。Einstein 商談スコアリングと Einstein 売上
予測をお試しください。Einstein リードスコアリングと Einstein 活動キャプチャの
拡張機能をお楽しみください。Sales Cloud Einstein の機能とダッシュボードを使用
して、営業チームを活性化できます。これらの変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。

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。

このセクションの内容:

Einstein の準備状況評価: Einstein の準備が整っているかどうかの評価
Einstein の準備状況評価により、Sales Cloud Einstein の使用を開始する準備が整っているかどうかを簡単に確認
し、準備が整っていない場合は、どのようなステップを実行する必要があるかを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。
Einstein 商談スコアリング: 商談用の人工知能 (正式リリース)

Sales Cloud Einstein 製品スイートは、Einstein 商談スコアリングで拡張されました。優先順位が付けやすくな
り、より多くの取引を行いやすくなりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の新機能で
す。
Einstein リードスコアリング: 明確な予測要素およびランクと部署の検出
各スコアの理由をいっそう明確に表示して、ランクと部署の情報を基にスコアを上げます。これらの変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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Einstein 活動キャプチャ: 組織の共有メールアドレスからのメール送信、Salesforce での Microsoft イベントの参
照
組織の共有メールのサポートが追加されました。また、営業担当は Salesforce カレンダーから自分の Microsoft

のイベント (行動) を参照できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Sales Cloud Einstein の設定: Sales Cloud Einstein の使用開始をより簡単に
Sales Cloud Einstein の設定は、これまで以上に速くなりました。[設定] の一部の項目は移動されて、見つけや
すくなりました。標準権限セットも作成されて、営業担当が Einstein を活用して強みを発揮しやすくなりま
した。Sales Cloud Einstein をすでに使用している場合は、現在の権限セットライセンスが更新されました。こ
れらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Sales Cloud Einstein Analytics: アクセス権の拡張とデータの更新
すべての Sales Cloud Einstein ユーザに、Sales Cloud Einstein のダッシュボードをすべて含む Sales Analytics アプリ
ケーションへのアクセス権が付与されます。また、Einstein 自動取引先責任者と Einstein リードスコアリング
ダッシュボードが更新されましたが、これらの更新を適用するにはいくつかのステップを実行する必要が
あります。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Einstein インサイト: モバイルデバイスからの取引先および商談インサイトへのアクセス (パイロット)

外出時に Einstein インサイトを使用できるようになりました。取引先に関するインサイトを常に把握しま
す。成立の可能性が高い商談についての予測、フォローアップのアラーム、商談における重要な瞬間を迎
えたことを示す通知を参照します。営業担当はアクションをインサイトから直接実行できます。たとえば、
関連レコードを編集したり、関連する取引先責任者にメールを送信したりできます。この変更は、Salesforce

for iOS と Salesforce for Android に適用されます。
Inbox: Sales Cloud Einstein による Inbox の生産性の向上
Sales Cloud Einstein に、営業担当がメールとカレンダーを Salesforce に統合して一連の生産性機能を組み込むこ
とができる、Inbox が含まれるようになりました。Inbox の効率性と Sales Cloud Einstein のインテリジェンスが
組み合わされば、営業担当はもはや止まりません。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。

Einstein の準備状況評価: Einstein の準備が整っているかどうかの評価

ユーザ権限

Sales Cloud Einstein の準備
状況評価を実行する
• 「アプリケーションの

カスタマイズ」

Einstein の準備状況評価により、Sales Cloud Einstein の使用を開始する準備が整って
いるかどうかを簡単に確認し、準備が整っていない場合は、どのようなステッ
プを実行する必要があるかを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。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「準備状況評価」と入力し、[Einstein

Sales] で [準備状況評価] を選択します。
2. [Sales Cloud Einstein の準備状況を評価] をクリックします。
3. 指示に従って、Salesforce がデータにアクセスすることを許可します。
評価が終わると、Sales Cloud Einstein の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 Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化
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Einstein 商談スコアリング: 商談用の人工知能 (正式リリース)
Sales Cloud Einstein 製品スイートは、Einstein 商談スコアリングで拡張されました。優先順位が付けやすくなり、
より多くの取引を行いやすくなりました。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の新機能です。

このセクションの内容:

優先度付けによるさらなるビジネスの獲得 (正式リリース)

あなたとチームが商談に優先度を設定して、いっそう多くの商談を成立させるために、人工知能を活用し
ます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の新機能です。
Einstein 商談スコアリングの設定 (正式リリース)

営業チームが商談に優先順位を付けてさらに多くの商談を成立させられるよう、スコアにアクセスできる
ようにします。商談スコアは、商談レコードとリストビューで使用できます。コラボレーション売上予測
を使用すると、売上予測ページでもスコアを使用できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic

の新機能です。

優先度付けによるさらなるビジネスの獲得 (正式リリース)

あなたとチームが商談に優先度を設定して、いっそう多くの商談を成立させるために、人工知能を活用しま
す。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の新機能です。
商談スコアは、商談および関連取引先のレコード詳細、履歴、関連活動に基づきます。商談の所有者の年間成
立率など、所有者に関する情報もスコアの計算に使用されます。

Lightning Experience では、スコアが商談レコードのコンパクトレイアウトに表示されます (1)。スコア上にマウス
ポインタを置き、スコアに寄与している要因のリストを表示してください。
Salesforce Classic では、スコアとそれに寄与する要因は、商談レコードのレコード詳細に表示されます。
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商談リストビューには [商談スコア] 項目を追加できます (2)。Lightning Experience では、リストビューのスコア上
にマウスポインタを置き、スコアに寄与している要因を表示してください。Salesforce Classic では、リストビュー
からスコアに寄与している要因を表示することはできません。商談レコードの詳細ページに移動してくださ
い。
コラボレーション売上予測を使用すると、売上予測ページの商談リストに商談スコアを追加できます。

関連トピック:

Einstein 商談スコアリングの設定 (正式リリース)

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

Einstein 商談スコアリングの設定 (正式リリース)

ユーザ権限

Einstein 商談スコアリング
を設定する
• 「アプリケーションの

カスタマイズ」および
「すべてのデータの編
集」

営業チームが商談に優先順位を付けてさらに多くの商談を成立させられるよう、
スコアにアクセスできるようにします。商談スコアは、商談レコードとリスト
ビューで使用できます。コラボレーション売上予測を使用すると、売上予測ペー
ジでもスコアを使用できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic

の新機能です。
1. Sales Cloud Einstein をすでに使用している場合は、2018 年 2 月後半に使用可能に

なる Einstein 商談スコアリングのアプリケーション権限を Sales Cloud Einstein 権
限セットに追加します。

2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 商談スコアリング」と入
力し、[Einstein 商談スコアリング] を選択します。

3. [有効化] をクリックします。
4. Lightning Experience では、商談のカスタマイズ済みコンパクトレイアウトにスコア項目を追加します。Salesforce

は、この項目をデフォルトのコンパクトレイアウトに自動的に追加します。Salesforce Classic では、商談のカ
スタマイズ済みページレイアウトにスコア項目を追加します。Salesforce は、デフォルトのページレイアウ
トにこの項目を自動的に追加します。

5. 公開商談リストビューに [商談スコア] 項目を追加します。Einstein 商談スコアリングを最大限活用するには、
この項目を自分の商談リストビューに追加するように営業チームに要請します。
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6. コラボレーション売上予測を使用している場合は、売上予測ページの商談リストに [商談スコア] 項目を追
加します。

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)

優先度付けによるさらなるビジネスの獲得 (正式リリース)

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

Einstein リードスコアリング: 明確な予測要素およびランクと部署の検出

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

各スコアの理由をいっそう明確に表示して、ランクと部署の情報を基にスコア
を上げます。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:

各スコアに最も関連性が高い理由の表示
各リードスコアでは、どのリードの項目がスコアを上げており、どのリード
の項目がスコアを下げているかをはっきりと確認できるようになりました。
スコアに大きく影響する項目のみが表示されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。
各リードのランクと部署の取得
Einstein では、[役職] 項目に基づいて、各リードのランクと部署が推測されます。Salesforce ではその情報が
リードスコアリングモデルに追加されるため、Einstein でスコアを計算するときに使用できるようになりま
す。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

各スコアに最も関連性が高い理由の表示
各リードスコアでは、どのリードの項目がスコアを上げており、どのリードの項目がスコアを下げているかを
はっきりと確認できるようになりました。スコアに大きく影響する項目のみが表示されます。この変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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各リードのランクと部署の取得
Einstein では、[役職] 項目に基づいて、各リードのランクと部署が推測されます。Salesforce ではその情報がリー
ドスコアリングモデルに追加されるため、Einstein でスコアを計算するときに使用できるようになります。この
変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
たとえば、役職が財務統括責任者になっているリードのランクは「最高経営責任者レベル」に、部署は「財務
および管理」になります。

Einstein 活動キャプチャ: 組織の共有メールアドレスからのメール送信、Salesforce
での Microsoft イベントの参照
組織の共有メールのサポートが追加されました。また、営業担当は Salesforce カレンダーから自分の Microsoft の
イベント (行動) を参照できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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このセクションの内容:

組織の共有メールアドレスからのメール送信
Einstein 活動キャプチャユーザが sales@company.com などの組織の共有メールアドレスを使用してメールを送
信すると、関連 Salesforce レコードにそのメールが自動的に記録されます。この変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。
自動的に取り込まれた Microsoft® Exchange 2016 および 2013 のイベントを Salesforce カレンダーから表示
Einstein 活動キャプチャを使用できるように営業担当を設定すると、営業担当は Salesforce カレンダーから自
分の Microsoft のイベント (行動) を参照できます。イベント (行動) は、Microsoft® Exchange という名称のカレン
ダーに追加されるため、自動追加されたイベント (行動) と Salesforce の行動を区別しておくことができます。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

組織の共有メールアドレスからのメール送信
Einstein 活動キャプチャユーザが sales@company.com などの組織の共有メールアドレスを使用してメールを送信す
ると、関連 Salesforce レコードにそのメールが自動的に記録されます。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

自動的に取り込まれた Microsoft® Exchange 2016 および 2013 のイベントを Salesforce カレン
ダーから表示
Einstein 活動キャプチャを使用できるように営業担当を設定すると、営業担当は Salesforce カレンダーから自分の
Microsoft のイベント (行動) を参照できます。イベント (行動) は、Microsoft® Exchange という名称のカレンダーに
追加されるため、自動追加されたイベント (行動) と Salesforce の行動を区別しておくことができます。この変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

Sales Cloud Einstein の設定: Sales Cloud Einstein の使用開始をより簡単に
Sales Cloud Einstein の設定は、これまで以上に速くなりました。[設定] の一部の項目は移動されて、見つけやす
くなりました。標準権限セットも作成されて、営業担当が Einstein を活用して強みを発揮しやすくなりました。
Sales Cloud Einstein をすでに使用している場合は、現在の権限セットライセンスが更新されました。これらの変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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Lightning Experience では、[設定アシスタント] ページの名前が [支援付き設定] に変更されて見つけやすくなりま
した (1)。ただし、Sales Cloud Einstein を一元的に設定する「ワンストップショップ」のような場所であることに
変わりはありません。
Lightning Experience (2) でも Salesforce Classic (3) でも、Sales Cloud Einstein の使用可能な機能は [設定] の [Einstein Sales] に
あります。

標準の Sales Cloud Einstein 権限セットで時間を節約できます。独自に作成する必要はなくなりました。これに
は、Sales Cloud Einstein のすべての機能とダッシュボードの権限が含まれています。この権限セットをユーザに
割り当て、使用させる Sales Cloud Einstein の機能を有効にしてください。

重要:  Sales Cloud Einstein を現在使用している場合は、Sales Cloud Einstein 権限セットライセンスで Sales Cloud

Einstein 権限セットがすでに作成されています。Sales Cloud Einstein 権限セットライセンスは更新されて、Sales

Cloud Einstein の新機能のアプリケーション権限および Einstein ダッシュボードのすべての権限が組み込まれ
ました。必要なのは、新しく追加された権限を有効にして新機能を設定することのみです。Sales Cloud

Einstein Analytics 権限セットがすでにあるユーザは、Einstein ダッシュボードへのアクセス権を失いません。
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ただし、他の Einstein ユーザには Sales Cloud Einstein 権限セットライセンスからダッシュボードへのアクセス
権を付与します。更新された Sales Cloud Einstein 権限セットが使用可能になるのは、2018 年 2 月後半です。

関連トピック:

Einstein の準備状況評価: Einstein の準備が整っているかどうかの評価
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)

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

Sales Cloud Einstein Analytics: アクセス権の拡張とデータの更新
すべての Sales Cloud Einstein ユーザに、Sales Cloud Einstein のダッシュボードをすべて含む Sales Analytics アプリケー
ションへのアクセス権が付与されます。また、Einstein 自動取引先責任者と Einstein リードスコアリングダッシュ
ボードが更新されましたが、これらの更新を適用するにはいくつかのステップを実行する必要があります。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:

すべての Sales Cloud Einstein ユーザに Sales Analytics アプリケーションへのアクセス権を付与
すべての Sales Cloud Einstein ユーザに、Sales Cloud Einstein のダッシュボードを含む Sales Analytics アプリケーショ
ンへのアクセス権が付与されます。そのため、同僚を 5 名選択する必要はなくなりました。標準の Sales Cloud

Einstein 権限セットが作成され、そこに Sales Analytics アプリケーションの権限が組み込まれました。Sales Cloud

Einstein をユーザに割り当てるとき、Sales Cloud Einstein のダッシュボードをすべて含む Sales Analytics アプリケー
ションへのアクセス権を付与できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Einstein 自動取引先責任者ダッシュボードの更新
Einstein 自動取引先責任者ダッシュボードが改善されました。ダッシュボードに最も正確なデータを確実に
表示させるには、Einstein 自動取引先責任者アプリケーションを削除して再作成してください。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ダッシュボードの更新
Einstein リードスコアリングダッシュボードが改善されました。更新して最も正確なデータを取得してくだ
さい。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

すべての Sales Cloud Einstein ユーザに Sales Analytics アプリケーションへのアクセス権を付
与
すべての Sales Cloud Einstein ユーザに、Sales Cloud Einstein のダッシュボードを含む Sales Analytics アプリケーション
へのアクセス権が付与されます。そのため、同僚を 5 名選択する必要はなくなりました。標準の Sales Cloud

Einstein 権限セットが作成され、そこに Sales Analytics アプリケーションの権限が組み込まれました。Sales Cloud

Einstein をユーザに割り当てるとき、Sales Cloud Einstein のダッシュボードをすべて含む Sales Analytics アプリケー
ションへのアクセス権を付与できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

メモ:  Einstein リードスコアリング、Einstein 活動キャプチャ、Einstein 自動取引先責任者のダッシュボードが
提供されています。
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Sales Cloud Einstein をすでに使用している場合は、Einstein ユーザに割り当てることができる 5 個の Sales Cloud Einstein

Analytics ライセンスがありました。そのライセンスを持つユーザは Einstein ダッシュボードへのアクセス権が失
われることはありませんが、他の Einstein ユーザには更新された Sales Cloud Einstein 権限セットライセンスから
ダッシュボードへのアクセス権を付与します。
[Sales Cloud Einstein] タブも削除されました。Einstein ユーザは、[分析] タブまたは Analytics Studio から引き続き Einstein

ダッシュボードにアクセスできます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

Einstein 自動取引先責任者ダッシュボードの更新

ユーザ権限

アプリケーションを削除
する
• 「Analytics を使用」と

「アプリケーションへ
のマネージャアクセ
ス」

Einstein 自動取引先責任者
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」

Einstein 自動取引先責任者ダッシュボードが改善されました。ダッシュボードに
最も正確なデータを確実に表示させるには、Einstein 自動取引先責任者アプリケー
ションを削除して再作成してください。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
1. Einstein 自動取引先責任者アプリケーションを開き、ドロップダウンから [削

除] をクリックします。
2. [納入商品を削除] をクリックします。
3. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 自動取引先責任者」と入

力し、[Einstein 自動取引先責任者] を選択します。
4. [取引先責任者] で [ユーザが提案を承諾した場合に追加] を選択します。次に

[自動的に追加] を選択します。
再作成プロセスが完了すると、ダッシュボードには最新の更新が含まれて、最
も正確なデータが表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: アプリケーションの削除 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されることや、使用不能
になることがあります)

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化
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Einstein リードスコアリングダッシュボードの更新

ユーザ権限

アプリケーションを削除
する
• 「Analytics を使用」と

「アプリケーションへ
のマネージャアクセ
ス」

Einstein リードスコアリン
グを有効にする
• 「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」

Einstein リードスコアリングダッシュボードが改善されました。更新して最も正
確なデータを取得してください。この変更は Lightning Experience にのみ適用され
ます。
1. Einstein リードスコアリング分析アプリケーションを開きます。アプリケー

ションが古い場合、通知が表示されます。
2. 通知内の [新機能] をクリックします。または、アプリケーションのホーム

ページの左列にある [新しいバージョンをご利用いただけます]をクリックし
ます。

3. ページ下部で、次のいずれかを実行します。
• アプリケーションとそのすべてのアセットを上書きするには、[現在のア

プリケーションをアップグレード]をクリックします。アプリケーション
をアップグレードすると、データフローに加えた新しい項目やオブジェ
クト、セキュリティ設定やダッシュボードの表示ラベルおよび色に加え
た変更などのカスタマイズも削除されます。

• 現在のアプリケーションをコピーするには、[新規アプリケーションを作成]をクリックします。コピー
には新しいバージョンが使用されます。

警告: アプリケーションをカスタマイズしている場合、そのカスタマイズを保持するために [新規アプリ
ケーションを作成]を使用することをお勧めします。これにより、アプリケーションの新しいバージョン
にそのカスタマイズを手動でコピーできます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Sales Analytics アプリケーションのアップグレード

Einstein インサイト: モバイルデバイスからの取引先および商談インサイトへの
アクセス (パイロット)
外出時に Einstein インサイトを使用できるようになりました。取引先に関するインサイトを常に把握します。
成立の可能性が高い商談についての予測、フォローアップのアラーム、商談における重要な瞬間を迎えたこと
を示す通知を参照します。営業担当はアクションをインサイトから直接実行できます。たとえば、関連レコー
ドを編集したり、関連する取引先責任者にメールを送信したりできます。この変更は、Salesforce for iOS と Salesforce

for Android に適用されます。

インサイトにアクセスするには、左のナビゲーションで をタップします。
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モバイルアプリケーションでインサイトを参照するには、Sales Cloud Einstein ライセンスが必要です。アクショ
ンの共有、活動タイムラインの詳細、および提案された取引先責任者のインサイトは Lightning Experience での
み使用できます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

Inbox: Sales Cloud Einstein による Inbox の生産性の向上
Sales Cloud Einstein に、営業担当がメールとカレンダーを Salesforce に統合して一連の生産性機能を組み込むこと
ができる、Inbox が含まれるようになりました。Inbox の効率性と Sales Cloud Einstein のインテリジェンスが組み
合わされば、営業担当はもはや止まりません。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。
設定アシスタントを使用すれば、Inbox をすぐに稼働できます。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Inbox」
と入力し、[Inbox] の下の [設定アシスタント] を選択します。
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Sales Cloud Einstein をすでに使用している場合は、2018 年 2 月後半に使用可能になる Einstein Inbox のアプリケー
ション権限を Sales Cloud Einstein 権限セットに追加します。

関連トピック:

開封確認メッセージの防止によるプライバシーの強化
Salesforce ヘルプ: Inbox (リリースプレビューの時点で内容が刷新されることや、使用不能になることがありま
す)

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

中核的なセールス機能: より多くの機能による売上の増加
中核的なセールス領域で新規追加および改良された機能を使用して、より早く成功への道を切り開きましょ
う。LinkedIn から新しいリードを獲得します。顧客がキャンペーンにどのようにエンゲージしているかを確認
します。パスを使用して取引先のライフサイクルを管理します。Lightning Experience で商談の分割を使用して、
案件のクレジットをチームと共有します。より多くの商談を成立させるために役立つ、その他多くの機能があ
ります。ほとんどの変更は Lightning Experience にのみ適用されますが、いくつかの重要な機能は Salesforce Classic

と Salesforce アプリケーションにも適用されます。

このセクションの内容:

リード: LinkedIn インテグレーションと取引開始の設定
LinkedIn と統合し、リードの取引開始ウィンドウをカスタマイズします。
キャンペーン: メンバーを追加するフローの高速化、パスによるキャンペーンの追跡、カスタマイズ可能な
キャンペーンインフルエンスレポート、Pardot キャンペーンの連携、エンゲージメント履歴
キャンペーンを離れることなくメンバーを追加し、パスを使用してキャンペーンのフェーズを追跡し、キャ
ンペーンによって影響された商談に関するレポートを作成し、Pardot と Salesforce のキャンペーンを接続し、
見込み客のエンゲージメントを確認します。
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パス: 独自のパスの選択
フェーズや状況よりも重要なものがあります。標準オブジェクトの選択リスト項目をパスの基礎にして、
営業担当が行動する方法でパスが動作できるようにしてください。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
取引先: パス、取引先でのリードの一致、個人取引先のメールサポートの強化など
取引先のライフサイクルはパスで管理します。一致リードコンポーネントを取引先ベースのマーケティン
グ業務に活用できます。個人取引先に簡単にメールを送信できるようになり、個人取引先と Microsoft の連
絡先 (取引先責任者) が同期できるようになりました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic

の両方に適用されます。
商談: 商談の分割、商談商品名の表示、価格表の選択、その他
営業担当が商談の分割を使用しているため Lightning Experience に切り替えられずにいましたか? もうためら
う必要はありません。商談の分割とその他 3 つの機能強化により、ビジネスにとって商談がこれまで以上
に役立ちます。
商品: 新しいカスタマイズオプション、より迅速な価格表への商品の追加
商品のカスタムアクションを作成し、より迅速に価格表に追加できます。これらの変更は Lightning Experience

にのみ適用されます。
エンタープライズテリトリー管理: より多くのテリトリー情報の表示
システム管理者や営業担当は、商談レポートの情報をテリトリーで絞り込むことが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。Lightning Experience およびすべて
のバージョンの Salesforce アプリケーションの新機能により、営業担当は、どのユーザが取引先のテリトリー
に割り当てられているかを Salesforce Classic と同じように確認できます。
取引先責任者: 取引先責任者の役割、取引先責任者階層へのアクセスの改善
取引先責任者の役割インターフェースが改善され、取引先責任者階層へのアクセスが簡易化されたため、
営業担当はより迅速に作業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。

リード: LinkedIn インテグレーションと取引開始の設定

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

LinkedIn と統合し、リードの取引開始ウィンドウをカスタマイズします。

このセクションの内容:

LinkedIn からのリードの生成
LinkedIn リードジェネレーション広告から Salesforce へのリードの自動追加見
込み客が LinkedIn 広告でフォームにデータを入力すると、そのデータは Salesforce

の新しいリードに直接変換されます。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方の新機能です。
商談を作成せずにリードの取引開始を合理化
取引開始プロセスを高速化し、営業チームがリードと取引を開始するときに
商談を作成しなくて済むようにします。新たにデフォルトとなった商談のリード取引開始設定を選択する
か、取引開始ウィンドウの商談セクションを完全に非表示にします。この変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。
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LinkedIn からのリードの生成
LinkedIn リードジェネレーション広告から Salesforce へのリードの自動追加見込み客が LinkedIn 広告でフォームに
データを入力すると、そのデータは Salesforce の新しいリードに直接変換されます。この機能は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
新しいリードを選択したユーザまたはキューに割り当てます。LinkedIn から 1 日あたり最大 500 件のリードを追
加できます。1 日に獲得するリード数がこの制限を超えると、[設定] で指定したデフォルトのリード作成者に
追加リードがメールで送信されます。
接続の設定は簡単です。
1. LinkedIn アカウント (1) を Salesforce 組織に接続します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「LinkedIn

リードジェネレーション」と入力します。その後、[LinkedIn アカウント] をクリックします。リードの作成
を管理するために使用するメンバーアカウントを使用して、LinkedIn にログインします。このメンバーアカ
ウントには「リードジェネレーションフォームマネージャ」権限を持つキャンペーンマネージャまたは取
引先マネージャ、または会社ページ管理者を使用できます。
Salesforce により、このメンバーアカウントに関連する広告アカウントは組織に接続されます (2)。これらの
広告アカウントに関連するすべてのフォームから、Salesforce でリードが生成されます。営業担当者が広告
アカウントを追加する場合、営業担当者はあなたに通知する必要があります。新しい広告アカウントを
Salesforce に接続するには、[アカウントの更新] をクリックします。

ヒント: 会社に関連付けられた LinkedIn アカウントのうち、複数の従業員がアクセスおよび管理できる
LinkedIn アカウントを使用することをお勧めします。このメンバーアカウントをすべての LinkedIn 広告
アカウントに必ず関連付けてください。

2. LinkedIn からのリードのデフォルト値を設定します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「LinkedIn

リードジェネレーション」と入力します。次に、[リードジェネレーション項目] をクリックします。
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3. LinkedIn フォームのメタデータ項目をリードの項目に対応付けます。このメタデータは、リードの獲得元に
関する情報を提供します。一般的に、このデータにはカスタムリード項目を使用します。LinkedIn からの
リードには、特定の [リードソース] 値を使用することを考慮してください。マーケティングチームはキャ
ンペーンの効果を分析する場合にフォームのメタデータを使用できます。
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4. LinkedIn のリードの項目を Salesforce のリードの項目に対応付けます。対応付けられた項目は同じデータ型を
共有する必要があります。

5. LinkedIn のカスタムフォームの質問からデータを取り込むため、Salesforce のリードの項目をさらに設定しま
す。各質問に対してリード項目を 1 つずつ使用し、リードが入力する各回答にもリード項目を 1 つずつ使
用します。このようにすると、質問によってリードを絞り込んで質問と回答についてレポートできるよう
になります。
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6. 選択内容を確認してリードの受信を開始するには、[保存] をクリックします。
項目の対応付けを保存するまで、リードは Salesforce に追加されません。

商談を作成せずにリードの取引開始を合理化
取引開始プロセスを高速化し、営業チームがリードと取引を開始するときに商談を作成しなくて済むようにし
ます。新たにデフォルトとなった商談のリード取引開始設定を選択するか、取引開始ウィンドウの商談セク
ションを完全に非表示にします。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「リードの設定」と入力し、[リードの設定] を選択します。
2 つの新しいオプションにより、[取引の開始] ウィンドウをビジネスに合わせてカスタマイズできます。

• [取引の開始] ウィンドウの [商談] セクションを非表示にするかどうかを決めます (1)。
• [商談は作成しない] オプションをデフォルトで選択するかどうかを決めます (2)。

キャンペーン: メンバーを追加するフローの高速化、パスによるキャンペーン
の追跡、カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスレポート、Pardot
キャンペーンの連携、エンゲージメント履歴

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

キャンペーンを離れることなくメンバーを追加し、パスを使用してキャンペー
ンのフェーズを追跡し、キャンペーンによって影響された商談に関するレポー
トを作成し、Pardot と Salesforce のキャンペーンを接続し、見込み客のエンゲージ
メントを確認します。
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このセクションの内容:

キャンペーンメンバーをより迅速に追加
マーケティングチームは、キャンペーン詳細ページから離れずに、リード、取引先責任者、個人取引先を
素早く選択、検索し、キャンペーンに追加できるようになりました。以前は、ユーザがリード、取引責任
者、または個人取引先を追加するときに、キャンペーンの詳細からリードまたは取引先責任者ホームペー
ジにリダイレクトされていました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
パスを使用したキャンペーン進行状況の追跡
キャンペーンにはライフサイクルがあります。最初のメールを送信しただけでも、最後の数件のリードを
引き寄せていても、マーケティングチームはパスによってキャンペーンのフェーズを管理できます。パス
を使用して、キャンペーンを次のフェーズに進める方法についてマーケティング担当者を指導してくださ
い。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスのレポート
新しい [キャンペーンと影響を受ける商談] (カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンス) 標準レポート
タイプでは、マーケティングチームが、各キャンペーンの影響を受けた商談数と収益額を素早く確認でき
ます。マーケティング担当者はパフォーマンスの高いキャンペーンを常に把握し、必要に応じて調整でき
ます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンの接続 (ベータ)

マーケティング部門が 1 つのキャンペーンレコードセットを使用して、Pardot と Salesforce 両方の機能を使用
できるようにします。キャンペーンが接続されると、マーケティング担当者はキャンペーンインフルエン
スの追跡とエンゲージメント履歴の表示をすべて、Salesforce の同じレコードで実行できます。この変更は、
Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されま
す。
見込み客のキャンペーンに対するエンゲージメント状況の確認 (ベータ)

Pardot と Salesforce のキャンペーンを接続すると、キャンペーンにリードと取引先責任者がどれくらいエン
ゲージしているのかを、マーケティング部門が Salesforce で直接確認できます。エンゲージメント総計値コ
ンポーネント、エンゲージメント履歴項目、およびレポートをキャンペーンページレイアウトに追加し、
何人のメンバーがメールとフォームを表示してクリックしているかをマーケティング担当者に示します。
リードと取引先責任者に [エンゲージメント履歴] 関連リストを追加して、エンゲージメント状況を確認し
ます。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケー
ションに適用されます。

キャンペーンメンバーをより迅速に追加
マーケティングチームは、キャンペーン詳細ページから離れずに、リード、取引先責任者、個人取引先を素早
く選択、検索し、キャンペーンに追加できるようになりました。以前は、ユーザがリード、取引責任者、また
は個人取引先を追加するときに、キャンペーンの詳細からリードまたは取引先責任者ホームページにリダイレ
クトされていました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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[キャンペーンメンバー] 関連リストから、[リードの追加]または[取引先責任者の追加]をクリックします。ウィ
ンドウに [最後に使用] リストビューが表示されます。個人取引先を追加するには、[取引先責任者の追加]をク
リックします。

パスを使用したキャンペーン進行状況の追跡
キャンペーンにはライフサイクルがあります。最初のメールを送信しただけでも、最後の数件のリードを引き
寄せていても、マーケティングチームはパスによってキャンペーンのフェーズを管理できます。パスを使用し
て、キャンペーンを次のフェーズに進める方法についてマーケティング担当者を指導してください。この変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。

たとえば、マーケティングチームは開発に時間がかかる長期的なキャンペーンを使用するかもしれません。ま
たは、多数のキャンペーンに短いマーケティングサイクルがあるかもしれません。パスにより、マーケティン
グ担当者はレコードの上部で各キャンペーンの状況をすばやく確認および更新できます。
すべてのパスで、ステップはパスの設定時に選択した選択リスト項目の値に基づきます。キャンペーンの場
合、キャンペーンの進行状況を追跡するために使用する [状況] 項目か別の項目を選択します。キャンペーンに
個別のレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプごとに異なるパスを作成できます。
キャンペーンに適用できるビジネスプロセスは多いため、デフォルトパスは提供されていません。その代わり
に、使用可能なキャンペーンの選択リスト項目を使用して、営業チームにとって合理的なパスを作成してくだ
さい。キャンペーンのパスは、その他のオブジェクトに使用するものと同じステップを使用して作成してくだ
さい。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「パス」と入力し、[パス設定] を選択します。Lightning アプリ
ケーションビルダーを使用し、パスコンポーネントをキャンペーンページレイアウトに追加します。選択リス
ト値を並び替えるには、オブジェクトマネージャを使用して、パスで使用する項目を編集します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: パスによるユーザのガイド
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カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスのレポート
新しい [キャンペーンと影響を受ける商談] (カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンス) 標準レポートタ
イプでは、マーケティングチームが、各キャンペーンの影響を受けた商談数と収益額を素早く確認できます。
マーケティング担当者はパフォーマンスの高いキャンペーンを常に把握し、必要に応じて調整できます。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者は、新しい標準レポートタイプ (1) を選択できます。レポートビルダーにより、各キャ
ンペーン (2) とその商談 (3) および金額 (4) を表示するレポートが作成されます。
取引先責任者の役割オブジェクトとクロス検索条件はこのレポートでは利用できません。

Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンの接続 (ベータ)

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 (Pardot
Standard Edition、Pardot
Pro Edition、または Pardot
Ultimate Edition 付属)

マーケティング部門が 1 つのキャンペーンレコードセットを使用して、Pardot と
Salesforce 両方の機能を使用できるようにします。キャンペーンが接続されると、
マーケティング担当者はキャンペーンインフルエンスの追跡とエンゲージメン
ト履歴の表示をすべて、Salesforce の同じレコードで実行できます。この変更は、
Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプ
リケーションに適用されます。

メモ: この機能はベータ機能としてプレビュー版であり、Salesforce とのマス
ターサブスクリプション契約における「サービス」の一部とはみなされま
せん。Salesforce はこのベータ機能の特定期間内の正式リリースまたはリリー
スの有無を保証しません。このベータ機能はお客様の裁量でご使用いただ
けますが、評価のみを目的とし、本番環境では使用しないでください。こ
のベータ機能は無保証で提供され、サポートの対象に含まれません。プレ
リリース機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して
Salesforce は一切の責任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の
留保、サービスに関するお客様の義務、関連する SFDC 以外のアプリケー
ションおよびコンテンツの使用はすべて、お客様のこのベータ機能の使用
にも同様に適用されます。Salesforce は独自の裁量でこのベータ機能を終了
できるものとします。購入するときは、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判断してください。

Pardot でキャンペーンの連携を有効化したら、マーケティング部門は Salesforce キャンペーンレコードへの Pardot

キャンペーンレコードの接続を開始できます。これで、マーケティングユーザは Pardot データを Salesforce で直
接操作できます。接続したら、ユーザは Salesforce と Pardot のどちらの機能を操作する場合でも、Salesforce キャ
ンペーンレコードを使用します。
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考慮事項
キャンペーンの連携を有効化してユーザがキャンペーンを接続できるようにする前に、次の考慮事項に注意し
てください。
• 接続されたキャンペーンを操作するには、Salesforce ログインが必要です。
• キャンペーンの連携を有効にすると、すべての Pardot キャンペーンが参照のみになります。Pardot で使用で

きるのは、接続されているキャンペーンのみです。ユーザは Pardot からキャンペーンを作成できなくなり
ます。[Salesforce キャンペーン] タブからキャンペーンを作成します。

• マーケティング担当者がキャンペーンを接続するには、ユーザプロファイルに「マーケティングユーザ」
権限がある必要があります。

• マーケティング担当者は、Pardot キャンペーンに接続する Salesforce キャンペーンレコードタイプを選択でき
ます。会社がレコードタイプを使用する方法に応じて、マーケティング部門は一部のレコードタイプを接
続しないようにすることができます。

• キャンペーンを接続すると、Pardot ユーザがカスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスにアクセス
し、キャンペーンによって生成された商談を追跡できます。

• 接続されているキャンペーンでは、Pardot のエンゲージメント履歴データを Salesforce で使用可能になりま
す。エンゲージメント履歴の項目を、接続されたキャンペーンレコードタイプのページレイアウトに追加
します。

• Salesforce は、関連付けられたマーケティングフォーム、マーケティングリンク、およびリストメールを、
Pardot キャンペーンから、接続された Salesforce キャンペーンにコピーします。このデータは会社のデータス
トレージ制限にカウントされます。

• 複数の Pardot 組織を 1 つの Salesforce 組織に接続できるだけでなく、各 Pardot 組織のキャンペーンの連携に対
して、異なるキャンペーンレコードタイプを有効にできます。

• Salesforce キャンペーンが Pardot キャンペーンに接続されると、Pardot キャンペーン項目の複数の値が Salesforce

キャンペーン項目の値で置き換えられます。
– Name

– アーカイブの日付
– コスト
– 作成者
– 更新者
– 更新日時

メモ: このアクションは元に戻すことができません。

キャンペーンの連携の有効化
キャンペーンの連携を有効化するには、次の手順を実行します。
1. Pardot から [設定] に移動します。
2. [編集] をクリックします。
3. スクロールダウンして、[キャンペーンの連携] をクリックします。
4. [キャンペーンの連携を有効化] をクリックします。
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5. マーケティング担当者が Salesforce キャンペーンに接続できる、Salesforce キャンペーンレコードタイプを選
択します。マスタレコードタイプは、Salesforce に付属するデフォルトのレコードタイプです。

6. [アカウントを保存] をクリックします。
キャンペーンの連携を有効化した場合、Pardot キャンペーンレコードは、キャンペーンメンバーシップの管理
にのみ使用できます。ユーザは他のすべてのキャンペーンタスクを、接続された Salesforce キャンペーンレコー
ドで実行できます。
マーケティングチームがキャンペーンの接続を終了したら、[設定] に戻って意思統一プロセスを完了します。
1. [Salesforce を使用してキャンペーンを管理]をクリックします。この設定により、[CRM キャンペーンに接続]

アクションが [Pardot キャンペーン] ページから削除されます。
2. すべての接続されていないキャンペーンを Pardot ユーザが参照できるようにするには、[接続されていない

キャンペーンを表示]をクリックします。この設定は、[Salesforce を使用してキャンペーンを管理]を有効に
している場合にのみ適用されます。

Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンの接続
マーケティング担当者がキャンペーンを接続する準備が整ったら、1 つずつ接続するか、一括で接続すること
ができます。

Pardot のキャンペーンページから個々のキャンペーンを接続するには、[接続されていないキャンペーン] (1)

ビューを選択します。接続するキャンペーンの [CRM キャンペーンに接続] アクション (2) をクリックし、接続
する Salesforce キャンペーンを選択します。
キャンペーンを一括で接続するには、[対応付けワークブックをダウンロード] (3) をクリックします。Pardot と
Salesforce のキャンペーンのタブ区切りのリストが含まれる Excel スプレッドシートがエクスポートされます。
スプレッドシートの [キャンペーンを接続] タブを使用して、接続リストを作成します。完了したら、[完了し
たワークブックをアップロード] (4) をクリックし、完了したスプレッドシートをアップロードします。
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マーケティング担当者が新しい Salesforce キャンペーンを新しい Pardot キャンペーンに接続するには、Salesforce

キャンペーンを作成するだけです。Pardot キャンペーンが自動的に作成および接続されます。

関連トピック:

見込み客のキャンペーンに対するエンゲージメント状況の確認 (ベータ)

見込み客のキャンペーンに対するエンゲージメント状況の確認 (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、およ
び Unlimited Edition (Pardot
Standard Edition、Pardot
Pro Edition、または Pardot
Ultimate Edition 付属)

Pardot と Salesforce のキャンペーンを接続すると、キャンペーンにリードと取引先
責任者がどれくらいエンゲージしているのかを、マーケティング部門が Salesforce

で直接確認できます。エンゲージメント総計値コンポーネント、エンゲージメ
ント履歴項目、およびレポートをキャンペーンページレイアウトに追加し、何
人のメンバーがメールとフォームを表示してクリックしているかをマーケティ
ング担当者に示します。リードと取引先責任者に [エンゲージメント履歴] 関連
リストを追加して、エンゲージメント状況を確認します。この変更は、Lightning

Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーショ
ンに適用されます。

メモ: この機能はベータ機能としてプレビュー版であり、Salesforce とのマス
ターサブスクリプション契約における「サービス」の一部とはみなされま
せん。Salesforce はこのベータ機能の特定期間内の正式リリースまたはリリー
スの有無を保証しません。このベータ機能はお客様の裁量でご使用いただ
けますが、評価のみを目的とし、本番環境では使用しないでください。こ
のベータ機能は無保証で提供され、サポートの対象に含まれません。プレ
リリース機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して
Salesforce は一切の責任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の
留保、サービスに関するお客様の義務、関連する SFDC 以外のアプリケー
ションおよびコンテンツの使用はすべて、お客様のこのベータ機能の使用
にも同様に適用されます。Salesforce は独自の裁量でこのベータ機能を終了
できるものとします。購入するときは、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判断してください。

Pardot キャンペーンに接続されている Salesforce キャンペーンでは、エンゲージメント履歴データが Pardot から
Salesforce のキャンペーンレコードに流れます。エンゲージメント履歴には、接続されているキャンペーンに関
連付けられたマーケティングアセットでの既知の見込み客によるすべての新規活動が含まれます。既知の見込
み客とは、少なくともメールアドレスを提供した Pardot 見込み客です。マーケティングアセットにはリスト
メール (Pardot から送信されたメールを含む)、マーケティングフォーム、フォームハンドラ、カスタムリダイ
レクト、マーケティングリンクが含まれます。
Pardot エンゲージメントデータを Salesforce キャンペーンに取り込むには、いくつかの要件があります。
• Pardot キャンペーンが Salesforce キャンペーンに接続されている必要があります。詳細は、「Pardot キャン

ペーンと Salesforce キャンペーンの接続 (ベータ)」を参照してください。
• マーケティングアセットにエンゲージする見込み客が十分な識別情報 (メールアドレスなど) を提供してい

る必要があります。
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• 見込み客が Salesforce のユーザ、グループ、またはキューに割り当てられている必要があります。見込み客
を割り当てるのに適した方法は、オートメーションルールを使用することです。詳細は、Salesforce ヘルプ
の「見込み客の割り当て」を参照してください。

• エンゲージメント履歴データにアクセスするには「営業ユーザ」または「CRM ユーザ」Sandard Permission Set

と、エンゲージメント履歴項目への項目レベルセキュリティアクセス権がユーザに必要です。
いくつかの項目が Salesforce キャンペーンで使用可能になり、キャンペーンのページレイアウトに追加できま
す。それぞれの項目レベルセキュリティは、表示されないように初期設定されています。エンゲージメントの
項目を含める必要があるのは、[キャンペーンの連携] で有効になっているキャンペーンレコードタイプのみで
す。それぞれの値は毎日更新されます。
• Pardot から送信されたメールを含むリストメール:

– キャンペーンの一意のメールの開封数
– 階層内の一意のメールの開封数
– キャンペーンの一意のメールのクリック数
– 階層内の一意のメールのクリック数
– キャンペーンの配信済みメールの合計数
– 階層内の配信済みメールの合計数
– メール開封率
– メールのクリックスルー率

• フォームおよびフォームハンドラ:

– キャンペーンのフォーム登録の合計数
– 階層内のフォーム登録の合計数
– キャンペーンのフォームビューの合計数
– 階層内のフォームビューの合計数
– フォーム登録率

• カスタムリダイレクトとマーケティングリンク:

– キャンペーンの一意のマーケティングリンクのクリック数
– 階層内の一意のマーケティングリンクのクリック数

ユーザに表示するデータに応じて、エンゲージメント履歴の項目をページレイアウトに個別に追加できます。
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または、すべてまとめて表示するには、エンゲージメント総計値コンポーネントを追加します。エンゲージメ
ント総計値コンポーネントを追加すると、マーケティング担当者はキャンペーンのみの統計またはキャンペー
ン階層を確認できるようになります。

エンゲージメントの項目をキャンペーンリストビューに追加し、ユーザがエンゲージメントのあるキャンペー
ンを簡単に見つけられるようにします。

個々のリードと取引先責任者のエンゲージメントをユーザが確認できるようにするには、[エンゲージメント
履歴] 関連リストをリードおよび取引先責任者の詳細ページに追加します。活動が発生すると [エンゲージメン
ト履歴] 関連リストが更新されるため、ユーザはエンゲージメントのリアルタイムビューを取得できます。
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マーケティング担当者は Salesforce のネイティブレポートを使用して、キャンペーン、Pardot マーケティングア
セット、それらのアセットのエンゲージメント合計数が含まれるレポートを作成できます。レポートは Pardot

AppExchange パッケージで入手できます。キャンペーンページレイアウトにレポートとダッシュボードを含め
て、ユーザが重要なエンゲージメントデータを確認できるようにします。

関連トピック:

Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンの接続 (ベータ)

パス: 独自のパスの選択

エディション

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

フェーズや状況よりも重要なものがあります。標準オブジェクトの選択リスト
項目をパスの基礎にして、営業担当が行動する方法でパスが動作できるように
してください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

関連トピック:

パスを使用した取引先との関係の構築
パスを使用したキャンペーン進行状況の追跡
Lightning Experience のケースパス
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取引先: パス、取引先でのリードの一致、個人取引先のメールサポートの強化
など
取引先のライフサイクルはパスで管理します。一致リードコンポーネントを取引先ベースのマーケティング業
務に活用できます。個人取引先に簡単にメールを送信できるようになり、個人取引先と Microsoft の連絡先 (取
引先責任者) が同期できるようになりました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適
用されます。
パスを使用した取引先との関係の構築

取引先にもフェーズがあります。顧客との関係を深めているか、商談を使用せずに見込み客を顧客に変え
ようとしているかに関係なく、パスでは取引先のライフサイクルを管理できます。

取引先の階層に簡単にアクセス
かくれんぼは終わり、ユーザが勝ちました。取引先のヘッダーの [取引先階層を表示] アイコンをクリック
すれば階層にすぐに移動できます。

リードと取引先の間にある点を結ぶ
Pardot を使用する場合は、Salesforce データを新しい方法で使用して、チームが取引先ベースのマーケティン
グを実践できるようにしてください。Lightning アプリケーションビルダーで一致リードコンポーネントを
法人取引先ページに追加して、取引先に一致するリードを最良の一致から先に表示します。営業チームは、
取引先から移動せずにリードと取引を開始できます。一致リードコンポーネントにより、冗長データを減
らして、データ保護とプライバシーのさまざまな規制を順守するように努めることができます。

個人取引先にメールを手早く送信
営業担当は、個人取引先にメールを簡単に送信できるようになりました。個人取引先レコードにメールア
ドレスがある場合は、[メールを送信] アクションにより、[宛先] 項目にその名前とメールアドレスが入力さ
れます。

個人取引先と Microsoft® 連絡先との同期
個人取引先を使用する営業担当が素早く効率的に作業できるように、Salesforce と Microsoft の連絡先間で顧客
と見込み客のデータを同期します。これにより、営業担当は両方のシステムで連絡先 (取引先責任者) レコー
ドを管理する必要がなくなります。

個人取引先と Google コンタクトとの同期
個人取引先を使用する営業担当が素早く効率的に作業できるように、Salesforce と Google コンタクト間で顧
客と見込み客のデータを同期します。これにより、営業担当は両方のシステムで連絡先 (取引先責任者) レ
コードを管理する必要がなくなります。

絞り込みによる取引先検索の微調整
取引先の検索結果を絞り込むことができるようになりました。最初は幅広く検索し、検索条件を適用して
結果を絞り込みます。

Lightning Experience での個人取引先の納入商品の表示
Lightning Experience で個人取引先の [納入商品] 関連リストに、個人取引先に関連する納入商品がすべて表示
されるようになりました。以前は、納入商品の [取引先責任者] 項目に個人取引先がリストされている場合、
Lightning Experience の個人取引先の [納入商品] 関連リストに納入商品が表示されませんでした。

Financial Services Cloud での個人取引先の活用
新しい Financial Services Cloud ユーザの場合、個人取引先または個人オブジェクトモデルのいずれかを使用で
きるようになりました。
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パスを使用した取引先との関係の構築

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

取引先にもフェーズがあります。顧客との関係を深めているか、商談を使用せ
ずに見込み客を顧客に変えようとしているかに関係なく、パスでは取引先のラ
イフサイクルを管理できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。

法人取引先または個人取引先のレコードタイプのパスを設定します。他のすべてのパスと同様、ステップ (1)

は、パスの設定時に選択した選択リスト項目の値に基づきます。使用できる選択リスト項目は、パスが法人取
引先レコードタイプであるか、個人取引先レコードタイプであるかによって決まります。営業担当が注目でき
るよう、最重要情報を [重要な項目] で強調表示します (2)。営業担当がパスの各ステップを正確に実行できるよ
う、ガイダンスを組み込みます (3)。
取引先に適用できるビジネスプロセスは多いため、デフォルトパスは提供されていません。その代わりに、使
用可能な法人取引先または個人取引先の選択リスト項目を使用して、営業チームにとって合理的なパスを作成
してください。たとえば、営業担当は、数年にわたって銀行の顧客との関係を築かなければならないでしょ
う。パスを使用して、長期的な関係を築くことについて営業担当を指導してください。または、短期のセール
スプロセスでは、商談が必要ないこともあります。パスにより、営業担当は、取引先レコードでセールスプロ
セスを処理できるようになります。
--Master-- 取引先レコードタイプは、法人取引先にのみ適用されます。
取引先のパスは、その他のオブジェクトに使用するものと同じステップを使用して作成してください。[設定]

から、[クイック検索] ボックスに「パス」と入力し、[パス設定]を選択します。Lightning アプリケーションビル
ダーを使用し、パスコンポーネントを取引先ページレイアウトに追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: パスによるユーザのガイド (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能に
なる可能性があります)

パス: 独自のパスの選択
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取引先の階層に簡単にアクセス
かくれんぼは終わり、ユーザが勝ちました。取引先のヘッダーの[取引先階層を表示]アイコンをクリックすれ
ば階層にすぐに移動できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

リードと取引先の間にある点を結ぶ

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 (Pardot
Pro Edition または Pardot
Ultimate Edition 付属)

Pardot を使用する場合は、Salesforce データを新しい方法で使用して、チームが取
引先ベースのマーケティングを実践できるようにしてください。Lightning アプリ
ケーションビルダーで一致リードコンポーネントを法人取引先ページに追加し
て、取引先に一致するリードを最良の一致から先に表示します。営業チームは、
取引先から移動せずにリードと取引を開始できます。一致リードコンポーネン
トにより、冗長データを減らして、データ保護とプライバシーのさまざまな規
制を順守するように努めることができます。これは、Lightning Experience の新機
能です。

一致リードコンポーネントには、取引先でリードに適用する、新しい標準的な一致ルールによってデータが表
示されます。

関連トピック:

Pardot 価格設定

商談: 商談の分割、商談商品名の表示、価格表の選択、その他

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

営業担当が商談の分割を使用しているため Lightning Experience に切り替えられず
にいましたか? もうためらう必要はありません。商談の分割とその他 3 つの機能
強化により、ビジネスにとって商談がこれまで以上に役立ちます。

このセクションの内容:

Lightning Experience での案件のクレジットの共有
商談の分割により、営業担当が商談に関して簡単にコラボレーションし、商
談をチームメンバーと共有できるようにします。これは、Lightning Experience

の新機能です。
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商品の名前全体の表示
リストから商品を選択するときに、名前に含まれる文字や数字のいくつかが表示されないと困る場合があ
ります。商品を商談に追加する前から、商品のフルネームの最後の一文字まで表示することがいかに大切
であるかおわかりでしょう。[商品の追加] インターフェースに、商品の名前や説明などの長いテキストブ
ロックを表示するオプ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。
適切な価格表を最初に表示
営業担当がいつも使用する価格表を見つけるために、多くの価格表をスクロールする必要はありません。
営業担当が前回使用した価格表が、商談に価格表を追加するときに最初に表示されるオプションになりま
した。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
商談チームへの取引先チームメンバーの追加
ワンクリックで商談チームに取引先チームメンバーを追加することで、商談チームの作成を合理化します。
この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。

Lightning Experience での案件のクレジットの共有

エディション

使用可能なエディション:
Performance Edition および
Developer Edition と、Sales
Cloud が付属した
Enterprise Edition および
Unlimited Edition

商談の分割により、営業担当が商談に関して簡単にコラボレーションし、商談
をチームメンバーと共有できるようにします。これは、Lightning Experience の新
機能です。
商談を処理しているチームメンバーは、各案件で取得するクレジット数を確認
できます。個々の営業クレジットをチーム全体の目標とパイプラインレポート
に組み込みます。

[商談分割] 関連リストで分割を追加または調整します。商談の所有者は、他の分割が追加されるまで 100% 取
得します。商談の所有者または階層内でその所有者の上位にあるユーザが分割を追加および調整できます。
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• 収益またはオーバーレイ分割を選択します (1)。
• クレジットを共有するチームメンバーを追加します (2)。
• チームメンバーに対して入力されたパーセント (4) に基づき、金額 (3) が計算されます。
• さらに多くのチームメンバーと分割する場合、行を追加 (5) できます。
• 合計が 100% になる必要がある分割では、入力されたパーセントの合計が 100% 以外の場合、合計 (6) が赤色

で表示されます。
• 商談所有者の割り当て以外の分割は削除 (7) できます。

商品の名前全体の表示

エディション

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

リストから商品を選択するときに、名前に含まれる文字や数字のいくつかが表
示されないと困る場合があります。商品を商談に追加する前から、商品のフル
ネームの最後の一文字まで表示することがいかに大切であるかおわかりでしょ
う。[商品の追加] インターフェースに、商品の名前や説明などの長いテキストブ
ロックを表示するオプ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。

列をドラッグして幅を広げたり (1)、商品の名前の上にマウスポインタを置いて名前全体を表示したり (2)、列
のテキスト折り返しまたはテキスト省略を設定したり (3) できます。
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適切な価格表を最初に表示

エディション

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

営業担当がいつも使用する価格表を見つけるために、多くの価格表をスクロー
ルする必要はありません。営業担当が前回使用した価格表が、商談に価格表を
追加するときに最初に表示されるオプションになりました。この変更は Lightning

Experience にのみ適用されます。

商談チームへの取引先チームメンバーの追加

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

ワンクリックで商談チームに取引先チームメンバーを追加することで、商談チー
ムの作成を合理化します。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバー
ジョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。

商品: 新しいカスタマイズオプション、より迅速な価格表への商品の追加

エディション

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

商品のカスタムアクションを作成し、より迅速に価格表に追加できます。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:

商品に対するさらに多くのアクションの作成
以前は、商品に対して作成できるのはカスタムボタンとリンクのみでした。
今回のリリースで、カスタムアクションも使用できるようになりました。こ
れは、Lightning Experience の新機能です。
より迅速な価格表への商品の追加
営業担当は、1 回に 50 件までの商品を価格表に追加して時間を節約できま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

商品に対するさらに多くのアクションの作成
以前は、商品に対して作成できるのはカスタムボタンとリンクのみでした。今回のリリースで、カスタムアク
ションも使用できるようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
ユーザがボタンのクリックだけでレコードを自動的に作成したり関連付けたりできるカスタムアクションを作
成すれば、Salesforce でのユーザの作業が効率化されます。
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より迅速な価格表への商品の追加
営業担当は、1 回に 50 件までの商品を価格表に追加して時間を節約できます。この変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。

スクロールし続ける必要はありません。商品を名前で検索するだけです (1)。価格表に追加する 1 つ以上の商品
(2) を選択します。次のページに進む前に、選択した商品 (3) を確認または削除します。

エンタープライズテリトリー管理: より多くのテリトリー情報の表示

エディション

使用可能なエディション:
Developer Edition および
Performance Edition と、
Sales Cloud が付属した
Enterprise Edition および
Unlimited Edition

システム管理者や営業担当は、商談レポートの情報をテリトリーで絞り込むこ
とが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。Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce

アプリケーションの新機能により、営業担当は、どのユーザが取引先のテリト
リーに割り当てられているかを Salesforce Classic と同じように確認できます。
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[割り当て済みテリトリー内のユーザ] 関連リストが取引先ページレイアウトにすでに追加されている場合は、
何もする必要はありません。

商談レポートを作成、編集、実行するには、[表示] 項目で [私のテリトリーの商談] を選択し、自分のテリト
リーに属す商談を含めます。

関連トピック:

エンタープライズテリトリー管理を使用して外出中により多くの情報を参照

取引先責任者: 取引先責任者の役割、取引先責任者階層へのアクセスの改善

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

取引先責任者の役割インターフェースが改善され、取引先責任者階層へのアク
セスが簡易化されたため、営業担当はより迅速に作業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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このセクションの内容:

取引先責任者の役割を一瞬にして更新
取引先責任者の役割を管理するインターフェースが改善され、営業担当はより迅速に作業できるようにな
りました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
取引先責任者の階層の素早い特定
取引先責任者が他の取引先責任者とどう関連するのか確認するには、取引先責任者のヘッダーの[取引先責
任者階層を表示]アイコンをクリックし、階層に直接移動します。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。

取引先責任者の役割を一瞬にして更新
取引先責任者の役割を管理するインターフェースが改善され、営業担当はより迅速に作業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。

取引先責任者の役割の追加、更新、削除、および商談の主取引先責任者の設定をすべて 1 か所で行うことがで
きます。取引先責任者の役割を削除するには、商談レコードの詳細の [取引先責任者の役割] 関連リストに戻り
ます。

取引先責任者の階層の素早い特定
取引先責任者が他の取引先責任者とどう関連するのか確認するには、取引先責任者のヘッダーの [取引先責任
者階層を表示] アイコンをクリックし、階層に直接移動します。この変更は Lightning Experience にのみ適用され
ます。
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生産性機能: セールスコンソールの改善、通話監視、メールの拡張機
能
多くのコンソール機能、Lightning Dialer の通話監視、リストメールの改善により、営業担当は Lightning Experience

で生産性を最大限に高めやすくなります。

このセクションの内容:

セールスコンソール: 固定領域、クイックテキスト、マクロなど
Lightning コンソールアプリケーションは、常に進歩しています。ページ範囲を固定する機能が追加され、
クイックテキストオプションが含まれ、マクロの機能が拡張されました。これらの変更は Lightning Experience

にのみ適用されます。
Inbox: スケジュールの改善、メール追跡、生産性の改善
フルページレイアウトと開封確認メッセージにより、営業担当は Inbox の CEO (最高メール責任者) になるこ
とができます。また、営業担当は「対応可能時間の挿入」機能を使用して、会話をすばやくスケジュール
し、いっそう多くの商談を成立させることができます。これらの変更は Lightning Experience、Inbox for iOS、お
よび Inbox for Android に適用されます。
メール環境: リストメールの改善、メール作成の更新、その他の機能強化
署名、さらに送信可能なメール数の確認などのリストメールの管理を 1 画面で行うことができます。メー
ルの受信者項目を事前に定義し、個人取引先を簡単に使用し、スペルチェックを実行できます。これらの
変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
活動タイムライン: タイムラインの更新と Einstein メールの展開
活動タイムラインをカスタマイズしてより多くの Einstein メールを表示できます。これらの変更は Lightning

Experience にのみ適用されます。
活動アラーム: 行動アラーム、アラーム制御の強化、アラームの「すべてクリア」オプション
重要な行動に出席するアラーム、ToDo および行動アラームの個々の設定、およびワンクリックですべての
アラームを削除する機能により、営業担当は生産性を維持できます。これらの変更は Lightning Experience に
のみ適用されます。

130

生産性機能: セールスコンソールの改善、通話監視、メー
ルの拡張機能

Salesforce Spring '18 リリースノート



カレンダーおよび行動: 被招集者の自動関連付け、より多くの営業担当による被招集者項目へのアクセス、
共有行動の改善
営業担当は、より少ない手順で重要なミーティングを関連取引先責任者または 1 件のリードに関連付ける
ことができます。より多くの営業担当が被招集者項目にアクセスできるようになり、カレンダーから直接
共有行動を操作できます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョ
ンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
ホーム: 商談コンポーネントの機能追加
ホームページの商談コンポーネントには、新しい名前と絞り込み機能があります。[最も重要な商談] が [主
要な商談] に変更されました。営業担当はコンポーネントに表示される商談を絞り込み、すべての商談、成
立が近い商談、その他の便利なリストビューを表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。

セールスコンソール: 固定領域、クイックテキスト、マクロなど

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)

Lightning コンソールアプリケーションは、常に進歩しています。ページ範囲を固
定する機能が追加され、クイックテキストオプションが含まれ、マクロの機能
が拡張されました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

メモ: 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。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience に移行する
ことはできません。

コンソールページに固定領域を追加し、タブを切り替えることなく作業を継続
固定領域は、ユーザが Lightning コンソールアプリケーションのサブタブ間を移動しても、表示されたまま
になっています。固定領域ページを使用して Lightning コンソールアプリケーションをカスタマイズすると、
コンソールユーザはさまざまなサブタブ上でレコード情報を参照したり、使用したりできます。ページの
ヘッダー、左サイドバー、またはその両方を固定する 3 つのテンプレートから選択します。これまで、こ
の機能は Salesforce Classic コンソールでしか使用できませんでした。

クイックテキストとマクロによるコンソールの生産性の大幅な向上
すでにコンソールアプリケーションはユーザの生産性を高めるものですが、そのユーザを生産性の英雄に
することができるツールを追加しました。それは、クイックテキストとさらに強力になったマクロです。
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折りたたみ可能なセクションを使用してコンソールページのノイズを低減
アコーディオンコンポーネントを使用して Lightning コンソールアプリケーションのページをカスタマイズ
し、折りたたみと展開が可能なセクションで情報を整理し、表示します。一度に展開できるのは 1 つのセ
クションのみです。このため、コンソールユーザは作業中の情報に集中できます。

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)

Salesforce ヘルプ: Lightning コンソールアプリケーションで使用可能な機能(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)

Inbox: スケジュールの改善、メール追跡、生産性の改善

エディション

有料オプションで Inbox を
使用可能なエディション:
Essentials Edition、
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、およ
び Unlimited Edition

フルページレイアウトと開封確認メッセージにより、営業担当は Inbox の CEO (最
高メール責任者) になることができます。また、営業担当は「対応可能時間の挿
入」機能を使用して、会話をすばやくスケジュールし、いっそう多くの商談を
成立させることができます。これらの変更は Lightning Experience、Inbox for iOS、お
よび Inbox for Android に適用されます。

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。

このセクションの内容:

フルページレイアウトを使用したレコードの作成
ユーザは Inbox からレコードのすべての項目を容易に更新できます。これにより、チームの時間が節約さ
れ、コンテキストを切り替える回数が減り、デスクトップとモバイルでの作業効率が向上します。この変
更は Lightning Experience に適用されます。
他のユーザの代わりにミーティングをスケジュール
営業チームのメンバーは、他のチームメンバーのミーティングをスケジュールすることで、積極的に同僚
を手助けできます。この変更は Lightning Experience、Inbox for iOS、および Inbox for Android に適用されます。
ユーザの空き状況を表示してミーティングを簡単にスケジュール
カレンダーとメールを切り替えながらミーティングをスケジュールするという操作は過去のものとなりま
した。営業担当は「対応可能時間の挿入」機能を使用して Inbox から同僚の共有カレンダーを参照できるよ
うになりました。この変更は Lightning Experience、Inbox for iOS、および Inbox for Android に適用されます。
メールに誰がエンゲージしているのかを表示
メールが送信されましたが、誰もリンクをクリックしません。これは果たして意味があるのでしょうか? リ
ンク追跡を使用すれば、そんなふうに頭を悩ますことはありません。マーケティング担当者と営業チーム
は、誰がメールを読み、各リンクを誰がクリックしているのかを確認できるようになりました。この変更
は Lightning Experience、Inbox for iOS、および Inbox for Android に適用されます。
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開封確認メッセージの防止によるプライバシーの強化
ユーザが送信したメールメッセージの開封確認メッセージを受信することを防止します。開封確認メッセー
ジには、受信者がいつ、どこからメッセージを開いたかなどの情報が含まれます。法令により、収集する
個人データに関する顧客の希望を尊重することが求められる場合があります。この機能は、Lightning Experience

にのみ適用されます。

フルページレイアウトを使用したレコードの作成
ユーザは Inbox からレコードのすべての項目を容易に更新できます。これにより、チームの時間が節約され、
コンテキストを切り替える回数が減り、デスクトップとモバイルでの作業効率が向上します。この変更は
Lightning Experience に適用されます。

営業担当は、レコードの必須項目のみを表示するのか、すべての項目を表示するのかを選択できます。

他のユーザの代わりにミーティングをスケジュール
営業チームのメンバーは、他のチームメンバーのミーティングをスケジュールすることで、積極的に同僚を手
助けできます。この変更は Lightning Experience、Inbox for iOS、および Inbox for Android に適用されます。
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メモ:  Inbox を使用することに加えて、他のユーザの代わりにミーティングをスケジュールするには、ユー
ザはカレンダーのアクセス権を共有するか、同じ Salesforce 組織のメンバーになる必要があります。

営業チームは通常どおりにミーティングをスケジュールしますが、ミーティング所有者をチームの別のユーザ
に変更します。新しいミーティング所有者 (チームメイト) は招待のやり取りと変更を制御できます。

ユーザの空き状況を表示してミーティングを簡単にスケジュール
カレンダーとメールを切り替えながらミーティングをスケジュールするという操作は過去のものとなりまし
た。営業担当は「対応可能時間の挿入」機能を使用して Inbox から同僚の共有カレンダーを参照できるように
なりました。この変更は Lightning Experience、Inbox for iOS、および Inbox for Android に適用されます。
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カレンダーで同僚の対応可能時間を確認するために、営業担当は同僚を被招集者リストに追加できます。
Inbox ユーザが互いの対応可能時間を表示するには、カレンダーのアクセス権を共有するか、同じ Salesforce 組
織のメンバーになる必要があります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 「対応可能時間の挿入」を使用したスケジュールの最適化 (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)

メールに誰がエンゲージしているのかを表示
メールが送信されましたが、誰もリンクをクリックしません。これは果たして意味があるのでしょうか? リン
ク追跡を使用すれば、そんなふうに頭を悩ますことはありません。マーケティング担当者と営業チームは、誰
がメールを読み、各リンクを誰がクリックしているのかを確認できるようになりました。この変更は Lightning

Experience、Inbox for iOS、および Inbox for Android に適用されます。
Chrome ユーザは開封確認メッセージエンゲージメントタブで [リンク追跡] を選択します。Outlook ユーザは開
封確認メッセージフォルダから [リンク追跡] を選択します。

開封確認メッセージの防止によるプライバシーの強化
ユーザが送信したメールメッセージの開封確認メッセージを受信することを防止します。開封確認メッセージ
には、受信者がいつ、どこからメッセージを開いたかなどの情報が含まれます。法令により、収集する個人
データに関する顧客の希望を尊重することが求められる場合があります。この機能は、Lightning Experience にの
み適用されます。
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顧客のデータを収集して処理している、多くの会社にとって重要な法律のいくつかを次に示します。
• 一般データ保護規則 (GDPR)、EU

• グラム・リーチ・ブライリー法 (GLB 法)、米国
ユーザが開封確認メッセージを受信することを防止するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Inbox」
と入力し、[設定アシスタント] を選択します。[開封確認を送信] 設定を [無効] に切り替えます。

メール環境: リストメールの改善、メール作成の更新、その他の機能強化

エディション

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

署名、さらに送信可能なメール数の確認などのリストメールの管理を 1 画面で
行うことができます。メールの受信者項目を事前に定義し、個人取引先を簡単
に使用し、スペルチェックを実行できます。これらの変更は、Lightning Experience

およびすべてのバージョンの Salesforce 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:

リストメールの一元管理による効率性の向上
営業担当は [リストメール] タブですべてのリストメールタスクを一元管理で
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。
リストメール送信前のメール署名の編集
リストメールを使用するときに、メールコンポーザにデフォルトのメール署
名が表示されるようになりました。営業担当はリストメールを送信する前にその署名を編集するオプショ
ンを使用して、パーソナライズされた正確な署名に変更できます。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
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送信可能なリストメール数の確認
営業担当はリストメールを送信可能かどうかを明確に判断できるようになりました。組織の毎日の制限の
残りメール数がメールコンポーザに表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
個人取引先にメールを手早く送信
営業担当は、個人取引先にメールを簡単に送信できるようになりました。個人取引先レコードにメールア
ドレスがある場合は、[メールを送信] アクションにより、[宛先] 項目にその名前とメールアドレスが入力さ
れます。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用さ
れます。
定義済み受信者を使用したメールの送信
メールアクションの受信者を事前に定義し、精度を高めながらビジネスプロセスを簡略化して適用します。
この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
ToDo リストからのスペルチェックの削除
営業担当はメールを送信する前に、スペルチェックを実行する必要はありません。ブラウザのスペルチェッ
カーをメールコンポーザで使用できます。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの
Salesforce アプリケーションに適用されます。
メール作成時間の節約
目の前の作業をより効率的に完了できるようになりました。メールテンプレートを選択するときに、最大
5 個の最近使用したテンプレートが表示されます。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョ
ンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
メールログの暗号化の追跡
メールログファイルには、メールサーバで使用するトランスポートレイヤセキュリティ (TLS) を説明する 2

つの項目 (TLS_Cipher と TLS_Verified) があります。これらの項目を使用して Salesforce 組織での TLS の
使用状況を確認し、TLS 1.0 の廃止の影響を評価します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。

リストメールの一元管理による効率性の向上

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
Contact Manager Edition

営業担当は [リストメール] タブですべてのリストメールタスクを一元管理でき
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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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのリストメールの送信 (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 Experience でのリストメールの送信に関する考慮事項 (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)

リストメール送信前のメール署名の編集

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
Contact Manager Edition

リストメールを使用するときに、メールコンポーザにデフォルトのメール署名
が表示されるようになりました。営業担当はリストメールを送信する前にその
署名を編集するオプションを使用して、パーソナライズされた正確な署名に変
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: メール設定の編集 (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)

送信可能なリストメール数の確認

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、
Developer Edition、および
Contact Manager Edition

営業担当はリストメールを送信可能かどうかを明確に判断できるようになりま
した。組織の毎日の制限の残りメール数がメールコンポーザに表示されます。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのリストメールの送信 (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)

個人取引先にメールを手早く送信

エディション

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

営業担当は、個人取引先にメールを簡単に送信できるようになりました。個人
取引先レコードにメールアドレスがある場合は、[メールを送信] アクションによ
り、[宛先] 項目にその名前とメールアドレスが入力されます。この変更は、
Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適
用されます。
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定義済み受信者を使用したメールの送信

エディション

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

メールアクションの受信者を事前に定義し、精度を高めながらビジネスプロセ
スを簡略化して適用します。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバー
ジョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
[宛先]、[CC]、[BCC] 項目の場合、Contact.Id などの ID 項目と
Contact.custom_email_field などの文字列項目を使用して項目を事前に定
義します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: クイックアクションの定義済み項目値に関するメモ (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)

ToDo リストからのスペルチェックの削除

エディション

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

営業担当はメールを送信する前に、スペルチェックを実行する必要はありませ
ん。ブラウザのスペルチェッカーをメールコンポーザで使用できます。この変
更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーショ
ンに適用されます。

メール作成時間の節約

エディション

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

目の前の作業をより効率的に完了できるようになりました。メールテンプレー
トを選択するときに、最大 5 個の最近使用したテンプレートが表示されます。
この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケー
ションに適用されます。
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メールログの暗号化の追跡

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

メールログファイルには、メールサーバで使用するトランスポートレイヤセキュ
リティ (TLS) を説明する 2 つの項目 (TLS_Cipherと TLS_Verified) があります。
これらの項目を使用して Salesforce 組織での TLS の使用状況を確認し、TLS 1.0 の廃
止の影響を評価します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。
ログを使用して、メールが暗号化されたかどうか、どのバージョンの TLS が使用
されたのか、設定された認証機関でピア証明書が検証されたかどうかを確認します。

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce TLS 1.0 メールの無効化

活動タイムライン: タイムラインの更新と Einstein メールの展開

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

活動タイムラインをカスタマイズしてより多くの Einstein メールを表示できます。
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:

活動タイムラインの活動数の調整
営業担当はいつでも、活動タイムラインに表示される活動数を変更できます。この変更は Lightning Experience

にのみ適用されます。
活動タイムラインでの Einstein メールの展開による詳細表示
営業担当は活動タイムライン内から Einstein 活動キャプチャメールを展開することで、メール自体にアクセ
スすることなくそのコンテンツを表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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活動タイムラインの活動数の調整

エディション

使用可能なエディション:
Essentials Edition を除くす
べてのエディション

営業担当はいつでも、活動タイムラインに表示される活動数を変更できます。
この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

[過去の活動をさらに読み込む] ドロップダウンリストをクリックして、表示する活動数を選択します。
この選択は一時的です。ビューを一度離れて戻ると、[次のステップ] に最大 2 項目、[過去の活動] に最大 8 項
目のデフォルトの活動数が表示されます。

活動タイムラインでの Einstein メールの展開による詳細表示
営業担当は活動タイムライン内から Einstein 活動キャプチャメールを展開することで、メール自体にアクセス
することなくそのコンテンツを表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

活動アラーム: 行動アラーム、アラーム制御の強化、アラームの「すべてクリ
ア」オプション

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

重要な行動に出席するアラーム、ToDo および行動アラームの個々の設定、およ
びワンクリックですべてのアラームを削除する機能により、営業担当は生産性
を維持できます。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:

忘れないように行動アラームを使用
営業担当に顧客とのミーティングや同僚との状況確認の予定がある場合、アラームを設定して期日を守る
ようにします。アラームは、営業担当のブラウザの右上隅にポップアップ表示されます。グローバルナビ
ゲーション通知リストにもアラームが表示されます。これは、Lightning Experience の新機能です。
活動アラームの微調整
システム管理者と営業担当は、ToDo および行動アラームの個々の設定を行い、その機能を目的に合わせて
調整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。
一度にすべてのアラームをクリア
個々のアラームを取捨選択する必要はなくなりました。ワンクリックですべての ToDo とすべてのアラーム
をクリアできます。通知を 4 件受信すると、[すべてクリア]ボタンが表示されます。すべてのアラームをク
リアすると、新しいアラームのみが表示されます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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忘れないように行動アラームを使用

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

営業担当に顧客とのミーティングや同僚との状況確認の予定がある場合、アラー
ムを設定して期日を守るようにします。アラームは、営業担当のブラウザの右
上隅にポップアップ表示されます。グローバルナビゲーション通知リストにも
アラームが表示されます。これは、Lightning Experience の新機能です。
営業担当が個々の行動アラームを設定するには、行動から [アラーム設定] オプ
ションを設定し、いつアラームを受信するかを指定します。営業担当は、個人
設定で [カレンダーとアラーム] から終日の行動のデフォルトのアラーム設定と
アラーム時刻を調整できます。
[設定] から営業担当のアラームを有効にします。[アラーム設定] 項目を行動ページレイアウトに追加し、活動
アラーム ([活動設定] 内) とアプリケーション内通知 ([Salesforce 通知] 内) が有効になっていることを確認します。
営業担当は Lightning Experience または Salesforce アプリケーションから行動アラームを設定できますが、これら
の設定は Lightning Experience のみからトリガされます。すべての行動リマインダーの考慮事項についての詳細
は、Salesforce ヘルプを参照してください。

関連トピック:

Salesforce アプリケーションでは機能上の差異があるか使用不可となる Spring '18 の機能
Spring '18 の Lightning Experience で新しく追加された機能と使用できなくなった機能

活動アラームの微調整
システム管理者と営業担当は、ToDo および行動アラームの個々の設定を行い、その機能を目的に合わせて調
整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: Lightning Experience での個人設定へのアクセス (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)
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一度にすべてのアラームをクリア
個々のアラームを取捨選択する必要はなくなりました。ワンクリックですべての ToDo とすべてのアラームを
クリアできます。通知を 4 件受信すると、[すべてクリア] ボタンが表示されます。すべてのアラームをクリア
すると、新しいアラームのみが表示されます。これは、Lightning Experience の新機能です。

カレンダーおよび行動: 被招集者の自動関連付け、より多くの営業担当による
被招集者項目へのアクセス、共有行動の改善

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

営業担当は、より少ない手順で重要なミーティングを関連取引先責任者または
1 件のリードに関連付けることができます。より多くの営業担当が被招集者項目
にアクセスできるようになり、カレンダーから直接共有行動を操作できます。
これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョ
ンの Salesforce 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:

重要なミーティングの取引先責任者およびリードへの自動的な関連付け
手間なく重要な営業ミーティングを追跡し、営業担当、同僚、およびマネージャが詳細を簡単に確認でき
るようになりました。営業担当が取引先責任者またはリードをミーティングに招待するときに、そのレコー
ドを自動的に行動に関連付けるように設定できます。関連付けられた行動は取引先責任者およびリードの
関連タブと活動タイムラインに表示されるため、営業担当は商談に関するあらゆる角度からの情報を得る
ことができます。これは、Lightning Experience の新機能です。この機能には Lightning Sync も必要です。
より多くの営業担当による被招集者項目へのアクセス
より多くの営業担当が、ミーティングに招待されている取引先責任者、リード、その他の Salesforce ユーザ
を確認できるようになり、他のユーザが招待を延長できるようになりました。Microsoft® Exchange 2016 および
2013 を使用する営業担当、および任意の方向で行動を同期する営業担当が被招集者項目を使用できるよう
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 Salesforce アプリケーションに
適用されます。この機能には Lightning Sync も必要です。
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Lightning Experience で簡単に同僚の行動を操作
同僚の行動の編集と同僚のカレンダーの参照アクセス権を持つ営業担当は、同僚の行動を変更するときに
その行動を検索する必要はなくなりました。代わりに、カレンダービューから直接同僚の行動を編集でき
ます。また、営業担当にはシステム管理者が作成したカスタマイズ済み行動レイアウトが表示されます。
これにより、行動を営業担当が所有するか同僚が所有するかに関わらず、営業担当に表示される行動は同
じレイアウトになります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
[Outlook に追加] ボタンでの行動のエクスポート
[Outlook に追加] ボタンが見違えるほど変わりました。任意のカレンダーに行動をエクスポートできるよう
になったため、製品名と表示ラベルが更新されました。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。

重要なミーティングの取引先責任者およびリードへの自動的な関連付け

エディション

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

手間なく重要な営業ミーティングを追跡し、営業担当、同僚、およびマネージャ
が詳細を簡単に確認できるようになりました。営業担当が取引先責任者または
リードをミーティングに招待するときに、そのレコードを自動的に行動に関連
付けるように設定できます。関連付けられた行動は取引先責任者およびリード
の関連タブと活動タイムラインに表示されるため、営業担当は商談に関するあ
らゆる角度からの情報を得ることができます。これは、Lightning Experience の新
機能です。この機能には Lightning Sync も必要です。
次のような仕組みになっています。まず、被招集者を自動的に関連付けるよう
に営業担当を設定します。[設定] の [活動設定] から、[Lightning Experience で被招集者をユーザの行動に自動的
に関連付ける] と [ユーザが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする] を選択します。
これにより、営業担当が被招集者を行動に追加したときに、最大 50 件の取引先責任者または 1 件のリード (営
業担当が最初に追加した方) に行動が関連付けられます。
行動を保存したら、営業担当、同僚、およびマネージャは追加手順なしに関連タブと活動タイムラインからそ
の活動を確認できます。

より多くの営業担当による被招集者項目へのアクセス

エディション

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

より多くの営業担当が、ミーティングに招待されている取引先責任者、リード、
その他の Salesforce ユーザを確認できるようになり、他のユーザが招待を延長で
きるようになりました。Microsoft® Exchange 2016 および 2013 を使用する営業担当、
および任意の方向で行動を同期する営業担当が被招集者項目を使用できるよう
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
Salesforce アプリケーションに適用されます。この機能には Lightning Sync も必要で
す。
Lightning Experience と Salesforce アプリケーションで営業担当が被招集者を操作で
きる方法は、Lightning Sync がどのように設定されているかによって異なります。

関連トピック:

より多くの Google ユーザに被招集者へのアクセス権を付与
より多くの Microsoft® Exchange ユーザに被招集者へのアクセス権を付与
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Lightning Experience で簡単に同僚の行動を操作
同僚の行動の編集と同僚のカレンダーの参照アクセス権を持つ営業担当は、同僚の行動を変更するときにその
行動を検索する必要はなくなりました。代わりに、カレンダービューから直接同僚の行動を編集できます。ま
た、営業担当にはシステム管理者が作成したカスタマイズ済み行動レイアウトが表示されます。これにより、
行動を営業担当が所有するか同僚が所有するかに関わらず、営業担当に表示される行動は同じレイアウトにな
ります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
営業担当が次のアクセス権を持つ場合、カレンダーから直接同僚の行動を編集できるようになりました。
• カレンダー共有による行動の参照
• 共有権限による行動の編集
営業担当は行動の詳細ページまたは行動のプレビューカードを開いて、共有行動を編集できます。

[Outlook に追加] ボタンでの行動のエクスポート

エディション

使用可能なエディション:
Essentials Edition を除くす
べてのエディション

[Outlook に追加] ボタンが見違えるほど変わりました。任意のカレンダーに行動
をエクスポートできるようになったため、製品名と表示ラベルが更新されまし
た。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
営業担当が行動の詳細ページの [行動をエクスポート] をクリックすると、保存
して他のカレンダーアプリケーションにインポート可能な .ics ファイルを取得で
きます。.ics ファイルは Microsoft® Outlook®、Google カレンダー™、iCal® などのカレ
ンダーでサポートされています。
この新しいファイル形式では次の詳細情報が保持されるため、他のカレンダーにインポートできます。
• 複数言語をサポートするためのフル UTF-8 文字コード
• 被招集者および参加状況
• 最終更新日および作成日
• アラーム設定および詳細

ホーム: 商談コンポーネントの機能追加

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

ホームページの商談コンポーネントには、新しい名前と絞り込み機能がありま
す。[最も重要な商談] が [主要な商談] に変更されました。営業担当はコンポーネ
ントに表示される商談を絞り込み、すべての商談、成立が近い商談、その他の
便利なリストビューを表示できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
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データ品質: グローバル重複管理、会社の検索とインポート
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

重複ジョブでは、重複する取引先、取引先責任者、リードを制御できます。営
業チームは、会社の検出を使用して、パイプラインに新しい見込み客を入力で
きます。これらは、Lightning Experience の新機能です。

このセクションの内容:

重複ジョブの使用による重複レコードの把握
適切でクリーンなデータにより、営業チームは信頼されるようになります。
データ保護とプライバシーのさまざまな規制を順守するように努めることも
できるようになります。重複レコードをグローバルに表示すれば、すべてが手に入ります。重複ジョブを
標準的な一致ルールやカスタムの一致ルールと併用し、Salesforce のビジネス、個人取引先、取引先責任者、
リードで重複をスキャンします。ジョブの結果を他者と共有したり、重複をマージしたりしてください。
これらはすべて Salesforce 内で行うことができます。実行した重複ジョブに関する情報を使用して、重複レ
コード削減の進行状況を追跡してください。これは、Lightning Experience の新機能です。
会社の検出による販売パイプラインへの埋蔵物の入力
営業チームが新規顧客を掘り出せるようにしてください。Lightning データパッケージをライセンス供与す
ると、営業担当は強力な検索条件を使用して会社を検索し、取引先として Salesforce にインポートできるよ
うになります。各ユーザには、レコードをインポートするためのクレジットを割り当てます。これは、
Lightning Experience の新機能です。

関連トピック:

重複管理で使用される一致ルールへの暗号化項目の追加 (ベータ)

146

データ品質: グローバル重複管理、会社の検索とインポー
ト

Salesforce Spring '18 リリースノート



重複ジョブの使用による重複レコードの把握

エディション

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

ユーザ権限

重複ジョブを実行する
• 「アプリケーションの

カスタマイズ」

適切でクリーンなデータにより、営業チームは信頼されるようになります。デー
タ保護とプライバシーのさまざまな規制を順守するように努めることもできる
ようになります。重複レコードをグローバルに表示すれば、すべてが手に入り
ます。重複ジョブを標準的な一致ルールやカスタムの一致ルールと併用し、
Salesforce のビジネス、個人取引先、取引先責任者、リードで重複をスキャンし
ます。ジョブの結果を他者と共有したり、重複をマージしたりしてください。
これらはすべて Salesforce 内で行うことができます。実行した重複ジョブに関す
る情報を使用して、重複レコード削減の進行状況を追跡してください。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「重複ジョブ」と入力し、[重複ジョ

ブ] をクリックします。
2. [新しいジョブ] をクリックします。

3. オブジェクトを選択して一致ルールを選択します。既存のルールを使用するか、ルールを作成します。必
要に応じて、デフォルトのジョブ名を編集します。[実行] をクリックします。

進行中のジョブをキャンセルできます。
ジョブが完了すると、メールで通知されます。

4. ジョブの結果を表示して管理するには、重複するジョブ名をクリックしてから重複レコードセット名をク
リックします。[関連] タブをクリックします。
重複ジョブの結果を共有するには、レポートを作成します。
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5. セットのレコードをマージするには、ジョブの概要ページで [比較およびマージ] を選択します。

会社の検出による販売パイプラインへの埋蔵物の入力
営業チームが新規顧客を掘り出せるようにしてください。Lightning データパッケージをライセンス供与する
と、営業担当は強力な検索条件を使用して会社を検索し、取引先として Salesforce にインポートできるようにな
ります。各ユーザには、レコードをインポートするためのクレジットを割り当てます。これは、Lightning

Experience の新機能です。
Lightning データパッケージでデータインテグレーションルールを有効化して、データクレジットをユーザに割
り当てると、営業チームは取引先ページの [会社の検出] ボタンによって検索ページにアクセスできるようにな
ります。
会社の検出を使用するには、パッケージに含まれる外部オブジェクトで、各ユーザが取引先に対する「作成」
および「参照」権限とすべての項目に対する「編集」権限を持っている必要があります。

営業担当は、データソースを選択し (1)、検索して (2)、検索結果を絞り込む (3) ことができます。条件はパッ
ケージごとに異なります。

営業担当はレコードを選択し、クレジットを使用してレコードを購入できます。状況には、レコードがすでに
インポートされているかどうかが表示されます。
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Google インテグレーション: レコードの柔軟な作成、商談インサイト
の増加、同期オプションの増加
営業担当は Gmail™ と Google カレンダー™ で直接、Salesforce の商談の作業ができます。営業担当は、Lightning for

Gmail により、Salesforce の人と一致しないレコードをメールから柔軟に追加できます。多くの Einstein インサイ
トが示されて、レコード項目にデータが自動的に入力されるため、営業担当はさらに速く作業できるようにな
ります。また、個人取引先の同期、新しい同期方向、より多くの行動の被招集者の同期など、同期機能の増加
により、営業担当の生産性を維持できます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべ
てのバージョンの Salesforce 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 for Gmail: レコードの柔軟な作成、不明メール認識、Einstein インテリジェンス
レコードの照合なしでメールから簡単にレコードを作成して詳細情報を取り込み、Einstein 商談スコアリン
グと商談インサイトにより、メールのリードで人工知能をさらに活用できます。この変更は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Sync for Google: 同期方向の増加、行動の被招集者へのアクセス権の増加、再設計された設定
ビジネスに最適な方法で、営業担当の項目をより柔軟に同期できるようになりました。個人取引先を同期
し、Google カレンダーから Salesforce へ一方向で行動を同期することを選択し、より多くの営業担当に行動
の被招集者を参照、編集、同期するアクセス権を付与できます。Lightning for Gmail の設定と統合され新しく
合理化された設定ページを確認してください。両方の製品を使用している場合は、両方の製品を便利な 1

つの場所から設定します。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョ
ンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
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Lightning for Gmail: レコードの柔軟な作成、不明メール認識、Einstein インテリ
ジェンス

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

レコードの照合なしでメールから簡単にレコードを作成して詳細情報を取り込
み、Einstein 商談スコアリングと商談インサイトにより、メールのリードで人工
知能をさらに活用できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。

このセクションの内容:

不明アドレスからのメールを、取引先責任者、リード、個人取引先に変換
営業担当は、Salesforce のレコード内のメールと一致しないアドレスからメー
ルを受信したら、取引先責任者、リード、個人取引先 (Salesforce が個人取引先
を使用するように設定されている場合) のいずれかを Lightning for Gmail から直
接作成できます。営業担当は、レコードタイプを柔軟に選択できることから、自分の必要に応じて作業す
るか、情報を Salesforce に追加するビジネスプロセスに合わせて作業できます。この変更は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Chatter 通知メールでのコンテキストのさらなる取得
営業担当が受信箱の Chatter 通知メールを選択すると、Lightning for Gmail には、Chatter に投稿されたユーザの
プロファイル情報が表示されるようになりました。また、コメントが投稿されたレコードも組み込まれる
ようになりました。Lightning for Gmail はメールアドレスと Salesforce のレコードの照合に関してもスマートに
なり、営業担当が Chatter メールアドレス (reply@chatter.salesforce.com) のユーザを作成する必要がなくなりまし
た。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Gmail での Einstein 商談スコアリングおよびインサイトによる作業の集中
営業担当は毎日多数の商談を確認します。営業担当が作業に優先順位を付けることができるように、Lightning

for Gmail で商談スコアと上位インサイトが参照可能になりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
Lightning for Gmail での自動入力
データ入力は面倒です。営業担当が Lightning for Gmail のアクションパブリッシャーからレコードを作成する
ときに、選択されたメールと Salesforce の項目で入力されたデータから、より多くの内容が取得されるよう
になりました。たとえば、個人取引先を追加するときにはメールアドレスが入力され、取引先責任者を追
加するときには一致する取引先が他の項目と共に提案されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方に適用されます。

不明アドレスからのメールを、取引先責任者、リード、個人取引先に変換
営業担当は、Salesforce のレコード内のメールと一致しないアドレスからメールを受信したら、取引先責任者、
リード、個人取引先 (Salesforce が個人取引先を使用するように設定されている場合) のいずれかを Lightning for

Gmail から直接作成できます。営業担当は、レコードタイプを柔軟に選択できることから、自分の必要に応じ
て作業するか、情報を Salesforce に追加するビジネスプロセスに合わせて作業できます。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:

Chatter 通知メールでのコンテキストのさらなる取得
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Chatter 通知メールでのコンテキストのさらなる取得
営業担当が受信箱の Chatter 通知メールを選択すると、Lightning for Gmail には、Chatter に投稿されたユーザのプ
ロファイル情報が表示されるようになりました。また、コメントが投稿されたレコードも組み込まれるように
なりました。Lightning for Gmail はメールアドレスと Salesforce のレコードの照合に関してもスマートになり、営
業担当が Chatter メールアドレス (reply@chatter.salesforce.com) のユーザを作成する必要がなくなりました。これら
の変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

関連トピック:

不明アドレスからのメールを、取引先責任者、リード、個人取引先に変換

Gmail での Einstein 商談スコアリングおよびインサイトによる作業の集中
営業担当は毎日多数の商談を確認します。営業担当が作業に優先順位を付けることができるように、Lightning

for Gmail で商談スコアと上位インサイトが参照可能になりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。
Einstein 商談スコアリングを有効にしている場合、Lightning for Gmail を使用する営業担当は商談が成立する可能
性を示すスコアを確認できます。Einstein 商談インサイトを有効にしている場合、営業担当は重要な瞬間などの
上位の商談インサイトを確認できます。このインテリジェンスレイヤにより、営業担当は作業を適切な商談に
集中させることができます。[さらに表示]、商談レコード、およびホームページからその他の商談インサイト
を表示できます。

スコアまたはインサイト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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関連トピック:

Einstein 商談スコアリング: 商談用の人工知能 (正式リリース)

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)

Lightning for Gmail での自動入力
データ入力は面倒です。営業担当が Lightning for Gmail のアクションパブリッシャーからレコードを作成すると
きに、選択されたメールと Salesforce の項目で入力されたデータから、より多くの内容が取得されるようになり
ました。たとえば、個人取引先を追加するときにはメールアドレスが入力され、取引先責任者を追加するとき
には一致する取引先が他の項目と共に提案されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。

Lightning Sync for Google: 同期方向の増加、行動の被招集者へのアクセス権の増
加、再設計された設定

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

ビジネスに最適な方法で、営業担当の項目をより柔軟に同期できるようになり
ました。個人取引先を同期し、Google カレンダーから Salesforce へ一方向で行動
を同期することを選択し、より多くの営業担当に行動の被招集者を参照、編集、
同期するアクセス権を付与できます。Lightning for Gmail の設定と統合され新しく
合理化された設定ページを確認してください。両方の製品を使用している場合
は、両方の製品を便利な 1 つの場所から設定します。これらの変更は、Lightning

Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce 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:

Salesforce から Google Calendar™ への一向方の行動の同期
営業担当は Salesforce から行動を操作することを好み、システム管理者は行動を Google カレンダーで取得す
ることを望んでいますか? Salesforce から Google へ一方向で同期するように行動を設定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 Salesforce アプリケーションに適用されま
す。
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個人取引先と Google コンタクトとの同期
個人取引先を使用する営業担当が素早く効率的に作業できるように、Salesforce と Google コンタクト間で顧
客と見込み客のデータを同期します。これにより、営業担当は両方のシステムで連絡先 (取引先責任者) レ
コードを管理する必要がなくなります。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべての
バージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
より多くの Google ユーザに被招集者へのアクセス権を付与
Salesforce から Google に行動を同期する営業担当は、被招集者を追加、削除、および編集できるようになり
ました。任意の方向で行動を同期するように設定された営業担当は、被招集者を表示して同期できます。
この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
この機能には Lightning Sync が必要です。
Lightning for Gmail と Lightning Sync の設定を簡単に管理
Lightning for Gmail と Lightning Sync がついに統合されました。両方の機能の設定が統合され、同じ場所でこれ
らの製品を便利に管理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。

Salesforce から Google Calendar™ への一向方の行動の同期
営業担当は Salesforce から行動を操作することを好み、システム管理者は行動を Google カレンダーで取得するこ
とを望んでいますか? Salesforce から Google へ一方向で同期するように行動を設定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 Salesforce 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: Lightning Sync for Google の設定の概要の把握 (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)

個人取引先と Google コンタクトとの同期
個人取引先を使用する営業担当が素早く効率的に作業できるように、Salesforce と Google コンタクト間で顧客と
見込み客のデータを同期します。これにより、営業担当は両方のシステムで連絡先 (取引先責任者) レコードを
管理する必要がなくなります。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの
Salesforce アプリケーションに適用されます。
次のような仕組みになっています。まず、Google 管理者と協力して Lightning Sync を設定します。Salesforce で個
人取引先を有効にしている場合、営業担当の個人取引先は取引先責任者として Google と同期されます。
次に、選択した同期方向に基づき、個人取引先を Google コンタクトと同期する方法を営業担当に知らせます。
たとえば、営業担当が両方向または Google から Salesforce への一方向で同期する場合、Salesforce でのみ個人取引
先を作成するように営業担当に指示します。この理由は、Gmail と Google コンタクトには個人取引先が存在せ
ず、それらのアプリケーションで作成された新規コンタクトは代わりに取引先責任者として Salesforce と同期さ
れるためです。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Google の設定の概要の把握 (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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より多くの Google ユーザに被招集者へのアクセス権を付与
Salesforce から Google に行動を同期する営業担当は、被招集者を追加、削除、および編集できるようになりまし
た。任意の方向で行動を同期するように設定された営業担当は、被招集者を表示して同期できます。この変更
は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。この機能には
Lightning Sync が必要です。
営業担当が被招集者を追加および編集できるようにするには、次の操作を実行します。
• 両方向または Salesforce から Google へ一方向で同期するように営業担当を設定する。
• [行動] ページレイアウトに [被招集者] 項目を追加する。
• 営業担当が Lightning Experience、Salesforce モバイルアプリケーション、または (両方向で同期する場合) Google

カレンダーから行動を作成または編集する。
営業担当が被招集者を表示し、被招集者を Salesforce と Google カレンダー™ 間で同期できるようにするには、次
の操作を実行します。
• Lightning Sync を使用して Salesforce と Google 間の任意の方向で行動を同期するように営業担当を設定する。
• [行動] ページレイアウトに [被招集者] 項目を追加する。
• 行動主催者が Lightning Experience、Salesforce モバイルアプリケーション、または (主催者が両方向で同期する

場合) Google カレンダーから行動を作成または編集する。
Lightning Sync を設定すると、Salesforce Classic の一部のカレンダー機能が制限されます。Salesforce ヘルプの「Salesforce

Classic で行動およびカレンダーを使用する場合の考慮事項」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce アプリケーションでは機能上の差異があるか使用不可となる Spring '18 の機能
Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic で行動およびカレンダーを使用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: Lightning Experience および Salesforce アプリケーションで行動の被招集者に対する操作を行う
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ることや、使用不能になることがあり
ます)

Lightning for Gmail と Lightning Sync の設定を簡単に管理
Lightning for Gmail と Lightning Sync がついに統合されました。両方の機能の設定が統合され、同じ場所でこれらの
製品を便利に管理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。
この新しいページを見つけるには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning For Gmail および
Lightning Sync」と入力し、[Lightning For Gmail および Lightning Sync] を選択します。
このページは、設定プロセスを順を追って説明するように再設計されました。そのため、設定の変更が必要な
場合に関連資料を参照する頻度が減ります。
また、Lightning Experience にスムーズに移行できるように、Lightning Experience と Salesforce Classic 両方のユーザに
この新しいデザインが表示されます。つまり、インターフェース間を移動する必要がある場合でも、合理化さ
れた 1 つの環境を使用できます。
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Microsoft® インテグレーション: レコードの柔軟な作成、商談インサ
イトの増加、同期オプションの増加
営業担当は Microsoft Outlook® で直接、Salesforce の商談の作業ができます。営業担当は、Lightning for Outlook によ
り、Salesforce の人と一致しないレコードをメールから柔軟に追加できます。多くの Einstein インサイトが示され
て、レコード項目にデータが自動的に入力されるため、営業担当はさらに速く作業できるようになります。ま
た、個人取引先の同期、同期方向の増加、より多くの行動の被招集者の同期など、同期機能の増加により、営
業担当の生産性を維持できます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバー
ジョンの Salesforce 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 for Outlook: レコードの柔軟な作成、不明メール認識、Einstein インテリジェンス
レコードの照合なしでメールから簡単にレコードを作成して詳細情報を取り込み、Einstein 商談スコアリン
グと商談インサイトにより、メールのリードで人工知能をさらに活用できます。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: 同期方向の増加、行動の被招集者へのアクセス権の増加、再設計された
設定
ビジネスに最適な方法で、営業担当の項目をより柔軟に同期できるようになりました。個人取引先を同期
し、より多くの同期方向オプションから選択し、より多くの営業担当に行動の被招集者を参照、編集、同
期するアクセス権を付与できます。Lightning for Outlook の設定と統合され新しく合理化された設定ページを
確認してください。両方の製品を使用している場合は、両方の製品を便利な 1 つの場所から設定します。
これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーショ
ンに適用されます。
Salesforce for Outlook: 使用可能なバグ修正
Salesforce for Outlook v3.4.2 にアップグレードして、最新のバグ修正を取得してください。また、歴代最高の
Microsoft インテグレーション製品である Lightning for Outlook および Lightning Sync のシステム要件を満たして
いる場合は、営業担当がこれらの製品の機能をできるよう直ち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、今後は手動でアップグレードしないで済むようになります。これらの変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Connect for Office: 要更新、Microsoft® Word 2007 のサポートの終了
2018 年 2 月 9 日以降、営業担当がセキュリティ証明書の要件を満たすには、Connect for Office v1.8.1.7 にアップ
グレードする必要があります。また、Microsoft Word 2007 では最新のセキュリティ証明書がサポートされな
いため、Word 2007 ユーザは Microsoft Word アドインを使用できなくなります。したがって、その環境では
Connect for Office はサポートされなくなります。この変更は Salesforce Classic にのみ適用されます。
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Lightning for Outlook: レコードの柔軟な作成、不明メール認識、Einstein インテ
リジェンス

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

レコードの照合なしでメールから簡単にレコードを作成して詳細情報を取り込
み、Einstein 商談スコアリングと商談インサイトにより、メールのリードで人工
知能をさらに活用できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。

このセクションの内容:

メール作成時の Lightning for Outlook の固定表示
営業担当はメールの作成や操作時に Lightning for Outlook を固定して常に表示す
ることで、継続して作業できます。顧客データにアクセスするために、この
機能を何度も繰り返し開く必要はありません。固定オプションは、ビルド
7900 以降のクイック実行を使用してインストールされた Windows の Outlook 2016 で使用できるようになりま
した。追加設定は必要ありません。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。
不明アドレスからのメールを、取引先責任者、リード、個人取引先に変換
営業担当は、Salesforce のレコード内のメールと一致しないアドレスからメールを受信したら、取引先責任
者、リード、個人取引先 (Salesforce が個人取引先を使用するように設定されている場合) のいずれかを Lightning

for Outlook から直接作成できます。営業担当は、レコードタイプを柔軟に選択できることから、自分の必要
に応じて作業するか、情報を Salesforce に追加するビジネスプロセスに合わせて作業できます。この変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Chatter 通知でのコンテキストのさらなる取得
営業担当が受信箱の Chatter 通知メールを選択すると、Lightning for Outlook には、Chatter に投稿されたユーザ
のプロファイル情報が表示されるようになりました。また、コメントが投稿されたレコードも組み込まれ
るようになりました。Lightning for Outlook はメールアドレスと Salesforce のレコードの照合に関してもスマー
トになり、営業担当が Chatter メールアドレス (reply@chatter.salesforce.com) のユーザを作成する必要がなくなり
ました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Microsoft® Outlook® での Einstein 商談スコアリングおよびインサイトによる作業の集中
営業担当は毎日多数の商談を確認します。営業担当が作業に優先順位を付けることができるように、Lightning

for Outlook で商談スコアと上位インサイトが参照可能になりました。この変更は Lightning Experience にのみ適
用されます。
Lightning for Outlook での自動入力
データ入力は面倒です。営業担当が Lightning for Outlook のアクションパブリッシャーからレコードを作成す
るときに、選択されたメールと Salesforce の項目で入力されたデータから、より多くの内容が取得されるよ
うになりました。たとえば、個人取引先を追加するときにはメールアドレスが入力され、取引先責任者を
追加するときには一致する取引先が他の項目と共に提案されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方に適用されます。
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メール作成時の Lightning for Outlook の固定表示
営業担当はメールの作成や操作時に Lightning for Outlook を固定して常に表示することで、継続して作業できま
す。顧客データにアクセスするために、この機能を何度も繰り返し開く必要はありません。固定オプション
は、ビルド 7900 以降のクイック実行を使用してインストールされた Windows の Outlook 2016 で使用できるよう
になりました。追加設定は必要ありません。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用さ
れます。

不明アドレスからのメールを、取引先責任者、リード、個人取引先に変換
営業担当は、Salesforce のレコード内のメールと一致しないアドレスからメールを受信したら、取引先責任者、
リード、個人取引先 (Salesforce が個人取引先を使用するように設定されている場合) のいずれかを Lightning for

Outlook から直接作成できます。営業担当は、レコードタイプを柔軟に選択できることから、自分の必要に応
じて作業するか、情報を Salesforce に追加するビジネスプロセスに合わせて作業できます。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:

Chatter 通知でのコンテキストのさらなる取得

Chatter 通知でのコンテキストのさらなる取得
営業担当が受信箱の Chatter 通知メールを選択すると、Lightning for Outlook には、Chatter に投稿されたユーザのプ
ロファイル情報が表示されるようになりました。また、コメントが投稿されたレコードも組み込まれるように
なりました。Lightning for Outlook はメールアドレスと Salesforce のレコードの照合に関してもスマートになり、営
業担当が Chatter メールアドレス (reply@chatter.salesforce.com) のユーザを作成する必要がなくなりました。これら
の変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

関連トピック:

不明アドレスからのメールを、取引先責任者、リード、個人取引先に変換

Microsoft® Outlook® での Einstein 商談スコアリングおよびインサイトによる作業の集中
営業担当は毎日多数の商談を確認します。営業担当が作業に優先順位を付けることができるように、Lightning

for Outlook で商談スコアと上位インサイトが参照可能になりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
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Einstein 商談スコアリングを有効にしている場合、Lightning for Outlook を使用する営業担当は商談が成立する可能
性を示すスコアを確認できます。Einstein 商談インサイトを有効にしている場合、営業担当は重要な瞬間などの
上位の商談インサイトを確認できます。このインテリジェンスレイヤにより、営業担当は作業を適切な商談に
集中させることができます。[さらに表示]、商談レコード、およびホームページからその他の商談インサイト
を表示できます。

スコアまたはインサイトにマウスポインタを置くと、詳細が表示されます。

関連トピック:

Einstein 商談スコアリング: 商談用の人工知能 (正式リリース)

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)

Lightning for Outlook での自動入力
データ入力は面倒です。営業担当が Lightning for Outlook のアクションパブリッシャーからレコードを作成する
ときに、選択されたメールと Salesforce の項目で入力されたデータから、より多くの内容が取得されるようにな
りました。たとえば、個人取引先を追加するときにはメールアドレスが入力され、取引先責任者を追加すると
きには一致する取引先が他の項目と共に提案されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方に適用されます。
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Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 同期方向の増加、行動の被招集者へのア
クセス権の増加、再設計された設定

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

ビジネスに最適な方法で、営業担当の項目をより柔軟に同期できるようになり
ました。個人取引先を同期し、より多くの同期方向オプションから選択し、よ
り多くの営業担当に行動の被招集者を参照、編集、同期するアクセス権を付与
できます。Lightning for Outlook の設定と統合され新しく合理化された設定ページ
を確認してください。両方の製品を使用している場合は、両方の製品を便利な
1 つの場所から設定します。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、
およびすべてのバージョンの Salesforce 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:

Microsoft® Exchange 2013 および 2016 での営業担当の行動の両方向同期
Microsoft Exchange 2013 および 2016 を使用する営業担当が Salesforce または Microsoft カレンダーから行動を操作
するように設定できるようになりました。営業担当が Salesforce の行動を簡単に操作できるようにすること
で、Salesforce の採用を促進することもできます。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョ
ンの Salesforce アプリケーションに適用されます。Salesforce Classic で作成または編集された行動は Exchange と
同期されません。
Salesforce から Microsoft Exchange® への一方向の行動の同期
営業担当は Salesforce から行動を操作することを好み、システム管理者は行動を会社の Microsoft カレンダー
で取得することを望んでいますか? Salesforce から Microsoft Exchange へ一方向で同期するように行動を設定で
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 Salesforce アプリケー
ションに適用されます。
個人取引先と Microsoft® 連絡先との同期
個人取引先を使用する営業担当が素早く効率的に作業できるように、Salesforce と Microsoft の連絡先間で顧客
と見込み客のデータを同期します。これにより、営業担当は両方のシステムで連絡先 (取引先責任者) レコー
ドを管理する必要がなくなります。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバー
ジョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
より多くの Microsoft® Exchange ユーザに被招集者へのアクセス権を付与
Microsoft® Exchange 2016 および 2013 を使用する営業担当、および Salesforce から Microsoft に行動を同期する営
業担当は、被招集者を追加、削除、および編集できるようになりました。任意の方向で行動を同期するよ
うに設定された営業担当は、被招集者を表示して同期できます。この変更は、Lightning Experience およびす
べてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。この機能には Lightning Sync が必要です。
Lightning for Outlook と Lightning Sync の設定の簡単な管理
Lightning for Outlook と Lightning Sync がついに統合されました。両方の機能の設定が統合され、同じ場所でこ
れらの製品を便利に管理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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Microsoft® Exchange 2013 および 2016 での営業担当の行動の両方向同期
Microsoft Exchange 2013 および 2016 を使用する営業担当が Salesforce または Microsoft カレンダーから行動を操作す
るように設定できるようになりました。営業担当が Salesforce の行動を簡単に操作できるようにすることで、
Salesforce の採用を促進することもできます。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバージョンの
Salesforce アプリケーションに適用されます。Salesforce Classic で作成または編集された行動は Exchange と同期さ
れません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Microsoft® Exchange の設定の概要の把握 (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 から Microsoft Exchange® への一方向の行動の同期
営業担当は Salesforce から行動を操作することを好み、システム管理者は行動を会社の Microsoft カレンダーで取
得することを望んでいますか? Salesforce から Microsoft Exchange へ一方向で同期するように行動を設定できるよう
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 Salesforce 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: Lightning Sync for Microsoft® Exchange の設定の概要の把握 (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)

個人取引先と Microsoft® 連絡先との同期
個人取引先を使用する営業担当が素早く効率的に作業できるように、Salesforce と Microsoft の連絡先間で顧客と
見込み客のデータを同期します。これにより、営業担当は両方のシステムで連絡先 (取引先責任者) レコードを
管理する必要がなくなります。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの
Salesforce アプリケーションに適用されます。
次のような仕組みになっています。まず、Microsoft 管理者と協力して Lightning Sync を設定します。Salesforce で
個人取引先を有効にしている場合、営業担当の個人取引先は Microsoft の連絡先と同期されます。
次に、選択した同期方向に基づき、個人取引先を Microsoft と同期する方法を営業担当に知らせます。たとえ
ば、営業担当が両方向または Exchange から Salesforce への一方向で同期する場合、Salesforce でのみ個人取引先を
作成するように営業担当に指示します。この理由は、Microsoft には個人取引先が存在せず、Outlook などのアプ
リケーションで作成された新規連絡先は代わりに取引先責任者として Salesforce と同期されるためです。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Microsoft® Exchange の設定の概要の把握 (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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より多くの Microsoft® Exchange ユーザに被招集者へのアクセス権を付与
Microsoft® Exchange 2016 および 2013 を使用する営業担当、および Salesforce から Microsoft に行動を同期する営業担
当は、被招集者を追加、削除、および編集できるようになりました。任意の方向で行動を同期するように設定
された営業担当は、被招集者を表示して同期できます。この変更は、Lightning Experience およびすべてのバー
ジョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。この機能には Lightning Sync が必要です。
営業担当が被招集者を追加および編集できるようにするには、次の操作を実行します。
• 両方向または Salesforce から Exchange へ一方向で同期するように営業担当を設定する。
• [行動] ページレイアウトに [被招集者] 項目を追加する。
• 営業担当が Lightning Experience、Salesforce モバイルアプリケーション、または (両方向で同期する場合) Microsoft

カレンダーから行動を作成または編集する。
営業担当が被招集者を表示し、被招集者を Salesforce と Microsoft カレンダー間で同期できるようにするには、次
の操作を実行します。
• Lightning Sync を使用して Salesforce と Exchange 間の任意の方向で行動を同期するように営業担当を設定する。
• [行動] ページレイアウトに [被招集者] 項目を追加する。
• 行動主催者が Lightning Experience、Salesforce モバイルアプリケーション、または (主催者が両方向で同期する

場合) Microsoft カレンダーから行動を作成または編集する。
Lightning Sync を設定すると、Salesforce Classic の一部のカレンダー機能が制限されます。Salesforce ヘルプの「Salesforce

Classic で行動およびカレンダーを使用する場合の考慮事項」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce アプリケーションでは機能上の差異があるか使用不可となる Spring '18 の機能
Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic で行動およびカレンダーを使用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: Lightning Experience および Salesforce アプリケーションで行動の被招集者に対する操作を行う
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ることや、使用不能になることがあり
ます)

Lightning for Outlook と Lightning Sync の設定の簡単な管理
Lightning for Outlook と Lightning Sync がついに統合されました。両方の機能の設定が統合され、同じ場所でこれら
の製品を便利に管理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。
この新しいページを見つけるには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning For Outlook およ
び Lightning Sync」と入力し、[Lightning For Outlook および Lightning Sync] を選択します。
このページは、設定プロセスを順を追って説明するように再設計されました。そのため、設定の変更が必要な
場合に関連資料を参照する頻度が減ります。
また、Lightning Experience にスムーズに移行できるように、Lightning Experience と Salesforce Classic 両方のユーザに
この新しいデザインが表示されます。
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Salesforce for Outlook: 使用可能なバグ修正

エディション

使用可能なエディション:
Essentials Edition を除くす
べてのエディション

Salesforce for Outlook v3.4.2 にアップグレードして、最新のバグ修正を取得してくだ
さい。また、歴代最高の Microsoft インテグレーション製品である Lightning for

Outlook および Lightning Sync のシステム要件を満たしている場合は、営業担当が
これらの製品の機能をできるよう直ち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、今後は手動でアップグレードしないで済むように
なります。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用さ
れます。
最新バージョンの詳細は、Salesforce for Outlook リリースノートを参照してください。

関連トピック:

Salesforce for Outlook リリースノート (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)

Trailhead: Outlook および Gmail と Salesforce との統合
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)

Connect for Office: 要更新、Microsoft® Word 2007 のサポートの終了

エディション

使用可能なエディション:
Essentials Edition を除くす
べてのエディション

2018 年 2 月 9 日以降、営業担当がセキュリティ証明書の要件を満たすには、Connect

for Office v1.8.1.7 にアップグレードする必要があります。また、Microsoft Word 2007

では最新のセキュリティ証明書がサポートされないため、Word 2007 ユーザは
Microsoft Word アドインを使用できなくなります。したがって、その環境では
Connect for Office はサポートされなくなります。この変更は Salesforce Classic にのみ
適用されます。
Connect for Office のサポートは 2017 年に終了しました。営業担当がまだ Connect for

Office v1.8.1.6 を使用している場合、2018 年 2 月 9 日以降、セキュリティ証明書の要件を満たさなくなります。
サービスの中断を避けるため、営業担当の製品をアップグレードするか、代替製品に移行することをお勧めし
ます。
営業担当は個人設定から Connect for Office v1.8.1.7 をダウンロードできます。[クイック検索] ボックスに「Connect

for Office」と入力し、[Connect for Office] を選択します。
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推奨される代替製品については「サポートの終了」記事を参照してください。

関連トピック:

ナレッジ記事: End of Support for Excel Add-In from Connect for Office in March 2017 (2017 年 3 月の Connect for Office から
の Excel Add-In のサポート終了)

ナレッジ記事: End of Support for Word Add-In from Connect for Office and Standard Mail Merge in March 2017 (2017 年 3 月
の Connect for Office からの Word Add-In および標準差し込み印刷のサポート終了)

Connect for Office リリースノート (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 CPQ と Salesforce Billing: 見積と支払の改善
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、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

見積、提案、および契約を迅速かつ正確に提供します。柔軟なツールと規約で
請求および支払プロセスを自動化します。Salesforce CPQ と Salesforce Billing は、見
積の作成、商談の成立、請求書の決済、収益のレポートを行うための、エンド
ツーエンドソリューションです。Lightning Experience および Salesforce Classic で使用
できます。

メモ:  Salesforce Billing を使用するには、Salesforce CPQ をインストールする必要
があります。

このセクションの内容:

Salesforce CPQ: 品目の選択と契約状況の表示の改善
Salesforce CPQ を使用して、見積と注文の作成と管理を行います。これらの変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。
Salesforce Billing: 柔軟な請求、カスタムレポート、簡素化された支払
Salesforce Billing を使用して、請求、支払、収益を作成し、それらを自動化してください。これらの変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

Salesforce CPQ: 品目の選択と契約状況の表示の改善
Salesforce CPQ を使用して、見積と注文の作成と管理を行います。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:

Salesforce CPQ Visualforce ページでの複数品目の選択
営業担当は、特定の Salesforce CPQ Visualforce ページで複数のオプションを簡単に選択できるようになりまし
た。ユーザは Shift キーを押しながらクリックして、複数の品目を同時に選択できます。この機能は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
契約ジョブ状況の追跡
バックグラウンド契約ジョブの状況を追跡できるようになりました。スピナーに契約ジョブの進行状況が
表示されます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
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Salesforce CPQ のその他の変更
注文商品項目と品目レベルの契約に加えられたその他の変更について説明します。

Salesforce CPQ Visualforce ページでの複数品目の選択
営業担当は、特定の Salesforce CPQ Visualforce ページで複数のオプションを簡単に選択できるようになりました。
ユーザは Shift キーを押しながらクリックして、複数の品目を同時に選択できます。この機能は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
次のページでは、グループ化されていない品目のみを選択できます。
• 商品を追加 (商品ルックアップ)

• 商品を追加 (動的商品ルックアップ)

• 納入商品を選択 (納入商品をアップグレードしているとき)

• 契約を選択 (サブスクリプションを更新しているとき)

契約ジョブ状況の追跡
バックグラウンド契約ジョブの状況を追跡できるようになりました。スピナーに契約ジョブの進行状況が表示
されます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
このコンポーネントを既存の注文ページレイアウトに追加します。まず、注文のページレイアウトを検索しま
す。
• Lightning Experience を使用している場合は、[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、[オブジェクトマネージャ] を選択します。次に、[注文] をクリックし、[ページレイアウ
ト] セクションまでスクロールします。

• Salesforce Classic を使用している場合は、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「注文」と入力し、[ページ
レイアウト] を選択します。

1. CPQ 注文レイアウトの横にある [編集] をクリックします。
2. 上部パネルから、[Visualforce ページ] に移動します。
3. [セクション] 表示ラベルを空のセクションにドラッグします。
4. 新しいセクションに「OrderContracting」という名前を付けます。
5. [詳細ページ] と [編集ページ] を選択解除します。[レイアウト] で、[1-列] を選択します。変更内容を保存し

ます。
6. [Visualforce ページ] メニューから、[OrderContracting] 表示ラベルを新規セクションにドラッグします。
7. [OrderContracting] セクションのレンチアイコンをクリックします。
8. ページレイアウトが適切に表示されるように、[幅]を [100%]、[高さ]を [22]に設定します。[スクロール

バーを表示] と [表示ラベルを表示する] を選択解除します。[OK] をクリックします。
9. 変更内容を保存します。

Salesforce CPQ のその他の変更
注文商品項目と品目レベルの契約に加えられたその他の変更について説明します。
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このセクションの内容:

注文商品での按分の乗数の使用
Salesforce CPQ の注文商品に按分の乗数項目が表示されるようになりました。この項目は見積品目の値を継承
し、注文商品の合計金額を計算するために使用されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic

の両方に適用されます。
関連する注文商品の品目レベルの契約の廃止
ユーザは、注文商品レベルで全体に対する割合、対象商品、またはバンドル商品から契約を作成できなく
なりました。代わりに、注文レコードを使用してこれらのオブジェクトを含む契約を作成します。この変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

注文商品での按分の乗数の使用
Salesforce CPQ の注文商品に按分の乗数項目が表示されるようになりました。この項目は見積品目の値を継承
し、注文商品の合計金額を計算するために使用されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方に適用されます。

関連する注文商品の品目レベルの契約の廃止
ユーザは、注文商品レベルで全体に対する割合、対象商品、またはバンドル商品から契約を作成できなくなり
ました。代わりに、注文レコードを使用してこれらのオブジェクトを含む契約を作成します。この変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

Salesforce Billing: 柔軟な請求、カスタムレポート、簡素化された支払
Salesforce Billing を使用して、請求、支払、収益を作成し、それらを自動化してください。これらの変更は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

メモ:  Salesforce Billing を使用するには、Salesforce CPQ をインストールする必要があります。

このセクションの内容:

動的請求計画による請求のカスタマイズ
動的請求計画では、顧客に請求する方法とタイミングを柔軟に決めることができます。月ごと、四半期ご
と、および年ごとの標準請求サイクルから外れた日付、サービス期間、またはプロジェクトマイルストン
を定義します。たとえば、有効化時に注文商品の合計金額の 10% を請求し、1 回目の引き渡し時に 25%、最
後の引き渡し時に残りを請求することかできます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
の新機能です。
貸方票と借方票の税金の管理
税金の計算プロセスでは、適用する前に貸方票と借方票の税金を予想できます。税金の計算に考慮される
項目を変更する必要がある場合、貸方票または借方票レコードに税金をコミットする前に、その変更を行
うことができます。
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改善されたレポートツールの使用
便利なレポートツールと標準のテンプレートは取引先と取引のスナップショットを示すほか、Salesforce Billing

が作業効率の向上にどれだけ役立つことができるかを示す例を提供します。これらの変更は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
新しい支払センターでの請求書と支払のシームレスな管理
更新された支払センターにより、決済のプロセスが直観的かつ迅速になります。顧客は、簡素化された直
観的なユーザインターフェースを通じて、すべての請求書または一部の支払、勘定の貸方記入、クレジッ
トカードや銀行の詳細の変更、支払の追跡を柔軟に行うことができます。この機能は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方の新機能です。
未評価利用状況による柔軟な注文商品
別のソースによって定義された利用状況評価がある場合、または標準的な利用状況評価によってカバーさ
れない料金がある場合は、それを未評価利用状況として組み込むことができます。この機能は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。

動的請求計画による請求のカスタマイズ
動的請求計画では、顧客に請求する方法とタイミングを柔軟に決めることができます。月ごと、四半期ごと、
および年ごとの標準請求サイクルから外れた日付、サービス期間、またはプロジェクトマイルストンを定義し
ます。たとえば、有効化時に注文商品の合計金額の 10% を請求し、1 回目の引き渡し時に 25%、最後の引き渡
し時に残りを請求することかできます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
注文商品の請求処理を設定する場合、[請求サイクル] で、ドロップダウンメニューから新しい項目の [請求計
画] を選択します。次に、プロジェクトまたはマイルストンに紐付けられたカスタム請求明細を作成したり、
独自の請求サイクルを定義したり、請求書ごとに合計に対して異なるパーセントを請求したりできるほか、ビ
ジネスと顧客に最も適した他のオプションを選択できます。

貸方票と借方票の税金の管理
税金の計算プロセスでは、適用する前に貸方票と借方票の税金を予想できます。税金の計算に考慮される項目
を変更する必要がある場合、貸方票または借方票レコードに税金をコミットする前に、その変更を行うことが
できます。
税金を計算または予想するには、貸方票または借方票に次の設定が行われていることを確認します。
• 票またはその品目内に課税住所がある
• 有効な納税日
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• 各品目で [税金を計算?] が選択されている
• 各品目の [課税対象 (はい/いいえ)] 項目が [はい] に設定されている
• 各品目に課税措置がある
1. ドラフト貸方票または借方票の [税額を予想] をクリックします。

Salesforce Billing によって税金エンジンがコールされ、各票の品目の [税金] 項目に予想額が入力されます。票
の [税金] 項目に品目の税金の合計が表示されます。

2. 値を確認し、必要に応じて税金の設定を調整します。[税金] 項目を新しい値で更新する準備が整ったら、
[税額を予想] をクリックします。

3. 票からすべての予想税額を削除するには、[税額をキャンセル] をクリックします。
Salesforce Billing によって税金エンジンがコールされ、予想税額がキャンセルされます。貸方票の品目の [税
金] 項目と [総額 (税込)] 項目の値が Null に変更されます。

4. 税金をコミットして貸方票を投稿する準備が整ったら、[税額を適用] をクリックします。

改善されたレポートツールの使用
便利なレポートツールと標準のテンプレートは取引先と取引のスナップショットを示すほか、Salesforce Billing

が作業効率の向上にどれだけ役立つことができるかを示す例を提供します。これらの変更は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方に適用されます。
新しいレポートタイプには、支払、請求、収益、口座残高と売掛金年齢、貸方票、借方票、課税、使用状況、
集金、会計期間決算が含まれます。レポートは標準の Salesforce Billing 項目および Salesforce レポートと共に使用
できます。また、ビジネスニーズを反映するように既存のレポートを変更できます。

新しい支払センターでの請求書と支払のシームレスな管理
更新された支払センターにより、決済のプロセスが直観的かつ迅速になります。顧客は、簡素化された直観的
なユーザインターフェースを通じて、すべての請求書または一部の支払、勘定の貸方記入、クレジットカード
や銀行の詳細の変更、支払の追跡を柔軟に行うことができます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方の新機能です。
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未評価利用状況による柔軟な注文商品
別のソースによって定義された利用状況評価がある場合、または標準的な利用状況評価によってカバーされな
い料金がある場合は、それを未評価利用状況として組み込むことができます。この機能は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方の新機能です。
通常、ユーザが注文商品、サブスクリプション、またはサービスの利用状況をアップロードすると、Salesforce

Billing によって注文商品または価格表に基づく請求書が設定されます。これはほとんどの場合適切に機能しま
すが、価格表を基準にする代わりに、顧客が利用状況レコードに特定の金額を追加する必要がある場合があり
ます。たとえば、1 回限りの送料用のパススルー郵送料金、経費請求書、独自の評価システムが適用される
サービスなどがあります。
未評価利用状況をアップロードするには、利用状況レコードで [未評価数量] または [未評価金額] を選択しま
す。Salesforce Billing はその利用状況に評価を適用せず、指定した数量または金額を代わりに使用します。サブ
スクリプションまたはサービスで未請求の総額を計算するときに、未評価金額が使用されます。利用状況概要
に評価済みと未評価両方の合計を横並びで表示できるため、取引先に関連付けられたすべての料金を確認し、
顧客に正確に請求できます。

メモ: 未評価利用状況は、積み上げ価格設定プランでは使用できません。

Pardot: キャンペーンの連携 (ベータ)、キャンペーンエンゲージメン
ト (ベータ)、取引先でのリードの一致、日本語のサポート
Pardot と Salesforce のキャンペーンレコードを同期し、キャンペーンメンバーがキャンペーンにどれくらいエン
ゲージしているかを確認し、リードと取引先を一致させ、日本語で Pardot を使用してください。これらの変更
は Lightning Experience にのみ適用されます。
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Pardot キャンペーンと Salesforce キャンペーンの接続 (ベータ)

マーケティング部門が 1 つのキャンペーンレコードセットを使用して、Pardot と Salesforce 両方の機能を使用
できるようにします。キャンペーンが接続されると、マーケティング担当者はキャンペーンインフルエン
スの追跡とエンゲージメント履歴の表示をすべて、Salesforce の同じレコードで実行できます。

見込み客のキャンペーンに対するエンゲージメント状況の確認 (ベータ)

Pardot と Salesforce のキャンペーンを接続すると、キャンペーンにリードと取引先責任者がどれくらいエン
ゲージしているのかを、マーケティング部門が Salesforce で直接確認できます。エンゲージメント総計値コ
ンポーネント、エンゲージメント履歴項目、およびレポートをキャンペーンページレイアウトに追加し、
何人のメンバーがメールとフォームを表示してクリックしているかをマーケティング担当者に示します。
リードと取引先責任者に [エンゲージメント履歴] 関連リストを追加して、エンゲージメント状況を確認し
ます。

リードと取引先の間にある点を結ぶ
Pardot を使用する場合は、Salesforce データを新しい方法で使用して、チームが取引先ベースのマーケティン
グを実践できるようにしてください。Lightning アプリケーションビルダーで一致リードコンポーネントを
法人取引先ページに追加して、取引先に一致するリードを最良の一致から先に表示します。営業チームは、
取引先から移動せずにリードと取引を開始できます。一致リードコンポーネントにより、冗長データを減
らして、データ保護とプライバシーのさまざまな規制を順守するように努めることができます。

Pardot が日本語で使用可能
Pardot は日本向けにローカライズされており、正式リリースとしてすべてのお客様が使用できます。

SSL を使用したトラッカードメインのセキュリティ保護
Spring '18 以降では、Pardot トラッカードメインを SSL セキュリティで保護し、HTTPS を介して Pardot コンテン
ツを提供できます。以前は、独自のブランドが設定された覚えやすいトラッカードメインではなく、Pardot

の go.pardot.com ドメインを使用してマーケティングアセットをセキュリティで保護する必要がありました。
Pardot の [ドメイン管理] ページで、アカウントの検証済みトラッカードメインの SSL 証明書を要求できるよ
うになりました。

Pardot が日本語で使用可能

エディション

使用可能なエディション:
すべての Pardot エディ
ション

Pardot は日本向けにローカライズされており、正式リリースとしてすべてのお客
様が使用できます。

SSL を使用したトラッカードメインのセキュリティ保護

エディション

使用可能なエディション:
すべての Pardot エディ
ション

Spring '18 以降では、Pardot トラッカードメインを SSL セキュリティで保護し、HTTPS

を介して Pardot コンテンツを提供できます。以前は、独自のブランドが設定さ
れた覚えやすいトラッカードメインではなく、Pardot の go.pardot.com ドメインを
使用してマーケティングアセットをセキュリティで保護する必要がありました。
Pardot の [ドメイン管理] ページで、アカウントの検証済みトラッカードメインの
SSL 証明書を要求できるようになりました。
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Sales Cloud のその他の変更
売上予測グリッドに調整可能な列幅が追加され、Lightning Experience の売上予測ページにアクセスするには新し
い権限が必要になりました。Data.com Connect データベースからイギリスとアイルランドの取引先責任者のデー
タが削除され、注文商品に数量 0 の注文品目が追加されました。

このセクションの内容:

Lightning Experience での調整可能な売上予測グリッドの列幅
売上予測ユーザは、Salesforce Classic と同様に Lightning Experience で売上予測グリッドの列幅を調整できるよう
になりました。
Lightning Experience の売上予測ページにアクセスするために必要な新しい権限
ユーザが Lightning Experience の売上予測ページにアクセスするには、「ロールおよびロール階層を表示」権
限が必要になりました。この権限は、デフォルトですべての売上予測ユーザに割り当てられます。
Data.com Connect からのイギリスとアイルランドの取引先責任者データの削除
General Data Privacy Regulation (GDPR) などのデータ保護とプライバシーの規制に準拠できるように、Data.com

Connect 取引先責任者データベースからイギリスとアイルランドの取引先責任者データが削除されました。
Data.com Clean または Data.com Prospector で以前は一致していた取引先責任者は、[クリーンアップ] 状況が [該
当なし] になります。データ保護とプライバシーに関する要求があった場合、要求者に「Are You in Data.com

Connect? (Data.com Connect のデータベースに含まれていますか?)」を参照するように促すことを検討してくだ
さい。要求者の会社がデータベースに含まれている場合、要求者が除外フォームを使用してその会社をデー
タベースから削除できます。
注文商品で数量 0 の注文品目を使用可能
数量 0 の注文商品を作成するように注文設定を定義できます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方の新機能です。

Lightning Experience での調整可能な売上予測グリッドの列幅

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、Salesforce Classic と同様に Lightning Experience で売上予測グリッ
ドの列幅を調整できるようになりました。
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Lightning Experience の売上予測ページにアクセスするために必要な新しい権限

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

ユーザが Lightning Experience の売上予測ページにアクセスするには、「ロールお
よびロール階層を表示」権限が必要になりました。この権限は、デフォルトで
すべての売上予測ユーザに割り当てられます。

関連トピック:

新しい権限によるロールとロール階層の表示の制御
Salesforce ヘルプ: コラボレーション売上予測のユーザの有効化 (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)

Data.com Connect からのイギリスとアイルランドの取引
先責任者データの削除
General Data Privacy Regulation (GDPR) などのデータ保護とプライバシーの規制に準拠できるように、Data.com Connect

取引先責任者データベースからイギリスとアイルランドの取引先責任者データが削除されました。Data.com

Clean または Data.com Prospector で以前は一致していた取引先責任者は、[クリーンアップ] 状況が [該当なし] にな
ります。データ保護とプライバシーに関する要求があった場合、要求者に「Are You in Data.com Connect? (Data.com

Connect のデータベースに含まれていますか?)」を参照するように促すことを検討してください。要求者の会社
がデータベースに含まれている場合、要求者が除外フォームを使用してその会社をデータベースから削除でき
ます。

注文商品で数量 0 の注文品目を使用可能

エディション

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

数量 0 の注文商品を作成するように注文設定を定義できます。この機能は、
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
この設定を有効化する前に、Salesforce 組織で注文が有効化されている必要があ
ります。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「注文の設定」と入力し、[数量
0 を有効化] を選択します。変更内容を保存します。これで、他の注文と同様に
数量 0 の注文を作成できます。

マーケティング: コンテンツ共有、SMS/転送メッ
セージの機能強化、およびその他の機能

あらゆるソースからの顧客利用データを 1 か所で表示します。会社の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します。また、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ます。Marketing Cloud を使用してアプローチを最適化し、より優れた結果
を得られるように、ビジネスでの各インタラクションの影響を測定できます。
最新機能と機能強化の詳細は、Marketing Cloud リリースノートを参照してください。
• 2017 年 10 月リリース
• 2017 年 8 月リリース
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• 2017 年 7 月リリース

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

サービス: ナレッジ記事の共有、返品注文、ケースの一括クイッ
クアクション

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

エクスポート機能、記事の共有、および翻訳承認プロセスを使用してナレッジ
に関する作業を効率化し、Live Agent 実装にナレッジコンポーネントを組み込み
ます。返品注文でフィールドサービス製品の返品と修理を追跡し、新しいガイ
ド付き設定ですばやく概要を把握し、ユーザプロファイル別に Field Service Lightning

モバイルアプリケーション環境をカスタマイズします。ケースおよびリードの
一括クイックアクション、すべてのオブジェクトでのマクロサポート、さらに
強力になった Snap-in SDK を利用できます。最後に、クイックテキストサポート、
ソーシャル会話の装飾されたサイドバー、より充実した Live Agent 環境など、
Lightning Experience の Service Cloud が大幅に改善されています。

このセクションの内容:

ナレッジ: コンポーネントの機能強化と Lightning Knowledge に追加された Classic 機能
以前は Classic ナレッジでのみ使用可能だった機能が Lightning Knowledge に追加されました。ケースメールへ
の記事コンテンツの挿入、記事ドラフトの承認申請アクション、および記事アクションの割り当てを実行
できるようになりました。さらに、エージェントは Live Agent チャットでの作業中にナレッジコンポーネン
トにすばやくアクセスできるようになりました。
Field Service: 返品注文と洗練されたサービスレポート
返品の理由、注文方法、払い戻し方法が表示される返品注文を使用して、顧客や現場スタッフから返品さ
れたアイテムを効率的に追跡します。関連リストの絞り込み、ページ番号、および Lightning Experience の新
機能が追加されたことでサービスレポートが改善され、フィールドサービス作業を最高の状態で完了でき
るようになりました。
エージェントの生産性: すべてのオブジェクトでのクイックテキストとマクロ
日常業務を効率化するため、マクロとクイックテキストを連動できるようになりました。クイックテキス
トを Lightning Experience で使用し、ほとんどの標準およびカスタムオブジェクトでマクロを使用できます。
これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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ケース: 一括クイックアクション、パスに対応するケース、メールの機能強化
ケース、リード、またはカスタムオブジェクトの複数のレコードに対してアクションを実行できるクイッ
クアクションの機能を使用できるようになりました。レコードの作成および更新に対応する一括クイック
アクションによってエージェントの効率が向上します。ケースのパスを使用すれば、組織にとって重要な
ケースフェーズを決定およびカスタマイズしたり、エージェントが成功するためのガイダンスを提供した
りできます。これに引き続き、メール関連の機能は、エージェントの生産性を主眼にして強化されていき
ます。
サービスコンソール: 固定表示領域ページ、クイックテキスト、一括クイックアクション
エージェントがサブタブの参照中に、ケースレコード情報を表示したままにできる固定表示領域を追加し
ます。エージェントはクイックテキストを使用して、ケースに対する一括アクションなどを実行できるよ
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。
Live Agent: Lightning Experience でのクイックテキストとナレッジのサポート
エージェントはクイックテキストを使用して、標準化された応答をすばやく挿入し、Lightning Experience で
チャットしながらナレッジ記事を検索できます。エージェントは Salesforce Classic と Lightning Experience の両
方で、待機中のトランスクリプトを削除することもできます。シームレスリリースでは、リリースの配信
時に処理されているチャットの環境が改善されます。
オムニチャネル: スキルベースのルーティング、使い慣れた機能を Lightning Experience で使用
スキルベースのルーティング (ベータ) を使用して、キューではなくスキルを使用してエージェントに作業
を転送します。Omni-Channel Supervisor が Lightning Experience で正式リリースされ、Lightning Experience で外部
ルーティング (ベータ) を使用できます。Winter '18 で導入された Lightning Experience のコンソールメソッドが
正式リリースされました。Salesforce Classic で愛用されているオムニチャネルイベントを Lightning Experience で
使用できるようになりました。また、ルーティング制限を引き上げて、ワークフローとトリガで機能を強
化しました。
Web 用の Snap-in: 事前チャット Lightning コンポーネント、ボタンへの直接転送、自動招待、その他
事前チャットフォームをカスタマイズして、ボタンへの直接転送、自動招待、および機密データルールを
使用できます。コミュニティまたは Lightning Out (ベータ) で Snap-in チャットコンポーネントを使用して顧客
をログインさせている場合、顧客がチャットを要求するときにいくつかの事前チャット項目を自動的に入
力するように設定できます。Snap-in 設定とコードスニペットに一部変更が加えられました。最新の機能を
使用するには、既存のコードスニペットをバージョン 4.0 にアップグレードしてください。
モバイルアプリケーション用 Snap-in: SDK の機能強化
Android および iOS 用の Snap-in SDK が改善されました。アプリケーションの事前チャットフォーム内の項目を
組織のレコード内の項目に対応付けることができます。独自の JavaScript または CSS を使用してナレッジ記
事をカスタマイズできます。最新のハードウェアとソフトウェア、iPhone X、iOS 11、および Android O もサ
ポートされています。
エンタイトルメント管理: Lightning Experience での作業指示のマイルストンの表示
エージェントは、Lightning Experience の作業指示で過去のマイルストン、現在のマイルストン、今後のマイ
ルストンを確認できるようになりました。登録済みマイルストントラッカーで、残りのマイルストンのカ
ウントダウンを参照して、マイルストンを完了としてマークします。
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ソーシャルカスタマーサービス: 会話コンポーネントでの顧客の詳細の確認
ソーシャルカスタマーサービスは、会話コンポーネントでこれまでより多くの顧客情報を提供するように
なりました。顧客の感情やソーシャルメディア状況などの改善により、顧客の可視性がこれまで以上に高
まっています。その他の更新として、折りたたみ可能なサイドバー、コード不要のビジネスルール、自動
化されたソーシャルケースの転送、Apex スレッドの変更があります。
CTI: VF コンポーネントのサポート: Lightning Experience で機能するようになった clickToDial

従来のクリック-to-ダイヤルを使用して Visualforce をアプリケーションに埋め込んでいる場合、クリック可
能な電話番号などの項目を追加できます。これは既存の CTI 実装で役立ちます。
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。

ナレッジ: コンポーネントの機能強化と Lightning Knowledge に追加さ
れた Classic 機能

エディション

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

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

以前は Classic ナレッジでのみ使用可能だった機能が Lightning Knowledge に追加さ
れました。ケースメールへの記事コンテンツの挿入、記事ドラフトの承認申請
アクション、および記事アクションの割り当てを実行できるようになりました。
さらに、エージェントは Live Agent チャットでの作業中にナレッジコンポーネン
トにすばやくアクセスできるようになりました。

このセクションの内容:

ケースメールへの記事コンテンツの挿入
切り取り、貼り付け、再入力は必要ありません。エージェントは、ケース
メールに直接記事コンテンツを挿入し、顧客の質問にすばやく回答できま
す。この変更は Lightning Experience に適用されます。
Lightning でのドラフト承認の設定
Classic ナレッジと同様に、著者がドラフト記事を送信し、承認用に転送でき
るようになりました。システム管理者は組織のニーズに基づいてカスタム承
認プロセスを設計できます。また、自動承認条件を使用して記事の転送を設
定することもできます。この変更は Lightning Experience に適用されます。
新しい任命先へのドラフトの再割り当て
ドラフト記事が退職したユーザや休暇中のユーザに割り当てられている場
合、これまではその記事がドラフトモードのままになり、公開されることはありませんでしたが、この問
題が解消されました。所有者が記事を完了できない場合 (またはボラボラ島で休暇中の場合)、マネージャ
と著者がドラフトを再割り当てできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Live Agent ユーザへのナレッジアクセス権の付与
問題: エージェントはチャットのケースにすばやく回答する必要があります。解決策: Live Agent ユーザは顧
客とのチャット中に、ナレッジコンポーネントで直接会社の知識ベースを検索できます。エージェントは
オープンケースがない場合でもナレッジを検索できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。
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翻訳ファイルの簡便なインポート
翻訳マネージャに朗報です。翻訳ファイルを直接ドラフト翻訳レコードにインポートできます。翻訳され
たファイルは [ファイル] に追加され、[ナレッジ記事] の [関連リスト] に表示されます。この変更は Lightning

Experience にのみ適用されます。

ケースメールへの記事コンテンツの挿入
切り取り、貼り付け、再入力は必要ありません。エージェントは、ケースメールに直接記事コンテンツを挿入
し、顧客の質問にすばやく回答できます。この変更は Lightning Experience に適用されます。

Lightning でのドラフト承認の設定
Classic ナレッジと同様に、著者がドラフト記事を送信し、承認用に転送できるようになりました。システム管
理者は組織のニーズに基づいてカスタム承認プロセスを設計できます。また、自動承認条件を使用して記事の
転送を設定することもできます。この変更は Lightning Experience に適用されます。

新しい任命先へのドラフトの再割り当て
ドラフト記事が退職したユーザや休暇中のユーザに割り当てられている場合、これまではその記事がドラフト
モードのままになり、公開されることはありませんでしたが、この問題が解消されました。所有者が記事を完
了できない場合 (またはボラボラ島で休暇中の場合)、マネージャと著者がドラフトを再割り当てできます。こ
の変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Live Agent ユーザへのナレッジアクセス権の付与
問題: エージェントはチャットのケースにすばやく回答する必要があります。解決策: Live Agent ユーザは顧客と
のチャット中に、ナレッジコンポーネントで直接会社の知識ベースを検索できます。エージェントはオープン
ケースがない場合でもナレッジを検索できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

翻訳ファイルの簡便なインポート
翻訳マネージャに朗報です。翻訳ファイルを直接ドラフト翻訳レコードにインポートできます。翻訳された
ファイルは [ファイル] に追加され、[ナレッジ記事] の [関連リスト] に表示されます。この変更は Lightning Experience

にのみ適用されます。
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Field Service: 返品注文と洗練されたサービスレポート
エディション

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

Field Service Lightning 標準
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。

返品の理由、注文方法、払い戻し方法が表示される返品注文を使用して、顧客
や現場スタッフから返品されたアイテムを効率的に追跡します。関連リストの
絞り込み、ページ番号、および Lightning Experience の新機能が追加されたことで
サービスレポートが改善され、フィールドサービス作業を最高の状態で完了で
きるようになりました。

このセクションの内容:

返品注文による製品および在庫の返品の追跡
靴 (あるいはソーラーパネル) が合わない場合も Salesforce は対応します! 返品
注文を使用すると、顧客に販売したり技術者に提供したりした品目の返品を
容易に処理できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方に適用されます。
サービスレポートの関連リストの絞り込み (ベータ)

任意のサービスレポートテンプレートに検索条件を追加して、サービスレ
ポートの関連リストに表示するレコードを制限します。たとえば、完了した
品目のみを作業指示サービスレポートの [作業指示品目] 関連リストに表示するように検索条件を設定しま
す。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience でのサービスレポートの表示、メール送信、削除
メールアクションと削除アクションがある、[サービスレポート] 関連リストの洗練された新しいプレビュー
画面をご利用ください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
サービスレポートへのページ番号の追加
サービスレポートテンプレートの便利な新しい設定を使用して、顧客と同じページを確認できるようにし
ます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Salesforce アプリケーションでのサービスクルーの表示および管理
Salesforce アプリケーションでサービスクルーとサービスクルーメンバーがサポートされるようになりまし
た。クルーの詳細の表示、クルーメンバーの追加および削除、メンバーのスキルの確認を行うことができ
ます。この変更は、すべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
オムニチャネルサポートエージェントのサービスリソースの作成 (ベータ)

サービスリソースの種別が新しくなりました。エージェント種別のサービスリソースを作成して、オムニ
チャネルのスキルベースのルーティング (ベータ) を使用したエージェントのケースルーティングを改善し
ます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Field Service 管理パッケージ: サービスクルー、スケジュール、効率性
新しいガイド付き設定を使用して、フィールドサービスオブジェクトを簡単に設定および管理できます。
管理パッケージを使用して、サービスクルーをスケジュールします。リリースする前に地図座標を検証し、
モバイル環境の従業員の効率を測定します。
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モバイル用 Field Service: プロファイルベースの設定、フローの機能強化、iOS アプリケーション 4.0

ユーザのニーズに合わせて iOS と Android の両方で Field Service Mobile 設定の一意のセットをユーザプロファイ
ルに割り当てることができます。iOS アプリケーションでは、技術者は複数のロケーションから製品を消費
でき (ベータ)、システム管理者は製品項目の在庫を編集できるユーザを制御できます。iOS アプリケーショ
ンの参照項目およびリソース不在に対して検索レイアウトを使用して、ユーザインターフェースを詳細に
制御できます。さらに、iOS と Android の両方でフローが改善されました。

返品注文による製品および在庫の返品の追跡
靴 (あるいはソーラーパネル) が合わない場合も Salesforce は対応します! 返品注文を使用すると、顧客に販売し
たり技術者に提供したりした品目の返品を容易に処理できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方に適用されます。
返品注文を使用して顧客からの返品や修理依頼を追跡したり、技術者のバンのストックから倉庫または納入業
者への在庫の返品を追跡したりできます。顧客はコミュニティから返品を開始できます。また、エージェント
が顧客の電話や技術者のリクエストに応じて返品注文を作成することもできます。
返品注文品目を使用して、返品される品目の詳細を追加できます。返品される品目を表す項目 (製品、製品項
目、納入製品、製品リクエスト品目、注文製品のいずれか) に 1 つ以上、各品目に記入する必要があります。
また、返品注文を製品リクエスト、ケース、取引先、取引先責任者、または注文に関連付けることもできま
す。この多用途の返品注文を使用して、さまざまなシナリオを追跡できます。
ロボットアームを販売する仮想企業の Rockin' Robotics が返品注文をそのフィールドサービス業務にどのように
使用できるかを示す 3 つの方法を見てみましょう。
技術者からの返品

現場設置の予定に備えて、Rockin' Robotics の技術者は 3 つの大型油圧アームの製品リクエストを作成します。
製品を受け取って現場に到着した技術者は 2 つのアームで済むことに気づきます。不要なアームをメイン
倉庫に返品するため、技術者は 1 つの品目を含めた返品注文を作成し、その品目の [製品] 項目に該当のアー
ムを記載します。次に在庫マネージャは製品移送を作成し、倉庫へのアームの返品を追跡します。アーム
が倉庫に返品されたら、倉庫の製品項目を更新して、在庫数の変更を反映できます。
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顧客からの返品
Rockin' Robotics の顧客が小型油圧アームを誤って購入しました。顧客はこれを返品するためカスタマーコミュ
ニティからケースを作成します。割り当てられたエージェントが、この顧客の返品注文を作成し、関連す
る注文と注文製品を記載します。これで、顧客はエージェントから提供された配送情報を使用して製品を
返送できます。製品が到着したのち、在庫マネージャはその製品を再び在庫に戻すことを決定しました。
倉庫に小型水圧アームが 1 つ追加されたことを示すよう、在庫マネージャは該当の製品項目の数量を更新
します。

顧客からの修理依頼
Rockin' Robotics の顧客が 8 年前に購入した油圧アームを現在のテクノロジーで改良することを望んでいます。
顧客が Rockin’ Robotics に連絡すると、サポートエージェントが、アームを改良するための作業指示を作成し
ます。次にエージェントは作業指示を返品注文に関連付けて、Rockin' Robotics ワークショップへのアームの
返品を追跡します。アームを改良した後、作業指示に完了のマークが付けられます。その後、製品の移送
と配送を作成し、ワークショップから該当の顧客へのアームの返却を追跡します。

返品注文はさまざまなオブジェクトに関連付けることができます。そのため、ユーザのフィールドサービスプ
ロセスに最も適した方法で返品注文を組み込むことができます。たとえば、処理時間を最小限にするために、
返品注文を製品移送に関連付けないようにすることができます。
返品注文は、Lightning Experience、Salesforce Classic、Salesforce アプリケーション、Android および iOS 用の Field Service

Lightning モバイルアプリケーションで使用できるほか、Salesforce タブ + Visualforce を使用して構築されたコミュ
ニティで使用できます。
返品注文の参照と管理は Salesforce の [返品注文] タブで行います。返品注文を複数のページレイアウトに組み込
むこともできます。
• [返品注文] 関連リストは、取引先、取引先責任者、製品リクエスト、ケース、注文、およびロケーション

で利用できます。
• [返品注文品目] 関連リストは、製品項目、返品注文、ロケーション、製品、納入製品、注文製品、および

製品リクエスト品目で利用できます。
• [返品注文] 項目と [返品注文品目] 項目は、作業指示、作業指示品目、および製品移送の各ページレイアウト

で利用できます。

サービスレポートの関連リストの絞り込み (ベータ)
任意のサービスレポートテンプレートに検索条件を追加して、サービスレポートの関連リストに表示するレ
コードを制限します。たとえば、完了した品目のみを作業指示サービスレポートの [作業指示品目] 関連リスト
に表示するように検索条件を設定します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用され
ます。
サービスレポートテンプレートの関連リストの検索条件は、通常の Salesforce リストビューの検索条件と同じよ
うに動作します。検索条件の設定方法は次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「サービスレポートテンプレート」と入力し、[サービスレポートテ

ンプレート] を選択します。
2. 検索条件の設定が必要なテンプレートの横にある [編集] をクリックします。リストがレイアウトにまだ追

加されていない場合、リストのタイルをレイアウトにドラッグし、表示するオブジェクトと項目を選択し
ます。
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3. エディタの上部にある [関連テンプレート] 項目でサブテンプレートを選択します。たとえば、テンプレー
トを使用するすべての作業指示サービスレポートに検索条件を適用するには、[作業指示] を選択します。

4. 絞り込む関連リストを見つけて、レンチアイコンをクリックし、そのプロパティを表示します。
5. [検索条件] タブを選択します。
6. 選択リスト項目を選択して検索条件を定義します。
7. 矢印ボタンを使用して選択リスト値を選択します。検索条件項目で選択された値を含むレコードのみが、

テンプレートを使用するサービスレポートに表示されます。
8. [OK] をクリックします。
9. 必要に応じて、他のサブテンプレートで前の手順を繰り返します。
10. 変更内容を保存します。

これで、サービスレポートテンプレートを使用するレコードに、作成した検索条件が反映されます
サービスレポートで関連リストの検索条件を使用する場合、次の点に注意してください。
• 検索条件は関連リストごとに 1 つのみ作成できます。
• 検索条件は選択リスト項目でのみ使用できます。
• 契約品目名の [状況] 項目を絞り込むことはできません。
• 関連リストの検索条件は Internet Explorer 8 ではサポートされません。

Lightning Experience でのサービスレポートの表示、メール送信、削除
メールアクションと削除アクションがある、[サービスレポート] 関連リストの洗練された新しいプレビュー画
面をご利用ください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
以前は、Lightning Experience でサービスレポートを表示できませんでしたが、作業指示、作業指示品目、または
サービス予定で[サービスレポートを作成]をクリックして、レポートのプレビューを表示できるようになりま
した。
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PDF レポートを生成するには [サービスレポートを作成] をクリックし、レポートを生成してメールエディタを
開くには[サービスレポートの作成と送信]をクリックします。レポートはすでにドラフトメールに添付されて
います。

レコードの [サービスレポート] 関連リストには、生成されたすべてのサービスレポートが表示されます。関連
リストから、次の操作を実行できます。
• 名前をクリックしてサービスレポートを表示する
• アクションドロップダウンメニューで [削除] を選択してサービスレポートを削除する
• アクションドロップダウンメニューで [メールサービスレポート] を選択してサービスレポートをメール送

信する
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メモ: サービスレポートをメール送信するには、親レコードの「メールの送信」ユーザ権限と「編集」権
限が必要です。サービスレポートを削除するには、親レコードの「削除」権限が必要です。

サービスレポートへのページ番号の追加
サービスレポートテンプレートの便利な新しい設定を使用して、顧客と同じページを確認できるようにしま
す。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
サービスレポートテンプレートのページ番号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「サービスレポートテンプレート」と入力し、[サービスレポートテ

ンプレート] を選択します。
2. ページ番号が必要なテンプレートの横にある [編集] をクリックします。
3. エディタの上部にある [関連テンプレート] 項目でサブテンプレートを選択します。たとえば、テンプレー

トを使用するすべての作業指示サービスレポートにページ番号を追加するには、[作業指示]を選択します。
4. フッターセクションのレンチアイコンをクリックして、セクションプロパティを表示します。
5. [フッターにページ番号を表示] を選択して、[OK] をクリックします。
6. 必要に応じて、他のサブテンプレートで前の手順を繰り返します。
7. 変更内容を保存します。

この設定を選択すると、サービスレポートの各ページの右下隅にページ番号が表示されます。

メモ: 「ページ」という語は Salesforce 組織のデフォルト言語で表示されます。ページ番号の形式をカスタ
マイズすることはできません。
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Salesforce アプリケーションでのサービスクルーの表示および管理

エディション

Field Service Lightning 標準
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。

Salesforce アプリケーションでサービスクルーとサービスクルーメンバーがサポー
トされるようになりました。クルーの詳細の表示、クルーメンバーの追加およ
び削除、メンバーのスキルの確認を行うことができます。この変更は、すべて
のバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
サービスクルーは、すでに Lightning Experience、Salesforce Classic、Android/iOS 用の
Field Service Lightning モバイルアプリケーションで使用できるようになっていま
す。
サービスクルーについての詳細は、Salesforce ヘルプの「サービスクルーの作成」
を参照してください。

オムニチャネルサポートエージェントのサービスリソー
スの作成 (ベータ)
サービスリソースの種別が新しくなりました。エージェント種別のサービスリソースを作成して、オムニチャ
ネルのスキルベースのルーティング (ベータ) を使用したエージェントのケースルーティングを改善します。こ
の変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

Field Service 管理パッケージ: サービスクルー、スケジュール、効率性
新しいガイド付き設定を使用して、フィールドサービスオブジェクトを簡単に設定および管理できます。管理
パッケージを使用して、サービスクルーをスケジュールします。リリースする前に地図座標を検証し、モバイ
ル環境の従業員の効率を測定します。

このセクションの内容:

サービスクルーのスケジュール
Winter '18 で導入されたサービスクルーを Field Service Lightning 管理パッケージでスケジュールできるようにな
りました。従業員の定義済みチームをサービス予定に割り当てることができます。これにより、時間を節
約でき、適切な従業員で各予定を確実に処理できるようになります。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。
ガイド付き設定を使用した Field Service の開始
Field Service のガイド付き設定に従って手順を進めることで、サービステリトリーおよび業務時間の作成、
作業種別およびスキルセットの定義、エージェント、派遣担当者、およびサービスリソースの割り当て、
スケジュールポリシーの設定を行うことができます。ガイド付き設定を必要な頻度で用いて、フィールド
サービス設定を調整できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
フィールドサービスの効率の最適化
サービスリソースが作業指示を完了する速度を設定し、作業種別の予想所要時間が正確かどうかを確認し
ます。サービスリソースごとに効率評価を設定できます。評価が高いほど、リソースの作業が速いことを
示します。ただし、サービス予定のリソースを選択するときにリソースの優先度が高くなるように、効率
目標は効率評価の逆数になっています。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用され
ます。
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適切なリソースの迅速な選択
エージェントがサービスリソース候補を選択するときに利用できる情報が増加しました。拡張された緊急
ウィザードに、現在の作業指示やロケーションなどの詳細情報が表示されるようになり、エージェントは
最良の候補者を確実に選択できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されま
す。

サービスクルーのスケジュール
Winter '18 で導入されたサービスクルーを Field Service Lightning 管理パッケージでスケジュールできるようになり
ました。従業員の定義済みチームをサービス予定に割り当てることができます。これにより、時間を節約で
き、適切な従業員で各予定を確実に処理できるようになります。この変更は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方に適用されます。
[共有] > [自動] で、すべてのクルーメンバーに共有権限を付与するのか、クルーリーダーにのみ付与するのか
を選択します。

ガイド付き設定を使用した Field Service の開始
Field Service のガイド付き設定に従って手順を進めることで、サービステリトリーおよび業務時間の作成、作業
種別およびスキルセットの定義、エージェント、派遣担当者、およびサービスリソースの割り当て、スケジュー
ルポリシーの設定を行うことができます。ガイド付き設定を必要な頻度で用いて、フィールドサービス設定を
調整できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ガイド付き設定を起動して、フィールドサービスセンターを作成または変更します。

Field Service Lightning を設定するには、左側の手順を実行します。基本設定が完了したら、ディスパッチャコン
ソールおよび Field Service Lightning のスケジュールアクション (デフォルト設定を使用した予定の予約など) を開
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始できます。詳細設定では、業務に合わせてスケジュール制約や目標をカスタマイズして、予定の予約の到着
期間を定義できます。ガイド付き設定に再度アクセスして、設定を調整できます。

フィールドサービスの効率の最適化
サービスリソースが作業指示を完了する速度を設定し、作業種別の予想所要時間が正確かどうかを確認しま
す。サービスリソースごとに効率評価を設定できます。評価が高いほど、リソースの作業が速いことを示しま
す。ただし、サービス予定のリソースを選択するときにリソースの優先度が高くなるように、効率目標は効率
評価の逆数になっています。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

適切なリソースの迅速な選択
エージェントがサービスリソース候補を選択するときに利用できる情報が増加しました。拡張された緊急ウィ
ザードに、現在の作業指示やロケーションなどの詳細情報が表示されるようになり、エージェントは最良の候
補者を確実に選択できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

モバイル用 Field Service: プロファイルベースの設定、フローの機能強化、iOS
アプリケーション 4.0
ユーザのニーズに合わせて iOS と Android の両方で Field Service Mobile 設定の一意のセットをユーザプロファイル
に割り当てることができます。iOS アプリケーションでは、技術者は複数のロケーションから製品を消費でき
(ベータ)、システム管理者は製品項目の在庫を編集できるユーザを制御できます。iOS アプリケーションの参照
項目およびリソース不在に対して検索レイアウトを使用して、ユーザインターフェースを詳細に制御できま
す。さらに、iOS と Android の両方でフローが改善されました。

メモ:  Field Service Lightning iOS アプリケーションは、2018 年 3 月 1 日に 4.0 にアップグレードされます。これ
は、App Store からダウンロードできます。
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このセクションの内容:

機能強化されたフローによるサービスの高速化 (iOS & Android)

改善された Field Service Lightning モバイルアプリケーションフローでどのようにフローを移動できるのかを
チームに示します。Field Service Lightning モバイルアプリケーションに固有の完全にローカライズされたフ
ローを設定します。次に、フローアクションと埋め込み画像のヘルプと共にアプリケーションユーザ (コ
ミュニティユーザを含む) にフローを配信します。
ユーザごとのモバイルアプリケーション設定のカスタマイズ (iOS および Android)

一意のモバイル設定をユーザプロファイルに割り当てて、Field Service Lightning モバイル環境をカスタマイズ
します。たとえば、コントラクター、各種レベルの技術者、サービスクルーリーダーに別々の設定を指定
します。
フローでの画像のアップロード (iOS)

項目の重要な画像のキャプチャがいっそう簡単になりました。iOS モバイルアプリケーションのフローで、
Lightning コンポーネントが備わった画面を使用して、画像をアップロードできるようになりました。
検索条件を使用したサービスレポートの管理 (iOS)

サービスレポートテンプレートで任意の関連リストの設定を指定して、検索条件を設定できるようになり
ました。これらの検索条件を利用して、サービスレポートでその関連リストに表示されるレコードの種類
を制御し、顧客や独自のレコードに表示する情報を正確に追跡できます。
検索レイアウトを使用した参照項目の制御 (iOS)

参照項目のレコードの便利なプレビューを使用できるようになりました。プレビューをカスタマイズする
には、参照項目で参照されるオブジェクトの検索レイアウトを設定します。これだけで、ユーザは参照項
目のレコードのプレビューを表示できます。

機能強化されたフローによるサービスの高速化 (iOS & Android)

改善された Field Service Lightning モバイルアプリケーションフローでどのようにフローを移動できるのかをチー
ムに示します。Field Service Lightning モバイルアプリケーションに固有の完全にローカライズされたフローを設
定します。次に、フローアクションと埋め込み画像のヘルプと共にアプリケーションユーザ (コミュニティユー
ザを含む) にフローを配信します。
トランスレーションワークベンチを使用して Field Service Mobile 種別のフローを完全に翻訳できるようになりま
した。フロー翻訳を初めて使用する場合は、Salesforce ヘルプの「トランスレーションワークベンチのフローコ
ンポーネント」を参照してください。
最後に、画面への画像の埋め込みや、ファイルの添付によって、ユーザがフローをカスタマイズできるように
します。たとえば、技術者がフロー内で直接、作業しているウィジェットの画像をドキュメントの進行状況に
アップロードできるようにします。

ユーザごとのモバイルアプリケーション設定のカスタマイズ (iOS および Android)

一意のモバイル設定をユーザプロファイルに割り当てて、Field Service Lightning モバイル環境をカスタマイズし
ます。たとえば、コントラクター、各種レベルの技術者、サービスクルーリーダーに別々の設定を指定しま
す。
[設定] の [Field Service Mobile 設定] ページには、それぞれユーザプロファイルに割り当てることができる設定のリ
ストが表示されるようになりました。Field Service Lightning モバイルアプリケーションのカスタマイズ可能な設
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定には、ブランドの色、地理位置情報の精度、アプリケーション拡張、日付ピッカーの表示などが含まれま
す。
たとえば、現場にいる最上位階層技術者に特定のアプリケーション拡張へのアクセス権を付与したいとしま
す。その場合、[設定] ページで [新規] をクリックし、設定を行います (アプリケーション拡張が含まれている
ことを確認します)。次に、[Field Service Mobile 設定] ページで [モバイル設定の割り当て] をクリックして、これ
らの設定を適切なユーザプロファイルに割り当てます。

デフォルト以外のモバイル設定の作成と削除に加えて、各設定のマスタ表示ラベルと API 参照名をカスタマイ
ズできます。

メモ: 前に見たことがあるような機能だとお思いですか? この機能は Winter '18 で短い間利用できましたが、
その能力を発揮できなかったため、この機能は削除されました。いくつかの準備を経て、この機能にも
う一度スポットライトをあてることができるようになりました!

複数のロケーションからの製品の消費 (iOS) (ベータ)

消費した製品の追跡がいっそう簡単になりました。モバイル環境の従業員は作業の完了時に複数のロケーショ
ンから [消費した製品] 関連リストに製品を追加できるようになりました。また、消費した製品の新しいロケー
ション検索条件により、モバイルユーザは製品項目検索を特定のロケーションに絞り込むことができます。
以前は、作業レコードの消費した製品を 1 つのロケーションにしか関連付けることができませんでした。複数
のロケーション機能により、ユーザは他の在庫ロケーションに保管されている製品項目も表示できるようにな
りました。製品項目検索の結果として、次の製品項目が表示されるようになりました。
• ユーザ自身のロケーションと同じ階層に属するロケーションの製品項目 (あるロケーションが別のロケー

ションの親である場合など) (階層)

• ユーザのスケジュールの作業指示に関連付けられているロケーションの製品項目 (委託)

• ユーザのサービステリトリーに関連付けられているロケーションの製品項目 (越境)
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使用を開始するには、複数のロケーション機能を有効にします。
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1. [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]を選択
します。

2. [Salesforce Field Service for iOS] をクリックします。
3. ページの下部付近のカスタム属性リストまでスクロールし、[新規] をクリックして新しいカスタム属性を

作成します。
4. 属性キー ENABLE_MULTIPLE_LOCATIONS を使用します。
5. 複数のロケーションを有効にするには属性値 “TRUE”を使用し、無効にするには “FALSE”を使用します。
6. 属性を保存します。

在庫を編集できるユーザの制御 (iOS)

製品項目の「編集」権限を持つユーザにのみ [在庫を編集] オプションが表示されるようになりました。以前
は、ユーザの権限に関係なく編集オプションが表示されていました。

フローでの画像のアップロード (iOS)

項目の重要な画像のキャプチャがいっそう簡単になりました。iOS モバイルアプリケーションのフローで、
Lightning コンポーネントが備わった画面を使用して、画像をアップロードできるようになりました。
フローの [許容形式] をカスタマイズして、ユーザがアップロードできる画像ファイル形式を指定できます。
画像以外のファイルまたは [許容形式] にないファイルはアップロードできません。オフライン中にフローの
一部として行われた画像のアップロードは、アップロード待機中のキューに配置されます。
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制限事項
• 画像のアップロード画面以外の Lightning コンポーネントはサポートされていません。
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• コンテンツドキュメント ID は、入力パラメータでも、出力パラメータでもサポートされていません。
• 出力パラメータでは、ファイル名のみがサポートされています。

検索条件を使用したサービスレポートの管理 (iOS)

サービスレポートテンプレートで任意の関連リストの設定を指定して、検索条件を設定できるようになりまし
た。これらの検索条件を利用して、サービスレポートでその関連リストに表示されるレコードの種類を制御
し、顧客や独自のレコードに表示する情報を正確に追跡できます。
検索条件では「OR」ロジックが使用されるため、1 つの検索条件が満たされると、条件設定済みリストにその
レコードが表示されます。複数選択リストのうち少なくとも 1 つの値が条件を満たす場合、条件設定済みリス
トにレコードが表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: サービスレポートの関連リストの絞り込み (ベータ) (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)

検索レイアウトを使用した参照項目の制御 (iOS)

参照項目のレコードの便利なプレビューを使用できるようになりました。プレビューをカスタマイズするに
は、参照項目で参照されるオブジェクトの検索レイアウトを設定します。これだけで、ユーザは参照項目のレ
コードのプレビューを表示できます。
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通常、参照項目プレビューの最初の項目は、名前やケース番号などの識別項目であり、変更することはできま
せん。検索レイアウトでは、最初の項目の下に表示するその他の項目を最大 5 個まで設定できます。
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メモ: 参照項目のレコードがプライミングされていない場合、その検索レイアウトは使用されず、標準項
目として参照項目が表示されます。

リソース不在のカスタマイズ (iOS)

プロファイルページの [リソース不在] は、さまざまな項目を表示するように設定できます。ユーザのプロファ
イルに表示される [リソース不在] 項目を変更するには、サービスリソースページレイアウトのリソース不在の
関連リスト設定を使用します。
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選択した項目に開始時刻と終了時刻が含まれる場合、ヘッダーとして目立つように表示されます。ヘッダーの
下には、選択した項目が最大 3 個表示されます。
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エージェントの生産性: すべてのオブジェクトでのクイックテキスト
とマクロ

エディション

クイックテキストを使用
可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

マクロを使用可能なエ
ディション: Essentials
Edition、Professional
Edition、Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition

日常業務を効率化するため、マクロとクイックテキストを連動できるようにな
りました。クイックテキストを Lightning Experience で使用し、ほとんどの標準お
よびカスタムオブジェクトでマクロを使用できます。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:

クイックテキストを使用した効率の向上
挨拶、メモ、よくある質問への回答など、定義済みのメッセージを挿入する
のになぜ同じメッセージを 20 回も入力しなければならないのでしょう。サ
ポートされるクイックアクション (メール、活動の記録、ソーシャル、Live

Agent のチャット) 内のすべての標準およびカスタムオブジェクトに対してク
イックテキストを使用できます。これまで、クイックテキストは Salesforce

Classic でしか使用できませんでした。クイックテキストは Lightning Experience

でデフォルトで有効化されています。
あらゆる場所でマクロを使って作業を自動化
サイトのあちこちをクリックし、同じ情報を使ってレコードを何度も繰り返
し更新する。このようなことで時間を無駄にしないでください。マクロを使
用して、すべての Lightning アプリケーションのほとんどの標準およびカスタムオブジェクトレコードを更
新できます。以前は、マクロはケース、取引先責任者、リード、およびカスタムオブジェクトのコンソー
ルナビゲーションアプリケーションでのみ動作していました。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。
更新されたマクロユーティリティ
マクロユーティリティのデザインが改善されました。2 つのペインで構成されるビューの片側には、マクロ
のリストが表示されます。もう一方の側には、選択したマクロの詳細が表示されます。マクロを表示、作
成、実行するためのリンクに容易にアクセスできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
マクロでのメールテンプレートと添付ファイルの使用
メールテンプレートはメッセージの一貫性を保持し、生産性を向上させます。このため、当然ながらマク
ロとメールテンプレートの統合が待ち望まれていました。Lightning Experience と Salesforce Classic のメールテン
プレートをマクロで使用できます。そのマクロにファイルを添付することも可能です。これは、Lightning

Experience の新機能です。
マクロでのクイックテキストの使用
生産性を倍増するには、マクロでクイックテキストを使用します。クイックテキストを使用して、定義済
みのメッセージをマクロ命令に挿入できます。生産性をさらに向上させるには、クイックテキスト内で差
し込み項目を使用します。これは、Lightning Experience の新機能です。
キーボードショートカットを使用したマクロユーティリティの開始
m キーを押して、マクロユーティリティにすばやくアクセスします。新しいキーボードショートカットは、
マクロユーティリティがアプリケーションに追加されている場合にのみ機能します。マクロユーティリティ
をアプリケーションに追加するには、[設定] でアプリケーションマネージャに移動します。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
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マクロビルダーでのマクロの迅速な作成およびその他の機能強化
ユーザがすばやくナビゲーションできるように、キーボードショートカットを追加しました。マクロを使っ
て何ができるのかを容易に特定できるようになりました。また、テキスト項目でも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。

クイックテキストを使用した効率の向上
挨拶、メモ、よくある質問への回答など、定義済みのメッセージを挿入するのになぜ同じメッセージを 20 回
も入力しなければならないのでしょう。サポートされるクイックアクション (メール、活動の記録、ソーシャ
ル、Live Agent のチャット) 内のすべての標準およびカスタムオブジェクトに対してクイックテキストを使用で
きます。これまで、クイックテキストは Salesforce Classic でしか使用できませんでした。クイックテキストは
Lightning Experience でデフォルトで有効化されています。
Lightning Experience でクイックテキストを使用するためのショートカットは、Salesforce Classic とは異なります。
• Lightning Experience では、Ctrl + . キー (Windows) または Cmd + . キー (macOS) を押します。
• Salesforce Classic では、Windows と macOS の両方で ;; を使用します。
Salesforce Classic でクイックテキストを使用していた場合、メッセージは Lightning Experience で機能します。ユー
ザの作業を容易にするため、Salesforce Classic でユーザに付与された、クイックテキストの作成、参照、更新、
削除権限は Lightning Experience に引き継がれます。これまでクイックテキストを使用していなかった場合は、
クイックテキストの作成、更新、削除権限をユーザに付与してください。
ユーザがすべてのクイックテキストを 1 つの場所で追跡および管理できるようにクイックテキスト項目をアプ
リケーションに追加することをお勧めします。これをアプリケーションに追加するには、[設定] の [アプリケー
ションマネージャ] を使用します。
クイックテキストを作成するには、クイックテキストのリストビューで [新規] をクリックします。

クイックテキストを作成して名前を付ける場合、再利用するテキストを指定して、カテゴリとチャネルを選択
します。カテゴリグループの共通のクイックテキストとチャネルによって、使用可能な場所が決まります。た
とえば、メール用の挨拶を作成する場合、[挨拶] カテゴリと [メール] チャネルを選択します。
クイックテキストをパーソナライズするため、差し込み項目をメッセージに追加できます。たとえば、取引先
責任者の名前を使用するには、Contact.FirstName差し込み項目を使用して挨拶を作成します。差し込み項
目は、取引先、ケース、取引先責任者、カスタムオブジェクト、リード、商談、組織、ユーザ、作業指示のオ
ブジェクトに挿入できます。差し込み項目をクイックテキストに追加する場合は、次の点に注意してくださ
い。
• 操作しているレコードに差し込み項目が適用されない場合、差し込み項目は空白を解決します。たとえば、

Case.CaseNumber 差し込み項目を含むクイックテキストは、ケースの「活動の記録」アクション内で適
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切に解決します。ただし、作業指示の「活動の記録」アクションにクイックテキストを挿入した場合、こ
の同一の差し込み項目は空白を解決します。

• Live Agent のチャットでは、取引先、ケース、取引先責任者、およびリードオブジェクトでのみ、差し込み
項目を使用できます。

差し込み項目を含むメッセージがどのように表示されるのかをプレビューするには、[新しいクイックテキス
ト] ページまたは既存のメッセージのレコードページで [プレビュー] をクリックします。次に、特定のレコー
ドを選択します。

クイックテキストを使用する準備はできましたか? Ctrl + . キー (Windows) または Cmd + . キー (macOS) を押します。
次に、挿入するクイックテキストを選択します。
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クイックテキストを検索して、必要なものを正確に見つけることができます。検索の結果、見つかった項目が
1 つのみの場合、Enter キーを押すだけでメッセージが挿入されます。

関連トピック:

マクロでのクイックテキストの使用
Salesforce ヘルプ: クイックテキストの考慮事項 (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: ユーザへのクイックテキストへのアクセス権の付与 (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)

あらゆる場所でマクロを使って作業を自動化
サイトのあちこちをクリックし、同じ情報を使ってレコードを何度も繰り返し更新する。このようなことで時
間を無駄にしないでください。マクロを使用して、すべての Lightning アプリケーションのほとんどの標準およ
びカスタムオブジェクトレコードを更新できます。以前は、マクロはケース、取引先責任者、リード、および
カスタムオブジェクトのコンソールナビゲーションアプリケーションでのみ動作していました。この変更は
Lightning Experience にのみ適用されます。
取引先を処理するように設定したマクロを次に示します。

ユーザがマクロを作成および使用できるようにするため、ユーザに適切な権限があることを確認します。
Salesforce のオンラインヘルプで「Lightning Experience でのマクロの作成」を参照してください。
クイックアクションを許可し、かつカスタマイズ可能なページレイアウトを持つすべてのオブジェクトで、マ
クロは動作します。ただし、次の項目でのマクロの使用は推奨されません。
• 商談商品
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• サービスクルーオブジェクトのクルー人数項目
• ナレッジ記事
• メールメッセージオブジェクト (メールアクションと混同しないでください。メールアクションはマクロと

共に正常に動作します)

• ソーシャルカスタマーサービスで提供されるケースフィードパブリッシャーのソーシャルクイックアクショ
ン

関連トピック:

更新されたマクロユーティリティ
マクロでのメールテンプレートと添付ファイルの使用
マクロでのクイックテキストの使用
キーボードショートカットを使用したマクロユーティリティの開始
マクロビルダーでのマクロの迅速な作成およびその他の機能強化

更新されたマクロユーティリティ
マクロユーティリティのデザインが改善されました。2 つのペインで構成されるビューの片側には、マクロの
リストが表示されます。もう一方の側には、選択したマクロの詳細が表示されます。マクロを表示、作成、実
行するためのリンクに容易にアクセスできます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

ヒント: 時間を節約できるように、キーボードを使ってできることにも小さな更新を加えました。
• 検索の結果、見つかった項目が 1 つのみの場合、Enter キーを押すだけでマクロが実行されます。
• フォーカスが検索バーに置かれている場合、下矢印を押してマクロリストを操作します。次に、Enter

キーを押してマクロを実行します。
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マクロでのメールテンプレートと添付ファイルの使用
メールテンプレートはメッセージの一貫性を保持し、生産性を向上させます。このため、当然ながらマクロと
メールテンプレートの統合が待ち望まれていました。Lightning Experience と Salesforce Classic のメールテンプレー
トをマクロで使用できます。そのマクロにファイルを添付することも可能です。これは、Lightning Experience の
新機能です。
メールテンプレートをマクロに追加するには、マクロビルダーで[メール]アクションをクリックします。次に
[メールテンプレートを挿入]をクリックします。複数のテンプレートを適用することもできます。たとえば、
あるメールテンプレートの件名と、別のメールテンプレートの本文を使用できます。
ファイルを添付するには、[添付ファイルを挿入] をクリックします。

ヒント: メールテンプレートに添付ファイルが含まれる場合、その添付ファイルはマクロに自動的に含ま
れます。添付ファイルを削除するには、[X] をクリックします。

テンプレートに何が含まれているのかを確認するには、アプリケーションのマクロレコードページでプレビュー
アイコンを使用します。
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メールテンプレートが更新された場合、更新されたテンプレートもマクロで自動的に使用されます。

メモ:  Salesforce には 2 つの種別の添付ファイルがあります。Salesforce Classic にアップロードされた添付ファ
イルと Lightning Experience にアップロードされた添付ファイルです。添付ファイルが Salesforce Classic にアッ
プロードされている場合、その添付ファイルを Salesforce Classic テンプレートに追加した後、マクロに適用
します。Lightning Experience でも同様です。添付ファイルを Lightning メールテンプレートに追加するか、単
に [添付ファイルを挿入] をクリックすることができます。

マクロでのクイックテキストの使用
生産性を倍増するには、マクロでクイックテキストを使用します。クイックテキストを使用して、定義済みの
メッセージをマクロ命令に挿入できます。生産性をさらに向上させるには、クイックテキスト内で差し込み項
目を使用します。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience のクイックテキストはデフォルトで有効になっています。マクロビルダーでクイックテキス
トアイコンを探してください。
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マクロレコードページでプレビューアイコンを使用して、テンプレートに何が含まれているのかを確認しま
す。

メモ: マクロはクイックテキストのチャネルを識別しません。たとえば、メールなど、1 つのチャネルで
のみ使用するクイックテキストを設定したとします。そのクイックテキストがマクロに含まれる場合、
そのクイックテキストを「活動の記録」のようなアクションでも使用できます。
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キーボードショートカットを使用したマクロユーティリティの開始
m キーを押して、マクロユーティリティにすばやくアクセスします。新しいキーボードショートカットは、マ
クロユーティリティがアプリケーションに追加されている場合にのみ機能します。マクロユーティリティをア
プリケーションに追加するには、[設定] でアプリケーションマネージャに移動します。この変更は Lightning

Experience にのみ適用されます。
[キーボードショートカット] パネルの新しいマクロショートカットを次に示します。このパネルを表示するに
は、Windows では Ctrl + / キーを押し、macOS では Cmd + / キーを押します。

マクロビルダーでのマクロの迅速な作成およびその他の機能強化
ユーザがすばやくナビゲーションできるように、キーボードショートカットを追加しました。マクロを使って
何ができるのかを容易に特定できるようになりました。また、テキスト項目でも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。
選択可能なアクションと項目は点線で強調表示されています。
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ほとんどのテキスト項目で最大 4,000 文字を挿入できます。以前は、1,000 文字しか使用できませんでした。ま
た、既存のテキストの前にテキストを挿入することもできます。以前は、テキストを置き換えるか、既存のテ
キストの後にテキストを挿入することしかできませんでした。

マクロビルダーで使用できるキーボードショートカットを参照するには、Windows では Ctrl + / キーを押し、
macOS では Cmd + / キーを押します。ヘルプメニューを使用することもできます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のマクロの作成 (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: 一括クイックアクション、パスに対応するケース、メールの
機能強化

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

ケース、リード、またはカスタムオブジェクトの複数のレコードに対してアク
ションを実行できるクイックアクションの機能を使用できるようになりました。
レコードの作成および更新に対応する一括クイックアクションによってエージェ
ントの効率が向上します。ケースのパスを使用すれば、組織にとって重要なケー
スフェーズを決定およびカスタマイズしたり、エージェントが成功するための
ガイダンスを提供したりできます。これに引き続き、メール関連の機能は、エー
ジェントの生産性を主眼にして強化されていきます。

このセクションの内容:

Lightning Experience の一括クイックアクション
エージェントは、ケース、リード、およびカスタムオブジェクトのリストビューで最大 200 個の項目に対
して一括クイックアクションを実行できるようになりました。エージェントの時間を大幅に節約できるだ
けでなく、マネージャはきわめて簡単にデータをクリーンな状態に保つことができます。
メール検索
Salesforce でメールを検索できるようになりました。
メールの返信と転送
ケースフィードでメールを転送できるようになりました。また、ケースフィード、メールメッセージレコー
ドホーム、[ケースメール] 関連リストで [返信]、[全員に返信]、[転送] ボタンを使用することもできます。
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デフォルトのメールパブリッシャーが HTML に
メールパブリッシャーのデフォルトが HTML になり、エージェントは Lightning Experience で HTML コンテンツ
を簡単に使用できるようになりました。
Lightning Experience のケースパス
パスを使用してケースレコードのフローを設定すると、エージェントは最も重要な情報に集中できます。
Lightning Experience でのメールの承認プロセスの送信アクションの作成
組織でドラフトメールが有効になっている場合、ドラフトが適切なユーザによって承認された上で受信者
にメール送信されるように、承認プロセスを構築できます。自動的にドラフトメールを送信する送信アク
ションを Lightning Experience から設定できます。以前は、Salesforce Classic に切り替えて送信アクションを設定
する必要がありました。

Lightning Experience の一括クイックアクション

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

エージェントは、ケース、リード、およびカスタムオブジェクトのリストビュー
で最大 200 個の項目に対して一括クイックアクションを実行できるようになりま
した。エージェントの時間を大幅に節約できるだけでなく、マネージャはきわ
めて簡単にデータをクリーンな状態に保つことができます。
• エージェントは、リストビューから複数のレコードを作成または更新して、

ケースコメントの更新やケース状況の更新などの日常業務を実行できます。
• 一括クイックアクションは、標準ナビゲーションアプリケーションとコン

ソールナビゲーションアプリケーション用の Lightning Experience でのみ使用で
きます。

• エージェントが一括クイックアクションを使用できるようにするには、適切なオブジェクトの検索レイア
ウトに移動して、リストビュー検索レイアウトを編集します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 一括クイックアクションの考慮事項 (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: 一括クイックアクションの設定 (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)

メール検索

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

Salesforce でメールを検索できるようになりました。
Lightning Experience では、次のグローバル検索が可能です。
• Bcc アドレス、Cc アドレス、送信者、アドレス、件名、テキスト内容、宛先

アドレス
• テキスト、テキストエリア、ロングテキストエリア、リッチテキストエリ

ア、メール、電話のデータ型のすべてのカスタム項目
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メールの返信と転送

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

ケースフィードでメールを転送できるようになりました。また、ケースフィー
ド、メールメッセージレコードホーム、[ケースメール] 関連リストで [返信]、[全
員に返信]、[転送] ボタンを使用することもできます。
レコードホームや関連リストの [返信]、[全員に返信]、[転送] で、ドッキングさ
れたメールコンポーザがケースフィードの外側に表示されるようになりました。

• これは、ページレイアウトエディタから [メールの編集] メッセージレイアウトを選択し、[モバイルおよび
Lightning のアクション] セクションから項目の順序を指定して有効にします。
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メモ: これらのアクションは、ケースメールにのみ該当します。

デフォルトのメールパブリッシャーが HTML に

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

メールパブリッシャーのデフォルトが HTML になり、エージェントは Lightning

Experience で HTML コンテンツを簡単に使用できるようになりました。
メールパブリッシャーの内容のデフォルトが HTML になりました。ケースオブ
ジェクトで [メールを送信] クイックアクションを使用するには、メール-to-ケー
スを有効にしておく必要があります。新規組織でメール-to-ケースを有効にする
と、デフォルトで [メールを送信] クイックアクションが作成されます。組織が
Spring '17 より前に作成されたか、Spring '17 より前にメール-to-ケースを有効にし
た場合は、[メールを送信] クイックアクションを作成します。
1. [メールを送信] クイックアクションを作成する必要があります。
2. 必要に応じてメール項目の順序を並び替えます。エージェントがクイックアクションを選択すると、メー

ル項目がこの順序で表示されます。
3. [メールメッセージ項目] メニューから、項目をメールレイアウトにドラッグします。項目を削除するには、

メールレイアウトから [メールメッセージ項目] セクションにドラッグします。新しいリストは、[宛先アド
レス]、[Cc アドレス]、[Bcc アドレス]、[件名]、[HTML 内容] です。
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Lightning Experience のケースパス

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

パスを使用してケースレコードのフローを設定すると、エージェントは最も重
要な情報に集中できます。
ケースパスを使用すれば、組織にとって重要なケースフェーズを決定およびカ
スタマイズしたり、エージェントが成功するためのガイダンスを提供したりで
きます。ケースの各フェーズの重要な情報に関する詳細、顧客と良好な関係を
確立および維持するためのヒント、関連するフィードへのリンクを含めます。
選択リスト項目値で構成されるパスステップに対して、次のような操作を行う
ことができます。
• レコードタイプに応じて絞り込む
• 選択リスト項目定義の値の順序を変更して並び替える

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: パス (リリースプレビューの時点で内容が刷新されることや、使用不能になることがありま
す)

Lightning Experience でのメールの承認プロセスの送信アクションの作成
組織でドラフトメールが有効になっている場合、ドラフトが適切なユーザによって承認された上で受信者に
メール送信されるように、承認プロセスを構築できます。自動的にドラフトメールを送信する送信アクション
を Lightning Experience から設定できます。以前は、Salesforce Classic に切り替えて送信アクションを設定する必要
がありました。

メモ: この変更は、Lightning Experience で使用できるようになった [設定] の [送信アクション] 設定ページの
ことを指しています。

サービスコンソール: 固定表示領域ページ、クイックテキスト、一括
クイックアクション

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 (Service
Cloud 付属)

エージェントがサブタブの参照中に、ケースレコード情報を表示したままにで
きる固定表示領域を追加します。エージェントはクイックテキストを使用して、
ケースに対する一括アクションなどを実行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。

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。
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:

サービスコンソールでの作業と対応の迅速化
サービスエージェントはクイックテキストを使用して、ソーシャル投稿、Live Agent チャットなどに挨拶や
メモなどの定義済みメッセージを挿入できるようになりました。より多くのオブジェクトに対するマクロ
を作成して反復作業を排除できます。エージェントはリストビューから一度に複数のケースを更新できま
す。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience での新しい設定フローを使用したオムニチャネルの使用開始
新しいオムニチャネルを初めて使用する場合でも、単に Lightning Experience で確認する場合でも、[サービス
の設定] の新しいオムニチャネルフローを気に入っていただけるでしょう。フローに従ってキューの設定と
優先度付けを行います。フローによってオムニチャネルユーティリティがデフォルトのサービスコンソー
ルアプリケーションに追加され、テストできるようになります。この変更は Lightning Experience にのみ適用
されます。
Knowledge の設定フローを使用したアプリケーションへのナレッジの追加
Lightning Knowledge のサービスの設定フローで、サービスコンソールアプリケーションの項目メニューに [ナ
レッジ] が追加されるようになりました。Lightning Knowledge をすでに有効にしている場合は、[設定] でアプ
リケーションマネージャを使用して、項目メニューに [ナレッジ] を追加できます。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: 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)

サービスコンソールでの作業と対応の迅速化
サービスエージェントはクイックテキストを使用して、ソーシャル投稿、Live Agent チャットなどに挨拶やメモ
などの定義済みメッセージを挿入できるようになりました。より多くのオブジェクトに対するマクロを作成し
て反復作業を排除できます。エージェントはリストビューから一度に複数のケースを更新できます。これらの
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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コンソールページへの固定領域の追加によりタブの切り替え不要 (1)

固定領域ページを使用してサービスコンソールアプリケーションをカスタマイズすると、エージェントは
さまざまなサブタブ上でレコード情報を参照および操作できます。スクリーンショットの固定領域は黄色
で強調表示されています。

ケースパスを使用してエージェントを誘導 (2)

パスは、ケースプロセスの手順に沿ってエージェントを誘導するものです。たとえば、エージェントはパ
スに従ってケースの最初の対応、ケースのエスカレーション、ケースのクローズを行うことができます。

あらゆる場所でマクロを使って作業を自動化 (3)

エージェントはマクロを使用して、サービスコンソールアプリケーションのほとんどの標準およびカスタ
ムオブジェクトレコードを更新できるようになりました。

クイックテキストを使用して効率を向上 (4)

定義済みメッセージを挿入して時間を節約します。エージェントは、サポートされている [メール]、[活動
の記録]、[Live Agent チャット] クイックアクションですべての標準およびカスタムオブジェクトに対してク
イックテキストを使用できます。

折りたたみ可能なセクションを使用してコンソールページのノイズを低減 (5)

アコーディオンコンポーネントを使用してサービスコンソールアプリケーションのページをカスタマイズ
し、折りたたみと展開が可能なセクションで情報を整理し、表示します。

ケースに対する一括クイックアクションの実行
エージェントはケース、リード、およびカスタムオブジェクトのリストビューで、複数のレコード (最大
200 項目) に対してクイックアクションを実行できるようになりました。

Web タブを使用してサードパーティコンテンツを Lightning コンソールに表示
サードパーティドメインで Web タブを使用して、エージェントが Web アプリケーションにアクセスした
り、サービスコンソールアプリケーションから別の Web サイトにアクセスしたりできます。
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Lightning Experience での Classic のコンソールインテグレーションツールキットメソッドの使用
Salesforce コンソールインテグレーションツールキットの API バージョン 42.0 以降、既存の Visualforce ページ
とサードパーティの Web タブで使用される多数の Salesforce Classic メソッドは、Lightning Experience でも機能し
ます。

Lightning コンソールアプリケーションでの Lightning アクションの上書き
エージェントがレコードを参照したり、レコードを編集したり、リストを開いたりするときに表示される
内容をより柔軟に制御できるようになりました。[表示]、[新規]、[編集]、[タブ] の Lightning コンポーネント
を使用するアクションの上書きがサービスコンソールアプリケーションでサポートされるようになりまし
た。

サブタブとワークスペースの URL の、キーボードショートカットを使用したコピーおよび共有
エージェントが非常に簡単に有効なサブタブまたはワークスペース全体とそのすべてのサブタブへのリン
クを共有できるようになりました。

Lightning の openTab および openSubtab メソッドでの Visualforce URL の使用
サービスコンソールアプリケーションのワークスペースまたはサブタブで Visualforce ページを開きたいです
か? Lightning コンソールの JavaScript API メソッド openTab および openSubtabを使用して、/apex/myVFPage

URL を指定するだけでこれを実行できます。
Visualforce ページでの Lightning コンソールの UI テーマの検出

Visualforce ページは、読み込まれている UI テーマがコンソールナビゲーションを使用する Lightning アプリ
ケーション用か、標準ナビゲーションを使用する Lightning アプリケーション用かを検出できるようになり
ました。

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 Experience での新しい設定フローを使用したオムニチャネルの使用開
始
新しいオムニチャネルを初めて使用する場合でも、単に Lightning Experience で確認する場合でも、[サービスの
設定] の新しいオムニチャネルフローを気に入っていただけるでしょう。フローに従ってキューの設定と優先
度付けを行います。フローによってオムニチャネルユーティリティがデフォルトのサービスコンソールアプリ
ケーションに追加され、テストできるようになります。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
オムニチャネルの設定フローに従って、必要なオムニチャネルオブジェクト (ルーティング設定やキューなど)

を作成し、ケースのサービスチャネルの使用を開始します。また、コンソールで作業要求を受信できるように
ユーザを追加し、ユーザの業務量を決定します。作業項目のサイズや優先度が異なるキューを作成するには、
再度フローを実行します。
フローを起動するには、[サービスの設定] ホームページを開き、ページの上部にある [オムニチャネル設定] タ
イルを探します。
完了したら、プロセスビルダーに移動して、受信ケースをオムニチャネルキューに直接送信する条件を設定で
きます。
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ヒント: フロー中に自分自身をユーザとして追加すれば、デフォルトのサービスコンソールアプリケー
ションに直接移動してオムニチャネルエージェントとしてログインできるようになります。次に、ケー
スをキューに送信し、ケースが作業要求としてオムニチャネルユーティリティに表示されるところを確
認できます。

Knowledge の設定フローを使用したアプリケーションへのナレッジの追加
Lightning Knowledge のサービスの設定フローで、サービスコンソールアプリケーションの項目メニューに [ナレッ
ジ] が追加されるようになりました。Lightning Knowledge をすでに有効にしている場合は、[設定] でアプリケー
ションマネージャを使用して、項目メニューに [ナレッジ] を追加できます。この変更は Lightning Experience にの
み適用されます。

Live Agent: Lightning Experience でのクイックテキストとナレッジのサ
ポート
エージェントはクイックテキストを使用して、標準化された応答をすばやく挿入し、Lightning Experience でチャッ
トしながらナレッジ記事を検索できます。エージェントは Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で、待機
中のトランスクリプトを削除することもできます。シームレスリリースでは、リリースの配信時に処理されて
いるチャットの環境が改善されます。

このセクションの内容:

Lightning Experience でクイックテキストを使用してチャットを高速化
Lightning Experience でのチャット中にクイックテキストを使用することでエージェントは生産性を向上でき
ます。エージェントは、標準化された応答 (顧客の一般的な質問への回答など) を Live Agent のチャットにす
ばやく挿入できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Knowledge を使用してチャットをスマートに
Lightning Experience でのチャット中にエージェントは Salesforce 知識ベースの豊富な情報にアクセスできます。
エージェントはナレッジコンポーネントで記事を検索し、記事をチャットに添付することでナレッジ記事
を顧客と共有できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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待機中のチャットトランスクリプトの削除
古いトランスクリプトをクリアしますか? 待機中の状態になっている 24 時間以上経過したチャットトラン
スクリプトを削除できます。これまでは、待機中の状態になっているトランスクリプトを削除できません
でした。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
チャットのシームレスリリース
シームレスリリースを使用すると、Salesforce は、処理中のチャットを中断することなくリリースを組織に
転送できます。エージェントのチャットを妨げないという安心感のもとで、新しいリリースの興奮を味わっ
てください。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

Lightning Experience でクイックテキストを使用してチャットを高速化
Lightning Experience でのチャット中にクイックテキストを使用することでエージェントは生産性を向上できま
す。エージェントは、標準化された応答 (顧客の一般的な質問への回答など) を Live Agent のチャットにすばや
く挿入できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

関連トピック:

クイックテキストを使用した効率の向上

Lightning Knowledge を使用してチャットをスマートに
Lightning Experience でのチャット中にエージェントは Salesforce 知識ベースの豊富な情報にアクセスできます。
エージェントはナレッジコンポーネントで記事を検索し、記事をチャットに添付することでナレッジ記事を顧
客と共有できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
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待機中のチャットトランスクリプトの削除
古いトランスクリプトをクリアしますか? 待機中の状態になっている 24 時間以上経過したチャットトランスク
リプトを削除できます。これまでは、待機中の状態になっているトランスクリプトを削除できませんでした。
この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

チャットのシームレスリリース
シームレスリリースを使用すると、Salesforce は、処理中のチャットを中断することなくリリースを組織に転送
できます。エージェントのチャットを妨げないという安心感のもとで、新しいリリースの興奮を味わってくだ
さい。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

オムニチャネル: スキルベースのルーティング、使い慣れた機能を
Lightning Experience で使用

エディション

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

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

スキルベースのルーティング (ベータ) を使用して、キューではなくスキルを使
用してエージェントに作業を転送します。Omni-Channel Supervisor が Lightning

Experience で正式リリースされ、Lightning Experience で外部ルーティング (ベータ)

を使用できます。Winter '18 で導入された Lightning Experience のコンソールメソッ
ドが正式リリースされました。Salesforce Classic で愛用されているオムニチャネル
イベントを Lightning Experience で使用できるようになりました。また、ルーティ
ング制限を引き上げて、ワークフローとトリガで機能を強化しました。
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このセクションの内容:

スキルベースのルーティング (ベータ) を使用して、適切な作業を適切なエージェントにすぐに転送
スキルをエージェントに割り当てて、スキルベースのルーティング (ベータ) を使用してスキルセットに基
づいて作業項目をエージェントに転送します。ケースと作業項目をより柔軟にルーティングする方法とし
て、キューではなくスキルベースのルーティングを使用できます。スキルベースのルーティングはサービ
スリソース、スキル、および待機中のサービスルーティングの各オブジェクトを使用し、API を介して設定
されます。Salesforce に連絡して、オムニチャネルのスキルベースのルーティングを有効にするよう依頼し
てください。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience での外部ルーティング (ベータ) の使用
エージェントは、外部転送された作業を Lightning Experience で処理できます。これまで、エージェントは外
部作業項目を受け入れるのに Salesforce Classic を使用する必要がありました。外部ルーティング (ベータ) を使
用すると、外部ルーティング実装をオムニチャネルと統合できるため、エージェントは 1 つのコンソール
であらゆるソースから作業をすべて受け入れることができます。Salesforce に連絡して、オムニチャネルの
外部ルーティングを有効にするよう依頼してください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience の Omni-Channel Supervisor によるサポートセンターの監視 (正式リリース)

Omni-Channel Supervisor が Lightning Experience で正式リリースされました。Omni-Channel Supervisor は継続的に更
新されて最新データが反映されるため、常にサポートセンターの状況を把握できます。オムニチャネルの
エージェント、キュー、および作業に関する情報がパネルにライブでストリーミングされます。そうです。
「ライブ」です。待ち時間、進行中の作業などがリアルタイムで表示されます。さらに、Salesforce Classic で
愛用していたものと同じコンパクトレイアウト機能を使用して、チームにとって最も重要な詳細を表示で
きます。
Omni-Channel Supervisor にスーパーバイザが必要な情報のみを表示 (ベータ)

スーパーバイザは、エージェントビューにコールセンターのすべてのエージェントを表示する必要はあり
ません。雑音は取り除きましょう。スーパーバイザチームにとって適切なエージェントグループが表示さ
れるように、エージェントビューを絞り込むスーパーバイザ設定を作成します。この変更は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
エージェント作業とユーザサービスプレゼンスでの豊富なトリガとワークフローの使用
エージェント作業とユーザサービスプレゼンスの両方でトリガとワークフロールールを使用します。さら
に、Salesforce Classic のオムニチャネル設定を通じてより詳細なカスタマイズと制御ができます。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience でのオムニチャネルコンソールメソッドとイベントの使用 (正式リリース)。
Winter '18 で導入されたオムニチャネルコンソールメソッドが正式リリースされました。さらに、Salesforce

コンソールインテグレーションツールキットのオムニチャネルコンソールイベントが再パッケージ化され、
Lightning コンソール JavaScript API で使用できます。Salesforce Classic エージェントが愛用しているカスタマイズ
された生産性の高いすべての機能を Lightning Experience エージェントに提供してください。
ルーティング制限の増加でより多くの作業を実行
1 時間あたりの作業項目の制限を 30,000 に引き上げ、キューに入っている作業項目の合計の制限を 100,000

に引き上げました。これまで、1 時間あたりの作業項目の制限は 15,000、キューに入っている項目の合計の
制限は 30,000 でした。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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スキルベースのルーティング (ベータ) を使用して、適切な作業を適切なエー
ジェントにすぐに転送
スキルをエージェントに割り当てて、スキルベースのルーティング (ベータ) を使用してスキルセットに基づい
て作業項目をエージェントに転送します。ケースと作業項目をより柔軟にルーティングする方法として、キュー
ではなくスキルベースのルーティングを使用できます。スキルベースのルーティングはサービスリソース、ス
キル、および待機中のサービスルーティングの各オブジェクトを使用し、API を介して設定されます。Salesforce

に連絡して、オムニチャネルのスキルベースのルーティングを有効にするよう依頼してください。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
今回のリリースには、ベータバージョンのスキルベースのルーティングが含まれています。機能の品質は高い
ですが、既知の制限があります。組織でのこの機能の有効化については、Salesforce にお問い合わせください。
スキルベースのルーティングは、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。スキルベースの
ルーティングに関するフィードバックや提案は、Trailblazer コミュニティの IdeaExchange グループに投稿してく
ださい。

Lightning Experience での外部ルーティング (ベータ) の使用
エージェントは、外部転送された作業を Lightning Experience で処理できます。これまで、エージェントは外部
作業項目を受け入れるのに Salesforce Classic を使用する必要がありました。外部ルーティング (ベータ) を使用す
ると、外部ルーティング実装をオムニチャネルと統合できるため、エージェントは 1 つのコンソールであらゆ
るソースから作業をすべて受け入れることができます。Salesforce に連絡して、オムニチャネルの外部ルーティ
ングを有効にするよう依頼してください。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、オムニチャネルを使用する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。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。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。

Lightning Experience の Omni-Channel Supervisor によるサポートセンターの監視
(正式リリース)
Omni-Channel Supervisor が Lightning Experience で正式リリースされました。Omni-Channel Supervisor は継続的に更新
されて最新データが反映されるため、常にサポートセンターの状況を把握できます。オムニチャネルのエー
ジェント、キュー、および作業に関する情報がパネルにライブでストリーミングされます。そうです。「ライ
ブ」です。待ち時間、進行中の作業などがリアルタイムで表示されます。さらに、Salesforce Classic で愛用して
いたものと同じコンパクトレイアウト機能を使用して、チームにとって最も重要な詳細を表示できます。
コンパクトレイアウトを使用して、チームが最も必要としている詳細をチームに提供します。チームで処理し
ているオブジェクトのコンパクトレイアウトを作成し、Omni-Channel Supervisor に表示する詳細をカスタマイズ
します。次に、新しいレイアウトをオブジェクトの主コンパクトレイアウトとして割り当てます。
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スーパーバイザにこのインサイトをすべて提供するには、Lightning サービスコンソールに Omni-Channel Supervisor

を選択済みの項目として追加します。次に、スーパーバイザに Omni-Channel Supervisor へのアクセス権を付与し
ます。
Lightning Experience で Omni-Channel Supervisor を使用するときの考慮事項は、次のとおりです。
• オムニチャネル設定 (Omni-Channel Supervisor の設定を含む) は、Salesforce Classic でのみ使用できます。
• エージェントのスケジュールのフロート表示は、Lightning Experience ではサポートされません。
• Live Agent スーパーバイザ機能は Omni-Channel Supervisor では使用できません。エージェントがオムニチャネ

ルルーティングを使用している場合でも、サポートスーパーバイザは Salesforce Classic の Live Agent スーパー
バイザを使用してチャット監視機能を実行できます。オムニチャネルで転送されたチャットを処理するエー
ジェント用のスキルを作成します。このエージェントのチャットは、Live Agent ルーティングで転送された
チャットと共に Live Agent スーパーバイザに表示されます。

Omni-Channel Supervisor にスーパーバイザが必要な情報のみを表示 (ベータ)
スーパーバイザは、エージェントビューにコールセンターのすべてのエージェントを表示する必要はありませ
ん。雑音は取り除きましょう。スーパーバイザチームにとって適切なエージェントグループが表示されるよう
に、エージェントビューを絞り込むスーパーバイザ設定を作成します。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。

メモ: Omni-Channel Supervisor 設定はベータ機能として試行中の機能で、Salesforce とのマスターサブスクリ
プション契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入す
るときは、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判断してください。Salesforce はこの
機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能
は、評価のみを目的としており、本番環境で使用するものではありません。加えて、無保証で提供され、
サポート対象外であるため、この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce

は一切の責任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関する義務、関連する
Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの規約はすべて、お客様のこの機能の使用にも同様に
適用されます。機能に関するフィードバックや提案は、Trailblazer コミュニティの IdeaExchange に投稿して
ください。

組織で Omni-Channel Supervisor 設定が有効な場合、Salesforce Classic の [設定] の Omni-Channel Supervisor 設定 (ベータ)

ページを使用して、スーパーバイザの絞り込みを設定できます。適切なユーザとプロファイルを追加すること
で、スーパーバイザを設定に割り当てます。次に、エージェントが含まれる 1 つ以上の公開グループを追加す
ることで、スーパーバイザが参照できるエージェントを指定します。この設定は、エージェントビューの絞り
込みにのみ適用されます。スーパーバイザは、組織のすべてのキューおよび作業項目も引き続き参照できま
す。

エージェント作業とユーザサービスプレゼンスでの豊富なトリガとワークフ
ローの使用
エージェント作業とユーザサービスプレゼンスの両方でトリガとワークフロールールを使用します。さらに、
Salesforce Classic のオムニチャネル設定を通じてより詳細なカスタマイズと制御ができます。この変更は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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Lightning Experience でのオムニチャネルコンソールメソッドとイベントの使用
(正式リリース)。
Winter '18 で導入されたオムニチャネルコンソールメソッドが正式リリースされました。さらに、Salesforce コン
ソールインテグレーションツールキットのオムニチャネルコンソールイベントが再パッケージ化され、Lightning

コンソール JavaScript API で使用できます。Salesforce Classic エージェントが愛用しているカスタマイズされた生産
性の高いすべての機能を Lightning Experience エージェントに提供してください。

関連トピック:

Salesforce コンソール API

ルーティング制限の増加でより多くの作業を実行
1 時間あたりの作業項目の制限を 30,000 に引き上げ、キューに入っている作業項目の合計の制限を 100,000 に引
き上げました。これまで、1 時間あたりの作業項目の制限は 15,000、キューに入っている項目の合計の制限は
30,000 でした。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

Web 用の Snap-in: 事前チャット Lightning コンポーネント、ボタンへ
の直接転送、自動招待、その他

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

事前チャットフォームをカスタマイズして、ボタンへの直接転送、自動招待、
および機密データルールを使用できます。コミュニティまたは Lightning Out (ベー
タ) で Snap-in チャットコンポーネントを使用して顧客をログインさせている場
合、顧客がチャットを要求するときにいくつかの事前チャット項目を自動的に
入力するように設定できます。Snap-in 設定とコードスニペットに一部変更が加
えられました。最新の機能を使用するには、既存のコードスニペットをバージョ
ン 4.0 にアップグレードしてください。

このセクションの内容:

Lightning コンポーネントを使用した事前チャットのカスタマイズ
カスタム Lightning コンポーネントを使用して、事前チャットのユーザインターフェースの項目、レイアウ
ト、ボタン、画像、入力規則、その他の部分をカスタマイズします。この変更は Lightning Experience にのみ
適用されます。
事前チャットの返答に基づくチャットのボタンへの転送
ボタンへの直接転送を使用すれば、チャットをエージェント間で何度も転送することなく、初めから適切
に対応できます。顧客の事前チャット項目に対する返答に基づいて、チャットを異なるチャットボタンに
転送するように Snap-in を設定します。想像力を働かせて設定しましょう。ボタンへの直接転送を使用する
には、コードスニペットをバージョン 4.0 にアップグレードしてください。この変更は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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自動チャット招待によるプロアクティブなコミュニケーション
自動チャット招待を Snap-in のリリースと関連付けて、顧客をプロアクティブに招待してエージェントとの
チャットを開始するように促します。招待は、設定した条件に基づいてスライドしたり、フェードしたり、
ページの任意の場所に表示したりできます。独自の HTML と CSS を使用して、チャット招待を自社ブランド
に合わせます。招待を使用するには、コードスニペットをバージョン 4.0 にアップグレードしてください。
この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ログイン済み訪問者の事前チャット項目の入力
Web サイトにすでにログインしている顧客に名前とメールの入力を求める必要はありません。Snap-in がコ
ミュニティ内にあるか Lightning Out (ベータ) を使用する Salesforce 外にあるかに関係なく、顧客がチャットを
要求するときに事前チャット項目を自動的に入力するように設定できます。この機能を使用するには、コー
ドスニペットをバージョン 4.0 にアップグレードしてください。この変更は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方に適用されます。
機密データルールを使用した顧客データの保護
顧客がエージェントの作業を信頼するのは素晴らしいことですが、顧客がチャットで直接機密情報 (クレ
ジットカード番号など) を送信することは避けたい場合があります。チャットのトランスクリプトで個人情
報が除外されたり、選択した文字に置き換えられたりするように、特定のパターンをブロックするルール
を設定します。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Snap-in 内にチャット後ページを表示
顧客を特定の Web ページに移動させる場合でも、チャット後にフィードバックを求める場合でも、チャッ
ト後 URL は Snap-in 内で開きます。以前は、チャット後ページは新しいウィンドウで開いていました。この
変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Snap-In 設定およびバージョン 4.0 コードスニペットの更新
Snap-in 設定とコードスニペットにいくつかの調整が加えられました。Snap-in の設定とチャット固有の設定
が分離されました。バージョン 4.0 コードスニペットには、いくつかの新しいパラメータがあります。自動
招待、ボタンへの直接転送、ログイン済みユーザの事前チャットフォーム項目の事前入力を使用するには、
既存のコードスニペットをアップグレードしてください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されま
す。

Lightning コンポーネントを使用した事前チャットのカスタマイズ
カスタム Lightning コンポーネントを使用して、事前チャットのユーザインターフェースの項目、レイアウト、
ボタン、画像、入力規則、その他の部分をカスタマイズします。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。
開発者コンソールに移動し、新しい lightningsnapin:prechatUI インターフェースを実装する Lighning コ
ンポーネントを作成します。次に、新しい lightningsnapin:prechatAPI コンポーネントで aura メソッド
を使用して、カスタム事前チャットコンポーネントを作成します。
• getPrechatFields は、Snap-in 設定で定義した事前チャット項目を返します。
• validateFieldsは、オブジェクトと共に、事前チャット項目がチャットを開始するために有効かどうか

の情報と、無効な項目の詳細を返します。
• startChat は、事前チャット項目値が含まれたチャット要求を送信します。
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事前チャットの返答に基づくチャットのボタンへの転送
ボタンへの直接転送を使用すれば、チャットをエージェント間で何度も転送することなく、初めから適切に対
応できます。顧客の事前チャット項目に対する返答に基づいて、チャットを異なるチャットボタンに転送する
ように Snap-in を設定します。想像力を働かせて設定しましょう。ボタンへの直接転送を使用するには、コー
ドスニペットをバージョン 4.0 にアップグレードしてください。この変更は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方に適用されます。
選択リストの各オプションやテキスト項目の特定のキーワードに対しても、特定のチャットボタンを設定でき
ます。たとえば、顧客が選択リストから「ラップトップ」を選択した場合、「ラップトップ」のエージェント
スキルまたはオムニチャネルキューにリンクされたボタンにチャット要求を送信します。同様に、顧客がテキ
スト項目でチャットを要求する理由の説明に「ラップトップ」と入力した場合、チャットを「ラップトップ」
エージェントに転送します。
新しい 4.0 コードスニペットを生成すると、ボタンへの直接転送の関数がコードコメントで使用可能になりま
す。
embedded_svc.settings.directToButtonRouting = function(prechatFormData) {
// Dynamically changes the button ID based on what the visitor enters in the pre-chat form.

//Returns a valid button ID.
};

自動チャット招待によるプロアクティブなコミュニケーション
自動チャット招待を Snap-in のリリースと関連付けて、顧客をプロアクティブに招待してエージェントとの
チャットを開始するように促します。招待は、設定した条件に基づいてスライドしたり、フェードしたり、
ページの任意の場所に表示したりできます。独自の HTML と CSS を使用して、チャット招待を自社ブランドに
合わせます。招待を使用するには、コードスニペットをバージョン 4.0 にアップグレードしてください。この
変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
顧客が特定のページを表示している時間、顧客のショッピングカートが特定金額に達したときなどの条件に基
づいて、招待をトリガします。顧客が招待に応じてチャットを要求すると、Snap-in が画面の通常の場所に表示
されます。
招待は Salesforce Classic の [設定] で作成します。[クイック検索] ボックスに「チャットボタン」と入力し、[[チャッ
ト] ボタンと招待] を選択します。招待が有効とマークされ、Snap-in が使用する Live Agent リリースに関連付け
られていることを確認します。次に、4.0 Snap-in コードスニペット内の招待の JavaScript 関数 (コードコメントと
して含まれています) を上書きし、HTML と CSS をカスタマイズします。
Snap-in チャットの招待は、Live Agent とは若干異なって機能します。
• モバイルブラウザを使用する顧客には位置とアニメーションが適用されません。招待は Snap-in の上に

「フェード」アニメーションで表示されます。
• カスタムアニメーションはサポートされていません。
• Snap-in チャットボタンでサポートされていない [事前チャットフォームページ]、[事前チャットフォーム

URL]、[カスタムチャットページ]、[招待画像]、[リソースのサイト] 項目は、Snap-in の招待でもサポートされ
ていません。
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ログイン済み訪問者の事前チャット項目の入力
Web サイトにすでにログインしている顧客に名前とメールの入力を求める必要はありません。Snap-in がコミュ
ニティ内にあるか Lightning Out (ベータ) を使用する Salesforce 外にあるかに関係なく、顧客がチャットを要求す
るときに事前チャット項目を自動的に入力するように設定できます。この機能を使用するには、コードスニ
ペットをバージョン 4.0 にアップグレードしてください。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方に適用されます。
コミュニティで Snap-in チャットコンポーネントを使用している場合、顧客の事前チャットフォームの取引先
責任者項目を自動的に入力するように設定します。[事前チャット項目を入力]を選択すると、ログイン済みの
顧客がチャットを要求したときに、[名]、[姓]、および [メール] 項目が入力されます。
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Salesforce 外にある Snap-in を使用している場合、Snap-in コードスニペットで事前チャット項目を自動的に入力す
るように設定します。4.0 スニペットでは、コード内にカスタマイズできる行が含まれています。
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embedded_svc.settings.prepopulatedPrechtaFields = {...}; //Sets the auto-population of
pre-chat form fields

機密データルールを使用した顧客データの保護
顧客がエージェントの作業を信頼するのは素晴らしいことですが、顧客がチャットで直接機密情報 (クレジッ
トカード番号など) を送信することは避けたい場合があります。チャットのトランスクリプトで個人情報が除
外されたり、選択した文字に置き換えられたりするように、特定のパターンをブロックするルールを設定しま
す。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
機密データルールは、Salesforce Classic の [設定] で設定します (コードスニペットがバージョン 2.0 以降であるこ
とも確認してください)。[クイック検索] ボックスに「機密データルール」と入力し、[機密データルール] を選
択します。Live Agent の推奨事項と制限は、Snap-in チャットにも適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: チャットでの機密データのブロック (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)

Snap-in 内にチャット後ページを表示
顧客を特定の Web ページに移動させる場合でも、チャット後にフィードバックを求める場合でも、チャット
後 URL は Snap-in 内で開きます。以前は、チャット後ページは新しいウィンドウで開いていました。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
チャット後 URL のプロトコルが Snap-in を配置したページと一致することを確認してください。たとえば、Snap-in

がある Web ページが https// で開始する場合、チャット後 URL も https:// で開始する必要があります。

Snap-In 設定およびバージョン 4.0 コードスニペットの更新
Snap-in 設定とコードスニペットにいくつかの調整が加えられました。Snap-in の設定とチャット固有の設定が分
離されました。バージョン 4.0 コードスニペットには、いくつかの新しいパラメータがあります。自動招待、
ボタンへの直接転送、ログイン済みユーザの事前チャットフォーム項目の事前入力を使用するには、既存の
コードスニペットをアップグレードしてください。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Snap-in 設定画面は、より多くのカスタマイズ用の領域が確保されています。リリース設定ビューが合理化され
ました。ブランド設定を定義したり、コードスニペットを取得したり、Snap-in チャットの設定にドリルダウン
したりできます。
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チャットの設定はすべて [Live Agent の設定] でグループ化されているため、Live Agent の選択、事前チャットペー
ジ、Lightning コンポーネントをすべて 1 か所で制御できます。

新規リリースを作成するときに、バージョン 4.0 のコードスニペットのデザインが若干異なっていることに気
付くかと思います。最新の機能を使用するには、必ず既存のコードスニペットをアップグレードしてくださ
い。
バージョン 4.0 のコードスニペットでの変更点を次に示します。
• embedded_svc.settings.directToButtonRouting パラメータがコードコメントとして追加されまし

た。このパラメータでは、ボタンへの直接転送を設定できます。
• embedded_svc.settings.prepopulatedPreChatFields パラメータがコードコメントとして追加され

ました。このパラメータでは、Lightning Out (ベータ) を介してログイン済みの顧客の事前チャット項目を自
動入力するように設定できます。

• 招待機能が追加されました。招待が関連付けられたリリースの 4.0 スニペットを生成するときに、自動的に
汎用 HTML と CSS が含まれます。[チャットを開始] と [閉じる] ボタンの機能をカスタマイズするには、
embedded_svc.inviteAPI.inviteButton.acceptInvite() と
embedded_svc.inviteAPI.inviteButton.rejectInvite()  JavaScript 関数を上書きします。
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モバイルアプリケーション用 Snap-in: SDK の機能強化
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

Android および iOS 用の Snap-in SDK が改善されました。アプリケーションの事前
チャットフォーム内の項目を組織のレコード内の項目に対応付けることができ
ます。独自の JavaScript または CSS を使用してナレッジ記事をカスタマイズでき
ます。最新のハードウェアとソフトウェア、iPhone X、iOS 11、および Android O も
サポートされています。
詳細は、「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。

エンタイトルメント管理: Lightning Experience での作業指示のマイル
ストンの表示

エディション

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

エージェントは、Lightning Experience の作業指示で過去のマイルストン、現在の
マイルストン、今後のマイルストンを確認できるようになりました。登録済み
マイルストントラッカーで、残りのマイルストンのカウントダウンを参照して、
マイルストンを完了としてマークします。
[設定] の [オブジェクトマネージャ] から作業指示のマイルストン項目、トリガ、
レイアウトなどを管理できます。オブジェクトマイルストンを検索するだけで
済みます。
作業指示のマイルストンをエージェントが確認できるようにするには、Lightning

アプリケーションビルダーに移動し、マイルストンコンポーネントを作業指示
レコードページの任意の場所にドラッグします。

作業指示のエンタイトルメントプロセスが開始すると、プロセスのマイルストンごとにフィード項目が生成さ
れて、マイルストンが作業指示に追加されたことが示されます。
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Salesforce Classic と同様に、Lightning Experience の作業指示のマイルストントラッカーには、次の要素が含まれま
す。
• 色分けされたカウントダウンが表示された有効なマイルストンのビュー (1)

• 各マイルストンの [完了としてマーク] リンク (2)

• 追加のマイルストンを表示または非表示にするリンク (3)

メモ:  Lightning Experience の作業指示の [オブジェクトマイルストン] 関連リストでは、次の項目のみがサ
ポートされています。
• 完了日
• 作成者
• 作成日
• 削除済み
• 経過時間(分)

• 最終更新者
• 最終更新日
• オブジェクトマイルストン ID

• オブジェクトマイルストン名
• 親オブジェクト
• 停止時間(分)

• 目標日

エンタイトルメント管理を初めて使用する場合は、次のリソースを確認して使用を開始してください。
• Salesforce ヘルプの「エンタイトルメントとマイルストン」
• Trailhead の「エンタイトルメント管理」モジュール
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ソーシャルカスタマーサービス: 会話コンポーネントでの顧客の詳細
の確認

エディション

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

ソーシャルカスタマーサービスは、会話コンポーネントでこれまでより多くの
顧客情報を提供するようになりました。顧客の感情やソーシャルメディア状況
などの改善により、顧客の可視性がこれまで以上に高まっています。その他の
更新として、折りたたみ可能なサイドバー、コード不要のビジネスルール、自
動化されたソーシャルケースの転送、Apex スレッドの変更があります。
ソーシャル会話コンポーネントで、すべての優れた顧客情報 (および機能) を確
認してください。

• 顧客の検証済み状況とソーシャル人格の確認 (1): チャットしているユーザが検証済みかどうかを確認でき
るようになりました。「検証済み」とは、Facebook または Twitter がそのブランド、ビジネス、または著名
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人の ID を確認済みであることを意味します。フォロワー、Twitter プロフィール、インフルエンサースコア
を含む、顧客のソーシャル人格も表示されます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

• 著者ラベルでの顧客の詳細の確認 (2):著者ラベルは、顧客をより深く理解するのに役立ちます。たとえば、
顧客がエキスパートか VIP かを確認できます。ビジネスニーズに合わせて著者ラベルをカスタマイズしま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

• センチメントの強度を使用した冷静な会話の維持 (3):顧客は肯定的でしょうか? それとも否定的でしょうか?

次の会話に進む前に、センチメントの強度を確認しましょう。この変更は Lightning Experience にのみ適用さ
れます。

• ケースの展開と折りたたみによるビューの変更 (4): 特定のソーシャルメディアケースに関する詳細を知る
必要がありますか? ソーシャル会話を開くと、上部に最近の投稿が表示され、下部に最初の投稿と親投稿が
表示されます。既存のケースの詳細を確認するには、会話を折りたたみます。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:

ソーシャル投稿でのクイックテキストを使用した作業の迅速化
もう再入力を繰り返す必要はありません。ソーシャルパブリッシャーでクイックテキストを使用して、頻
繁に使用する応答をソーシャルケースに追加できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ソーシャル投稿へのメモの追加
新しいメモ項目を使用して、ソーシャル人格にメモを追加します。Social Studio または Social Automate で追加
されたメモは [ソーシャル投稿のメモ] 項目に表示され、エージェントは包括的な投稿情報を得ることがで
きます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
文字数からの Twitter ハンドルの除外
返信により多くの文章を含めることができます。エージェントが顧客にツイートするときに、会社の Twitter

ハンドルは文字数に含まれなくなりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Apex でのソーシャル人格スレッド使用の更新
より直観的な操作性と効率的な検索をエージェントに提供するため、Apex はデフォルトで人格に基づいて
既存のケースを検索するようになりました。以前は、Apex はスレッド replyToIdに返信していました。また、
findParentCase も findParentCaseFromPersona を使用するように更新されました。この変更は、Salesforce Classic およ
び Lightning Experience に適用されます。
ケースルールの定義と Apex を使用しない転送
ルールを使用して、ソーシャルメディアで発生した新規ケースがエージェントに割り当てられて転送され
る方法を定義します。ルールに基づいた転送では、ケースの手動転送やカスタム Apex の使用は必要ありま
せん。[設定] にあるチェックボックスをオンにするだけで完了です。コードではなくクリックを使用して
ケースの割り当てルールを作成し、ケースをすばやく解決します。この変更は、Salesforce Classic および
Lightning Experience 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使用
ソーシャルカスタマーサービスは、既存のすべての Professional Edition 組織で使用できます。この変更は、
Salesforce Classic および Lightning Experience に適用されます。
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ソーシャル投稿でのクイックテキストを使用した作業の迅速化
もう再入力を繰り返す必要はありません。ソーシャルパブリッシャーでクイックテキストを使用して、頻繁に
使用する応答をソーシャルケースに追加できます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

ソーシャル投稿へのメモの追加
新しいメモ項目を使用して、ソーシャル人格にメモを追加します。Social Studio または Social Automate で追加さ
れたメモは [ソーシャル投稿のメモ] 項目に表示され、エージェントは包括的な投稿情報を得ることができま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

文字数からの Twitter ハンドルの除外
返信により多くの文章を含めることができます。エージェントが顧客にツイートするときに、会社の Twitter ハ
ンドルは文字数に含まれなくなりました。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Apex でのソーシャル人格スレッド使用の更新
より直観的な操作性と効率的な検索をエージェントに提供するため、Apex はデフォルトで人格に基づいて既存
のケースを検索するようになりました。以前は、Apex はスレッドreplyToIdに返信していました。また、findParentCase

も findParentCaseFromPersona を使用するように更新されました。この変更は、Salesforce Classic および Lightning

Experience に適用されます。

ケースルールの定義と Apex を使用しない転送
ルールを使用して、ソーシャルメディアで発生した新規ケースがエージェントに割り当てられて転送される方
法を定義します。ルールに基づいた転送では、ケースの手動転送やカスタム Apex の使用は必要ありません。
[設定] にあるチェックボックスをオンにするだけで完了です。コードではなくクリックを使用してケースの割
り当てルールを作成し、ケースをすばやく解決します。この変更は、Salesforce Classic および Lightning Experience

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使用
ソーシャルカスタマーサービスは、既存のすべての Professional Edition 組織で使用できます。この変更は、Salesforce

Classic および Lightning Experience に適用されます。

CTI: VF コンポーネントのサポート: Lightning Experience で機能するよ
うになった clickToDial
従来のクリック-to-ダイヤルを使用して Visualforce をアプリケーションに埋め込んでいる場合、クリック可能な
電話番号などの項目を追加できます。これは既存の CTI 実装で役立ちます。
このコンポーネントでは、Open CTI for Salesforce Classic、Lightning Experience、Salesforce CRM Call Center 用に有効化さ
れたクリック-to-ダイヤルとして有効な電話番号が表示されます。この項目では、Salesforce とのコンピュータ
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テレフォニーインテグレーション (CTI) の既存のクリック-to-ダイヤルコマンドが優先されます。これは、Lightning

Experience のメソッド enableClickToDial()、disableClickToDial()、onClickToDial() で機能します。

Service Cloud のその他の変更
Service Cloud に加えられたその他の変更について説明します。

このセクションの内容:

Web-to-ケースおよび Web-to-リードのメールからの個人データの削除
さまざまなデータ保護およびプライバシー規制に準拠できるように、Web-to-ケースまたは Web-to-リードが
失敗したときに送信されるメールが更新されました。サードパーティのパッケージによって挿入された個
人データは、メールに含まれなくなりました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適
用されます。
Lightning Experience での個人取引先の納入商品の表示
Lightning Experience で個人取引先の [納入商品] 関連リストに、個人取引先に関連する納入商品がすべて表示
されるようになりました。以前は、納入商品の [取引先責任者] 項目に個人取引先がリストされている場合、
Lightning Experience の個人取引先の [納入商品] 関連リストに納入商品が表示されませんでした。

Web-to-ケースおよび Web-to-リードのメールからの個人データの削除

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

さまざまなデータ保護およびプライバシー規制に準拠できるように、Web-to-ケー
スまたは Web-to-リードが失敗したときに送信されるメールが更新されました。
サードパーティのパッケージによって挿入された個人データは、メールに含ま
れなくなりました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適
用されます。

Lightning Experience での個人取引先の納入商品の表示
Lightning Experience で個人取引先の [納入商品] 関連リストに、個人取引先に関連
する納入商品がすべて表示されるようになりました。以前は、納入商品の [取引
先責任者] 項目に個人取引先がリストされている場合、Lightning Experience の個人取引先の [納入商品] 関連リス
トに納入商品が表示されませんでした。

Analytics: レポートとダッシュボード、および Einstein Analytics

Lightning レポートビルダーの 2 回目のベータリリースには、使い慣れた強力な機能 (バケット列、クロス条件、
集計項目) が備わっています。Lightning Experience ダッシュボードに登録して、目に鮮やかな色を追加できます。
ユーザが Einstein Analytics を使い始められるように、統合された楽しい学習機能が備わっています。ガイド付き
の自然言語対話 (ベータ) によるデータの迅速なクエリおよび視覚化が可能です。任意の選択内容と検索条件で
設定したダッシュボードのビューを保存できます。Einstein データインサイト (パイロット) を使用して、レポー
トデータを分析できます。
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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: Lightning Experience レポートビルダー (ベータ)、ダッシュボードの色、ダッ
シュボードの登録
Lightning Experience レポートビルダーの 2 番目のベータリリースでは、バケット、クロス条件、および集計
項目が提供されます。ダッシュボードでカラーテーマとパレットが提供され、Lightning テーブルが正式リ
リースされます。また、ユーザはダッシュボードに登録できます。
Einstein Analytics: 学習体験、対話形式の探索、Einstein データインサイト
ユーザが Einstein Analytics を使い始められるように、統合された楽しい学習機能が備わっています。ガイド
付きの自然言語対話 (ベータ) によるデータの迅速なクエリおよび視覚化が可能です。グラフ機能ごとに使
用する項目を指定できるため、簡単にグラフを構築できます。任意の選択内容と検索条件で設定したダッ
シュボードのビューを保存できます。パイロット版の Einstein インサイトを使用して、レポートデータを分
析できます。

レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience レポートビルダー
(ベータ)、ダッシュボードの色、ダッシュボードの登録

エディション

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

Lightning Experience レポートビルダーの 2 番目のベータリリースでは、バケット、
クロス条件、および集計項目が提供されます。ダッシュボードでカラーテーマ
とパレットが提供され、Lightning テーブルが正式リリースされます。また、ユー
ザはダッシュボードに登録できます。
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このセクションの内容:

Lightning Experience レポートビルダー: バケット、クロス条件、集計項目 (ベータ)

Lightning Experience レポートビルダーの 2 回目のベータリリースでは、バケットを使用してレポートデータ
を分類したり、クロス条件を使用して関連オブジェクトから結果を含めたり除外したりできるほか、集計
項目列を使用して新しい方法でデータを集計できます。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: 改善されたテーブル、ダッシュボード、新しい設計オプション
1 つ以上のレポートからデータを収集および選定し、そのデータでコラボレーションを行うには、ダッシュ
ボードが最良の方法になります。Lightning ダッシュボードテーブルを追加して、ダッシュボードにレコー
ドレベルの詳細を提供します。ダッシュボードに登録し、設定したスケジュールでダッシュボードを更新
し、結果をメールで受信します。グラフの色および背景のテーマをカスタマイズして、ダッシュボードを
装飾します。改善された「Chatter での共有」オプションを使用してインサイトを共有することを忘れない
でください! これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
フォルダ: 検索およびお気に入り
フォルダは、レポートとダッシュボードを整理および共有する上で非常に重要です。Salesforce 検索を使用
して、レポートとダッシュボードフォルダを検索できるようになりました。探しているフォルダが見つかっ
たら、お気に入りに登録しておくことで、以降はすばやくアクセスできます。これらの変更は Lightning

Experience にのみ適用されます。
Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードのグラフの機能強化
ビジネスデータの視覚化とは、ビジネスデータを理解することです。見やすさを向上させるために、グラ
フを改善しました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

Lightning Experience レポートビルダー: バケット、クロス条件、集計項目 (ベー
タ)
Lightning Experience レポートビルダーの 2 回目のベータリリースでは、バケットを使用してレポートデータを分
類したり、クロス条件を使用して関連オブジェクトから結果を含めたり除外したりできるほか、集計項目列を
使用して新しい方法でデータを集計できます。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

メモ: 今回のリリースには、Lightning Experience レポートビルダーのベータバージョンが含まれています。
機能の品質は高いですが、既知の制限があります。Lightning Experience レポートビルダーは、Salesforce がド
キュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされま
せん。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。現在正式にリリースされ
ている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。

このセクションの内容:

バケット列によるデータの分類
レポートレコードをバケット化すると、数式やカスタム項目を作成せずに、レポートレコードをすばやく
グループ化できます。バケット列を作成するとき、レポートの値をグループ化するために使用する複数の
カテゴリ (バケット) を定義します。レポートの他の列と同様に、バケット列の並び替え、絞り込み、グルー
プ化ができます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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クロス条件を使用したオブジェクトをまたがる絞り込み
関連オジェクトとその項目に基づいてレポート結果にレコードを含めたり除外したりします。これは、
Lightning Experience の新機能です。
集計項目を使用したレポートデータの評価
集計項目を使用して、レポート結果を論理的に評価し、算術処理を行います。これは、Lightning Experience

の新機能です。
ダッシュボードプロパティの編集
[レポートのプロパティ] メニューから、名前の変更、説明の変更、別のフォルダへのレポートの移動がで
きます。これは、Lightning Experience の新機能です。
ロール階層別の絞り込み
これまで、Lightning Experience では、ロール階層別の絞り込みはレポートの表示中に行うことができました
が、編集中に行うことはできませんでした。Lightning Experience レポートビルダーで、ロール階層別に絞り
込むことができるようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
Lightning Experience のレポートのその他の機能強化
このリリースの主要機能に加えて、レポート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 レポートビルダー: 機能上の違いおよび使用できない機能
Lightning Experience レポートビルダーを使用してレポート作成の準備をするときは、Salesforce Classic レポート
ビルダーとの違いに注意してください。ユーザ権限で許可されている場合に、この両方のビルダーを Lightning

Experience で使用できます。一方のビルダーで機能またはツールを使用できない場合は、もう一方のビル
ダーにレポートを保存して編集してください。

バケット列によるデータの分類
レポートレコードをバケット化すると、数式やカスタム項目を作成せずに、レポートレコードをすばやくグ
ループ化できます。バケット列を作成するとき、レポートの値をグループ化するために使用する複数のカテゴ
リ (バケット) を定義します。レポートの他の列と同様に、バケット列の並び替え、絞り込み、グループ化がで
きます。これは、Lightning Experience の新機能です。
たとえば、「Size (サイズ)」という名前のバケット列を「# Employees (従業員数)」列に基づいて作成します。次
に、定義する「大」、「中」、「小」の範囲にレコードをグループ化するバケットを作成します。
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レポートの編集時にバケット列を追加します
1. レポートビューで、バケット化する列を見つけて、  > [この列をバケット化] をクリックします。
2. [バケット列を編集] メニューから、バケットを追加し、各バケットの値を選択します。
3. [適用] をクリックします。
レポートプレビューと [列] セクションに新しいバケット列が表示されます。バケット列を編集するには、レ
ポートプレビューでその列を見つけて、  > [バケット列を編集] をクリックします。バケット列を削除する
には、  > [バケット列を削除] をクリックします。

クロス条件を使用したオブジェクトをまたがる絞り込み
関連オジェクトとその項目に基づいてレポート結果にレコードを含めたり除外したりします。これは、Lightning

Experience の新機能です。
エスカレーションされたケースがどの取引先に含まれているかを参照するには、クロス条件を追加します。エ
スカレート済みの状況を持つケースが含まれる取引先を表示するようにクロス条件を設定します。
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レポートの編集時にクロス条件を追加します
1. [条件] から  > [クロス条件を追加] をクリックします。
2. 主オブジェクトを第 2 オブジェクトありまたはなしで表示するかどうかを選択します。次に、第 2 オブジェ

クトを選択します。
3. [適用] をクリックします。
4. 必要に応じて、第 2 オブジェクトに検索条件を追加するには、[Secondary Object (第 2 オブジェクト)

の検索条件を追加]をクリックします。ここで、Secondary Object (第 2 オブジェクト)は第 2 オブジェ
クトの名前です。
a. 第 2 オブジェクトから項目を選択します。
b. 第 2 オブジェクトの検索条件の演算子と値を指定します。
c. [適用] をクリックします。

レポートは、第 2 オブジェクトと第 2 オブジェクトの追加の検索条件あり (またはなし) で主オブジェクトのみ
を表示するように絞り込まれます。
レポートにクロス条件を追加するときは、次の制限と考慮事項に注意してください。
• 各レポートには、最大 3 個のクロス条件を含めることができます。
• 各クロス条件には、最大 5 個のサブ条件を含めることができます。
• 検索条件ロジックはクロス条件には適用されません。

メモ: クロス条件はレポートに適用されたままですが、レポート実行ページの [条件] パネルには表示され
ません。レポートの編集権限がある場合、クロス条件をレポートビルダーで参照できます。
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集計項目を使用したレポートデータの評価
集計項目を使用して、レポート結果を論理的に評価し、算術処理を行います。これは、Lightning Experience の新
機能です。
完了した商談の合計金額をレポートに表示するには、金額列を集計します。ただし、税引後の合計金額を確認
する必要がある場合や、収益の税額が累進税率で計算される場合はどうすればよいでしょうか(たとえば、
$1,000,000 未満の売り上げには 15%、$1,000,000 以上の売り上げには 20% の税率が適用されるとします)。「Amount

After Tax (税引後の金額)」という名前の集計項目列をレポートに追加して、既存の [Amount (金額)] 列を評価する
次のような数式を記述します。
IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))

これで、税引後の収益を会計四半期計画に容易に組み込むことができます。

レポートに集計項目を追加する前に、レポートデータを必ずグループ化します。集計項目列には少なくとも 1

つのグループが必要です。
1. レポートを編集または作成します。
2. 必要に応じて、レポートデータをグループ化します。[グループ] セクションの [行をグループ化] の下にある

[グループを追加...] ルックアップメニューから項目を選択します。
3. [列] セクションで、  > [集計項目列を追加] をクリックします。
4. 必要に応じて、フルエディタを開くには、[フルエディタに切り替える] をクリックします。
5. 集計項目を入力します。たとえば、次のように指定します。

IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))
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6. 数式にエラーがあるかどうかを確認するには、[構文を確認] をクリックします。エラーがあれば解決しま
す。

7. 必要に応じて、[形式] をクリックし、結果の書式設定方法や表示する小数部の桁数を選択したり、数式の
適用場所を変更したりします。

8. [適用] をクリックします。
集計項目はレポートに新しい列として表示されます。
数式列を編集するには、[数式列] セクションで数式列を見つけてその名前をクリックします。

集計項目列をレポートから削除するには、レポートプレビューでその列を見つけて、  > [列を削除]をクリッ
クします。
集計項目列を削除するには、[数式列] セクションでその列を見つけて [X] をクリックします。集計項目列の削
除は永続的です。これを戻すには、最初から再作成する必要があります。
レポートに集計項目列を追加するとき、次の考慮事項に注意してください。
• 集計項目列でレポートデータをグループ化することはできません。
• 集計項目列でレポートデータを絞り込むことはできません。
• 集計項目列を並び替えることはできません。
• 集計項目列には少なくとも 1 つのグループが必要です。

ダッシュボードプロパティの編集
[レポートのプロパティ] メニューから、名前の変更、説明の変更、別のフォルダへのレポートの移動ができま
す。これは、Lightning Experience の新機能です。
以前は、[レポートのプロパティ] メニューは Salesforce Classic レポートビルダーからのみ開くことができました。
これを Lightning Experience レポートビルダーで開くことができるようになりました。

プロパティメニューを開くには、レポートを編集し、  > [プロパティ] をクリックします。

ロール階層別の絞り込み
これまで、Lightning Experience では、ロール階層別の絞り込みはレポートの表示中に行うことができましたが、
編集中に行うことはできませんでした。Lightning Experience レポートビルダーで、ロール階層別に絞り込むこと
ができるようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
ロール階層別に絞り込むには、まずレポートを編集します。次に、[条件] から [表示]をクリックし、ロール別
に絞り込みます。

Lightning Experience のレポートのその他の機能強化
このリリースの主要機能に加えて、レポート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。
レポートをコピーするときの [コピー] を [別名で保存] に変更

以前は、レポートをコピーするときは、[コピー] をクリックしました。現在は、レポートをコピーするに
は、[別名で保存]をクリックします。[別名で保存] ダイアログで 3 つのラジオボタンを使用できるようにな
りました。
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• 非公開 — コピーしたレポートを非公開レポートに保存します。
• 公開 — コピーしたレポートを公開レポートに保存します。
• フォルダに移動 — コピーしたレポートを任意のレポートフォルダに保存します。

レポートビルダーの一部の領域を少し薄い青に変更
実際はグレーです。以前は、項目のヘッダーなど、レポートビルダーのいくつかの部分は影のある青でし
た。レポートの実行ページの配色に変更はありません。

レポートビルダーの「結果なし」メッセージに新しい画像を追加
レポートが結果を返さない場合、レポートプレビューに新しい画像が表示されます。心配いりません。Astro

はまだそこにいます!

項目をダブルクリックしてレポートの列として追加
レポートビルダーの項目ペインから項目をダブルクリックすると、項目が列として追加されます。

時間項目をレポートに時刻として表示
これまで、時間項目は数字として表示されました。時間値が時刻として書式設定されるようになりました。

項目の検索をサポート
ルックアップで項目を検索して結果が返されない場合、すべての使用可能な項目を表示できるようになり
ました。使用可能な項目を表示するには、「項目が見つかりません」メッセージで [項目をすべて表示] を
クリックします。

Lightning Experience レポートビルダー: 機能上の違いおよび使用できない機能
Lightning Experience レポートビルダーを使用してレポート作成の準備をするときは、Salesforce Classic レポートビ
ルダーとの違いに注意してください。ユーザ権限で許可されている場合に、この両方のビルダーを Lightning

Experience で使用できます。一方のビルダーで機能またはツールを使用できない場合は、もう一方のビルダー
にレポートを保存して編集してください。
Lightning Experience レポートビルダーと Salesforce Classic レポートビルダーの相違点

相違点機能

Salesforce Classic レポートビルダーでは、データをグ
ループ化する前にレポート形式を選択する必要があ
ります。
Lightning レポートビルダーでは、レポートデータを
グループ化するとレポート形式は自動的に更新され

レポート形式

ます。表形式、集計、およびマトリックスレポート
をすべて使用できますが、データをグループ化する
前に形式を選択することはありません。

Lightning Experience レポートビルダーでは、Lightning

Experience のレポートビューページと同じグラフが使
用されます。

グラフ
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相違点機能

Lightning Experience では、日付項目でレコードをグ
ループ化すると日付の粒度をカスタマイズできませ
ん。
たとえば、商談のレポートタイプでは、[完了日] 項
目によるグルーピングは常に日付ごとにレコードを

日付項目によるグルーピング時の細分性のカスタマ
イズ

グルーピングし、[完了月] は常に月ごとにレコード
をグルーピングします。

Lightning Experience レポートビルダーで使用できない機能
次の機能は、Lightning レポートビルダーのベータバージョンでは使用できませんが、今後のリリースで実
装できるように取り組んでいます。
• 結合レポート
• 行制限の検索条件
• ダッシュボードの設定メニュー

ダッシュボード: 改善されたテーブル、ダッシュボード、新しい設計オプショ
ン
1 つ以上のレポートからデータを収集および選定し、そのデータでコラボレーションを行うには、ダッシュ
ボードが最良の方法になります。Lightning ダッシュボードテーブルを追加して、ダッシュボードにレコードレ
ベルの詳細を提供します。ダッシュボードに登録し、設定したスケジュールでダッシュボードを更新し、結果
をメールで受信します。グラフの色および背景のテーマをカスタマイズして、ダッシュボードを装飾します。
改善された「Chatter での共有」オプションを使用してインサイトを共有することを忘れないでください! 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:

ダッシュボードへの最大 10 列のテーブルの追加 (正式リリース)

新しいダッシュボードテーブルコンポーネントである Lightning ダッシュボードテーブルには、ソースレポー
トのレポートタイプで使用可能な項目から最大 200 レコードおよび 10 列が表示されます(使用可能な項目は
ソースレポートのレポートタイプから取得されるため、Lightning ダッシュボードテーブルに表示する列を
ソースレポートに列として追加する必要はありません)。Lightning ダッシュボードテーブルを追加して、グ
ラフおよび総計値ベースの概要をレコードごとの詳細で補完します。これは、Lightning Experience の新機能
です。
ダッシュボードに登録して更新をスケジュールし、最新情報をメールで取得する
月曜日の朝、あなたは急いでオフィスに向かいます。8:00 に会議があります。四半期目標について発表で
きるよう Sales Pipeline ダッシュボードを更新する必要があります。Sales Pipeline ダッシュボードに登録し、
ダッシュボードの自動更新を毎週月曜日の 8:00 にスケジュールしたのは正解でした。電話が鳴ります。Sales

Pipeline ダッシュボードの最新バージョンをメールで受信したようです。Sales Pipeline ダッシュボードを開い
て簡単にレビューします。発表の準備が整いました。これは、Lightning Experience の新機能です。
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テーマとパレットを使用したダッシュボードの配色
明るい色または暗い色のテーマと、14 個のカラーパレットのいずれかを選択して、ダッシュボードの色を
カスタマイズします。テーマとカラーパレットは、ダッシュボードでデータを整理および選定するのに役
立ちます。たとえば、一連のサマリー総計値にダークテーマを与えて、明るいテーマのダッシュボードと
対比するように設定することで、それらの総計値に注意を向けさせます。これは、Lightning Experience の新
機能です。
Chatter 上のダッシュボードコンポーネントの改善された共有環境
Salesforce 全体で Chatter 上のダッシュボードコンポーネントの共有が「Chatter での共有」環境と一致するよ
うになりました。これまでは、ダッシュボードコンポーネントの画像をダッシュボードフィード、自分の
フィード、またはグループフィードのいずれかに投稿するように選択していました。誰にも @メンション
できず、投稿を太字や斜体のようなリッチテキスト機能で書式設定できませんでした。現在は、他のフィー
ドと同様に、ダッシュボードフィードへの投稿、人とグループへの @メンション、リッチテキストでの書
式設定をいつでも行うことができます(これで必要に応じて投稿を太字にすることができます)。さらに、コ
ンポーネントの共有中にダッシュボードフィードをレビューできます。これは、Lightning Experience の新機
能です。
Lightning Experience のダッシュボードのその他の機能強化
このリリースの主要機能に加えて、ダッシュボードに小さいながら重要な改善がいくつか行われました。
これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。

ダッシュボードへの最大 10 列のテーブルの追加 (正式リリース)

新しいダッシュボードテーブルコンポーネントである Lightning ダッシュボードテーブルには、ソースレポート
のレポートタイプで使用可能な項目から最大 200 レコードおよび 10 列が表示されます(使用可能な項目はソー
スレポートのレポートタイプから取得されるため、Lightning ダッシュボードテーブルに表示する列をソースレ
ポートに列として追加する必要はありません)。Lightning ダッシュボードテーブルを追加して、グラフおよび総
計値ベースの概要をレコードごとの詳細で補完します。これは、Lightning Experience の新機能です。
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Lightning ダッシュボードテーブルが正式リリースされたため、Lightning ダッシュボードテーブルを有効または
無効にする組織設定を [設定] から削除しました。
Lightning ダッシュボードテーブルは、Salesforce Classic では使用できません。Lightning テーブルを Classic ダッシュ
ボードビルダーから追加できません。また、Salesforce Classic でダッシュボードを表示したときに Lightning テー
ブルを表示できません。
ベータバージョンでは利用できなかった次の機能が Lightning ダッシュボードテーブルでサポートされるように
なりました。
• Chatter 写真
• 条件付き強調表示
• ダッシュボード検索条件の互換性
• 合計を表示
• テーブルの列の並び替え: 列リスト (プレビューではない) で列をドラッグアンドドロップして列の順序を変

更する

ダッシュボードに登録して更新をスケジュールし、最新情報をメールで取得する

ユーザ権限

ダッシュボードに登録す
る
• 「ダッシュボードへの

登録」

月曜日の朝、あなたは急いでオフィスに向かいます。8:00 に会議があります。四
半期目標について発表できるよう Sales Pipeline ダッシュボードを更新する必要が
あります。Sales Pipeline ダッシュボードに登録し、ダッシュボードの自動更新を
毎週月曜日の 8:00 にスケジュールしたのは正解でした。電話が鳴ります。Sales

Pipeline ダッシュボードの最新バージョンをメールで受信したようです。Sales

Pipeline ダッシュボードを開いて簡単にレビューします。発表の準備が整いまし
た。これは、Lightning Experience の新機能です。
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[ダッシュボード] タブからダッシュボードの登録を開始または編集します。登録先のダッシュボードを見つけ
て、  > [登録] をクリックします。または、ダッシュボードを参照してから、[登録] をクリックします。次
に、登録スケジュールを設定します。たとえば、各週の初めに Sales Pipeline ダッシュボードをレビューするに
は、[頻度] を [毎週]、[曜日] を [月]  (月曜日)、[時間] を[午前 8:00]に設定します。
ダッシュボードへの登録を準備するときは、次の考慮事項と割り当て数に注意してください。
• 組織の各ユーザは最大 5 つのダッシュボードに登録できます。
• 条件設定済みダッシュボードに登録できますが、ダッシュボード検索条件は、メールで送信されるダッシュ

ボードに適用されません。
• メールで送信されるダッシュボードは、常に 1 列のレイアウトで表示されます。各行に 1 つのダッシュボー

ドコンポーネントが表示されます。
• [ダッシュボードプロパティ] の [次のユーザとしてダッシュボードを参照] 設定でデータを [ダッシュボード

閲覧者]として表示するように設定されているダッシュボード (動的ダッシュボードとも呼ばれる) は、登録
をサポートしません。このダッシュボードには登録できません。

テーマとパレットを使用したダッシュボードの配色

ユーザ権限

ダッシュボードのカラー
テーマとパレットを設定
する
• ダッシュボードの色を

変更

明るい色または暗い色のテーマと、14 個のカラーパレットのいずれかを選択し
て、ダッシュボードの色をカスタマイズします。テーマとカラーパレットは、
ダッシュボードでデータを整理および選定するのに役立ちます。たとえば、一
連のサマリー総計値にダークテーマを与えて、明るいテーマのダッシュボード
と対比するように設定することで、それらの総計値に注意を向けさせます。こ
れは、Lightning Experience の新機能です。

242

レポートおよびダッシュボード: Lightning Experience レ
ポートビルダー (ベータ)、ダッシュボードの色、ダッ

シュボードの登録

Salesforce Spring '18 リリースノート



ダッシュボードのテーマとカラーパレットを選択するには、ダッシュボードを編集し、 をクリックして
[ダッシュボードのプロパティ] を選択します。
コンポーネントテーマを選択するには、ダッシュボードを編集し、 をクリックしてコンポーネントを編集
します。コンポーネント固有のテーマを設定できますが、コンポーネント固有のカラーパレットを設定するこ
とはできません。

Chatter 上のダッシュボードコンポーネントの改善された共有環境
Salesforce 全体で Chatter 上のダッシュボードコンポーネントの共有が「Chatter での共有」環境と一致するように
なりました。これまでは、ダッシュボードコンポーネントの画像をダッシュボードフィード、自分のフィー
ド、またはグループフィードのいずれかに投稿するように選択していました。誰にも @メンションできず、投
稿を太字や斜体のようなリッチテキスト機能で書式設定できませんでした。現在は、他のフィードと同様に、
ダッシュボードフィードへの投稿、人とグループへの @メンション、リッチテキストでの書式設定をいつでも
行うことができます(これで必要に応じて投稿を太字にすることができます)。さらに、コンポーネントの共有
中にダッシュボードフィードをレビューできます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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コンポーネントの共有方法も変更されました。ダッシュボードコンポーネントを共有するには、まず をク
リックしてダッシュボードを展開します。次に、 をクリックして投稿を作成し、[共有]をクリックします。

Lightning Experience のダッシュボードのその他の機能強化
このリリースの主要機能に加えて、ダッシュボードに小さいながら重要な改善がいくつか行われました。これ
らの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ダッシュボードコンポーネントの [レポートの表示] ボタンにソースレポート名を含める

以前まで、このボタンは [レポートの表示] と表示されていました。現在は、このボタンにソースレポート
名が括弧書きで表示されるようになりました。ソースレポートの名前が「商談の概要」の場合、このボタ
ンは [レポートの表示 (商談の概要)] と表示されます。

フォルダ: 検索およびお気に入り
フォルダは、レポートとダッシュボードを整理および共有する上で非常に重要です。Salesforce 検索を使用し
て、レポートとダッシュボードフォルダを検索できるようになりました。探しているフォルダが見つかった
ら、お気に入りに登録しておくことで、以降はすばやくアクセスできます。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:

Salesforce 検索を使用したフォルダの検索
探しているレポートフォルダとダッシュボードフォルダの検索が大幅に簡易化され、フォルダがグローバ
ル検索でサポートされるようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
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すばやく見つけるための、ファルダのお気に入り登録
アクセスしたレポートフォルダやダッシュボードフォルダを覚えておいて、後で再確認したいと思ったこ
とはありませんか? 他の Salesforce オブジェクトの場合と同じく、そうしたフォルダをお気に入りとしてマー
クできるようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。

Salesforce 検索を使用したフォルダの検索
探しているレポートフォルダとダッシュボードフォルダの検索が大幅に簡易化され、フォルダがグローバル検
索でサポートされるようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
グローバル検索でのフォルダの検索は、他の Salesforce オブジェクトを検索する場合と同様に動作します。覚え
ておくべき唯一の追加ステップ: 探しているフォルダが検索結果に表示されない場合は、ページの左側にある
[さらに表示] をクリックし、[フォルダ] を選択して、一致するフォルダを表示します。

すばやく見つけるための、ファルダのお気に入り登録
アクセスしたレポートフォルダやダッシュボードフォルダを覚えておいて、後で再確認したいと思ったことは
ありませんか? 他の Salesforce オブジェクトの場合と同じく、そうしたフォルダをお気に入りとしてマークでき
るようになりました。これは、Lightning Experience の新機能です。
フォルダをお気に入りに登録すると、そのフォルダはグローバルお気に入りとして追加され、[レポート] また
は [ダッシュボード] メニューの [すべてのお気に入り] リストにも追加されます。

Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードのグラフの機能強化
ビジネスデータの視覚化とは、ビジネスデータを理解することです。見やすさを向上させるために、グラフを
改善しました。これらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
ダッシュボードの折れ線グラフと棒グラフに最大 1,000 グループを表示

累積折れ線グラフと積み上げ横棒グラフなどの折れ線グラフと棒グラフに表示されるグループ数を 500 か
ら 1,000 に増やしました。その他の種類のグラフには引き続き最大 200 個のグループが表示されます。レポー
トの場合、グラフには引き続き最大 2,000 個のグループが表示されます。

グラフの凡例の表示位置を設定
いったん固定した凡例の表示をグラフの右側または最下部のどちらに設定するのかを選択します。

ダッシュボードコンポーネントからグラフ画像をダウンロード
ダッシュボードコンポーネントを展開し、 をクリックして、グラフを .png画像ファイルとしてダウン
ロードします。

ドーナツグラフとじょうごグラフで小グループを「その他」に集約
総データの 3% 以内の部分を構成するセグメントを「その他」というグループにまとめて、ドーナッツグラ
フとじょうごグラフを読みやすくします。

範囲を表示するかどうかに関係なくゲージグラフと総計値グラフでセグメント範囲を編集
以前は、ゲージグラフと総計値グラフでセグメント範囲を編集するには、[範囲を表示] を選択する必要が
ありました。現在は、[範囲を表示] を選択しているかどうかに関係なく、セグメント範囲をカスタマイズ
できます。

ドーナツグラフで合計を表示
ドーナツグラフ中央の合計を表示するのか、それとも非表示にするのかを選択します。
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ドーナツグラフで合計とパーセントの両方を表示
以前は、ドーナッツグラフに表示できるのは数値またはパーセントのどちらかでした。現在は、この 2 つ
を同時に表示できます。値とパーセントの両方を同時に表示できるように、[表示ラベルグループ] ドロッ
プダウンを [値を表示] および [パーセントを表示] チェックボックスで置き換えました。

Einstein Analytics: 学習体験、対話形式の探索、Einstein データインサ
イト

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。

ユーザが Einstein Analytics を使い始められるように、統合された楽しい学習機能が
備わっています。ガイド付きの自然言語対話 (ベータ) によるデータの迅速なク
エリおよび視覚化が可能です。グラフ機能ごとに使用する項目を指定できるた
め、簡単にグラフを構築できます。任意の選択内容と検索条件で設定したダッ
シュボードのビューを保存できます。パイロット版の Einstein インサイトを使用
して、レポートデータを分析できます。

メモ:  Einstein Analytics でサポートされるブラウザは、Microsoft® Edge、Microsoft

Internet Explorer®バージョン 11、および Mozilla® Firefox®と Google Chrome™の最新
の安定バージョンです。Apple® Safari® では Analytics はサポートされません。

このセクションの内容:

Analytics オンボーディング: 拡張されたヘルプメニュー、学習マップ、学習体験アプリケーション
短時間で習得できるようにするための豊富なリソースが用意されています。固定可能なアプリケーション
内ヘルプ、ウォークスルー、リソースマップ、グラフおよびアプリケーションの構築例により、誰でも自
分に合ったアプローチを見つけることができます。
Analytics アプリケーションの構築: 対話形式の探索、状況対応型グラフビルダー、非公開ダッシュボード
ビュー
ガイド付きの自然言語対話によるデータの迅速なクエリおよび視覚化が可能です。グラフ機能 (軸、バブル
のサイズ、バブルの色など) で使用する項目を指定して、簡単にグラフを構築できます。任意の選択内容と
検索条件を適用および保存して、独自のダッシュボードビューを作成します。
Analytics データインテグレーション: 新しいコネクタとデータフローエディタおよびデータセットレシピの
機能強化
多数の新しいコネクタにより、従来よりも多くのデータに接続できます。生産性が向上するように調整さ
れ、データフローエディタで費やす時間が短縮されました。いっそう多くのユーザがレシピを作成できる
ようになり、機能強化を利用することでレシピを管理しやすくなります。
Analytics 事前作成済みアプリケーション: 新しいダッシュボード、詳細なデータ分析、容易な設定とカスタ
マイズ
事前作成済み Analytics アプリケーションの最新の機能強化により、従来に比べて簡単に Salesforce データか
ら貴重なインサイトを取得できるようになりました。新しいダッシュボードと高度なカスタマイズ機能を
使用すれば、どのような分析対象 (フィールドサービス、セールス、サービスビジネス) であっても、デー
タに深くドリルインできます。
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Einstein Discovery: Einstein データインサイト (パイロット)、Analytics データアクセス
Einstein データインサイト (パイロット) を導入し、スマートなレポートを手に入れましょう。Einstein は、レ
ポートデータをわかりやすく分析し、実行可能で洞察に富んだ情報を明示します。さらに、従来よりも簡
単に、より多くのデータにアクセスできます。Einstein Discovery では、Analytics データのシームレスな使用が
実現します。また、UTF-8 文字コードを使用する言語のデータをアップロードおよび分析することもできま
す。

Analytics オンボーディング: 拡張されたヘルプメニュー、学習マップ、学習体
験アプリケーション
短時間で習得できるようにするための豊富なリソースが用意されています。固定可能なアプリケーション内ヘ
ルプ、ウォークスルー、リソースマップ、グラフおよびアプリケーションの構築例により、誰でも自分に合っ
たアプローチを見つけることができます。

このセクションの内容:

必要になった場所およびタイミングでのヘルプリソースへのアクセス
Einstein Analytics のヘルプメニューが刷新されました。Einstein Analytics の任意の場所から関連するリソース (ド
キュメント、動画、Trailhead など) にアクセスできるようになりました。また、アプリケーションから移動
することなく、メニューでヘルプ記事をプレビューできます。
エクスプローラのツアーの開始
Einstein Analytics にウォークスルーが導入されました。最初のウォークスルーでは、エクスプローラの重要な
機能を挙げ、ユーザがエクスプローラに適応できるようにします。ウォークスルーは、新しいヘルプメ
ニューからアクセスします。
Einstein Analytics ジャーニーの各ステップでの適切な学習リソースの検索
Einstein Analytics 学習マップでは、Analytics ジャーニーの各フェーズのアクションごとに重要なリソースのリ
ストを提供します。このマップは、Einstein Analytics をすばやく設定して稼働するための、好奇心をくすぐる
ワンストップサービスです。これは、ヘルプメニューまたはhttp://www.einsteinanalyticslearningmap.comで直接
見つけることができます。
Einstein Analytics 学習体験によるスキルの向上
準備はよろしいですか? さあ、学習を始めましょう! Einstein Analytics 学習体験アプリケーションでは、適切な
視覚化の指定や強力な動的アプリケーションの構築に関するベストプラクティスの例を見ていきます。組
織にアプリケーションをインストールして、ユーザが使用できるようにします。最も重要なのは、学習体
験アプリケーションが Einstein Analytics で構築および実行されているということです。これは、AppExchange

(https://sfdc.co/zOqdS) で無料で入手できます。

必要になった場所およびタイミングでのヘルプリソースへのアクセス
Einstein Analytics のヘルプメニューが刷新されました。Einstein Analytics の任意の場所から関連するリソース (ドキュ
メント、動画、Trailhead など) にアクセスできるようになりました。また、アプリケーションから移動すること
なく、メニューでヘルプ記事をプレビューできます。
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本のアイコンのあるエントリをクリックすると、メニュー内にプレビューが表示されます。他のアイコンをク
リックすると、新しいタブで学習リソースが開きます。

エクスプローラのツアーの開始
Einstein Analytics にウォークスルーが導入されました。最初のウォークスルーでは、エクスプローラの重要な機
能を挙げ、ユーザがエクスプローラに適応できるようにします。ウォークスルーは、新しいヘルプメニューか
らアクセスします。
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ウォークスルーでは、エクスプローラに関する簡単なクイックツアーが用意されています。

Einstein Analytics ジャーニーの各ステップでの適切な学習リソースの検索
Einstein Analytics 学習マップでは、Analytics ジャーニーの各フェーズのアクションごとに重要なリソースのリスト
を提供します。このマップは、Einstein Analytics をすばやく設定して稼働するための、好奇心をくすぐるワンス
トップサービスです。これは、ヘルプメニューまたは http://www.einsteinanalyticslearningmap.com で直接見つける
ことができます。
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トレイルの各ポイントをクリックすると、次の作業を行うためのリソースが表示されます。
• Analytics の有効化とデータの統合
• Analytics アプリケーション、ダッシュボード、レンズの構築と生成
• Analytics を使用したインサイトの取得と Analytics アセットを介した他のユーザとのコラボレーション
• 事前作成済み Analytics アプリケーションによるインサイトの迅速な取得
• Einstein Analytics の新機能の学習

Einstein Analytics 学習体験によるスキルの向上
準備はよろしいですか? さあ、学習を始めましょう! Einstein Analytics 学習体験アプリケーションでは、適切な視
覚化の指定や強力な動的アプリケーションの構築に関するベストプラクティスの例を見ていきます。組織にア
プリケーションをインストールして、ユーザが使用できるようにします。最も重要なのは、学習体験アプリ
ケーションが Einstein Analytics で構築および実行されているということです。これは、AppExchange

(https://sfdc.co/zOqdS) で無料で入手できます。
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2 つのサンプルページを示します。

Analytics アプリケーションの構築: 対話形式の探索、状況対応型グラフビル
ダー、非公開ダッシュボードビュー
ガイド付きの自然言語対話によるデータの迅速なクエリおよび視覚化が可能です。グラフ機能 (軸、バブルの
サイズ、バブルの色など) で使用する項目を指定して、簡単にグラフを構築できます。任意の選択内容と検索
条件を適用および保存して、独自のダッシュボードビューを作成します。
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このセクションの内容:

Analytics の探索: 対話形式の探索、状況対応型グラフビルダー、テーブルの画像
ガイド付きの自然言語対話によるデータの迅速なクエリおよび視覚化が可能です。グラフ機能 (軸、バブル
のサイズ、バブルの色など) で使用する項目を指定して、簡単にグラフを構築できます。また、写真、アイ
コン、およびその他の画像を表示して、視覚的な魅力があるテーブルを作成することもできます。さらに、
エクスプローラで直接レンズ固有の検索条件を設定したり、クエリ制限を設定したりできます。
Analytics の視覚化とダッシュボード設計: 保存済みビュー、グラフの増加、カスタマイズされたツールチッ
プ
任意の選択内容と検索条件を適用および保存して、独自のダッシュボードビューを作成します。新しい時
間棒グラフと時間複合グラフを使用して、経時的に結果を視覚化します。カスタマイズ可能なツールチッ
プとマーカーを使用して、グラフの各データポイントに関する重要な情報を共有します。
Analytics 開発とカスタマイズ: 埋め込みダッシュボードの新しい API と保存済みビュー
Analytics プラットフォームは、埋め込みダッシュボードの REST API の増加や個人ビューのサポートによって
成長し続けています。また、新しい SAQL ドキュメントは、独自のクエリを作成するときに役立ちます。

Analytics の探索: 対話形式の探索、状況対応型グラフビルダー、テーブルの画像
ガイド付きの自然言語対話によるデータの迅速なクエリおよび視覚化が可能です。グラフ機能 (軸、バブルの
サイズ、バブルの色など) で使用する項目を指定して、簡単にグラフを構築できます。また、写真、アイコン、
およびその他の画像を表示して、視覚的な魅力があるテーブルを作成することもできます。さらに、エクスプ
ローラで直接レンズ固有の検索条件を設定したり、クエリ制限を設定したりできます。

このセクションの内容:

データとの対話 (ベータ)

非技術的な言語を使用してデータに質問を投げかけて、自動的に設定されたグラフで回答を参照します。
1 ～ 2 個の一般的な単語で開始すれば、Analytics から関連性の高い提案が提供されます。その提案を受け入
れることも、編集することもできます。ガイド付きの対話により、データ探索に必要なクリック数が減少
し、従来よりも簡単にクエリを設定できます。
新しいユーザインターフェースを使用した簡単なグラフの作成
誰にでも扱える新しいグラフビルダーでは、各種グラフの背後にあるクエリの詳細を気にすることなく、
目的に合わせてグラフを簡単に作成できます。基準やグルーピングの数および順序による各種グラフへの
影響を把握する必要はもうありません。各グラフ機能で使用する項目 (横軸に表示する項目など) をグラフ
ビルダーで指定するだけで済みます。
レンズ検索条件を使用した迅速な関連データの絞り込み
同じ検索条件を比較テーブルの各列に追加しなければならないことにうんざりしていませんか? レンズ検索
条件が導入されたことで、データセットからインサイトを収集する時間が大幅に短縮されます。
比較テーブル数式および関数の機能強化 (正式リリース)

そのままの列名にアクセスして、より直感的な比較テーブル数式を簡単に作成できます。さらに、数式エ
ディタには効果的な関数および数式ピッカーがあり、短時間で SAQL 数式を入力できます。
画像によるテーブルの装飾
画像を表示して、比較テーブルや値テーブルの訴求力を高めます。
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新しいプロパティを使用した列の強調表示
他の列よりも重要な列があります。新しい [列] プロパティパネルでは、比較テーブルや値テーブルの任意
の列を装飾できます。デフォルトのテキスト形式でデータを表示する以外に、基準列のデータ型を棒とし
て設定できます。テキストが含まれる列の場合、テキストの配置やスタイルを指定できます。
効率化のためのクエリ結果の制限
データセットのサイズが原因でパフォーマンスが低下していませんか? 必要以上にスクロールすることな
く、商品パイプラインの上位 10 件の取引先のみを確認することに興味はありませんか? 有意義なインサイ
トをすばやく見つけ出して、ダッシュボードのパフォーマンスを向上させるには、レンズのクエリ結果の
サイズを制限します。
改善されたインターフェースの探索
インターフェースの最新の更新でデータをより迅速に探索できるようになりました。
エクスプローラのその他の機能強化
比較テーブルで [通貨 (セント)]形式を適用すると、デフォルトで数式列のすべての値が小数点以下 2 桁で表
示されます。

データとの対話 (ベータ)

非技術的な言語を使用してデータに質問を投げかけて、自動的に設定されたグラフで回答を参照します。1 ～
2 個の一般的な単語で開始すれば、Analytics から関連性の高い提案が提供されます。その提案を受け入れるこ
とも、編集することもできます。ガイド付きの対話により、データ探索に必要なクリック数が減少し、従来よ
りも簡単にクエリを設定できます。
機能を有効にするには、[設定] の [Analytics 設定] ページに移動し、[対話形式の探索を有効化 (ベータ)] を選択し
ます。その後、アプリケーション、エクスプローラ、ダッシュボードデザイナで実行されているダッシュボー
ドで対話を使用できるようになります。

をクリックして、対話を開始します。テキストボックスをクリックすると、データセットの項目に基づい
て提案が表示されます。対話形式の探索でどのデータセットが開いているのかを確認するには、紫色の六角形
を探します。

データセットの基準項目の名前を入力して、質問を絞り込みます。入力すると、データに関連するガイダンス
が Analytics によって提供されます。提案をクリックして、テーブルまたはグラフを確認します。
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ヒント: エクスプローラで対話形式の探索を使用している場合、[項目] をクリックして、質問に使用でき
る項目を表示します。ダッシュボードデザイナまたは実行中のアプリケーションで、提案に目的の単語
が含まれていない場合、[データセットを追加] をクリックして探索を拡張します。

質問の回答となるグラフを得られたら、ドロップダウンメニューを開きます。コンテキストに応じて、視覚化
をレンズとして保存したり、共有したり、デザイナにクリップしたり、データ探索を続行したりできます。

次の点を考慮してください。
• 対話形式の探索では、Analytics Platform 権限セットライセンスが必要です。埋め込みダッシュボード、モバ

イルアプリケーション、コミュニティの Analytics、または Sales Analytics アプリケーションなど、スタンドア
ロンの Analytics アプリケーションでは使用できません。

• 対話形式の探索は、ダッシュボードデザイナ、エクスプローラ、およびアプリケーションで実行されてい
るダッシュボードでのみ使用できます。

• 対話形式の探索では、高度な関数はサポートされません。

メモ:  Spring '18 リリースには、ベータバージョンの対話形式の探索機能が含まれています。機能の品質は
高いですが、既知の制限があります。この機能は、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
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無は保証できません。現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。
この機能についてのフィードバックと提案は、IdeaExchange からお寄せください。

新しいユーザインターフェースを使用した簡単なグラフの作成
誰にでも扱える新しいグラフビルダーでは、各種グラフの背後にあるクエリの詳細を気にすることなく、目的
に合わせてグラフを簡単に作成できます。基準やグルーピングの数および順序による各種グラフへの影響を把
握する必要はもうありません。各グラフ機能で使用する項目 (横軸に表示する項目など) をグラフビルダーで指
定するだけで済みます。
たとえば、マトリックスグラフを作成する場合、各軸のディメンションと、バブルのサイズと色を決定する基
準を選択します。パネル内で項目をドラッグアンドドロップしてセクション間で項目を移動したり、セクショ
ン内で順序を変更したりできるため、時間を節約できます。

エクスプローラでは、グラフを任意のグラフの種類に変更できます。必要な基準やグルーピングの数が異なる
ためにグラフの種類がグレー表示されることはもうありません。新しいグラフの種類でより多くの項目が必要
な場合、インターフェースで通知されます。現在選択されている項目の一部が新しいグラフで必要ない場合、
その項目はグラフビルダーによって [追加項目] セクションに移動されます。追加項目はグラフに影響しません
が、後で使用できるようにクエリでは引き続きそれらの値が返されます。
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レンズ検索条件を使用した迅速な関連データの絞り込み
同じ検索条件を比較テーブルの各列に追加しなければならないことにうんざりしていませんか? レンズ検索条
件が導入されたことで、データセットからインサイトを収集する時間が大幅に短縮されます。
1 つの手順で、基準、ディメンション、日付のレンズ検索条件を作成して比較テーブルに適用できます。ま
た、データにレンズ検索条件を適用すると、特定のデータポイントにドリルダウンまたは焦点を絞ることが容
易になります。さらに、エクスプローラで直接、検索条件属性を設定できます。
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ドリルダウンするときに検索条件がデータセットに適用されないようにするには、個々の基準で検索条件を定
義します。これは保持されませんが、グローバルレンズ検索条件は、[詳細を表示]または値テーブルに切り替
えても保持されます。

ヒント: この機会に比較テーブルの検索条件を確認してみましょう。比較テーブルのすべての列に同じ検
索条件が適用されている場合、レンズ検索条件で置き換えてください。

比較テーブル数式および関数の機能強化 (正式リリース)

そのままの列名にアクセスして、より直感的な比較テーブル数式を簡単に作成できます。さらに、数式エディ
タには効果的な関数および数式ピッカーがあり、短時間で SAQL 数式を入力できます。
基準列やグループ列を参照文字ではなく名前で参照できます。また、数式エディタで SAQL パーセント関数を
使用することもできます。比較テーブル数式エディタでは、SAQL 関数 percentile_disc() および percentile_cont() を
使用できます。また、SAQL 日付関数を使用することもできます。
詳細は、『Analytics SAQL リファレンス』を参照してください。
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画像によるテーブルの装飾
画像を表示して、比較テーブルや値テーブルの訴求力を高めます。
ランキング表の KPI の横に営業担当の Chatter プロファイル写真を追加します。または、世界中のセールスデー
タを表示する比較テーブルにフラグを追加します。
画像を表示する列で、画像を指し示す Salesforce URL を追加します。[列] プロパティで、データ型を [画像] に設
定します。この列のセルの高さまたは幅を設定する場合、画像のアスペクト比率が保持されます。

新しいプロパティを使用した列の強調表示
他の列よりも重要な列があります。新しい [列] プロパティパネルでは、比較テーブルや値テーブルの任意の列
を装飾できます。デフォルトのテキスト形式でデータを表示する以外に、基準列のデータ型を棒として設定で
きます。テキストが含まれる列の場合、テキストの配置やスタイルを指定できます。
列のプロパティを設定するには、テーブルまたは [列] プロパティの [列を選択] リストで列を選択します。

258

Einstein Analytics: 学習体験、対話形式の探索、Einstein
データインサイト

Salesforce Spring '18 リリースノート



または、列のコンテキストメニューから [列] プロパティパネルに移動することもできます。

効率化のためのクエリ結果の制限
データセットのサイズが原因でパフォーマンスが低下していませんか? 必要以上にスクロールすることなく、
商品パイプラインの上位 10 件の取引先のみを確認することに興味はありませんか? 有意義なインサイトをすば
やく見つけ出して、ダッシュボードのパフォーマンスを向上させるには、レンズのクエリ結果のサイズを制限
します。
クエリの制限を設定するには、ギアアイコンをクリックし、[制限を設定]を選択します。クエリ結果のサイズ
を入力し、[適用] をクリックします。
SAQL でクエリを編集する場合、SAQL でもクエリ制限を設定する必要があります。

ヒント: よりスムーズにスクロール操作を実現するために、グラフの自動調整機能と共にクエリ結果制限
を使用することをお勧めします。

改善されたインターフェースの探索
インターフェースの最新の更新でデータをより迅速に探索できるようになりました。

推奨グラフ、書式設定オプション、探索履歴により簡単にアクセスできます (1)。[履歴を表示] パネルには、レ
ンズで実行したアクションのサムネイルプレビューが表示され、最新のアクションが上部に表示されます (2)。
インターフェースには、現在探索しているデータセットの名前が表示されます (3)。また、データセット名の
すぐ右側からデータセット項目にアクセスできます (4)。
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[データセット項目] パネルから直接派生基準や派生ディメンションを作成および削除できます。ここから、派
生した基準に書式設定を適用することもできます。

エクスプローラのその他の機能強化
比較テーブルで [通貨 (セント)] 形式を適用すると、デフォルトで数式列のすべての値が小数点以下 2 桁で表示
されます。

Analytics の視覚化とダッシュボード設計: 保存済みビュー、グラフの増加、カスタマイズさ
れたツールチップ
任意の選択内容と検索条件を適用および保存して、独自のダッシュボードビューを作成します。新しい時間棒
グラフと時間複合グラフを使用して、経時的に結果を視覚化します。カスタマイズ可能なツールチップとマー
カーを使用して、グラフの各データポイントに関する重要な情報を共有します。

このセクションの内容:

ダッシュボードのビューの保存
選択内容を永続的に保存する権限がないために、ダッシュボードを開くたびに検索条件がリセットされる
ことはもうありません(複数のユーザがダッシュボードを異なる方法で絞り込む場合も同様です)。検索条件
を変更して独自のビューを保存できるようになりました。自分のビューのみを表示できます。
新しいグラフによる経時的なデータの視覚化
結果を縦棒で視覚化できるようになりました。これは、相対的な変化を経時的に表し、欠損データを強調
表示する優れた方法です。新しい時間棒グラフはタイムラインのように機能し、1 つの基準の値が縦棒で経
時的に表示されます。新しい時間複合グラフには、2 つの基準 (タイムラインの基準と時間棒の基準) が経時
的に表示されます。
ツールチップやマーカーを使用したデータポイントへのアノテーションの追加
グラフで独自のツールチップやデータポイントマーカーを作成して、カスタムテキストを追加できます。
ツールチップを作成して、データポイントにマウスポインタを置いたときに表示される詳細を指定します。
特定のデータポイントにアノテーションを追加するにはマーカーを追加し、さらに注意を引く必要がある
場合は点滅させます。
累積グラフのデータが欠損している場合に変更がないことを示す視覚的表現
ある時点のデータがタイムライングラフや時間複合グラフで欠損している場合、実線がその時点をそのま
ま通過していると、誤解を招くおそれがあります。欠損データのある期間で、累積折れ線グラフを水平に
して、変更がないことを示すことができるようになりました。
各自の方法で絞り込まれたダッシュボードの共有
あなたが表示している分析を同僚に見せることでコラボレーションが促進されます。同僚がダッシュボー
ドリンクをクリックすると、あなたが入念に設定した検索条件と選択内容で目的のページが表示されます。
Analytics Studio の [共有] ダイアログの [フィードに投稿] や [URL を取得] を使用して、ダッシュボードビューを
共有します。
Analytics グラフとダッシュボードのその他の機能強化
弊社のエンジニアは、Analytics を楽しく魅力的にするために絶え間なく作業していますが、今回はグラフの
モーフィング、目に鮮やかな色、軸の並び替え、およびその他のさまざまな優れた機能が追加されました。
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ダッシュボードのビューの保存
選択内容を永続的に保存する権限がないために、ダッシュボードを開くたびに検索条件がリセットされること
はもうありません(複数のユーザがダッシュボードを異なる方法で絞り込む場合も同様です)。検索条件を変更
して独自のビューを保存できるようになりました。自分のビューのみを表示できます。
ダッシュボードごとに最大 10 個のビューを作成し、ダッシュボードを開いたときに表示されるデフォルトと
して 1 つのビューを選択できます。ビューメニューには、すべての保存済みビューがリストされます。

ビューを作成するには、ビューモードでダッシュボードを開き、選択を行って[ビューを保存]をクリックしま
す。ビューには、リスト、切り替え、範囲、日付、グラフ、比較テーブル、グローバル検索条件ウィジェット
で行ったすべての選択が含まれます。
ビューで選択内容を変更すると、ビュー名の横にアスタリスクが表示され、変更されたことが示されます。
ビューなしでダッシュボードを表示しているときに選択内容を変更すると、[変更] が表示されます。どちらの
場合も、現在の選択内容を新しいビューとして保存するか、既存のビューを上書きできます。ダッシュボード
またはビューへの変更を削除するには、 をクリックします。元のダッシュボードを参照できるように、
ダッシュボードに適用されたビューを削除するには、ビューメニューで[ビューをクリア]をクリックします。
デフォルトビューの設定やビューの削除を行うには、[ビューを管理] をクリックします。

メモ:  Einstein Analytics モバイルアプリケーションではビューは参照のみで、作成や編集はできません。

ビューを他のユーザと共有するには、ビューを開いて [共有] > [URL を取得] を選択します。ユーザがリンクを
開くと、ダッシュボードのビューが表示されます。他のユーザは、必要に応じてこのビューを各自のビューの
1 つとして保存できます。
外部の選択内容や検索条件が含まれるダッシュボードを開く場合、デフォルトビューは適用されません。ビュー
を開くと、外部の選択内容や検索条件が削除されます。
ビューで定義されているすべての条件を Analytics で表示できない場合、ビューを開くと、表示できる条件のみ
が表示され、ビュー名の横に警告が表示されます。
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次の場合、Analytics ですべてのビュー条件を表示できません。
• ダッシュボードに適用されなくなった選択内容や検索条件が Analytics で無視される。たとえば、存在しなく

なったデータセット、項目、項目値、ステップへの参照が Analytics で無視されます。このような問題は、
ダッシュボードまたはデータが変更されたが、ビューが更新されていない場合に発生します。

• ビューがダッシュボードで定義されているすべてのレイアウトに適用される。レイアウトに存在しないウィ
ジェットの選択内容がビューに含まれている場合、その選択内容は Analytics で無視されます。

• ビューを作成するときのベースとなったダッシュボードページが削除された場合、Analytics ではダッシュ
ボードに定義された最初のページに基づいてビューが表示される。

メモ: ビューはユーザに固有であるため、アプリケーションをパッケージ化するときに含まれません。

新しいグラフによる経時的なデータの視覚化
結果を縦棒で視覚化できるようになりました。これは、相対的な変化を経時的に表し、欠損データを強調表示
する優れた方法です。新しい時間棒グラフはタイムラインのように機能し、1 つの基準の値が縦棒で経時的に
表示されます。新しい時間複合グラフには、2 つの基準 (タイムラインの基準と時間棒の基準) が経時的に表示
されます。
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ツールチップやマーカーを使用したデータポイントへのアノテーションの追加
グラフで独自のツールチップやデータポイントマーカーを作成して、カスタムテキストを追加できます。ツー
ルチップを作成して、データポイントにマウスポインタを置いたときに表示される詳細を指定します。特定の
データポイントにアノテーションを追加するにはマーカーを追加し、さらに注意を引く必要がある場合は点滅
させます。
ツールチップやマーカーは、データポイントにマウスポインタを置いたときに表示されます。確認しましょ
う。

ツールチップを任意のグラフに追加します。マーカーは、Sankey チャート、折り紙チャート、角度ゲージグラ
フ、評価グラフ以外の任意のグラフに追加できます。ツールチップやマーカーを追加するには、ダッシュボー
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ドを編集してグラフを選択し、[ツールチップ] および [グラフマーカー] セクションでウィジェットプロパティ
を設定します。

累積グラフのデータが欠損している場合に変更がないことを示す視覚的表現
ある時点のデータがタイムライングラフや時間複合グラフで欠損している場合、実線がその時点をそのまま通
過していると、誤解を招くおそれがあります。欠損データのある期間で、累積折れ線グラフを水平にして、変
更がないことを示すことができるようになりました。
[欠損値] グラフプロパティの次のいずれかのオプションを使用して、各欠損値を前の値として表示します。

説明値

欠損データポイントの前の値を使用して、変更がない
ことを示します。累積値を表示するグラフ (タイムラ

前の値を使用

イングラフや時間複合グラフなど) の場合、このオプ
ションを使用します。

線は、最後のデータポイントで終了します。前の値を使用 (切り取り)
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各オプションを使用した累積グラフを見ていきましょう。
ギャップとして表示

このグラフでは、隣接したポイントがつなげられ、データが欠損しているときは空白が表示されます。

無視して実線を表示
グラフでは、欠損データが無視されて、すべてのデータポイントがつなげられています。グラフは、各基
準の最初のデータポイントから始まり、最後のデータポイントで終了してます。

前の値を使用
2 月 20 日～ 23 日の間に成立した商談はないため、パートナーの線の累積値は変わりません。グラフでは、
変更がないことを示すために前の 2 月 19 日のデータポイントと同じ値が使用されています。このグラフの
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方が以前のグラフよりも正確です。以前のグラフでは、同じ期間に上昇傾向であることが示されていたた
め、誤解を招くおそれがありました。

前の値を使用 (切り取り)

このグラフは、「前の値を使用」グラフと同じですが、3 月 5 日以降のデータがないために右側が切り捨て
られている点が異なります。

各自の方法で絞り込まれたダッシュボードの共有
あなたが表示している分析を同僚に見せることでコラボレーションが促進されます。同僚がダッシュボードリ
ンクをクリックすると、あなたが入念に設定した検索条件と選択内容で目的のページが表示されます。Analytics

Studio の [共有] ダイアログの [フィードに投稿] や [URL を取得] を使用して、ダッシュボードビューを共有しま
す。
ページとビューが指定された URL が Analytics Studio で開きます。[フィードに投稿] で共有する場合、URL のみが
共有されるように、画像にマウスポインタを置いて [X] をクリックします。
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特定のダッシュボードページおよびビューを開くリンクは、埋め込みダッシュボード、コミュニティの Analytics、
モバイルアプリケーションでサポートされています。
次の点を考慮してください。
• 条件設定済みダッシュボードの共有は、Analytics Studio で使用できますが、[分析] タブでは使用できません。
• ページとビューが指定された URL を生成する場合、Chatter への投稿にダッシュボードの画像を含めること

はできません。
• 同僚があなたのビューの各自のバージョンを必要としている場合、同僚はアプリケーションのダッシュボー

ドの [ビュー] メニューを使用して、ビューを保存する必要があります。
ダッシュボードビューの保存についての詳細は、「ダッシュボードのビューの保存」を参照してください。

Analytics グラフとダッシュボードのその他の機能強化
弊社のエンジニアは、Analytics を楽しく魅力的にするために絶え間なく作業していますが、今回はグラフのモー
フィング、目に鮮やかな色、軸の並び替え、およびその他のさまざまな優れた機能が追加されました。
• グラフの種類を変更すると、グラフがモーフィングします(格好良さが 10 ポイントアップしていますよね?)。
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• 新しいカラーパレットを使用すれば、画面から今にも飛び出しそうなグラフを作成できます。使いやすさ
の研究結果を活用することで、テーマのカラーパレット (ライト、ダーク、カラーセーフ) の訴求力や効果
が向上しました。

• 異なる方法で基準を並び替えるには、グラフの基準軸のタイトルをクリックします。この機能は、基準軸
のあるすべてのグラフ (散布図や時間軸のあるグラフは除く) に適用されます。

• 複合グラフ、折れ線グラフ、時間複合グラフの線と棒にデータ値が表示されます。
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• ツールチップを追加して、コンテキストを画像およびテキストウィジェットに追加します。

• 以前は、SAQL エディタでクエリを実行してグラフモードに戻ると、基準とグルーピングが参照のみになっ
ていました。
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この動作はもう発生しません。基準またはグルーピングを編集できるようになりました。検索条件は参照
のみのままです。

• Wave ダッシュボードデザイナは、「ダッシュボードデザイナ」と呼ばれるようになりました。従来のデザ
イナは、引き続き Classic デザイナと呼ばれます。

Analytics 開発とカスタマイズ: 埋め込みダッシュボードの新しい API と保存済みビュー
Analytics プラットフォームは、埋め込みダッシュボードの REST API の増加や個人ビューのサポートによって成長
し続けています。また、新しい SAQL ドキュメントは、独自のクエリを作成するときに役立ちます。

このセクションの内容:

埋め込み Analytics ダッシュボードでのビューメニューの表示
1 つのダッシュボードの複数のバージョンを作成する必要がなくなりました。ビューメニューを使用する
と、ユーザは埋め込みダッシュボードでダッシュボード検索条件と選択内容を設定し、任意のビューを保
存できますが、埋め込み方法 (Visualforce、ページレイアウト、Lightning アプリケーションビルダー、コミュ
ニティビルダー) に関係なく、ビューメニューがダッシュボードヘッダーに含まれるようになりました。

270

Einstein Analytics: 学習体験、対話形式の探索、Einstein
データインサイト

Salesforce Spring '18 リリースノート



Spring '18 のグラフの基準とグルーピングのバインド
Spring '18 で作成されたグラフの基準とグルーピングをバインドするには、グラフ JSON の columnMap セク
ションを空の columns プロパティに置き換えます。columnMap セクションでは、各グラフのウィジェッ
トレベルのプロパティを対応付けるステップの基準またはグルーピングを追跡することで新しいグラフビ
ルダーをサポートできます。
ダッシュボードデザイナの JSON の変更
ダッシュボード JSON のパラメータが新規追加および変更されました。これは、JSON を最初から作成する
ユーザに影響します。
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。ダッシュボード保存済みビューを使用したり、デー
タフロージョブを操作したり、アセットに関する情報を取得したりするための新しいエンドポイントがあ
ります。
SAQL ドキュメントの強化
SAQL クエリの作成を開始できるようにドキュメントが強化されました。新しいコンテンツとして、典型的
なクエリのビルディングブロックに関して、ステップごとの例と共に詳細な説明が記載されています。

埋め込み Analytics ダッシュボードでのビューメニューの表示
1 つのダッシュボードの複数のバージョンを作成する必要がなくなりました。ビューメニューを使用すると、
ユーザは埋め込みダッシュボードでダッシュボード検索条件と選択内容を設定し、任意のビューを保存できま
すが、埋め込み方法 (Visualforce、ページレイアウト、Lightning アプリケーションビルダー、コミュニティビル
ダー) に関係なく、ビューメニューがダッシュボードヘッダーに含まれるようになりました。
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次の点を考慮してください。
• ダッシュボードサイズがメニューを格納するのに十分大きい場合にのみ、ユーザは独自のビューを保存お

よび管理できます。
• 埋め込みダッシュボードのビューメニューを非表示にする唯一の方法は、ダッシュボードヘッダーを非表

示にすることです。
• モバイルアプリケーションのビューメニューでは、参照アクセス権のみが提供されます。ビューを保存ま

たは削除することはできません。
ビューメニューについての詳細は「ダッシュボードのビューの保存」を参照してください。

Spring '18 のグラフの基準とグルーピングのバインド
Spring '18 で作成されたグラフの基準とグルーピングをバインドするには、グラフ JSON の columnMapセクショ
ンを空の columnsプロパティに置き換えます。columnMapセクションでは、各グラフのウィジェットレベル
のプロパティを対応付けるステップの基準またはグルーピングを追跡することで新しいグラフビルダーをサ
ポートできます。

メモ: このタスクは、Spring '18 より前に作成されたグラフでは必要ありません。既存のグラフのウィジェッ
ト JSON には新しい columnMap セクションが含まれていません。

例を見てみましょう。Spring '18 でドーナツグラフを作成し、静的ステップ (MeasuresController_1) の選択
内容に基づいて、基準を動的に設定したいと考えています。

以前のリリースのようにこの動作を実装するには、ステップの基準をバインドします。
"PieByProduct_1": {

"type": "aggregateflex",
"label": "PieByProduct",
"query": {

"measures": [
"{{ cell(MeasuresController_1.selection, 0, \"step_property\").asObject() }}"

],
"groups": [ "Product" ]

},
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"broadcastFacet": true,
"isGlobal": false,
"receiveFacet": true,
"selectMode": "single",
"useGlobal": true,
"visualizationParameters": {

"type": "chart",
"parameters": {

"visualizationType": "pie",

...

},
"options": {}

},
"datasets": [

{
"id": "0FbB00000000q5gKAA",
"label": "Flexy Sales",
"name": "Flexy_Sales",
"Url": "/services/data/v42.0/wave/datasets/0FbB00000000q5gKAA"

}
]

}

グラフが Spring '18 で作成されているため、columnMap セクションをグラフの columns プロパティの空の配
列に置き換える必要もあります。その理由は、クエリを変更すると、一連の項目が columnMapセクションと
異なる可能性が高いためです。columnMapプロパティを空の columns配列に置き換えると、新しいクエリ定
義に基づいて列が再対応付けされます。
デフォルトでは、ドーナツグラフを作成すると、ウィジェット JSON に columnMap セクションが追加されま
す。
"chart_1": {

"type": "chart"
"parameters": {

"step": "PieByProduct_1"
"visualizationType": "pie",
"columnMap": {

"trellis": [],
"dimension": [ "Product" ],
"plots": [ "Sum_Amount" ]

},

…

}
}

メモ: columnMap プロパティの下にあるプロパティは、グラフの種類によって異なります。
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バインドが機能するように columnMap セクションを空の columns 配列に置き換えます。
"chart_1": {

"type": "chart"
"parameters": {

"step": "PieByProduct_1"
"visualizationType": "pie",
"columns" : [],

…

}
}

ダッシュボードデザイナの JSON の変更
ダッシュボード JSON のパラメータが新規追加および変更されました。これは、JSON を最初から作成するユー
ザに影響します。

説明プロパティ

この新しいウィジェットプロパティには、ステップの基準とグルーピングを
特定のグラフプロパティ ([バブルのサイズ] や [セグメント基準] など) に対応付

columnMap

けるプロパティの配列が含まれます。以前は、基準とグルーピングは、リス
トされている順序に基づいてグラフ属性に割り当てられていました。たとえ
ば、バブルチャートの場合、最初の基準が X 軸に表示され、2 番目の基準が Y

軸に表示されていました。今回のリリースでは、グラフの作成時に、各グラ
フプロパティに影響する基準またはグルーピングを明示的に選択できるよう
になりました。これらのウィジェットレベルの詳細は、JSON プロパティで追
跡されます。

メモ:  Spring '18 で作成されたグラフの基準またはグルーピングをバイン
ドするには、columnMap セクションを空の columns プロパティに置き
換える必要があります。詳細は「Spring '18 のグラフの基準とグルーピン
グのバインド」を参照してください。

この新しいプロパティには、グラフに表示されるマーカーの配列が含まれま
す。各マーカーには次のプロパティを使用できます。
backgroundColor

背景色 (16 進数の色コード)

marker

borderColor

境界線の色 (16 進数の色コード)

showDimensions

選択したすべてのディメンションの値を表示します。
dimensions

表示するディメンションのリスト。
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説明プロパティ

showMeasures

選択したすべての基準の値を表示します。
measures

表示する基準のリスト。
defaultShow

デフォルトでマーカーを開いてそのテキストを表示するかどうかを示しま
す。表示するように設定しないと、ダッシュボード閲覧者はテキストを表
示するのにマーカーをクリックする必要があります。

isBlinking

マーカーが閉じているときに点滅するかどうかを示します。
customText

独自のテキストを入力します。各項目を表示ラベルではなくその別名で参
照します。別名は角括弧で囲みます。

このプロパティでは、次の新しい設定がサポートされています。
cumulative

欠損データポイントの場合、前の値を使用して変更がないことを示します。
累積値を表示するグラフ (タイムライングラフや時間複合グラフなど) の場
合、このオプションを使用します。

missingValue

cumulativeUntilLastData

cumulative オプションと似ていますが、最後のデータポイントで線が終了す
る点が異なります。

テキストまたは画像ウィジェットにマウスポインタを置いたときに表示され
るテキスト。ツールチップを使用して、テキストまたは画像にコンテキスト
を追加します。

tooltip  (テキストまたは画
像ウィジェット)

この新しいプロパティでは、次の設定がサポートされています。
showBinLabel

グラフのデータポイントにマウスポインタを置いたときにツールチップを
表示するかどうかを示します。ツールチップには、基準やディメンション
の独自のテキストおよび値を表示できます。

tooltip  (グラフウィジェッ
ト)

showDimensions

選択したすべてのディメンションの値を表示します。
dimensions

表示するディメンションのリスト。
showMeasures

選択したすべての基準の値を表示します。
measures

表示する基準のリスト。
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説明プロパティ

showPercentage

基準を表示する場合、各基準の合計に対するパーセントを表示するかどう
かを示します。

customizeTooltip

独自のテキストを入力します。各項目を表示ラベルではなくその別名で参
照します。別名は角括弧で囲みます。

このプロパティでは、新しいグラフの種類の次の値がサポートされています。visualizationType

• time-bar

• time-combo

次のダッシュボード JSON スニペットには、これらのプロパティの大部分が示されています。
"widgets": {

"text_1": {
"type": "text",
"parameters": {

"text": "Open Opportunities",
"textAlignment": "center",
"textColor": "#091A3E",
"fontSize": 20,
"tooltip": "Let’s win these deals!"

}
},
"chart_1": {

"type": "chart",
"parameters": {

"visualizationType": "time-combo",
"step": "Close_Date_Year_Clos_1",

"missingValue": "cumulative",
"tooltip": {

"showBinLabel": true,
"measures": [

"sum_Amount",
"count"

],
"showPercentage": true,
"showDimensions": true,
"showMeasures": true,
"customizeTooltip": true,
"dimensions": [ "Close_Date_Year~~~Close_Date_Week" ]

},
"markers": [

{
"row": [ "2016~~~04" ],
"measure": "count",
"properties": {

"backgroundColor": "#2EC2BA",
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"borderColor": "#9271E8",
"dimensions": [ "Close_Date_Year~~~Close_Date_Week" ],
"measures": [ "sum_Amount" ],
"showDimensions": true,
"showMeasures": true,
"defaultShow": true,
"isBlinking": true,
"customText": "Nice job!"

}
}

]
}

}
}
…

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。ダッシュボード保存済みビューを使用したり、データ
フロージョブを操作したり、アセットに関する情報を取得したりするための新しいエンドポイントがありま
す。

ダッシュボード保存済みビューの作成および使用
次の新しいエンドポイントにより、開発者はダッシュボード保存済みビューを作成および使用できます。
/wave/dashboards/${dashboardIdOrApiName}/savedviews

ビューのコレクションを取得したり、1 つのビューを作成したりするためのダッシュボード保存済みビュー
エンドポイント。

/wave/dashboards/${dashboardIdOrApiName}/savedviews/initial

初期ビューの情報を取得するためのダッシュボード保存済みビューエンドポイント。
/wave/dashboards/${dashboardIdOrApiName}/savedviews/${viewId}

ダッシュボード保存済みビュー。

データフローの操作
開発者は、次の新しいエンドポイントを使用して、データフローおよびデータフロージョブを操作できます。
/wave/dataflows

データフローのリストを取得します。
/wave/dataflows/${dataflowId}

データフロー情報を取得します。
/wave/dataflowjobs

GET 要求を実行して、データフロージョブのリストを取得します。
request body: {"command": "start", "dataflowId" : "<dataflowId>"} を指定して POST 要求
を実行し、データフロージョブを開始します。

/wave/dataflowjobs/${dataflowjobId}

dataflowJobId パラメータを指定して GET 要求を実行し、データフロージョブの状況を取得します。
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dataflowJobIdパラメータと request body: {"command": "stop"}を指定して PATCH 要求を実行し、デー
タフロージョブを停止します。

/wave/dataflowjobs?dataflowId=<dataflowId>

特定のデータフローのリストを取得します。

アセットに関する情報の取得
次の新しいエンドポイントにより、開発者はレンズやダッシュボードなどのアセットに関する拡張メタデータ
(XMD) 情報を表示できます。
/wave/assets/${assetId}/xmds/asset

レンズやダッシュボードなどのアセットに関連付けられた拡張メタデータ (XMD)。

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、『Analytics REST API 開発者ガイド』を参照してください。

SAQL ドキュメントの強化
SAQL クエリの作成を開始できるようにドキュメントが強化されました。新しいコンテンツとして、典型的な
クエリのビルディングブロックに関して、ステップごとの例と共に詳細な説明が記載されています。

Analytics データインテグレーション: 新しいコネクタとデータフローエディタ
およびデータセットレシピの機能強化
多数の新しいコネクタにより、従来よりも多くのデータに接続できます。生産性が向上するように調整され、
データフローエディタで費やす時間が短縮されました。いっそう多くのユーザがレシピを作成できるようにな
り、機能強化を利用することでレシピを管理しやすくなります。

このセクションの内容:

新しいコネクタと制限の改定による接続可能なデータの増加
Windows Azure や Snowflake などの多数の新しいコネクタや、さまざまな種類の Amazon RDS が追加されまし
た。コネクタを使用して、Web ベースのデータベースサービスに保存されているデータへの接続を作成し
ます。このデータは Analytics によって複製され、データフローやレシピで使用できるようになります。これ
らの新しいコネクタを最大限に活用するために、接続の上限 (20 個) が削除されました。各コネクタは、
Analytics で複製できるオブジェクトの最大数 (50 個) に対してカウントされるようになりました。
データフローエディタの機能強化と時間短縮
データフローエディタでノードの名前を変更したり、Salesforce データの項目属性を上書きしたり、項目の
変更を下流ノードに反映したりできるようになりました。完了したら、データフローエディタから移動す
ることなくデータフローを実行できます。
export 変換を使用した Einstein Discovery へのデータのエクスポート (正式リリース)

export 変換では、データフローで指定したソースノードのデータからデータファイルとスキーマファイルが
作成されます。データフローの実行後、Einstein Discovery ユーザは Einstein Discovery の [データセット] タブでこ
れらのファイルにアクセスできます。
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レシピの機能強化によるデータ準備の詳細な制御
新しい権限では、いっそう多くのユーザがレシピを作成できます。さらに、レシピリストからレシピを実
行およびスケジュールしたり、レシピが基にしているデータセットをすばやく確認したり、複製データセッ
トを短時間で読み込んだりできるようになりました。
データセットのビューの改善
データマネージャでデータセットが見つかりませんか? 最も大きなデータセットや誰も使用していないデー
タセットをデータセットリストからすべて確認したいですか? 検索、並び替え、多くのメタデータ列がデー
タセットリストビューに追加され、必要な情報を一目で確認できます。ユーザの非公開アプリケーション
のデータセットでさえ確認できます。

新しいコネクタと制限の改定による接続可能なデータの増加
Windows Azure や Snowflake などの多数の新しいコネクタや、さまざまな種類の Amazon RDS が追加されました。
コネクタを使用して、Web ベースのデータベースサービスに保存されているデータへの接続を作成します。こ
のデータは Analytics によって複製され、データフローやレシピで使用できるようになります。これらの新しい
コネクタを最大限に活用するために、接続の上限 (20 個) が削除されました。各コネクタは、Analytics で複製で
きるオブジェクトの最大数 (50 個) に対してカウントされるようになりました。

新しいコネクタのリストを次に示します。
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• AWS RDS Aurora MySQL

• AWS RDS Aurora PostgresSQL

• AWS RDS MariaDB

• AWS RDS MySQL

• AWS RDS Oracle

• AWS RDS PostgreSQL

• AWS RDS SQL Server

• Microsoft Azure SQL データベース
• Snowflake Computing

メモ: 新しいコネクタは、Spring '18 リリース時にローリング方式でリリースされます。

データフローエディタの機能強化と時間短縮
データフローエディタでノードの名前を変更したり、Salesforce データの項目属性を上書きしたり、項目の変更
を下流ノードに反映したりできるようになりました。完了したら、データフローエディタから移動することな
くデータフローを実行できます。

ノードの名前変更
データフローエディタで、ノードの名前を他の属性と同じぐらい簡単に変更できるようになりました。ノード
をクリックし、他のすべての属性と共にその名前を変更します。

ノードの名前を変更すると、Analytics によって新しい名前が一意であるかどうかが検証されます。また、連動
する下流ノードの名前も変更されます。
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次に例を示します。次のデータフローでは、Salesforce データを抽出して追加し、項目をスライスして 3 つの
データセットを作成しています。

augment_User ノード (1) の名前を augment_Owner に変更したいとします。以前は、ノードを削除してから新しい
名前で再作成する必要がありました。また、この例の 3 つの sliceDataset (2) のような連動するすべての下流ノー
ドの結合を再確立する必要もありました。これが、ノードをクリックして名前を変更し、保存するだけで済む
ようになりました。

項目の変更の反映
データフローエディタで項目を追加および削除する頻度は相当高いでしょう。下流ノードのこれらの項目は
Analytics によって追加および削除されますが、追加した項目を参照したり、削除した項目の参照を変更したり
するのに、一部のノードを編集することが必要になる場合もあります。この作業の一部が自動的に行われるよ
うになり、作業が簡単になりました。既存のノードの項目を追加または削除すると、下流ノードで必要だと思
われる場所への変更の反映が Analytics によって提案されます。
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このデータフローでは、Salesforce の商談および取引先データを抽出し、商談レコードに取引先レコードを追加
して、Keep モードに設定された sliceDataset ノードで ID 項目を削除しています。

項目を sfdcDigest_Account ノード (1) に追加しても、新しい項目はそのままでは register_Opportunities ノードに到達
しません。各商談行に追加されるように、項目を augment_Opportunities_Accounts ノード (2) の Right Fieldsの
セットに追加する必要があります。slice_Id_Fields ノード (3) が Keep モードに設定されている場合、そこに追加
して途中で削除されないようにする必要もあります。これは反映オプションによって処理されます。複数の追
加やスライスがある、より複雑なデータフローでどれほどの時間を節約できるか、考えてみてください。
では、項目の削除はどうでしょうか? sfdcDigest_Account ノード (1) から項目を削除する場合、下流の augment ノー
ド (2) または sliceDataset ノード (3) でその項目が参照されていると、データフローが失敗する可能性があります。
これも反映オプションによって処理されます。Right Key または Right Field として項目が参照される
augment ノードと sliceDataset ノードから項目が削除されます。
次のノード種別の項目を追加または削除する場合に反映オプションが表示されます。
• sfdcDigest

• digest

• augment
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• computeExpression

• computeRelative

• sliceDataset

メモ: データフローから項目を削除すると、その項目を参照する下流の computeExpression または computeRelative

ノードの項目が Analytics によって削除されないことに注意してください。

sfdcDigest ノードの項目属性の上書き
sfdcDigest ノードで抽出された Salesforce 項目の属性を上書きできるようになりました。データフローエディタ内
でデータ型、デフォルト値、精度などの属性を変更します。これらの変更を行うのにデータフロー定義ファイ
ルを手動で編集する必要はもうありません。
デフォルトでは、Salesforce で項目に設定された属性が Analytics で使用されますが、これらはデータセットで必
要な属性とは限りません。データフローの例をもう一度見て、これらの属性の上書きがどのように役立つのか
を確認しましょう。

このデータフローでは、sfdcDigest_Account ノード (1) で AccountSource 項目を抽出します。この項目に多くの欠損
値があり、そのデフォルト値を Other に置き換えたいと考えています。ノードをクリックして編集すると、
sfdcDigest ノードの選択した項目がボックスではなくリストに表示されるようになっていることがわかります。

283

Einstein Analytics: 学習体験、対話形式の探索、Einstein
データインサイト

Salesforce Spring '18 リリースノート



項目の属性を上書きするには、その横にある をクリックします。変更を行い、[保存]をクリックして完了
です。
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また、データフローでは、sfdcDigest_Opportunity ノードで Amount 項目を抽出します。Salesforce ではこの項目は
小数点以下 2 桁に設定されていますが、データセットでは小数点を表示しないで見やすくしたいと考えていま
す。ノードを編集して項目のスケールを 0 に設定するだけで作業は完了です。

メモ: 項目の type 属性を Text 以外に変更すると、データフローでエラーが発生するか、データセットに予
期しない値が表示される可能性があります。たとえば、テキスト項目を数値項目に変更した場合、デー
タフローを更新しようとすると、エラーが表示されます。

データフローエディタからのデータフローの実行
データフローを変更したら、各変更の後にデータフローを実行してテストします。ただし、今まではデータフ
ローを実行するたびにデータフローエディタから [データフローとレシピ] タブに移動する必要がありました。
それが変わりました。エディタでデータフローを更新したら、その場ですぐに実行できるようになりました。

データフローがキューに入り、エディタに戻って作業するオプションとデータ監視に移動して進行状況を確認
するオプションが表示されます。

export 変換を使用した Einstein Discovery へのデータのエクスポート (正式リリース)

export 変換では、データフローで指定したソースノードのデータからデータファイルとスキーマファイルが作
成されます。データフローの実行後、Einstein Discovery ユーザは Einstein Discovery の [データセット] タブでこれら
のファイルにアクセスできます。
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export ノードは、データフローエディタのエクスポートボタンを使用して追加することも、JSON データフロー
定義で手動で追加することもできます。

次に例を示します。データフローに sfdcDigest ノードと ExtractOpportunities が含まれており、商談オブ
ジェクトからすべての項目を抽出するとします。このデータを Einstein Discovery で使用できるようにするには、
ソースノードと EinsteinDiscovery のターゲットを指定する export ノードをデータフローに追加します。
ユーザ ID を指定することにより、Einstein Discovery のデータにアクセスできるユーザが決まります。

データフロー JSON の export ノードデータフローエディタの export ノード

"ExportOpportunities": {
"action": "export",
"parameters": {
"source": "sfdcDigest_Opportunities",
"target": "EinsteinDiscovery",
"userId": "005R0000000IUBIIA4"

}
}

メモ:  export 変換は、以前までベータ機能として使用できました。今回のリリースから、Einstein Discovery

が有効になっている Salesforce 組織で、正式に使用できるようになりました。

レシピの機能強化によるデータ準備の詳細な制御
新しい権限では、いっそう多くのユーザがレシピを作成できます。さらに、レシピリストからレシピを実行お
よびスケジュールしたり、レシピが基にしているデータセットをすばやく確認したり、複製データセットを短
時間で読み込んだりできるようになりました。
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レシピを作成できるユーザの増加
レシピは誰もが使用したいと思うほど優れています。これまで、レシピを操作するには「Analytics データフロー
の編集」権限が必要でしたが、これは誰にでも付与できる権限ではありません。そのため、新しいユーザ権限
「データセットレシピの編集」が導入されました。この権限では、ユーザに触れてほしくない要素 (データフ
ローや複製など) へのアクセスを制限しながら、レシピの作成と編集をユーザに許可できます。
「データセットレシピの編集」権限のあるユーザは「Analytics データフローの編集」ユーザと同じようにデー
タマネージャにアクセスできますが、次の領域にはアクセスできません。
• [監視] タブのデータフロービュー
• [データフローとレシピ] タブの [データフロー] サブタブ
• [データセット] タブの [複製データセット] サブタブ
• [設定] タブ
「データセットレシピの編集」権限の目的は、個人的な用途でレシピにアクセスできるようにすることである
ため、ユーザはレシピを非公開アプリケーションにのみ保存できます。セキュリティ上の理由で、この権限で
は既存の組織のセキュリティ述語を編集したり、セキュリティ述語が含まれるデータセットに基づいてレシピ
をスケジュール実行およびスケジュールしたりできません。「Analytics データフローの編集」以上の権限を持
つユーザのみがこれらのデータセットを実行できます。

レシピリストからのレシピの実行およびスケジュール
データマネージャのレシピリストの右側にあるアクションメニューからレシピを実行およびスケジュールでき
るようになりました。以前は、実行およびスケジュールオプションに移動するにはレシピを開いて更新する必
要があり、管理するレシピのリストが長いと時間がかかっていました。

メモ: アクションメニューから、最終更新バージョンのレシピを実行またはスケジュールできます。編集
および保存したレシピは、ここで実行またはスケジュールする前に更新しておく必要があります。レシ
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ピを実行したことがない場合、実行およびスケジュールオプションはアクションメニューで使用できま
せん。

レシピが基にしているデータセットの確認
先月レシピから作成した商談データセットはやや古くなっているようです。レシピに戻って実行し、データを
更新しても、データセットは古いままです。レシピの作成時に使用したソースデータセットを更新する必要が
あるようです。でもちょっと待ってください。ソースデータセットが何なのかまったくわかりません。落ち着
いてください。ここで説明します。データセットを表示するボタンがレシピページに追加されました。

レシピが基にしているデータセットまたは複製を確認するには、[レシピメタデータを表示]ボタンをクリック
します (1)。ベースデータセット名がレシピの上部に表示されます (2)。これで、更新する必要のあるデータセッ
トがわかります。
レシピのベースデータセットを把握することは、他のシナリオでも役立ちます。たとえば、新しい項目を追加
したり、検索条件を変更したり、完全抽出を実行したりするために、どのデータセットにアクセスするのかを
把握する場合などです。

レシピへの複製データの読み込み時間の短縮
パフォーマンス向上のために、Analytics によるレシピへの複製データの読み込み方法が変更されました。10,000

行を超える複製データセットを操作する場合、Analytics は 10,000 行のサンプルをレシピに読み込みます。通常
どおりにレシピでデータを準備できますが、列のプロファイルにサンプルサイズを変更するオプションは表示
されません。

データセットのビューの改善
データマネージャでデータセットが見つかりませんか? 最も大きなデータセットや誰も使用していないデータ
セットをデータセットリストからすべて確認したいですか? 検索、並び替え、多くのメタデータ列がデータセッ
トリストビューに追加され、必要な情報を一目で確認できます。ユーザの非公開アプリケーションのデータ
セットでさえ確認できます。
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検索ボックス (1) で名前の入力を開始すると、一致するデータセットが表示されます。列ヘッダー (2) をクリッ
クして、その列で並び替えます。データセットの作成者、作成日時、行数、最終クエリ日時が表示されます。
「Analytics の管理」権限がある場合、ユーザの非公開アプリケーションのデータセットもここにリストされま
す。そのため、すべてのデータを死蔵してしまっているユーザがわかるようになりました。

メモ: 並び替えは、APP 列を除いたすべての列で機能します。

検索や並び替えは、複製データセットでも使用できます。

Analytics 事前作成済みアプリケーション: 新しいダッシュボード、詳細なデー
タ分析、容易な設定とカスタマイズ

ユーザ権限

Analytics アプリケーショ
ンを使用する
• 「Analytics テンプレー

トアプリケーションを
使用」

• アプリケーションごと
に指定する追加の権限

Analytics アプリケーショ
ンを作成および管理する
• 「Analytics テンプレー

トアプリケーションを
管理」

• 「Analytics データフ
ローを編集」

事前作成済み Analytics アプリケーションの最新の機能強化により、従来に比べて
簡単に Salesforce データから貴重なインサイトを取得できるようになりました。
新しいダッシュボードと高度なカスタマイズ機能を使用すれば、どのような分
析対象 (フィールドサービス、セールス、サービスビジネス) であっても、デー
タに深くドリルインできます。

このセクションの内容:

Field Service Analytics による適切なサービスの適時提供
サービスマネージャ用と技術者用の新しいダッシュボードを使用すれば、
チーム全体で顧客とのやりとりを常に把握して、優れたサービスを提供でき
ます。Service Analytics アプリケーションにバンドルされている Field Service Analytics

では、マネージャや技術者がジャストインタイム分析を実行して、フィール
ドサービス予定の結果を最適化できます。直感的な視覚化により、データを
明確に把握して、各サービスのやりとりの結果を最適化できます。
Sales Analytics による営業チームのパフォーマンスの向上
新しいダッシュボードでは、多数のデータ、信頼性の高いアプリケーショ
ン、簡単なダッシュボードの埋め込みがサポートされています。また、詳細
なヘルプによって、アプリケーションの効果や使いやすさが向上します。
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合理化された Service Analytics ウィザードによる任意のアプリケーションの精密な作成
新しいウィザードでは、作成するアプリケーション (基本バージョンとカスタムバージョン) を選択できま
す。これにより、シンプルで予測可能なアプリケーションを作成できます。Service Analytics では、アクショ
ンにつながる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。

Field Service Analytics による適切なサービスの適時提供

ユーザ権限

Field Service Analytics アプ
リケーションを使用する
• 「Service Cloud

Analytics テンプレート
およびアプリケーショ
ンへのアクセス」

サービスマネージャ用と技術者用の新しいダッシュボードを使用すれば、チー
ム全体で顧客とのやりとりを常に把握して、優れたサービスを提供できます。
Service Analytics アプリケーションにバンドルされている Field Service Analytics では、
マネージャや技術者がジャストインタイム分析を実行して、フィールドサービ
ス予定の結果を最適化できます。直感的な視覚化により、データを明確に把握
して、各サービスのやりとりの結果を最適化できます。
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サービスマネージャや技術者がワークロードを常に把握して、顧客の期待を超えるパーソナライズされたカス
タマーサービスを提供できるようにするため、ダッシュボードが追加されました。
• Work Order Backlog。サービスマネージャは、バックログに関するインサイトを即座に取得して、適切なリ

ソースを、適切なケースに、適切なタイミングで提供できます。進行中の作業の状況をすべて参照して、
優先度や必要なスキルに応じて技術者を割り当てることができます。また、顧客の要求を常に満たせるよ
うに、リソースの不足を予測および管理することもできます。

• My Performance。サービス技術者は、1 つのダッシュボードでワークロード全体を確認できます。種別や商
品ごとに作業指示の状況と優先度がすべて表示されます。各指示の CSAT 評価に対するインサイトを即座に
取得したり、初回修理率を参照したりできます。また、チームの SLA 違反率と自分の SLA 違反率を比較する
こともできます。

Field Service Analytics を使用するには、組織で Field Service Lightning を有効にする必要があります。アプリケーショ
ンの作成は簡単です。Analytics Studio で、Field Service Analytics テンプレートを選択し、[作成]をクリックします。
Analytics によって残りの作業が行われ、Field Service Lightning データに基づいてダッシュボードが作成されます。

Sales Analytics による営業チームのパフォーマンスの向上

ユーザ権限

Sales Analytics アプリケー
ションを使用する
• 「Sales Cloud Analytics

テンプレートおよびア
プリケーションへのア
クセス」

新しいダッシュボードでは、多数のデータ、信頼性の高いアプリケーション、
簡単なダッシュボードの埋め込みがサポートされています。また、詳細なヘル
プによって、アプリケーションの効果や使いやすさが向上します。
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Sales Analytics の各バージョンには、データをスマートなセールスに変換する機能が組み込まれており、競争を
勝ち抜くツールをチームに提供します。新機能を次に示します。
• Accounts ダッシュボード。取引先マネージャは、取引先のアクティビティ (商談、活動、ケースなど) を監

視できます。
• Sales Rep Home ダッシュボード。この新しいダッシュボードは、Lightning ホームページに最適化されてお

り、営業担当が Salesforce にログインすると、直ちに各自の KPI が表示されます。これで、コードを一切記述
せずに、ユーザインターフェースを使用して Lightning ホームページに追加できます。

• 取引先階層のサポート。Salesforce のこの標準機能に関するレポートを作成できるようになりました。取引
先 KPI で取引先階層がどのように積み上げ集計されるのかがわかります。

• 組織の互換チェックの改善。アプリケーションの作成前にウィザードで組織のデータがチェックされると
きに、詳細な情報を取得できます。アプリケーションを作成できるようにするために組織に何を追加して
何を修正すべきなのかが記載された特定のガイダンスに従います。

• ダッシュボードの埋め込みの簡易化。コードを記述するのではなくクリックすることで、(Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方の) 取引先ページレイアウトと商談ページレイアウトに直接、営業担当の Account

Summary ダッシュボードおよび Opportunity Summary ダッシュボードを埋め込むことができます。
• ダッシュボードの詳細なヘルプ。各ダッシュボードに関する詳細 (KPI の背後にある計算やダッシュボード

をパーソナライズするためのウィザードの使用方法など) が表示されます。
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以上に加えて、トレンド分析ダッシュボードのカスタム金額項目や検索条件をダッシュボードにドラッグする
機能 (コードは不要) がサポートされており、Sales Analytics はいっそう強力に、そしてカスタマイズしやすくな
りました。

合理化された Service Analytics ウィザードによる任意のアプリケーションの精密な作成

ユーザ権限

Service Analytics アプリ
ケーションを使用する
• 「Service Cloud

Analytics テンプレート
およびアプリケーショ
ンへのアクセス」

新しいウィザードでは、作成するアプリケーション (基本バージョンとカスタム
バージョン) を選択できます。これにより、シンプルで予測可能なアプリケー
ションを作成できます。Service Analytics では、アクションにつながるインサイト
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。

[基本] 作成オプションでは、数回クリックするだけで、デフォルト設定を使用してアプリケーションを作成で
きます。[カスタム] 作成オプションを選択すると、データや機能をアプリケーションに追加できます。次に、
サービスビジネスを追跡する方法やデータの表示方法に関する詳細な質問に回答します。
任意で追加できるアプリケーションおよびオブジェクトを作成するために必要な組織のデータが、ウィザード
によってチェックされます。アプリケーションで正確に表示されるように、項目レベルセキュリティや会計設
定もチェックされます。ウィザードのエラーメッセージは、エラーの修正に役立ちます。ページ単位でリンク
されているヘルプでは、ウィザードの設定を選択するための詳細な指示が提供されます。
今すぐアプリケーションの使用を開始しましょう。
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Einstein Discovery: Einstein データインサイト (パイロット)、Analytics データアク
セス
Einstein データインサイト (パイロット) を導入し、スマートなレポートを手に入れましょう。Einstein は、レポー
トデータをわかりやすく分析し、実行可能で洞察に富んだ情報を明示します。さらに、従来よりも簡単に、よ
り多くのデータにアクセスできます。Einstein Discovery では、Analytics データのシームレスな使用が実現します。
また、UTF-8 文字コードを使用する言語のデータをアップロードおよび分析することもできます。

このセクションの内容:

Einstein データインサイト: Einstein がレポートデータについて教えてくれること(パイロット)

レポートにはデータが表示されますが、データは何を意味しているのでしょうか? もう疑問に思う必要はあ
りません。Einstein データインサイトを導入し、スマートなレポートを手に入れましょう。Einstein ではレポー
トデータが分析されて、要点、比較、およびトレンドが、洞察に満ちたグラフと総計値でまとめられます。
ワンクリックでデータサイエンスを実現します。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および
Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。
Analytics データフローからの Einstein Discovery データセットの作成
Einstein Analytics データフローを使用し、Salesforce オブジェクト、複製オブジェクト、または既存のデータ
セットのデータに基づいて Einstein Discovery データセットを作成できます。
Einstein Discovery での UTF-8 文字セットの使用
Einstein Discovery で、UTF-8 文字コードが含まれるデータがサポートされるようになりました。UTF-8 文字コー
ドを使用する言語 (アラビア語、ロシア語、ヘブライ語など) のデータをアップロードおよび分析できます。
Salesforce オブジェクトでの Einstein Discovery のおすすめの表示 (パイロット)

Salesforce オブジェクトへの Einstein Discovery のおすすめのインポートに対するネイティブサポートは、パイ
ロット運用されています。以前は、管理パッケージをインストールして Writeback 機能を有効にする必要が
ありました。

Einstein データインサイト: Einstein がレポートデータについて教えてくれること(パイロット)

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
EditionDeveloper Edition で
も使用可能。

レポートにはデータが表示されますが、データは何を意味しているのでしょう
か? もう疑問に思う必要はありません。Einstein データインサイトを導入し、ス
マートなレポートを手に入れましょう。Einstein ではレポートデータが分析され
て、要点、比較、およびトレンドが、洞察に満ちたグラフと総計値でまとめら
れます。ワンクリックでデータサイエンスを実現します。この機能は、Lightning

Experience、Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーションのすべてのバージョ
ンで使用できます。

メモ:  Einstein データインサイトは、特定の契約条件への同意が必要なパイ
ロットプログラムを通じて一部のお客様に提供されています。このプログ
ラムに参加する方法については、Salesforce にお問い合わせください。パイ
ロットプ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。
Einstein データインサイトは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、
または公式声明で発表しない限り、正式リリースされません。特定期間内
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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。

次のような仕組みになっています。
まず、レポートを実行します。次に、分析を開始するには、[Einstein データインサイト] をクリックします。
レポートに含まれるすべてのデータは Einstein によって分析されますが、レポートに含まれないデータは分析
されないため、関心があるものをすべて確実に含めてようにしてください。すべての商談を返すレポートを作
成すると、Einstein ではすべての商談が分析されます。進行中の商談を返さないようにレポートを絞り込むと、
Einstein では進行中の商談が分析されません。
Einstein ですべての商談が分析されると説明しましたが、それは最大 500,000 個の商談と 25 個の列を意味しま
す。Einstein によって分析されるのは、レポートに表示される 2,000 件のレコードだけではありません。Einstein

での各分析には多くのレコードが含まれるため、表示されるインサイトは正確で実用的であり、感嘆に値しま
す。
Einstein はユーザに代わって分析の面倒な作業を実行します。ユーザはレポートデータをまとめたり、集計した
り、グラフを作成したりする必要はありません(ユーザが望む場合は自ら行うことも可能です)。Einstein はレポー
トデータを分析しながらこれらを実行し、要点をまとめます。
標準の商談パイプラインレポートについて、Einstein が何を伝えてくるのかを確認してみましょう。

上位インサイトは [リードソースがパートナーである場合の次のステップ]についてユーザの関心を引きます。
これは、すべての商談のうちリードソースがパートナーである場合の割合 (57.3%) を、次のステップが電話の
ときにリードソースがパートナーである場合の割合 (40.6%) と比較しています。割合が著しく低くなっている
ようです。ブレインストーミングを行って、電話で今よりも多くのパートナーソースの商談を行う方法を考え
ましょう。これでいっそう多くの商談を成立させることができます。
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レポートの数値列について、Einstein に聞くこともできます。金額に関する分析は次のようになります。Einstein

は、その他の項目から導き出した条件に基づいて、金額がどのように変化するのかを調べます。Einstein はグ
ループ化と再グループ化、集計と再集計を再度行いますが、レコード件数ではなく平均金額に焦点を絞りま
す。

種別が新規ビジネス、リードソースが口コミであるとき、平均金額は $55,000 高くなるようです。おそらく、
商品とサービスについてソーシャルメディアで宣伝してもらえるよう、顧客に働きかけるべきなのでしょう。
あなたはどう思いますか? レポートデータについて、Einstein はあなたに何を伝えましたか?

Analytics データフローからの Einstein Discovery データセットの作成
Einstein Analytics データフローを使用し、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
トのデータに基づいて Einstein Discovery データセットを作成できます。
詳細は、「export 変換を使用した Einstein Discovery へのデータのエクスポート (正式リリース)」を参照してくだ
さい。

Einstein Discovery での UTF-8 文字セットの使用
Einstein Discovery で、UTF-8 文字コードが含まれるデータがサポートされるようになりました。UTF-8 文字コード
を使用する言語 (アラビア語、ロシア語、ヘブライ語など) のデータをアップロードおよび分析できます。
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Salesforce オブジェクトでの Einstein Discovery のおすすめの表示 (パイロット)

Salesforce オブジェクトへの Einstein Discovery のおすすめのインポートに対するネイティブサポートは、パイロッ
ト運用されています。以前は、管理パッケージをインストールして Writeback 機能を有効にする必要がありまし
た。

コミュニティ: Distributed Marketing、1 対 1 ジャーニー、新しいサ
ポートコンポーネント

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

コミュニティは、すぐれた機能が多く追加され、ますます使いやすくなります。
Community Cloud と Marketing Cloud のインテグレーションが 2 つの新しい機能によっ
て向上しました。パートナーは Distributed Marketing を利用できるようになり、新
しいプログラムのマーケティングを実行するときに、事前設定されたカスタマ
イズ可能なキャンペーンを使用できます。Lightning コミュニティでは、パーソナ
ライズされたメールジャーニーを使用して、コミュニティメンバーのオンボー
ディングや関係の育成を行うことができます。また、カスタマーコミュニティ
にもすばらしい機能が追加されました。【カスタマーサポートへの連絡】フォー
ムコンポーネントとケースデフレクションコンポーネントを同時に使用して、
ケースの申請前に問題に対するソリューションを見つけられるように顧客をサポートできます。

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 Lightning 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。
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このセクションの内容:

Einstein Answers を使用して AI の力をコミュニティに加える (パイロット)

答えを求めてコミュニティにやってきた顧客は、問題をすばやく解決できるよう正確な結果を望みます。
Einstein Answers が役に立ちます。コミュニティメンバーが質問をすると、Einstein Answers はコミュニティ内
の記事と過去のディスカッションを調べます。コミュニティのデータを取捨選択した後、Einstein Answers コ
ミュニティメンバーの質問に対する回答を提案します。最優秀回答者として知られるパワーユーザが、提
案された回答をレビューして評価し、適切な回答をコミュニティに投稿します。
Journey Builder を使用したコミュニティのメンバーへのマーケティング (正式リリース)

お待たせしました! Winter '18 でベータ機能として導入された Community Cloud インテグレーションと Marketing

Cloud インテグレーションが正式リリースされました。Journey Builder では、メール、モバイル、広告、およ
び Web にまたがるカスタマージャーニーを作成できます。Community Cloud インテグレーションを使用する
と、コミュニティおよびマーケティングのマネージャは、コミュニティメンバーをリッチなカスタマー
ジャーニーに乗せて、エンゲージメントを促進し、コミュニティでの活動を推進できます。この機能を使
用するには、Community Cloud ライセンスと Marketing Cloud ライセンスの両方が必要です。
Lightning コミュニティ: 新しいサポートコンポーネント、より詳細な利用者定義、合理化されたテーマ環境
ケース発生の回避、コンポーネントレベルでの利用者の設定、テーマによるコミュニティのカスタマイズ
の高速化、コミュニティへの外部 CMS の接続、および他の多くの改善によりコミュニティの機能を強化し
ます。
セキュリティ: 容易な無効化およびログイン要件の厳格化
Salesforce はお客様のコミュニティ環境をできる限り安全かつ保護されたものにしたいと考えています。結
局のところ、信頼が Salesforce の最優先事項です。このため、外部ユーザが自身のアカウントを容易に無効
化できるようにしました。
操作性の改善: 取引先ロールの最適化、言語設定、CDN、その他
このリリースで行われた、操作性の大きな改善をぜひご確認ください。取引先ロールの最適化は、カスタ
マーコミュニティ取引先とパートナーコミュニティ取引先で使用するロール数を最小限に抑えるのに役立
ちます。また、言語設定をコミュニティビルダーに移動しました。言語設定が見つかりやすく、使いやす
いものになりました。SEO の機能強化によって、顧客と検索エンジンは求める情報と回答をすばやく検索で
きます。また、ユーザをコミュニティ管理ではなくワークスペースに最初に送り込みます。これにより、
ユーザはコミュニティを管理する新しい機能にすぐにアクセスできます。
Lightning コミュニティの Chatter: モバイルでのリッチコンテンツエディタ、グループへのメンションに関す
る通知、リンクを使用した共有
モバイルフィードにスタイルを追加します。グループがメンションされたときにアプリケーション内通知
を取得します。投稿へのリンクを共有します。回答者に最もふさわしいユーザに質問を配信し、無比の専
門知識が活用されやすくします。
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パートナーコミュニティ: カレンダー、スコアカード、キャンペーンマーケットプレイス、さらに多くのガ
イド付き設定
キャンペーンマーケットプレイスでは、チャネルマーケット担当者は、パートナーがサプライヤの商品や
サービスの需要を喚起できるように、事前承認済みのマーケティングキャンペーンをパートナーと共有で
きます。パートナースコアカードは、チャネル取引先マネージャが一連の KPI に対して取引先のパフォーマ
ンスを追跡するのに役立ちます。パートナーとベンダーはカレンダーを使用して行動の追跡と共有ができ
ます。また、新しいガイド付き設定を使用して、システム管理者はチャネルプログラムとスコアカード、
キャンペーンマーケットプレイス、およびインテリジェントセールスイネーブルメントを容易に設定でき
ます。
新しいガイド付き設定: チャネルプログラム、キャンペーンマーケットプレイス、インテリジェントセール
スイネーブルメント
新しいガイド付き設定を使用すると、チャネルプログラムがさらに前進します。インテリジェントセール
スイネーブルメントのための、チャネルプログラムとスコアカードの設定、キャンペーンマーケットプレ
イスの作成、およびファイルとライブラリの設定について説明します。コミュニティアプリケーション拡
張のキュレーションされたリストにアクセスし、パートナーコミュニティ向けのさらに多くのソリューショ
ンを見つけることもできます。コミュニティワークスペースからガイド付き設定にアクセスするには、パー
トナーライセンスが必要です。
コミュニティ分析: ケースデフレクションおよびセンチメント分析のダッシュボード
2 つの新しいダッシュボードでは、コミュニティがケースの発生をどのくらい適切に防止しているのかを確
認し、コミュニティの全体的なセンチメントを把握することができます。これらのダッシュボードは、こ
のリリース後すぐに入手できる AppExchange の Spring '18 コミュニティ管理パッケージで利用できます。
Lightning コミュニティのファイル: タイルを使用したライブラリの移動、標準ユーザにアセットの作成を許
可、Quip を使用したコラボレーション
Lightning コミュニティのファイルに関する更新および新機能により、ファイルとライブラリの作業が容易
になります。新しいタイルベースのライブラリおよびファイル環境によって、ライブラリの移動と、必要
なファイルとフォルダへのアクセスが容易になります。最近のアセットファイルにすばやくアクセスした
り、アセットの作成を標準ユーザに許可したり、認証されていないユーザがアクセスできるアセットファ
イルの作成手段を顧客に提供したりできます。外出中にファイルをプレビューする方法をチームに提供し
たり、統合検索を使用して検索を行ったりします。Quip インテグレーションは、コラボレーションのまっ
たく新しい世界を開きます。
コミュニティのその他の変更
コミュニティのユーザエクスペリエンスを向上させる小規模な変更について説明します。

Einstein Answers を使用して AI の力をコミュニティに加える (パイロッ
ト)
答えを求めてコミュニティにやってきた顧客は、問題をすばやく解決できるよう正確な結果を望みます。Einstein

Answers が役に立ちます。コミュニティメンバーが質問をすると、Einstein Answers はコミュニティ内の記事と過
去のディスカッションを調べます。コミュニティのデータを取捨選択した後、Einstein Answers コミュニティメ
ンバーの質問に対する回答を提案します。最優秀回答者として知られるパワーユーザが、提案された回答をレ
ビューして評価し、適切な回答をコミュニティに投稿します。

299

Einstein Answers を使用して AI の力をコミュニティに加
える (パイロット)

Salesforce Spring '18 リリースノート



重要:  Einstein Answers 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。Einstein Answers は、Salesforce がドキュメント、プ
レスリリース、または公式声明で発表しない限り、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。

他の新機能が Einstein Answers と連携し、可能な限り最も応答性の高い Q&A 環境がコミュニティに提供されます。
たとえば、上位 5 個の質問では、多くのエンゲージメントを含むトピックの質問が、回答者として最も適格な
ユーザに送信されます。いいね! とプラス投票の組み合わせによってエンゲージメントが正確に測定されます。
評価、フィードバック、提案された回答の投稿、およびエンドユーザの行動など、Einstein Answers により収集
されたすべてのデータを使用して、将来的に顧客が質問をしたときに提案される回答が改善されます。Einstein

Answers は使用すればするほどスマートになります。
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Journey Builder を使用したコミュニティのメンバーへのマーケティン
グ (正式リリース)
お待たせしました! Winter '18 でベータ機能として導入された Community Cloud インテグレーションと Marketing Cloud

インテグレーションが正式リリースされました。Journey Builder では、メール、モバイル、広告、および Web に
またがるカスタマージャーニーを作成できます。Community Cloud インテグレーションを使用すると、コミュニ
ティおよびマーケティングのマネージャは、コミュニティメンバーをリッチなカスタマージャーニーに乗せ
て、エンゲージメントを促進し、コミュニティでの活動を推進できます。この機能を使用するには、Community

Cloud ライセンスと Marketing Cloud ライセンスの両方が必要です。
たとえば、新しいメンバーがコミュニティに参加したときにそのメンバーとつながりたいと考えるとします。
パーソナライズされたメールを新しいメンバーに自動的に送信するメールジャーニーを作成できます。画像の
アップロード方法や、コミュニティ環境を最大限活用する方法についての情報を含めます。役に立つメールは
メンバーの維持と参加を促進します。
パーソナライズしたジャーニーをイベントでトリガしたり、特定の利用者を選択したりします。
次のイベントがあります。
• コミュニティメンバーへの新規加入
• ケースの作成
• Chatter グループメンバーへの新規加入 (Spring '18 の新機能)

• Chatter 投稿の新規作成
• トピックに関する新規質問、または投稿に関する新規トピック (Spring '18 の新機能)

利用者には次が含まれます。
• 最高の評価ポイント数を持つメンバー
• 同じ Chatter グループに属するメンバー
• 過去の指定された日数に寄稿がないメンバー
• コミュニティイベントに登録したメンバー
使用を開始するには、2 つのクラウドが連携できるように Marketing Cloud Connect を設定していることを確認し
ます。メールとジャーニーの作成および操作は Marketing Cloud で行います。

Lightning コミュニティ: 新しいサポートコンポーネント、より詳細な
利用者定義、合理化されたテーマ環境
ケース発生の回避、コンポーネントレベルでの利用者の設定、テーマによるコミュニティのカスタマイズの高
速化、コミュニティへの外部 CMS の接続、および他の多くの改善によりコミュニティの機能を強化します。
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このセクションの内容:

Lightning コミュニティの更新
Lightning コミュニティを改良しました。これには、コンポーネントレベルでの利用者ドロップダウンメ
ニューと、一部のコンポーネントの改善されたパフォーマンスが含まれます。Lightning コミュニティテン
プレートに対する機能の改善は、すべて Spring '18 バージョンで行われますので、乗り遅れないようにしま
しょう。
コミュニティの迅速な構築とブランド設定
すべてのビジュアル設定コントロールを 1 つの場所に配置した、合理化された新しいテーマ管理環境によ
り、コミュニティの外観を迅速にカスタマイズできるようになりました。コミュニティを設定する時間が
短くなり、顧客をサポートする時間が長くなります。新しいページレイアウトが必要ですか? ページレイア
ウトとページバリエーションをすばやく安全に変更し、サイトを更新します。この機能は、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。
ページの基礎となるテーマレイアウトをすばやく表示
テーマレイアウトに関連付けられているページ数とページを 1 クリックで瞬時に把握します。
CMS Connect (JSON) 接続およびコンテンツの作成や管理を簡素化
JSON 接続によりフィードされる、外部ソースのコンテンツを容易に定義して表示します。ワークスペース
内で CMS Connect (JSON) の汎用性が高まり、対応付け可能になりました。最大で 5 個の JSON 接続タイプを定
義し、それぞれに最大 10 個のリストと 1 つの項目を対応付けます。このコンポーネントは、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。
CMS Connect の JSON 接続での指定ログイン情報の使用 (ベータ)

JSON 接続で指定ログイン情報を使用して、Sitecore、Drupal、Wordpress などの外部システムからコミュニティ
に安全なコンテンツを取り込みます。このコンポーネントは、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。
コミュニティのカレンダーを使用した行動の追跡
Lightning コミュニティから Salesforce カレンダーにアクセスし、自分のカレンダーを他のユーザと共有しま
す。新しいカレンダーコンポーネントを使用して、自分の行動や他のユーザのカレンダーをデスクトップ
またはモバイルデバイス上でコミュニティから直接参照します。カレンダーを設定し、デフォルトでサイ
ドパネルに詳細を表示したり、詳細を非表示にしたりできます。また「私の行動」カレンダーを他のチー
ムメンバーと共有したり、他のチームメンバーのカレンダーを自分のビューに追加したりできます。
アンケートコンポーネントを使用したコミュニティからのフィードバックの収集
コミュニティメンバーはビジネスで重要な役割を担い、貴重な意見を持っています。Salesforce アンケート
を使用すると、カスタマイズしたアンケートを作成し、顧客から重要なデータを収集できます。アンケー
トコンポーネントを使用してカスタムアンケートをコミュニティテンプレートに組み込むことで、コミュ
ニティの豊富な知識と経験を活用します。このコンポーネントは、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。
2 つの新コンポーネントで顧客の回答検索をサポートし、ケースを回避
商品に問題が発生して解決策がすぐに見つけられないと、顧客は大きなストレスを感じます。顧客の満足
を維持し、顧客に必要なものがすぐに見つかるようサポートします。顧客が【カスタマーサポートへの連
絡】フォームでケースを作成すると、潜在的な解決策、たとえば、記事や以前のコミュニティディスカッ
ションがケースデフレクションに表示されます。コンテンツをクリックすると、顧客はフォームを破棄す
るように決定することができます。問題が解決しない場合、顧客はケースの作成を続行できます。これら
のコンポーネントは、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。

302

Lightning コミュニティ: 新しいサポートコンポーネント、
より詳細な利用者定義、合理化されたテーマ環境

Salesforce Spring '18 リリースノート



コミュニティメンバーの Snap-in チャットに取引先責任者情報を入力
コミュニティメンバーとサポートエージェントとのチャットを高速化するのに役立ちます。コミュニティ
メンバーがチャットを要求したときに、事前チャットフォームにコミュニティメンバーの名前とメールが
自動的に入力されるよう設定できます (ただし、コミュニティメンバーがログインしている場合に限る)。
Snap-in チャットコンポーネントを使用すると、コミュニティメンバーはサポートエージェントとのライブ
Web チャットを開始できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
ナビゲーショントピックを使用してコミュニティのコンテンツを最大 8 レベル構成に
ナビゲーショントピックは、メンバーのためにコミュニティのコンテンツを整理できる、すばらしいツー
ルです。これまで、コンテンツは最大 3 レベル構成 (親、子、孫トピック) までしか持てませんでした。こ
れが現在は最大 8 レベルに引き上げられたため、満足いくまで整理することができます。ユーザの実際の
商品カタログにコミュニティのトピック階層を一致させることがきわめて簡単になり、3 レベルよりも深く
掘り下げることができます。
ページコンポーネントへの利用者の割り当て
ユーザは、ほぼすべての利用者の条件を、ページの個々のコンポーネントに割り当てられるようになりま
した。これにより、適切なコンテンツを適切なメンバーに表示することが大幅に容易になります。
CRM 項目を使用した利用者のターゲティング
[ユーザ] 利用者条件を強力にしました。CRM オブジェクト (取引先責任者、取引先など) への経路を選択し、
ページ、ブランドセット、およびコンポーネントに適用できる利用者の条件を作成します。最大 4 レベル
までドリルインし、必要な項目にアクセスします。これで、非常に高い精度で利用者をターゲティングで
きます。
さらに多くのコンポーネントをさらに多くのテンプレートで使用
Partner Central とカスタマー取引先ポータルの各テンプレートで使用するより多くのコンポーネントにアクセ
スし、それらのテンプレートをさらに活用します。

Lightning コミュニティの更新
Lightning コミュニティを改良しました。これには、コンポーネントレベルでの利用者ドロップダウンメニュー
と、一部のコンポーネントの改善されたパフォーマンスが含まれます。Lightning コミュニティテンプレートに
対する機能の改善は、すべて Spring '18 バージョンで行われますので、乗り遅れないようにしましょう。

重要:  Spring '18 バージョンに更新する前に「コミュニティの更新」を参照し、更新がコミュニティにどの
ように影響するのかを確認してください。この更新は、カスタム CSS に影響する可能性があります。特定
のセレクタの変更は「Migrate CSS Overrides (CSS 上書きの移行)」を参照してください。次に、本番組織で更
新する前に、Sandbox 組織でテスト実行を行います。このヘルプトピックはリリースプレビュー時に古く
なるか、利用できなくなる可能性があります。そのため、更新のすべての影響を必ず把握しておいてく
ださい。コミュニティの前回のリリース (Winter '18) を更新していない場合は、このリリースノートで重要
な情報を確認してください。

現在の Lightning コミュニティを Spring '18 バージョンに更新する場合、次のようなことが期待されます。
• コンポーネントレベルで利用者を設定するためのドロップダウンメニュー
• フォントのサイズ設定など、標準の UI の機能強化
• アップグレードされた高パフォーマンスの評価ランキング表、トピック別トレンド記事、関連記事、およ

びカスタムオブジェクトレコードの詳細ページのレコードレイアウト
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• コミュニティビルダーの [ブランド] パネルを再設計した新しい [テーマ] パネル
• テーマレイアウトに関連付けられたページを簡単に確認するのに役立つ [テーマ] 設定への追加機能
• 認証済みコンテンツを許可するように更新された CMS Connect (JSON)

• コンテンツリストの詳細ページを自動作成する CMS Connect (JSON)

• SEO を介したページの検出を向上するためのメタデータオプションの追加
このように数多くの変更が加えられています。そのため、コミュニティに公開する前に、Sandbox 環境でアッ
プグレードプロセスをテストすることを強くお勧めします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティのテンプレートの更新 (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)

コミュニティの迅速な構築とブランド設定
コミュニティビルダーでマルチ言語コミュニティを作成

コミュニティの迅速な構築とブランド設定
すべてのビジュアル設定コントロールを 1 つの場所に配置した、合理化された新しいテーマ管理環境により、
コミュニティの外観を迅速にカスタマイズできるようになりました。コミュニティを設定する時間が短くな
り、顧客をサポートする時間が長くなります。新しいページレイアウトが必要ですか? ページレイアウトとペー
ジバリエーションをすばやく安全に変更し、サイトを更新します。この機能は、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。
かつて「ブランド」があった場所には現在「テーマ」があります。オプションはまったく変わっていません
が、それらはコンパクトでナビゲーションしやすい新しいメニューセットに含まれています。ほとんどスク
ロールせずに、色、画像、フォント、テーマの設定を管理します。また、このいずれかのパネルからカスタム
CSS またはブランドセットを操作します。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティビルダーを使用したコミュニティ (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)

Salesforce ヘルプ: コミュニティビルダーでのコミュニティのページとそのプロパティの管理 (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: コミュニティのテンプレートの更新 (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)

コミュニティビルダーでマルチ言語コミュニティを作成

ページの基礎となるテーマレイアウトをすばやく表示
テーマレイアウトに関連付けられているページ数とページを 1 クリックで瞬時に把握します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティのページのテーマレイアウトの変更 (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)

CMS Connect (JSON) 接続およびコンテンツの作成や管理を簡素化
JSON 接続によりフィードされる、外部ソースのコンテンツを容易に定義して表示します。ワークスペース内
で CMS Connect (JSON) の汎用性が高まり、対応付け可能になりました。最大で 5 個の JSON 接続タイプを定義し、
それぞれに最大 10 個のリストと 1 つの項目を対応付けます。このコンポーネントは、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。
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ワークスペースでの初期設定が完了したら、コミュニティビルダーで CMS Connect (JSON) コンポーネントを確認
してください。コミュニティでコンテンツリストの詳細ページが自動生成されるため、必要なコンテンツを非
常に簡単に表示できます。

関連トピック:

開発者ガイド: Add CMS Connect (JSON) Components to Your Community Pages (コミュニティページへの CMS Connect

(JSON) コンポーネントの追加) (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)

Salesforce ヘルプ: CMS からコミュニティへの JSON コンテンツの接続 (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: CMS 接続の作成 (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)

CMS Connect の JSON 接続での指定ログイン情報の使用 (ベータ)
JSON 接続で指定ログイン情報を使用して、Sitecore、Drupal、Wordpress などの外部システムからコミュニティに
安全なコンテンツを取り込みます。このコンポーネントは、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。
1. コミュニティワークスペースを開きます。
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2. [CMS Connect] をクリックします。
3. [新しい CMS 接続] (コミュニティでまだ接続が作成されていない場合) または [新規] をクリックします。
4. [名前]には、わかりやすい、接続の名前を入力します。この名前は、CMS ワークスペースおよびその他の内

部領域に表示されます(入力した名前に基づいて接続の API 参照名がバックグラウンドで作成されます)。
5. CMS ソース (AEM、Drupal、SDL、Sitecore、Wordpress またはその他) を選択します。

メモ: 「その他」オプションは完全にはサポートされていません。ただし、CMS サーバがリストにな
い場合でも、正しく設定されていれば CMS Connect は機能します。CMS Connect はプロバイダに左右され
ず、HTML、CSS、および HTTP 規格を使用できます。

6. [接続種別]で [認証済み] を選択した場合 (ベータ) (1)。[認証済み] を選択したら、[指定ログイン情報] (2) を
選択して外部管理システムにアクセスできます。認証済み接続種別は JSON でのみ機能し、[認証済み]が選
択されている場合は他の方法は使用できません。

メモ:  Salesforce の設定で指定ログイン情報が事前に作成されている必要があります。匿名プロトコル
と指定ユーザプロトコルの両方がサポートされています。
https://help.salesforce.com/articleView?id=named_credentials_define.htm を参照してください。

このベータ機能を有効にするには、カスタマーサポートにお問い合わせください。
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7. 他の JSON 接続と同様に残りの JSON 情報を入力し、コミュニティビルダーでコンテンツをページに追加する
ときにその情報を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 指定ログイン情報の定義 (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)

開発者ガイド: Add CMS Connect (JSON) Components to Your Community Pages (コミュニティページへの CMS Connect

(JSON) コンポーネントの追加) (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)

Salesforce ヘルプ: CMS からコミュニティへの JSON コンテンツの接続 (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: CMS 接続の作成 (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)

コミュニティのカレンダーを使用した行動の追跡
Lightning コミュニティから Salesforce カレンダーにアクセスし、自分のカレンダーを他のユーザと共有します。
新しいカレンダーコンポーネントを使用して、自分の行動や他のユーザのカレンダーをデスクトップまたはモ
バイルデバイス上でコミュニティから直接参照します。カレンダーを設定し、デフォルトでサイドパネルに詳
細を表示したり、詳細を非表示にしたりできます。また「私の行動」カレンダーを他のチームメンバーと共有
したり、他のチームメンバーのカレンダーを自分のビューに追加したりできます。
Customer Community Plus ライセンスと Partner Community ライセンスがある場合、カレンダーから行動を作成でき
ます。

メモ: システム管理者には、新しいカレンダーをユーザが作成できるようにするオプションがあります。
ユーザのカレンダーでこれが有効になっている場合、ユーザは Salesforce オブジェクトごとに新しいカレ
ンダーを作成し、その配色をカスタマイズできます。
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メモ: モバイルデバイスからカレンダーを参照する場合、いくつかの制限事項があります。すべての機能
を使用するには、Salesforce のデスクトップバージョンを使用してください。

アンケートコンポーネントを使用したコミュニティからのフィードバックの収
集
コミュニティメンバーはビジネスで重要な役割を担い、貴重な意見を持っています。Salesforce アンケートを使
用すると、カスタマイズしたアンケートを作成し、顧客から重要なデータを収集できます。アンケートコン
ポーネントを使用してカスタムアンケートをコミュニティテンプレートに組み込むことで、コミュニティの豊
富な知識と経験を活用します。このコンポーネントは、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。
アンケートコンポーネントでは、有効なアンケートが任意の Lightning コミュニティテンプレートに組み込まれ
ます。コミュニティメンバーがログインすると、アンケートに参加するためのオプションが表示されます。
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収集した貴重なデータはすべて Salesforce に保存されるため、レポートを実行して、アプリケーションから直
接、インサイトを得ることができます。アンケートコンポーネントは、Spring '18 バージョンのすべての Lightning

コミュニティテンプレートで使用できます。

メモ: アンケートコンポーネントにアクセスするには、まず組織で Salesforce アンケートを有効にします。

2 つの新コンポーネントで顧客の回答検索をサポートし、ケースを回避
商品に問題が発生して解決策がすぐに見つけられないと、顧客は大きなストレスを感じます。顧客の満足を維
持し、顧客に必要なものがすぐに見つかるようサポートします。顧客が【カスタマーサポートへの連絡】フォー
ムでケースを作成すると、潜在的な解決策、たとえば、記事や以前のコミュニティディスカッションがケース
デフレクションに表示されます。コンテンツをクリックすると、顧客はフォームを破棄するように決定するこ
とができます。問題が解決しない場合、顧客はケースの作成を続行できます。これらのコンポーネントは、
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。
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この 2 つの新しいコンポーネントは、ケース作成フォームコンポーネントを簡素化し、置き換えたものです。
これらは、Winter '18 バージョンのカスタマーサービス (Napili) テンプレートで構築されたコミュニティのデフォ
ルトコンポーネントです。
これらのコンポーネントを併用するには、2 列のレイアウトで新しいデフォルトの【カスタマーサポートへの
連絡】ページバリエーションを作成します。ページで【カスタマーサポートへの連絡】フォームコンポーネン
トとケースデフレクションコンポーネントをドラッグします。

ヒント: これらのサポートコンポーネントを使用するときには、次の点に注意してください。
• ゲストユーザに対してこれらのコンポーネントを適切に機能させるには、組織で Web-to-ケースを有効

にする必要があります。認証済みユーザのみのコミュニティでは、Web-to-ケースは必要ありません。
• 【カスタマーサポートへの連絡】フォームでは、添付ファイルではなくファイルが使用されるため、

複数のファイルをケースに追加できます。

関連トピック:

コミュニティがケースの発生をどれほど適切に防止しているのかについての把握

コミュニティメンバーの Snap-in チャットに取引先責任者情報を入力
コミュニティメンバーとサポートエージェントとのチャットを高速化するのに役立ちます。コミュニティメン
バーがチャットを要求したときに、事前チャットフォームにコミュニティメンバーの名前とメールが自動的に
入力されるよう設定できます (ただし、コミュニティメンバーがログインしている場合に限る)。Snap-in チャッ
トコンポーネントを使用すると、コミュニティメンバーはサポートエージェントとのライブ Web チャットを
開始できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

ナビゲーショントピックを使用してコミュニティのコンテンツを最大 8 レベル
構成に
ナビゲーショントピックは、メンバーのためにコミュニティのコンテンツを整理できる、すばらしいツールで
す。これまで、コンテンツは最大 3 レベル構成 (親、子、孫トピック) までしか持てませんでした。これが現在
は最大 8 レベルに引き上げられたため、満足いくまで整理することができます。ユーザの実際の商品カタログ
にコミュニティのトピック階層を一致させることがきわめて簡単になり、3 レベルよりも深く掘り下げること
ができます。
最大 25 個のナビゲーショントピックと、トピックごとに最大 10 個のサブトピックを追加できます。また、各
サブトピックも 10 個のサブトピックを持つことができます。API を使用すると、さらに 5 個のサブトピックレ
ベルを作成でき、ナビゲーショントピックとサブトピックを合わせて最大 2,775 個のトピックをコミュニティ
ごとに作成できます。

メモ: この機能は、Chatter REST API と Chatter in Apex を介してのみ使用できます。

ページコンポーネントへの利用者の割り当て
ユーザは、ほぼすべての利用者の条件を、ページの個々のコンポーネントに割り当てられるようになりまし
た。これにより、適切なコンテンツを適切なメンバーに表示することが大幅に容易になります。
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たとえば、米国の顧客に割り当てるページがあり、カリフォルニアの顧客に限っては、異なるトピックとフィー
ドを表示したいとします。ビルダーでページに移動して、コンポーネントをクリックします。青の外枠を確認
してください。

コンポーネント名の横にある矢印をクリックし、[利用者を割り当て]を選択します。同じドロップダウンを使
用して、コンポーネントの削除または複製ができます。

利用者のリストから「California (カリフォルニア)」を選択し、[割り当て]、[完了] の順にクリックします。

これで完了です。ヘッダーコンポーネントの外枠が紫色になり、利用者アイコンが名前の横に表示されていま
す。少なくとも 1 つのコンポーネントに特定の利用者がいることがページの上部のメモに示されています。コ
ンポーネントの詳細には利用者のリストが表示されます。

コンポーネントには、レコードタイプを除き、ほぼすべての利用者の条件を使用できます。テンプレートヘッ
ダーセクションとテンプレートフッターセクションのコンポーネントに利用者を割り当てることはできませ
ん。
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CRM 項目を使用した利用者のターゲティング
[ユーザ] 利用者条件を強力にしました。CRM オブジェクト (取引先責任者、取引先など) への経路を選択し、ペー
ジ、ブランドセット、およびコンポーネントに適用できる利用者の条件を作成します。最大 4 レベルまでドリ
ルインし、必要な項目にアクセスします。これで、非常に高い精度で利用者をターゲティングできます。
この仕組みを見てみましょう。部署ごとに異なるページを表示するようにコミュニティを設定したいとしま
す。まず利用者を作成し、次に [ユーザ] の横にあるドロップダウンをクリックします。

[取引先責任者] を選択すると、別のドロップダウンが開き、オプションがいくつか表示されます。

次に、[部署]を選択して、条件を入力します。利用者に名前を付けます。これで、割り当てを開始する準備が
できました。

また、あなたにはパートナーコミュニティがあるとします。あなたの会社は複数の国で商品を販売していると
想定してください。ロケーションと、パートナーが担当しているチャネルの種別の両方に基づいて、各パート
ナーに異なるホームページを表示する必要があります。部署の例で説明したプロセスと同じプロセスを使用で
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きます。今回は、[ロケーション] 条件を使用してロケーションを指定し、[ユーザ] 条件を使用してチャネルパー
トナー種別に焦点を絞ります。

さらに多くのコンポーネントをさらに多くのテンプレートで使用
Partner Central とカスタマー取引先ポータルの各テンプレートで使用するより多くのコンポーネントにアクセス
し、それらのテンプレートをさらに活用します。
カスタマー取引先ポータルテンプレートを使用して、コミュニティで次のコンポーネントを使用できるように
なりました。
• コンパクトフィード
• リード受信箱
• メンバーのプロファイルと設定
• 評価ランキング表
• 検索結果
• Snap-in チャット
• トピック総計値
• トレンドトピック
• ユーザプロファイルの詳細
• Wave ダッシュボード
カスタマー取引先ポータルにはフィード詳細ページと質問の詳細ページも含まれるようになりました。
次のコンポーネントを Partner Central テンプレートで使用できます。
• 記事コンテンツ
• 質問ボタン
• ブレッドクラム
• CMS Connect (JSON)

• コンパクトフィード
• 主要トピック
• [フォローする] ボタン
• メッセージ通知
• [新規メッセージ] ボタン
• 関連記事リスト
• 関連質問リスト
• 関連トピックリスト
• 評価ランキング表
• Snap-in チャット
• タブ
• トピック別上位の記事
• トピックカタログ
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• トレンド記事
• トピック別トレンド記事
• トレンドトピック

セキュリティ: 容易な無効化およびログイン要件の厳格化
Salesforce はお客様のコミュニティ環境をできる限り安全かつ保護されたものにしたいと考えています。結局の
ところ、信頼が Salesforce の最優先事項です。このため、外部ユーザが自身のアカウントを容易に無効化できる
ようにしました。

このセクションの内容:

コミュニティユーザの自己無効化を有効化
外部のコミュニティユーザが自分のアカウントを無効化できるようにします。自己無効化を許可すること
で、特定の規制要件に準拠できます。
コミュニティの外部ユーザの ID の確認
外部ユーザが新しいデバイスまたはブラウザから Salesforce コミュニティにアクセスした場合、追加のセキュ
リティ対策としてそのユーザの ID を確認できます。2 要素認証は、未承認ユーザがコミュニティにアクセ
スできないようにするのに役立ちます。
すべてのカスタマーおよびパートナーライセンスで使用できる共有セット —パイロット
ロールベースのコミュニティライセンス、具体的には Customer Community Plus または Partner Community ライ
センスを持つユーザにまで、共有セットが拡張されました。これで適切なページが表示されます。以前は、
共有セットを使用できるのは Customer Community ユーザのみで、ユーザが Customer Community Plus ライセンス
にアップグレードした場合は無効になっていました。Customer Community Plus ユーザは、共有ルールやロー
ルベースの共有などの組織の共有を使用できるだけでなく、共有セットの保持もできるようになりました。
また、新たに Partner Community ユーザも、共有セットを使用できるようになりました。

コミュニティユーザの自己無効化を有効化
外部のコミュニティユーザが自分のアカウントを無効化できるようにします。自己無効化を許可することで、
特定の規制要件に準拠できます。

関連トピック:

外部ユーザによる自己無効化の有効化
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コミュニティの外部ユーザの ID の確認

エディション

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

外部ユーザが新しいデバイスまたはブラウザから Salesforce コミュニティにアク
セスした場合、追加のセキュリティ対策としてそのユーザの ID を確認できます。
2 要素認証は、未承認ユーザがコミュニティにアクセスできないようにするのに
役立ちます。
[設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、外部ユーザのプ
ロファイルを編集します。[セッションの設定] で、[外部ユーザが新しいブラウ
ザまたはデバイスから Salesforce にアクセスした場合に ID を確認する (デバイス
の有効化)] を選択し、プロファイルを保存します。

メモ: 外部ユーザとは、Customer Community、Customer Community Plus、Partner Community、または External Identity

ライセンスを持つユーザです。この変更は従来のポータルライセンスにも適用されます。

すべてのカスタマーおよびパートナーライセンスで使用できる共有セット —
パイロット
ロールベースのコミュニティライセンス、具体的には Customer Community Plus または Partner Community ライセン
スを持つユーザにまで、共有セットが拡張されました。これで適切なページが表示されます。以前は、共有
セットを使用できるのは Customer Community ユーザのみで、ユーザが Customer Community Plus ライセンスにアッ
プグレードした場合は無効になっていました。Customer Community Plus ユーザは、共有ルールやロールベースの
共有などの組織の共有を使用できるだけでなく、共有セットの保持もできるようになりました。また、新たに
Partner Community ユーザも、共有セットを使用できるようになりました。
共有セットを使用してユーザに付与されたアクセス権は、ロール階層で上位のユーザには適用されません。ま
た、Customer Community Plus または Partner Community ライセンスを持つユーザは共有グループ機能を使用できま
せん。

メモ: ロールベースのコミュニティライセンスの共有セットは、特定の契約条件への同意が必要なパイ
ロットプログラムを通じて一部のお客様に提供されます。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
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せん。ロールベースのコミュニティライセンスの共有セットは、Salesforce がドキュメント、プレスリリー
ス、または公式声明で発表しない限り、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。

操作性の改善: 取引先ロールの最適化、言語設定、CDN、その他
このリリースで行われた、操作性の大きな改善をぜひご確認ください。取引先ロールの最適化は、カスタマー
コミュニティ取引先とパートナーコミュニティ取引先で使用するロール数を最小限に抑えるのに役立ちます。
また、言語設定をコミュニティビルダーに移動しました。言語設定が見つかりやすく、使いやすいものになり
ました。SEO の機能強化によって、顧客と検索エンジンは求める情報と回答をすばやく検索できます。また、
ユーザをコミュニティ管理ではなくワークスペースに最初に送り込みます。これにより、ユーザはコミュニ
ティを管理する新しい機能にすぐにアクセスできます。

このセクションの内容:

ワークスペースをホームに
コミュニティにログインすると、ユーザは [コミュニティ管理] ではなく [ワークスペース] に移動するよう
になりました。ワークスペースはしばらく使用可能であったため、多くのユーザにとってなじみのある領
域です。ただし、そうでない場合も心配はいりません。[コミュニティ管理] での作業で使用していたすべ
てのものがそこにあります。また、Community Pulse など、コミュニティの管理を容易にする新機能もすべて
そこにあります。
取引先ロールを最適化してパフォーマンスの向上と組織の拡張を図る
カスタマーおよびパートナーコミュニティ取引先で使用するロールの数を最小にすることで、パフォーマ
ンスを向上できます。1 つのコミュニティユーザが大量の法人取引先を持つことが予想される場合は、取引
先ロールの最適化を使用することを考慮してください。このシナリオでは、1 人の従業員が所有する、1 つ
のコミュニティユーザを持つすべての取引先が 1 つの共有個人ロールを使用します。この最適化によって、
数千もの取引先ロールが不要になる場合があります。
コミュニティビルダーでマルチ言語コミュニティを作成
マルチ言語コミュニティを作成するのに Site.com Studio に移動する必要はなくなりました。コミュニティビ
ルダーの設定で言語コントロールを利用できます。
コミュニティページの SEO の改善
Salesforce オブジェクト情報と追加のメタデータを動的に含めることで、顧客と検索エンジンは求める情報
と回答をすばやく検索できます。この機能は、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。
Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名を削除
(重要な更新)

Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名を削除
し、ホスト名を一定に保ちます。この重要な更新は、[私のドメイン] がリリースされている組織に適用さ
れ、2019 年 3 月 16 日に自動的に有効になります。
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ワークスペースをホームに
コミュニティにログインすると、ユーザは [コミュニティ管理] ではなく [ワークスペース] に移動するようにな
りました。ワークスペースはしばらく使用可能であったため、多くのユーザにとってなじみのある領域です。
ただし、そうでない場合も心配はいりません。[コミュニティ管理] での作業で使用していたすべてのものがそ
こにあります。また、Community Pulse など、コミュニティの管理を容易にする新機能もすべてそこにありま
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Community Pulse (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: コミュニティワークスペースを使用したコミュニティの管理 (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: コミュニティワークスペースへのアクセス (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)

取引先ロールを最適化してパフォーマンスの向上と組織の拡張を図る
カスタマーおよびパートナーコミュニティ取引先で使用するロールの数を最小にすることで、パフォーマンス
を向上できます。1 つのコミュニティユーザが大量の法人取引先を持つことが予想される場合は、取引先ロー
ルの最適化を使用することを考慮してください。このシナリオでは、1 人の従業員が所有する、1 つのコミュ
ニティユーザを持つすべての取引先が 1 つの共有個人ロールを使用します。この最適化によって、数千もの取
引先ロールが不要になる場合があります。
カスタマーまたはパートナーコミュニティ取引先に対して最初のロールベースのコミュニティユーザがプロビ
ジョニングされると、共有個人ロールが作成されます。このロールは、組織のデフォルト数のコミュニティ
ロールの代わりに使用され、取引先所有者に積み上げ集計されます。同じ取引先所有者を持つ別の取引先に
ユーザをプロビジョニングした場合、共有個人ロールが使用されます。
取引先ロールの最適化では、カスタマーコミュニティおよびパートナーコミュニティとのやり取りは独立して
行われます。取引先に 1 つのカスタマーコミュニティユーザと 2 つのパートナーコミュニティユーザがある場
合、取引先ロールの最適化はカスタマーコミュニティユーザにのみ適用されます。カスタマーコミュニティ
ユーザは、カスタマーコミュニティの共有個人ロールに割り当てられます。各パートナーユーザは、取引先の
パートナーコミュニティロールのいずれかに個別に割り当てられます。この機能は、個人取引先のロールの使
用に影響しません。

重要: 取引先ロールの最適化は一度有効化すると、無効化できません。
1. 取引先ロールの最適化を有効化するには、Salesforce カスタマーサポートにご連絡ください。この機能を有

効化したら、共有設定を編集します。
2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。
3. [その他の設定] セクションで、[取引先ロールを最適化] を選択します。
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コミュニティビルダーでマルチ言語コミュニティを作成
マルチ言語コミュニティを作成するのに Site.com Studio に移動する必要はなくなりました。コミュニティビル
ダーの設定で言語コントロールを利用できます。
言語を追加するには、デフォルトのコミュニティ言語を設定し、コンテンツをエクスポートした後、翻訳した

コンテンツをインポートして、  > [言語] をクリックします。

1 つまたは複数の言語を追加したら、メインツールバーに言語セレクタ が表示されます。これで言語を
切り替えることができます。

コミュニティページの SEO の改善
Salesforce オブジェクト情報と追加のメタデータを動的に含めることで、顧客と検索エンジンは求める情報と回
答をすばやく検索できます。この機能は、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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティの SEO 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: コミュニティのテンプレートの更新 (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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Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの
URL からインスタンス名を削除 (重要な更新)
Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名を削除し、
ホスト名を一定に保ちます。この重要な更新は、[私のドメイン] がリリースされている組織に適用され、2019

年 3 月 16 日に自動的に有効になります。

関連トピック:

Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名を削除
(重要な更新)

Lightning コミュニティの Chatter: モバイルでのリッチコンテンツエ
ディタ、グループへのメンションに関する通知、リンクを使用した
共有
モバイルフィードにスタイルを追加します。グループがメンションされたときにアプリケーション内通知を取
得します。投稿へのリンクを共有します。回答者に最もふさわしいユーザに質問を配信し、無比の専門知識が
活用されやすくします。

このセクションの内容:

アンケートへのハッシュタグの追加
アンケートを公開するときにハッシュタグを使用すれば、1 つのトピックについて、すべての関連する投稿
をいつでも簡単に見つけることができます。たとえば、HR 関連のすべてのアンケートに #FabPlaceToWork ま
たは #Awesome! というタグを付けます。この新機能は、Lightning Experience と Lightning コミュニティで使用し
ます。
グループメンションのアプリケーション内通知の取得
グループが @メンションされたときにグループメンバーが迅速に応答できるように、グループへのメンショ
ンによってアプリケーション内通知がトリガされるようになりました。誰がグループに通知しているのか
をすばやく確認できます。
投稿へのリンクをコミュニティと共有
Chatter パブリッシャーの [共有] 機能に [リンクをコピー] オプションが含まれるようになりました。これを
使用して、投稿の詳細ビューへのリンクをコピーします。
いいね! とプラス投票を一緒にカウント
いいね! の代わりにプラス投票の使用を決定した時点で、質問と回答に対するいいね! がフィードにすでに
存在する可能性があります。これらのいいね! を失いたくはありません。また、失う必要はありません。プ
ラス投票に変更した場合、いいね! はプラス投票に変換され、プラス投稿の件数に含まれます。
メール通知からコミュニティへの移動
これまで、コミュニティメンバーが新規ユーザやパスワードリセットの通知を受信したときに、そのメー
ルからユーザのコミュニティに戻ることはできませんでした。これに対策を講じました。ユーザはリンク
を使用してデフォルトコミュニティに移動できます。

320

Lightning コミュニティの Chatter: モバイルでのリッチコ
ンテンツエディタ、グループへのメンションに関する通

知、リンクを使用した共有

Salesforce Spring '18 リリースノート



内部 Salesforce 組織のコミュニティストリームで実行できる操作の増加 (ベータ)

内部 Salesforce 組織からコミュニティストリームを表示するときに、リンクやトピックの作動、プラス投票
とマイナス投票、会社検証済みとしてマークのアクションを使用できるようになりました。
[最終活動日] のグループリストのさらに合理化された更新の取得
グループリストの [最終活動日] 列には、最終更新日時が表示されます。ただし、ユーザが連続して更新を
投稿するような、非常に人気のあるグループの場合はどうなるでしょうか? 時間のずれやパフォーマンスに
対応するため、[最終活動日] 列のタイムスタンプに 5 分前までに行われた更新が表示されるようになりまし
た。たとえば、8 時 25 分、8 時 26 分、および 8 時 27 分に投稿した場合、8 時 30 分の投稿があるまでタイム
スタンプには「8:25」が表示されます。この変更は、Salesforce Classic、Lightning Experience、および Lightning コ
ミュニティのグループ活動に適用されます。

アンケートへのハッシュタグの追加
アンケートを公開するときにハッシュタグを使用すれば、1 つのトピックについて、すべての関連する投稿を
いつでも簡単に見つけることができます。たとえば、HR 関連のすべてのアンケートに #FabPlaceToWork または
#Awesome! というタグを付けます。この新機能は、Lightning Experience と Lightning コミュニティで使用します。

グループメンションのアプリケーション内通知の取得
グループが @メンションされたときにグループメンバーが迅速に応答できるように、グループへのメンション
によってアプリケーション内通知がトリガされるようになりました。誰がグループに通知しているのかをすば
やく確認できます。
グループへのメンションに関する通知を受け取るには、メンバーはメール通知設定の [グループ] で [すべての
投稿でメール送信] を選択する必要があります。

投稿へのリンクをコミュニティと共有
Chatter パブリッシャーの [共有] 機能に [リンクをコピー] オプションが含まれるようになりました。これを使用
して、投稿の詳細ビューへのリンクをコピーします。
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[スレッドへのリンクをコピー] ダイアログには完全なリンクが表示されます (1)。プライバシーを保護するため
にこの画像からリンクが削除されました。
コピーすると、クリップボードにリンクが配置されます。リンクはいつでも貼り付けることができます。リン
クする投稿のプレビューを表示するには、Chatter パブリッシャーに貼り付けます。

いいね! とプラス投票を一緒にカウント
いいね! の代わりにプラス投票の使用を決定した時点で、質問と回答に対するいいね! がフィードにすでに存在
する可能性があります。これらのいいね! を失いたくはありません。また、失う必要はありません。プラス投
票に変更した場合、いいね! はプラス投票に変換され、プラス投稿の件数に含まれます。
件数をクリックすると、プラス投票を行った人のリストが表示されます。

メモ:  1 人のユーザが質問または回答にいいね! とプラス投票の両方を行った場合でも、そのユーザが 2 回
以上表示されることはありません。ただし、いいね! とプラス投票のそれぞれはカウントされます。たと
えば、あるユーザが質問にいいね! とプラス投票の両方を行った場合、件数は 2 ですが、そのユーザの名
前は 1 回しか表示されません。

Chatter REST API および Chatter in Apex では、プラス投稿したユーザのリストの提供がサポートされます。
いいね! とプラス投票のマージを望まない場合は、Salesforce サポートにお問い合わせください。
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メール通知からコミュニティへの移動
これまで、コミュニティメンバーが新規ユーザやパスワードリセットの通知を受信したときに、そのメールか
らユーザのコミュニティに戻ることはできませんでした。これに対策を講じました。ユーザはリンクを使用し
てデフォルトコミュニティに移動できます。

メモ:  [設定] でプロファイルを使用してデフォルトコミュニティを割り当てます。

内部 Salesforce 組織のコミュニティストリームで実行できる操作の増加 (ベー
タ)
内部 Salesforce 組織からコミュニティストリームを表示するときに、リンクやトピックの作動、プラス投票とマ
イナス投票、会社検証済みとしてマークのアクションを使用できるようになりました。

メモ: このリリースには、クロスコミュニティストリームのリンクのベータバージョンが含まれていま
す。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。クロスコミュニティストリームのリンクは、
Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、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。クロスコミュニティストリームのリンクに関す
るフィードバックと提案は、クロスコミュニティ Chatter (パイロット) の Trailblazer コミュニティからお寄せ
ください。

回答、コメント、メンション、いいね! などの通常のフィードアクションの他に、内部 Salesforce 組織でアクセ
スするコミュニティストリームから実行できるアクションを次に示します。
• 質問や回答にプラス投票およびマイナス投票し、コミュニティで影響を確認する。
• 回答を検証し、コミュニティで検証を確認する。
• ユーザプロファイル、取引先、トピック、ケースへのリンクをクリックし、そのホームコミュニティに移

動する。
• トピックを追加する (トピックはコミュニティに追加される)。
• 投稿のタイムスタンプをクリックし、そのホームコミュニティの投稿の詳細ビューに移動する。
• ホームコミュニティの項目、人、投稿の詳細ビューへのリンクをコピーする。
• コミュニティストリームのメンションをクリックし、そのホームコミュニティに移動する。
コミュニティと内部組織間でリンクを動作させるのに特殊な設定は必要ありません。ただし、プラス投票、マ
イナス投票、会社検証済みとしてマークなどの機能は、コミュニティで有効にする必要があります。

ベータ版に関する考慮事項
• 内部 Salesforce 組織からコミュニティストリームを作成することはできません。コミュニティからストリー

ムを作成します。
• 内部組織からコミュニティストリームにアクセスする場合、コミュニティで使用できる一部の Chatter 機能

を使用できません。たとえば、コミュニティストリームを内部で参照した場合、添付ファイル、インライ
ン画像、投稿の共有、フロート表示カードを使用できません。

• 内部 Salesforce 組織からストリームを表示する場合、コミュニティトピックは表示されません。ただし、ト
ピックを追加することはできます。
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[最終活動日] のグループリストのさらに合理化された更新の取得
グループリストの [最終活動日] 列には、最終更新日時が表示されます。ただし、ユーザが連続して更新を投稿
するような、非常に人気のあるグループの場合はどうなるでしょうか? 時間のずれやパフォーマンスに対応す
るため、[最終活動日] 列のタイムスタンプに 5 分前までに行われた更新が表示されるようになりました。たと
えば、8 時 25 分、8 時 26 分、および 8 時 27 分に投稿した場合、8 時 30 分の投稿があるまでタイムスタンプには
「8:25」が表示されます。この変更は、Salesforce Classic、Lightning Experience、および Lightning コミュニティのグ
ループ活動に適用されます。

パートナーコミュニティ: カレンダー、スコアカード、キャンペーン
マーケットプレイス、さらに多くのガイド付き設定
キャンペーンマーケットプレイスでは、チャネルマーケット担当者は、パートナーがサプライヤの商品やサー
ビスの需要を喚起できるように、事前承認済みのマーケティングキャンペーンをパートナーと共有できます。
パートナースコアカードは、チャネル取引先マネージャが一連の KPI に対して取引先のパフォーマンスを追跡
するのに役立ちます。パートナーとベンダーはカレンダーを使用して行動の追跡と共有ができます。また、新
しいガイド付き設定を使用して、システム管理者はチャネルプログラムとスコアカード、キャンペーンマー
ケットプレイス、およびインテリジェントセールスイネーブルメントを容易に設定できます。

このセクションの内容:

パートナーコミュニティでの非公開会話
パートナーコミュニティメンバーがダイレクトメッセージを使用して会話できるようになりました。ダイ
レクトメッセージを使用すると、機密性の高い会話のプライバシーが保護されます。
パートナースコアカードを使用したパートナーのパフォーマンスの追跡 (正式リリース)

チャネル取引先マネージャ (CAM) はパートナースコアカードを使用して個人のパフォーマンスを測定し、
チャネルプログラムのベンチマークを確立できます。CAM や経営陣が必要とするレポート集計結果を表示
するようにスコアカードをカスタマイズできます。カテゴリを使用して、スコアカードの総計値をさまざ
まな KPI にグループ化します。パートナースコアカードは、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。
Distributed Marketing を使用したパートナーキャンペーンの作成とパーソナライズ (パイロット)

Marketing Cloud を使用してコンシューマジャーニーを事前作成し、パートナーネットワーク (フランチャイ
ズオーナー、ファイナンシャルアドバイザー、保険代理店を含む) にリリースします。その後、Sales Cloud、
Service Cloud、または Community Cloud を使用するパートナーは、このコンシューマジャーニーの管理とパー
ソナライズを容易に行うことができます。
キャンペーンマーケットプレイスを使用してチャネルマーケティングの ROI を向上
キャンペーンマーケットプレイスを使用すると、パートナーが商品またはサービスの需要を喚起するため
に必要な構造とガイダンスを提供できます。チャネルマーケティング担当者は、マーケティングキャンペー
ン、ガイドライン、およびアセットを作成し、それらをパートナーと共有できます。次に、パートナーは
自分に最も適したキャンペーンを選択できます。この機能は、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。
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パートナーコミュニティでの非公開会話
パートナーコミュニティメンバーがダイレクトメッセージを使用して会話できるようになりました。ダイレク
トメッセージを使用すると、機密性の高い会話のプライバシーが保護されます。
ダイレクトメッセージの会話は多くの場所で開始できます。
• メッセージページ
• ユーザプロファイルでユーザの上にマウスポインタを置く
• コミュニティページの [メッセージ通知] コンポーネントおよび [新規メッセージ] ボタンコンポーネント
• フィード投稿の共有オプション
コミュニティメンバーは、プロファイルメニューの[私のメッセージ]からダイレクトメッセージにアクセスで
きます。
必要になった場合は、ダイレクトメッセージにモデレーションのフラグを付けることができます。

パートナースコアカードを使用したパートナーのパフォーマンスの追跡 (正式
リリース)
チャネル取引先マネージャ (CAM) はパートナースコアカードを使用して個人のパフォーマンスを測定し、チャ
ネルプログラムのベンチマークを確立できます。CAM や経営陣が必要とするレポート集計結果を表示するよう
にスコアカードをカスタマイズできます。カテゴリを使用して、スコアカードの総計値をさまざまな KPI にグ
ループ化します。パートナースコアカードは、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。
複数の国で複数のレベルでチャネルプログラムを実行しますか? 問題ありません。チャネルプログラムおよび
レベル別にスコアカードを定義して割り当てることができます。スコアカードの総計値を 1 つの特定の取引先
に結び付ける必要がありますか? 問題ありません。スコアカードを複数の取引先に関連付けることもできます。
取引先でスコアカードを直接表示するには、パートナーテンプレートに「スコアカードを表示」を追加しま
す。各スコアカードには、パートナーのパフォーマンスを監視する、システム管理者が定義した総計値が表示
されます。
総計値をさまざまなカテゴリ (営業、マーケティング、サポートなど) にまとめることができます。各総計値の
所属先のカテゴリを選択すると、総計値はスコアカードの各タブに振り分けられます。スコアカードは Salesforce

レポート上に構築されます。また、スコアカードをタブとして追加することもできます。

325

パートナーコミュニティ: カレンダー、スコアカード、
キャンペーンマーケットプレイス、さらに多くのガイド

付き設定

Salesforce Spring '18 リリースノート



メモ: 総計値はサマリーレポートから取得されます。レポートデータを正しく表示するには、取引先でレ
ポートデータを絞り込む必要があります。スコアカードに関連付けるレポートへのアクセス権が必要で
す。

Distributed Marketing を使用したパートナーキャンペーンの作成とパーソナラ
イズ (パイロット)
Marketing Cloud を使用してコンシューマジャーニーを事前作成し、パートナーネットワーク (フランチャイズ
オーナー、ファイナンシャルアドバイザー、保険代理店を含む) にリリースします。その後、Sales Cloud、Service

Cloud、または Community Cloud を使用するパートナーは、このコンシューマジャーニーの管理とパーソナライ
ズを容易に行うことができます。
たとえば、新しい年金保険プログラムの開始を支援する複数の保険ブローカーがいるとします。商品に関する
メッセージをすべての顧客で同一にする必要があります。また、メッセージの送信方法をブローカーが制御で
きるようにする必要もあります。Distributed Marketing では、新しいプラグラムのマーケティングを担当するブ
ローカーに、ジャーニーに接続された事前設定済みキャンペーンを提供できます。ブローカーはリードまたは
取引先責任者をメンバーとして追加し、ブローカーに代わって Marketing Cloud でマーケティングメッセージを
送信させることができます。また、Marketing Cloud でメッセージを送信する前にブローカーは個々のメッセー
ジをパーソナライズすることもできます。
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メモ:  Distributed Marketing 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。Distributed Marketing は、
Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、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。

キャンペーンマーケットプレイスを使用してチャネルマーケティングの ROI を
向上
キャンペーンマーケットプレイスを使用すると、パートナーが商品またはサービスの需要を喚起するために必
要な構造とガイダンスを提供できます。チャネルマーケティング担当者は、マーケティングキャンペーン、ガ
イドライン、およびアセットを作成し、それらをパートナーと共有できます。次に、パートナーは自分に最も
適したキャンペーンを選択できます。この機能は、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。
チャネルマーケティング担当者はタイルビューにどのキャンペーンを表示するのかを容易に制御できます。
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キャンペーンマーケットプレイスの設定は簡単です。リストビューを作成し、検索条件を追加してさまざまな
カテゴリ (「おすすめ」や「高 ROI」など) を作成します。複数のカテゴリを作成し、それらをタブとして表示
すると、パートナーは必要なキャンペーンを容易に検索できます。また、新しいキャンペーン画像項目を使用
して、カスタム画像をキャンペーンに容易に追加することもできます。
顧客が、実行したいと考えるキャンペーンで[サインアップ]をクリックすると、子のキャンペーンレコードが
元のキャンペーンから作成されます。パートナーはキャンペーンに関連付けられたすべてのアセットにアクセ
スでき、アセットをブランドに合わせてカスタマイズできます。

メモ: キャンペーンマーケットプレイスを使用するには、Partner Community ライセンスを取得するか、
Distributed Marketing を使用する必要があります。

新しいガイド付き設定: チャネルプログラム、キャンペーンマーケッ
トプレイス、インテリジェントセールスイネーブルメント
新しいガイド付き設定を使用すると、チャネルプログラムがさらに前進します。インテリジェントセールスイ
ネーブルメントのための、チャネルプログラムとスコアカードの設定、キャンペーンマーケットプレイスの作
成、およびファイルとライブラリの設定について説明します。コミュニティアプリケーション拡張のキュレー
ションされたリストにアクセスし、パートナーコミュニティ向けのさらに多くのソリューションを見つけるこ
ともできます。コミュニティワークスペースからガイド付き設定にアクセスするには、パートナーライセンス
が必要です。
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このセクションの内容:

事前承認済みのキャンペーンをパートナーと共有することでチャネルマーケティング担当者を強化
キャンペーンマーケットプレイスのガイド付き設定は、コミュニティのキャンペーンコンポーネントを設
定するのに役立ちます。追跡目的でキャンペーン階層を整理し、リストビューを作成してパートナーユー
ザにさまざまなキャンペーンビューを提供できます。キャンペーンマーケットプレイスの設定が完了した
ら、パートナーユーザはサインアップすることで子キャンペーンを作成できます。チャネルマーケティン
グ担当者は、新しいキャンペーンを追加し、検索条件を作成してカテゴリ (おすすめ、高 ROI、有効など) 別
にキャンペーンを表示できます。
チャネルメンバーシップの管理およびパートナーのパフォーマンスの測定
チャネル販売組織を容易に管理し、リソースを別のチームと共有します。パートナースコアカードを設定
し、プログラム、レベル、または取引先に関連付けてパートナーのパフォーマンスを追跡します。チャネ
ルプログラムとスコアカードの設定が完了したら、チャネル取引先マネージャはプログラムメンバーシッ
プの管理、リソースの共有、KPI に対するパフォーマンスの追跡が可能となります。
インテリジェントなセールスイネーブルメントによる営業チームの強化
ライブラリの設定、コンテンツとメンバーの追加、公開リンクの作成を簡単に行い、ファイルとドキュメ
ントを共有できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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事前承認済みのキャンペーンをパートナーと共有することでチャネルマーケ
ティング担当者を強化
キャンペーンマーケットプレイスのガイド付き設定は、コミュニティのキャンペーンコンポーネントを設定す
るのに役立ちます。追跡目的でキャンペーン階層を整理し、リストビューを作成してパートナーユーザにさま
ざまなキャンペーンビューを提供できます。キャンペーンマーケットプレイスの設定が完了したら、パート
ナーユーザはサインアップすることで子キャンペーンを作成できます。チャネルマーケティング担当者は、新
しいキャンペーンを追加し、検索条件を作成してカテゴリ (おすすめ、高 ROI、有効など) 別にキャンペーンを
表示できます。
[コミュニティワークスペース] > [ガイド付き設定] に移動して、キャンペーンマーケットプレイスを見つけま
す。[ガイド付き設定] をクリックして、手順に従います。

メモ: キャンペーンマーケットプレイスを使用するには、Partner Community ライセンスを取得するか、
Distributed Marketing を使用する必要があります。

チャネルメンバーシップの管理およびパートナーのパフォーマンスの測定
チャネル販売組織を容易に管理し、リソースを別のチームと共有します。パートナースコアカードを設定し、
プログラム、レベル、または取引先に関連付けてパートナーのパフォーマンスを追跡します。チャネルプログ
ラムとスコアカードの設定が完了したら、チャネル取引先マネージャはプログラムメンバーシップの管理、リ
ソースの共有、KPI に対するパフォーマンスの追跡が可能となります。
[コミュニティワークスペース] > [ガイド付き設定] に移動して、[チャネルプログラムおよびレベル] を選択し
ます。[ガイド付き設定] をクリックして、手順に従います。

メモ: パートナースコアカードを作成するには、「スコアカードの管理」権限と有効なパートナー取引先
が必要です。

インテリジェントなセールスイネーブルメントによる営業チームの強化
ライブラリの設定、コンテンツとメンバーの追加、公開リンクの作成を簡単に行い、ファイルとドキュメント
を共有できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
[コミュニティワークスペース] > [ガイド付き設定] に移動して、[インテリジェントなセールスイネーブルメン
ト] を選択します。[ガイド付き設定] をクリックして、手順に従います。

コミュニティ分析: ケースデフレクションおよびセンチメント分析の
ダッシュボード
2 つの新しいダッシュボードでは、コミュニティがケースの発生をどのくらい適切に防止しているのかを確認
し、コミュニティの全体的なセンチメントを把握することができます。これらのダッシュボードは、このリ
リース後すぐに入手できる AppExchange の Spring '18 コミュニティ管理パッケージで利用できます。
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このセクションの内容:

コミュニティがケースの発生をどれほど適切に防止しているのかについての把握
【カスタマーサポートへの連絡】フォームコンポーネントとケースデフレクションコンポーネントが実際
にケースの作成をどれほど適切に防止しているのかについて、インサイトを得ます。ケースデフレクショ
ンダッシュボードを使用して、潜在的および確認済みケースデフレクションに関するリアルタイムの総計
値や、最も役立つ記事とディスカッションのほか、最も無用な記事とディスカッションを取得します。
センチメント分析ダッシュボードでコミュニティの雰囲気を把握 (パイロット)

センチメント分析では、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確度スコ
アが与えられます。このスコアは、コミュニティで何が起きているのかを感じ取るのに役立つ可能性があ
ります。この情報が新しいダッシュボードでさらに役立つものになりました。

コミュニティがケースの発生をどれほど適切に防止しているのかについての把
握
【カスタマーサポートへの連絡】フォームコンポーネントとケースデフレクションコンポーネントが実際に
ケースの作成をどれほど適切に防止しているのかについて、インサイトを得ます。ケースデフレクションダッ
シュボードを使用して、潜在的および確認済みケースデフレクションに関するリアルタイムの総計値や、最も
役立つ記事とディスカッションのほか、最も無用な記事とディスカッションを取得します。

ケースデフレクションダッシュボードには 9 個の事前格納されたレポートが備えられており、ディスカッショ
ンまたは記事がケースの防止に役立ったかどうかが示されます。このダッシュボードは 3 つの種別のデフレク
ションを測定します。それは、確認済み、潜在的、失敗です。
たとえば、顧客がケースを作成し、デフレクションコンポーネントを使用して、提案された記事またはディス
カッションを参照します。顧客は記事またはディスカッションが問題の解決に役立つと確信し、半分完成した
ケースを破棄したとします。これは防止されたケースとみなされます。
潜在的なデフレクションは、記事およびディスカッションがケースの防止に関与した可能性がある場合に発生
します。

331

コミュニティ分析: ケースデフレクションおよびセンチ
メント分析のダッシュボード

Salesforce Spring '18 リリースノート



失敗したデフレクションは、顧客がコンポーネントによって提案された記事またはディスカッションを参照し
たものの、ケースの登録を決定した場合に発生します。
Lightning コミュニティと Lightning Bolt ソリューションで【カスタマーサポートへの連絡】フォームコンポーネ
ントとケースデフレクションコンポーネントを使用する場合に、このダッシュボードを使用します。このダッ
シュボードは、このリリース後すぐに入手できる AppExchange の Spring '18 コミュニティ管理パッケージで利用
できます。

センチメント分析ダッシュボードでコミュニティの雰囲気を把握 (パイロット)
センチメント分析では、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確度スコアが
与えられます。このスコアは、コミュニティで何が起きているのかを感じ取るのに役立つ可能性があります。
この情報が新しいダッシュボードでさらに役立つものになりました。

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レポートダッシュボードを提供します。

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。

Lightning コミュニティのファイル: タイルを使用したライブラリの移
動、標準ユーザにアセットの作成を許可、Quip を使用したコラボレー
ション

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 コミュニティのファイルに関する更新および新機能により、ファイルと
ライブラリの作業が容易になります。新しいタイルベースのライブラリおよび
ファイル環境によって、ライブラリの移動と、必要なファイルとフォルダへの
アクセスが容易になります。最近のアセットファイルにすばやくアクセスした
り、アセットの作成を標準ユーザに許可したり、認証されていないユーザがア
クセスできるアセットファイルの作成手段を顧客に提供したりできます。外出
中にファイルをプレビューする方法をチームに提供したり、統合検索を使用し
て検索を行ったりします。Quip インテグレーションは、コラボレーションのまっ
たく新しい世界を開きます。

このセクションの内容:

ライブラリコンポーネントを使用したライブラリのナビゲーション (正式リリース)

ライブラリは非常に貴重なものです。そのライブラリをもっと華やかにしましょう。ライブラリコンポー
ネントでタイルビューを使用した場合、ユーザはファイルをグリッド表示できるようになりました。ライ
ブラリとフォルダの内部をドリルダウンすると、ファイルがサムネイルとして表示され、カラフルなスプ
レッドシートや美しい写真を容易に見つけることができます。この機能は、Lightning コミュニティで使用
できます。
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標準ユーザによるアセットの作成の許可
ファイルへのアクセス権と「設定・定義の参照」ユーザ権限があれば、どのユーザもコンテンツのアセッ
トを作成できるようになりました。この機能は、すべてのコミュニティテンプレートで使用できます。
Quip を使用したコミュニティメンバーとのコラボレーション
Quip を使用すると、コミュニティ内でドキュメントやスプレッドシートの作成、共有、コラボレーション
を行うことができます。組織で Quip を設定したら、コミュニティレコードページで Quip コンポーネントを
使用して、レコードへのアクセス権をコミュニティメンバーに付与できます。統合検索を使用して、Quip

ファイルを見つけて Salesforce レコードにリンクします。Quip ドキュメントを作成してレコードとグループ
にリンクできます。
外出先でのファイルのプレビュー
作業している場所が外出先であってもオフィスであっても、ファイルのプレビューを使用して自分のファ
イルにアクセスできます。モバイルの「ファイルのプレビュー」を使用すると、携帯電話またはタブレッ
トから自分のファイルにアクセスできます。表示およびダウンロードオプションによって、オフィスまた
は外出先から作業しているときにシームレスな操作性が実現します。これは、Lightning Experience の新機能
です。
認証されていないユーザのアセットファイルの作成
認証されていないユーザがアクセスできるアセットファイルを作成する方法が、お客様に提供されます。
この機能には、認証されていないユーザがアセットファイルにアクセスするための専用のサーブレットが
付属します。アセットが公開としてタグ付けされていることを確認してください。この機能は、すべての
コミュニティテンプレートで使用できます。
ファイルのアップロードコンポーネントと Cloud Flow Designer を使用したファイルのアップロード
ファイルのアップロードコンポーネントを使用した場合、フローからファイルを添付できるようになりま
した。Cloud Flow Designer で画面を作成することもできます。この変更は、Lightning Experience および Salesforce

モバイル Web に適用されます。
アセットファイルでのトリガや入力規則のスキップ
パッケージリリースの失敗を回避するために、アセットファイルに関連付けられている挿入、更新、削除
でトリガや入力規則が実行されないようにできます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、お
よび Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。
接続済みソース用に保存されたログイン情報の削除
ソースを接続し、アプリケーション間の作業をスムーズに実行できると、仕事が楽になります。切断する
必要が生じた場合は、接続済みソース (GDrive、SharePoint など) 用に保存されたログイン情報または Oauth

トークンを削除できます。

ライブラリコンポーネントを使用したライブラリのナビゲーション (正式リリー
ス)
ライブラリは非常に貴重なものです。そのライブラリをもっと華やかにしましょう。ライブラリコンポーネン
トでタイルビューを使用した場合、ユーザはファイルをグリッド表示できるようになりました。ライブラリと
フォルダの内部をドリルダウンすると、ファイルがサムネイルとして表示され、カラフルなスプレッドシート
や美しい写真を容易に見つけることができます。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
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標準ユーザによるアセットの作成の許可
ファイルへのアクセス権と「設定・定義の参照」ユーザ権限があれば、どのユーザもコンテンツのアセットを
作成できるようになりました。この機能は、すべてのコミュニティテンプレートで使用できます。

関連トピック:

標準ユーザによるアセットの作成の許可

Quip を使用したコミュニティメンバーとのコラボレーション
Quip を使用すると、コミュニティ内でドキュメントやスプレッドシートの作成、共有、コラボレーションを行
うことができます。組織で Quip を設定したら、コミュニティレコードページで Quip コンポーネントを使用し
て、レコードへのアクセス権をコミュニティメンバーに付与できます。統合検索を使用して、Quip ファイルを
見つけて Salesforce レコードにリンクします。Quip ドキュメントを作成してレコードとグループにリンクできま
す。
ガイド付き設定を使用して、Salesforce 組織を Quip に接続します。[設定] に移動して、[クイック検索] ボックス
に「Quip」と入力し、次の手順を実行します。
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関連トピック:

Salesforce と適切に統合するための Quip の設定
検索条件を使用した取引先およびファイルの検索結果の調整
Salesforce と適切に統合するための Quip の設定

外出先でのファイルのプレビュー
作業している場所が外出先であってもオフィスであっても、ファイルのプレビューを使用して自分のファイル
にアクセスできます。モバイルの「ファイルのプレビュー」を使用すると、携帯電話またはタブレットから自
分のファイルにアクセスできます。表示およびダウンロードオプションによって、オフィスまたは外出先から
作業しているときにシームレスな操作性が実現します。これは、Lightning Experience の新機能です。
デスクトップの [ファイルのプレビュー] の各アイコンは目に付きやすい中央に配置されています。

また、Salesforce モバイル Web から Box、Google ドライブおよび Quip で外部ファイルをダウンロードまたは表示
することもできます。アプリケーションがデバイスにインストールされていること、外部データソースと外部
アプリケーションにログインしていること、ファイルへのアクセス権があることを確認してください。Salesforce

モバイル Web で Microsoft SharePoint または OneDrive For Business のファイルをプレビューする場合もダウンロード
できるため、心配いりません。
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認証されていないユーザのアセットファイルの作成
認証されていないユーザがアクセスできるアセットファイルを作成する方法が、お客様に提供されます。この
機能には、認証されていないユーザがアセットファイルにアクセスするための専用のサーブレットが付属しま
す。アセットが公開としてタグ付けされていることを確認してください。この機能は、すべてのコミュニティ
テンプレートで使用できます。

関連トピック:

認証されていないユーザのアセットファイルの作成

ファイルのアップロードコンポーネントと Cloud Flow Designer を使用したファ
イルのアップロード
ファイルのアップロードコンポーネントを使用した場合、フローからファイルを添付できるようになりまし
た。Cloud Flow Designer で画面を作成することもできます。この変更は、Lightning Experience および Salesforce モバ
イル Web に適用されます。

関連トピック:

フローからの直接的なファイルのアップロード

アセットファイルでのトリガや入力規則のスキップ
パッケージリリースの失敗を回避するために、アセットファイルに関連付けられている挿入、更新、削除でト
リガや入力規則が実行されないようにできます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および
Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。
[設定]に移動して、[クイック検索] ボックスに「ファイル」と入力し、[一般設定]を選択します。次に、[アセッ
トファイルでトリガの実行および入力規則をスキップ] を選択します。

関連トピック:

アセットファイルでのトリガや入力規則のスキップ
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接続済みソース用に保存されたログイン情報の削除
ソースを接続し、アプリケーション間の作業をスムーズに実行できると、仕事が楽になります。切断する必要
が生じた場合は、接続済みソース (GDrive、SharePoint など) 用に保存されたログイン情報または Oauth トークン
を削除できます。
認証設定を削除すると、Salesforce 組織内から外部システムへのアクセスが削除されます。[私の設定] に移動
し、[個人] をクリックして、[外部システムの認証設定] を選択します。対象の接続済みソースを削除します。

コミュニティのその他の変更
コミュニティのユーザエクスペリエンスを向上させる小規模な変更について説明します。

このセクションの内容:

プロセスビルダーとワークフロールールを使用してより多くの ToDo を自動化
ワークフロールールとプロセスビルダーで、グループ、グループメンバーシップ、トピック、およびトピッ
クの割り当てを使用できるようになりました。メンバーが脱退したときにグループ所有者に自動メールを
送信します。または、自動的に特定のトピックを投稿に追加します。この機能は、プロセスおよびワーク
フロールールを使用するあらゆる場所で使用できます。
エンゲージメントキューでのカスタム一括アクションの使用
前回のリリースで、エンゲージメントキューで使用できるいくつかの一括アクション (特に、メンバーの凍
結と凍結解除) を追加しました。これらの一括アクションは引き続きデフォルトで使用できますが、このリ
リースでは、ユーザ独自のカスタムアクションを使用するオプションも導入されました。
Einstein スパム検出のデータ保持期間の短縮 (パイロット)

Einstein スパム検出のデータ保持期間が 365 日から 90 日に短縮されました。
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メンバープロファイルコンポーネントの名前をメンバーのプロファイルと設定に変更
コミュニティビルダー内の機能を明確にするため、メンバープロファイルコンポーネントの名前をメンバー
のプロファイルと設定に変更しました。

プロセスビルダーとワークフロールールを使用してより多くの ToDo を自動化
ワークフロールールとプロセスビルダーで、グループ、グループメンバーシップ、トピック、およびトピック
の割り当てを使用できるようになりました。メンバーが脱退したときにグループ所有者に自動メールを送信し
ます。または、自動的に特定のトピックを投稿に追加します。この機能は、プロセスおよびワークフロールー
ルを使用するあらゆる場所で使用できます。
たとえば、組織のトピック #AwesomeAdmin を常に把握したいと考えます。誰かがこのトピックを投稿に割り当
てるたびにメールを受信するようにプロセスを作成できます。これにより、誰かがシステム管理者の作業に満
足したときに常に通知されます。

エンゲージメントキューでのカスタム一括アクションの使用
前回のリリースで、エンゲージメントキューで使用できるいくつかの一括アクション (特に、メンバーの凍結
と凍結解除) を追加しました。これらの一括アクションは引き続きデフォルトで使用できますが、このリリー
スでは、ユーザ独自のカスタムアクションを使用するオプションも導入されました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティインサイトのカスタムアクションの作成 (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)

Einstein スパム検出のデータ保持期間の短縮 (パイロット)
Einstein スパム検出のデータ保持期間が 365 日から 90 日に短縮されました。

メンバープロファイルコンポーネントの名前をメンバーのプロファイルと設定
に変更
コミュニティビルダー内の機能を明確にするため、メンバープロファイルコンポーネントの名前をメンバーの
プロファイルと設定に変更しました。
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Chatter: 改善されたフォロー、アプリケーション内通知の増加、
投稿へのリンクの共有

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

[自分がフォローするもの] フィードでは、自分が実際にフォローしている人に焦
点が当てられます。自分のグループのいずれかがメンションされると、アプリ
ケーション内通知を取得できます。投稿へのリンクを簡単に共有できます。

このセクションの内容:

Chatter フィード: フォローの改善、グループメンションのアプリケーション内
通知、リンクを使用した共有
[自分がフォローするもの] フィードでは常に、自分が実際にフォローしてい
る人に焦点が当てられます。自分のグループのいずれかがメンションされる
と、アプリケーション内通知を取得できます。従来よりも簡単に投稿へのリ
ンクを共有できます。
Chatter のその他の変更: 合理化されたグループ活動、プロセスビルダーおよびワークフロールールの Chatter

タスク、ハッシュタグを使用できる場所の増加
グループの [最終活動日] が合理化されました。プロセスビルダーおよびワークフロールールを Chatter に組
み合わせればどのようなことができるのかを確認してください。アンケートでハッシュタグを使用して、
従来よりも多くの情報をトピックで整理できます。

Chatter フィード: フォローの改善、グループメンションのアプリケー
ション内通知、リンクを使用した共有
[自分がフォローするもの] フィードでは常に、自分が実際にフォローしている人に焦点が当てられます。自分
のグループのいずれかがメンションされると、アプリケーション内通知を取得できます。従来よりも簡単に投
稿へのリンクを共有できます。

このセクションの内容:

フォローしたいものだけをフォロー
誰かの投稿をフォローすることで、注意の散漫を招くおそれがあります。関心の対象は 1 人の同僚だけで
あるにもかかわらず、突然他のユーザからの投稿でフィードが荒らされることがあります (他のユーザも同
様)。Winter '16 リリースでは、すべての新しい Salesforce 組織の [自分がフォローするもの] フィードが、自分
が実際にフォローしているユーザに制限され、干渉されることがなくなりました。今回のリリースでは、
この機能が古い組織にも適用されるようになりました(更新されたこのフローモデルは、自動有効化を除外
している組織では有効になりません)。更新を同僚のプロファイルに投稿します。投稿は、投稿先の同僚、
あなたをフォローしているユーザ、およびあなたが @メンションしたユーザにのみ表示されます。この機
能は、すべてのプラットフォームで使用できます。
グループメンションのアプリケーション内通知の取得
グループが @メンションされたときにグループメンバーが迅速に応答できるように、グループへのメンショ
ンによってアプリケーション内通知がトリガされるようになりました。誰がグループに通知しているのか
をすばやく確認できます。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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投稿へのリンクの共有
Chatter パブリッシャーの [共有] 機能に [リンクをコピー] オプションが含まれるようになりました。これは、
投稿の詳細ビューに直接ジャンプするリンクを取得するために使用されます。この機能は、Lightning Experience

で使用できます。
条件の適用と保持
条件をフィードに適用したら、適用された状態が保持されて、フィードにアクセスするたびにリセットせ
ずに済むことが望ましいです。グループフィード、プロファイルフィードなど、フィード条件を選択する
ほぼすべてのフィードで、条件が保持されるようになりました。ブラウザを閉じても、フィードから移動
しても、その特定のフィードの条件は保持されます。この機能は、Lightning Experience で使用できます。
内部 Salesforce 組織のコミュニティストリームで実行できる操作の増加 (ベータ)

内部 Salesforce 組織からコミュニティストリームを表示するときに、リンクやトピックの作動、プラス投票
とマイナス投票、会社検証済みとしてマークのアクションを使用できるようになりました。これらの機能
は、Lightning Experience と Lightning コミュニティで使用できます。
リッチリンクプレビュードメインの合理化されたリストの操作
リッチリンクプレビューでサポートされるドメインのリストのハウスキーピング処理が行われました。新
しいドメインが追加され、古いドメインがクリアされました。サポートされるドメインでは、Chatter 投稿
に添付したファイルの高品質のサムネイルとプレビューが提供されます。この機能は、Lightning Experience

で使用できます。
最適化された Chatter ユーザメールダイジェストによるパフォーマンスの向上
パフォーマンスの向上のために、ダイジェストメールのサイズと、ダイジェストの書式設定に使用される
ネストレベルの複雑さが軽減されました。ダイジェストの全体的なデザインはそのままですが、使用する
メールクライアントによっては、わずかながら変更があります。これらの変更はユーザダイジェストにの
み適用されます。グループダイジェストに変更はありません。この機能は、すべてのプラットフォームで
使用できます。

フォローしたいものだけをフォロー
誰かの投稿をフォローすることで、注意の散漫を招くおそれがあります。関心の対象は 1 人の同僚だけである
にもかかわらず、突然他のユーザからの投稿でフィードが荒らされることがあります (他のユーザも同様)。
Winter '16 リリースでは、すべての新しい Salesforce 組織の [自分がフォローするもの] フィードが、自分が実際に
フォローしているユーザに制限され、干渉されることがなくなりました。今回のリリースでは、この機能が古
い組織にも適用されるようになりました(更新されたこのフローモデルは、自動有効化を除外している組織で
は有効になりません)。更新を同僚のプロファイルに投稿します。投稿は、投稿先の同僚、あなたをフォロー
しているユーザ、およびあなたが @メンションしたユーザにのみ表示されます。この機能は、すべてのプラッ
トフォームで使用できます。
組織で新機能の自動有効化を除外している場合は、Salesforce に連絡してこの更新を取得してください。

グループメンションのアプリケーション内通知の取得
グループが @メンションされたときにグループメンバーが迅速に応答できるように、グループへのメンション
によってアプリケーション内通知がトリガされるようになりました。誰がグループに通知しているのかをすば
やく確認できます。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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グループメンションに関する通知を受信するには、メンバーは Chatter メール通知設定の [グループ] で [すべて
の投稿でメール送信] を選択する必要があります。

投稿へのリンクの共有
Chatter パブリッシャーの [共有] 機能に [リンクをコピー] オプションが含まれるようになりました。これは、投
稿の詳細ビューに直接ジャンプするリンクを取得するために使用されます。この機能は、Lightning Experience で
使用できます。

[スレッドへのリンクをコピー] ダイアログには完全なリンクが表示されます (1)。プライバシーを保護するため
にこの画像からリンクが削除されました。
コピーすると、クリップボードにリンクが配置されます。リンクはいつでも貼り付けることができます。リン
クする投稿のプレビューを表示するには、Chatter パブリッシャーに貼り付けます。

条件の適用と保持
条件をフィードに適用したら、適用された状態が保持されて、フィードにアクセスするたびにリセットせずに
済むことが望ましいです。グループフィード、プロファイルフィードなど、フィード条件を選択するほぼすべ
てのフィードで、条件が保持されるようになりました。ブラウザを閉じても、フィードから移動しても、その
特定のフィードの条件は保持されます。この機能は、Lightning Experience で使用できます。
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条件は設定したフィードでのみ保持されるため、別のフィードで異なる条件を設定できます。ブラウザキャッ
シュをクリアすると条件がクリアされるため、次にフィードにアクセスするときにデフォルトの条件が適用さ
れます。
[自分がフォローするもの] フィードの並び替えオプションや条件は保持されません。

内部 Salesforce 組織のコミュニティストリームで実行できる操作の増加 (ベー
タ)
内部 Salesforce 組織からコミュニティストリームを表示するときに、リンクやトピックの作動、プラス投票とマ
イナス投票、会社検証済みとしてマークのアクションを使用できるようになりました。これらの機能は、
Lightning Experience と Lightning コミュニティで使用できます。

メモ: このリリースには、クロスコミュニティストリームのリンクのベータバージョンが含まれていま
す。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。クロスコミュニティストリームのリンクは、
Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、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。クロスコミュニティストリームのリンクに関す
るフィードバックと提案は、クロスコミュニティ Chatter (パイロット) の Trailblazer コミュニティからお寄せ
ください。

回答、コメント、メンション、いいね! などの通常のフィードアクションの他に、内部 Salesforce 組織でアクセ
スするコミュニティストリームから実行できるアクションを次に示します。
• 質問や回答にプラス投票およびマイナス投票し、コミュニティで影響を確認する。
• 回答を検証し、コミュニティで検証を確認する。
• ユーザプロファイル、取引先、トピック、ケースへのリンクをクリックし、そのホームコミュニティに移

動する。
• トピックを追加する (トピックはコミュニティに追加される)。
• 投稿のタイムスタンプをクリックし、そのホームコミュニティの投稿の詳細ビューに移動する。
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• ホームコミュニティの項目、人、投稿の詳細ビューへのリンクをコピーする。
• コミュニティストリームのメンションをクリックし、そのホームコミュニティに移動する。
コミュニティと内部組織間でリンクを動作させるのに特殊な設定は必要ありません。ただし、プラス投票、マ
イナス投票、会社検証済みとしてマークなどの機能は、コミュニティで有効にする必要があります。

ベータ版に関する考慮事項
• 内部 Salesforce 組織からコミュニティストリームを作成することはできません。コミュニティからストリー

ムを作成します。
• 内部組織からコミュニティストリームにアクセスする場合、コミュニティで使用できる一部の Chatter 機能

を使用できません。たとえば、コミュニティストリームを内部的に表示する場合、添付ファイル、インラ
イン画像、投稿の共有、フロート表示カードは使用できません。

• 内部 Salesforce 組織からストリームを表示する場合、コミュニティトピックは表示されません。ただし、ト
ピックを追加することはできます。

リッチリンクプレビュードメインの合理化されたリストの操作
リッチリンクプレビューでサポートされるドメインのリストのハウスキーピング処理が行われました。新しい
ドメインが追加され、古いドメインがクリアされました。サポートされるドメインでは、Chatter 投稿に添付し
たファイルの高品質のサムネイルとプレビューが提供されます。この機能は、Lightning Experience で使用できま
す。
サポートされるドメインのリストについては「フィードのリッチリンクプレビューの URL ドメイン」を参照し
てください。

最適化された Chatter ユーザメールダイジェストによるパフォーマンスの向上
パフォーマンスの向上のために、ダイジェストメールのサイズと、ダイジェストの書式設定に使用されるネス
トレベルの複雑さが軽減されました。ダイジェストの全体的なデザインはそのままですが、使用するメールク
ライアントによっては、わずかながら変更があります。これらの変更はユーザダイジェストにのみ適用されま
す。グループダイジェストに変更はありません。この機能は、すべてのプラットフォームで使用できます。

Chatter のその他の変更: 合理化されたグループ活動、プロセスビル
ダーおよびワークフロールールの Chatter タスク、ハッシュタグを使
用できる場所の増加
グループの [最終活動日] が合理化されました。プロセスビルダーおよびワークフロールールを Chatter に組み合
わせればどのようなことができるのかを確認してください。アンケートでハッシュタグを使用して、従来より
も多くの情報をトピックで整理できます。
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このセクションの内容:

[最終活動日] のグループリストのさらに合理化された更新の取得
グループリストの [最終活動日] 列には、最終更新日時が表示されます。ただし、ユーザが連続して更新を
投稿するような、非常に人気のあるグループの場合はどうなるでしょうか? 時間のずれやパフォーマンスに
対応するため、[最終活動日] 列のタイムスタンプに 5 分前までに行われた更新が表示されるようになりまし
た。この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーショ
ンに適用されます。
プロセスビルダーとワークフロールールを使用した Chatter タスクの自動化
ワークフロールールとプロセスビルダーで、グループ、グループメンバーシップ、トピック、およびトピッ
クの割り当てを使用できるようになりました。グループメンバーが脱退したときにグループ所有者に自動
メールを送信します。または、自動的に特定のトピックを投稿に追加します。この機能は、プロセスおよ
びワークフロールールを使用するあらゆる場所で使用できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方に適用されます。
アンケートでのハッシュタグの使用
アンケートを公開するときにハッシュタグを使用すれば、1 つのトピックについて、すべての関連する投稿
をいつでも簡単に見つけることができます。たとえば、HR 関連のすべてのアンケートに #FabPlaceToWork ま
たは #Awesome! というタグを付けます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用され
ます。

[最終活動日] のグループリストのさらに合理化された更新の取得
グループリストの [最終活動日] 列には、最終更新日時が表示されます。ただし、ユーザが連続して更新を投稿
するような、非常に人気のあるグループの場合はどうなるでしょうか? 時間のずれやパフォーマンスに対応す
るため、[最終活動日] 列のタイムスタンプに 5 分前までに行われた更新が表示されるようになりました。この
変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用さ
れます。

関連トピック:

[最終活動日] のグループリストのさらに合理化された更新の取得

プロセスビルダーとワークフロールールを使用した Chatter タスクの自動化
ワークフロールールとプロセスビルダーで、グループ、グループメンバーシップ、トピック、およびトピック
の割り当てを使用できるようになりました。グループメンバーが脱退したときにグループ所有者に自動メール
を送信します。または、自動的に特定のトピックを投稿に追加します。この機能は、プロセスおよびワークフ
ロールールを使用するあらゆる場所で使用できます。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:

プロセスビルダーとワークフロールールを使用してより多くの ToDo を自動化
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アンケートでのハッシュタグの使用
アンケートを公開するときにハッシュタグを使用すれば、1 つのトピックについて、すべての関連する投稿を
いつでも簡単に見つけることができます。たとえば、HR 関連のすべてのアンケートに #FabPlaceToWork または
#Awesome! というタグを付けます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

ファイル: ライブラリメンバーシップの管理、外出先でのファイ
ルのプレビュー、Salesforce での Quip の使用

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

チームは外出先でファイルをプレビューできます。最近のアセットファイルに
すばやくアクセスしたり、アセットの作成を標準ユーザに許可したり、認証さ
れていないユーザがアクセスできるアセットファイルの作成手段を顧客に提供
したりできます。フローは、ファイルのアップロードコンポーネントを使用す
る新しい方法です。新しいライブラリメンバー管理機能では、[ファイル] ホーム
のタブからライブラリメンバーを追加します。Quip のガイド付き設定を使用し
て、Quip と Salesforce を統合できます。

このセクションの内容:

アセットの [リストを参照] を使用したファイルへのアクセス
アセットファイルの [リストを参照] を使用すると、すべてのアセットファイルにすばやくアクセスできま
す。ファイルは最終更新日順でリストされます。ファイルの一意の名前をクリックすると、詳細ページが
表示され、ファイルを参照できます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべて
のバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
標準ユーザによるアセットの作成の許可
ファイルへのアクセス権と「設定・定義の参照」ユーザ権限があれば、どのユーザもコンテンツのアセッ
トを作成できるようになりました。コンテンツのアセットを作成するには、API の最新バージョンを使用し
てください。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
認証されていないユーザのアセットファイルの作成
認証されていないユーザがアクセスできるアセットファイルの作成手段を顧客に提供できるようになりま
した。この機能には、認証されていないユーザがアセットファイルにアクセスするための専用のサーブレッ
トが付属します。アセットが公開としてタグ付けされていることを確認してください。この機能は、Lightning

Experience、Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。
外出先でのファイルのプレビュー
作業している場所が外出先であってもオフィスであっても、ファイルのプレビューを使用して自分のファ
イルにアクセスできます。モバイルの「ファイルのプレビュー」を使用すると、携帯電話またはタブレッ
トから自分のファイルにアクセスできます。表示およびダウンロードオプションによって、オフィスまた
は外出先から作業しているときにシームレスな操作性が実現します。この機能は、Lightning Experience と
Salesforce モバイル Web で使用できます。
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ライブラリメンバー管理を使用したライブラリメンバーの追加 (ベータ)

ライブラリメンバー管理は、[ファイル] ホームのタブからライブラリメンバーを追加する新しい方法です。
複数のメンバーを同時にライブラリに追加したり、メンバーの権限 (管理者、閲覧者、コラボレータ) を設
定したりできます。これは、Lightning Experience の新機能です。
Salesforce と適切に統合するための Quip の設定
簡単なステップをいくつか経て Salesforce 組織を Quip に接続します。Quip は、チームの作業とコミュニケー
ションを中央ハブでシームレスに統合します。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および
Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。
Quip のインテグレーション
ドキュメント、スプレッドシート、およびチェックリスト上でチャットとコラボレーションを行うように
Quip を設定します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
フローからのファイルのアップロード
forceContent:fileUpload Lightning コンポーネントをフロー画面に追加して、フローからファイルをアップロード
できます。この変更は、Lightning Experience および Salesforce モバイル Web に適用されます。ただし、Lightning

フローランタイムでのみ機能します。
アセットファイルでのトリガや入力規則のスキップ
パッケージリリースの失敗を回避するために、アセットファイルに関連付けられている挿入、更新、削除
でトリガや入力規則が実行されないようにできます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、お
よび Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。

アセットの [リストを参照] を使用したファイルへのアクセス
アセットファイルの [リストを参照] を使用すると、すべてのアセットファイルにすばやくアクセスできます。
ファイルは最終更新日順でリストされます。ファイルの一意の名前をクリックすると、詳細ページが表示さ
れ、ファイルを参照できます。これらの変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョ
ンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
リストを表示するには、[設定] に移動して、[クイック検索] ボックスに「アセットファイル」と入力し、[ア
セットファイル] を選択します。

関連トピック:

検索条件を使用した取引先およびファイルの検索結果の調整

標準ユーザによるアセットの作成の許可
ファイルへのアクセス権と「設定・定義の参照」ユーザ権限があれば、どのユーザもコンテンツのアセットを
作成できるようになりました。コンテンツのアセットを作成するには、API の最新バージョンを使用してくだ
さい。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
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認証されていないユーザのアセットファイルの作成
認証されていないユーザがアクセスできるアセットファイルの作成手段を顧客に提供できるようになりまし
た。この機能には、認証されていないユーザがアセットファイルにアクセスするための専用のサーブレットが
付属します。アセットが公開としてタグ付けされていることを確認してください。この機能は、Lightning

Experience、Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。

外出先でのファイルのプレビュー
作業している場所が外出先であってもオフィスであっても、ファイルのプレビューを使用して自分のファイル
にアクセスできます。モバイルの「ファイルのプレビュー」を使用すると、携帯電話またはタブレットから自
分のファイルにアクセスできます。表示およびダウンロードオプションによって、オフィスまたは外出先から
作業しているときにシームレスな操作性が実現します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce モバイル
Web で使用できます。
デスクトップの [ファイルのプレビュー] の各アイコンは目に付きやすい中央に配置されています。

また、Salesforce モバイル Web から Box、Google ドライブおよび Quip で外部ファイルをダウンロードまたは表示
することもできます。アプリケーションがデバイスにインストールされていること、外部データソースと外部
アプリケーションにログインしていること、ファイルへのアクセス権があることを確認してください。Salesforce

モバイル Web で Microsoft SharePoint または OneDrive For Business のファイルをプレビューする場合もダウンロード
できるため、心配いりません。

ライブラリメンバー管理を使用したライブラリメンバーの追加 (ベー
タ)
ライブラリメンバー管理は、[ファイル] ホームのタブからライブラリメンバーを追加する新しい方法です。複
数のメンバーを同時にライブラリに追加したり、メンバーの権限 (管理者、閲覧者、コラボレータ) を設定した
りできます。これは、Lightning Experience の新機能です。
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メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンのライブラリメンバー管理が含まれています。機能の品質
は高いですが、既知の制限があります。ライブラリメンバー管理は、Salesforce がドキュメント、プレスリ
リース、または公式声明で発表しない限り、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。

ライブラリメンバーの管理権限は Salesforce Classic を使用して変更できます。

メモ: 内部ユーザと外部ユーザは区別されません。

Salesforce と適切に統合するための Quip の設定
簡単なステップをいくつか経て Salesforce 組織を Quip に接続します。Quip は、チームの作業とコミュニケーショ
ンを中央ハブでシームレスに統合します。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce ア
プリケーションのすべてのバージョンで使用できます。
[設定] に移動して、[クイック検索] ボックスに「Quip」と入力し、次の手順を実行します。

Quip のインテグレーション
ドキュメント、スプレッドシート、およびチェックリスト上でチャットとコラボレーションを行うように Quip

を設定します。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。
[コミュニティワークスペース] > [ガイド付き設定] に移動して、[Quip インテグレーション] を選択します。[ガ
イド付き設定] をクリックして、手順に従います。
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フローからのファイルのアップロード
forceContent:fileUpload Lightning コンポーネントをフロー画面に追加して、フローからファイルをアップロードで
きます。この変更は、Lightning Experience および Salesforce モバイル Web に適用されます。ただし、Lightning フ
ローランタイムでのみ機能します。

関連トピック:

フローからの直接的なファイルのアップロード

アセットファイルでのトリガや入力規則のスキップ
パッケージリリースの失敗を回避するために、アセットファイルに関連付けられている挿入、更新、削除でト
リガや入力規則が実行されないようにできます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および
Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。
[設定]に移動して、[クイック検索] ボックスに「ファイル」と入力し、[一般設定]を選択します。次に、[アセッ
トファイルでトリガの実行および入力規則をスキップ] を選択します。

Salesforce とのインテグレーション: ユーザが Salesforce の行動に
WebEx ミーティングを追加可能

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

ミーティングに Cisco WebEx も使用する Salesforce ユーザは、Salesforce の行動にパー
ソナル会議室または新規ミーティングを追加できます。この変更は Lightning

Experience にのみ適用されます。
ユーザは行動レコードページから WebEx ミーティングを追加できます。
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ユーザが Salesforce の行動に WebEx ミーティングを追加できるようにする手順は、次のとおりです。
1. [設定] で [WebEx ミーティング] を有効にします。WebEx サイト名が必要です。WebEx サイト管理者から組織

のサイト名を入手できます。
2. Cisco WebEx ユーザ用の権限セットを作成し、その権限セットをユーザに割り当てます。
3. [Cisco WebEx コンポーザ] コンポーネントが、ユーザの行動ページに追加されました。カスタム行動ページを

作成する場合、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、このコンポーネントを追加します。
ユーザが WebEx ユーザ権限を持っていない場合は、ページにこのコンポーネントが表示されません。

モバイル: 外出先で実行できる操作の増加

Salesforce モバイルアプリケーションでは、場所を問わず、ユーザが多忙なときでも生産性を維持できます。
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。Salesforce は Chatter やその他多くのセールス機能を改善しました。これにより、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。
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このセクションの内容:

Salesforce モバイルアプリケーション: セールス機能の改善と Chatter の機能強化
Salesforce により、チームの生産性が向上します。取引先チームメンバーを商談チームに追加することで、
商談チームの作成を合理化できるようになりました。また、グループへのメンションの転送通知を使用す
ると、チームのメンバーが外出中に慌てることがなくなります。
Salesforce Authenticator: コミュニケーションと活動の追跡の改善
Salesforce Authenticator バージョン 2.11 では、いっそう明確な情報が提供されるようになりました。アクショ
ン、日付、場所、デバイス、応答など、各検証アクティビティの全履歴を完全に把握できます。

Salesforce モバイルアプリケーション: セールス機能の改善と Chatter
の機能強化

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

Salesforce により、チームの生産性が向上します。取引先チームメンバーを商談
チームに追加することで、商談チームの作成を合理化できるようになりました。
また、グループへのメンションの転送通知を使用すると、チームのメンバーが
外出中に慌てることがなくなります。

このセクションの内容:

Salesforce 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 Salesforce にアクセスする方法は複数あります。
Salesforce for Android/iOS の新機能
Salesforce for Android/iOS の最新リリースはバージョン 15.0 です。バージョン 15.0 アプリケーションの新機能の
概要は次のとおりです。
Salesforce アプリケーションのすべての新機能
Salesforce アプリケーション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。
Salesforce アプリケーションでは機能上の差異があるか使用不可となる Spring '18 の機能
Salesforce モバイルアプリケーションには、組織で Lightning Experience と Salesforce Classic のいずれを使用してい
る場合であっても、Salesforce フルサイトの一部の機能が含まれていません。ここでは、Salesforce アプリケー
ションでは使用できない、フルサイトで使用する場合と機能上の差異がある、またはアプリケーションで
の動作が異なる Spring '18 Salesforce の機能強化について説明します。

Salesforce 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 Salesforce にアクセスする方法は複数あります。
• Salesforce for Android/iOS を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。
• サポートされる Android、iOS、Windows デバイスのサポート対象モバイルブラウザから Salesforce モバイル Web

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。
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Salesforce for Android/iOS の新機能
Salesforce for Android/iOS の最新リリースはバージョン 15.0 です。バージョン 15.0 アプリケーションの新機能の概
要は次のとおりです。

Salesforce for Android バージョン 15.0

Salesforce for Android のバージョン 15.0 は、2018 年 2 月 12 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。
Salesforce for Android の新機能を次に示します。
• Salesforce for Android の最新の Chatter 環境 (ページ 361)

• 新しい Chatter 投稿コンポーザでのコンテンツの共有 (ページ 360)

• Chatter フィード内でのインライン画像と複数の添付ファイルの表示 (ページ 363)

• Chatter ストリームを使用したカスタムフィードへのアクセス (ページ 365)

• Quip アプリケーションでのアクセスとコラボレーション (ページ 357)

• お気に入りを使用した上位 Salesforce ページへのショートカットの作成 (ページ 366)

Salesforce for iOS バージョン 15.0

2018 年 2 月 12 日の週初めに、App Store で Salesforce for iOS バージョン 15.0 の提供が開始されます。
Salesforce for iOS の新機能を次に示します。
• サードパーティキーボードを使用したメッセージのアニメーション (ページ 368)

• iPhone X での Salesforce の実行 (ページ 355)

• Chatter ストリームを使用したカスタムフィードへのアクセス (ページ 365)

• Quip アプリケーションでのアクセスとコラボレーション (ページ 357)

• お気に入りを使用した上位 Salesforce ページへのショートカットの作成 (ページ 366)

Salesforce アプリケーションのすべての新機能
Salesforce アプリケーション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。
Salesforce 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 Salesforce アプリケーション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。

フルサ
イトの
[設定]

Salesforce
モバイル

Web

Salesforce for
iOS

Salesforce
for Android機能強化と変更

デバイスおよびブラウザのサポート

iPhone X での Salesforce の実行
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フルサ
イトの
[設定]

Salesforce
モバイル

Web

Salesforce for
iOS

Salesforce
for Android機能強化と変更

検索

(v15.0 の新機
能)

(バージョン
13.0 以降)

Salesforce for iOS の新しい検索機能

セールス機能

取引先と商談に関する Einstein インサイトの参照 (パイロッ
ト)

商談チームへの取引先チームメンバーの追加

パスを使用した取引先との関係の構築

パスを使用したキャンペーン進行状況の追跡

エンタープライズテリトリー管理を使用して外出中により
多くの情報を参照

生産性機能

より多くの営業担当による被招集者項目へのアクセス

Quip アプリケーションでのアクセスとコラボレーション

Google インテグレーション機能

より多くの Google ユーザに被招集者へのアクセス権を付与

Salesforce から Google Calendar™ への一向方の行動の同期

個人取引先と Google コンタクトとの同期

Microsoft インテグレーション機能

より多くの Microsoft® Exchange ユーザに被招集者へのアクセ
ス権を付与

Salesforce から Microsoft Exchange® への一方向の行動の同期

Microsoft® Exchange 2013 および 2016 での営業担当の行動の両
方向同期

個人取引先と Microsoft® 連絡先との同期

カスタマーサービス機能

Salesforce アプリケーションでのサービスクルーの表示およ
び管理
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フルサ
イトの
[設定]

Salesforce
モバイル

Web

Salesforce for
iOS

Salesforce
for Android機能強化と変更

返品注文による製品および在庫の返品の追跡

レポートとダッシュボード

Spring '18 で廃止される Salesforce モバイルの従来のグラフ
Chatter

モバイル投稿とコメントへのスタイルの追加 (パイロット)

グループへのメンションに関する転送通知の取得

モバイルデバイスのフィードタブの名前変更

(バージョン
14.0 以降)

(v15.0 の新機
能)

新しい Chatter 投稿コンポーザでのコンテンツの共有

(バージョン
14.0 以降)

(v15.0 の新機
能)

新しい Chatter 投稿コンポーザでのコンテンツの共有

(バージョン
14.0 以降)

(v15.0 の新機
能)

Chatter フィード内でのインライン画像と複数の添付ファイ
ルの表示

Chatter ストリームを使用したカスタムフィードへのアクセ
ス

ビジネスロジックおよびプロセスの自動化

オブジェクト固有のアクションからのフローの起動 (正式
リリース)

その他の機能強化

お気に入りを使用した上位 Salesforce ページへのショート
カットの作成

サードパーティキーボードを使用したメッセージのアニ
メーション
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iPhone X での Salesforce の実行
Salesforce for iOS は、新しい iPhone X で完全にサポートされています。iPhone X の本体前面を覆うディスプレイと、
その高度な表示性能を利用して、外出先で Salesforce を操作できます。iPhone X は、バージョン 15.0 以降の Salesforce

for iOS でサポートされています。

Salesforce for iOS の新しい検索機能
Salesforce for iOS の新たに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。新しい検索機能
は、Lightning Experience に慣れているユーザにとって直感的で使いやすくなっています。この新しい機能は、
Salesforce for iOS のバージョン 15.0 以降で使用できます。
アプリケーションのあらゆる場所から、新しい検索機能にアクセスできるようになりました。アプリケーショ

ンのどこからでも、ユーザは をタップして検索を開始できます。
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取引先と商談に関する Einstein インサイトの参照 (パイロット)

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

Einstein インサイトをモバイルデバイスで使用できるようになりました。取引先
に関するインサイトを常に把握します。成立の可能性が高い商談についての予
測、フォローアップのアラーム、商談における重要な瞬間を迎えたことを示す
通知を参照します。営業担当はアクションをインサイトから直接実行できます。
たとえば、関連レコードを編集したり、関連する取引先責任者にメールを送信
したりできます。この変更は、Salesforce for iOS と Salesforce for Android に適用され
ます。

インサイトにアクセスするには、左のナビゲーションで をタップします。

モバイルアプリケーションでインサイトを参照するには、Sales Cloud Einstein ライセンスが必要です。アクショ
ンの共有、活動タイムラインの詳細、および提案された取引先責任者のインサイトは Lightning Experience での
み使用できます。
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エンタープライズテリトリー管理を使用して外出中により多くの情報を参照

エディション

使用可能なエディション:
Developer Edition および
Performance Edition と、
Sales Cloud が付属した
Enterprise Edition および
Unlimited Edition

モバイル環境の営業担当が取引先の [割り当て済みテリトリー内のユーザ] 関連
リストを取得できるようになりました。この変更は、すべてのバージョンの
Salesforce アプリケーションに適用されます。

Quip アプリケーションでのアクセスとコラボレーション
外出先で Quip を使用して、従来よりも簡単に同僚とコラボレーションできます。Quip リンクは、メールまた
は Salesforce のどちらでクリックしても、Quip モバイルアプリケーションで開かれます。この機能は、すべての
バージョンの Salesforce アプリケーションで使用できます。
Quip モバイルアプリケーションは、App Store および Google Play から入手できます。Quip アプリケーションを使
用して、ドキュメントの編集や同僚とのコラボレーションを行います。Quip ドキュメントと Salesforce との間を
シームレスに移動して、あらゆる場所で作業できます。
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メモ:  Quip ドキュメントへのアクセス権を持つユーザのみが、Quip アプリケーションでリンクを開くこと
ができます。

Spring '18 で廃止される Salesforce モバイルの従来のグラフ

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

従来のグラフは長い間 Salesforce for Android、Salesforce for iOS、および Salesforce モバ
イル Web 環境に含まれていましたが、廃止されることになりました。Salesforce

for Android、Salesforce for iOS、および Salesforce モバイル Web の従来のグラフは、拡
張グラフ (Lightning Experience グラフのモバイルバージョン) に置き換えられます。
この変更は、すべてのバージョンの Salesforce 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。
• Spring '18 では、Salesforce for Android、Salesforce for iOS、および Salesforce モバイル

Web に拡張グラフのみが用意されているため、従来のグラフに戻ることはで
きません。

• Summer '16 リリース以降に作成された組織には、Salesforce for Android、Salesforce

for iOS、および Salesforce モバイル Web の唯一のグラフ環境として拡張グラフがすでに含まれます。この組織
では、変更はありません。

• 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)。
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外出先での投稿とコメントへのスタイルの追加 (パイロット)

Salesforce のリッチテキストエディタを Salesforce モバイルで使用できるようになりました。テキスト形式で単調
な投稿を行うのではなく、強調や個性、あるいはリストを加えた投稿を行うことが可能です。投稿、コメン
ト、質問、回答を作成または編集する場合は、エディタを使用します。この変更により、デスクトップから追
加した投稿を、外出先で編集することもできます。これは、すべてのバージョンの Salesforce アプリケーション
に適用されます。

メモ: モバイルのリッチテキストエディタは、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、または公式声明で発表しない限り、正式リリースされませ
ん。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。現在正式にリリースされて
いる製品および機能に基づいて購入をご決定ください。

このパイロット機能を有効化するには、Salesforce サポートにご連絡ください。

グループへのメンションに関する転送通知の取得
グループが @メンションされたときにグループメンバーが迅速に応答できるように、グループへのメンション
によって転送通知がトリガされるようになりました。電話だけを持って外出したとしても、現在進めている重
要なビジネスの動きを見失うことはなくなりました。この機能により、グループで認識すべきと思われる事柄
を常に把握できます。これは、すべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
グループメンションに関する通知を受信するには、メンバーは Chatter メール通知設定の [グループ] で [すべて
の投稿でメール送信]を選択する必要があります。通知を有効にしたら、[転送通知設定] の下にある [誰かがあ
なたのグループに @メンションする] を有効にすることで、モバイルデバイスで転送通知を取得できます。
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モバイルデバイスのフィードタブの名前変更
モバイルデバイスから表示するレコードの [フィード] タブのラベルが [Chatter] になりました。これは、すべて
のバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。

新しい Chatter 投稿コンポーザでのコンテンツの共有
投稿の作成、画像やファイルの添付、ユーザまたはグループへのメンションには、最新の Chatter 投稿コンポー
ザを使用してください。新しいコンポーザでは、最新情報の共有をさらに簡単に、そして新しいデザインとフ
ルサイズの画像プレビューによりさらに快適に使用できます。新しい Chatter 投稿コンポーザは、Salesforce for

Android のバージョン 15.0 以降で使用できます。
コンポーザにはフルサイズの画像および添付ファイルが表示されるため、イベントの一番良い写真やプレゼン
テーションの特に重要なスライドを簡単に共有できます。投稿の文章の作成前または作成後に、画像または
ファイルをすばやく削除し、新しいものを添付できます。
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Salesforce for Android の最新の Chatter 環境
新しい Chatter 環境で、スムーズなスクロールと直感的なユーザエクスペリエンスを体感してください。[会社
の注目] フィードが追加され、フィードから直接 Chatter 投稿を共有できるようになりました。この新しい環境
は、Salesforce for Android のバージョン 15.0 以降で使用できます。
新しい Chatter フィード環境で高速かつ最新のフィードを使用して、同僚や顧客とコラボレーションできます。
[会社の注目] フィード
[会社の注目] フィードを使用して、社内のトレンドな会話を把握します。時間のないときでも、上位の投稿に
対してエンゲージしたり、会社の最新情報を把握したりできます。フィードの上部をタップして、優先度に基
づいて投稿を並べ替えたり絞り込んだりします。最新情報を見逃さないように、必要に応じて頻繁に検索条件
を変更します。
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メモ: [すべての会社]フィードを引き続き使用する場合は、同じフィード環境で [会社の注目]および [最近
の活動] 検索条件を選択します。

Chatter フィードから共有
フィードから直接、フォロワーまたはグループと投稿を共有し、自分の意見を付け加え、会話に参加します。
フォロワーやグループと投稿を共有するためにフィードの詳細ページをタップする必要はなくなりました。ス
クロールして共有するだけで、あとは自分の仕事に戻ることができます。
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Chatter フィード内でのインライン画像と複数の添付ファイルの表示
Chatter 環境の一新に伴い、インライン画像と複数の添付ファイルがフィード内の各投稿に表示されるようにな
りました。インライン画像を見るために各投稿をタップする必要がなくなり、Chatter フィードをスクロールし
ながら詳しいコンテキストを把握できます。この新しい機能は、Salesforce for Android のバージョン 15.0 以降で
使用できます。
インライン画像は Chatter フィードとフィードの詳細ページに表示されます。
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メモ: ユーザはインライン画像を表示できますが、Salesforce for Android からインライン画像を投稿すること
はできません。

複数の添付ファイルがある投稿では、最初の 2 つのアイテムが横並びになったプレビューが表示されます。添
付ファイルが 3 つ以上ある場合は、フィードの詳細を開く [+] ボタンが表示されます。
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メモ:  Salesforce for Android から各投稿に添付できる画像またはファイルは 1 つのみです。

Chatter ストリームを使用したカスタムフィードへのアクセス
Lightning Experience で使用する Chatter ストリームをすべてのモバイルデバイスで参照できます。フィードでは、
ユーザ、グループ、レコード (取引先、商談、ケースなど) の投稿が組み合わされます。Chatter ストリームは、
Salesforce for Android/iOS のバージョン 15.0 以降で使用できます。
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メモ:  Salesforce for Android/iOS ですべての Chatter ストリームを参照できますが、モバイルアプリケーション
から新規ストリームの作成やストリームの編集を行うことはできません。

お気に入りを使用した上位 Salesforce ページへのショートカットの作成
モバイルでのお気に入り環境は、Salesforce フルサイトの Lightning Experience のお気に入りと同じです。任意のデ
バイスでお気に入りを追加または削除できます。Salesforce にどこからアクセスしても、同じ結果が表示されま
す。お気に入りは、Salesforce for Android/iOS のバージョン 15.0 以降で使用できます。
お気に入りでは、Salesforce の重要なレコード、リスト、グループ、ダッシュボード、その他の頻繁に使用する
ページにすばやくアクセスできます。Web ブラウザのブックマークに似ていますが、お気に入りはどのブラウ
ザまたはデバイスで Salesforce にログインしても使用できるという点で優れています。

星 ( ) をクリックして、現在のページ (たとえば [すべての進行中のリード] など) をお気に入りに追加しま

す。星が強調表示されている場合 ( ) は、現在お気に入りページが表示されていることを意味します。お気
に入りを削除するには、強調表示された星印をクリックします。
保存したお気に入りは、すべてのお気に入りを表示および管理できる、お気に入りリストからワンクリックで
アクセスできます。
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お気に入りを使用するときの考慮事項は、次のとおりです。
• 最大 200 個までお気に入りを追加できます。次のコンテンツタイプがサポートされています。

– 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトのレコードホーム (これらのレコードビューの Visualforce の上
書きを含む)

– リスト
– ダッシュボード
– レポート
– レポートフォルダおよびダッシュボードフォルダ
– Chatter グループ

メモ:  [レポート]、[ダッシュボード]、[ファイル]、[ToDo]、[メモ] タブのリストビューはお気に入りに追
加できません。リストビューの Visualforce の上書きと個々の Chatter 投稿もお気に入りに追加できませ
ん。

• 設定ページではお気に入りの追加ができませんが、それらの領域からもお気に入りにアクセスはできます。
• 個々のユーザのみがお気に入りを管理できます。Salesforce システム管理者が共有や編集を行うことはでき

ません。

ファイルのアップロードコンポーネントと Cloud Flow Designer を使用したファイルのアッ
プロード
ファイルのアップロードコンポーネントを使用した場合、フローからファイルを添付できるようになりまし
た。Cloud Flow Designer で画面を作成することもできます。この変更は、Lightning Experience および Salesforce モバ
イル Web に適用されます。ただし、Lightning フローランタイムでのみ機能します。
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サードパーティキーボードを使用したメッセージのアニメーション
Salesforce for iOS ユーザは、Bitmoji や Gboard などのサードパーティキーボードのサポートにより、投稿とコメン
トを装飾できます。サードパーティキーボードのサポートは、Salesforce for iOS のバージョン 15.0 以降で使用で
きます。
Salesforce アプリケーションでサードパーティキーボードにアクセスするには、App Store からキーボードをダウ
ンロードします。お気に入りのキーボードをインストールし、ステッカー、検索結果、動画などを Salesforce 投
稿に追加します。
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Salesforce アプリケーションでは機能上の差異があるか使用不可となる Spring
'18 の機能
Salesforce モバイルアプリケーションには、組織で Lightning Experience と Salesforce Classic のいずれを使用している
場合であっても、Salesforce フルサイトの一部の機能が含まれていません。ここでは、Salesforce アプリケーショ
ンでは使用できない、フルサイトで使用する場合と機能上の差異がある、またはアプリケーションでの動作が
異なる Spring '18 Salesforce の機能強化について説明します。

メモ:  Salesforce アプリケーションとフルサイトの相違点を網羅したリストは、Salesforce ヘルプの「Salesforce

アプリケーションで使用できない機能とその新機能」を参照してください。

生産性機能
活動アラーム

活動アラームは ToDo と行動から設定できますが、そのアラームは Lightning Experience からのみ参照できま
す。

行動の被招集者
行動の被招集者は Salesforce Classic の被招待者に似ていますが、行動の被招集者を使用できるのは Lightning

Experience と Salesforce アプリケーションです。被招集者の操作には、Lightning Sync および互換性のある Microsoft®

Exchange アカウントまたは Google G Suite アカウントが必要です。また、行動主催者は、Lightning Experience、
Salesforce アプリケーション、あるいは (双方向同期を行う場合は) Microsoft または Google カレンダーで行動を
作成または編集する必要があります。双方向同期 (Salesforce から Google または Salesforce から Exchange) を設定
している場合、行動主催者は取引先責任者、リード、および他の Salesforce ユーザを行動に招待したり、削
除したりできます。すべての営業担当が被招集者を参照できます。いずれかの同期方向で設定されている
場合、被招集者は営業担当のカレンダーアプリケーションと同期します。Lightning Experience および Salesforce

アプリケーションで被招集者を設定する場合、Salesforce Classic の一部の機能が制限されます。Salesforce ヘル
プの「Lightning Sync の考慮事項」を参照してください。

Salesforce Authenticator: コミュニケーションと活動の追跡の改善
Salesforce Authenticator バージョン 2.11 では、いっそう明確な情報が提供されるようになりました。アクション、
日付、場所、デバイス、応答など、各検証アクティビティの全履歴を完全に把握できます。

このセクションの内容:

Salesforce Authenticator でのアカウントアクティビティの追跡
Salesforce Authenticator バージョン 2.11 では、アカウントアクティビティの詳細をすべて追跡できるようにな
りました。アクティビティリストのアクティビティをタップして、アクション、日付、場所、デバイス、
応答をなど、各アクティビティの全履歴を完全に把握できます。この機能は、Android と iOS の両方で使用
できます。
ガイド付きツアーを使用した Salesforce Authenticator への簡単な接続
Salesforce Authenticator への Salesforce アカウントの接続は、ペアリングプロセスの説明に従って簡単に行える
ようになりました。QR コードまたは 2 語の語句を使用して Salesforce アカウントを追加できます。このツアー
は、Android と iOS の両方で使用できます。
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自動化サービスが無効または使用できない場合の通知の明確化
新しい通知テキストでは、Authenticator の状況がいっそう明確に示されています。システム管理者が組織の
自動化を無効にした場合、Authenticator 通知はその情報を反映します。アプリケーションのロケーション
サービスをユーザが無効にした場合、またはロケーションサービスが Authenticator で使用できない場合、通
知にその状況が表示されます。自動化が無効になっている場合、拒否機能は無効です。この機能は、Android

と iOS の両方で使用できます。

Salesforce Authenticator でのアカウントアクティビティの追跡
Salesforce Authenticator バージョン 2.11 では、アカウントアクティビティの詳細をすべて追跡できるようになりま
した。アクティビティリストのアクティビティをタップして、アクション、日付、場所、デバイス、応答をな
ど、各アクティビティの全履歴を完全に把握できます。この機能は、Android と iOS の両方で使用できます。
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ガイド付きツアーを使用した Salesforce Authenticator への簡単な接続
Salesforce Authenticator への Salesforce アカウントの接続は、ペアリングプロセスの説明に従って簡単に行えるよ
うになりました。QR コードまたは 2 語の語句を使用して Salesforce アカウントを追加できます。このツアーは、
Android と iOS の両方で使用できます。
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自動化サービスが無効または使用できない場合の通知の明確化
新しい通知テキストでは、Authenticator の状況がいっそう明確に示されています。システム管理者が組織の自
動化を無効にした場合、Authenticator 通知はその情報を反映します。アプリケーションのロケーションサービ
スをユーザが無効にした場合、またはロケーションサービスが Authenticator で使用できない場合、通知にその
状況が表示されます。自動化が無効になっている場合、拒否機能は無効です。この機能は、Android と iOS の両
方で使用できます。
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Financial Services Cloud:「クライアントが示した関心」コンポー
ネント、高速データ読み込み、個人取引先

エディション

Financial Services Cloud
は、Lightning Experience で
使用できます。

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

ユーザは、定年後の貯蓄や預金口座など顧客の一番の関心事をすばやく把握で
きるほか、「クライアントが示した関心」コンポーネントを使用して、あらゆ
る情報をクライアントプロファイルですばやく確認できます。一括アップロー
ドの機能強化である高速データ読み込みを使用して、大きなバッチサイズをす
ばやくアップロードします。さらに、Financial Services Cloud で個人取引先を活用
できます。それだけではありません。先に進んで詳細を確認してください。
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このセクションの内容:

「クライアントが示した関心」コンポーネントによる顧客のニーズの把握と参照
当座預金口座の顧客が住宅ローンに関心を示しているとします。「クライアントが示した関心」コンポー
ネントの新しい標準アクションを使用すれば、データを再入力することなく、顧客のニーズをすばやく把
握できます。また、クライアントプロファイル上にある、示された関心に基づき、すべての未対応の紹介
および紹介の潜在的な価値を容易に確認できます。
高速データ読み込みを使用してアップロードを高速化
一括アップロードの機能強化に従って、Bulk API またはデータローダを使用して、個人および金融口座オブ
ジェクトの大きなバッチサイズを簡単にアップロードできます。
Financial Services Cloud での個人取引先の活用
新しい Financial Services Cloud ユーザの場合、個人取引先または個人オブジェクトモデルのいずれかを使用で
きるようになりました。
Financial Services Cloud の操作性およびその他の機能強化
次のその他の機能強化をご覧ください。
Financial Services Cloud オブジェクトの新規カスタム項目
次のカスタム項目が標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトに新規追加されました。

「クライアントが示した関心」コンポーネントによる顧客のニーズ
の把握と参照
当座預金口座の顧客が住宅ローンに関心を示しているとします。「クライアントが示した関心」コンポーネン
トの新しい標準アクションを使用すれば、データを再入力することなく、顧客のニーズをすばやく把握できま
す。また、クライアントプロファイル上にある、示された関心に基づき、すべての未対応の紹介および紹介の
潜在的な価値を容易に確認できます。

高速データ読み込みを使用してアップロードを高速化
一括アップロードの機能強化に従って、Bulk API またはデータローダを使用して、個人および金融口座オブジェ
クトの大きなバッチサイズを簡単にアップロードできます。
また、行ロックエラーが減少し、エラーをより適切に処理できます。
関連トピック:

• データの読み込み

Financial Services Cloud での個人取引先の活用
新しい Financial Services Cloud ユーザの場合、個人取引先または個人オブジェクトモデルのいずれかを使用できる
ようになりました。
個人取引先を使用して、顧客情報を Financial Services Cloud の 1 つのレコードに保存します。個人取引先は取引先
と取引先責任者からの項目を統合し、完全にカスタマイズ可能な簡略化されたユーザ環境を提供します。さら
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に、個人取引先機能のメリットを得ることができます。たとえば、重複管理、Chatter でのフォロー、単一手順
の共有です。
Financial Services Cloud のトライアル組織に対してデフォルトで有効になるのは、個人取引先です。ただし、簡単
な設定手順で個人オブジェクトモデルを有効化できます。
現在の組織で個人取引先を使用している場合は、新しい組織に移行せずに Financial Services Cloud にアップグレー
ドするオプションを使用できる場合があります。

メモ: 現在の組織または新規組織内で Financial Services Cloud の個人取引先にアップグレードする前に、カス
タマイズ (コンポーネントやトリガのカスタマイズなど) を確認してください。

関連トピック:

• 個人取引先

Financial Services Cloud の操作性およびその他の機能強化
次のその他の機能強化をご覧ください。
• リレーションの対応付けにおけるエンティティの表示オプションの厳格化

ユーザ権限に基づいてリレーションをリレーションの対応付けに表示または非表示にすることで、プライ
バシーに関する規制およびポリシーに準拠します。エンティティの表示の厳格化を有効にすると、[取引先
と取引先責任者のリレーション] 内の取引先および取引先責任者レコードに対して少なくとも参照アクセス
権を持つユーザのみがリレーションの対応付け内のレコードを参照できます。

• 戦略的パートナーインテグレーション
保険コンソールアプリケーションと、保険期間および総保険料のカスタム項目を使用して、戦略的パート
ナーと顧客は保険所有者のカスタマイズしたビューを作成できます。

Financial Services Cloud オブジェクトの新規カスタム項目
次のカスタム項目が標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトに新規追加されました。
Account 標準オブジェクトにカスタム項目が新規追加されました。

TotalPremium__c

保険契約者の年間保険料。
FinancialAccount__c カスタムオブジェクトにカスタム項目が新規追加されました。

PolicyTerm__c

保険により提供される補償の期間。
ProductName__c

商品名。
Lead 標準オブジェクトにカスタム項目が新規追加されました。

RelatedAccount__c

リードに関連する個人取引先または世帯団体。
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Health Cloud: 柔軟なケアプラン、健康評価、ケアギャップ

目標を問題から切り離すと、自分に適した方法で Health Cloud データモデルを使用できます。Health Cloud は患者
のケアのギャップを特定するのに役立ちます。また、調査情報を収集することで、患者をより効果的に管理で
きます。

Health Cloud は、Salesforce Classic と Lightning Experience で使用できます。
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

このセクションの内容:

柔軟なケアプランによるケアのカスタマイズ
柔軟なケアプランでは、目標と問題を関連づける必要がありません。このため、患者の健康問題への組織
固有のアプローチを反映させながら、Health Cloud データモデルを使用できます。
ケアギャップを追跡してケアの連携を改善
健康活動に優先度を設定する作業は困難かつ複雑です。Health Cloud を使用すると、患者ケアのギャップを
表面化することで優先度を効率的に設定できるようになり、チームに変化がもたらされます。ケアギャッ
プを埋めるには、ケアギャップをサポートプロセスに結び付けます。
評価を使用した患者情報の収集
患者をより効果的に管理するのに役立つ情報を収集して、患者ケアの質を向上させます。手術前評価であっ
ても、患者のフィードバックアンケートであっても、患者のケアプラン内で必要な情報が得られます。

柔軟なケアプランによるケアのカスタマイズ
柔軟なケアプランでは、目標と問題を関連づける必要がありません。このため、患者の健康問題への組織固有
のアプローチを反映させながら、Health Cloud データモデルを使用できます。
患者に関して何を行っているかは、ケアプランをどのように表示するかに影響します。柔軟なケアプランを使
用すると、患者のケアを管理するための方法がいくつか見つかります。
問題ビュー

患者が直面している問題によっては、患者のケアプランを参照することが最良の方法になることがありま
す。[ケアプラン] メニューバーの [問題] をクリックすると、その問題が直接表示されるほか、問題に関連付
けられた目標と ToDo へのリンクが表示されます。

目標ビュー
目標に最も関心がある場合は、ケアプランのインターフェースを目標別に整理できます。目標は、問題を
改善するための患者の目標です。患者は必要に応じていくつでも目標を設定できます。目標に問題を関連
付ける必要はありません。問題はケアプランではなく患者に直接リンクされます。問題リストを持つすべ
ての患者がケアプランを持つとは限らないためです。

ToDo ビュー
看護師またはケア担当者の場合は、おそらく、担当をする患者のケアプランに配置された ToDo を表示する
ことに関心があることでしょう。ケアプランメニューバーの [ToDo] をクリックすると、各 ToDo と、その
ToDo に関連付けられた目標と問題が表示されます。
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システム管理者は、独自の作業プロセスに合った新しいタブを作成できます。タブは、[目標]、[問題]、[割り
当て先]、または [期日] でグループ化できます。[グルーピングなし] を選択することもできます。

現在の 3 階層のビューがお好みの場合は、そのまま使い続けることも可能です。[問題および目標] タブを使用
することで、そのビューを取得できます。

ケアギャップを追跡してケアの連携を改善
健康活動に優先度を設定する作業は困難かつ複雑です。Health Cloud を使用すると、患者ケアのギャップを表面
化することで優先度を効率的に設定できるようになり、チームに変化がもたらされます。ケアギャップを埋め
るには、ケアギャップをサポートプロセスに結び付けます。
ケアコーディネータは患者の転帰の向上を目的として、この機能を使用することができます。公衆衛生アナリ
ストにとっては、特定の介入後に改善する可能性が最も高い患者を確認するのにこれが役立つ場合がありま
す。
ケアギャップの使用を開始するには、[カスタム設定] の [患者カード] ドロップダウンにケアギャップを追加し
ます。

複数のソースシステムで Health Cloud のケアギャップレコードを作成できます。レコードにロゴを自動的に添
付することで、レコードのソースの特定を容易にすることができます。
ケアギャップデータが複雑でスキャンが困難である場合は、検索バーを使用して、ケアギャップ表示でデータ
を検索します。
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評価を使用した患者情報の収集
患者をより効果的に管理するのに役立つ情報を収集して、患者ケアの質を向上させます。手術前評価であって
も、患者のフィードバックアンケートであっても、患者のケアプラン内で必要な情報が得られます。
アンケートを使用すると、ユーザや顧客からフィードバックとデータを収集するための美しく使いやすいフォー
ムを作成できます。アンケートの質問と回答を簡単なエディタでカスタマイズできます。さまざまな種別の質
問を追加して、必要とする正確なデータを収集できます。Health Cloud コンソールの [評価] タブで、患者に送信
できるアンケートを表示します。また、患者が回答済みのアンケートを探したり、患者の回答にドリルインし
て表示したりすることもできます。
各患者のケアプラン内から、患者に送信できるアンケートのリストを表示します。クリックするだけで、招待
メールが患者に送信されます。患者がメール内のアンケートリンクをクリックすると、患者はコミュニティに
ログインし、アンケートに記入できます。
アンケートの回答を表示するには、[患者に送信済み] タブからアンケートを開きます。[患者に送信済み] タブ
には、該当の患者に送信したすべてのアンケートのリストが表示されます。アンケートの送信日、アンケート
が完了したかどうか、アンケートの状況、表示しているアンケートのバージョンを容易に参照できます。

カスタマイズ: Lightning アプリケーションビルダーの Lightning ア
プリケーション、リッチなフロー画面、時間項目

Lightning アプリケーションビルダーを使用すると、動的なホームページおよびアプリケーションページの作成
や、Lightning アプリケーションの変更を行うことができます。画面にカスタム Lightning コンポーネントを埋め
込み、現在のフローフェーズをユーザに表示することで、画期的なフローになります。新しい時間データ型を
使用すれば、時間のみのデータを追跡を開始できます。

このセクションの内容:

Lightning アプリケーションビルダー: Lightning アプリケーションのカスタマイズ、コンポーネントの表示ルー
ルでの項目のトラバース、新しいページテンプレート、新しいコンポーネント
Lightning アプリケーションビルダーを使用して Lightning アプリケーションのカスタマイズとページ管理を 1

か所で行うことができるようになりました。App ビルダーを開いたまま、アプリケーションのブランド設
定、オプション、ナビゲーション項目、ユーティリティバーを編集したり、アプリケーションの Lightning

ページを開いたり作成したりできます。Lightning コンポーネントの表示ルールで対象範囲を関連項目およ
び関連オブジェクトに拡張できるようになり、アプリケーションとホームページのコンポーネントに対し
てルールを設定できるようになりました。それだけではありません。コンソールページの新しいテンプレー
トと、新しい標準コンポーネントを確認してください。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。
フロー: 画面の Lightning コンポーネント
Lightning コンポーネントを使用すると、フロー画面の外観および動作を任意に構築できます。これらの変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
選択リスト: レコードタイプに関する選択リストの変換の機能強化
項目を複数選択リストに変換するときに選択リストのレコードタイプの値設定が保持されます。
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ユーザ設定: 外部アカウントの自己無効化、拡張プロファイル設定の新規ロケーション
[ユーザ管理設定] ページでは、外部ユーザが必要に応じて各自のアカウントを無効化できます。ここの拡
張プロファイルリストビューや拡張プロファイルユーザインターフェースオプションも簡単に管理できま
す。以前は、これらのオプションは [ユーザインターフェース] ページにありました。この変更は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Salesforce Connect: 外部オブジェクトへのアクセスのデバッグ、Callout Event Monitoring のパイロット継続、外部
オブジェクトのコンパクトレイアウトのメタデータ API のサポート、新しい組織での OData 2.0 アダプタの改
善
新規および更新されたイベント種別を使用して、外部オブジェクトデータへのアクセスに関する問題をト
ラブルシューティングします。イベントログファイルで外部オブジェクトデータコールアウトを追跡する
ための改善されたログデータを試して、ご意見をお聞かせください。外部オブジェクトのコンパクトレイ
アウトを取得およびリリースします。新しい組織を作成すると、OData 2.0 アダプタも改善されます。
一般設定: 環境ベースのアクションの上書き、ロールの詳細なユーザ権限、リストカスタム設定管理
環境 (Lightning Experience、Salesforce Classic、モバイル) ごとに異なる標準アクションの上書きを作成できます。
ユーザがロールまたはロール階層を確認するための新しいユーザ権限があります。ユーザに「設定・定義
の参照」を付与する必要はもうありません。システム管理者は、ユーザインターフェースでスイッチを切
り替えて、リスト型のカスタム設定を作成できます。さらに、ユーザがカスタマイズされたアクションを
使用できるようにするユーザ権限の名前が変更されました。
AppExchange: パッケージの承認状況の確認
インストールするパッケージの承認状況がわかりやすくなりました。AppExchange パートナープログラムで
承認されていない管理パッケージをインストールする場合、インストール中にその状況が通知されます。

Lightning アプリケーションビルダー: Lightning アプリケーションのカ
スタマイズ、コンポーネントの表示ルールでの項目のトラバース、
新しいページテンプレート、新しいコンポーネント

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を使用して Lightning アプリケーションのカス
タマイズとページ管理を 1 か所で行うことができるようになりました。App ビル
ダーを開いたまま、アプリケーションのブランド設定、オプション、ナビゲー
ション項目、ユーティリティバーを編集したり、アプリケーションの Lightning

ページを開いたり作成したりできます。Lightning コンポーネントの表示ルールで
対象範囲を関連項目および関連オブジェクトに拡張できるようになり、アプリ
ケーションとホームページのコンポーネントに対してルールを設定できるよう
になりました。それだけではありません。コンソールページの新しいテンプレー
トと、新しい標準コンポーネントを確認してください。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。
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このセクションの内容:

Lightning アプリケーションビルダーを使用した Lightning アプリケーションの編集
[設定] でアプリケーションマネージャから Lightning アプリケーションを編集するときに、ユーザは、アプリ
ケーションの設定を管理する Lightning アプリケーションビルダーに移動するようになりました。アプリケー
ションのブランド設定、ナビゲーション、アプリケーションオプションの更新と、そのアプリケーション
に割り当てられた Lightning の管理をすべて 1 か所で行います。
Lightning アプリケーションビルダー内での Lightning ページの管理
[設定] の Lightning ページのリストは、組織の Lightning ページを参照および管理できる唯一の方法ではなくな
りました。Lightning アプリケーションビルダーの内部にページメニューを追加したため、ユーザは [設定] に
切り替えることなく Lightning ページを操作できます。ページをリストから直接作成することもできます。
動的な Lightning アプリケーションおよびホームページの作成
コンポーネントの表示条件の設定がレコードページに制限されなくなりました。Lightning アプリケーショ
ンとホームページでも表示ルールを設定できるようになりました。
コンポーネントの表示ルールへの関連項目とその他のオブジェクトの追加
以前は、レコード上に直接配置された項目に基づいてのみ Lightning レコードページのコンポーネントの表
示ルールを定義できましたが、はるかに堅牢な検索条件を作成できるようになりました。
割り当てられたアプリケーションをアプリケーションページの詳細ページで参照
Lightning アプリケーションページの詳細ページに新しい関連リストが追加されました。ページの詳細ペー
ジを表示すると、そのページを含むすべての Lightning アプリケーションのリストを参照できます。
折りたたみ可能なセクションへのコンポーネントの整理
コンポーネントを折りたたみ可能なセクションにグループ化して、画面が乱雑にならないように管理しま
す。新しいアコーディオンコンポーネントは、タブコンポーネントと似ていますが、縦に積み上げられる
点が異なります。アコーディオンコンポーネントは、すべてのレコードページで使用できます。これは、
Lightning Experience の新機能です。
コンソールアプリケーションの固定領域ページの作成
固定領域は、Lightning コンソールアプリケーションのサブタブに移動しても引き続き表示されます。コン
ソールユーザが簡単にレコードを操作できるようにする 3 つの新しいページテンプレートを Lightning コン
ソールアプリケーションで使用できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
ホームページでの一時停止中のフローインタビューの表示
新しい一時停止中のフローインタビューコンポーネントを使用すると、ユーザが Lightning Experience でイン
タビューを再開できるようになります。フローインタビューは、フローの実行中のインスタンスです。コ
ンポーネントには、ユーザが所有するインタビューまたはユーザと共有しているインタビューが最大 5 件
表示されます。このコンポーネントは [ホーム] ページでのみサポートされます。これは、Lightning Experience

の新機能です。
アンケートコンポーネントを使用してユーザからフィードバックを収集
アンケートコンポーネントを使用して、有効なアンケートを Lightning ページに埋め込みます。このコンポー
ネントは、Lightning ページのすべての種別で使用できます。
F6 キーを使用した Lightning アプリケーションビルダーパネルのフォーカスの切り替え
F6 キーのみで Lightning アプリケーションビルダーのパネル間のフォーカスを切り替えることができるよう
になりました。Alt+1 ～ Alt+5 の使用はサポートされなくなりました。
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Lightning アプリケーションビルダーを使用した Lightning アプリケーションの
編集
[設定] でアプリケーションマネージャから Lightning アプリケーションを編集するときに、ユーザは、アプリ
ケーションの設定を管理する Lightning アプリケーションビルダーに移動するようになりました。アプリケー
ションのブランド設定、ナビゲーション、アプリケーションオプションの更新と、そのアプリケーションに割
り当てられた Lightning の管理をすべて 1 か所で行います。

[ページ] リストには、アプリケーションに関連付けられたすべての有効なページと、プロファイルに割り当て
られたすべてのホームページが表示されます。

メモ: 管理パッケージからインストールされた Lightning アプリケーションの編集方法は変更されていませ
ん。管理された Lightning アプリケーションを編集する場合は、引き続きその設定をアプリケーションの編
集ウィザードでカスタマイズします。

関連トピック:

Lightning アプリケーションビルダー内での Lightning ページの管理

Lightning アプリケーションビルダー内での Lightning ページの管理
[設定] の Lightning ページのリストは、組織の Lightning ページを参照および管理できる唯一の方法ではなくなり
ました。Lightning アプリケーションビルダーの内部にページメニューを追加したため、ユーザは [設定] に切り
替えることなく Lightning ページを操作できます。ページをリストから直接作成することもできます。
[ページ] リストは、コンテキストに応じて 2 つの異なる方法で表示されます。
[設定] の [Lightning アプリケーションビルダー] リストページから Lightning ページを開くか、[設定] メニューの
[編集ページ] オプションを使用して Lightning ページを開くと、最近更新した 10 個のページが [ページ] メニュー
に表示されます。
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Lightning アプリケーションを編集する場合、[ページ] メニューには、現在のアプリケーションに関連付けられ
たすべての有効な Lightning ページ (アプリケーションに割り当てられたレコードページとアプリケーションペー
ジを含む) と、プロファイルに割り当てられたすべてのホームページが表示されます。リストは、ページ種別
または最終更新日で並び替えることができます。

リスト内の Lightning ページをクリックすると、Lightning アプリケーションビルダーを開いたまま、作業してい
るアプリケーションのコンテキストでリストを開いたり、編集したり、保存したりできます。ページがアプリ
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ケーションに関連付けられていなくても、ページリストの下部でページを作成したり、既存のページを開いた
りできます。

動的な Lightning アプリケーションおよびホームページの作成
コンポーネントの表示条件の設定がレコードページに制限されなくなりました。Lightning アプリケーションと
ホームページでも表示ルールを設定できるようになりました。
アプリケーションおよびホームページはオブジェクトに関連付けられていないため、使用できる条件はユーザ
やクライアントなどの他のコンテキストに制限されます。ただし、これは機能不足という意味ではありませ
ん。たとえば、クライアントコンテキストを使用する検索条件では、一方の環境または他方の環境でコンポー
ネントを排他的に表示するように設定できます (アプリケーションページを電話またはデスクトップで表示す
る場合など)。

条件は Lightning for Outlook および Lightning for Gmail でも使用できます。メールアプリケーションペインのコン
ポーネントごとに、営業担当がメールや行動を参照しているときやメールの作成または行動の編集を行ってい
るときにコンポーネントを表示するかどうかを設定できます。
コンポーネントの表示条件は、標準コンポーネント、カスタムコンポーネント、AppExchange のコンポーネン
トでサポートされています。条件を定義しない場合、コンポーネントは通常どおりに Lightning ページに表示さ
れます。1 つ以上の条件を定義して、コンポーネントの条件ロジックを設定すると、条件ロジックが満たされ
るまでコンポーネントは非表示になります。

コンポーネントの表示ルールへの関連項目とその他のオブジェクトの追加
以前は、レコード上に直接配置された項目に基づいてのみ Lightning レコードページのコンポーネントの表示
ルールを定義できましたが、はるかに堅牢な検索条件を作成できるようになりました。
たとえば、レコードページで [レコード項目] をクリックして、レコードの項目を選択できます。または、[詳
細] をクリックして、関連項目、関連オブジェクト、または他のオブジェクト (クライアント、ユーザなど) の
項目も選択できます。
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割り当てられたアプリケーションをアプリケーションページの詳細ページで参
照
Lightning アプリケーションページの詳細ページに新しい関連リストが追加されました。ページの詳細ページを
表示すると、そのページを含むすべての Lightning アプリケーションのリストを参照できます。

[アプリケーション別割り当て] リストは、ユーザが Lightning アプリケーションビルダーでアプリケーション
ページを有効にするか、アプリケーションの設定でページのカスタムタブを割り当てることで、アプリケー
ションページをどのアプリケーションに割り当てたかを示します。

折りたたみ可能なセクションへのコンポーネントの整理
コンポーネントを折りたたみ可能なセクションにグループ化して、画面が乱雑にならないように管理します。
新しいアコーディオンコンポーネントは、タブコンポーネントと似ていますが、縦に積み上げられる点が異な
ります。アコーディオンコンポーネントは、すべてのレコードページで使用できます。これは、Lightning

Experience の新機能です。
最大 25 個のセクションを設定できますが、10 個以下にすることをお勧めします。また、独自のヘッダーが設
定された各セクションに複数のコンポーネントを埋め込むことができます。
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次に、Lightning アプリケーションビルダーでこのコンポーネントがどのように表示されるかを示します。

ユーザには次のように表示されます。

関連トピック:

折りたたみ可能なセクションを使用してコンソールページのノイズを低減
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コンソールアプリケーションの固定領域ページの作成
固定領域は、Lightning コンソールアプリケーションのサブタブに移動しても引き続き表示されます。コンソー
ルユーザが簡単にレコードを操作できるようにする 3 つの新しいページテンプレートを Lightning コンソールア
プリケーションで使用できます。これは、Lightning Experience の新機能です。
新しいテンプレートは、標準ナビゲーションを使用するアプリケーションでも動作します。ただし、標準アプ
リケーションでは固定領域の利点がないため、非固定領域テンプレートを使用することをお勧めします。
固定領域テンプレートはレコードページでのみ使用できます。固定領域ページを作成するには、Lightning アプ
リケーションビルダーで次のテンプレートを見つけます。
• コンソール: 固定されたヘッダー
• コンソール: 固定されたヘッダーと左サイドバー
• コンソール: 固定された左サイドバー

Lightning アプリケーションビルダーで作業しているときに、目的の要素をページにドラッグするのと同じ方法
でコンポーネントを固定領域に追加します。固定アイコンは、領域を固定できることを示します。
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メモ: 固定領域では、テーマはサポートされていません。たとえば、カスタムテーマを使用して緑色でア
プリケーションをブランド設定しても、固定領域に緑色のテーマは表示されません。

関連トピック:

コンソールページに固定領域を追加し、タブを切り替えることなく作業を継続

ホームページでの一時停止中のフローインタビューの表示

エディション

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

新しい一時停止中のフローインタビューコンポーネントを使用すると、ユーザ
が Lightning Experience でインタビューを再開できるようになります。フローイン
タビューは、フローの実行中のインスタンスです。コンポーネントには、ユー
ザが所有するインタビューまたはユーザと共有しているインタビューが最大 5

件表示されます。このコンポーネントは [ホーム] ページでのみサポートされま
す。これは、Lightning Experience の新機能です。

関連トピック:

Lightning Experience からの一時停止中のフローインタビューの再開

アンケートコンポーネントを使用してユーザからフィードバックを収集

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

アンケートコンポーネントを使用して、有効なアンケートを Lightning ページに
埋め込みます。このコンポーネントは、Lightning ページのすべての種別で使用で
きます。

F6 キーを使用した Lightning アプリケーションビルダーパ
ネルのフォーカスの切り替え
F6 キーのみで Lightning アプリケーションビルダーのパネル間のフォーカスを切
り替えることができるようになりました。Alt+1 ～ Alt+5 の使用はサポートされなくなりました。

フロー: 画面の Lightning コンポーネント
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 コンポーネントを使用すると、フロー画面の外観および動作を任意に構
築できます。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:

フロー設計: Lightning コンポーネントを使用したリッチな画面
画面で Lightning コンポーネントを使用して目的のフローを構築できます。こ
れらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
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フローの配布: オブジェクト固有のアクションと動的 Apex

フローアクションでは、ボタンのクリックでレコードのフローにアクセスできます。プログラムを使用す
る場合も、Apex から動的にフローを呼び出すことができるようになりました。これらの変更は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
一時停止中のフローインタビュー: 共有、レコードの関連付け、Lightning Experience からの再開
以前まで、ユーザは自分が一時停止したフローインタビューしか再開できませんでした。今回のリリース
から、インタビューの共有により、他のユーザが中断したインタビューも再開できるようになりました。
また、管理者はインタビューをレコードに関連付けることができ、ユーザは Lightning Experience からインタ
ビューを再開できるようになりました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用
されます。

フロー設計: Lightning コンポーネントを使用したリッチな画面
画面で Lightning コンポーネントを使用して目的のフローを構築できます。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:

Lightning コンポーネントを使用したリッチなフロー画面の構築
フロー画面に Lightning コンポーネントを導入できるようになり、フロー画面の外観と動作を任意に構築で
きます。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。ただし、Lightning フローラ
ンタイムでのみ機能します。
フロー画面のデフォルトのヘッダーとフッターの上書き
フロー画面のデフォルトのヘッダーを削除したり、下部のナビゲーションボタンをカスタマイズしたりす
ることが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。
ただし、Lightning フローランタイムでのみ機能します。
フローからの直接的なファイルのアップロード
数回クリックするだけで、ユーザはフロー中にファイルを添付できます。Lightning コンポーネント項目を
使用して、ファイルのアップロードコンポーネントをフロー画面に追加するだけで済みます。これは、
Lightning Experience の新機能です。ただし、Lightning ランタイムを使用するフローでのみ機能します。
フロー種別の表示ラベルの変更
混乱を避けるために、フロー種別の表示ラベルが [画面フロー] に更新されました。こうすることで「種別
がフローのフロー」という言い回しを避けることができます。また、フィールドサービスの種別名も整理
されました。Field Service Mobile は Field Service Mobile フロー、Field Service Web は Field Service Snap-In フローに変更
されました。

Lightning コンポーネントを使用したリッチなフロー画面の構築
フロー画面に Lightning コンポーネントを導入できるようになり、フロー画面の外観と動作を任意に構築できま
す。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能です。ただし、Lightning フローランタイ
ムでのみ機能します。

メモ:  Lightning コンポーネントを使用するには、組織で [私のドメイン] を有効にします。
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フロー画面の Lightning コンポーネントでは何ができるのでしょうか? そのほんの一例を紹介しましょう。
• ユーザに直感的なナビゲーションオプションを提供する。
• カスタムスタイル設定を画面全体に追加する。
• 絞り込まれた項目で動的な画面を構築する。
コンポーネントで新しい lightning:availableForFlowScreens インターフェースが実装されており、対
応するデザインリソースがあれば、Lightning コンポーネントの画面項目として使用できます。

例: この例では、上から下まで Lightning コンポーネントを使用して、ヘッダーやエージェントのスクリプ
トをカスタマイズし、顧客のレコードのデータとフッターのアクションを表示しています。

関連トピック:

フロー画面のデフォルトのヘッダーとフッターの上書き
フローからの直接的なファイルのアップロード
Visual Workflow ガイド: フローの画面要素
Lightning コンポーネント開発者ガイド: フロー画面での Lightning コンポーネントの使用
新規追加または変更された Lightning インターフェース
メタデータ API

フロー画面のデフォルトのヘッダーとフッターの上書き
フロー画面のデフォルトのヘッダーを削除したり、下部のナビゲーションボタンをカスタマイズしたりするこ
とが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。ただし、
Lightning フローランタイムでのみ機能します。
ヘッダーやフッターを削除するには、フロー画面の設定時に [ヘッダーを表示]や [フッターを表示]の選択を解
除します。フッターを削除すると、画面のナビゲーションボタンが表示されなくなります。ユーザが画面間を
移動できるようにするカスタム Lightning コンポーネントを追加してください。

例: このフロー画面のカスタム Lightning コンポーネントは、バックグラウンドでヘッダーのデザインを制
御し、フッターの右側に [一時停止] ボタンを表示します。
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関連トピック:

Lightning コンポーネントを使用したリッチなフロー画面の構築
Lightning コンポーネント開発者ガイド: フロー画面での Lightning コンポーネントの使用
メタデータ API

フローからの直接的なファイルのアップロード
数回クリックするだけで、ユーザはフロー中にファイルを添付できます。Lightning コンポーネント項目を使用
して、ファイルのアップロードコンポーネントをフロー画面に追加するだけで済みます。これは、Lightning

Experience の新機能です。ただし、Lightning ランタイムを使用するフローでのみ機能します。

ファイルのアップロードコンポーネントをフロー画面に追加するには、Lightning コンポーネント項目を画面に
追加します。[Lightning コンポーネント] に対して [forceContent:fileUpload] を選択します。次に、属性を設定し
ます。

関連トピック:

Visual Workflow ガイド: フロー画面コンポーネント: ファイルのアップロード
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フロー種別の表示ラベルの変更
混乱を避けるために、フロー種別の表示ラベルが [画面フロー] に更新されました。こうすることで「種別がフ
ローのフロー」という言い回しを避けることができます。また、フィールドサービスの種別名も整理されまし
た。Field Service Mobile は Field Service Mobile フロー、Field Service Web は Field Service Snap-In フローに変更されまし
た。

フローの配布: オブジェクト固有のアクションと動的 Apex
フローアクションでは、ボタンのクリックでレコードのフローにアクセスできます。プログラムを使用する場
合も、Apex から動的にフローを呼び出すことができるようになりました。これらの変更は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方に適用されます。

このセクションの内容:

オブジェクト固有のアクションからのフローの起動 (正式リリース)

フローの URL を調べることなく Lightning ページのアクションメニューにフローを追加できます。フローア
クションを作成する場合、フロー URL を手動で入力するのではなく、使用可能なフローのリストから選択
できます。この機能は、Lightning Experience、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションで使
用できます。
Apex からの動的なフローの開始
以前は、Apex からフローインタビューを開始することはできましたが、メソッドでフロー名をハードコー
ドする必要がありました。そのため、フローごとに異なるメソッドを作成する必要がありました。
createInterview() を使用すると、任意のフローのインタビューを開始するメソッドを 1 つ作成できま
す。
フロー翻訳に変更があるかどうかの確認
これまでは、トランスレーションワークベンチの [変更あり] 列が大部分のフロー翻訳に適用されていませ
んでした。今回のリリースから、翻訳が存在するフローを変更した場合、影響を受ける翻訳が UI やバイリ
ンガルエクスポートファイルで「変更あり」とマークされるようになりました。翻訳者は、フロー全体を
翻訳せずに変更された特定の表示ラベルを確認できます。
一括で呼び出されたときにすべての自動起動フローインタビューを実行 (重要な更新)

一括で呼び出されたフローインタビューがすべて実行されるようになりました。以前は、複数のフローイ
ンタビューが一括で呼び出されると、最初のインタビューのみが開始および実行され、残りのインタビュー
は破棄されていました。

オブジェクト固有のアクションからのフローの起動 (正式リリース)

フローの URL を調べることなく Lightning ページのアクションメニューにフローを追加できます。フローアク
ションを作成する場合、フロー URL を手動で入力するのではなく、使用可能なフローのリストから選択できま
す。この機能は、Lightning Experience、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションで使用できま
す。
フローアクションは、単に組織のフローをコールすることはできません。フローアクションとして機能させる
には、フローを有効化して、その画面を設定する必要があります。また、フローアクションをグローバルアク
ションにすることはできません。
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フローアクションを作成するには、オブジェクト固有のアクションを作成するときに [アクション種別] ドロッ
プダウンから[フロー]を選択します。ページレイアウトエディタを使用して、フローアクションをオブジェク
トのページレイアウトに追加できます。ページレイアウトエディタで組織のフローアクションを確認するに
は、パレットの [モバイルおよび Lightning のアクション] カテゴリを参照します。

ヒント: フローで操作対象のレコードの ID が必要になる場合でも、心配はいりません。recordIdという
テキスト入力変数があれば、Salesforce によってレコード ID がフローに送信されます。

Winter '18 以降の変更
• フローアクションの画面レベルのヘルプテキストがフィードベースのページレイアウトで使用できなくな

りました。
• フローアクションがパッケージ、変更セット、および他のリリースツールで完全にサポートされるように

なりました。
• フローアクションで Field Service Mobile フロー (ベータ) がサポートされるようになりました。

メモ: このリリースには、Field Service Mobile フローアクションのベータバージョンが含まれています。
本番品質ではありますが、既知の制限があります。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: [Survey Customer (顧客調査)] フローのフローアクションを作成して、取引先責任者ページレイアウトに
追加するとします。
このアクションは Lightning Experience の取引先責任者では次のように表示されます。

次に、ユーザが [Survey Customer (顧客調査)] フローアクションをクリックすると、フローがどのように表示
されるのかを示します。
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このアクションは取引先責任者の Salesforce アプリケーションアクションバーでは次のように表示されま
す。

ユーザが Salesforce アプリケーションで [Survey Customer (顧客調査)] フローアクションをタップすると、フ
ローは次のように表示されます。
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関連トピック:

Visual Workflow ガイド: Create a Flow Action (フローアクションの作成)

Apex からの動的なフローの開始
以前は、Apex からフローインタビューを開始することはできましたが、メソッドでフロー名をハードコードす
る必要がありました。そのため、フローごとに異なるメソッドを作成する必要がありました。
createInterview()を使用すると、任意のフローのインタビューを開始するメソッドを 1 つ作成できます。

例: この関数では、フローの入力変数として、フロー名および値の対応付けが使用されます。これらの値
は createInterview() を使用してインタビューオブジェクトに渡され、インタビューが開始されます。
public void callFlow(String flowName, Map <String, Object> inputs) {
Flow.Interview myFlow = Flow.Interview.createInterview(flowName, inputs);
myFlow.start();

}

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: Interview クラス

フロー翻訳に変更があるかどうかの確認
これまでは、トランスレーションワークベンチの [変更あり] 列が大部分のフロー翻訳に適用されていませんで
した。今回のリリースから、翻訳が存在するフローを変更した場合、影響を受ける翻訳が UI やバイリンガル
エクスポートファイルで「変更あり」とマークされるようになりました。翻訳者は、フロー全体を翻訳せずに
変更された特定の表示ラベルを確認できます。
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例: ユーザは [Reassign accounts (取引先の再割り当て)] フローの [Assign other accounts to (その他の取引先の割り
当て先)] 項目に困惑していました。そのため、この項目を具体的な名称に更新します。新しい表示ラベル
は「Assign warm and cold accounts to (将来見込みのある取引先と見込みのない取引先の割当先)」です。
トランスレーションワークベンチでは、新しい表示ラベルの翻訳が「変更あり」とマークされるため、
その項目の更新された翻訳のみを要求すればよいのです。

一括で呼び出されたときにすべての自動起動フローインタビューを実行 (重要な更新)

一括で呼び出されたフローインタビューがすべて実行されるようになりました。以前は、複数のフローインタ
ビューが一括で呼び出されると、最初のインタビューのみが開始および実行され、残りのインタビューは破棄
されていました。
次の方法で、自動起動フローの複数のインタビューを同時に呼び出すことができます。
• プロセスを開始する一括レコードをアップロードする (これにより、フローアクションが実行される)

• REST API の Invocable Actions リソースの要求で複数の入力の対応付けを渡す
1 つのトランザクションでインタビューが実行されるため、プロセスまたは API コールで、以前は達していな
かった制限 ([1 つのバッチでの重複更新の最大数]など) に達する可能性があります。重複更新の試行が 12 回を
超えると、トランザクション全体がロールバックされます。実装で制限に達すると、フローのエラーメールに
その制限のエラーメッセージが記載されます。

例: ケースの作成時または編集時に開始するプロセスを想定します。そのプロセスは、関連付けられてい
る取引先の説明を更新する自動起動フローを常に呼び出します。すべて Acme Wireless 取引先に関連付けら
れている 20 件の新しいケースをアップロードします。
以前は、Salesforce で自動起動フローの 1 つのインタビューのみが開始されていました。Acme Wireless の説
明は 1 回更新され、エラーは発生しませんでした。
この重要な更新によって、各ケースで自動起動フローのインタビューが開始されます。各インタビュー
で同じ Acme Wireless レコードが更新されます。特定のトランザクションで重複更新を実行できるのは 12

回までです。そのため、トランザクションは 13 番目のインタビューで失敗し、ロールバックします。

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. フローアクションが含まれるすべてのプロセスと、REST API の Invocable Actions リソースを介して自動起動フ

ローをコールするインテグレーションをすべて識別します。
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2. すべての実装の予想される影響を確認します。レコードのバッチごとに 1 つのインタビューが実行される
ように実装が最適化されている場合、実装設計を再検討します。

3. Salesforce の制限に達しないように実装を更新します。たとえば、フローがプロセスからコールされる場合、
バッチの他のインタビューと同じレコードを更新しないようにします。

4. [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。
5. [一括で呼び出されたときにすべての自動起動フローインタビューを実行] で [有効化] をクリックします。

次に、実装をテストして、想定どおりに動作することを確認します。

一時停止中のフローインタビュー: 共有、レコードの関連付け、Lightning
Experience からの再開
以前まで、ユーザは自分が一時停止したフローインタビューしか再開できませんでした。今回のリリースか
ら、インタビューの共有により、他のユーザが中断したインタビューも再開できるようになりました。また、
管理者はインタビューをレコードに関連付けることができ、ユーザは Lightning Experience からインタビューを
再開できるようになりました。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

このセクションの内容:

他のユーザが所有する一時停止中のインタビューの再開
インタビューを開始したユーザがインタビューを終了するとは限りません。コミュニティユーザがフロー
を開始してエージェントが終了する場合や、ある部門がフローを開始して別の部門が終了する場合もあり
ます。どのような使用事例であっても、インタビューの共有で対応できます。ユーザは、自分が所有して
いないインタビューでも、編集アクセス権があれば再開できるようになりました。インタビューの共有は
デフォルトで有効になっています。以前は、共有ルールを作成できるのは API からのみで、インタビューを
再開できるのは所有者またはフロー管理者のみでした。
Lightning Experience からの一時停止中のフローインタビューの再開
Salesforce Classic または Salesforce アプリケーションを使用して一時停止したインタビューを再開していたの
は、もう過去の話です。Lightning アプリケーションビルダーの一時停止中のフローインタビューコンポー
ネントにより、Lightning Experience ユーザは、ホームページから直接、インタビューを再開できます。この
変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
一時停止中のフローインタビューとレコードの関連付け
特定の顧客、ケース、または他のレコードに関連付けられたすべてのインタビューを 1 つのビューに表示
できます。ユーザがインタビューを一時停止するか、インタビューで待機要素が実行されると、
FlowRecordRelation オブジェクトを介してインタビューがレコードに関連付けられます。
一時停止中のフローインタビューに関する詳細情報の追跡
一時停止中のインタビューに関する詳細情報 (インタビューに個人データが含まれているかどうかなど) を
取得します。インタビューの GUID (一意の識別子) を参照するカスタムオブジェクトを構築します。たとえ
ば、顧客から情報の削除を求められた場合、顧客の個人データ (一時停止中のフローインタビューのデータ
を含む) へのすべての参照を削除する必要があります。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の
両方の新機能です。
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他のユーザが所有する一時停止中のインタビューの再開
インタビューを開始したユーザがインタビューを終了するとは限りません。コミュニティユーザがフローを開
始してエージェントが終了する場合や、ある部門がフローを開始して別の部門が終了する場合もあります。ど
のような使用事例であっても、インタビューの共有で対応できます。ユーザは、自分が所有していないインタ
ビューでも、編集アクセス権があれば再開できるようになりました。インタビューの共有はデフォルトで有効
になっています。以前は、共有ルールを作成できるのは API からのみで、インタビューを再開できるのは所有
者またはフロー管理者のみでした。
インタビューのデフォルトの共有モデルは非公開です。ユーザは、ロール階層の下位のユーザの編集アクセス
権を継承することになります。組織でロール階層を使用している場合、ユーザは、階層の下位のユーザが所有
または編集アクセス権を持つすべてのインタビューを再開できます。一時停止中のインタビューを再開でき
るユーザを制限するには、[設定] で組織の [プロセスの自動化設定] に移動し、[共有されているフローインタ
ビューの再開をユーザに許可] を無効にします。この設定が無効になっていると、インタビュー所有者か、参
照アクセス権のあるフロー管理者のみがインタビューを再開できます。

例: 組織のすべてのエージェントが任意のインタビューを再開できるようにする手順は、次のとおりで
す。
1. すべてのエージェントを [エージェント] 公開グループに追加します。
2. [フローインタビュー] で、組織の共有設定を [非公開] のままにします。
3. フローインタビューの共有ルールで、内部ユーザ (2) が所有するインタビューの参照・更新アクセス権

(1) を [エージェント] 公開グループ (3) に付与します。

関連トピック:

一時停止中のフローインタビューとレコードの関連付け
Visual Workflow Guide: 組織での一時停止中のフローインタビューの準備
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Lightning Experience からの一時停止中のフローインタビューの再開
Salesforce Classic または Salesforce アプリケーションを使用して一時停止したインタビューを再開していたのは、
もう過去の話です。Lightning アプリケーションビルダーの一時停止中のフローインタビューコンポーネントに
より、Lightning Experience ユーザは、ホームページから直接、インタビューを再開できます。この変更は Lightning

Experience にのみ適用されます。
一時停止中のフローインタビューコンポーネントはホームページでのみサポートされます。Lightning アプリ
ケーションビルダーで適切なホームページを編集して、コンポーネントを追加します。

関連トピック:

Visual Workflow Guide: 組織での一時停止中のフローインタビューの準備

一時停止中のフローインタビューとレコードの関連付け
特定の顧客、ケース、または他のレコードに関連付けられたすべてのインタビューを 1 つのビューに表示でき
ます。ユーザがインタビューを一時停止するか、インタビューで待機要素が実行されると、FlowRecordRelation

オブジェクトを介してインタビューがレコードに関連付けられます。
フローをレコードに関連付けるには、割り当て要素で {!$Flow.CurrentRecord} システム変数を有効なレ
コード ID に設定します。
特定のレコードに関連付けられたインタビューをすべて表示するには、カスタム Lightning コンポーネントを作
成して、レコードページに追加します。

ヒント: インタビュー所有者だけでなく適切なユーザもレコードに関連付けられたインタビューを再開で
きるように、FlowInterview オブジェクトの組織の共有モデルをカスタマイズします。
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例: 次の SOQL クエリは、特定の取引先責任者に関連付けられたインタビュー ID のリストを返します。
SELECT ParentId FROM FlowRecordRelation WHERE RelatedRecordId = '003R0000001f5cnIAA'

関連トピック:

Lightning コンポーネントを使用したリッチなフロー画面の構築
他のユーザが所有する一時停止中のインタビューの再開
Visual Workflow Guide: 組織での一時停止中のフローインタビューの準備

一時停止中のフローインタビューに関する詳細情報の追跡
一時停止中のインタビューに関する詳細情報 (インタビューに個人データが含まれているかどうかなど) を取得
します。インタビューの GUID (一意の識別子) を参照するカスタムオブジェクトを構築します。たとえば、顧客
から情報の削除を求められた場合、顧客の個人データ (一時停止中のフローインタビューのデータを含む) への
すべての参照を削除する必要があります。この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方の新機能で
す。
フローのインタビューの一意の識別子にアクセスするには、新しい $Flow.InterviewGuid システム変数を
参照します。

メモ: インタビューで待機要素が実行されたときや、ユーザがインタビューを一時停止したときに、すべ
てのインタビューデータが逐次化されて、一時停止中のフローインタビューレコードとしてデータベー
スに保存されます。インタビューが再開されると、対応するレコードが削除されます。

例: 取引先責任者、リード、またはユーザの個人データが含まれる一時停止中のインタビューを識別する
には、カスタムオブジェクトを構築し、インタビューの GUID と影響を受ける取引先責任者、リード、ま
たはユーザを追跡します。インタビューで個人データ (リードのメールやクレジットカード番号など) が参
照される場合、リードの ID と {!$Flow.InterviewGuid} を使用してカスタムオブジェクトのレコード
を作成します。最後の画面の前に、インタビューの GUID を参照するカスタムオブジェクトのレコードを
すべて削除します。このようにして、データベースに保存されたインタビューのみがカスタムオブジェ
クトで追跡されます。
顧客から情報の削除を求められたら、LeadId が顧客のレコードに一致するカスタムオブジェクトレコード
をすべてリストするレポートを作成します。次に、カスタムオブジェクトレコードごとに、指定された
GUID に対応するフローインタビューを削除します。

関連トピック:

Visual Workflow ガイド: フローのシステム変数

選択リスト: レコードタイプに関する選択リストの変換の機能強化
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

項目を複数選択リストに変換するときに選択リストのレコードタイプの値設定
が保持されます。
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このセクションの内容:

カスタム選択リストをカスタム複数選択リストに変換するときのレコードタイプの値設定の保持
カスタム選択リスト項目からカスタム複数選択リスト項目への変換が改善され、項目の関連付けられてい
るレコードタイプの値設定が保持されるようになりました。

カスタム選択リストをカスタム複数選択リストに変換するときのレコードタイ
プの値設定の保持
カスタム選択リスト項目からカスタム複数選択リスト項目への変換が改善され、項目の関連付けられているレ
コードタイプの値設定が保持されるようになりました。
レコードタイプを操作するときに、項目をカスタム選択リストからカスタム複数選択リストに変換すると、選
択リスト項目のレコードタイプの値設定が新しいカスタム複数選択リストに適用されます。

ユーザ設定: 外部アカウントの自己無効化、拡張プロファイル設定の
新規ロケーション
[ユーザ管理設定] ページでは、外部ユーザが必要に応じて各自のアカウントを無効化できます。ここの拡張プ
ロファイルリストビューや拡張プロファイルユーザインターフェースオプションも簡単に管理できます。以前
は、これらのオプションは [ユーザインターフェース] ページにありました。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。

このセクションの内容:

外部ユーザによる自己無効化の有効化
外部のコミュニティユーザおよび Chatter ユーザは各自のアカウントを無効化できます。自己無効化を許可
することで、特定の規制要件に準拠できます。外部ユーザが各自のアカウントを無効化しても、その結果
はシステム管理者が無効化した場合と同じになります。自己無効化を有効にしたら、プログラム型ツール
または宣言型ツールを使用して、ユーザが各自のアカウントを無効化できるようにすることができます。
ユーザ管理設定ノードで拡張プロファイル機能にアクセス
拡張プロファイルユーザインターフェースと拡張プロファイルリストビューを有効にするための設定が
[ユーザ管理設定] ページに移動しました。以前は、これらのオプションは [ユーザインターフェース] ページ
にありましたが、同じページでグループ化されるようになり、ユーザ関連の有効化をより簡単に管理でき
るようになりました。

外部ユーザによる自己無効化の有効化

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

外部のコミュニティユーザおよび Chatter ユーザは各自のアカウントを無効化で
きます。自己無効化を許可することで、特定の規制要件に準拠できます。外部
ユーザが各自のアカウントを無効化しても、その結果はシステム管理者が無効
化した場合と同じになります。自己無効化を有効にしたら、プログラム型ツー
ルまたは宣言型ツールを使用して、ユーザが各自のアカウントを無効化できる
ようにすることができます。
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例: コラボレーションしたり、製品に関する情報を共有したりする顧客のコミュニティがあるとします。
あるコミュニティユーザが転職して、コミュニティに関連付けられたアカウントを無効化することにし
ました。[ユーザの自己無効化]を有効にします。次に、外部ユーザが実行できるフローを作成し、システ
ム管理者のサポートなしで各自のアカウントを無効化できるようにします。

ユーザ管理設定ノードで拡張プロファイル機能にアクセス

エディション

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

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

カスタムプロファイルを
使用可能なエディション:
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、および
Developer Edition

拡張プロファイルユーザインターフェースと拡張プロファイルリストビューを
有効にするための設定が [ユーザ管理設定] ページに移動しました。以前は、こ
れらのオプションは [ユーザインターフェース] ページにありましたが、同じペー
ジでグループ化されるようになり、ユーザ関連の有効化をより簡単に管理でき
るようになりました。

Salesforce Connect: 外部オブジェクトへのアクセスのデバッグ、Callout
Event Monitoring のパイロット継続、外部オブジェクトのコンパクト
レイアウトのメタデータ API のサポート、新しい組織での OData 2.0
アダプタの改善

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

新規および更新されたイベント種別を使用して、外部オブジェクトデータへの
アクセスに関する問題をトラブルシューティングします。イベントログファイ
ルで外部オブジェクトデータコールアウトを追跡するための改善されたログデー
タを試して、ご意見をお聞かせください。外部オブジェクトのコンパクトレイ
アウトを取得およびリリースします。新しい組織を作成すると、OData 2.0 アダプ
タも改善されます。
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このセクションの内容:

新規および更新されたデバッグイベント種別を使用した外部オブジェクトへのアクセスのトラブルシュー
ティング
Salesforce Connect 外部オブジェクトにアクセスするときに問題が発生した場合、原因の特定に苦労している
ことでしょう。今回のリリースでは、プラットフォームまたはユーザが Salesforce Connectの組織間アダプタ
や OData アダプタを使用して外部オブジェクトにアクセスしたときに発生する要求および応答についての
詳細が、デバッグログに記録されるようになりました。外部システムの問題なのか、それとも Salesforce の
設定の問題なのかが、すぐにわかります。組織から外部システムに送信される要求、および外部システム
から返される応答やエラーを詳しく調べられます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。
外部オブジェクトのコンパクトレイアウトの取得およびリリース
メタデータ API を使用して、外部オブジェクトのコンパクトレイアウトを取得およびリリースできるように
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。
新しい組織での Salesforce Connect の OData 2.0 アダプタの改善
以前の問題に対処するために、Spring '18 で作成される組織の OData 2.0 アダプタが改善されました。Spring '18

より前に作成された組織では、これらの改善による利点をまだ得られません。そのため、古い組織と Spring

'18 で作成される組織とで動作が異なります。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。

新規および更新されたデバッグイベント種別を使用した外部オブジェクトへの
アクセスのトラブルシューティング

ユーザ権限

デバッグログを参照、保
持、および削除する
• 「ユーザの管理」

または

「すべてのデータの参
照」

開発者コンソールを使用
する
• 「API の有効化」

および

「すべてのデータの参
照」

Salesforce Connect 外部オブジェクトにアクセスするときに問題が発生した場合、
原因の特定に苦労していることでしょう。今回のリリースでは、プラットフォー
ムまたはユーザが Salesforce Connect の組織間アダプタや OData アダプタを使用し
て外部オブジェクトにアクセスしたときに発生する要求および応答についての
詳細が、デバッグログに記録されるようになりました。外部システムの問題な
のか、それとも Salesforce の設定の問題なのかが、すぐにわかります。組織から
外部システムに送信される要求、および外部システムから返される応答やエラー
を詳しく調べられます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方
に適用されます。
Salesforce Connect の組織間アダプタと OData アダプタのデバッグイベント種別が
追加されました。これらのイベントでは、外部オブジェクトレコードへのアク
セスに関する情報がキャプチャされます。イベントには、外部システムのスキー
マにアクセスするコールアウト (具体的には、システム管理者が [設定] で外部
データソースの [検証して同期] または [同期] をクリックしたときのコールアウ
ト) は含まれません。
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記録される
レベル

記録される
カテゴリ

イベントと共に記録される項目または情
報

イベントの名前

INFO (情報)

以上
コールアウ
ト

外部データソース、外部オブジェクト、
要求の詳細、返されるレコードの数、シ
ステム使用状況

XDS_RESPONSE

FINER (より
詳細) 以上

コールアウ
ト

外部システムからの切り捨てられた応答
(返されるレコードを含む)

XDS_RESPONSE_DETAIL

ERROR (エ
ラー) 以上

コールアウ
ト

エラーメッセージXDS_RESPONSE_ERROR

これらのデバッグイベント種別がSalesforce Connectの組織間アダプタで使用できるようになりました。以前は、
OData アダプタでしか使用できませんでした。また、外部システムのスキーマにアクセスするコールアウトが
これらのイベントに含まれるようになりました。以前は、外部オブジェクトレコードへのアクセスしか含まれ
ていませんでした。

記録される
レベル

記録される
カテゴリ

イベントと共に記録される項目または情
報

イベントの名前

INFO (情報)

以上
コールアウ
ト

外部エンドポイントおよびメソッドCALLOUT_REQUEST

INFO (情報)

以上
コールアウ
ト

状況および状況コードCALLOUT_RESPONSE

メモ:

• デバッグログでは、機密データや個人データをキャプチャできます。たとえば、XDS_RESPONSEイベ
ントの要求の詳細では、ユーザが入力した検索文字列がキャプチャされます。外部システムから返さ
れるレコードに機密データが含まれている場合、そのデータは XDS_RESPONSE_DETAIL イベントで
キャプチャされます。
デバッグログは 7 日間保持されます。[設定] の [デバッグログ] ページまたは Tooling API でデバッグログ
を削除できます。デバッグログで外部オブジェクトへのアクセスをキャプチャすることをユーザが希
望しない場合、それらのユーザの追跡フラグを削除します。

• Spring '18 のデバッグの改善は、Apex Connector Framework で作成した Salesforce Connect カスタムアダプタ
には適用されません。カスタムアダプタを使用した外部オブジェクトへのアクセスをトラブルシュー
ティングするには、Apex デバッグの任意の方法を使用してください。

開発者コンソールの [Logs (ログ)] タブからデバッグログにアクセスします。または、[設定] から、[クイック検
索] ボックスに「デバッグログ」と入力します。
ユーザがSalesforce Connectのクロス組織アダプタまたは OData アダプタを使用して外部オブジェクトのデータに
アクセスするときに問題が発生した場合、次の手順を実行します。
1. 次のデバッグレベルと検索条件を使用して、ユーザの追跡フラグを追加します。
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• [コールアウト] を [FINEST (最も詳細)] に設定
• その他すべてのカテゴリを [NONE (なし)] に設定

2. 追跡フラグの開始日から有効期限までの間に、ユーザに外部オブジェクトデータにアクセスしてもらいま
す。

3. デバッグログを確認してトラブルシューティングします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: デバッグログの設定
Salesforce ヘルプ: デバッグログ
Apex 開発者ガイド: Apex のデバッグ

外部オブジェクトのコンパクトレイアウトの取得およびリリース
メタデータ API を使用して、外部オブジェクトのコンパクトレイアウトを取得およびリリースできるようにな
りました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
以前は、次のメタデータ API の項目および型は外部オブジェクトでは使用できませんでした。
• CustomObject 型の compactLayoutAssignment および compactLayouts 項目
• CompactLayout 型

関連トピック:

メタデータ API 開発者ガイド

新しい組織での Salesforce Connect の OData 2.0 アダプタの改善
以前の問題に対処するために、Spring '18 で作成される組織の OData 2.0 アダプタが改善されました。Spring '18 よ
り前に作成された組織では、これらの改善による利点をまだ得られません。そのため、古い組織と Spring '18 で
作成される組織とで動作が異なります。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用さ
れます。
Spring '18 より前に作成された組織の場合、Salesforce Connectの OData 2.0 アダプタは次のように動作します。以降
のリリースではすべての組織についてこれらの問題を修正する予定ですが、今すぐ組織で解決する必要がある
場合は、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
• JSON クエリ応答でプロパティの前にメタデータを指定しないと OData クエリが失敗して、有効な OData JSON

形式がないことに関する外部オブジェクトエラーが発生する。
• Callout Event Monitoring (パイロット) では、外部の OData コールアウトイベントで次の項目がサポートされな

い。
– NEXT_LINK

– PARENT_CALLOUT

– ROWS_FETCHED

– THROUGHPUT
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一般設定: 環境ベースのアクションの上書き、ロールの詳細なユーザ
権限、リストカスタム設定管理
環境 (Lightning Experience、Salesforce Classic、モバイル) ごとに異なる標準アクションの上書きを作成できます。
ユーザがロールまたはロール階層を確認するための新しいユーザ権限があります。ユーザに「設定・定義の参
照」を付与する必要はもうありません。システム管理者は、ユーザインターフェースでスイッチを切り替え
て、リスト型のカスタム設定を作成できます。さらに、ユーザがカスタマイズされたアクションを使用できる
ようにするユーザ権限の名前が変更されました。

このセクションの内容:

新しい権限によるロールとロール階層の表示の制御
新しい「ロールおよびロール階層を表示」権限を使用して、ロールとロール階層の参照権限を付与したり
取り消したりします。以前は、「設定・定義を参照する」権限を持っているユーザのみがロールを参照で
きました。
異なる環境に合わせた個別の標準アクションの上書きの割り当て
標準アクション ([新規]、[表示]、[編集] など) のアクションの上書き画面が刷新されました。Salesforce Classic、
Lightning Experience、モバイルで異なる上書きを簡単に割り当てることができるようになりました。たとえ
ば、同じ標準アクションに対して、Salesforce Classic では Visualforce ページの上書き、Lightning Experience では
Lightning ページの上書き、モバイルでは Lightning コンポーネントの上書きを設定できます。この変更は、
Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されま
す。
[設定] の [スキーマ設定] へのアクセス
カスタム設定を作成するときに、リストカスタム設定種別を使用できるかどうかを管理できるようになり
ました。リスト種別は、組織全体でアクセスできる再利用可能な一連の静的データを提供します。アプリ
ケーションレベルのデータ定義を使用する場合にカスタム設定を作成できないようにするには、[設定] で
このオプションを無効にします。
「Tooling API 経由の WebLink アクセスの許可」システム権限の名称変更
「Tooling API 経由の WebLink アクセスの許可」システム権限は、その内容を明確にするために「カスタマイ
ズされたアクションへのアクセスの許可」に変更されました。この権限は、Chatter Free ユーザ、Chatter External

ユーザ、Cloud インテグレーションユーザ、およびこれらからコピーされたカスタムプロファイルを除くす
べてのプロファイルでデフォルトで有効になります。
ロケールフレンドリーな住所形式
Salesforce の住所が更新されて、ロケールフレンドリーな形式がサポートされるようになりました。どうぞ
お試しください。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

関連トピック:

Lightning Experience でのメールの承認プロセスの送信アクションの作成
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新しい権限によるロールとロール階層の表示の制御

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「ロールおよびロール階層を表示」権限を使用して、ロールとロール階
層の参照権限を付与したり取り消したりします。以前は、「設定・定義を参照
する」権限を持っているユーザのみがロールを参照できました。

重要: 組織のプロファイルがロールの表示に「設定・定義を参照する」権
限を使用している場合、それらのプロファイルを新しい権限に切り替えて
ください。ユーザにロールの作成、変更、または削除を許可する場合、
「ロールを管理」権限も有効にする必要があります。

Spring '18 では、この権限は Salesforce ライセンス (ユーザ種別 S が含まれる CRM フルライセンス) に関連付けられ
たすべての標準およびカスタムユーザプロファイルで自動的に有効になります。売上予測、外部ユーザ管理、
および代理管理のロールとロール階層にアクセスする必要があるユーザは、自動的にこの権限が付与されま
す。
• Salesforce システム管理者は、パワーカスタマーサクセス (種別 C) およびパワーポータルユーザ (種別 P) ユー

ザに対して「ロールおよびロール階層を表示」権限を有効にできます。
• 「ロールおよびロール階層を表示」権限を持つユーザは、API を介してロールとロール階層を参照できま

す。ユーザは Salesforce Classic の [設定] の [ロール] ページでもロールを参照できますが、Lightning Experience で
は参照できません。

異なる環境に合わせた個別の標準アクションの上書きの割り当て

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、
Unlimited Edition、Contact
Manager Edition、および
Developer Edition

標準アクション ([新規]、[表示]、[編集] など) のアクションの上書き画面が刷新さ
れました。Salesforce Classic、Lightning Experience、モバイルで異なる上書きを簡単
に割り当てることができるようになりました。たとえば、同じ標準アクション
に対して、Salesforce Classic では Visualforce ページの上書き、Lightning Experience では
Lightning ページの上書き、モバイルでは Lightning コンポーネントの上書きを設定
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 Salesforce アプリケーションに適用されます。
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Lightning ページを使用した Lightning Experience の上書きを設定する場合、組織のデフォルトとして割り当てられ
たレコードページのみがサポートされます。

[設定] の [スキーマ設定] へのアクセス

エディション

使用可能なエディション:
Group Edition、
Professional Edition、
Developer Edition、
Enterprise Edition、
Performance Edition、
Unlimited Edition、
Database.com Edition

カスタム設定を作成するときに、リストカスタム設定種別を使用できるかどう
かを管理できるようになりました。リスト種別は、組織全体でアクセスできる
再利用可能な一連の静的データを提供します。アプリケーションレベルのデー
タ定義を使用する場合にカスタム設定を作成できないようにするには、[設定] で
このオプションを無効にします。

重要: 代わりにカスタムメタデータ型を使用することを強くお勧めします。
カスタムメタデータ型のレコードは、リストカスタム設定とは異なり、パッ
ケージまたはメタデータ API ツールを使用して移行できます。

リスト設定種別を使用する場合は、[スキーマ設定] でオプションを有効にするこ
とができます。[設定] で、設定種別としてリストを有効にします。

このオプションを有効にした場合、新しいカスタム設定を定義するときに設定種別として[リスト]を選択でき
ます。
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「Tooling API 経由の WebLink アクセスの許可」システム権限の名称変更

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

「Tooling API 経由の WebLink アクセスの許可」システム権限は、その内容を明確
にするために「カスタマイズされたアクションへのアクセスの許可」に変更さ
れました。この権限は、Chatter Free ユーザ、Chatter External ユーザ、Cloud インテ
グレーションユーザ、およびこれらからコピーされたカスタムプロファイルを
除くすべてのプロファイルでデフォルトで有効になります。
ユーザのプロファイルで次の権限が無効になっている場合、Lightning Experience

および Salesforce モバイルアプリケーションのオブジェクトレコードページには、
システム定義アクションのセットが表示されます。
• カスタマイズされたアクションへのアクセスの許可
• システム管理者権限 (「すべてのデータの参照」、「すべてのデータの編

集」、「設定・定義の参照」)

ユーザのプロファイルでシステム管理者権限が有効になっている場合は「カスタマイズしたアクションへのア
クセスの許可」権限が無効になっていても、オブジェクトのページレイアウトでカスタマイズされたアクショ
ンが表示されます。

ロケールフレンドリーな住所形式

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、
Database.com Edition、お
よび Developer Edition

Salesforce の住所が更新されて、ロケールフレンドリーな形式がサポートされる
ようになりました。どうぞお試しください。これらの変更は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方に適用されます。
すべてのロケール固有のサポートについての詳細は、Salesforce ヘルプの「サポー
トされているロケール」を参照してください。

AppExchange: パッケージの承認状況の確認
インストールするパッケージの承認状況がわかりやすくなりました。AppExchange

パートナープログラムで承認されていない管理パッケージをインストールする
場合、インストール中にその状況が通知されます。
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通知は、パッケージのインストール設定を指定するときに表示されます (1)。パッケージをインストールする
前に、パッケージの配布が承認されていないことを承諾する必要があります (2)。
AppExchange パートナープログラムとその要件については、Salesforce パートナーコミュニティを参照してくだ
さい。Salesforce 以外のプロバイダについては、マスターサブスクリプション契約を参照してください。

セキュリティと ID: 1 時間ごとのイベントログファイル、動的ブ
ランド設定の増加、簡単なカスタムベースラインの更新

1 時間ごとまたは 1 日ごとにイベントログファイルを取得し、必要に応じて削除できるようになりました。動
的ブランド設定を埋め込みログインおよび認証プロバイダに追加できます。また、UI から直接新しい設定を使
用して、セキュリティヘルスチェックのカスタムベースラインを更新できます。

このセクションの内容:

認証と ID: 埋め込みログインと認証プロバイダの動的ログイン環境、ID ツールの増加、最適化された SSO、
連絡先のない External Identity ユーザ
動的ブランド設定を Web サイトログインページにも適用できるようになり、複数言語サポートが追加され
ました。動的ブランド設定を認証プロバイダ URL に追加します。コミュニティユーザがいつ ID の検証を求
められるかを制御し、一元化された [設定] ページから簡単に ID 検証を設定できます。Visualforce でログイン
フローを作成し、顧客のログイン環境のデザインを柔軟に制御します。セッションを延長して従業員と顧
客が長時間コミュニティ内にとどまることができるようにします。連絡先情報のない External Identity ユーザ
を作成することで、軽量の External Identity ユーザを作成します。
Salesforce Shield: 1 時間ごとのイベントログファイル (ベータ)、ログファイルの削除、鍵派生の除外 (ベータ)、
暗号化項目の増加
ベータリリースの一部として、1 時間ごとと 1 日ごとにイベントログファイルを取得できるようになりまし
た。セキュリティポリシーに準拠するため、ユーザアクティビティを含むイベントログファイルを削除す
ることもできます。プラットフォームの暗号化で、より多くの項目が暗号化され、より多くの確定的暗号
化機能が提供されるようになりました。Bring Your Own Key ユーザは、鍵派生を除外したり、独自のデータ暗
号化鍵をアップロードしたりできます。合理化された設定 UI により、暗号化タスクに簡単に移動できま
す。
セキュリティヘルスチェック: 新しい設定と簡単なカスタムベースラインの更新
セキュリティを強化する設定が追加されました。カスタムベースラインを使用している場合、ベースライ
ンに新しい設定を追加するように要求されます。
その他のセキュリティの変更: 悪意のあるリンクからのユーザの保護、およびセキュリティ評価のスケジュー
ル
悪意のあるリンクからユーザを保護するため、ユーザが salesforce.com ドメインから離れる前にアラートを
ユーザに表示するための警告を追加しました。Salesforce 環境で脆弱性および侵入テストを実行する前に、
セキュリティ評価の承認申請とスケジュールを行ってください。
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認証と ID: 埋め込みログインと認証プロバイダの動的ログイン環境、
ID ツールの増加、最適化された SSO、連絡先のない External Identity
ユーザ
動的ブランド設定を Web サイトログインページにも適用できるようになり、複数言語サポートが追加されま
した。動的ブランド設定を認証プロバイダ URL に追加します。コミュニティユーザがいつ ID の検証を求められ
るかを制御し、一元化された [設定] ページから簡単に ID 検証を設定できます。Visualforce でログインフローを
作成し、顧客のログイン環境のデザインを柔軟に制御します。セッションを延長して従業員と顧客が長時間コ
ミュニティ内にとどまることができるようにします。連絡先情報のない External Identity ユーザを作成すること
で、軽量の External Identity ユーザを作成します。

このセクションの内容:

Web サイトの埋め込みログインの動的ブランド設定
埋め込みログイン Web サイトにメタタグを追加して、動的ブランド設定を Web サイトログインページ背景
色、ログインボタンの色、ユーザエクスペリエンスにまで拡張します。Salesforce Identity の埋め込みログイ
ンにより、コミュニティと Web サイト訪問者間の認証済みセッションを作成できます。動的ブランド設定
では、ユーザは誰か、どこからログインしているかなどの特定の条件に基づいて、そのユーザに表示され
るログインページを決定できます。
ロケールパラメータによる複数言語埋め込みログインのサポート
埋め込みログインスクリプトにロケールコードパラメータを設定するだけで、埋め込みログインに動的な
言語サポートを追加できます。Web サイトでサポートされるすべての言語でログインページをローカライ
ズします。
認証プロバイダ URL への動的ログイン環境の追加
ソーシャルサインオンでのコミュニティと認証プロバイダの実行状況に応じて、異なる登録プロセスを提
供します。
認証プロバイダ URL を使用したユーザへの再認証と再承認の要求タイミングの制御
認証プロバイダ URL に prompt パラメータを追加することで、フロー中に認証サーバが動的に内部ユーザ
と外部ユーザに再認証または再承認を求めるように指定できます。たとえば、認証プロバイダ URL から、
ユーザがログインアカウントにサインアップした後に再ログインを強制できます。
Visualforce ページのログインフローによるログインプロセスの柔軟な制御
ログインプロセスのデザインと動作を柔軟に制御できます。ログインページのロゴ、色、および右側のコ
ンテンツのカスタマイズ以上のことを実行できます。Visualforce を使用して、これまでは不可能だった複雑
なログインフローの設計を行います。
コミュニティの外部ユーザの ID の確認
外部ユーザが新しいデバイスまたはブラウザから Salesforce コミュニティにアクセスした場合、追加のセキュ
リティ対策としてそのユーザの ID を確認できます。2 要素認証は、未承認ユーザがコミュニティにアクセ
スできないようにするのに役立ちます。
Apex トリガを使用した 2 要素認証の要求
ビジネスの機密情報を扱う操作を保護するため、Apex トリガを使用してユーザに ID 検証を要求できるよう
になりました。
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最適化された認証プロバイダ URL によるソーシャルサインオンのパフォーマンスの向上
ソーシャルサインオン (Facebook ログイン情報を使用した Salesforce へのログインなど) を実装するときに、
サブドメインおよびコミュニティ固有の URL を使用することで、HTTPリダイレクト数が削減され、パフォー
マンスが向上します。URL をさらに最適化および簡略化するため、orgID は削除されました。これらの機能
強化は、[私のドメイン] がリリースされている組織でのみ使用できます。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。
API を介したサードパーティアカウントリンクの設定
Salesforce システム管理者が ThirdPartyAccountLink 標準オブジェクトを書き込むことができるようになりまし
た。これにより、API を使用してサードパーティアカウントリンクを簡単に指定できます。サードパーティ
アカウントリンクは、認証プロバイダで認証された外部ユーザのリストを表します。組織のユーザが外部
認証プロバイダで認証されると、サードパーティアカウントリンクのリストが生成されます。
外部 ID コミュニティセッションの延長による顧客エンゲージメントの向上 (ベータ)

より長時間のセッションと少ないログイン数で、顧客とパートナーが簡単にコミュニティ内にとどまるこ
とができるようにします。ユーザがブラウザを閉じた後もログインを維持できるようにします。セッショ
ンタイムアウト値を増加させて、無操作状態時に最大 7 日間ログインを維持します。
連絡先のない External Identity ユーザの作成 (パイロット)

連絡先情報を排除することで、軽量の External Identity ユーザを作成します。Salesforce で外部 ID コミュニティ
のユーザが作成されるときに、連絡先が追加されます。External Identity ユーザが連絡先を使用していない場
合は、代わりに連絡先のないユーザを作成することを検討してください。

Web サイトの埋め込みログインの動的ブランド設定

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

埋め込みログイン Web サイトにメタタグを追加して、動的ブランド設定を Web

サイトログインページ背景色、ログインボタンの色、ユーザエクスペリエンス
にまで拡張します。Salesforce Identity の埋め込みログインにより、コミュニティ
と Web サイト訪問者間の認証済みセッションを作成できます。動的ブランド設
定では、ユーザは誰か、どこからログインしているかなどの特定の条件に基づ
いて、そのユーザに表示されるログインページを決定できます。
コミュニティワークスペースから動的ブランド設定を設定するときに、Web サ
イト訪問者に表示されるログインページを動的にブランド設定することもでき
ます。ログイン機能を追加する Web ページで、ページ上部の <head>  HTML 要素
内に次のメタタグを追加します。
• salesforce-use-login-page-background-color — 埋め込みログインフォームの背景色を決定しますtrue の場合、コ

ミュニティワークスペースの [管理]｜[ログイン & 登録] ページで指定した背景色が使用されます。false の場
合、ローカル CSS で指定した色が使用されます。

• salesforce-use-login-page-login-button-color — 埋め込みログインフォームのログインボタンの色を決定しますtrue

の場合、コミュニティワークスペースの [管理]｜[ログイン & 登録] ページで指定したボタンの色が使用され
ます。false の場合、ローカル CSS で指定した色が使用されます。

• salesforce-expid — 現在のユーザセッションのエクスペリエンス ID の値を指定します。

関連トピック:

Salesforce External Identity Implementation Guide (Salesforce External Identity 実装ガイド)
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ロケールパラメータによる複数言語埋め込みログインのサポート

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

埋め込みログインスクリプトにロケールコードパラメータを設定するだけで、
埋め込みログインに動的な言語サポートを追加できます。Web サイトでサポー
トされるすべての言語でログインページをローカライズします。
埋め込みログインは、ブラウザが提供する複数言語サポートを利用します。Web

ページの埋め込みログインスクリプトタグ <script> で、ロケールコードパラメー
タを動的に設定します。次の例では、日本語の埋め込みログインページを表示
します。

<script src="https://embeddedlogin-developer-edition.na99.force.com/demo/servlet/
servlet.loginwidgetcontroller?type=javascipt_widget&locale=jp" async defer></script>

現在サポートされているロケールコードについての詳細は、『Salesforce External Identity Implementation Guide (Salesforce

External Identity 実装ガイド)』を参照してください。

認証プロバイダ URL への動的ログイン環境の追加

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

ソーシャルサインオンでのコミュニティと認証プロバイダの実行状況に応じて、
異なる登録プロセスを提供します。
たとえば、Facebook のログイン情報でコミュニティにサインアップしたイタリア
語を使用するユーザは、スペイン語を使用する Facebook ユーザとは異なる登録
プロセスを実行します。
動的ブランド設定を使用するには、クライアント設定の SSO 初期化 URL または既
存ユーザをリンクする URL に expid 要求パラメータを追加します。expid パラ
メータは、ユーザのアクセス元を識別します。この場合は、スペイン語を使用
する Facebook ユーザを表す
https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00Di0000000hqQ8EAI/FB?expid=sp です。
今回のリリースで、認証プロバイダエンドポイントでのエクスペリエンス ID サポートが導入されました。次
のログインエンドポイントで expid がサポートされます。
• community-url/services/oauth2/authorize/expid_value

• community-url/idp/endpoint/HttpPost/expid_value

• community-url/idp/endpoint/HttpRedirect/expid_value

• community-url_login_page?expid={value}

• community-url/CommunitiesSelfReg?expid={value}

• community-url/.well-known/auth-configuration?expid={value}

• secur/forgotpassword.jsp?expid={value}

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 要求パラメータとクライアント設定 URL の使用
Salesforce ヘルプ: 動的ブランド設定 URL の作成
Salesforce External Identity Implementation Guide (Salesforce External Identity 実装ガイド)
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認証プロバイダ URL を使用したユーザへの再認証と再承認の要求タイミングの
制御

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

認証プロバイダ URL に prompt パラメータを追加することで、フロー中に認証
サーバが動的に内部ユーザと外部ユーザに再認証または再承認を求めるように
指定できます。たとえば、認証プロバイダ URL から、ユーザがログインアカウ
ントにサインアップした後に再ログインを強制できます。
Salesforce では、prompt パラメータの次の値がサポートされています。
• login  — 認証サーバはユーザに再認証を求めて、再ログインを強制する必

要があります。
• consent  — 認証サーバはクライアントに情報を戻す前にユーザに再承認を

求める必要があります。
ユーザにログインおよび再認証の両方を求めるには、スペースで区切られた両方の値を渡すこともできます。
たとえば、?prompt=login%20consent を渡します。
https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00Di0000000hqQ8EAI/FB?prompt=login

promptパラメータを含めない場合、再ログインする必要があるユーザではなく、既存のユーザのセッション
が使用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 要求パラメータとクライアント設定 URL の使用
Salesforce ヘルプ: Web サーバ OAuth 認証フローについて

Visualforce ページのログインフローによるログインプロセスの柔軟な制御

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

ログインプロセスのデザインと動作を柔軟に制御できます。ログインページの
ロゴ、色、および右側のコンテンツのカスタマイズ以上のことを実行できます。
Visualforce を使用して、これまでは不可能だった複雑なログインフローの設計を
行います。
これまでも、Salesforce のポイント & クリックツール、クラウドフローデザイナ
を使用したログインフローの作成は可能でした。今回のリリースで、Visualforce

および Apex コントローラを使用したプログラムによるログインフローの作成も
可能になり、柔軟性が高まりました。Visualforce ページのログインフローでは、
ログインページを最初から設計し、ページの各ピクセルを決定します。
Visualforce ページのログインフローを作成するには、Visualforce 開発者がビジネスプロセスを定義するログイン
フローコントローラを作成します。Apex コントローラには、ログインフローの完了タイミングと完了時のユー
ザのリダイレクト先を示す、次の 2 つの新しい finishLoginFlowメソッドのいずれかを含める必要がありま
す。
• Auth.SessionManagement.finishLoginFlow(): ユーザをデフォルトのホームページにリダイレクトし

ます。
• Auth.SessionManagement.finishLoginFlow(startURL): ユーザをコミュニティ内の指定されたペー

ジにリダイレクトします。
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ログインフローは、制限されたセッションで実行されます。finishLoginFlowをコールするとセッションの
制限が削除され、ユーザがコミュニティにアクセスできるようになります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: カスタムログインフロー
Salesforce External Identity Implementation Guide (Salesforce External Identity 実装ガイド)

コミュニティの外部ユーザの ID の確認

エディション

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

外部ユーザが新しいデバイスまたはブラウザから Salesforce コミュニティにアク
セスした場合、追加のセキュリティ対策としてそのユーザの ID を確認できます。
2 要素認証は、未承認ユーザがコミュニティにアクセスできないようにするのに
役立ちます。
[設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、外部ユーザのプ
ロファイルを編集します。[セッションの設定] で、[外部ユーザが新しいブラウ
ザまたはデバイスから Salesforce にアクセスした場合に ID を確認する (デバイス
の有効化)] を選択し、プロファイルを保存します。

メモ: 外部ユーザとは、Customer Community、Customer Community Plus、Partner Community、または External Identity

ライセンスを持つユーザです。この変更は従来のポータルライセンスにも適用されます。

Apex トリガを使用した 2 要素認証の要求

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

ビジネスの機密情報を扱う操作を保護するため、Apex トリガを使用してユーザ
に ID 検証を要求できるようになりました。
Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl に加えて、新しい
Auth.VerificationException クラスを使用して、サードパーティのコード
で Salesforce の検証フレームワークを利用し、ID 検証フローを開始できます。
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Auth.VerificationException のインスタンスをスローすることで、
Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl を使用して検証 URL を手動で作成してから手動リ
ダイレクトを実行する必要はなくなりました。
Apex トリガ内で Auth.VerificationException をスローして、システムに検証フローを開始させることも
できます。これは Auth.SessionManagement.generateVerificationUrlでは不可能でした。トリガで例
外が発生した場合、API クライアントが API エラー (「追加の確認が必要」) を受け取ります。その場合、クライ
アントがユーザの ID を検証する必要があります。UI でユーザは ID の検証を促されます。

例: 次の例では、ユーザが高保証セッションを使用せずにアカウントの作成を試みた場合に
Auth.VerificationException を使用して検証をトリガします。
trigger testTrigger on Account (before insert) {

Map<String, String> sessionMap = auth.SessionManagement.getCurrentSession();
if(!sessionMap.get('SessionSecurityLevel').equals('HIGH_ASSURANCE')) {

throw new Auth.VerificationException(Auth.VerificationPolicy.HIGH_ASSURANCE,
'Insert Account');

}
}

最適化された認証プロバイダ URL によるソーシャルサインオンのパフォーマン
スの向上

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

ソーシャルサインオン (Facebook ログイン情報を使用した Salesforce へのログイン
など) を実装するときに、サブドメインおよびコミュニティ固有の URL を使用す
ることで、HTTP リダイレクト数が削減され、パフォーマンスが向上します。
URL をさらに最適化および簡略化するため、orgID は削除されました。これらの
機能強化は、[私のドメイン] がリリースされている組織でのみ使用できます。こ
の変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
以前は、初期化 URL とコールバック URL は login.salesforce.com にリダイレクトさ
れ、orgID が含まれていました。これらの URL が適切なサブドメインまたはコミュ
ニティドメインにリダイレクトされ、orgID は除外されるようになりました。この変更により、アプリケーショ
ンフローで必要なネットワークホップ数が削減され、URL に community パラメータを使用する必要はなくな
りました。コミュニティ URL は、[認証プロバイダ] 詳細ページの下部に表示されます。
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新しい認証プロバイダ設定の場合、何もする必要はありません。最適化された URL が自動的に生成および使用
されます。既存の認証プロバイダ設定の場合、[認証プロバイダ] 設定ページで [コールバック URL でサブドメ
インを使用] を選択し、サードパーティアプリケーションで最適化されたコールバック URL を使用することを
お勧めします。リダイレクト URI の不一致エラーを回避するには、新しい URL を使用するようにサードパーティ
アプリケーション設定を更新し、Sandbox 組織でソーシャルサインオンをテストします。最高のセキュリティ
とパフォーマンスを得るには、初期化 URL とコールバック URL の両方に同じサブドメインを使用します。
[私のドメイン] がリリースされておらず、既存の認証プロバイダ設定がある場合、[私のドメイン] のリリース
後に最適化されたコールバック URL を使用できます。リリース後、[認証プロバイダ] 設定ページで [コールバッ
ク URL でサブドメインを使用] を選択します。
認証プロバイダを作成または編集するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「認証」と入力し、[認証
プロバイダ] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 外部認証プロバイダ
Salesforce ヘルプ: コミュニティ URL パラメータの使用
Salesforce ヘルプ: 私のドメイン

API を介したサードパーティアカウントリンクの設定

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 システム管理者が ThirdPartyAccountLink 標準オブジェクトを書き込むこと
ができるようになりました。これにより、API を使用してサードパーティアカウ
ントリンクを簡単に指定できます。サードパーティアカウントリンクは、認証
プロバイダで認証された外部ユーザのリストを表します。組織のユーザが外部
認証プロバイダで認証されると、サードパーティアカウントリンクのリストが
生成されます。

メモ: この機能を有効にするには、Salesforce カスタマーサポートにご連絡ください。
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API を使用してアカウントリンクの追加または削除のみを行えます。既存のアカウントリンクの更新はできま
せん。

例: Salesforce システム管理者は API を使用して、ThirdPartyAccountLink レコード内の Google プロバイダにユー
ザの詳細を追加します。ユーザは Google ログイン情報を使用して Salesforce にすぐにログインできます。
システム管理者が Google を明示的に追加する必要はありません。

外部 ID コミュニティセッションの延長による顧客エンゲージメントの向上 (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

より長時間のセッションと少ないログイン数で、顧客とパートナーが簡単にコ
ミュニティ内にとどまることができるようにします。ユーザがブラウザを閉じ
た後もログインを維持できるようにします。セッションタイムアウト値を増加
させて、無操作状態時に最大 7 日間ログインを維持します。

メモ: 今回のリリースには、External Identity ユーザの延長セッションのベー
タバージョンが含まれています。機能の品質は高いですが、既知の制限が
あります。External Identity ユーザの延長セッションは、Salesforce がドキュメ
ント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、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。

デフォルトでは、外部 ID コミュニティは 24 時間の無操作状態の後にタイムアウトします。ユーザはブラウザ
を閉じたときにもログアウトされます。[ユーザがブラウザを閉じた場合にユーザのログインを維持する]を有
効にすると、ユーザは意図的にログアウトしてセッションを終了する必要があります。この機能を有効にする
場合は、ユーザにこの新しい動作を通知してください。

External Identity ライセンスのプロファイルから、外部 ID セッション設定を変更します。「External Identity ユーザ
プロファイルのセッション設定を制御する」組織権限がある場合、[セッションの設定] にこれらの設定が表示
されます。
このベータ機能を有効にするには、カスタマーサポートにお問い合わせください。
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連絡先のない External Identity ユーザの作成 (パイロット)

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

連絡先情報を排除することで、軽量の External Identity ユーザを作成します。Salesforce

で外部 ID コミュニティのユーザが作成されるときに、連絡先が追加されます。
External Identity ユーザが連絡先を使用していない場合は、代わりに連絡先のない
ユーザを作成することを検討してください。

メモ: 「連絡先のないユーザ」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。連
絡先のないユーザ機能は、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。連絡先の
ないユーザに関するフィードバックと提案は、Trailblazer コミュニティグルー
プからお寄せください。

連絡先のないユーザ機能では、ユーザと連絡先のリレーションが切り離されるため、柔軟性が増してメンテナ
ンス作業が少なくなります。たとえば、外部コミュニティに登録するすべてのユーザの連絡先情報は必要ない
かもしれません。そのユーザが適格と判断されるまで、連絡先の作成を延期できます。

メモ:  External Identity ライセンスでは、このリリースで連絡先のないユーザ機能のパイロットが提供されま
す。その他すべてのコミュニティライセンスに変更はありません。

この機能を使用するには「連絡先のない External Identity ユーザ作成の有効化」組織権限を有効にするように
Salesforce に依頼します。

Salesforce Shield: 1 時間ごとのイベントログファイル (ベータ)、ログ
ファイルの削除、鍵派生の除外 (ベータ)、暗号化項目の増加
ベータリリースの一部として、1 時間ごとと 1 日ごとにイベントログファイルを取得できるようになりました。
セキュリティポリシーに準拠するため、ユーザアクティビティを含むイベントログファイルを削除することも
できます。プラットフォームの暗号化で、より多くの項目が暗号化され、より多くの確定的暗号化機能が提供
されるようになりました。Bring Your Own Key ユーザは、鍵派生を除外したり、独自のデータ暗号化鍵をアップ
ロードしたりできます。合理化された設定 UI により、暗号化タスクに簡単に移動できます。

このセクションの内容:

プラットフォームの暗号化: 鍵派生の除外、暗号化された PII 項目の増加、確定的暗号化 (ベータ)、自動一括
復号化
Salesforce はみなさんのご要望にお応えします。お客様からのフィードバックに基づき、要望のあった Shield

Platform Encryption 機能のいくつかを提供しています。今回のリリースで、鍵およびデータの暗号化方法をよ
り柔軟に制御できるようになりました。暗号化されたデータの絞り込みの保持、暗号化ポリシーの変更を
テストするための自動的なデータの復号化、暗号化されているデータ量のすばやい表示を行うことができ
ます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーションのすべてのバー
ジョンで使用できます。
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イベント監視: ログファイルの削除および 1 時間ごとのイベント監視
ベータリリースの一部として、1 時間ごとと 1 日ごとにイベントログファイルを取得できるようになりまし
た。セキュリティポリシーに準拠するため、ユーザアクティビティを含むイベントログファイルを削除す
ることもできます。

プラットフォームの暗号化: 鍵派生の除外、暗号化された PII 項目の増加、確定
的暗号化 (ベータ)、自動一括復号化
Salesforce はみなさんのご要望にお応えします。お客様からのフィードバックに基づき、要望のあった Shield

Platform Encryption 機能のいくつかを提供しています。今回のリリースで、鍵およびデータの暗号化方法をより
柔軟に制御できるようになりました。暗号化されたデータの絞り込みの保持、暗号化ポリシーの変更をテスト
するための自動的なデータの復号化、暗号化されているデータ量のすばやい表示を行うことができます。この
機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用で
きます。

このセクションの内容:

BYOK による鍵派生の除外 (ベータ)

Shield Platform Encryption の Bring Your Own Key (BYOK) サービスでは、アップロードされた鍵素材をこれまでより
柔軟に制御できます。鍵ごとに鍵派生を除外できるようになりました。除外すると、Shield 鍵管理サービス
でデータの暗号化と復号化に使用する完全なデータ暗号化鍵をアップロードできます。
商談および契約に関する多くの PII 項目の暗号化 (正式リリース)

商談および契約の個人識別情報 (PII) を保護する別のセキュリティレイヤを使用できるようになりました。
商談では、[名前]、[説明]、および [次のステップ] 項目を暗号化できます。契約では、[住所(請求先)] ([市区
郡(請求先)] と [町名・番地(請求先)]) を暗号化できます。
個人名によるデータのプライバシー設定の保存
コンプライアンス状況が変わり、顧客が希望する個人データの処理方法を管理することがこれまで以上に
重要になっています。最近追加された個人オブジェクトでは、データのプライバシーと保護設定に関する
詳細を保存できます。最初にデータのプライバシーを設定してから、選択したテナントの秘密の種別と暗
号化スキームで [個人名] 項目を暗号化します。
大文字と小文字を区別する完全一致による確定的暗号化を使用した暗号化データの絞り込み (ベータ)

データを暗号化し、データの絞り込みの利点を保持します結果を絞り込む必要がある場合、項目ごとに確
定的暗号化スキームを選択して、大文字と小文字を区別する完全一致を検索します。
スキニーテーブルへの暗号化項目の追加 (正式リリース)

レポート、リストビュー、SOQL クエリなどのパフォーマンス最適化を目的として組織がスキニーテーブル
を使用している場合、そのテーブルに暗号化項目を含めることができるようになりました。スキニーイン
デックス付き暗号化項目を使用することもできます。それだけでなく、この機能にアクセスするためにサ
ポートチケットを登録する必要はありません。
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重複管理で使用される一致ルールへの暗号化項目の追加 (ベータ)

暗号化はデータに追加セキュリティレイヤを提供しますが、重要な業務を妨げないようにもできます。重
複レコードを検出する場合、確定的暗号化で暗号化されたデータを標準およびカスタム一致ルールで識別
できるようになりました。大文字と小文字を区別する完全一致と大文字と小文字を区別しない完全一致を
検索できますが、あいまい一致は検索できません。この機能を有効化するには、Salesforce サポートにご連
絡ください。
項目データの自動的な一括復号化
暗号化ポリシーを変更されましたか? 朗報です。データを復号化し、関連付けられたメタデータを精査する
方法が簡略化されました。項目の暗号化を無効にすると、ほとんどの項目種別のデータが自動的に復号化
されます。カスタムおよび標準のロングテキストエリア項目、ファイル、添付ファイルを復号化する必要
がある場合は、Salesforce カスタマーサポートにご連絡ください。
[設定] からセルフサービスの検索インデックスの暗号化を有効化
カスタマーサポートに問い合わせる理由が 1 つ減りました。検索インデックスの暗号化は、Salesforce に連
絡することなく [設定] から直接有効化できるようになりました。最初に検索インデックス種別のテナント
の秘密を生成してから、すべての検索インデックスファイルにテナントの秘密を適用するボックスをクリッ
クします。
合理化された暗号化の設定ページによる迅速な作業開始
Shield Platform Encryption は 4 つの個別ページに分割されたため、目の前の作業に取りかかることができます。
暗号化ポリシーの調整、鍵素材の管理、暗号化統計の確認のいずれを行う場合でも、[設定] ツリーで必要
な項目を見つけることができます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce アプ
リケーションのすべてのバージョンで使用できます。
暗号化統計を使用した暗号化カバー率の確認 (正式リリース)

どのくらいのデータが有効なテナントの秘密で暗号化されているかを確認します。コンプライアンスを維
持するために鍵の統計情報を取得し、鍵のローテーション義務を把握し、一括暗号化プロセスを合理化し
ます。暗号化項目、ファイル、および添付ファイルに関する情報を参照できます。この機能は、Lightning

Experience、Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。

BYOK による鍵派生の除外 (ベータ)

Shield Platform Encryption の Bring Your Own Key (BYOK) サービスでは、アップロードされた鍵素材をこれまでより柔
軟に制御できます。鍵ごとに鍵派生を除外できるようになりました。除外すると、Shield 鍵管理サービスでデー
タの暗号化と復号化に使用する完全なデータ暗号化鍵をアップロードできます。

メモ: このリリースには、鍵派生の除外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。鍵派生の除外は、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。

鍵派生を除外すると、鍵を完全に制御し、Shield Platform Encryption サービスによって提供されるすべての鍵の
ローテーション機能にアクセスできます。鍵ごとに鍵派生を除外できるため、いつでもデフォルトの BYOK サー
ビスを使用することも選択できます。デフォルトのサービスは、アップロードされたテナントの秘密を主秘密
と組み合わせて、一意のデータ暗号化鍵を派生します。
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この機能を有効にするには、Salesforce に連絡してください。有効化されたら、[設定] の [プラットフォームの暗
号化] の [高度な設定] ページに移動し、[BYOK による鍵派生の除外を許可] を有効にします。これで、鍵素材を
アプロードするときに [Salesforce 鍵派生を使用] オプションを選択または選択解除できます。

商談および契約に関する多くの PII 項目の暗号化 (正式リリース)

商談および契約の個人識別情報 (PII) を保護する別のセキュリティレイヤを使用できるようになりました。商談
では、[名前]、[説明]、および [次のステップ] 項目を暗号化できます。契約では、[住所(請求先)] ([市区郡(請求
先)] と [町名・番地(請求先)]) を暗号化できます。

個人名によるデータのプライバシー設定の保存
コンプライアンス状況が変わり、顧客が希望する個人データの処理方法を管理することがこれまで以上に重要
になっています。最近追加された個人オブジェクトでは、データのプライバシーと保護設定に関する詳細を保
存できます。最初にデータのプライバシーを設定してから、選択したテナントの秘密の種別と暗号化スキーム
で [個人名] 項目を暗号化します。

関連トピック:

特定のデータプライバシー設定の保存

大文字と小文字を区別する完全一致による確定的暗号化を使用した暗号化データの絞り込
み (ベータ)

データを暗号化し、データの絞り込みの利点を保持します結果を絞り込む必要がある場合、項目ごとに確定的
暗号化スキームを選択して、大文字と小文字を区別する完全一致を検索します。
確定的暗号化のパイロットプログラムに参加していた場合、既存の組織で引き続きこの暗号化スキームを使用
できます。[プラットフォームの暗号化] の [高度な設定] で、[確定的暗号化] を有効にします。

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの大文字と小文字を区別しない絞り込みが可能な確定的暗
号化が含まれています。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。大文字と小文字を区別しな
い絞り込みが可能な確定的暗号化は、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。

この絞り込みを保持する確定的暗号化スキームでは、次の場合に完全一致、大文字と小文字を区別する比較が
サポートされます。
• 暗号化項目に External ID および Unique 項目属性を使用している。
• レポート、ダッシュボード、リストビュー、SOQL の WHERE 句での暗号化された値の絞り込みによって、重

要なデータの値を比較している。
• 単一列と、単一列の一意のインデックス (大文字と小文字を区別) を暗号化項目で定義している。
• 暗号化データを Null および空白項目と比較し、絞り込み機能を拡張している。
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大文字と小文字を区別する場合、会社が「Acme」のリードオブジェクトに対する SOQL クエリは「Acme」のみ
を返し、「acme」や「ACME」は返しません。同様に、絞り込みを保持するスキームで単一性 (ユニーク性) を
テストする場合、「Acme」の 3 つのバージョンがすべてユニークになります。
名前および住所複合項目はまだサポートされていません。たとえば、Name の単一の検索条件で FirstName と
LastName を連結することはできません。代わりに、AND を使用して FirstName と LastName を照会します。
SELECT Id FROM Contact WHERE FirstName = ‘William’ AND LastName = ‘Spock’

この機能にアクセスするには、Salesforce カスタマーサポートにご連絡ください。

スキニーテーブルへの暗号化項目の追加 (正式リリース)

レポート、リストビュー、SOQL クエリなどのパフォーマンス最適化を目的として組織がスキニーテーブルを
使用している場合、そのテーブルに暗号化項目を含めることができるようになりました。スキニーインデック
ス付き暗号化項目を使用することもできます。それだけでなく、この機能にアクセスするためにサポートチ
ケットを登録する必要はありません。

重複管理で使用される一致ルールへの暗号化項目の追加 (ベータ)

暗号化はデータに追加セキュリティレイヤを提供しますが、重要な業務を妨げないようにもできます。重複レ
コードを検出する場合、確定的暗号化で暗号化されたデータを標準およびカスタム一致ルールで識別できるよ
うになりました。大文字と小文字を区別する完全一致と大文字と小文字を区別しない完全一致を検索できます
が、あいまい一致は検索できません。この機能を有効化するには、Salesforce サポートにご連絡ください。

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの重複管理で使用される一致ルールでの暗号化が含まれて
います。機能の品質は高いですが、既知の制限があります。重複管理で使用される一致ルールでの暗号
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。

たとえば、カスタム一致ルールに暗号化項目を追加した場合、その一致ルールは「Kate」と「kate」を一致と
して識別できますが、「Kate」と「Katherine」は一致とみなされません。現時点では、重複管理で使用される一
致ルールでの暗号化は、確率的暗号化データをサポートしていません。
この機能は非常に簡単に使用開始できます。まず、[プラットフォームの暗号化] の [高度な設定] ページで、確
定的暗号化を有効にします。次に、Salesforce に連絡して重複管理との暗号化の互換性を有効にするように依頼
します。完了したら、任意の項目に確定的暗号化スキームを適用します。

例: たとえば、重複データを検出するカスタム一致ルールをすでに使用しているとします。データを保護
するため、既存のルールで参照される項目を暗号化したいと考えています。それらの項目を暗号化する
前に、カスタム一致ルールを無効にし、組織で確定的暗号化が有効になっていることを確認します。[暗
号化ポリシー] ページに移動し、暗号化する項目を選択します。項目に確定的暗号化スキームを適用し、
作業を保存します。カスタム一致ルールを再度有効にすると、暗号化されたデータを識別できます。
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項目データの自動的な一括復号化
暗号化ポリシーを変更されましたか? 朗報です。データを復号化し、関連付けられたメタデータを精査する方
法が簡略化されました。項目の暗号化を無効にすると、ほとんどの項目種別のデータが自動的に復号化されま
す。カスタムおよび標準のロングテキストエリア項目、ファイル、添付ファイルを復号化する必要がある場合
は、Salesforce カスタマーサポートにご連絡ください。
特定の項目の暗号化を無効にし、変更を保存します。Salesforce Shield Platform Encryption サービスにより、それら
の項目のデータを復号化し、更新された暗号化ポリシーとデータを同期する非同期ジョブがすぐに実行されま
すプロセスが完了すると、メールで通知されます。

[設定] からセルフサービスの検索インデックスの暗号化を有効化
カスタマーサポートに問い合わせる理由が 1 つ減りました。検索インデックスの暗号化は、Salesforce に連絡す
ることなく [設定] から直接有効化できるようになりました。最初に検索インデックス種別のテナントの秘密を
生成してから、すべての検索インデックスファイルにテナントの秘密を適用するボックスをクリックします。

合理化された暗号化の設定ページによる迅速な作業開始
Shield Platform Encryption は 4 つの個別ページに分割されたため、目の前の作業に取りかかることができます。暗
号化ポリシーの調整、鍵素材の管理、暗号化統計の確認のいずれを行う場合でも、[設定] ツリーで必要な項目
を見つけることができます。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーショ
ンのすべてのバージョンで使用できます。
新しいワークスペースには次のページが含まれます。
• 高度な設定 — 確定的暗号化やカスタマイズ可能な BYOK オプションなど、高度なオプションがあります。
• 暗号化ポリシー — 特定の項目の暗号化ポリシーをカスタマイズおよび設定し、標準項目に暗号化スキーム

を適用します。ファイルと添付ファイルや他の機能 (Chatter など) の暗号化を有効にします。
• 暗号化統計 — コンプライアンスを維持するために鍵の統計情報を取得し、鍵のローテーション義務を把握

し、情報を収集して一括暗号化プロセスを合理化します。
• 鍵の管理 — 鍵素材と証明書を生成、アップロード、および管理します。

暗号化統計を使用した暗号化カバー率の確認 (正式リリース)

どのくらいのデータが有効なテナントの秘密で暗号化されているかを確認します。コンプライアンスを維持す
るために鍵の統計情報を取得し、鍵のローテーション義務を把握し、一括暗号化プロセスを合理化します。暗
号化項目、ファイル、および添付ファイルに関する情報を参照できます。この機能は、Lightning Experience、
Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンで使用できます。

イベント監視: ログファイルの削除および 1 時間ごとのイベント監視
ベータリリースの一部として、1 時間ごとと 1 日ごとにイベントログファイルを取得できるようになりました。
セキュリティポリシーに準拠するため、ユーザアクティビティを含むイベントログファイルを削除することも
できます。
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このセクションの内容:

イベントログファイルの削除によるデータ保護の強化
データ保護規則に準拠するため、イベントログファイルを削除できます。イベントログファイルデータの
削除は、削除権などの規制義務を果たすために役立ちます。
イベントログファイルを使用した安全でない外部アセットの追跡
新しい安全でない外部アセットイベント種別は、安全でない HTTP プロトコル上でアクセスされた外部ア
セットを追跡します。このイベントには、ユーザが Chrome、Firefox、Microsoft Edge、または Safari ブラウザで
読み込んだ、サードパーティサイトでホストされた安全でないアセットが含まれるすべての Salesforce ペー
ジがリストされます。HTTP 上のアセットは、中間者 (man-in-the-middle) 攻撃や他の攻撃によって操作される
可能性があります。攻撃はユーザをだまして、ユーザの Salesforce ログイン情報を悪意のあるサイトに送信
します。安全でない URL は HTTP から HTTPS に変更することをお勧めします。
時間ベースのワークフローでのユーザアクションのより包括的な追跡
特定のユーザセッション中に何が起こっているかをより明確に把握できるように、時間ベースのワークフ
ローイベント種別に LOGIN_KEY 項目と SESSION_KEY 項目が追加されました。
EventLogFile イベント種別の項目の廃止
データ保護を強化するため、EventLogFile 標準オブジェクトのドキュメント添付ファイルのダウンロード、
ナレッジ記事ビュー、およびログアウトイベント種別でいくつかの項目が廃止されました。

イベントログファイルの削除によるデータ保護の強化

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

データ保護規則に準拠するため、イベントログファイルを削除できます。イベ
ントログファイルデータの削除は、削除権などの規制義務を果たすために役立
ちます。
次のデータ保護とプライバシーの規制では、各個人データの安全性と機密性を
確保することが求められます。これらは、顧客データを収集および処理する多
くの会社にとって重要な規制の一部です。
• 一般データ保護規則 (GDPR)、EU

• 個人情報保護法 (PIPA)、日本
• 個人情報保護および電子文書法 (PIPEDA)、カナダ
• 連邦民事訴訟規則 (米国)

イベントログファイルを削除するユーザ権限を付与するには、[イベント監視設定] の設定を有効にして「イベ
ント監視レコードを削除」ユーザ権限を使用可能にする必要があります。ユーザ権限を権限セットに割り当て
ます。次に、イベントログファイルの削除を許可するユーザ (コンプライアンスを担当する管理者など) のプロ
ファイルにその権限セットを割り当てます。REST または SOAP API を使用して、削除するユーザアクティビティ
を含むイベントログファイルを削除できます。詳細は、下記の delete ドキュメントを参照してください。

メモ: イベントログから個々の行を削除することはできません。イベントログはデータベースに blob 形式
で保存されるため、ユーザアクティビティを含むログファイル全体を削除する必要があります。

関連トピック:

REST API 開発者ガイド: イベント監視データの削除
SOAP API 開発者ガイド: delete()
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イベントログファイルを使用した安全でない外部アセットの追跡

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

新しい安全でない外部アセットイベント種別は、安全でない HTTP プロトコル上
でアクセスされた外部アセットを追跡します。このイベントには、ユーザが
Chrome、Firefox、Microsoft Edge、または Safari ブラウザで読み込んだ、サードパー
ティサイトでホストされた安全でないアセットが含まれるすべての Salesforce ペー
ジがリストされます。HTTP 上のアセットは、中間者 (man-in-the-middle) 攻撃や他
の攻撃によって操作される可能性があります。攻撃はユーザをだまして、ユー
ザの Salesforce ログイン情報を悪意のあるサイトに送信します。安全でない URL

は HTTP から HTTPS に変更することをお勧めします。
安全でない外部アセットイベント種別は、ログインおよびログアウトイベント種別と共に、サポートされてい
る Salesforce エディションで追加費用なしで使用できます。

関連トピック:

変更されたオブジェクト
Salesforce および Force.com のオブジェクトリファレンス: Insecure External Assets Event Type (安全でない外部アセッ
トイベント種別)

時間ベースのワークフローでのユーザアクションのより包括的な追跡

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

特定のユーザセッション中に何が起こっているかをより明確に把握できるよう
に、時間ベースのワークフローイベント種別に LOGIN_KEY項目と SESSION_KEY

項目が追加されました。
• 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。

• SESSION_KEY  — ユーザの一意のセッション ID。この値を使用して、セッショ
ン内のすべてのユーザイベントを識別できます。ユーザがログアウトしてか
ら再びログインすると、新しいセッションが開始されます。

例: 同じトランザクション内で発生する複数のログイベントを相関付けるには、SESSION_KEY を使用し
ます。たとえば、時間ベースのワークフローアクションでレコードが更新された後に追加の変更がトリ
ガされた場合、SESSION_KEYを使用してそのトランザクションのすべてのログファイルエントリを相関
付けることができます。

関連トピック:

変更されたオブジェクト
Salesforce および Force.com のオブジェクトリファレンス: 時間ベースのワークフローイベント種別
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EventLogFile イベント種別の項目の廃止

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

データ保護を強化するため、EventLogFile 標準オブジェクトのドキュメント添付
ファイルのダウンロード、ナレッジ記事ビュー、およびログアウトイベント種
別でいくつかの項目が廃止されました。
ドキュメント添付ファイルのダウンロード
FILE_NAME 項目が廃止されました。カスタム項目を作成していて FILE_NAME

項目からデータを取得する必要がある場合、Document 標準オブジェクトをクエ
リします。たとえば、SELECT Name FROM Document WHERE Id=[ドキュメン
ト添付ファイルのダウンロードログデータの ENTITY_ID 値] と指定します。
ナレッジ記事ビュー
USERNAME 項目が廃止されました。
ログアウト
USER_NAME 項目が廃止されました。

関連トピック:

変更されたオブジェクト

セキュリティヘルスチェック: 新しい設定と簡単なカスタムベースラ
インの更新

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

セキュリティを強化する設定が追加されました。カスタムベースラインを使用
している場合、ベースラインに新しい設定を追加するように要求されます。

このセクションの内容:

状態チェックの新しいセキュリティ設定
セキュリティヘルスチェックには 6 個の新しい設定があります。これらの変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
新しい設定によるカスタムベースラインの更新
セキュリティを強化するため、[状態チェック] の設定が追加されることがあ
ります。[状態チェック] の設定は、Salesforce ベースライン標準に自動的に追加されます。カスタムベースラ
インを使用している場合、UI から直接簡単に新しい設定でカスタムベースラインを更新できます。この変
更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

状態チェックの新しいセキュリティ設定
セキュリティヘルスチェックには 6 個の新しい設定があります。これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce

Classic の両方に適用されます。
次の高リスクのセキュリティ設定が追加されました。
• 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
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次の中リスクのセキュリティ設定が追加されました。
• コンテンツセキュリティポリシーによるメールテンプレートの保護の有効化
• XSS 保護を有効化
• コンテンツ盗聴保護を有効化
次の低リスクのセキュリティ設定が追加されました。
• 2 要素認証の登録時に ID 検証が必要
• メールアドレスの変更に ID 検証が必要

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: [状態チェック] のスコアの計算方法
Salesforce ヘルプ: カスタムベースラインのファイル要件

新しい設定によるカスタムベースラインの更新
セキュリティを強化するため、[状態チェック] の設定が追加されることがあります。[状態チェック] の設定は、
Salesforce ベースライン標準に自動的に追加されます。カスタムベースラインを使用している場合、UI から直接
簡単に新しい設定でカスタムベースラインを更新できます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic

の両方に適用されます。
[状態チェック] に新しい設定が追加されてから初めてカスタムベースラインを読み込むときに、ベースライン
を更新するように要求されます。[ベースラインを更新]をクリックして設定を追加します。キャンセルした場
合、次回ベースラインを読み込んだときにもう一度要求されます。

例: 

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: [状態チェック] のスコアの計算方法
Salesforce ヘルプ: カスタムベースラインのファイル要件
Salesforce ヘルプ: 状態チェックのカスタムベースラインの作成
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その他のセキュリティの変更: 悪意のあるリンクからのユーザの保
護、およびセキュリティ評価のスケジュール
悪意のあるリンクからユーザを保護するため、ユーザが salesforce.com ドメインから離れる前にアラートをユー
ザに表示するための警告を追加しました。Salesforce 環境で脆弱性および侵入テストを実行する前に、セキュリ
ティ評価の承認申請とスケジュールを行ってください。

このセクションの内容:

Salesforce の外部にリダイレクトされる前にユーザにアラート
ユーザを悪意のあるリンクやフィッシングから保護しましょう! ユーザが salesforce.com ドメインの外部にリ
ダイレクトされるリンクをクリックしたときに、警告メッセージを含むアラートを表示します。この変更
は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
テスト前の Salesforce 環境に関するセキュリティ評価のスケジュール
Salesforce 環境で脆弱性および侵入テストを実行する前に、セキュリティ評価通知ポータルにアクセスして、
セキュリティ評価の承認申請とスケジュールを行います。

Salesforce の外部にリダイレクトされる前にユーザにアラート

エディション

使用可能なエディション:
すべてのエディション

ユーザを悪意のあるリンクやフィッシングから保護しましょう! ユーザが
salesforce.com ドメインの外部にリダイレクトされるリンクをクリックしたとき
に、警告メッセージを含むアラートを表示します。この変更は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方に適用されます。
[設定] で、「セッションの設定」を検索します。[リダイレクト]で、[Salesforce の
外部にユーザをリダイレクトする前にユーザに警告する]を選択します。これだ
けで完了です。これで、組織のユーザが Salesforce の外部にリダイレクトされるリンクをクリックしたときに、
Salesforce ドメインから離れる警告が表示されます。セキュリティを強化するため、リダイレクト先の URL とド
メインも表示されます。

テスト前の Salesforce 環境に関するセキュリティ評価のスケジュール

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 環境で脆弱性および侵入テストを実行する前に、セキュリティ評価通
知ポータルにアクセスして、セキュリティ評価の承認申請とスケジュールを行
います。
申請は、テストを開始する少なくとも 5 営業日前までに送信します。また、申
請を開始するときに表示される、セキュリティ評価に関する合意事項を読み、
承認します。この合意事項を、セキュリティ評価を実行するチームで共有して
ください。

関連トピック:

脆弱性診断と侵入テストの実施について
Salesforce Platform Security FAQs (Salesforce プラットフォームセキュリティに関する FAQ)
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Salesforce IoT: IoT REST API、新しいコンテキスト UI、IoT 使用状況
の監視、メールアラート

エディション

使用可能なインター
フェース: Lightning
Experience

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

Salesforce IoT Explorer Edition を使用して、接続デバイスからのイベントをほぼリア
ルタイムで処理し、顧客との有意義なインタラクションを作成します。Explorer

では Salesforce データとのインテグレーションが組み込まれるため、Salesforce で
カスタマーリレーション管理 (CRM) への投資を活用できます。このリリースに
は、オーケストレーションおよび関連するコンポーネントの取得と操作を行う
新しい IoT REST API が含まれるほか、コンテキストに応じた新しいユーザインター
フェースが含まれます。また、IoT 使用状況の監視ページ、メールアラートや、
データプライバシーのための IoT データのエクスポートおよび削除機能が導入さ
れています。

このセクションの内容:

Salesforce IoT REST API を使用した IoT コンポーネントへのアクセスと操作
API バージョン 42.0 以降、Salesforce IoT REST API を使用してオーケストレーショ
ンおよびコンテキストの作成、取得、更新、削除ができるようになりまし
た。実行できる他の作業には、オーケストレーションの有効化と無効化があります。さらに、すべてのオー
ケストレーションインスタンスの取得、インスタンスの削除、オーケストレーションのトラフィックと使
用状況データの取得ができます。
関連付けられたイベントと Salesforce オブジェクトを一目で確認
コンテキストでは、オーケストレーションでアクセスできるデータのソースを指定します。1 つまたは複数
のプラットフォームイベントと、必要に応じて Salesforce オブジェクトを指定できます。新しいコンテキス
トページでは、オーケストレーションに関連付けられたイベントと参照オブジェクトが視覚的に表現され
ます。
IoT 使用状況データの簡単な把握
[イベントの使用状況] ページで、総割り当てに対するイベントおよびオーケストレーションの使用状況を
監視します。[イベントの使用状況] ページには、組織の割り当てと、1 日のイベントの現在の使用状況が表
示されます。また、オーケストレーション別の使用状況の内訳も提供されます。各オーケストレーション
で処理されたイベントメッセージの数と、有効なインスタンスの数を参照できます。
メールアラートを使用した使用状況に関する警告
組織に 1 つ以上の有効なオーケストレーションがある場合、使用数が多いことを警告する自動メールアラー
トがオーケストレーション所有者に送信されます。オーケストレーション所有者は、オーケストレーショ
ンを最後に有効化したユーザです。
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データプライバシーのための IoT データのエクスポートおよび削除
データ保護およびプライバシーに関する規制に準拠するように、REST API を使用して IoT データのエクスポー
トと削除ができます。オーケストレーション、コンテキスト、オーケストレーションインスタンスなど、
オーケストレーション関連のデータのエクスポートと削除ができます。

関連トピック:

Trailhead: IoT の基礎
Trailhead: Salesforce IoT Explorer Edition の基本
Salesforce ヘルプ: Salesforce IoT Explorer Edition

Salesforce IoT REST API を使用した IoT コンポーネントへのアクセスと
操作
API バージョン 42.0 以降、Salesforce IoT REST API を使用してオーケストレーションおよびコンテキストの作成、取
得、更新、削除ができるようになりました。実行できる他の作業には、オーケストレーションの有効化と無効
化があります。さらに、すべてのオーケストレーションインスタンスの取得、インスタンスの削除、オーケス
トレーションのトラフィックと使用状況データの取得ができます。
REST API が提供するリソースは、オーケストレーション関連の次のコンポーネントに基づきます。
• コンテキスト
• オーケストレーション
• 有効化
• インスタンス
• トラフィック
• 使用状況データ (オーケストレーションごと、および Salesforce 組織全体)

関連トピック:

Salesforce IoT REST API Getting Started Guide (Salesforce IoT REST API スタートガイド)

関連付けられたイベントと Salesforce オブジェクトを一目で確認
コンテキストでは、オーケストレーションでアクセスできるデータのソースを指定します。1 つまたは複数の
プラットフォームイベントと、必要に応じて Salesforce オブジェクトを指定できます。新しいコンテキストペー
ジでは、オーケストレーションに関連付けられたイベントと参照オブジェクトが視覚的に表現されます。
コンテキストを作成するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「IoT」と入力し、[コンテキスト]を選択
します。コンテキストを編集し、プラットフォームイベントまたは Salesforce 参照オブジェクトを追加できま
す。
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定義済みのプラットフォームイベントのリストが含まれるウィザードを使用して、プラットフォームイベント
を選択します。イベント項目をプレビューし、オーケストレーションインスタンスと一致するキー項目を選択
します。キーとして使用できる項目のみが表示されます。同様に、参照データウィザードを使用して、Salesforce

オブジェクトと適格なキー項目を選択します。
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IoT 使用状況データの簡単な把握
[イベントの使用状況] ページで、総割り当てに対するイベントおよびオーケストレーションの使用状況を監視
します。[イベントの使用状況] ページには、組織の割り当てと、1 日のイベントの現在の使用状況が表示され
ます。また、オーケストレーション別の使用状況の内訳も提供されます。各オーケストレーションで処理され
たイベントメッセージの数と、有効なインスタンスの数を参照できます。
[イベントの使用状況] ページにアクセスするには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「IoT」と入力し、
[使用状況データ] を選択します。
次の例は、多数のオーケストレーションを持つ組織の使用状況ページです。ただし、表示されているのは 2 つ
のみです。オーケストレーション全体で処理されたイベントメッセージ数は、1 日あたり 500,000 イベントの割
り当てを下回っています。

メモ: イベントメッセージはオーケストレーションインスタンスをトリガし、一括処理されます。イベン
トの一括処理の性質上、オーケストレーションの使用状況がインスタンスの割り当てを少し上回ること
があります。

メールアラートを使用した使用状況に関する警告
組織に 1 つ以上の有効なオーケストレーションがある場合、使用数が多いことを警告する自動メールアラート
がオーケストレーション所有者に送信されます。オーケストレーション所有者は、オーケストレーションを最
後に有効化したユーザです。
メールアラートは次の場合に送信されます。
• オーケストレーションインスタンスの使用状況がその割り当てに近づいた。このメールはオーケストレー

ション所有者に送信されます。
• オーケストレーション全体のイベントの使用状況が 1 日のイベントメッセージ割り当てに近づいた。この

メールは、1 つ以上の有効なオーケストレーションを所有するすべてのユーザに送信されます。
• オーケストレーションインスタンスの割り当てまたは 1 日のイベント割り当てを超過したため、イベント

メッセージが処理されていない。アラートの原因に応じて、メールはオーケストレーション所有者か、1 つ
以上の有効なオーケストレーションを所有するすべてのユーザに送信されます。
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データプライバシーのための IoT データのエクスポートおよび削除
データ保護およびプライバシーに関する規制に準拠するように、REST API を使用して IoT データのエクスポート
と削除ができます。オーケストレーション、コンテキスト、オーケストレーションインスタンスなど、オーケ
ストレーション関連のデータのエクスポートと削除ができます。

開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成

インテリジェンスが向上し、コンポーネントや API が新規追加および更新され、優れた開発ツールが導入され
ました。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、Lightning プラットフォームの次の機能強化は、別の
組織に再販するための優れたアプリケーション、インテグレーション、およびパッケージの開発に役立ちま
す。

このセクションの内容:

Einstein Platform Services: 画像認識および自然言語処理
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必要になる場合
があります。Einstein Platform Services API を使用すると、画像認識および自然言語処理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。Einstein Vision API を使用して、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 Language API では、自然言語処理の機能を利用してテキストを分析し、テキストのセンチメントや意
図を推測できます。これまでより効率的で高性能なアプリケーションを作成できます。
Lightning コンポーネント: より多くの改善されたコンポーネントで開発を加速
Lightning コンポーネントフレームワークによって、Lightning Experience、Salesforce for Android、Salesforce for iOS、
Salesforce モバイル Web が強化されます。このフレームワークを使用すると、モバイルデバイス、Lightning

Experience、Salesforce Classic、およびコミュニティのアプリケーションとページを構築できます。
Visualforce: Lightning Experience の準備状況
Visualforce を使用して、組織をカスタマイズするアプリケーションを開発します。このリリースでの変更は、
Visualforce ページの Lightning Experience への移行を簡略化することに焦点を絞っています。
カスタムメタデータ: 入力規則のカスタムメタデータ型レコードの使いやすい参照 (パイロット)

使いやすい宣言型ツールでカスタムメタデータ型の用途が拡大します。これらの変更は、Lightning Experience

と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Apex: Lightning のプラットフォームキャッシュと新しいメソッド
Apex は、Java に似た構文を使用し、データベースのストアドプロシージャのように動作するプログラミン
グ言語です。Apex では開発者がビジネスロジックを、ボタンのクリック、関連レコードの更新、Visualforce

ページなどのシステムイベントに追加できます。
API

API バージョン 42.0 では、以前よりも多くのメタデータ型とデータオブジェクトにアクセスできます。
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デバッグ: ログの改善、ISV のデバッグの増加、外部オブジェクトコールアウトのイベント種別
公開サイトユーザがブラウザ Cookie を設定しなくても、デバッグログを有効化できるようになりました。
Apex コードカテゴリのログレベルが INFO または DEBUG の場合、デバッグログに ENTERING_MANAGED_PKG

イベントが記録されなくなりました。ISV は、Apex デバッガセッションを購入していても、無料の ISV カス
タマーデバッガセッションを取得できるようになりました。新規および更新されたイベント種別を使用し
て、外部オブジェクトデータへのアクセスに関する問題をトラブルシューティングします。
開発者ハブ: スクラッチ組織の管理
開発者ハブ (Dev Hub) を使用してスクラッチ組織の作成、削除、管理ができます。ローカルコンピュータに
プロジェクトを設定した後、Salesforce CLI を使用して Dev Hub 組織を承認します。
パッケージ: サポートされるコンポーネントおよび他の機能強化が追加された開発者管理パッケージ (ベー
タ)

Salesforce CLI を使用して、開発者管理パッケージ (DCP) を含む第二世代パッケージを作成して管理します。
VS Code 向け Salesforce 拡張機能によるコードのスマート化
VS Code 向け Salesforce 拡張機能 (Visual Studio Code エディタ向けの Salesforce 拡張機能パック) では、更新がほぼ
毎週リリースされています。最近のリリースでは、コードスマートネス機能を拡張し、Apex デバッガ拡張
機能を従来よりも堅牢なものにしました。2017 年 10 月中旬にこの拡張機能パックが正式リリースされた
後、更新がいくつか加えられています。その中から主要なものを次に示します。
Force.com IDE 2 (ベータ) の終了
Force.com IDE 2 ベータリリースが終了しました。このツールの今後のリリースは提供されず、2018 年 5 月 3

日以降、このツールはダウンロードできなくなります。2018 年 4 月 23 日の時点で『Force.com IDE 2 開発者ガ
イド』にアクセスできなくなります。
Sandbox のコピーによる時間の節約 (ベータ)

本番組織をソースとして使用するのではなく、既存の Sandbox をコピーして Sandbox を作成できます。一連
のデータとメタデータで Sandbox をカスタマイズして、それを複製することで時間を節約できます。Sandbox

のコピーにより、アプリケーションライフサイクルでの作業の複数の同時ストリームを簡単に設定できま
す。開発、テスト、ステージングなどの作業種別ごとに Sandbox を設定できます。同僚は個々の Sandbox を
簡単にコピーできるため、1 つの Sandbox を共有する必要がなく、お互いの作業を妨げずに済みます。この
機能は、2018 年 2 月 12 日の Sandbox のコピー (ベータ) の開始時に使用可能になります。この変更は、Lightning

Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Salesforce CLI: 新しいコマンドと簡易化されたインストール
Salesforce コマンドラインインターフェース (CLI) を使用することで、開発およびテスト環境の作成、ソース
コードの同期、テストの実行、アプリケーションライフサイクル全体の制御が容易になります。この新機
能および変更された機能は、2018 年 2 月 10 日に CLI v42 がリリースされた時点で使用できます。
ISVforce: 転送アップグレードの機能強化
ISVforce ツールを使用して、AppExchange ソリューションを容易に配布および管理できます。転送アップグ
レード時のグローバル値セットと標準値セットの動作の一貫性が確保されて、管理パッケージを簡単に管
理できるようになりました。
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エンタープライズメッセージング: 変更データキャプチャの機能強化、大規模プラットフォームイベント、
およびストリーミング API の接続処理の改善
イベントを使用すると、ビジネスシステム間の通信が簡略化されます。変更データキャプチャ (パイロット)

を使用して、Salesforce でのレコードの変更のリアルタイム通知を受信します。大規模プラットフォームイ
ベント (パイロット) を使用して、数百万件のカスタムイベントを配信および受信します。

Einstein Platform Services: 画像認識および自然言語処理
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必要になる場合が
あります。Einstein Platform Services API を使用すると、画像認識および自然言語処理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。Einstein Vision API を使用して、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 Language

API では、自然言語処理の機能を利用してテキストを分析し、テキストのセンチメントや意図を推測できます。
これまでより効率的で高性能なアプリケーションを作成できます。

このセクションの内容:

JWT トークンの長さの増加
API をコールするために使用される JWT トークンが長くなりました。https://api.einstein.ai/tokenのトークン Web

ページを使用している場合も、コードで /oauth2/token エンドポイントをコールしてトークンを生成し
ている場合も、この変更を確認できます。
Einstein プラットフォームサービスへのアクセスを保持するための API エンドポイントの変更
すべての Einstein プラットフォームサービスおよび機能のアドレスが新しくなりました。api.metamind.io

エンドポイントが廃止されます。https://api.einstein.aiを参照するようにコードとツールが更新さ
れます。すべての Einstein プラットフォームサービスに引き続きアクセスできます。変更されるのはエンド
ポイントのみです。
Einstein Vision: オブジェクト検出、表示ラベルのすべての画像例の取得
Einstein Vision では、AI の力を利用して深層学習モデルをトレーニングし、大規模な画像を認識および分類す
ることが可能です。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、固有の使用事例を解決します。
Einstein Language: 学習曲線総計値、適合率-再現率曲線、表示ラベルのすべてのテキスト例の取得
Einstein Language API を使用して、アプリケーションの自然言語処理を作成し、テキスト内の強力なインサイ
トを得ます。Language API には、Einstein Intent API と Einstein Sentiment API が含まれます。

JWT トークンの長さの増加
API をコールするために使用される JWT トークンが長くなりました。https://api.einstein.ai/token のトークン Web

ページを使用している場合も、コードで /oauth2/tokenエンドポイントをコールしてトークンを生成してい
る場合も、この変更を確認できます。
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関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Set Up Authorization (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: 認証の
設定)

Einstein Platform Services Developer Guide: Generate an OAuth Token (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド:

OAuth トークンの生成)

Einstein プラットフォームサービスへのアクセスを保持するための API エンド
ポイントの変更
すべての Einstein プラットフォームサービスおよび機能のアドレスが新しくなりました。api.metamind.io

エンドポイントが廃止されます。https://api.einstein.ai を参照するようにコードとツールが更新され
ます。すべての Einstein プラットフォームサービスに引き続きアクセスできます。変更されるのはエンドポイ
ントのみです。
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Einstein Vision: オブジェクト検出、表示ラベルのすべての画像例の取得
Einstein Vision では、AI の力を利用して深層学習モデルをトレーニングし、大規模な画像を認識および分類する
ことが可能です。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、固有の使用事例を解決します。

このセクションの内容:

Einstein Object Detection を使用した画像オブジェクトの特定
Einstein Object Detection API を使用して画像内の複数の個別のオブジェクトを分類およびカウントするために
深層学習モデルをトレーニングします。この API は、画像内のオブジェクトを識別して、各オブジェクトの
サイズや場所などの詳細情報を提供します。
表示ラベルのすべての画像例の取得
表示ラベル ID を渡して、1 つの表示ラベルの画像例をすべて返すことができます。この新しいコールでは、
データセットのすべての例を取得して全体を確認する代わりに、取得する例のみを対象にできます。

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Introduction to Salesforce Einstein Vision (Einstein プラットフォームサービス開発
者ガイド: Salesforce Einstein Vision の概要)

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

Einstein Object Detection を使用した画像オブジェクトの特定
Einstein Object Detection API を使用して画像内の複数の個別のオブジェクトを分類およびカウントするために深層
学習モデルをトレーニングします。この API は、画像内のオブジェクトを識別して、各オブジェクトのサイズ
や場所などの詳細情報を提供します。
API は、画像で識別されるオブジェクトまたはオブジェクトセットごとにオブジェクトの境界ボックスの座標
やクラスの表示ラベルを返します。また、オブジェクトがクラスの表示ラベルに一致している確度も返しま
す。Object Detection API は、画像内のロゴを特定したり、棚の商品をカウントしたりする場合に使用します。

Einstein Object Detection は Einstein Vision の一部であるため、実行するコールは画像およびマルチ表示ラベルモデル
のコールと類似しています。ただし、オブジェクト検出モデルはマルチ表示ラベルモデルとは異なります。マ
ルチ表示ラベルモデルは、特定のオブジェクトが画像に含まれている確度を返しますが、オブジェクト検出モ
デルは、画像内の特定のオブジェクトの場所を識別します。
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データセットから開始
検出モデルを作成するには、データセットから開始します。データセットを作成する場合、種別として
image-detection を指定します。次の cURL コールはデータセットを作成します。
curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "path=http://<DATA_URL>/products.zip" -F "type=image-detection"
https://api.einstein.ai/v2/vision/datasets/upload

モデルを作成するには、標準の分類モデルと同じエンドポイント
https://api.einstein.ai/v2/vision/train を使用して検出データセットをトレーニングします。

画像の分類
画像の分類には、新しい /detect エンドポイントを使用します。渡す画像は、ローカルドライブに配置して
おくことも、URL で参照することもできます。
curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "modelId=<YOUR_MODEL_ID>" -F
"sampleLocation=http://web.yoursite.com/<IMAGE_FILE>.png"
https://api.einstein.ai/v2/vision/detect

会社で API を使用して店舗の棚にある商品を検出するとします。検出するために画像を送信すると、次のよう
な JSON の応答が返されます。表示される表示ラベルは、モデルの表示ラベルによって異なります。応答では、
境界ボックスの表示ラベル、確度、座標が返されます。これらの座標は、項目が画像のどこで検出されたのか
を示します。
{

"probabilities": [
{

"label": "Bran Cereal",
"probability": 0.9994634,
"boundingBox": {

"minX": 325,
"minY": 300,
"maxX": 483,
"maxY": 402

}
},
{

"label": "Out of Stock",
"probability": 0.99834275,
"boundingBox": {

"minX": 536,
"minY": 322,
"maxX": 647,
"maxY": 385

}
},
{

"label": "Oat Cereal",
"probability": 0.9977386,
"boundingBox": {

"minX": 697,
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"minY": 356,
"maxX": 789,
"maxY": 395

}
},
{

"label": "Protein Mix",
"probability": 0.99745244,
"boundingBox": {

"minX": 40,
"minY": 289,
"maxX": 150,
"maxY": 332

}
},
{

"label": "Corn Flakes",
"probability": 0.9832312,
"boundingBox": {

"minX": 390,
"minY": 101,
"maxX": 431,
"maxY": 134

}
},
{

"label": "Other",
"probability": 0.94256777,
"boundingBox": {

"minX": 368,
"minY": 350,
"maxX": 447,
"maxY": 408

}
}

] }

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Determine the Model Type You Need (Einstein プラットフォームサービス開発者
ガイド: 必要なモデル種別の決定)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset From a Zip File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービ
ス開発者ガイド: zip ファイルからデータセットを非同期的に作成する)

表示ラベルのすべての画像例の取得
表示ラベル ID を渡して、1 つの表示ラベルの画像例をすべて返すことができます。この新しいコールでは、
データセットのすべての例を取得して全体を確認する代わりに、取得する例のみを対象にできます。
この cURL コールは、指定した表示ラベル ID の表示ラベルをすべて返します。
curl-X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/vision/examples?labelId=<LABEL_ID>
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応答は、次の JSON のようになります。
{

"object": "list",
"data": [

{
"id": 322291,
"name": "583673532.jpg",
"location": "https://u7kEqOMaHuNOS7Wp2oOgtKQwPs2AgkwOwqHB...",
"createdAt": "2017-04-12T18:38:19.000+0000",
"label": {

"id": 3235,
"datasetId": 1000475,
"name": "Mountains",
"numExamples": 108

},
"object": "example"

},
{

"id": 322292,
"name": "483951488.jpg",
"location": "https://6fu7kEqOMaHuNOS7Wp2oOgtKQwPs2AgkwOwq...",
"createdAt": "2017-04-12T18:38:19.000+0000",
"label": {

"id": 3235,
"datasetId": 1000475,
"name": "Mountains",
"numExamples": 108

},
"object": "example"

}
]

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Examples For Label (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: 表
示ラベルのすべての例の取得)

Einstein Language: 学習曲線総計値、適合率-再現率曲線、表示ラベルのすべて
のテキスト例の取得
Einstein Language API を使用して、アプリケーションの自然言語処理を作成し、テキスト内の強力なインサイト
を得ます。Language API には、Einstein Intent API と Einstein Sentiment API が含まれます。

このセクションの内容:

アプリケーションの自然言語処理と Einstein Language のバインド
Einstein Language を使用してテキストを分析し、ユーザの目的やテキストの背後にあるセンチメントを判断
します。Einstein Language が正式リリースされました。
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学習曲線総計値を使用した言語モデルの把握
新しい学習曲線 API コールは、実行された各エポック (学習の反復) のモデル総計値を取得し、センチメント
または意図モデルを作成します。この情報を使用してモデルを調整し、最適なエポック数を特定して、デー
タセットをトレーニングするタイミングを指定します。
適合率-再現率曲線を使用した言語モデルの把握
モデル総計値を取得するときに、API で Einstein Language モデルの適合率-再現率曲線が返されるようになり
ました。これらの総計値は、モデルのパフォーマンスを把握するのに役立ちます。
表示ラベルのすべてのテキスト例の取得
表示ラベル ID を渡して、1 つの表示ラベルのテキスト例をすべて返すことができます。この新しいコール
では、データセットのすべての例を取得して全体を確認する代わりに、取得する例のみを対象にできます。

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Introduction to Salesforce Einstein Language (Beta) (Einstein プラットフォームサー
ビス開発者ガイド: Salesforce Einstein 言語の導入 (ベータ))

Salesforce Einstein: 商談スコアリング、売上予測、簡単な設定、その他の機能強化

アプリケーションの自然言語処理と Einstein Language のバインド
Einstein Language を使用してテキストを分析し、ユーザの目的やテキストの背後にあるセンチメントを判断しま
す。Einstein Language が正式リリースされました。
Einstein Intent API は、ユーザが何をしようとしているのかを明確に把握するため、非構造化データをユーザ定義
の表示ラベルに分類します。この API を使用して、メール、チャット、または Web フォームのテキストを分析
し、次のことができます。
• 商品に関心を持っている見込み客を判断し、顧客からの問い合わせを適切な営業担当に送信する。
• サービスケースを適切なエージェントまたは部署に転送するか、セルフサービスオプションを提供する。
• 顧客の投稿を理解し、コミュニティでパーソナライズされたセルフサービスを提供する。
Einstein Sentiment API は、テキストをポジティブクラス、ネガティブクラス、ニュートラルクラスに分類し、テ
キストの意図を理解します。この API を使用して、メール、ソーシャルメディア、チャットのテキストを分析
し、次のことができます。
• 見込み客のメールのセンチメントを識別し、リードや商談の増加または減少をトレンド分析する。
• 不満を抱えた顧客に最初に対応したり、満足した顧客へのプロモーションオファーを延長したりして、プ

ロアクティブなサービスを提供する。
• ソーシャルメディアチャネル全体のブランド認知を監視し、ブランドエバンジェリストを特定し、顧客満

足度に注目する。

学習曲線総計値を使用した言語モデルの把握
新しい学習曲線 API コールは、実行された各エポック (学習の反復) のモデル総計値を取得し、センチメントま
たは意図モデルを作成します。この情報を使用してモデルを調整し、最適なエポック数を特定して、データ
セットをトレーニングするタイミングを指定します。
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エポックごとにバックグラウンドで機械学習が実行され、モデルが作成されます。エポックの情報は次のエ
ポックに渡され、これが繰り返されます。総計値により、モデルを作成するために実行された各トレーニング
の反復の f1 スコア、精度、混同行列、テスト精度が明らかになります。
エポックが多いほど、良い結果が得られるわけではありません。たとえば、エポック数を 100 に指定して、
データセットをトレーニングする場合を想定します。作成されたモデルの学習曲線データを使用すると、その
データセットの最も精度の高い結果が、85 番目のエポックであることがわかります。
学習曲線データを使用して、モデルで過学習 (未知のデータではなくトレーニングデータを使用している状態
でモデルが正確な予測を行う) が発生しているどうかを確認できます。または、学習不足 (トレーニングデータ
または未知のデータを使用している状態でモデルが正確な予測を行わない) が発生しているかどうかを確認で
きます。
次の cURL コールは、モデルの学習曲線総計値を返します。
curl-X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
"https://api.einstein.ai/v2/language/models/TUWBAIRLFB3KKEDZMEGIUR6COM/lc?offset=62&count=3"

応答は、次の JSON のようになります。
{

"object": "list",
"data": [

{
"epoch": 63,
"metricsData": {

"f1": [
0.8571428571428571,
0.9333333333333332,
1

],
"labels": [

"hourly-forecast",
"current-weather",
"five-day-forecast"

],
"testAccuracy": 0.9166666716337204,
"trainingLoss": 0.5773116968816421,
"confusionMatrix": [

[
3,
0,
0

],
[

1,
7,
0

],
[

0,
0,
1

]
],
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"trainingAccuracy": 0.7377049253612268
},
"epochResults": {},
"object": "learningcurve"

},
{

"epoch": 64,
"metricsData": {

"f1": [
0.8571428571428571,
0.9333333333333332,
1

],
"labels": [

"hourly-forecast",
"current-weather",
"five-day-forecast"

],
"testAccuracy": 0.8333333432674408,
"trainingLoss": 0.6600023683649107,
"confusionMatrix": [

[
3,
0,
0

],
[

1,
7,
0

],
[

0,
0,
1

]
],
"trainingAccuracy": 0.7213114851810893

},
"epochResults": {},
"object": "learningcurve"

},
{

"epoch": 65,
"metricsData": {

"f1": [
0.8571428571428571,
0.9333333333333332,
1

],
"labels": [

"hourly-forecast",
"current-weather",
"five-day-forecast"
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],
"testAccuracy": 0.9166666716337204,
"trainingLoss": 0.6315541986192836,
"confusionMatrix": [

[
3,
0,
0

],
[

1,
7,
0

],
[

0,
0,
1

]
],
"trainingAccuracy": 0.7377049248726641

},
"epochResults": {},
"object": "learningcurve"

}
]

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Get Model Learning Curve (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: モ
デルの学習曲線の取得)

適合率-再現率曲線を使用した言語モデルの把握
モデル総計値を取得するときに、API で Einstein Language モデルの適合率-再現率曲線が返されるようになりまし
た。これらの総計値は、モデルのパフォーマンスを把握するのに役立ちます。
適合率-再現率曲線には、適合率、再現率、f1 スコアおよび対応するしきい値の label-independent 値が含まれま
す。
{

"createdAt": "2017-10-26T18:00:32.000+0000",
"metricsData": {

"f1": [
0.8571428571428571,
0.9333333333333332,
1

],
"labels": [

"hourly-forecast",
"current-weather",
"five-day-forecast"
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],
"testAccuracy": 0.9166666865348816,
"trainingLoss": 0.08212830490035722,
"confusionMatrix": [

[
3,
0,
0

],
[

1,
7,
0

],
[

0,
0,
1

]
],
"trainingAccuracy": 0.9836065583541744,
"precisionRecallCurve": {

"f1": [
0.8571,
0.8148,
0.8462,
0.88,
0.9167,
0.8696,
0.8182,
0.8571,
0.8,
0.6667,
0.5882,
0.5,
0.4,
0.2857,
0.1538,
0

],
"recall": [

1,
0.9167,
0.9167,
0.9167,
0.9167,
0.8333,
0.75,
0.75,
0.6667,
0.5,
0.4167,
0.3333,
0.25,
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0.1667,
0.0833,
0

],
"precision": [

0.75,
0.7333,
0.7857,
0.8462,
0.9167,
0.9091,
0.9,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1

],
"threshold": [

0.1807,
0.1933,
0.3698,
0.3708,
0.5832,
0.6193,
0.626,
0.8401,
0.8404,
0.9023,
0.968,
0.9686,
0.9703,
0.9806,
0.981,
1

]
}

},
"id": "TUWBAIRLFB3KKEDZMEGIUR6COM",
"object": "metrics"

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Get Model Metrics (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: モデル総
計値の取得)
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表示ラベルのすべてのテキスト例の取得
表示ラベル ID を渡して、1 つの表示ラベルのテキスト例をすべて返すことができます。この新しいコールで
は、データセットのすべての例を取得して全体を確認する代わりに、取得する例のみを対象にできます。
この cURL コールは、指定した表示ラベル ID の表示ラベルをすべて返します。
curl-X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/language/examples?labelId=<LABEL_ID>

応答は、次の JSON のようになります。
{

"object": "list",
"data": [

{
"id": 1021817,
"createdAt": "2017-06-08T16:31:20.000+0000",
"label": {

"id": 16599,
"datasetId": 1000108,
"name": "negative",
"numExamples": 703

},
"object": "example"

},
{

"id": 1021818,
"createdAt": "2017-06-08T16:31:20.000+0000",
"label": {

"id": 16599,
"datasetId": 1000108,
"name": "negative",
"numExamples": 703

},
"object": "example"

},
{

"id": 1021819,
"createdAt": "2017-06-08T16:31:20.000+0000",
"label": {

"id": 16599,
"datasetId": 1000108,
"name": "negative",
"numExamples": 703

},
"object": "example"

}
]

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Examples For Label (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: 表
示ラベルのすべての例の取得)
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Lightning コンポーネント: より多くの改善されたコンポーネントで開
発を加速

エディション

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

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

UI を使用して Lightning コ
ンポーネントを作成する
エディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition、または
Sandbox。

Lightning コンポーネントフレームワークによって、Lightning Experience、Salesforce

for Android、Salesforce for iOS、Salesforce モバイル Web が強化されます。このフレー
ムワークを使用すると、モバイルデバイス、Lightning Experience、Salesforce Classic、
およびコミュニティのアプリケーションとページを構築できます。
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

を使用して、Salesforce パートナーが作成したコンポーネントを取得したり、独
自のコンポーネントを公開したりできます。
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:

暗黙的な共有を行う @AuraEnabled Apex コントローラに対して without sharing を
使用 (重要な更新)

この重要な更新により、with sharing または without sharing を指定
しないときの @AuraEnabled  Apex コントローラのデフォルトの動作が
without sharingに変更されます。この変更により、これらのキーワード
を使用して共有動作を明示的に設定しないコントローラのセキュリティが緩
和されます。Lightning コンポーネントで使用される Apex コントローラでは、
常に with sharing を使用することをお勧めします。
<lightning:container> アプリケーションの API アクセスの取り消し (重要な更新)

「<lightning:container> アプリケーションの API アクセスの取り消し」は、Winter '18 の重要な更新で
したが、2018 年 2 月 10 日にすべての組織に適用されます。<lightning:container> を使用する Lightning

アプリケーションは、iframe 内から REST API にアクセスできなくなります。Apex リモートコールを使用すれ
ば、引き続き組織データにアクセスできます。
コンポーネントライブラリ (ベータ):カスタムコンポーネントとインターフェースドキュメントの参照
カスタム名前空間およびパッケージのすべてのコンポーネントを 1 つの場所で検索します。インターフェー
スドキュメントとコードサンプルも利用できるようになりました。
コンポーネントの属性型の検証
コンポーネントを保存するときに、コンポーネント属性の型が検証されます。保存時に検証によって、実
行時にエラーが判明するのではなく、開発プロセスの早期に属性型のエラーを検出できます。保存時の属
性型の問題に関するエラーメッセージは、多くの場合、見やすくわかりやすくなっています。
動的に作成されたコンポーネントの検索
$A.createComponent() で動的に作成されたコンポーネントを cmp.find() を使用して検索できるよう
になりました。
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Lightning コンポーネントを使用するアクションの上書きを Lightning コンソールアプリケーションでサポート
ユーザがレコードを参照または編集したときやリストを開いたときにユーザに何を表示するかを詳細に制
御できます。表示、新規、編集、およびタブ用の、Lightning コンポーネントを使用するアクションの上書
きが Lightning コンソールアプリケーションでサポートされるようになりました。Lightning コンポーネントで
上書きされたアクションをユーザが実行すると、カスタムアクションのコンテンツがタブまたはサブタブ
に表示されます。分割ビューが開いている場合、タブアクションの上書きによって Lightning コンポーネン
トが 400 ピクセル幅の分割ビューコンテナに読み込まれます。これは、Lightning Experience の新機能です。
<style> タグはコンポーネントで使用不可
コンポーネントのマークアップや、JavaScript コードでのコンポーネントの動的作成では、<style> タグを
追加できません。この制限により、コンポーネントのカプセル化が改善され、コンポーネントのスタイル
設定が別のコンポーネントのスタイル設定に干渉することを回避できます。
Locker Service の変更
Locker Service アーキテクチャレイヤでは、個々の Lightning コンポーネントが各自のコンテナで分離され、
コーディングのベストプラクティスが適用されるため、セキュリティが向上します。このフレームワーク
では、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用して、ページに読み込むコンテンツのソースを制御し
ます。Locker Service の互換性は、このリリースで大幅に改善されています。
新規追加または変更された Lightning コンポーネント
さまざまな新しいコンポーネントを使用することで、すばやくユーザインターフェースを構築できます。
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。

暗黙的な共有を行う @AuraEnabled  Apex コントローラに対して without

sharing を使用 (重要な更新)
この重要な更新により、with sharing または without sharing を指定しないときの @AuraEnabled  Apex

コントローラのデフォルトの動作が without sharingに変更されます。この変更により、これらのキーワー
ドを使用して共有動作を明示的に設定しないコントローラのセキュリティが緩和されます。Lightning コンポー
ネントで使用される Apex コントローラでは、常に with sharing を使用することをお勧めします。

Apex 共有動作の基本
すべての @AuraEnabled カスタムコントローラはシステムモードで実行されます。したがって、現在のユー
ザのログイン情報はコントローラのロジックの実行に使用されないため、ユーザの権限と項目レベルのセキュ
リティは自動的に適用されません。
コントローラでユーザの組織の共有設定、ロール階層、および共有ルールを適用するかどうかを選択するに
は、クラスまたはメソッドの定義で with sharing キーワードを使用できます。詳細は、『Apex 開発者ガイ
ド』の「with sharing または without sharing キーワードの使用」を参照してください。
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デフォルトでは、Apex クラスの定義で with sharing または without sharing のどちらも指定していない
場合、その Apex クラスでは without sharing が暗黙的に使用されます。つまり、without sharing が設
定されているように動作します。
ただし、with sharing または without sharing のどちらも指定されていない Apex クラスでは、Apex クラ
スが実行されているコンテキストから値が継承されます。したがって、このいずれかのキーワードを設定した
クラスによって、明示的な共有動作を指定していないクラスが呼び出された場合、そのクラスは呼び出し元の
クラスの共有動作を使用して動作します。

この重要な更新の変更内容
以前は、共有動作を明示的に設定していない Lightning コンポーネントコントローラは、with sharingが設定
されているように動作しました。この動作は、他のコンテキストの Apex 操作 (Visualforce コントローラなど) と
は逆の動作です。
この重要な更新が有効になると、Apex コードの共有動作は、記載された動作を順守し、他のコンテキストの
Apex コードの動作に一致します。つまり、@AuraEnabled コントローラメソッドを Lightning コンポーネント
のコードから呼び出したときに、共有動作がクラスにもメソッドにも明示的に指定されていない場合、コント
ローラメソッドは without sharing を暗黙的に使用します。

この重要な更新の影響

重要: この重要な更新は、影響のある Lightning コンポーネントコントローラのコードのセキュリティを緩
和します。共有動作を明示的に指定していない @AuraEnabled コントローラメソッドまたはクラスがあ
る場合、そのコントローラメソッドは、この更新が有効になると、現在のユーザが所有していないレコー
ドに対してアクセスを許可する可能性があります。

この重要な更新に備えるための最良の方法は、すべての @AuraEnabled コードで with sharing または
without sharing キーワードを使用して共有動作を明示的に制御することです。すべての @AuraEnabled

コードで共有動作が明示的に設定されている場合、この重要な更新による影響を受けません。
暗黙的な共有を使用した上でテストによって正確性を確認することも理論的には可能ですが、この戦略には欠
点があります。間違いを起こしやすく、その間違いがセキュリティの脆弱性となります。暗黙的な共有を使用
する場合、あなたがレコードアクセスセキュリティの正確性に対して責任を負います。

重要な更新のスケジュール
• デフォルトでは、Spring '18 の既存の組織ではこの重要な更新は無効になっています。
• この重要な更新は Spring '18 の新しい組織からデフォルトで有効になります。
• この重要な更新は自動有効化日付においてすべての組織で自動的に有効になります。現在、これは Winter

'19 本番リリースの後に予定されています。使用している組織の具体的な日付は [設定] の [重要な更新] コン
ソールで参照できます。

この重要な更新の有効化およびテスト
この更新は、あらゆる場所の自動有効化日付で有効となります。この日付の前に Lightning コンポーネントコン
トローラのコードを Developer Edition 組織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。
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この重要な更新の有効化およびテストを行う手順は、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. [暗黙的な共有のある @AuraEnabled  Apex コントローラで without sharing を使用]で [有効化]をクリッ

クします。
3. with sharing または without sharing キーワードを含まないコントローラを使用するコンポーネント

の動作をテストします。

警告:  Apex テストを使用して、@AuraEnabled  Apex コードの共有動作に対するこの重要な更新の影響を
テストすることはできません。この制限があるのは、Apex テストから実行される Apex コードはすでに適
切に機能しており、重要な更新を有効にしても無効にしても Apex コードは変わらないためです。手動ま
たはテストフレームワーク (Lightning Testing Service など) を使用して、Lightning コンポーネントからクライ
アント側で結果をテストし、重要な更新を有効にした場合の動作が正しいことを確認します。

<lightning:container> アプリケーションの API アクセスの取り消し (重要な
更新)
「<lightning:container> アプリケーションの API アクセスの取り消し」は、Winter '18 の重要な更新でした
が、2018 年 2 月 10 日にすべての組織に適用されます。<lightning:container> を使用する Lightning アプリ
ケーションは、iframe 内から REST API にアクセスできなくなります。Apex リモートコールを使用すれば、引き
続き組織データにアクセスできます。
この重要な更新は、<lightning:container>  iframe 内から Salesforce API へのアクセスを削除します。このア
クセスにセキュリティリスクがあるためです。管理アプリケーションにはフル API アクセス権があります。そ
のため、管理アプリケーションは、管理アプリケーションで使用されることを意図していないレコードを変更
できます。たとえば、ToDo リストアプリケーションで、商談など、関連のないオブジェクトのデータを表示
および変更できます。

この重要な更新の有効化およびテスト
この重要な更新を今すぐテストして有効にすることをお勧めします。この更新は、自動有効化日付に組織で自
動的に適用されます。Developer Edition 組織で <lightning:container> コンポーネントをテストし、API アク
セスがなくても <lightning:container> コンポーネントが正常に動作することを確認します。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。
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. [<lightning:container> アプリケーションの API アクセスの取り消し] で [有効化] をクリックします。
3. API アクセスを以前使用していた <lightning:container> コンポーネントをテストします。

コンポーネントライブラリ (ベータ):カスタムコンポーネントとインターフェー
スドキュメントの参照
カスタム名前空間およびパッケージのすべてのコンポーネントを 1 つの場所で検索します。インターフェース
ドキュメントとコードサンプルも利用できるようになりました。
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このセクションの内容:

カスタム名前空間およびパッケージ内の Lightning コンポーネントリソースの参照
コンポーネントライブラリ (ベータ) で、カスタム名前空間およびパッケージ内のコンポーネント、イベン
ト、およびインターフェースのドキュメントを検索できるようになりました。
属性とメソッド以外のインターフェースドキュメントを参照
[ドキュメント] タブでインターフェースに関する詳細情報が提供されます。

カスタム名前空間およびパッケージ内の Lightning コンポーネントリソースの参照
コンポーネントライブラリ (ベータ) で、カスタム名前空間およびパッケージ内のコンポーネント、イベント、
およびインターフェースのドキュメントを検索できるようになりました。
カスタム名前空間のリソース (コンポーネント、イベント、インターフェース) では、グローバルおよび非グ
ローバルの属性とメソッドが表示されます。管理および未管理パッケージのリソースでは、グローバル属性と
グローバルメソッドのみが表示されます。デフォルトでは、このリソースでは [仕様] タブのみを利用できま
す。[仕様] タブには、コンポーネントの .cmp リソースなど、リソース内で定義された属性とメソッドのリス
トが表示されます。
カスタム名前空間およびパッケージ内のコンポーネントに対して [ドキュメント] タブで独自のドキュメントを
提供するには、バンドルに auradocリソースを含めます。詳細は、『Lightning コンポーネント開発者ガイド』
を参照してください。

関連トピック:

Lightning コンポーネント開発者ガイド: コンポーネントのドキュメントの提供

属性とメソッド以外のインターフェースドキュメントを参照
[ドキュメント] タブでインターフェースに関する詳細情報が提供されます。
以前は、コンポーネントライブラリでは、インターフェースの [仕様] タブのみが表示されていました。[ドキュ
メント] タブでドキュメントとコードサンプルを参照できるようになりました。

関連トピック:

Lightning コンポーネント開発者ガイド: コンポーネントのドキュメントの提供

コンポーネントの属性型の検証
コンポーネントを保存するときに、コンポーネント属性の型が検証されます。保存時に検証によって、実行時
にエラーが判明するのではなく、開発プロセスの早期に属性型のエラーを検出できます。保存時の属性型の問
題に関するエラーメッセージは、多くの場合、見やすくわかりやすくなっています。
コンポーネント属性型の保存時の検証は、API バージョン 42.0 以降に設定されたコンポーネントに適用されま
す。
通常、この変更が既存のコードに影響することはありません。以前のリリースでは、ほとんどの属性型のエ
ラーによって、実行時に問題が発生していました。保存時に表示される属性型のエラーは、あくまでエラーの
早期発見につながるにすぎません。いずれにせよ、エラーは修正する必要があります。
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ただし、コンポーネント属性型として Apex 内部クラスを使用する場合など、一部の属性型のエラーでは実行
時にエラーが発生しません。このようなエラーが存在するコンポーネントを使用している場合、API 42.0 以降
を使用するためにコンポーネントを更新すると、コンポーネントへの変更を保存できません。
この問題が発生した場合、次の 2 つの選択肢があります。
• API バージョン 41.0 以前を使用するようにコンポーネントを設定する。以前の API バージョンでは、検証サー

ビスによって属性型のエラーが確認されることはありません。
• すべての属性にサポートされる型を使用するようにコンポーネントを修正する。

例: 属性型のエラー例

属性型の検証エラーは、FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION で失敗します。

関連トピック:

Lightning コンポーネント開発者ガイド: カスタム Apex クラス型
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からデータを返す
Lightning コンポーネント開発者ガイド: Validation When You Save Code Changes (コードの変更を保存するときの検
証)

動的に作成されたコンポーネントの検索
$A.createComponent()で動的に作成されたコンポーネントを cmp.find()を使用して検索できるようにな
りました。
以前のリリースでは、cmp.find()  (コンポーネントを検索するための標準メソッド) は、バグにより、動的に
作成されたコンポーネントで正常に機能しませんでした。このバグで多くのユーザにご迷惑をおかけしまし
た。これが期待どおりに機能するようになりました。
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Lightning コンポーネントを使用するアクションの上書きを Lightning コンソー
ルアプリケーションでサポート
ユーザがレコードを参照または編集したときやリストを開いたときにユーザに何を表示するかを詳細に制御で
きます。表示、新規、編集、およびタブ用の、Lightning コンポーネントを使用するアクションの上書きが
Lightning コンソールアプリケーションでサポートされるようになりました。Lightning コンポーネントで上書き
されたアクションをユーザが実行すると、カスタムアクションのコンテンツがタブまたはサブタブに表示され
ます。分割ビューが開いている場合、タブアクションの上書きによって Lightning コンポーネントが 400 ピクセ
ル幅の分割ビューコンテナに読み込まれます。これは、Lightning Experience の新機能です。

関連トピック:

Lightning コンソールアプリケーションでの Lightning アクションの上書き

<style> タグはコンポーネントで使用不可
コンポーネントのマークアップや、JavaScript コードでのコンポーネントの動的作成では、<style> タグを追
加できません。この制限により、コンポーネントのカプセル化が改善され、コンポーネントのスタイル設定が
別のコンポーネントのスタイル設定に干渉することを回避できます。
<style> タグの制限は、API バージョン 42.0 以降に設定されたコンポーネントに適用されます。
コンポーネントのスタイルは、コンポーネントバンドル内のスタイルリソースでのみ定義します。コンポーネ
ントのすべての最上位要素には、特殊な THIS  CSS クラスが追加されています。THIS クラスにより、事実上
CSS に名前空間設定が追加されます。これにより、コンポーネントの CSS が別のコンポーネントのスタイル設
定を上書きすることを回避できます。

関連トピック:

Lightning コンポーネント開発者ガイド: コンポーネント内の CSS

Locker Service の変更
Locker Service アーキテクチャレイヤでは、個々の Lightning コンポーネントが各自のコンテナで分離され、コー
ディングのベストプラクティスが適用されるため、セキュリティが向上します。このフレームワークでは、コ
ンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用して、ページに読み込むコンテンツのソースを制御します。Locker

Service の互換性は、このリリースで大幅に改善されています。

厳格なコンテンツセキュリティポリシーが有効な場合の動作
以前は、厳格なコンテンツセキュリティポリシー (CSP) が有効な場合、Locker Service は iframe を使用してコンポー
ネントコードを分離していました。こうしたアプローチでは「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を有効化」という重要な更新が有効化されたときに問題が発生していました。
このリリースでは、Locker Service が iframe を排除するため、フレームワークとコンポーネントコードの両方がメ
インウィンドウで実行されます。カスタムコンポーネントコードは引き続き Locker Service によってカプセル化
され、Locker Service 機能の変更はありません。
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厳格な CSP は、問題なく重要な更新を有効化できるようになりました。詳細は「厳格な CSP 制限の重要な更新」
を参照してください。

JavaScript の厳格モード
JavaScript の厳格モードが改善されました。詳細は「JavaScript ES5 の厳格モードの適用」を参照してください。

React フレームワークのサポートの改善
React フレームワークとの互換性が改善されました。

新規追加または変更された Lightning コンポーネント
さまざまな新しいコンポーネントを使用することで、すばやくユーザインターフェースを構築できます。

新しいコンポーネント
次のコンポーネントは新規追加されたもので、API バージョン 42.0 以降が必要です。
lightning:carousel (ベータ)

水平方向に 1 つずつ表示する画像のコレクション。

lightning:formattedAddress

Google マップ上の特定の場所へのリンクを提供する、書式設定された住所を表示します。

lightning:formattedName

敬称とサフィックスを含めることができる、書式設定された名前を表示します。
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lightning:formattedTime

ユーザのロケールに基づいて書式設定された時間を表示します。

lightning:inputAddress

町名・番地、市区郡、都道府県、郵便番号、国をサポートする住所複合項目を表します。

lightning:inputField

Salesforce オブジェクトの項目に対応する、表示ラベル、ヘルプテキスト、および値を持つ編集可能項目。
このコンポーネントは lightning:recordEditFormコンポーネント内でネストされる必要があります。

lightning:inputName

敬称、名、ミドルネーム、姓、非公式名、サフィックスをサポートする、名前複合項目を表します。

lightning:listView

所有しているか「参照・更新」アクセス権があるレコード、および共有しているレコードのリストビュー
を表します。
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lightning:recordEditForm

lightning:inputFieldで提供された 1 つ以上の項目を表示するレコード編集レイアウトまたはレコード
作成レイアウト。

lightning:pillContainer

コンテナ内でグループ化されたピルのリスト。

lightning:treeGrid

テーブルに表示されるデータの階層ビュー。

lightningsnapin:prechatAPI

Snap-in チャットの事前チャットページのユーザインターフェースのカスタマイズを有効にします。

変更されたコンポーネント
次のコンポーネントが変更されました。
lightning:buttonIcon

次のバリエーションが新規追加されました。
• brand  — 青の Salesforce スタイルでアイコンのみのボタンを作成します。

lightning:buttonIconStateful

次のバリエーションが新規追加されました。
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• border-filled  — 白の背景でアイコンのみのボタンを作成します。
lightning:combobox

次の属性が変更されています。
• name  — この属性は必須ではなくなりました。

lightning:datatable

列内のテキストの折り返しとクリッピングがサポートされるようになりました。テキストの折り返しでは、
行の高さが拡大され、より多くのコンテンツが表示されます。デフォルトでは、コンテンツの文字数が列
幅で表示できる文字数を超える場合、コンテンツはクリップされます。この 2 つのビューを切り替えるに
は、列ヘッダーのドロップダウンメニューから [テキストを折り返し] または [テキストをクリップ] を選択
します。
ほかにも次の機能がサポートされるようになりました。
• ヘッダー列へのアイコンの追加
• ヘッダーレベルのアクション
• 行の無限読み込み
• 行レベルのアクション
• プログラムによる行の選択
• データ型としてのボタンの使用
これらの機能は、次の属性、列プロパティ、およびデータ型により取得されます。
次の属性が新規追加されました。
• enableInfiniteLoading  — 無限読み込みを有効または無効にします。デフォルトは、false です。
• isLoading  — さらに多くのデータを読み込みむかどうかを指定し、そのようなデータがある場合はス

ピナーを表示します。デフォルトは、false です。
• loadMoreOffset  — テーブルの最下部からテーブルのスクロール位置までのピクセル数に基づいて、

無限読み込みをトリガするタイミングを決定します。デフォルトは 20 です。
• selectedRows  — keyField 値のリストを使用した、プログラムによる行の選択を有効にします。
• maxRowSelection  — 選択可能な行の最大数。デフォルトでは、チェックボックスを使用して選択しま

す。maxRowSelection が 1 の場合はラジオボタンを使用します。
• onheaderaction  — ヘッダーアクションがクリックされたときにトリガされるアクション。デフォル

トでは、ヘッダーアクションメニューも閉じられます。
• onloadmore  — 無限読み込みでさらに多くのデータを読み込むときにトリガされるアクション。
• onresize  — テーブルに列が表示され、列のサイズが変更されるたびにトリガされるアクション。
• onrowaction  — 行アクションがクリックされたときにトリガされるアクション。デフォルトでは、行

アクションメニューも閉じられます。
• rowNumberOffset  — 行数のカウントをどの場所から開始するかを決定します。デフォルトは 0 です。
• showRowNumberColumn  — 行数列を表示または非表示にします。行数列を表示するには true に設定し

ます。デフォルトは、false です。
次の列プロパティが新規追加されました。
• actions  — アクションのドロップダウンメニューを列に追加します。
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• cellAttributes  — 出力へのアイコンの追加など、追加のカスタマイズを提供します。iconName、
iconLabel、iconPosition の各属性を渡すことができます。

• iconName  — アイコンの Lightning Design System 名。名前は standard:opportunity の形式で記述しま
す。アイコンはヘッダー表示ラベルの左に追加されます。

次のデータ型がサポートされるようになりました。
• action  — lightning:buttonMenu を使用してドロップダウンメニューを表示し、アクションをメ

ニュー項目として表示します。このデータ型は、rowActionsと menuAlignmentの typeAttributes

プロパティをサポートします。
• button  — lightning:button を使用してボタンを表示します。このデータ型は、disabled、

iconName、iconPosition、label、name、title、variant の typeAttributes プロパティをサ
ポートします。

url データ型で次の typeAttributes プロパティがサポートされるようになりました。
• label  — リンクに表示するテキスト。
date 型で次の typeAttributes プロパティがサポートされるようになりました。
• day  — 有効な値は numeric と 2-digit です。
• era  — 有効な値は narrow、short、long です。
• hour  — 有効な値は numeric と 2-digit です。
• hour12  — 時刻を 12-hour として表示するかどうかを決定します。false の場合、時刻は 24-hour とし

て表示されます。デフォルト設定は、ユーザのロケールによって決まります。
• minute  — 有効な値は numeric と 2-digit です。
• month  — 有効な値は 2-digit、narrow、short、long です。
• second  — 有効な値は numeric と 2-digit です。
• timeZone  — 使用するタイムゾーン。実装には、IANA タイムゾーンデータベースにリストされている任

意のタイムゾーンを含めることができます。デフォルトは、ランタイムのデフォルトのタイムゾーンで
す。この属性は、デフォルトのタイムゾーンを上書きする場合のみ使用します。

• timeZoneName  — 有効な値は short と long です。たとえば、太平洋タイムゾーンは、short を使用
する場合は PST として表示され、long を使用する場合は Pacific Standard Time として表示され
ます。

• weekday  — 有効な値は narrow、short、long です。
• year  — 有効な値は numeric と 2-digit です。

lightning:dualListbox

次の属性が変更されています。
• name  — この属性は必須ではなくなりました。

lightning:fileUpload

初期リリース以降、次の属性が新規追加および変更されました。
• name  — 入力要素の名前を指定します。この属性は必須ではなくなりました。

lightning:flow

onstatuschange 属性は追加のパラメータを返します。
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• guid  — インタビューの GUID。
• helpText  — 現在の画面のヘルプテキスト。

lightning:helptext

このコンポーネントではバージョン 41.0 が必須ではなくなりました。37.0 以降の任意の API バージョンで使
用できます。

lightning:input

次の属性が変更されています。
• formatter  — percent-fixed フォーマッタが type="number" に新規追加されました。これは入力

値をそのまま表示します。たとえば、「10」と入力すると「10%」と表示されます。また、step値を指
定すると、パーセント値は小数点の最後の桁に丸められます。たとえば、step="0.001"と 0.12345

の値を percentフォーマッタと共に指定した場合、フォーカスが離れたときに 12%ではなく 12.345%

が表示されます。同様に step="0.001"と 12.3456の値を percent-fixedフォーマッタと共に指定
した場合、12.346% が表示されます。

• name  — この属性は必須ではなくなりました。
lightning:inputRichText

次の属性が新規追加されました。
• ariaLabel  — 支援技術に使用できる、リッチテキストエディタを説明する表示ラベル。
• ariaLabelledby  — リッチテキストエディタの表示ラベルを提供する要素 ID。
• ariaDescribedby  — リッチテキストエディタの説明ラベルを提供する要素 ID のスペース区切りのリ

スト。
lightning:outputField

次の属性が新規追加されました。
• class  — コンポーネントの基本クラスに加え、外部要素の CSS クラス。

lightning:radioGroup

次の属性が変更されています。
• name  — この属性は必須ではなくなりました。

lightning:recordViewForm

次の属性が新規追加されました。
• class  — コンポーネントの基本クラスに加え、外部要素の CSS クラス。

lightning:select

次の属性が変更されています。
• name  — この属性は必須ではなくなりました。

lightning:textarea

次の属性が変更されています。
• name  — この属性は必須ではなくなりました。

lightning:verticalNavigation

次の属性が新規追加されました。
• ariaLabel  — ナビゲーションコンポーネントの aria-label 属性。
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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。

新しいイベント
次のイベントが新規追加されました。
オムニチャネルイベント

Salesforce コンソールインテグレーションツールキットのオムニチャネルコンソールイベントが Lightning コ
ンポーネントで使用できるようになりました。詳細は「Salesforce コンソール API」を参照してください。

変更されたイベント
次のイベントが変更されています。
aura:locationChange

Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションの新しい URL 形式を有効にするこの重要な更新に
より、アプリケーションのナビゲーションに URL がどのように影響するかが変わります。旧 URL 形式では、
URL のハッシュフラグメントの変更がナビゲーションの重要な部分です。新しい URL 形式では、ハッシュフ
ラグメントはナビゲーションの重要な部分ではなくなります。
aura:locationChange は、URL のハッシュフラグメントの変更を追跡します。このイベントは変更され
ていませんが、新しい URL 形式でこのイベントはナビゲーションの追跡の役に立ちません。

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。
lightning:availableForFlowScreens

コンポーネントをフロー画面で使用できます。詳細は、「Lightning コンポーネントを使用したリッチなフ
ロー画面の構築」を参照してください。

lightningsnapin:prechatUI

Snap-in チャットの事前チャットページのカスタム Lightning ページテンプレートとして、コンポーネントを
使用できるようにします。詳細は、「Lightning コンポーネントを使用した事前チャットのカスタマイズ」
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。
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clients:hasItemContext

Lightning for Outlook および Lightning for Gmail のメールまたは行動に、コンポーネントが参照および作成モード
でアクセスできるようになりました。

Visualforce: Lightning Experience の準備状況
エディション

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

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

Visualforce を使用して、組織をカスタマイズするアプリケーションを開発します。
このリリースでの変更は、Visualforce ページの Lightning Experience への移行を簡略
化することに焦点を絞っています。
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:

Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL

からインスタンス名を削除 (重要な更新)

Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL

からインスタンス名を削除し、ホスト名を一定に保ちます。この重要な更新
は、[私のドメイン] がリリースされている組織に適用され、2019 年 3 月 16 日
に自動的に有効になります。
Lightning コンソールの UI テーマの有効化 (重要な更新)

この重要な更新により、Lightning コンソール専用の UI テーマ Theme4uを使用できるようになります。この
重要な更新は、2018 年 10 月 5 日に自動的に有効化されます。現在、標準 Lightning Experience アプリケーショ
ンと Lightning コンソールアプリケーションの Visualforce ページの $User.UITheme または
$User.UIThemeDisplayed では Theme4d が返されます。重要な更新が有効化されると、Lightning コン
ソールアプリケーションで Theme4u が返されるようになり、Visualforce ページで標準 Lightning Experience ア
プリケーションと Lightning コンソールアプリケーションとを区別できるようになります。
Visualforce Lightning Experience のロールアウトの簡略化
Lightning Experience Visualforce レポートには、Lightning Experience のためのページの準備を整えるために役立つ、
詳細情報と推奨事項が含まれるようになりました。このレポートには、どの Visualforce ページが上書き、タ
ブ、埋め込みページ、またはダッシュボードコンポーネントであるかが示されます。また、Visualforce ペー
ジを Lightning Experience のデザインにするためのスタイル設定の推奨事項と次のステップも提供されます。
この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
Lightning Experience とカスタムスタイルをサポートする <apex:slds>

Visualforce ページの Lightning Design System スタイルシートが <apex:slds> コンポーネントに組み込まれま
す。Spring '18 では、このコンポーネントによって最新の Lightning Experience スタイルまたは組織のカスタム
テーマが自動的に採用されます。この変更を Visualforce ページに適用するには、ページの API レベルを 42.0

以降に更新してください。この機能は、Lightning Experience、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリ
ケーションで使用できます。
Visualforce ページでの Lightning コンソールの UI テーマの検出
Visualforce ページでは、そのページがコンソールナビゲーションの Lightning アプリケーションに読み込まれ
ているか、標準ナビゲーションの Lightning アプリケーションに読み込まれているかを検出できます。これ
は、Lightning Experience の新機能です。
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Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの
URL からインスタンス名を削除 (重要な更新)

エディション

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

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

Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL か
らインスタンス名を削除し、ホスト名を一定に保ちます。この重要な更新は、
[私のドメイン] がリリースされている組織に適用され、2019 年 3 月 16 日に自動
的に有効になります。
Winter '18 より前は、[私のドメイン] の名前がリリースされている場合でも、
Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL に
組織のインスタンス名が含まれていました。インスタンス名は、Salesforce 組織
がホストされている場所を示します。
URL からインスタンス名が削除されるときに、ホスト名が変更されます。
次に、2 つの例を示します。
• mydomain--c.na1.visual.force.com は mydomain--c.visualforce.com になります。
• mydomain--c.na1.content.force.com は mydomain--c.documentforce.com になります。

メモ: すべての *.content.force.com URL は、*.documentforce.com になります。

この更新後、インスタンス名を含む URL (ブックマークなど) は自動的に新しいホスト名にリダイレクトされま
す。
この更新により、Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL にアクセスし
ているユーザがログアウトされることがあります。中断を最小限に抑えるため、この重要な更新の有効化は
ピーク時間外に行うことをお勧めします。

重要な更新のテスト
この更新を Sandbox でテストして、新しい URL がユーザと Salesforce 間のネットワークパスにあるファイアウォー
ルとプロキシサーバで動作することを確認することをお勧めします。ホスト名で絞り込まれているファイア
ウォールとプロキシサーバは、次のドメインも信頼する必要があります。
• *.visualforce.com

• *.documentforce.com

• *.salesforce-communities.com

Lightning コンソールの UI テーマの有効化 (重要な更新)
この重要な更新により、Lightning コンソール専用の UI テーマ Theme4u を使用できるようになります。この重
要な更新は、2018 年 10 月 5 日に自動的に有効化されます。現在、標準 Lightning Experience アプリケーションと
Lightning コンソールアプリケーションの Visualforce ページの $User.UIThemeまたは $User.UIThemeDisplayed

では Theme4dが返されます。重要な更新が有効化されると、Lightning コンソールアプリケーションで Theme4u

が返されるようになり、Visualforce ページで標準 Lightning Experience アプリケーションと Lightning コンソールア
プリケーションとを区別できるようになります。
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重要な更新のテスト
重要な更新を有効化する前に、Visualforce ページが Lightning Experience で使用されているかどうかを判断するた
めに必要なコードを変更しなければなりません。たとえば、次のコードを変更する必要があります。
function inLightningExperience () {

return 'Theme4d' === '{!$User.UIThemeDisplayed}';
}

次のように変更したコードを使用して、ページが Lightning Experience で使用されているかどうかを判断します。
function inLightningExperience () {

return ['Theme4d', 'Theme4u'].indexOf('{!$User.UIThemeDisplayed}') > -1;
}

関連トピック:

Visualforce ページでの Lightning コンソールの UI テーマの検出

Visualforce Lightning Experience のロールアウトの簡略化

ユーザ権限

Lightning Experience
Visualforce レポートを実行
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」

Visualforce レポートをメー
ルで受信する
• Salesforce の設定で、

[メール送信] が [すべて
のメール] のアクセス
レベルに設定されてい
る

Lightning Experience Visualforce レポートには、Lightning Experience のためのページの
準備を整えるために役立つ、詳細情報と推奨事項が含まれるようになりました。
このレポートには、どの Visualforce ページが上書き、タブ、埋め込みページ、ま
たはダッシュボードコンポーネントであるかが示されます。また、Visualforce ペー
ジを Lightning Experience のデザインにするためのスタイル設定の推奨事項と次の
ステップも提供されます。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方に適用されます。
Visualforce の推奨事項に必要な時間と労力が評価されます。この評価は、特定の
Visualforce 移行タスクにかかる平均時間に基づきます。
Visualforce レポートは、準備状況レポート PDF ファイルから直接実行できます。
このレポートで評価されるのは、過去 90 日間にアクセスされたページのみで
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience 準備状況チェック)

Lightning Experience 準備状況に関する最新情報の取得

Lightning Experience とカスタムスタイルをサポートする <apex:slds>

Visualforce ページの Lightning Design System スタイルシートが <apex:slds> コンポーネントに組み込まれます。
Spring '18 では、このコンポーネントによって最新の Lightning Experience スタイルまたは組織のカスタムテーマが
自動的に採用されます。この変更を Visualforce ページに適用するには、ページの API レベルを 42.0 以降に更新し
てください。この機能は、Lightning Experience、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションで使用
できます。
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テーマを設定するには、[設定] で、[クイック検索] ボックスに「テーマおよびブランド設定」と入力し、[テーマ
およびブランド設定] を選択します。Salesforce の組み込みテーマを選択するか、独自の画像と色で作成したカ
スタムテーマを選択できます。
<apex:slds> の更新を適用しない場合、Visualforce ページは次のようになります。

更新された <apex:slds>コンポーネントを使用した場合、Visualforce ページは次のようになります。ヘッダー
とボタンにカスタムテーマが表示されています。

<apex:slds>によって組み込まれた Lightning Design System コンポーネントのみがスタイル設定されます。詳細
は、Lightning Design System の Web サイトを参照してください。

関連トピック:

Lightning Design System

Lightning Experience のテーマでトゥルーカラーを表示
Visualforce 開発者ガイド: <apex:slds>コンポーネントの参照
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Visualforce ページでの Lightning コンソールの UI テーマの検出
Visualforce ページでは、そのページがコンソールナビゲーションの Lightning アプリケーションに読み込まれてい
るか、標準ナビゲーションの Lightning アプリケーションに読み込まれているかを検出できます。これは、
Lightning Experience の新機能です。
コンソールの UI コンテキスト検出ロジックで、たとえば、$User.UIThemeおよび $User.UIThemeDisplayed

グローバル値を使用して、Theme4u 値があるかどうかを確認します。

関連トピック:

Visualforce 開発者ガイド: $User.UITheme および $User.UIThemeDisplayed

Lightning コンソールの UI テーマの有効化 (重要な更新)

カスタムメタデータ: 入力規則のカスタムメタデータ型レコードの使
いやすい参照 (パイロット)

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。

使いやすい宣言型ツールでカスタムメタデータ型の用途が拡大します。これら
の変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

メモ: 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。

このセクションの内容:

カスタムメタデータ型を持つ入力規則数式の採用 (パイロット)

入力規則は非常に便利ですが、一部の値をハードコードする必要がありま
す。以前はハードコードする必要があった値をカスタムメタデータ型に保存
して、入力規則で参照できるようになりました。
カスタムメタデータ型の項目の簡単な挿入 (パイロット)

[項目の挿入] ダイアログでは、カスタムメタデータ型レコードを簡単に参照でき、コーディングも必要あ
りません。

カスタムメタデータ型を持つ入力規則数式の採用 (パイロット)
入力規則は非常に便利ですが、一部の値をハードコードする必要があります。以前はハードコードする必要が
あった値をカスタムメタデータ型に保存して、入力規則で参照できるようになりました。

例: 入力規則数式を使用して、特定のブランドの割引を 10% に制限します。カスタムメタデータ型を持た
ない入力規則を使用することはできますが、金額を変更するのに、ハードコードされた値を更新する必
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要があります。割引金額をチェックする入力規則が複数ある場合、それらをすべて管理する必要があり
ます。そこで、カスタムメタデータ型を持つ入力規則数式を使用します。
1. カスタムメタデータ型を作成します。この例では、DiscountLimits という名前を付けます。
2. その型のカスタム項目を作成します。maxDiscount という名前を付けます。
3. レコードを作成します。FoodDiscount という名前を付けます。
完了したら、入力規則でカスタムメタデータ型を参照できます。構文は次のとおりです。
$CustomMetadata.CustomMetadataTypeAPIName.RecordAPIName.FieldAPIName

正しいサフィックスを使用していることを確認します。カスタムメタデータ型には、__mdt を使用しま
す。項目には、__c を使用します。レコードにはサフィックスは必要ありません。この例の入力規則は
次のようになります。
Discount > $CustomMetadata.DiscountLimits__mdt.FoodDiscount.maxDiscount__c

カスタムメタデータ型の項目の簡単な挿入 (パイロット)
[項目の挿入] ダイアログでは、カスタムメタデータ型レコードを簡単に参照でき、コーディングも必要ありま
せん。

例:  DiscountLimits というカスタムメタデータ型の maxDiscount という項目を挿入するには、[項目の挿入] ダ
イアログで [$CustomMetadata >] を選択し、任意の選択を行います。
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Apex: Lightning のプラットフォームキャッシュと新しいメソッド
エディション

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

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

Apex は、Java に似た構文を使用し、データベースのストアドプロシージャのよ
うに動作するプログラミング言語です。Apex では開発者がビジネスロジックを、
ボタンのクリック、関連レコードの更新、Visualforce ページなどのシステムイベ
ントに追加できます。
これらの機能強化についての詳細は『Apex 開発者ガイド』を参照してください。

このセクションの内容:

プラットフォームキャッシュ: Lightning で使用可能に
Lightning Experience と Salesforce Classic でプラットフォームキャッシュを使用で
きるようになりました。以前は、Salesforce Classic のみがサポートされていま
した。プラットフォームキャッシュを使用して、アプリケーションのパフォー
マンスを大幅に向上させることができます。
Apex: 新規および変更されたクラス
次のクラスが新規追加または変更されました。
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。一度に最大 100 件のコメン
トを取得したり、投稿またはコメントに投票したユーザのリストを取得したり、ユーザの Chatter 関連活動
を消去したりできるようになりました。

プラットフォームキャッシュ: Lightning で使用可能に
Lightning Experience と Salesforce Classic でプラットフォームキャッシュを使用できるようになりました。以前は、
Salesforce Classic のみがサポートされていました。プラットフォームキャッシュを使用して、アプリケーション
のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。

関連トピック:

https://help.salesforce.com/articleView?id=data_platform_cache.htm

Apex: 新規および変更されたクラス
次のクラスが新規追加または変更されました。

このセクションの内容:

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。

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。
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Auth.SessionManagement クラス
新しいメソッド

finishLoginFlow()

Visualforce ページのログインフロープロセスを完了し、ユーザをデフォルトのホームページにリダイ
レクトします。

finishLoginFlow(startUrl)

Visualforce ページのログインフロープロセスを完了し、ユーザを指定の開始 URL にリダイレクトしま
す。

Flow.Interview クラス
インタビューオブジェクトで Flow.Interview.namespace.flowName という形式の名前空間にあるフ
ローがサポートされるようになりました。
新しいメソッド

createInterview(flowName, inputVariables)

フローのインタビューを作成します。
createInterview(namespace, flowName, inputVariables)

名前空間にあるフローのインタビューを作成します。
Messaging.SingleEmailMessage クラス

新しいメソッド
getTemplateName()

メールの作成に使用されるテンプレートの名前を返します。
Metadata.AnalyticsCloudComponentLayoutItem クラス

新しいプロパティ
showHeader

true の場合、ダッシュボードのヘッダーバーが表示されます。false の場合、ダッシュボードは
ヘッダーバーなしで表示されます。

Metadata.SidebarComponent クラス
新しいプロパティ

createAction

コンポーネントが参照項目の場合、レコードの作成に使用されるクイックアクションの名前。
enableLinking

コンポーネントが参照項目の場合、ユーザはレコードをこの項目に関連付けることができます。
updateAction

コンポーネントが参照項目の場合、レコードの更新に使用されるクイックアクションの名前。
System.List クラス

新しいメソッド
contains(listElement)

リストに指定した要素が存在する場合、true を返します。
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indexOf(listElement)

このリストの指定した要素が最初に発生したインデックスを返します。このリストに要素が含まれ
ていない場合、-1 を返します。

System.PageReference クラス
新しいメソッド

renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId, attachmentRetrievalOption,
updateEmailTemplateUsage)

新しいパラメータ updateEmailTemplateUsage が含まれるこのメソッドの新しい上書き。このパ
ラメータでは、表示が成功したときに EmailTemplate レコードの usage 項目が更新されるかどうかを指
定します。

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。一度に最大 100 件のコメント
を取得したり、投稿またはコメントに投票したユーザのリストを取得したり、ユーザの Chatter 関連活動を消去
したりできるようになりました。
ConnectApi 名前空間の Apex クラスでは、多くの Chatter REST API リソースアクションが静的メソッドとして公
開されています。これらのメソッドでは、情報を入力したり返したりするために他の ConnectApi クラスが
使用されます。ConnectApi 名前空間は、Chatter in Apex と呼ばれます。
Apex では、SOQL クエリとオブジェクトを使用して、一部の Chatter データにアクセスできます。ただし、
ConnectApi クラスでは Chatter データがより単純な方法で公開されます。データは、表示用にローカライズ
され、構成されます。たとえば、フィードへのアクセスや作成を、多くのコールではなく 1 回のコールで行う
ことができます。

メモ: モバイルアプリケーション、イントラネットサイト、およびサードパーティの Web アプリケーショ
ンを Chatter やコミュニティに統合するには、Chatter REST API を使用します。

このセクションの内容:

新規および変更された Chatter in Apex クラス
このリリースで新しく追加または変更されたクラスを次に示します。
新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
このリリースで新しく追加または変更された入力クラスを次に示します。
新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
このリリースで新しく追加または変更された出力クラスを次に示します。
新規および変更された Chatter in Apex Enum

このリリースで新しく追加または変更された Enum を次に示します。

新規および変更された Chatter in Apex クラス
このリリースで新しく追加または変更されたクラスを次に示します。
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Chatter フィード
新しく追加または変更されたこれらのメソッドは、ConnectApi.ChatterFeeds クラスに含まれます。既存
のメソッドであるという記載がない限り、新しいメソッドです。
URL のリンクメタデータの取得

• getLinkMetadata(communityId, urls)

最大 100 件のコメントの取得
• getCommentBatch(communityId, commentIds)

フィード投稿にプラス投票またはマイナス投票したユーザのリストの取得
• getVotesForFeedElement(communityId, feedElementId, vote)

• getVotesForFeedElement(communityId, feedElementId, vote, pageParam, pageSize)

コメントにプラス投票またはマイナス投票したユーザのリストの取得
• getVotesForComment(communityId, commentId, vote)

• getVotesForComment(communityId, commentId, vote, pageParam, pageSize)

既存のナレッジ記事を添付したコメントの投稿
新しい ConnectApi.RecordCapabilityInput クラスを指定して、この既存のメソッドを使用します。
• postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment, feedElementFileUpload)

コミュニティのコンテキストユーザの上位 5 件の未回答の質問の取得 (パイロット)

• getTopUnansweredQuestions(communityId)  (パイロット)

• getTopUnansweredQuestions(communityId, filter)  (パイロット)

• getTopUnansweredQuestions(communityId, pageSize)  (パイロット)

• getTopUnansweredQuestions(communityId, filter, pageSize)  (パイロット)

これらのメソッドには、一致する set test メソッドがあります。

メモ: 上位 5 件の未回答の質問は、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。上位 5 件の未
回答の質問は、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、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。

Managed Topics

これらのメソッドは、ConnectApi.ManagedTopics クラスに含まれます。
最大 8 レベルの管理トピックの取得

以前までは、これらのメソッドで最大 3 レベルのトピックが返されていました。今回のリリースから、1 ～
8 の depth を指定できるようになりました。
• getManagedTopic(communityId, managedTopicId, depth)

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, depth)

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, recordIds, depth)
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ユーザ
これらの新しいメソッドは、ConnectApi.ChatterUsers クラスに含まれます。
ユーザの Chatter 関連活動のエクスポート

• exportUserActivities(communityId, userId)

ユーザの Chatter 関連活動の消去
• purgeUserActivities(communityId, userId)

新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
このリリースで新しく追加または変更された入力クラスを次に示します。

Chatter フィード
ConnectApi.CommentCapabilitiesInput

この入力クラスには、次の新しいプロパティがあります。
• feedEntityShare  — コメントを共有するフィードエンティティ。
• record  — コメントに添付する既存のナレッジ記事。

ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput

この入力クラスには、次の新しいプロパティがあります。
• itemsToRemove  — フィード要素から削除する添付ファイル ID のリスト。

ConnectApi.PinCapabilityInput

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。
• entityId  — 固定または固定解除するエンティティの ID。バージョン 41.0 以降では、entityIdをフィー

ド項目 ID にする必要があり、フィードあたり 1 つのフィード項目のみを固定できます。
• isPinned  — エンティティを固定するか (true) 固定解除するか (false) を指定します。

ConnectApi.RecordCapabilityInput

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。
• recordId  — 添付する既存のナレッジ記事の ID。

新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
このリリースで新しく追加または変更された出力クラスを次に示します。

Chatter フィード
ConnectApi.CommentCapabilities

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。
• feedEntityShare  — この機能があるコメントは、フィードエンティティと共有されています。
• record  — コメントにこの機能がある場合、レコードの添付ファイルがあります。
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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。
• redirectedFeedFilter  — redirectedFeedType で指定されたフィードの条件。指定されていない

場合は null。
• redirectedFeedSort  — redirectedFeedType で指定されたフィードの並び替え順。指定されてい

ない場合は null。
ConnectApi.LinkMetadata

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• description  — リンクの説明。
• frameSource  — リソースの表示に必要な HTML。
• height  — HTML の表示に必要な高さ。
• originalUrl  — メタデータの要求に使用された元の URL。
• providerUrl  — 情報の取得元のプロバイダの URL。
• source  — リンクメタデータのソース。値は次のとおりです。

– None  — リンクメタデータは取得されませんでした。
– Sfdc  — Salesforce がソースです。

• thumbnailUrl  — リソースのサムネイル。
• title  — リンクのタイトル。
• type  — メタデータで表されるリンク種別。値は次のとおりです。

– Error— リンクメタデータを取得できませんでした。
– Link  — リンクを表します。
– None— リンクがホワイトリストに登録されたドメインではないため、リンクメタデータは取得され

ませんでした。
– Photo  — 写真を表します。
– Rich  — リッチコンテンツ (通常 HTML コンテンツ) を表します。
– Unknown  — リンクメタデータが取得されましたが、型が不明です。
– Video  — 動画を表します。

• url  — 表示する画像の URL (使用可能な場合)。
• width  — HTML の表示に必要な幅。

ConnectApi.LinkMetadataCollection

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• linkMetadataList  — リンクのメタデータのリスト。

ConnectApi.RecordCapability

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。
• recordId  — レコードの ID。
• url  — レコードの URL。
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ConnectApi.Vote

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• type  — フィード要素またはコメントの投票種別。値は次のとおりです。

– Down

– Up

• user  — フィード要素またはコメントに投票したユーザ。
• votedItem  — 投票されたフィード要素またはコメントへの参照。

ConnectApi.VoteCollection

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  — ユーザとそのプラス投票またはマイナス投票のコレクション。
• 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。
• previousPageToken  — 前のページを識別するトークン。前のページがない場合は null。
• previousPageUrl  — 前のページを識別する Chatter REST API URL。前のページがない場合は null。
• total  — フィード要素やコメントのプラス投票またはマイナス投票の合計数。

ユーザ
ConnectApi.BookmarkSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary のサブクラスです。その他
のプロパティはありません。

ConnectApi.ChatterActivitySummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary のサブクラスです。次のプ
ロパティがあります。
• commentCount  — 組織またはコミュニティ内でユーザがコメントした合計数。
• commentReceivedCount  — 組織またはコミュニティ内でユーザが受け取ったコメントの合計数。
• likeReceivedCount  — 組織またはコミュニティ内でユーザが受け取った投稿とコメントに対するいい

ね! の合計数。
• postCount  — 組織またはコミュニティ内でユーザが投稿した合計数。

ConnectApi.CommentSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserActivitySummary のサブクラスです。次の 1 つのプロパ
ティがあります。
• commentId  — コメントの ID。

ConnectApi.CompanyVerifySummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary のサブクラスです。その他
のプロパティはありません。

475

Apex: Lightning のプラットフォームキャッシュと新しい
メソッド

Salesforce Spring '18 リリースノート



ConnectApi.DownVoteSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary のサブクラスです。その他
のプロパティはありません。

ConnectApi.FeedEntityReadSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary のサブクラスです。その他
のプロパティはありません。

ConnectApi.FeedPostSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserActivitySummary のサブクラスです。次の 1 つのプロパ
ティがあります。
• feedItemId  — 投稿の ID。

ConnectApi.FeedReadSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserActivitySummaryのサブクラスです。次のプロパティがあ
ります。
• containerId  — フィードの親の ID。
• feedType  — フィードの種別。

ConnectApi.LikeSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary のサブクラスです。次の 1

つのプロパティがあります。
• likeId  — いいね! の ID。

ConnectApi.MuteSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary のサブクラスです。その他
のプロパティはありません。

ConnectApi.TopicEndorsementSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserActivitySummary のサブクラスです。次の 1 つのプロパ
ティがあります。
• endorsementId  — トピックの支持の ID。

ConnectApi.UpVoteSummary

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary のサブクラスです。その他
のプロパティはありません。

ConnectApi.UserActivitiesJob

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• jobToken  — ユーザアクティビティジョブを識別するトークン。
• jobType—ユーザアクティビティジョブの種別。値は export または purge です。
• message  — ジョブの状況と想定される結果を表すメッセージ。

ConnectApi.UserActivityCollection

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• userActivities  — ユーザアクティビティのコレクション。
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ConnectApi.UserActivitySummary

この新しい出力クラスは抽象クラスであり、次の項目のスーパークラスです。
• ConnectApi.CommentSummary

• ConnectApi.FeedPostSummary

• ConnectApi.FeedReadSummary

• ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary

次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。

ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary

この新しい出力クラスは抽象クラスであり、ConnectApi.UserActivitySummaryのサブクラスです。次
のクラスのスーパークラスです。
• ConnectApi.BookmarkSummary

• ConnectApi.DownVoteSummary

• ConnectApi.FeedEntityReadSummary

• ConnectApi.LikeSummary

• ConnectApi.MuteSummary

• ConnectApi.UpVoteSummary

次の 1 つのプロパティがあります。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。

新規および変更された Chatter in Apex Enum

このリリースで新しく追加または変更された Enum を次に示します。
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.FeedElementCapabilityType

この Enum には、次の 1 つの新しい値があります。
• Record  — このコメントには、レコードの添付ファイルが含まれます。

ConnectApi.LinkMetadataSource

この新しい Enum には次の値があります。
• None  — リンクメタデータは取得されませんでした。
• Sfdc  — Salesforce がソースです。

ConnectApi.LinkMetadataType

この新しい Enum には次の値があります。
• Error— リンクメタデータを取得できませんでした。
• Link  — リンクを表します。
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• None— リンクがホワイトリストに登録されたドメインではないため、リンクメタデータは取得されま
せんでした。

• Photo  — 写真を表します。
• Rich  — リッチコンテンツ (通常 HTML コンテンツ) を表します。
• Unknown  — リンクメタデータが取得されましたが、型が不明です。
• Video  — 動画を表します。

ConnectApi.UserActivityType

この新しい Enum には次の値があります。
• Bookmark  — ユーザが投稿をブックマークしました。
• ChatterActivity  — ユーザによる投稿およびコメントと、ユーザが受信したいいね! およびコメント

の合計数。
• ChatterLike  — ユーザが投稿またはコメントにいいね! しました。
• Comment  — ユーザが投稿に対してコメントしました。
• CompanyVerify  — ユーザがコメントを検証しました。
• DownVote  — ユーザが投稿またはコメントにマイナス投票しました。
• FeedEntityRead  — ユーザが投稿を閲覧しました。
• FeedRead  — ユーザがフィードを閲覧しました。
• Mute  — ユーザが投稿をミュートしました。
• Post  — ユーザが投稿しました。
• TopicEndorsement  — ユーザがあるトピックに関して別のユーザを支持したか、支持を受けました。
• UpVote  — ユーザが投稿またはコメントにプラス投票しました。

API

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

API バージョン 42.0 では、以前よりも多くのメタデータ型とデータオブジェクト
にアクセスできます。

このセクションの内容:

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
次の新規および変更された標準オブジェクトによってより多くのデータにア
クセスできます。
SOQL

Salesforce オブジェクトクエリ言語 (SOQL) の FOR REFERENCE 句と FOR VIEW 句が更新されました。
REST API

REST API では、複合リソース SObject Collections が新規追加されました。REST API 複合リソースでは、クライア
ントとサーバ間の往復回数を最小限に抑えることでアプリケーションのパフォーマンスを高めることがで
きます。
SOAP API

SOAP API には、新規、変更、および廃止されたコールが含まれます。
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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。一度に最大 100 件のコメントを取得したり、投稿または
コメントに投票したユーザのリストを取得したり、ユーザの Chatter 関連活動を消去したりできるようにな
りました。
レポートおよびダッシュボード REST API

レポートおよびダッシュボード REST API の機能強化には、レポートとダッシュボードフォルダの新しいメ
ソッドが含まれるほか、Lightning ダッシュボードの登録をリソースの範囲とするための通知リソースの URL

パラメータ、レポートタイプの新しいリソース、およびレポートとダッシュボードの新しいプロパティが
含まれます。
ユーザインターフェース API

Salesforce が Lightning Experience、Salesforce for Android、Salesforce for iOS、Salesforce モバイル Web を構築するとき
に使用する API を使用して、ネイティブモバイルアプリケーションおよびカスタム Web アプリケーション
の Salesforce UI を構築します。サポートされているオブジェクトのディレクトリを取得して、選択リスト、
連動選択リスト、およびリストの UI を構築できるようになりました。
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。
メタデータ API

メタデータ API の型や項目が新規追加および変更されています。
データサービス: コンプライアンスの改善と削除権限
カスタム Big Object や項目監査履歴で新しい削除権限および機能を使用できます。
Salesforce コンソール API

Salesforce コンソールインテグレーションツールキットと Salesforce Lightning コンソール JavaScript API の機能が
強化されました。既存の Visualforce ページやサードパーティ Web タブで使用されている Salesforce Classic メソッ
ドの多くが Lightning Experience で機能するようになりました。Visualforce ページでは、コンソールナビゲー
ションが含まれる Lightning アプリケーションと標準ナビゲーションが含まれる Lightning アプリケーション
のどちらの UI テーマで読み込まれているのかを検出できます。Lightning コンソールアプリケーションでサー
ドパーティドメインの Web タブを使用できるようになったため、ユーザはアプリケーション内から Web ア
プリケーションまたは他の Web サイトにアクセスできるようになりました。Lightning JavaScript API のオムニ
チャネルメソッドが正式リリースされ、コンソールイベントが追加されました。これらは、Lightning Experience

の新しい変更です。

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。

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。
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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。
ContentDocumentSubscription

ライブラリのファイルをフォローまたはコメントしているユーザの登録を表します。
ContentNotification

ファイルの通知を表します。
ContentTagSubscription

ファイルのタグをフォローしているユーザの登録を表します。
ContentUserSubscription

他のユーザをフォローしているユーザの登録を表します。
ContentVersionComment

ファイルのバージョンに対するコメントを表します。
ContentVersionRating

ファイルのバージョンに対する評価を表します。
ContentWorkspaceSubscription

ライブラリをフォローしているユーザの登録を表します。
DataIntegrationRecordPurchasePermission

Salesforce システム管理者がユーザに付与した Lightning Data 購入クレジットを示します。
DuplicateJob

システムの既存のレコード間の重複を識別するジョブのインスタンスを表します。
DuplicateJobDefinition

グローバルに重複レコード項目を識別するジョブを定義するオブジェクトを設定します。
DuplicateJobMatchingRule

対応する DuplicateJobMatchingRuleDefinition を共有する DuplicateJob で使用される MatchingRule を表します。
DuplicateJobMatchingRuleDefinition

MatchingRule を指定するオブジェクトを設定します。この MatchingRule は、DuplicateJobDefinition を共有する
DuplicateJob インスタンスで使用されます。

Individual

顧客のデータのプライバシーおよび保護設定を表します。個人オブジェクトに基づいているデータプライ
バシーレコードには、顧客のプライバシー設定が保存されます。また、このレコードはリードや取引先責
任者と関連付けられます。

FlowRecordRelation

レコードとフローインタビュー間のリレーションを表します。フローインタビューが一時停止されると、
Salesforce はフローの $Flow.CurrentRecord システム変数を使用して、インタビューをレコードに関連付けます。

NetworkUserHistoryRecent

アクセスしたレコードのコミュニティユーザの履歴を表します。
OrgDeleteRequest

Developer Edition (DE) 組織の削除要求を表します。
ReturnOrder

フィールドサービスの在庫または商品の返品もしくは修理を表します。
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ReturnOrderFeed

返品注文レコードの詳細ページに表示される 1 つのフィード項目を表します。
ReturnOrderHistory

返品注文の追跡項目に対する変更履歴を表します。
ReturnOrderLineItem

フィールドサービスの返品注文の一部として返品または修理された特定の商品を表します。
ReturnOrderLineItemFeed

返品注文品目レコードの詳細ページに表示される 1 つのフィード項目を表します。
ReturnOrderLineItemHistory

返品注文品目の追跡項目に対する変更履歴を表します。
ReturnOrderOwnerSharingRule

所有者またはロール階層内で所有者より上位のユーザ以外のユーザレコードと、返品注文を共有するルー
ルを表します。

ReturnOrderShare

返品注文の共有エントリを表します。
Survey

アンケートを表します。
SurveyEmailBranding

特定のアンケートの参加者に送信された招待メールの設定を表します。
SurveyFeed

調査オブジェクトの詳細ページに表示されるフィード内の単一項目を表します。
SurveyInvitation

アンケートを完了するために参加者に送信された招待メールを表します。
SurveyInvitationShare

SurveyInvitation オブジェクトの共有エントリを表します。
SurveyPage

アンケートのタイトルまたは質問のページを表します。
SurveyQuestion

アンケートの質問を表します。
SurveyQuestionChoice

アンケートの質問で参加者が選択できる回答の選択肢を表します。
SurveyQuestionResponse

特定の質問に対する参加者の回答を表します。
SurveyResponse

参加者のアンケートの回答に関する情報 (回答の状況、参加者のロケーション、いつアンケートが完了した
のかなど) を表します。

SurveyShare

Survey オブジェクトの共有エントリを表します。
SurveyVersion

アンケートのバージョンを表します。

481

APISalesforce Spring '18 リリースノート



TopicUserEvent

トピックに対してユーザが行ったアクション (コメント、投稿、いいね!、共有など) を表します。

変更されたオブジェクト
次のオブジェクトが変更されました。

変更されたオブジェクト
Campaign

新しい項目 CampaignImageId が追加されました。
ChatterMessage

update()コールがサポートされるようになり、Body項目に新しい Update プロパティが追加されました。
ContentAsset

新しい項目 isVisibleByExternalUsers が追加されました。
DuplicateRecordSet

1 つの新しい項目 ParentId が追加されました。
EmbeddedServiceDetail

次の項目が追加されました。
• CustomPrechatComponent

• IsLiveAgentEnabled

EmailServicesAddress

新しい項目 DeveloperName が追加されました。
EmailServicesFunction

AddressInactiveAction、AttachmentOption、AuthenticationFailureAction、
AuthorizationFailureAction、FunctionInactiveAction、OverLimitAction項目の選択リスト値
が数値から文字列に変更されました。
IsTlsRequired 項目は、現在使用されていません。

EntityMilestone

• 新しい項目 slaProcessId が追加されました。
• TimeRemainingInDays 項目で、filterable が true に変更され、groupable が false に変更されました。
• TimeRemainingInHrs 項目で、filterable が true に変更されました。
• TimeSinceTargetInDays 項目で、filterable が true に変更され、groupable が false に変更されました。
• TimeSinceTargetInHrs 項目で、filterable が true に変更されました。

EventLogFile

1 時間ごとのイベント監視 (ベータ) をサポートするために次の項目が追加されました。これらは、以前にパ
イロットベースでのみ API v.37.0 で公開されていました。
• Interval  – イベントログファイルの生成スケジュール。値は次のとおりです。

– 毎日
– 1 時間ごと

482

APISalesforce Spring '18 リリースノート



• Sequence  – 1 時間でキャプチャされるイベントログファイルデータの部分の番号。24 時間のイベント
ログファイル生成の場合、この項目の値は 0 になります。1 時間ごとのイベントログファイル生成の場
合、初期値は 1 で、最新のイベントログファイルが作成された後に同じ時間にイベントが追加されると
1 ずつ増加していきます。後続の時間では値が 1 にリセットされます。たとえば、午後 2:00 ～ 3:00 の間
にアクティビティがあるとします。その時間のイベントログデータが含まれる 2 つのログファイルが生
成されます (Sequence 値は 1 と 2)。午後 3:01 に発生するイベントログデータの場合、Sequence 値は 1

にリセットされます。
ドキュメント添付ファイルのダウンロードイベント種別で、FILE_NAME 項目が廃止されました。
「安全でない外部アセット」という新しいイベント種別が追加されました。「イベントログファイルを使
用した安全でない外部アセットの追跡」を参照してください。
ナレッジ記事ビューイベント種別で、USERNAME 項目が削除されました。
ログアウトイベント種別で、USER_NAME 項目が削除されました。
時間ベースのワークフローイベント種別で、次の項目が追加されました。
• 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。
• SESSION_KEY  — ユーザの一意のセッション ID。この値を使用して、セッション内のすべてのユーザイ

ベントを識別できます。ユーザがログアウトしてから再びログインすると、新しいセッションが開始さ
れます。

FieldHistoryArchive

新しい項目 HistoryId が追加されました。
FlowInterviewOwnerSharingRule

ユーザに FlowInterview への編集アクセス権がある場合、そのユーザはインタビューを再開できます。インタ
ビューを再開できるユーザを制限するには、組織のプロセスの自動化設定で[共有されているフローインタ
ビューの再開をユーザに許可] を無効にします。

FlowInterviewShare

ユーザに FlowInterview への編集アクセス権がある場合、そのユーザはインタビューを再開できます。インタ
ビューを再開できるユーザを制限するには、組織のプロセスの自動化設定で[共有されているフローインタ
ビューの再開をユーザに許可] を無効にします。

ListEmail

値 Canceled が Status 項目に追加されました。
LoginEvent

新しい項目 EventIdentifier が追加されました。これは、削除された UniqueKey 項目の代わりに使用
されます。

ProductTransfer

ReturnOrderId および ReturnOrderLineItemId という 2 つの新しい項目が追加されました。
RecentlyViewed

RecentlyViewed データは 90 日間保持され、90 日が経過すると定期的に削除されることが明記されました。
RecentlyViewed データはいつでもエクスポートして保存できます。
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ThirdPartyAccountLink

Salesforce システム管理者によるこのオブジェクトの書き込みを、Salesforce カスタマーサポートに問い合わ
せて許可できることが追加されました。この機能により、API を使用してサードパーティアカウントリンク
を簡単に追加または削除できますが、既存のアカウントリンクは更新できません。

User

次の項目が新しく追加されました。
• UserPreferencesSuppressEventSFXReminders

• UserPreferencesSuppressTaskSFXReminders

これらの項目は、ユーザインターフェースの [活動アラーム] ページの [Lightning Experience に行動アラーム
を表示] と [Lightning Experience に ToDo アラームを表示] オプションに対応します。

UserPreference

このオブジェクトの使用方法が更新されました。システム管理者は、他のユーザの設定を作成および編集
できます。標準ユーザは自身の設定のみを削除できます。標準ユーザの UserId 項目の値は、そのユーザ
のユーザ ID である必要があります。

WorkOrder

ReturnOrderId および ReturnOrderLineItemId という 2 つの新しい項目が追加されました。
WorkOrderLineItem

ReturnOrderId および ReturnOrderLineItemId という 2 つの新しい項目が追加されました。

関連トピック:

イベントログファイルを使用した安全でない外部アセットの追跡
時間ベースのワークフローでのユーザアクションのより包括的な追跡

SOQL
Salesforce オブジェクトクエリ言語 (SOQL) の FOR REFERENCE 句と FOR VIEW 句が更新されました。

変更された句
FOR REFERENCE と FOR VIEW

RecentlyViewed データは 90 日間保持され、90 日が経過すると定期的に削除されることが明記されました。
RecentlyViewed データはいつでもエクスポートして保存できます。

REST API
REST API では、複合リソース SObject Collections が新規追加されました。REST API 複合リソースでは、クライアン
トとサーバ間の往復回数を最小限に抑えることでアプリケーションのパフォーマンスを高めることができま
す。
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このセクションの内容:

新しいリソース: SObject Collections による往復数の減少
1 つの要求で同じ SObject 型に属する複数のレコードに対してアクションを実行できるようになりました。
操作をオブジェクト種別ごとにグループ化することで、クライアントとサーバ間の往復数が減少します。

新しいリソース: SObject Collections による往復数の減少
1 つの要求で同じ SObject 型に属する複数のレコードに対してアクションを実行できるようになりました。操作
をオブジェクト種別ごとにグループ化することで、クライアントとサーバ間の往復数が減少します。

メモ:  SObject Collections は、現在 Composite 要求ではサポートされていません。

レコードの作成または更新
POST 要求を使用して最大 200 個のレコードを追加するか、PATCH 要求を使用して最大 200 個のレコードを更新
します。この操作を行うと、SaveResult オブジェクトのリストが返されます。エラーがあった場合、要求全体を
ロールバックできます。
複数のオブジェクト種別が含まれているリクエストボディは、チャンクとして処理されます。たとえば、受信
オブジェクトが {account1, account2, contact1, account3}の場合、要求は 3 つのチャンク ({{account1,

account2}, {contact1}, {account3}}) で処理されます。1 つの要求に最大 10 個のチャンクを処理できま
す。
/vXX.X/composite/sobjects

メモ: 複数のオブジェクト種別のレコードを作成する場合、オブジェクト種別が Salesforce の [設定] 領域の
機能に関連していると、1 回のコールで作成することはできません。

レコードの取得
GET 要求で ID を指定して、同じオブジェクト種別の 1 つ以上のレコードを取得します。URL の長さが原因で HTTP

414 エラー「URI too long (URI が長すぎます)」が返されるまで約 800 個の ID を指定できます。
/vXX.X/composite/sobjects/sobjectType?ids=recordId,recordId&fields=fieldname,fieldname

URL の長さを超える数のレコードを取得するには、POST 要求を使用して、同じオブジェクト種別のレコードを
最大 2000 個取得します。POST を使用する場合、取得するレコードの ID と項目をリクエストボディで指定しま
す。

レコードの削除
DELETE 要求で ID を指定して、最大 200 個のレコードを削除します。この操作を行うと、DeleteResult オブジェク
トが返されます。DELETE 要求のオブジェクトは、複数のオブジェクト種別に属することができます。エラーが
あった場合、要求全体をロールバックできます。
/vXX.X/composite/sobjects/?ids=recordId,recordId
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SOAP API
SOAP API には、新規、変更、および廃止されたコールが含まれます。

新規、変更、および廃止されたコール

新しいコール
deleteByExample()

deleteByExample() コールは、Big Object データを削除します。対象とする値を使用して、Big Object のイ
ンデックスの項目が含まれる sObject を定義します。sObject はテンプレートのように動作し、sObject の項目
と値に一致するすべての行が削除されます。

match()

入力の MatchOptions で指定した一致ルールを使用して、リード間の照合の入力として提供される sObject を
評価します。

変更されたコール
describeSObjects()  DescribeSObjectResult

ActionOverride サブタイプの formFactor項目で、携帯端末またはタブレットの Salesforce モバイルアプリケー
ションを表す Small 値がサポートされるようになりました。

search()  SearchResult

search()コールは、SearchResult オブジェクトを返します。SearchResult オブジェクトは更新され、記事が昇
格されたことを検索結果に示す、SearchPromotedMetadata の新しい searchPromotedパラメータが含まれる
ようになりました。システム管理者は、ナレッジ記事に追加して昇格済み検索語を定義します。このよう
なキーワードを検索するユーザには、関連付けられた記事が検索結果で最初に表示されます。関連するパ
ラメータ searchPromotedMetadata は EntitySearchMetadata にも追加されました。

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。一度に最大 100 件のコメントを取得したり、投稿またはコメント
に投票したユーザのリストを取得したり、ユーザの Chatter 関連活動を消去したりできるようになりました。

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
このリリースで新しく追加または変更されたリソースを次に示します。
新規および変更された Chatter REST API リクエストボディ
このリリースで新しく追加または変更されたリクエストボディを次に示します。
新規および変更された Chatter REST API レスポンスボディ
このリリースで新しく追加または変更されたレスポンスボディを次に示します。
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新規および変更された Chatter REST API リソース
このリリースで新しく追加または変更されたリソースを次に示します。

Chatter

URL のリンクメタデータの取得
urlsパラメータを指定して、新規 /chatter/link-metadataリソースに対して GET 要求を実行します。

Chatter フィード
最大 100 件のコメントの取得

新規 /chatter/comments/batch/commentIds リソースに対して GET 要求を実行します。commentIds

は、最大 100 件のコメントのカンマ区切りリストです。
フィード投稿にプラス投票またはマイナス投票したユーザのリストの取得

vote パラメータを指定して、新規
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/up-down-vote/items リソースに対して
GET 要求を実行します。

コメントにプラス投票またはマイナス投票したユーザのリストの取得
vote パラメータを指定して、新規
/chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote/items リソースに対して GET 要求を
実行します。

既存のナレッジ記事を添付したコメントの投稿
新しい Record Capability Input を指定して、既存の
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comment/itemsリソースに対して POST 要
求を実行します。

コミュニティのコンテキストユーザの上位 5 件の未回答の質問の取得 (パイロット)

新規 /connect/communities/communityId/question-and-answers/top-unansweredリソースに対
して GET 要求を実行します。

メモ: 上位 5 件の未回答の質問は、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。上位 5 件の未
回答の質問は、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、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。

データインテグレーション
外部オブジェクト名の取得

新規 /data-integration/licensed-objects リソースに対して GET 要求を実行します。
契約のクレジット詳細の取得

新規 /data-integration/licensed-objects/externalObjectName/contracts/current リソース
に対して GET 要求を実行します。
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重複管理
重複リソースのディレクトリの取得

新規 /dedupe リソースに対して GET 要求を実行します。
重複ジョブ定義の取得

新規 /dedupe/job-definitions リソースに対して GET 要求を実行します。
特定の重複ジョブ定義の取得

新規 /dedupe/job-definitions/jobDefinitionId リソースに対して GET 要求を実行します。
重複ジョブの取得

新規 /dedupe/jobs リソースに対して GET 要求を実行します。
重複ジョブの実行

新しい Duplicate Job Input を指定して、新規 /dedupe/jobs リソースに対して POST 要求を実行します。
特定の重複ジョブの取得

新規 /dedupe/jobs/jobId リソースに対して GET 要求を実行します。
特定の重複ジョブの状況の更新

新しい Duplicate Job Status を指定して、新規 /dedupe/jobs/jobIdリソースに対して PATCH 要求を実行しま
す。

特定の重複ジョブ結果の削除
新規 /dedupe/jobs/jobId/results リソースに対して DELETE 要求を実行します。

ファイル
ストリーミングされた、アセットファイルのコンテンツの取得

新規 /connect/file-assets/fullyQualifiedName/content リソースに対して GET 要求を実行しま
す。

ストリーミングされた、アセットファイルの変換の取得
新規 /connect/file-assets/fullyQualifiedName/renditionリソースに対して GET 要求を実行しま
す。

Managed Topics

最大 8 レベルの管理トピックの取得
以前までは、これらのリソースで最大 3 レベルのトピックが返されていました。今回のリリースから、1 ～
8 の depth パラメータを設定できるようになりました。
• /connect/communities/communityId/managed-topics

• /connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId

ユーザ
ユーザの Chatter 関連活動のエクスポート

新規 /chatter/users/userId/activities/export-job リソースに対して POST 要求を実行します。
ユーザの Chatter 関連活動の消去

新規 /chatter/users/userId/activities/purge-job リソースに対して POST 要求を実行します。
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メモ: これらのリソースの場合、POST は、要求パラメータもリクエストボディも取りません。

新規および変更された Chatter REST API リクエストボディ
このリリースで新しく追加または変更されたリクエストボディを次に示します。

Chatter フィード
Comment Capabilities Input

このリクエストボディには、次の新しいプロパティがあります。
• feedEntityShare  — コメントを共有するフィードエンティティ。
• record  — コメントに添付する既存のナレッジ記事。

Extensions Capability Input

このリクエストボディには、次の新しいプロパティがあります。
• itemsToRemove  — フィード要素から削除する添付ファイル ID のリスト。

Pin 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。
• entityId  — 固定または固定解除するエンティティの ID。バージョン 41.0 以降では、entityIdをフィー

ド項目 ID にする必要があり、フィードあたり 1 つのフィード項目のみを固定できます。
• isPinned  — エンティティを固定するか (true) 固定解除するか (false) を指定します。

Record Capability Input

この新しいリクエストボディには、1 つのプロパティがあります。
• recordId  — 添付する既存のナレッジ記事の ID。

重複管理
Duplicate Job Input

この新しいリクエストボディには、1 つのプロパティがあります。
• duplicateJobDefId  — 重複ジョブ定義の ID。

Duplicate Job Status Input

この新しいリクエストボディには、1 つのプロパティがあります。
• status  — 重複ジョブの状況。許容される値は Canceled のみです。

新規および変更された Chatter REST API レスポンスボディ
このリリースで新しく追加または変更されたレスポンスボディを次に示します。

Chatter

Link Metadata

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• description  — リンクの説明。
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• frameSource  — リソースの表示に必要な HTML。
• height  — HTML の表示に必要な高さ。
• originalUrl  — メタデータの要求に使用された元の URL。
• providerUrl  — 情報の取得元のプロバイダの URL。
• source  — リンクメタデータのソース。値は次のとおりです。

– None  — リンクメタデータは取得されませんでした。
– Sfdc  — Salesforce がソースです。

• thumbnailUrl  — リソースのサムネイル。
• title  — リンクのタイトル。
• type  — メタデータで表されるリンク種別。値は次のとおりです。

– Error— リンクメタデータを取得できませんでした。
– Link  — リンクを表します。
– None— リンクがホワイトリストに登録されたドメインではないため、リンクメタデータは取得され

ませんでした。
– Photo  — 写真を表します。
– Rich  — リッチコンテンツ (通常 HTML コンテンツ) を表します。
– Unknown  — リンクメタデータが取得されましたが、型が不明です。
– Video  — 動画を表します。

• url  — 表示する画像の URL (使用可能な場合)。
• width  — HTML の表示に必要な幅。

Link Metadata 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。
• linkMetadataList  — リンクのメタデータのリスト。

Chatter フィード
Comment Capabilities

このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• feedEntityShare  — この機能があるコメントは、フィードエンティティと共有されています。
• record  — コメントにこの機能がある場合、レコードの添付ファイルがあります。

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。
• redirectedFeedFilter  — redirectedFeedType で指定されたフィードの条件。指定されていない

場合は null。
• redirectedFeedSort  — redirectedFeedType で指定されたフィードの並び替え順。指定されてい

ない場合は null。
Record 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。
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• recordId  — レコードの ID。
• url  — レコードの URL。

Vote

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。
• type  — フィード要素またはコメントの投票種別。値は次のとおりです。

– Down

– Up

• user  — フィード要素またはコメントに投票したユーザ。
• votedItem  — 投票されたフィード要素またはコメントへの参照。

Vote 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  — ユーザとそのプラス投票またはマイナス投票のコレクション。
• 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。
• previousPageToken  — 前のページを識別するトークン。前のページがない場合は null。
• previousPageUrl  — 前のページを識別する Chatter REST API URL。前のページがない場合は null。
• total  — フィード要素やコメントのプラス投票またはマイナス投票の合計数。

データインテグレーション
Data Integration Credit

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。
• endDate  — 契約の終了日。
• orgCreditsTotal  — 組織に付与された、契約期間中に使用されるクレジット総額。
• orgCreditsUsed  — 契約期間に組織で使用されるクレジット。
• sourceObjectName  — 外部オブジェクト名。
• startDate  — 契約の開始日。

Data Integration Credit Objects

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。
• sourceObjectNames  — 有効なパッケージの外部オブジェクト名のリスト。

重複管理
Duplicate Directory

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。
• job-definitions  — 重複ジョブ定義リソースへの URL。
• jobs  — 重複ジョブリソースへの URL。

491

APISalesforce Spring '18 リリースノート



Duplicate Job

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。
• createdById  — ジョブを作成したユーザの ID。
• createdDate  — ジョブが作成された日付。
• endDateTime  — ジョブが終了した日付。
• jobDefinitionId  — ジョブ定義の ID。
• jobId  — ジョブの ID。
• lastModifiedById  — ジョブを最後に変更したユーザの ID。
• lastModifiedDate  — ジョブが最後に更新された日付。
• name  — ジョブの名前。
• numDuplicateRecordItems  — ジョブによって作成された重複レコードの数。
• numDuplicateRecordSets  — ジョブによって作成された重複レコードセットの数。
• numRecordsScanned  — ジョブによってスキャンされたレコードの数。
• resultListViewId  — ジョブの結果リストビューの ID。
• startDateTime  — ジョブが開始された日付。
• status  — ジョブの状況。値は次のとおりです。

– Canceled

– Completed

– Failed

– InProgress

– NotStarted

– ResultsDeleted

Duplicate Job Collection

この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• jobs  — 重複ジョブのコレクション。

Duplicate Job Definition

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。
• createdById  — ジョブ定義を作成したユーザの ID。
• createdDate  — ジョブ定義が作成された日付。
• developerName  — ジョブ定義の API 参照名。
• jobDefinitionId  — ジョブ定義の ID。
• lastModifiedById  — ジョブ定義を最後に変更したユーザの ID。
• lastModifiedDate  — ジョブ定義が最後に更新された日付。
• masterLabel  — ジョブ定義のマスタ表示ラベル。
• matchingRuleIds  — ジョブ定義で使用される一致ルールの ID。
• sobjectSubtype  — ジョブ定義のオブジェクトサブタイプ。値は次のとおりです。

– None
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– PersonAccount

• sobjectType  — ジョブ定義のオブジェクト種別。
Duplicate Job Definition Collection

この新しいレスポンスボディには、次の 1 つのプロパティがあります。
• jobDefinitions  — 重複ジョブ定義のコレクション。

ユーザ
Bookmark Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。

Chatter Activity Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• commentCount  — 組織またはコミュニティ内でユーザがコメントした合計数。
• commentReceivedCount  — 組織またはコミュニティ内でユーザが受け取ったコメントの合計数。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。
• likeReceivedCount  — 組織またはコミュニティ内でユーザが受け取った投稿とコメントに対するいい

ね! の合計数。
• postCount  — 組織またはコミュニティ内でユーザが投稿した合計数。

Comment Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• commentId  — コメントの ID。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。

Company Verify Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
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• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。

Downvote Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。

Feed Entity Read Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。

Feed Post Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• commentId  — コメントの ID。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedItemId  — 投稿の ID。

Feed Read Summary

• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• containerId  — フィードの親の ID。
• feedType  — フィードの種別を指定します。

Like Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
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• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。
• likeId  — いいね! の ID。

Mute Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。

Topic Endorsement Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。
• endorsementId  — トピックの支持の ID。

Upvote Summary

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• activityDate  — ユーザアクティビティの日付。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• activityUrl  — ユーザアクティビティの URL。
• community  — ユーザがアクティビティを実行したコミュニティ。
• feedEntityId  — フィードエンティティの ID。

User Activities Job

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。
• jobToken  — ユーザアクティビティジョブを識別するトークン。
• jobType—ユーザアクティビティジョブの種別。値は export または purge です。
• message  — ジョブの状況と想定される結果を表すメッセージ。

User 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。
• activityType  — ユーザアクティビティの種別。
• userActivities  — ユーザアクティビティのコレクション。
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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、レポートとダッシュボードフォルダの新しいメソッ
ドが含まれるほか、Lightning ダッシュボードの登録をリソースの範囲とするための通知リソースの URL パラメー
タ、レポートタイプの新しいリソース、およびレポートとダッシュボードの新しいプロパティが含まれます。
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。

新しいリソースとパラメータ: notifications?source=lightningDashboardSubscribe、
related-objects、および text-values

notifications?source パラメータは、Lightning ダッシュボードの登録を記述する新しい値
「notifications?source=lightningDashboardSubscribe」をサポートします。
reportTypes/<primary_object_name>/related-objectsリソースは、クロス条件で指定した主オブジェ
クトで使用できる第 2 オブジェクトを記述します。text-values リソースが返され、これを使用してテキス
ト項目値を検索できます。

説明サポートさ
れている
HTTP メソッ
ド

リソース URI

Lightning ダッシュボードの登録を記述する最近の通知
のリストを返します (GET)。

GET/services/data/v42.0/analytics/
notifications?source=
lightningDashboardSubscribe

クロス条件内の主オブジェクトで使用できる第 2 オブ
ジェクトの配列を返します。

GET/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/<primary_object_name>/
related-objects

クロス条件内の第 2 オブジェクトでサポートされる検
索条件値の配列を返します。すべてのオブジェクトを

GET/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/<primary_object_name>/
related-objects/<secondary_object_name> 第 2 オブジェクトとして使用できるわけではありませ

ん。サポートされる第 2 オブジェクトは主オブジェク
トによって決まります。指定した主オブジェクトでサ
ポートされる第 2 オブジェクトのリストを取得するに
は、/services/data/v42.0/analytics/

reportTypes/<primary_object_name> に対して
GETリクエストを実行し、reportTypeMetadataの
objectRelationships プロパティを参照します。

textValuesを返します。これは、指定した列によっ
て返される最大 200 個の値の配列です。
また、hasMore プロパティも返します。これは、
textValues 配列に 200 個を超える項目がある (true)

か、否か (false) を示す Boolean 型の項目です。

GET/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/<report_type_name>/
text-values/
report_column_api_name
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説明サポートさ
れている
HTTP メソッ
ド

リソース URI

たとえば、/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/Opportunity/

text-values/ACCOUNT_NAME に対して GET リクエ
ストを実行したとします。応答は次のようになりま
す。
{
"hasMore" : false,
"textValues" : [ "Acme", "Global Media",
"Global Retail" ]
}

必要に応じて、searchTerm  URL パラメータを使用し
て、searchTerm の値で始まる値のみを返します。
たとえば、/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/Opportunity/text-values/

ACCOUNT_NAME?searchTerm=Acme に対して GET リ
クエストを実行したとします。応答は次のようになり
ます。
{
"hasMore" : false,
"textValues" : [ "Acme" ]
}

新しいメソッド: folders

folders/  REST API は、レポートとダッシュボードフォルダの作成、名前変更、削除を許可する新しいメソッ
ドをサポートします。

説明サポートさ
れている
HTTP メソッ
ド

リソース URI

指定された名前、表示ラベル、種別でレポートフォル
ダまたはダッシュボードフォルダを作成します。

POST/services/data/v42.0/folders

レポートフォルダまたはダッシュボードフォルダに関
する情報を取得します。

GET/services/data/v42.0/folders/
<folderid>

レポートフォルダまたはダッシュボードフォルダの表
示ラベルを更新します。

PATCH/services/data/v42.0/folders/
<folderid>
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説明サポートさ
れている
HTTP メソッ
ド

リソース URI

レポートフォルダまたはダッシュボードフォルダを削
除します。

DELETE/services/data/v42.0/folders/
<folderid>

変更されたリソース: dashboardMetadata および reportTypeMetadata

Lightning Experience で新しく使用可能になった機能を記述するようにレポートとダッシュボードのメタデータが
更新されました。レポートメタデータでバケット列とクロス条件が記述されるようになりました。ダッシュ
ボードメタデータでカラーパレットとテーマが記述されるようになりました。
レポートおよびレポートタイプ

reportTypeMetadataオブジェクトには、バケット、クロス条件、ロール階層検索条件を記述する新しい
プロパティがあります。

説明型プロパティ

項目をバケット列の基礎として使用できるか (true)、
否か (false) を示します。

Booleanbucketable

ロール階層検索条件を保存するか (true)、否か
(false) を示します。

BooleansaveRoleHierarchy

reportTypeMetadata には、オブジェクト (エン
ティティとも呼ばれる) の配列である新しいプロパ

objectRelationship[]objectRelationships

ティ objectRelationships があります。各オブ
ジェクトには主オブジェクトの名前が付けられ、自
身と関連オジェクト間のリレーションが記述されま
す。objectRelationships配列は、指定した主オ
ブジェクトに対するクロス条件でどのオブジェクト
を第 2 オブジェクトとして使用できるのかを確認す
るのに役立ちます。これは、それぞれの第 2 オブジェ
クトが主オブジェクトにどのように結合するのかを
記述します。objectRelationships配列内の各オ
ブジェクトのプロパティを次に示します。
• label  — ユーザに表示する主オブジェクトの名

前。
• primaryEntityField  — 第 2 オブジェクトが主

オブジェクトに結合するための基礎となる項目。
• relatedObjects  — 第 2 オブジェクトの配列。

各オブジェクトには次のプロパティがあります。
– label  — ユーザに表示する第 2 オブジェクト

の名前。
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説明型プロパティ

– relatedEntity  — 第 2 オブジェクトの API 参
照名

– relatedEntityJoinField  — 第 2 オブジェ
クトが主オブジェクトに結合するための基礎
となる項目。

reportTypesオブジェクトには、システム管理者がレポートタイプを非表示にしたかどうかを示す新しい
プロパティが含まれます。

説明型プロパティ

システム管理者がレポートタイプを非表示にしたか
(true)、否か (false) を示します。非表示のレポー

BooleanisHidden

トタイプは、レポートの作成時にレポートビルダー
に表示されません。

バケットオブジェクトの buckets配列は廃止されたプロパティです。これは、新しいプロパティで置き換
えられます。

説明型プロパティ

API バージョン 42.0 で廃止されました。代わりに
developerName を使用します。

文字列devloperName

バケットの API 名。文字列developerName

ダッシュボード
dashboardMetadata オブジェクトには、ダッシュボードのカラーパレットとテーマを記述する新しいプ
ロパティがあります。

説明型プロパティ

ダッシュボードのテーマを指定します。値は次のと
おりです。

文字列chartTheme

• light  — デフォルト値。ミルクを思わせる明色
の背景をダッシュボードに使用します。

• dark  — 夜空を思わせる暗色の背景をダッシュ
ボードに使用します。
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説明型プロパティ

グラフで使用するカラーパレットを指定します。値
は次のとおりです。

文字列colorPalette

• wildflowers  (野草) — デフォルト値。
• aurora (オーロラ)

• nightfall (夕暮れ)

• sunrise (日の出)

• bluegrass (イチゴツナギ)

• ocean (海)

• heat (熱)

• dusk (夕方)

• pond (池)

• watermelon (スイカ)

• fire (炎)

• water (水)

• lake (湖)

• mineral  (ミネラル) — 汎用的な値。

ユーザインターフェース API

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

Salesforce が Lightning Experience、Salesforce for Android、Salesforce for iOS、Salesforce モ
バイル Web を構築するときに使用する API を使用して、ネイティブモバイルアプ
リケーションおよびカスタム Web アプリケーションの Salesforce UI を構築します。
サポートされているオブジェクトのディレクトリを取得して、選択リスト、連
動選択リスト、およびリストの UI を構築できるようになりました。

このセクションの内容:

連動選択リストの UI の構築
ユーザインターフェース API は、クライアントが選択リストや連動選択リス
トを簡単に構築できるようにするプロパティとリソースを公開します。
リストビューの UI の構築
ユーザインターフェース API の新しいリソースでは、Salesforce UI に表示されるリストビューに関するレコー
ドデータやメタデータを簡単に取得できます。リストビューの UI を構築するには、次のリソースを使用し
ます。
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サポートされているオブジェクトのディレクトリの取得
ユーザインターフェース API では、すべてのカスタムオブジェクトと多くの標準オブジェクトがサポートさ
れています。ユーザインターフェース API でサポートされており、かつコンテキストユーザがアクセスでき
るオブジェクトのディレクトリを、新しいリソースを使用して取得します。BAD_REQUEST 状況に対して
コーディングすることなく、クライアントは、アクセスできるオブジェクトを事前に検出できます。
ETag ヘッダーによるアプリケーションパフォーマンスの向上
ネットワークトラフィックを削減し、アプリケーションの応答時間を短縮するには、ETagヘッダーを使用
して、ブラウザキャッシュを利用する条件付き HTTP 要求を実行します。ブラウザキャッシュに最新バー
ジョンの表現が保持されている場合、Web サーバは HTTP ヘッダーのみを返します。
Salesforce 組織の有効なテーマの取得
テーマでは、色、画像、バナーを使用して、Salesforce の全体的な外観の変更が可能です。システム管理者
は、テーマを定義したり、切り替えたりすることで、外観を変更できます。ユーザインターフェース API の
応答は、システム管理者の選択内容と一致します。

連動選択リストの UI の構築

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

ユーザインターフェース API は、クライアントが選択リストや連動選択リストを
簡単に構築できるようにするプロパティとリソースを公開します。
選択リストは複雑な UI 要素であり、特に連動選択リストには注意が必要です。
連動選択リスト項目の値は「制御項目」と呼ばれる別の項目の選択内容に基づ
いて絞り込まれます。制御項目は、選択リスト項目またはチェックボックス項
目にすることができます。たとえば、大陸の選択リストで国の選択リストを制
御し、国の選択リストで市区郡の選択リストと言語の選択リストの項目を制御
するとします。
連動選択リストは、制御項目と連動項目の階層が表示される項目の連動関係ツ
リーに存在します。ツリーの各ノードには、任意の数の子ノードを設定できます。UI を構築するには、完全な
階層を把握しておく必要があります。

オブジェクトには、任意の数の項目の連動関係ツリーを設定できます。ユーザインターフェース API は、各オ
ブジェクトの 1 つのプロパティ dependentFieldsで項目の連動関係ツリーのコレクションを公開します。各
連動項目には、それを制御する項目をリストする controllingFields プロパティがあります。ユーザイン
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ターフェース API には、1 つのレコードタイプのすべての選択リスト値を取得するための batch リソース
/ui-api/object-info/{objectApiName}/picklist-values/{recordTypeId}も用意されています。
ここで、連動項目と制御項目のプロパティについてもう少し詳しく説明します。
• {Object}.dependentFields  — 連動項目のツリー構造の対応付け。ネストされた各オブジェクトは別の

Map<String, Object> です。オブジェクトが空の場合、ツリーのリーフ (他の項目を制御しない項目) であるこ
とを示します。オブジェクトには複数の連動しないツリーを設定できます。すなわち、このプロパティに
は複数のルートオブジェクトを設定できます。
Continents__c、Countries__c、Cities__c という選択リストがあるオブジェクトを想定します。Continents__c は
ルートです。Cities__c はリーフです。Continents__c と Countries__c は制御項目です。Countries__c と Cities__c は
連動選択リストです。

• {Field}.controllingFields  — この項目が連動選択リストの場合、このプロパティは選択リストの値
を制御する項目のコレクションです。制御項目の階層がある場合、コレクションは直属の親から始まり、
ツリーを上方向に移動していきます。

ヒント: 詳細は、『User Interface API Developer Guide (ユーザインターフェース API 開発者ガイド)』の「Build UI

for Picklists (選択リストの UI の構築)」を参照してください。

リストビューの UI の構築
ユーザインターフェース API の新しいリソースでは、Salesforce UI に表示されるリストビューに関するレコード
データやメタデータを簡単に取得できます。リストビューの UI を構築するには、次のリソースを使用します。
List View リソースの概要

リストビューのレコードデータやメタデータを取得するには、次のリソースを使用します。
• /ui-api/list-records/${listViewId} または

/ui-api/list-records/${objectApiName}/${listViewApiName}  — リストビューのレコードデー
タを取得します。

• /ui-api/list-info/${listViewId} または
/ui-api/list-info/${objectApiName}/${listViewApiName}  — リストビューのメタデータを取
得します。

• /ui-api/list-ui/${listViewId} または
/ui-api/list-ui/${objectApiName}/${listViewApiName}  — リストビューのレコードデータと
メタデータを取得します。

リストビューのレコードデータとメタデータの取得
たとえば、リストビュー ID が 00BR0000000Wc0r の All Accounts というリストビューがあるとします。この
リストビューのすべてのレコードとメタデータに関する情報を取得するには、次の要求を実行します。
/services/data/v42.0/ui-api/list-ui/00BR0000000Wc0r

または、オブジェクト API 参照名とリストビュー API 参照名を使用して同じ要求を実行することもできま
す。
/services/data/v42.0/ui-api/list-ui/Account/AllAccounts
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この要求では、リストビューのレコードとメタデータのリストが返されます。
{
"eTag" : "ca78063dc5bd0fe520d5a6f88d9cd579",
"info" : {
"cloneable" : true,
"createable" : true,
"deletable" : true,
"displayColumns" : [ {
"fieldApiName" : "Name",
"label" : "Account Name",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "BillingState",
"label" : "Billing State/Province",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Phone",
"label" : "Phone",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Type",
"label" : "Type",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Owner.Alias",
"label" : "Account Owner Alias",
"sortable" : true

} ],
"eTag" : "86d3a33eddb41d9889b38b102c915abf",
"filterLogicString" : null,
"filteredByInfo" : [ ],
"id" : {
"id" : "00BR0000000Wc0rMAC",
"objectApiName" : "Account",
"type" : "listView"

},
"label" : "All Accounts",
"listViewApiName" : "AllAccounts",
"orderedByInfo" : [ {
"fieldApiName" : "Name",
"isAscending" : true,
"label" : "Account Name"

} ],
"updateable" : true,
"userPreferences" : {
"columnWidths" : {
"Type" : -1,
"Owner.Alias" : -1,
"Phone" : -1,
"BillingState" : -1,
"Name" : -1

},
"columnWrap" : {
"Type" : false,
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"Owner.Alias" : false,
"Phone" : false,
"BillingState" : false,
"Name" : false

}
},
"visibility" : "Public",
"visibilityEditable" : true

},
"records" : {
"listInfoETag" : "86d3a33eddb41d9889b38b102c915abf",
"records" : {
"count" : 3,
"currentPageUrl" :

"/services/data/v42.0/ui-api/list-records/00BR0000000Wc0rMAC?pageSize=50&pageToken=0",
"nextPageUrl" : null,
"previousPageUrl" : null,
"records" : [ {
"apiName" : "Account",
"childRelationships" : { },
"eTag" : "d2ac6442449f4818a11b6ea6bc09b39a",
"fields" : {
"BillingState" : {
"displayValue" : null,
"value" : "NY"

},
"CreatedDate" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2017-11-01T19:10:42.000Z"

},
"Id" : {
"displayValue" : null,
"value" : "001R0000003IXwiIAG"

},
"LastModifiedDate" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2017-11-01T19:10:42.000Z"

},
"Name" : {
"displayValue" : null,
"value" : "Acme"

},
"Owner" : {
"displayValue" : null,
"value" : {
"apiName" : "User",
"childRelationships" : { },
"eTag" : "80236fa1232c205cbfdd1c2f53b1d6b6",
"fields" : {
"Alias" : {
"displayValue" : null,
"value" : "AUser"

},
"Id" : {
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"displayValue" : null,
"value" : "005R0000000ITVpIAO"

}
},
"id" : "005R0000000ITVpIAO",
"recordTypeInfo" : null

}
},
"OwnerId" : {
"displayValue" : null,
"value" : "005R0000000ITVpIAO"

},
"Phone" : {
"displayValue" : null,
"value" : "(212) 555-5555"

},
"SystemModstamp" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2017-11-01T19:10:42.000Z"

},
"Type" : {
"displayValue" : "Prospect",
"value" : "Prospect"

}
},
"id" : "001R0000003IXwiIAG",
"recordTypeInfo" : null

}
... Additional records removed for brevity ...

]
}

}
}

リストビューの結果の変更
List View リソースで返される結果を変更するには、次の要求パラメータを使用します。
• fields  — 表示するために返されたレコードをクエリする追加項目。ユーザがアクセスできない項目が

指定されると、エラーが発生します。
• optionalFields  — 表示するために、返されたレコードをクエリする追加項目。ユーザがアクセスで

きない項目が指定されても、エラーは発生しません。
• pageSize  — 一度に表示されるリストレコードの数。
• pageToken  — ページのオフセットを表すトークン。
• sortBy  — リストビューの並び替えの基準となる項目の API 参照名。
たとえば、作成日でレコードを並び替える場合、sortBy パラメータを CreatedDate に設定します。
GET /services/data/v42.0/ui-api/list-ui/00BR0000000Wc0r?sortBy=CreatedDate
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サポートされているオブジェクトのディレクトリの取得

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

ユーザインターフェース API では、すべてのカスタムオブジェクトと多くの標準
オブジェクトがサポートされています。ユーザインターフェース API でサポート
されており、かつコンテキストユーザがアクセスできるオブジェクトのディレ
クトリを、新しいリソースを使用して取得します。BAD_REQUEST状況に対して
コーディングすることなく、クライアントは、アクセスできるオブジェクトを
事前に検出できます。
新しいオブジェクトディレクトリリソースをユーザインターフェース API へのク
ライアントのエントリポイントとして使用します。

GET /ui-api/object-info/

応答には、サポートされている各オブジェクトに関するメタデータを返す objectInfoUrlプロパティが含ま
れます。
{
"objects" : {
"Account" : {
"apiName" : "Account",
"label" : "Account",
"labelPlural" : "Accounts",
"objectInfoUrl" : "/services/data/v42.0/ui-api/object-info/Account"

},
"Asset" : {
"apiName" : "Asset",
"label" : "Asset",
"labelPlural" : "Assets",
"objectInfoUrl" : "/services/data/v42.0/ui-api/object-info/Asset"

},
"AssetRelationship" : {
"apiName" : "AssetRelationship",
"label" : "Asset Relationship",
"labelPlural" : "Asset Relationships",
"objectInfoUrl" : "/services/data/v42.0/ui-api/object-info/AssetRelationship"

},
"Campaign" : {
"apiName" : "Campaign",
"label" : "Campaign",
"labelPlural" : "Campaigns",
"objectInfoUrl" : "/services/data/v42.0/ui-api/object-info/Campaign"

},
...

}
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ETag ヘッダーによるアプリケーションパフォーマンスの向上

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

ネットワークトラフィックを削減し、アプリケーションの応答時間を短縮する
には、ETagヘッダーを使用して、ブラウザキャッシュを利用する条件付き HTTP

要求を実行します。ブラウザキャッシュに最新バージョンの表現が保持されて
いる場合、Web サーバは HTTP ヘッダーのみを返します。
キャッシュを利用するために、ユーザインターフェース API 応答には ETagヘッ
ダー項目が含まれています。ETag  (エンティティタグ) には、表現を識別する
ハッシュが含まれています (ETag:

"b9a5cd4fbfcf1b65b03d95a4d9ffa8f4--gzip")。表現が変更されると、Web

サーバは新しい ETag を生成します。
クライアントは ETag を保存し、リソースに対する後続の要求のヘッダーで送信します (If-None-Match:

“b9a5cd4fbfcf1b65b03d95a4d9ffa8f4”)。Web サーバは、この ETag 値と最新バージョンの表現の ETag

値を比較します。値が同じ場合、ブラウザキャッシュで最新バージョンが保持され、Web サーバは 304 Not

Modified の HTTP 状況を返します。
GET /ui-api/object-info/account

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 07 Nov 2017 04:27:43 GMT
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests
X-Robots-Tag: none
Cache-Control: no-cache,must-revalidate,max-age=0,no-store,private
Set-Cookie: BrowserId=GHrCS0saRl64DgVv-NrLjA;Path=/;Domain=.salesforce.com;Expires=Sat,
06-Jan-2018 04:27:45 GMT;Max-Age=5184000
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
ETag: "b9a5cd4fbfcf1b65b03d95a4d9ffa8f4--gzip"
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Transfer-Encoding: chunked

{
"apiName" : "Account",
"childRelationships" : [ {
"childObjectApiName" : "Account",
"fieldName" : "ParentId",
"junctionIdListNames" : [ ],
"junctionReferenceTo" : [ ],
"relationshipName" : "ChildAccounts"
... response shortened ...
]}
...

}
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Salesforce 組織の有効なテーマの取得
テーマでは、色、画像、バナーを使用して、Salesforce の全体的な外観の変更が可能です。システム管理者は、
テーマを定義したり、切り替えたりすることで、外観を変更できます。ユーザインターフェース API の応答は、
システム管理者の選択内容と一致します。
組織の有効なテーマを取得するには、このリソースに対して要求を実行します。
GET /ui-api/themes/active

レスポンスボディには、ページ、グループ、ユーザの色、画像、バナーが含まれます。バナーのアスペクト比
率は画像よりも高く、ページ全体に表示されます。

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 Developer's Guide (Tooling API 開発者ガイド)』には、Tooling API に関する情報がすべて含まれています。

このセクションの内容:

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。また、最上位の設定オブジェクトとその
子オブジェクトの個々の項目を更新することもできます。

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。また、最上位の設定オブジェクトとその子
オブジェクトの個々の項目を更新することもできます。

新しいオブジェクト
CustomApplication

カスタムアプリケーションまたは標準アプリケーションを表します。
DataIntegrationRecordPurchasePermission

Salesforce システム管理者がユーザに付与した Lightning Data 購入クレジットを表します。
DuplicateJobDefinition

グローバルに重複レコード項目を識別するジョブを定義するオブジェクトを設定します。
DuplicateJobMatchingRuleDefinition

MatchingRule を指定するオブジェクトを設定します。この MatchingRule は、DuplicateJobDefinition を共有する
DuplicateJob インスタンスで使用されます。

MatchingRule

MatchingRule を指定するオブジェクトを設定します。この MatchingRule は、DuplicateJobDefinition を共有する
DuplicateJob インスタンスで使用されます。

PackageInstallRequest

対象の登録者組織へのパッケージ (第一世代および第二世代) のインストール要求を表します。
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SubscriberPackageVersion

すべての Salesforce インスタンスのパッケージバージョン (第一世代および第二世代) 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。
FormFactor

Small 値がサポートされるようになりました。携帯端末またはタブレットの Salesforce モバイルアプリ
ケーションを表します。

ApexPage

以前のリリースの次の項目が『Tooling API Reference and Developer Guide (Tooling API リファレンスおよび開発者ガイ
ド)』に追加されました。
ApiVersion

このページの API バージョン。すべてのクラスには、作成時に指定された API バージョンが割り当てられ
ています。

ControllerKey

このページに関連するコントローラの識別子。
ControllerType

Visualforce ページに関連するコントローラの種類。
Description

Visualforce ページの説明。
FullName

メタデータ API の関連メタデータオブジェクトの完全名。
IsAvailableInTouch

Visualforce ページに関連付けられている Visualforce タブを Salesforce アプリケーションで使用できるかどう
かを示します。

IsConfirmationTokenRequired

ページの GET 要求に CSRF 確認トークンが必要かどうかを示します。
マークアップ

このページの内容を定義する Visualforce マークアップ、HTML、Javascript、およびその他の Web 対応コー
ド。

MasterLabel

Salesforce の設定エリアで Visualforce ページを識別するために使用するテキスト。
Metadata

Visualforce ページのメタデータ。
Name

Visualforce ページの名前。
NamespacePrefix

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。
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EmbeddedServiceLiveAgent

次の項目が追加されました。
CustomPrechatComponent

この Snap-in チャットリリースの事前チャットページで使用するカスタム Lightning コンポーネント。
CustomPrechatComponentId

この Snap-in チャットリリースの事前チャットページで使用するカスタム Lightning コンポーネントの ID。
フロー

次の項目が変更されました。
ProcessType

一部のプロセス種別の表示ラベルが、すべての API バージョンで変更されました。
• Flow の表示ラベルが [画面フロー] になりました。以前の表示ラベルは [フロー] でした。
• Workflow の表示ラベルが [レコード変更プロセス] になりました。以前の表示ラベルは [ワークフ

ロー] でした。
• CustomEventの表示ラベルが [プラットフォームイベントプロセス]になりました。以前の表示ラベ

ルは [プラットフォームイベント] でした。
• FieldServiceMobileの表示ラベルが [Field Service Mobile フロー]になりました。以前の表示ラベル

は [Field Service Mobile] でした。
• FieldServiceWeb の表示ラベルが [Field Service Snap-In フロー] になりました。以前の表示ラベルは

[Field Service Web] でした。
actionType

この項目の有効値が追加されました。
• generateWorkOrders  — 新しい作業指示レコードを作成します。

PackageUploadRequest

次の項目が変更されました。
Status

PackageUploadRequest オブジェクトがアップロードされてからアップロードが開始されるまでの時間に対
応する新しい有効値 Queued が追加されました。

RecentlyViewed

RecentlyViewed データは 90 日間保持され、90 日が経過すると定期的に削除されることが明記されました。
RecentlyViewed データはいつでもエクスポートして保存できます。

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。

新しいメタデータ型
EmailServicesFunction

メールサービスを表します。
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EmbeddedServiceBranding

各 Snap-in リリースのブランド設定を表します。この型は、API バージョン 39.0 で導入され、『メタデータ
API 開発者ガイド』に追加されました。

EmbeddedServiceConfig

Snap-in リリースを作成するための設定ノードを表します。この型は、API バージョン 37.0 で導入され、『メ
タデータ API 開発者ガイド』に追加されました。

EmbeddedServiceLiveAgent

Snap-in チャット Live Agent リリースを作成するための設定ノードを表します。この型は、API バージョン 38.0

で導入され、『メタデータ API 開発者ガイド』に追加されました。

更新されたメタデータ型とメタデータ項目
次のメタデータ型が変更され、メタデータ項目も新規追加または変更されました。
ActionOverride

formFactor項目で、携帯端末またはタブレットの Salesforce モバイルアプリケーションを表す Small値が
サポートされるようになりました。

ActivitySettings

システム管理者は、autoRelateEventAttendees 項目を使用して、ユーザが取引先責任者またはリード
をイベントに招待したときに最大 50 人の取引先責任者または 1 人のリードを自動的に関連付けるイベント
を設定できます。

CompactLayout

コンパクトレイアウトを表します。この型は、外部オブジェクトで使用できるようになりました。
CustomApplication

この型は再編成されて、必要な項目のみを簡単に使用できるように項目が論理グループに統合されました。
次の項目が新規追加されました。
consoleConfig

Salesforce コンソールアプリケーションの構成設定を表します。
preferences

Salesforce コンソールアプリケーションの設定を表します。
shouldOverrideOrgTheme

組織のグローバルテーマを上書きするかどうかを示します。
次の項目の名前が変更されました。
customShortcut  (KeyboardShortcuts サブタイプ)

この項目は customShortcuts と呼ばれるようになりました。
defaultShortcut  (KeyboardShortcuts サブタイプ)

この項目は defaultShortcuts と呼ばれるようになりました。
tab

この項目は tabs と呼ばれるようになりました。
workspaceMappings

この項目は workspaceConfig と呼ばれるようになりました。
次のサブタイプが新規追加されました。
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AppPreferences

このサブタイプは、Salesforce コンソールアプリケーションの設定を統合します。
ServiceCloudConsoleConfig

このサブタイプは、Service Cloud コンソールの設定を統合します。
次の項目が移動しました。
customApplicationComponents

この項目は componentList と呼ばれるようになり、ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるよ
うになりました。

detailPageRefreshMethod

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
enableCustomizeMyTabs

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
enableKeyboardShortcuts

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
enableListViewHover

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
enableListViewReskin

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
enableMultiMonitorComponents

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
enablePinTabs

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
enableTabHover

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
enableTabLimits

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
footerColor

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
headerColor

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
keyboardShortcuts

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
listPlacement

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
listRefreshMethod

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
liveAgentConfig

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
primaryTabColor

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
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pushNotifications

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
saveUserSessions

この項目は AppPreferences サブタイプに含まれるようになりました。
tabLimitConfig

この項目は ServiceCloudConsoleConfig サブタイプに含まれるようになりました。
次のサブタイプが削除されました。
DomainWhitelist

このサブタイプは使用されなくなりました。
PagesToOpen

このサブタイプは使用されなくなりました。
PushNotifications

このサブタイプは使用されなくなりました。
次のサブタイプが置き換えられました。
CustomApplicationComponents

このサブタイプは、AppComponentList サブタイプに置き換わります。
WorkspaceMappings

このサブタイプは、AppWorkspaceConfig サブタイプに置き換わります。
CustomObject

次の項目が変更されました。
compactLayoutAssignment

オブジェクトに割り当てられたコンパクトレイアウトを表します。この項目は、外部オブジェクトで使
用できるようになりました。

compactLayouts

オブジェクトに関連付けられたコンパクトレイアウトのリスト。この項目は、外部オブジェクトで使用
できるようになりました。

CustomObjectTranslation

次の項目が追加されました。
説明

レコードタイプの説明の翻訳。
ダッシュボード

次の項目が新規追加されました。
chartTheme

すべてのダッシュボードグラフのデフォルトテーマを決定します。特定のグラフに chartColorTheme

が設定されている場合、そのグラフの chartTheme 設定はこの設定で上書きされます。
colorPalette

すべてのダッシュボードグラフのデフォルトパレットを決定します。特定のグラフに
chartColorPalette が設定されている場合、そのグラフの colorPalette 設定はこの設定で上書きされま
す。
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chartColorTheme

特定のダッシュボードグラフのカラーテーマを決定します。特定のグラフの chartTheme 設定はこの
設定で上書きされます。

chartColorPalette

特定のダッシュボードグラフのカラーパレットを決定します。特定のグラフの colorPalette 設定は
この設定で上書きされます。

flexComponentProperties  (ダッシュボードコンポーネント)

Lightning Experience のテーブル列と並び替えのメタデータを定義します。
flexTableColumn  (FlowScreen サブタイプ)

Lightning Experience テーブルコンポーネントの列を表します。
flexTableSortInfo

Lightning Experience テーブルコンポーネントの列の並び替えと順序を表します。
numSubscriptions

ダッシュボードで報告される登録の数を示します。
reportColumn  (DashboardComponentColumn サブタイプ)

検索条件のレポート列コードを示します。
showTotal  (DashboardComponentColumn サブタイプ)

true の場合、列の合計が表示されます。
sortColumn  (DashboardComponentSortInfo サブタイプ)

テーブルを並び替える列を示します。
sortOrder  (DashboardComponentSortInfo サブタイプ)

テーブルの並び替え順を示します。
Type  (DashboardComponentColumn サブタイプ)

Lightning Experience のテーブル列の種別 (詳細、集計、グルーピング) を表します。
FlexiPage

次の列挙値が type 項目に追加されました。
CommGlobalSearchResultPage

コミュニティビルダーで作成したように、コミュニティのグローバル検索結果ページを上書きするため
に使用する Lightning ページ。

Lightning ページのコンポーネントの表示ルールを定義しやすくるために leftValue項目で式を使用できる
ようになりました。たとえば、システム管理者にのみコンポーネントを表示するには、
{!$User.Profile.Name} EQUAL "System Administrator" を使用します。

フロー
次の項目が新規追加されました。
extensionName  (FlowScreenField サブタイプ)

表示する Lightning コンポーネントの名前。
inputParameters  (FlowScreenField サブタイプ)

入力パラメータの配列。fieldType が ComponentInstance の場合にのみサポートされます。
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outputParameters  (FlowScreenField サブタイプ)

出力パラメータの配列。fieldType が ComponentInstance の場合にのみサポートされます。
showFooter  (FlowScreen サブタイプ)

実行時に画面のフッターを表示するか (true)、非表示にするか (false) を示します。
showHeader  (FlowScreen サブタイプ)

実行時に画面のヘッダーを表示するか (true)、非表示にするか (false) を示します。
stages

フロー全体で使用できるフェーズの配列を定義します。フェーズは、UI でブレッドクラムなどを使用し
て表すことができるフローのセクションです。フローのフェーズはベータ機能です。

次の項目が更新されました。
actionType  (FlowActionCall サブタイプ)

列挙値 choosePricebookが新規追加されました。この値は、価格表を選択するために使用されます。
fieldType  (FlowScreenField サブタイプ)

列挙値 ComponentInstanceが新規追加されました。この値は、Lightning コンポーネントの画面項目で
使用されます。

データ型
次の列挙値が修正されました。
Location

『メタデータ API 開発者ガイド』の Location カスタムデータ型が修正されました。Location データ型は、
ユーザインターフェースの地理位置情報項目を定義するために使用されます。

ForecastingSettings

次の項目が新規追加されました。
ForecastingDateType

コラボレーション売上予測で売上予測金額のベースとなる date 型。有効な値は、OpportunityCloseDate

(デフォルト)、ProductDate、および ScheduleDate です。API バージョン 42.0 では、date 型は参照の
みで API を介してのみ使用できます。

OrderSettings

次の項目が追加されました。
enableZeroQuantity

組織のユーザが、数量が 0 の注文商品を追加できるか (true)、否か (false) を示します。このデフォル
ト値は false です。
この設定を有効にするには、enableOrders を true に設定する必要があります。
API バージョン 42.0 以降で利用できます。

レイアウト
次の項目が新規追加されました。
createAction  (SidebarComponent サブタイプ)

コンポーネントが参照項目の場合、レコードの作成に使用されるクイックアクションの名前。
enableLinking  (SidebarComponent サブタイプ)

コンポーネントが参照項目の場合、ユーザはレコードをこの項目に関連付けることができます。
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updateAction  (SidebarComponent サブタイプ)

コンポーネントが参照項目の場合、レコードの更新に使用されるクイックアクションの名前。
キュー

次の項目が新規追加されました。
publicGroups

組織の公開グループを表します。公開グループは、キューメンバーを追加するために使用できます。
queueMembers

キューに追加されるキューメンバーを表します。メンバーは直接追加することも、ロールや属している
公開グループで選択することもできます。

queueRoutingConfig

ルーティング設定名を表します。ルーティング設定でオムニチャネルを使用する組織に適用されます。
roleAndSubordinates

ロールと、組織のロール階層のそれらの下位ロールを表します (カスタマーロールとパートナーロール
を含む)。ロールとそれらの下位ロールの階層は、キューメンバーを追加するために使用できます。

roleAndSubordinatesInternal

ロールと、組織のロール階層のそれらの下位ロールを表します (カスタマーロールとパートナーロール
は除く)。ロールとそれらの下位ロールの階層は、キューメンバーを追加するために使用できます。

ロール
組織のロールを表します。ロールは、キューメンバーを追加するために使用できます。

ユーザ
組織のユーザを表します。ユーザは、キューメンバーとして直接追加できます。

SecuritySettings

次の項目が新規追加されました。
enableContentSniffingProtection

ブラウザでドキュメントコンテンツや、動的コンテンツとして悪意のあるファイル (JavaScript、スタイル
シート) が実行されることによって MIME タイプが推定されないかどうかを示します。

enableUpgradeInsecureRequests

サードパーティドメインへの接続に HTTPS が必要かどうかを示します。
enableXssProtection

反射型クロスサイトスクリプティング攻撃に対する保護を有効にするかどうかを決定します。
identityConfirmationOnEmailChange

メールアドレスを変更するときに、再ログインの要求ではなくユーザ ID の確認を行うかどうかを示しま
す。

identityConfirmationOnTwoFactorRegistrationEnabled

2 要素認証方式 (Salesforce Authenticator など) を追加するときに、再ログインではなく ID の確認をユーザに
求めるかどうかを示します。

redirectionWarning

Salesforce の外部にリダイレクトされるリンクをクリックしたときにアラートがユーザに表示されるかど
うかを示します。
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データサービス: コンプライアンスの改善と削除権限
カスタム Big Object や項目監査履歴で新しい削除権限および機能を使用できます。

このセクションの内容:

ユーザによるカスタム Big Object のデータの削除
プロファイルや権限セットを使用して、特定のユーザに Big Object を削除する権限を付与します。新しい API

コールを使用して、削除要求に応答し、データをクリーンな状態にします。
項目履歴および項目監査履歴データの削除
プロファイルや権限セットを使用して、特定のユーザに項目履歴および項目履歴アーカイブデータを削除
する権限を付与します。新しい API コールを使用して、削除要求に応答し、データをクリーンな状態にしま
す。

ユーザによるカスタム Big Object のデータの削除
プロファイルや権限セットを使用して、特定のユーザに Big Object を削除する権限を付与します。新しい API

コールを使用して、削除要求に応答し、データをクリーンな状態にします。
Apex メソッドの deleteImmediate() を使用して、カスタム Big Object のデータを削除します。カスタム Big

Object のインデックスのすべての項目が含まれる sObject を宣言します。sObject はテンプレートのように動作し
ます。sObject の項目と値に一致するすべての行が削除されます。Big Object のインデックスに含まれる項目のみ
を指定できます。インデックスのすべての項目を指定する必要があります。一部のみが指定されたインデック
ス項目やインデックスが付けられていない項目を含めることはできません。また、ワイルドカードはサポート
されていません。
次の例では、カスタム Big Object に Account__c、Game_Platform__c、Play_Date__c のインデックスがあ
ります。WHERE 句の後に特定の値を指定する場合、インデックスに表示される順序で項目を隙間を空けずに
リストする必要があります。
<!-- Declare sObject using the index of the custom big object -->
List<Customer_Interaction__b> cBO = new List<sObject>();
cBO.addAll([SELECT Account__c, Game_Platform__c, Play_Date__c FROM
Customer_Interaction__b WHERE Account__c = '001d000000Ky3xIAB']);
Database.deleteImmediate(cBO);

または、新しい SOAP コール deleteByExample() を使用して、削除する項目と値が含まれる sObject を宣言し
ます。sObject はテンプレートのように動作します。sObject の項目と値に一致するすべての行が削除されます。
Big Object のインデックスに含まれる項目のみを指定できます。インデックスのすべての項目を指定する必要が
あります。一部のみが指定されたインデックス項目やインデックスが付けられていない項目を含めることはで
きません。また、ワイルドカードはサポートされていません。この例では、Account__c が
「001d000000Ky3xIAB」、Game_Platform__cが「iOS」、Play_Date__cが「2017-11-28T19:13:36.000z」のすべて
の行が削除されます。
Java のコード例:

public static void main(String[] args) {
try{

Customer_Interaction__b[] sObjectsToDelete = new Customer_Interaction__b[1];
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//Declare an sObject that has the values to delete
Customer_Interaction__b customerBO = new Customer_Interaction__b();
customerBO.setAccount__c (“001d000000Ky3xIAB”);
customerBO.setGame_Platform__c (“iOS”);
Calendar dt = new GregorianCalendar(2017, 11, 28, 19, 13, 36);
customerBO.setPlay_Date__c(dt);
sObjectsToDelete[0] = customerBO;
DeleteByExampleResult[] result = connection.deleteByExample(sObjectsToDelete);

} catch (ConnectionException ce) {
ce.printStackTrace();

}
}

項目履歴および項目監査履歴データの削除
プロファイルや権限セットを使用して、特定のユーザに項目履歴および項目履歴アーカイブデータを削除する
権限を付与します。新しい API コールを使用して、削除要求に応答し、データをクリーンな状態にします。
「項目履歴から削除」および「項目履歴アーカイブから削除」権限を有効にするための 2 つの組織設定は、[設
定] | [ユーザインターフェース]にあります。また、プロファイルまたは権限セットを使用して「項目履歴から
削除」および「項目履歴アーカイブから削除」ユーザ権限をユーザに割り当てます。
項目履歴データ (AccountHistory など) や項目履歴アーカイブデータを削除するには、Apex または SOAP delete()

を使用して ID 値のリストを文字列として渡します。Apex delete() は、ID 項目が入力された sObject のリスト
でも機能します。
sObject はテンプレートのように動作します。sObject の項目と値に一致するすべての行が削除されます。Big Object

のインデックスに含まれる項目のみを指定できます。インデックスのすべての項目を指定する必要がありま
す。一部のみが指定されたインデックス項目やインデックスが付けられていない項目を含めることはできませ
ん。また、ワイルドカードはサポートされていません。
AccountHistory を削除するサンプル:

List<AccountHistory> ah = new List<sObject>();
ah.addAll( [ SELECT Id FROM AccountHistory
WHERE AccountId = '001d000000Ky3xIAB' and CreatedDate = YESTERDAY ] );
Database.delete(ah);

FieldHistoryArchive から削除するサンプル:

List<FieldHistoryArchive> fha = new List<sObject>();
fha.addAll([SELECT FieldHistoryType, ParentId, CreatedDate, HistoryId FROM
FieldHistoryArchive
WHERE FieldHistoryType = 'Account' AND ParentId = '001d000000Ky3xIAB' AND CreatedDate =
'2017-11-28T19:13:36.000z' AND HistoryId = '017D000000ESURXIA5']);
Database.delete(fha);

または、新しい SOAP コール deleteByExample() を使用して、項目履歴アーカイブデータを削除します。削
除する FieldHistoryArchive  Big Object の項目と値が含まれる sObject を宣言します。この例では、指定した
条件を満たす、すべての行を削除します。

public static void main(String[] args) {
try{
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//Create two sObjects to delete and place them in an array of sObjects to pass to
the delete method

FieldHistoryArchive[] sObjectsToDelete = new FieldHistoryArchive[2];
FieldHistoryArchive fha_1 = new FieldHistoryArchive();
fha_1.setFieldHistoryType("Account");
fha_1.setParentId("001d000000Ky3xIAB");
Calendar dt = connection.getServerTimestamp().getTimestamp();
dt.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -7);
fha_1.setCreatedDate(dt);
fha_1.setHistoryId("017D000000ESURXIA5");
sObjectsToDelete[0] = fha_1;

FieldHistoryArchive fha_2 = new FieldHistoryArchive();
fha_2.setFieldHistoryType("Account");
fha_2.setParentId("001d000000Ky3xIAB");
fha_2.setCreatedDate(dt);
fha_2.setHistoryId("017D000000ESURXIA5");
sObjectsToDelete[1] = fha_2;
DeleteByExampleResult[] result = connection.deleteByExample(sObjectsToDelete);

} catch (ConnectionException ce) {
ce.printStackTrace();

}
}

Salesforce コンソール API

エディション

使用可能なインター
フェース: Salesforce Classic

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 コンソールインテグレーションツールキットと Salesforce Lightning コン
ソール JavaScript API の機能が強化されました。既存の Visualforce ページやサード
パーティ Web タブで使用されている Salesforce Classic メソッドの多くが Lightning

Experience で機能するようになりました。Visualforce ページでは、コンソールナビ
ゲーションが含まれる Lightning アプリケーションと標準ナビゲーションが含ま
れる Lightning アプリケーションのどちらの UI テーマで読み込まれているのかを
検出できます。Lightning コンソールアプリケーションでサードパーティドメイン
の Web タブを使用できるようになったため、ユーザはアプリケーション内から
Web アプリケーションまたは他の Web サイトにアクセスできるようになりまし
た。Lightning JavaScript API のオムニチャネルメソッドが正式リリースされ、コン
ソールイベントが追加されました。これらは、Lightning Experience の新しい変更
です。
次のメソッドが API バージョン 42.0 で新規追加または変更されました。
API 参照名
openSubtab

Lightning コンソールでサードパーティドメインの Web タブを使用できるようになったため、ユーザはアプ
リケーション内から Web アプリケーションまたは他の Web サイトにアクセスできるようになりました。
サードパーティの URL は、サイトを CSP 信頼済みサイトとして追加した場合にサポートされます。
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opentab

Lightning コンソールでサードパーティドメインの Web タブを使用できるようになったため、ユーザはアプ
リケーション内から Web アプリケーションまたは他の Web サイトにアクセスできるようになりました。
サードパーティの URL は、サイトを CSP 信頼済みサイトとして追加した場合にサポートされます。

Omni-Channel

オムニチャネルメソッドが正式リリースされました。また、次のイベントも使用できます。
lightning:omniChannelLoginSuccess

エージェントがオムニチャネルに正常にログインしたことを示します。
lightning:omniChannelStatusChanged

エージェントがオムニチャネルで自分のプレゼンス状況を変更したことを示します。
lightning:omniChannelLogout

エージェントが Salesforce からログアウトしたことを示します。
lightning:omniChannelWorkAssigned

エージェントが新しい作業項目を割り当てたことを示します。
lightning:omniChannelWorkAccepted

エージェントが割り当て作業を受け入れたか、割り当て作業が自動的に受け入れられたことを示します。
lightning:omniChannelWorkDeclined

エージェントが割り当て作業を却下したことを示します。
lightning:omniChannelWorkClosed

エージェントがコンソールで作業項目に関連付けられているタブを閉じたことを示します。
lightning:omniChannelWorkloadChanged

エージェントのワークロードが変更されたことを示します。エージェントの業務量またはプレゼンス設定
に変更があったか、エージェントがオムニチャネルユーティリティでオフラインになったことを示します。

関連トピック:

Lightning Experience での Classic のコンソールインテグレーションツールキットメソッドの使用
Visualforce ページでの Lightning コンソールの UI テーマの検出
Lightning の openTab および openSubtab メソッドでの Visualforce URL の使用
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デバッグ: ログの改善、ISV のデバッグの増加、外部オブジェクトコー
ルアウトのイベント種別

エディション

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

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

公開サイトユーザがブラウザ Cookie を設定しなくても、デバッグログを有効化
できるようになりました。Apex コードカテゴリのログレベルが INFO または DEBUG

の場合、デバッグログに ENTERING_MANAGED_PKG イベントが記録されなくな
りました。ISV は、Apex デバッガセッションを購入していても、無料の ISV カス
タマーデバッガセッションを取得できるようになりました。新規および更新さ
れたイベント種別を使用して、外部オブジェクトデータへのアクセスに関する
問題をトラブルシューティングします。

このセクションの内容:

Cookie を設定しないゲストユーザのデバッグログの収集
Winter '17 で導入された変更では、デバッグログを有効化するためにゲスト
ユーザがブラウザ Cookie を設定する必要がありました。これには、すべての
公開サイト訪問者が 1 つのゲストユーザライセンスを共有するという明確な意図がありました。ただし、
ゲストユーザのログを有効にすると、訪問者のアクティビティが集積してデバッグログがすぐに埋まり、
ログサイズの制限に達することで、デバッグログの切り捨てが発生する場合があります。残念ながら、
Winter '17 の変更は歓迎されませんでした。Cookie の設定は複雑で、この変更によって公開ユーザの非同期ア
クティビティのデバッグログを収集できなくなりました。この方法は不適切だったのです。今回のリリー
スから、公開ユーザが debug_logs ブラウザ Cookie を設定しなくても、ログをトリガできるようにしまし
た。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。
管理パッケージコードの膨大なデバッグログの回避
Apex コードカテゴリのログレベルが INFO または DEBUG の場合、デバッグログに ENTERING_MANAGED_PKG

イベントが記録されなくなりました。ENTERING_MANAGED_PKG イベントを記録するには、Apex コードの
ログレベルを FINE、FINER、または FINEST に設定します。
購入済み Apex デバッガセッションと無料の ISV カスタマーデバッガセッションの併用
どの ISV ライセンス管理組織にも、一度に顧客の 1 つの Sandbox でデバッグを実行できる無料の ISV カスタ
マーデバッガセッションがあります。ISV は、顧客の Sandbox や ISV の Sandbox およびスクラッチ組織でイン
タラクティブなリアルタイムデバッグを実行できる Apex デバッガセッションを購入することもできます。
これまで、Apex デバッガセッションを購入した ISV は、無料の ISV カスタマーデバッガセッションを受け取
れませんでしたが、このバグが修正されました。
新規および更新されたデバッグイベント種別を使用した外部オブジェクトコールアウトのトラブルシュー
ティング
ユーザまたはプラットフォームが Salesforce Connect外部オブジェクトにアクセスしたときに発生する要求お
よび応答についての詳細が、デバッグログに記録されるようになりました。3 つの新しいイベント種別が追
加され、2 つの OData 固有のイベント種別がすべての Salesforce Connect アダプタで使用できるようになりま
した。
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Cookie を設定しないゲストユーザのデバッグログの収集
Winter '17 で導入された変更では、デバッグログを有効化するためにゲストユーザがブラウザ Cookie を設定する
必要がありました。これには、すべての公開サイト訪問者が 1 つのゲストユーザライセンスを共有するという
明確な意図がありました。ただし、ゲストユーザのログを有効にすると、訪問者のアクティビティが集積して
デバッグログがすぐに埋まり、ログサイズの制限に達することで、デバッグログの切り捨てが発生する場合が
あります。残念ながら、Winter '17 の変更は歓迎されませんでした。Cookie の設定は複雑で、この変更によって
公開ユーザの非同期アクティビティのデバッグログを収集できなくなりました。この方法は不適切だったので
す。今回のリリースから、公開ユーザが debug_logs ブラウザ Cookie を設定しなくても、ログをトリガでき
るようにしました。この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: デバッグログレベル

管理パッケージコードの膨大なデバッグログの回避
Apex コードカテゴリのログレベルが INFO または DEBUG の場合、デバッグログに ENTERING_MANAGED_PKG イ
ベントが記録されなくなりました。ENTERING_MANAGED_PKGイベントを記録するには、Apex コードのログレ
ベルを FINE、FINER、または FINEST に設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: デバッグログレベル

購入済み Apex デバッガセッションと無料の ISV カスタマーデバッガセッショ
ンの併用
どの ISV ライセンス管理組織にも、一度に顧客の 1 つの Sandbox でデバッグを実行できる無料の ISV カスタマー
デバッガセッションがあります。ISV は、顧客の Sandbox や ISV の Sandbox およびスクラッチ組織でインタラク
ティブなリアルタイムデバッグを実行できる Apex デバッガセッションを購入することもできます。これまで、
Apex デバッガセッションを購入した ISV は、無料の ISV カスタマーデバッガセッションを受け取れませんでした
が、このバグが修正されました。
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新規および更新されたデバッグイベント種別を使用した外部オブジェクトコー
ルアウトのトラブルシューティング

エディション

Salesforce Connect を使用
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

ユーザまたはプラットフォームが Salesforce Connect 外部オブジェクトにアクセス
したときに発生する要求および応答についての詳細が、デバッグログに記録さ
れるようになりました。3 つの新しいイベント種別が追加され、2 つの OData 固
有のイベント種別がすべての Salesforce Connect アダプタで使用できるようになり
ました。

関連トピック:

新規および更新されたデバッグイベント種別を使用した外部オブジェクトへ
のアクセスのトラブルシューティング

開発者ハブ: スクラッチ組織の管理
エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

開発者ハブ (Dev Hub) を使用してスクラッチ組織の作成、削除、管理ができます。
ローカルコンピュータにプロジェクトを設定した後、Salesforce CLI を使用して Dev

Hub 組織を承認します。

政府クラウドとパブリッククラウドで使用可能な Dev Hub
政府クラウドとパブリッククラウドの顧客は、本番組織で Dev Hub を有効にでき
ます。Dev Hub が有効になると、スクラッチ組織を作成できます。
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パッケージ: サポートされるコンポーネントおよび他の機能強化が追
加された開発者管理パッケージ (ベータ)

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

Salesforce CLI を使用して、開発者管理パッケージ (DCP) を含む第二世代パッケージ
を作成して管理します。

メモ: 第二世代パッケージはベータ機能としてのプレビュー版であり、
Salesforce とのマスターサブスクリプション契約における「サービス」には
含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入するときは、
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判断してくださ
い。Salesforce はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有
無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は、評価のみを目的とし
ており、本番環境で使用するものではありません。加えて、無保証で提供
され、サポート対象外であるため、この機能に起因あるいは関連して生じ
た危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負わないものとします。
制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関する義務、関連する Salesforce

以外のアプリケーションおよびコンテンツの規約はすべて、お客様のこの
機能の使用にも同様に適用されます。第二世代パッケージに関するフィー
ドバックと提案は、Packaging 2 ベータ Trailblazer コミュニティからお寄せく
ださい。
管理パッケージおよびロック解除された DCP を含むこのベータ機能を有効
にするには、Dev Hub 組織で Packaging 2 を有効にします。ロック解除された
DCP は、パイロットの一部として使用できます。

このセクションの内容:

ロック解除された開発者管理パッケージの作成およびインストール (ベータ)

ロック解除された開発者管理パッケージ (DCP) を使用すると、組織のメタデー
タを柔軟に整理できます。
ロックされた開発者管理パッケージによるメタデータの保護 (パイロット)

ロックされたパッケージを使用すると、パッケージのインストール後にメタデータを直接操作できなくな
ります。組織にパッケージをインストールした後、パッケージコンポーネントを変更または編集できるの
はパッケージ開発者のみです。
URL からパッケージをインストール
ユーザは、第二世代パッケージをコマンドラインではなく URL からインストールできます。URL は、登録者
バージョンのパッケージ ID を使用して簡単に作成できます。
Salesforce CLI の新しいパッケージオプション
Salesforce CLI を使用してパッケージを作成および更新する場合の、新しいオプションがあります。
ユーザ権限を使用した第二世代パッケージの制御
新しい「第二世代パッケージの作成と更新」権限を使用して、Dev Hub 組織で第二世代パッケージの作成と
更新が可能な Salesforce DX ユーザを指定できます。
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パッケージ API の変更
新機能および変更された API を使用して、パッケージ関連の機能を詳細に制御できます。

ロック解除された開発者管理パッケージの作成およびインストール (ベータ)

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

ロック解除された開発者管理パッケージ (DCP) を使用すると、組織のメタデータ
を柔軟に整理できます。

メモ: ロックされた開発者管理パッケージはベータ機能としてのプレビュー
版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプション契約における「サー
ビス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入す
るときは、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判断
してください。Salesforce はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリ
リースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は、評価のみ
を目的としており、本番環境で使用するものではありません。加えて、無
保証で提供され、サポート対象外であるため、この機能に起因あるいは関
連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負わないも
のとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関する義務、関連
する Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの規約はすべて、
お客様のこの機能の使用にも同様に適用されます。第二世代パッケージに
関するフィードバックと提案は、Packaging 2 ベータ Trailblazer コミュニティ
からお寄せください。
このベータ機能を使用するには、Dev Hub 組織で Packaging 2 を有効にしま
す。

DCP には、次の利点があります。
• 名前空間のないパッケージがサポートされることで、Salesforce DX の実装時

に、整理されていないメタデータをパッケージに移動できます。
• パッケージでこれまでサポートされていなかった多くのコンポーネントを

DCP で使用できるようになります。
• Dev Hub で DCP を開発できます。
• Salesforce CLI または Salesforce ブラウザを使用して、あらゆる組織に DCP をインストールできます。
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ロックされた開発者管理パッケージによるメタデータの保護 (パイロット)

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

ロックされたパッケージを使用すると、パッケージのインストール後にメタデー
タを直接操作できなくなります。組織にパッケージをインストールした後、パッ
ケージコンポーネントを変更または編集できるのはパッケージ開発者のみです。

重要: 開発者管理パッケージは、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。ロックされた開
発者管理パッケージ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、または公式声明で発表しない限り、正式リリースさ
れません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証でき
ません。現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入を
ご決定ください。

このパイロットは Sandbox および Developer Edition 環境でのみ使用できます。ロッ
クされた DCP は Sandbox またはスクラッチ組織にのみインストールできます。
パイロットに参加したいですか? このパイロットは、Salesforce DX を積極的に使用
し、建設的なフィードバックの提供することに前向きなお客様に適しています。
まずはこの機能をごく一部のお客様に提供して、対象を順次拡大していく予定
です。
このパイロットプログラムに参加する方法については、Salesforce のアカウント
エグゼクティブまたはサクセスマネージャにお問い合わせください。

このセクションの内容:

開発者管理パッケージにさらに多くのコンポーネントを追加
開発者管理パッケージ (DCP) で、AssignmetRule、CustomDataType、WaveApplication

など、さらに多くのコンポーネントがサポートされるようになりました。
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開発者管理パッケージにさらに多くのコンポーネントを追加

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

開発者管理パッケージ (DCP) で、AssignmetRule、CustomDataType、WaveApplication な
ど、さらに多くのコンポーネントがサポートされるようになりました。
サポートされるコンポーネントの完全なリストについては『Salesforce DX 開発者
ガイド』を参照してください。

527

パッケージ: サポートされるコンポーネントおよび他の
機能強化が追加された開発者管理パッケージ (ベータ)

Salesforce Spring '18 リリースノート



URL からパッケージをインストール

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

ユーザは、第二世代パッケージをコマンドラインではなく URL からインストー
ルできます。URL は、登録者バージョンのパッケージ ID を使用して簡単に作成
できます。
詳細は『Salesforce DX 開発者ガイド』を参照してください。
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Salesforce CLI の新しいパッケージオプション

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

Salesforce CLI を使用してパッケージを作成および更新する場合の、新しいオプショ
ンがあります。
force:package2:create を実行するときに --nonamespace  (-e) オプション
を使用してパッケージを作成できます。

sfdx force:package2:create -n PackageName -d 'My New Package' -o Unlocked -e

新しい force:package2:update コマンドを使用して、既存のパッケージを更新できます。
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ユーザ権限を使用した第二世代パッケージの制御

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

新しい「第二世代パッケージの作成と更新」権限を使用して、Dev Hub 組織で第
二世代パッケージの作成と更新が可能な Salesforce DX ユーザを指定できます。
ユーザ権限についての詳細は『Salesforce DX 設定ガイド』を参照してください。
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パッケージ API の変更

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

新機能および変更された API を使用して、パッケージ関連の機能を詳細に制御で
きます。
『Tooling API Developer Guide』で、次のパッケージ関連のエンティティについての
ドキュメントが追加または更新されました。
• Package2 (ベータ)

• Package2Member (ベータ)

• Package2Version (ベータ)

• Package2VersionCreateRequest (ベータ)

• Package2VersionCreateRequestError (ベータ)

• InstalledSubscriberPackage

• InstalledSubscriberPackageVersion

• PackageVersionUninstallRequestError

• SubscriberPackage

• SubscriberPackageVersionUninstallRequest

• SubscriberPackageVersion

• PackageInstallRequest

VS Code 向け Salesforce 拡張機能によるコードのス
マート化
VS Code 向け Salesforce 拡張機能 (Visual Studio Code エディタ向けの Salesforce 拡張機能
パック) では、更新がほぼ毎週リリースされています。最近のリリースでは、
コードスマートネス機能を拡張し、Apex デバッガ拡張機能を従来よりも堅牢なものにしました。2017 年 10 月
中旬にこの拡張機能パックが正式リリースされた後、更新がいくつか加えられています。その中から主要なも
のを次に示します。

最近のリリースでの主な更新
拡張機能パック

拡張機能パックの名前を「Visual Studio Code 向け Salesforce 開発ツール」から「VS Code 向け Salesforce 拡張機
能」に変更しました。

salesforcedx-vscode-apex 拡張機能
スクラッチ組織で sObject のコード補完が提供されるようになりました。また、[定義に移動] 機能を細かく
調整し、ソースコード内のより多くの場所からこの機能を使用できるようにしました。
変更ログの重要なエントリを次にいくつか示します。
• 新規コマンド — SFDX: SObject 定義を更新 (Apex で sObject のコードスマートネスを有効にします: 詳細はこ

ちら)

• 内部クラスのクラスとインターフェースの使用状況で [定義に移動] を追加 (PR #258)
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• クラスとインターフェースの宣言内で、クラスとインターフェースの使用状況に対して [定義に移動] を
有効化 (PR #247)

salesforcedx-vscode-visualforce 拡張機能
新しい Visualforce 言語サーバで、組織の標準 Visualforce コンポーネントのコード補完が提供されます。.page

および .component ファイルに埋め込まれた JavaScript と CSS が Visualforce 言語サーバで理解されるため、こ
れらの言語の操作が容易になります。
変更ログの重要なエントリを次にいくつか示します。
• 標準 Visualforce コンポーネントのコード補完 (PR #180)

• Visualforce ファイル内に埋め込まれた CSS と JavaScript で Cmd+/ (macOS) または Ctrl+/ (Linux および Windows)

による適切な書式設定をサポート (PR #200)

salesforcedx-vscode-apex-debugger 拡張機能
スクラッチ組織の対話型 Apex デバッガの操作環境は継続的に強化されています。
変更ログの重要なエントリを次にいくつか示します。
• 変数ビューでのコレクションのページ設定 (PR #209)

• 例外ブレークポイントの設定 (PR #218)

リソース
VS Code 向け Salesforce 拡張機能の詳細と使用開始方法は、Visual Studio Code Marketplace を参照してください。
機能を要求する、問題を報告する、拡張機能パックのソースコードを詳しく調べる、または寄稿するには、
GitHub をご覧ください。
VS Code 向け Salesforce 拡張機能は定期的にリリースされます。これらの継続的リリースでの変更に関する詳細
は、拡張機能パックの変更ログを参照してください。

Force.com IDE 2 (ベータ) の終了
Force.com IDE 2 ベータリリースが終了しました。このツールの今後のリリースは提供されず、2018 年 5 月 3 日以
降、このツールはダウンロードできなくなります。2018 年 4 月 23 日の時点で『Force.com IDE 2 開発者ガイド』
にアクセスできなくなります。
Force.com IDE 2 を使用している場合は、Salesforce 製の、Visual Studio Code 向け拡張機能パックである VS Code 向け
Salesforce 拡張機能を確認することをお勧めします。

Sandbox のコピーによる時間の節約 (ベータ)
本番組織をソースとして使用するのではなく、既存の Sandbox をコピーして Sandbox を作成できます。一連の
データとメタデータで Sandbox をカスタマイズして、それを複製することで時間を節約できます。Sandbox のコ
ピーにより、アプリケーションライフサイクルでの作業の複数の同時ストリームを簡単に設定できます。開
発、テスト、ステージングなどの作業種別ごとに Sandbox を設定できます。同僚は個々の Sandbox を簡単にコ
ピーできるため、1 つの Sandbox を共有する必要がなく、お互いの作業を妨げずに済みます。この機能は、2018

年 2 月 12 日の Sandbox のコピー (ベータ) の開始時に使用可能になります。この変更は、Lightning Experience と
Salesforce Classic の両方に適用されます。
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メモ:  Sandbox のコピーはベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプ
ション契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入する
ときは、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判断してください。Salesforce はこの機
能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は、
評価のみを目的としており、本番環境で使用するものではありません。加えて、無保証で提供され、サ
ポート対象外であるため、この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は
一切の責任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関する義務、関連する
Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの規約はすべて、お客様のこの機能の使用にも同様に
適用されます。Sandbox のコピーについてフィードバックやご提案がある場合は、IdeaExchangeからお寄せ
ください。

Sandbox をコピーするには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「Sandbox」と入力し、[Sandbox] を選択し
ます。完了済みの Sandbox の名前の横にある [コピー] をクリックします。または、[新規 Sandbox] を選択し、
[作成元] ドロップダウンメニューからコピーする Sandbox を選択します。
新しい Sandbox の準備ができたら、他の Sandbox のように本番組織から管理できます。
Tooling API を使用して Sandbox をコピーするには、新しい SandboxInfo オブジェクトの SourceId項目で SandboxInfo

の ID を指定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:  Sandbox のコピー (ベータ)

IdeaExchange: Refresh Ability Between Sandboxes (Sandbox 間の更新機能)

Salesforce CLI: 新しいコマンドと簡易化されたインストール
Salesforce コマンドラインインターフェース (CLI) を使用することで、開発およびテスト環境の作成、ソースコー
ドの同期、テストの実行、アプリケーションライフサイクル全体の制御が容易になります。この新機能および
変更された機能は、2018 年 2 月 10 日に CLI v42 がリリースされた時点で使用できます。
Salesforce CLI の変更は定期的にリリースされます。CLI のバージョン 42 または以前のバージョン (41) の最近の更
新についての詳細は、毎週のリリースノートを参照してください。
Salesforce CLI のバージョン 42、または『Salesforce CLI Command Reference (Salesforce CLI コマンドリファレンス)』の
バージョン 41の公開後の週次更新で以下のコマンドおよびパラメータが変更されています。詳細は『Salesforce

CLI Command Reference (Salesforce CLI コマンドリファレンス)』のバージョン 42 を参照してください。

新しいコマンド
force:apex:trigger:create

Apex トリガのスケルトンソースファイルを作成します。
force:auth:logout

以前に承認した組織からログアウトします。
force:package2:update

第二世代パッケージを更新します。
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変更されたコマンド
force:project:create

新しいプロジェクトにサンプルの .forceignore ファイルを生成します。

新しいパラメータ
force:apex:test:run: -t  | --tests

Apex テストクラスの個々のメソッドを実行します。
force:apex:test:run: -y  | --synchronous

1 つの API クラスから、テストを同期して実行します。
force:schema:sobject:describe: -t  | --usetoolingapi

Tooling API を使用して実行します。
force:package2:version:create: -s  | --buildinstance

パッケージバージョンが作成されるインスタンス (NA50 など)。
force:package2:version:create: -e  | --nonamespace

名前空間を使用せずにパッケージを作成します。
force:package2:version:update: -p  | --noprompt

パッケージバージョンをリリース済みとして設定することを確認するよう促されることはありません。
force:data:record:create, force:data:record:delete, force:data:record:get,
force:data:record:update, and force:data:soql:query: --perfloglevel  (no short name)

API パフォーマンス総計値に関するデータをサーバから取得します。

変更されたパラメータ
force:data:bulk:upsert: -i  | --externalid

省略可能から必須に変更されました。

インストールと設定に関する変更
salesforcedx プラグインが CLI にバンドルされています。

CLI をインストールすると、このプラグインも取得できます。インストールされているコアの salesforcedx

プラグインのバージョンを確認するには、--core パラメータを使用します。
sfdx plugins --core

SFDX_DISABLE_ENCRYPTION 環境変数のサポートが終了しました。
この変数は以前のリリースで廃止されました。
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ISVforce: 転送アップグレードの機能強化
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、および
Developer Edition

ISVforce ツールを使用して、AppExchange ソリューションを容易に配布および管理
できます。転送アップグレード時のグローバル値セットと標準値セットの動作
の一貫性が確保されて、管理パッケージを簡単に管理できるようになりました。

このセクションの内容:

管理パッケージをアップグレードするときのグローバル値セットと標準値
セットの動作の一貫性確保
管理パッケージをアップグレードするときのグローバル値セットと標準値
セットの動作の一貫性が確保されて、メンテナンスが容易になりました。
[パッケージの詳細] のコンポーネントリストを必要に応じて更新
1,000 を超えるコンポーネントが含まれるパッケージを持つ ISV は、[パッケージの詳細] のコンポーネントリ
ストの更新タイミングを決定できるため、このページが読み込まれている間、長時間待機することを回避
できます。1,000 コンポーネント未満のパッケージでは、コンポーネントリストは引き続き自動的に更新さ
れます。
パッケージの主担当者の変更
ISV は [パッケージの転送アップグレード] ページで主担当者名を表示できます。この名前には、パッケージ
を登録者組織にインストールしたユーザの名前が初期表示されます。以前はこれを変更できませんでした。
「AppExchange パッケージのダウンロード」権限がある場合、[インストール済みパッケージ] ページで [主担
当者になる] を選択し、パッケージの主担当者になることができるようになりました。
非推奨となったパッケージアーカイブの削除
データプライバシー上の理由で必要になった場合、ISV は、管理パッケージの古いバージョンの zip ファイ
ルを Salesforce で削除するよう要求できるようになりました。
パートナーエディションのスクラッチ組織の作成
パートナービジネス組織の Dev Hub からスクラッチ組織を作成する場合、パートナーがアクセスできるエ
ディションは Partner Developer、Partner Enterprise、Partner Group、Partner Professional になります。この機能は、
2018 年 2 月 10 日の Salesforce CLI v42 のリリース時に使用可能になります。
インストール前のパッケージの承認状況の表示
パッケージのインストールプロセス中に、AppExchange パートナープログラムでパッケージが承認されてい
るかどうかがユーザに通知されます。通知は、パッケージがセキュリティレビューに合格していない場合
や、別の理由で配布が承認されていない場合に表示されます。AppExchange パートナープログラムでパッ
ケージが承認されている場合、通知は表示されません。

関連トピック:

購入済み Apex デバッガセッションと無料の ISV カスタマーデバッガセッションの併用
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管理パッケージをアップグレードするときのグローバル値セットと標準値セッ
トの動作の一貫性確保

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

管理パッケージをアップグレードするときのグローバル値セットと標準値セッ
トの動作の一貫性が確保されて、メンテナンスが容易になりました。
管理パッケージをアップグレードするときのグローバル値セットの動作が変更
され、標準値セットの動作と一致するようになりました。
• 登録者組織で個々の値の表示ラベルと API 参照名は変更されない。これは、

このリリースで新しく追加された動作です。
• 新しい値は登録者組織に追加されない。
• 登録者組織の有効な値および無効な値の設定は変更されない。
• 登録者組織のデフォルト値は変更されない。
• パッケージのアップグレードに新しい表示ラベル値が含まれていると、グローバル値セットの表示ラベル

名が変更される。

[パッケージの詳細] のコンポーネントリストを必要に応じて更新
1,000 を超えるコンポーネントが含まれるパッケージを持つ ISV は、[パッケージの詳細] のコンポーネントリス
トの更新タイミングを決定できるため、このページが読み込まれている間、長時間待機することを回避できま
す。1,000 コンポーネント未満のパッケージでは、コンポーネントリストは引き続き自動的に更新されます。
パッケージコンポーネントは、パッケージに必ずしも明示的に追加されない他のコンポーネントを頻繁に参照
します。ユーザがパッケージを変更するたびに Salesforce は連動関係がないかどうかを確認し、コンポーネント
をパッケージのメンバーとして表示します。パッケージマネージャは連動関係がないかどうかを自動的に確認
し、パッケージとコンポーネントのリレーションを [パッケージの詳細] の [備考] 列に表示します。
管理パッケージに 1,000 以上のコンポーネントが含まれる場合、[パッケージの詳細] ページに [コンポーネント
を更新] オプションが表示されるようになりました。これまでは、ユーザが既存のパッケージを開くたびにリ
ストが更新されていたため、変更の有無が確認され [備考] 列が入力されている間、遅延が発生していました。
パッケージに新規コンポーネントまたは変更されたコンポーネントがある場合、[コンポーネントを更新]をク
リックして、リストが更新されるまで待機します。
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パッケージの主担当者の変更
ISV は [パッケージの転送アップグレード] ページで主担当者名を表示できます。この名前には、パッケージを
登録者組織にインストールしたユーザの名前が初期表示されます。以前はこれを変更できませんでした。
「AppExchange パッケージのダウンロード」権限がある場合、[インストール済みパッケージ] ページで [主担当
者になる] を選択し、パッケージの主担当者になることができるようになりました。

非推奨となったパッケージアーカイブの削除
データプライバシー上の理由で必要になった場合、ISV は、管理パッケージの古いバージョンの zip ファイルを
Salesforce で削除するよう要求できるようになりました。

パートナーエディションのスクラッチ組織の作成

エディション

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

Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Enterprise
Edition、Performance
Edition、および Unlimited
Edition

スクラッチ組織を使用可
能なエディション:
Developer Edition、
Enterprise Edition、Group
Edition、Professional
Edition

パートナー固有のスク
ラッチ組織を使用可能な
エディション: Partner
Developer Edition、Partner
Enterprise Edition、Partner
Group Edition、および
Partner Professional Edition

パートナービジネス組織の Dev Hub からスクラッチ組織を作成する場合、パート
ナーがアクセスできるエディションは Partner Developer、Partner Enterprise、Partner

Group、Partner Professional になります。この機能は、2018 年 2 月 10 日の Salesforce

CLI v42 のリリース時に使用可能になります。
詳細は『ISVforce ガイド』の「Supported Scratch Org Editions for Partners (パートナーの
スクラッチ組織のサポートされているエディション)」を参照してください。

インストール前のパッケージの承認状況の表示
パッケージのインストールプロセス中に、AppExchange パートナープログラムで
パッケージが承認されているかどうかがユーザに通知されます。通知は、パッ
ケージがセキュリティレビューに合格していない場合や、別の理由で配布が承
認されていない場合に表示されます。AppExchange パートナープログラムでパッ
ケージが承認されている場合、通知は表示されません。
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通知は、パッケージのインストール設定をユーザが指定するときに表示されます (1)。ユーザはパッケージを
インストールする前に、パッケージの配布が承認されていないことを承諾する必要があります (2)。
AppExchange パートナープログラムとその要件については、Salesforce パートナーコミュニティを参照してくだ
さい。

エンタープライズメッセージング: 変更データキャプチャの機能強
化、大規模プラットフォームイベント、およびストリーミング API の
接続処理の改善
イベントを使用すると、ビジネスシステム間の通信が簡略化されます。変更データキャプチャ (パイロット) を
使用して、Salesforce でのレコードの変更のリアルタイム通知を受信します。大規模プラットフォームイベント
(パイロット) を使用して、数百万件のカスタムイベントを配信および受信します。

このセクションの内容:

ストリーミング API での無効な接続の処理
ストリーミング API クライアントでは、クライアント認証が無効なときにエラーが通知されるようになりま
した。エラーを受信したクライアントが新規イベントを受信するには、再認証と再接続が必要です。これ
を行わないと、クライアントはイベントを受信しません。この変更は、すべての API バージョンに適用され
ます。

ストリーミング API での無効な接続の処理

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

ストリーミング API クライアントでは、クライアント認証が無効なときにエラー
が通知されるようになりました。エラーを受信したクライアントが新規イベン
トを受信するには、再認証と再接続が必要です。これを行わないと、クライア
ントはイベントを受信しません。この変更は、すべての API バージョンに適用さ
れます。
ストリーミング API クライアントは CometD と Bayeux プロトコルを使用して、
PushTopic イベント、汎用イベント、プラットフォームイベントなどのイベント
を登録します。クライアント認証は無効になることがあります。たとえば、OAuth
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トークンが取り消されたり、Salesforce システム管理者がセッションを無効にしたりした場合、クライアント認
証が無効になります。システム管理者は、クライアントがイベントを受信することを防ぐために OAuth トーク
ンを取り消したり Salesforce セッションを削除したりできます。クライアントは、誤って Salesforce セッションか
らログアウトして認証を無効にしてしまうことがあります。
ストリーミング API は、クライアントが接続されている間は定期的に OAuth トークンまたはセッション ID を検
証します。トークンまたはセッションが無効になった場合、401::Authentication invalidというエラー
値を含む Bayeux メッセージが /meta/connect チャネルで送信されます。このメッセージの advice 項目に
は reconnect=none の値が含まれます。

メモ:  OAuth またはセッショントークンが要求ヘッダーで送信されない場合、401 エラーメッセージのテキ
ストは 401::Request requires authentication となります。

例: /meta/connect チャネルで送信されるエラー応答メッセージは次のようになります。
{
"clientId": "1q1ib66fvm7kli1gfoauu95i78g",
"advice": {
"reconnect": "none",
"interval": 0

},
"channel": "/meta/connect",
"id": 7,
"error": "401::Authentication invalid",
"successful": false

}

接続の失敗が原因で、クライアントが新しいハンドシェイク要求を実行する必要がある場合、認証エラーが
/meta/handshake チャネルで送信されます。ハンドシェイク要求は、応答内の 403::Handshake denied

エラーで失敗します。401::Authentication invalid エラーは応答内の ext プロパティでネストされま
す。

例: /meta/handshake チャネルで送信されるエラー応答メッセージは次のようになります。
{
"ext": {
"sfdc": {
"failureReason": "401::Authentication invalid"

}
},
"advice": {
"reconnect": "none"

},
"channel": "/meta/handshake",
"error": "403::Handshake denied",
"successful": false

}

メモ: 無効なクライアント認証には Salesforce セッションの有効期限が含まれません。CometD クライアン
トでは、Salesforce セッションが期限切れになることはありません。クライアントが接続されている限り、
Salesforce はタイムアウト期間を延長し続けます。
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重要な更新

このリリースには、@AuraEnabled  Apex コントローラ、コミュニティおよびポータル、フロー、Visualforce で
使用される URL、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの新しい重要な更新が含まれて
います。<lightning:container> からの API アクセスを取り消す重要な更新が適用されます。
新しいリリースに円滑に移行できるように、それぞれの重要な更新には選択期間が用意されています。この選
択期間は、[設定] の [重要な更新] ページに表示される自動有効化日付になると終了します。この期間中は、更
新の有効化および無効化を必要に応じて手動で何度でも行って組織への影響を評価し、更新によって影響を受
けるカスタマイズを修正することができます。選択期間を過ぎると、更新は有効になります。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
Spring '18 の新しい重要な更新を次に示します。
Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションの新しい URL 形式を有効化 (重要な更新)

Lightning Experience 標準アプリケーションと Salesforce モバイルアプリケーションで使用される URL 形式が変
更されます。新しい URL 形式はこれまでよりも可読性が向上しており、認証前に Lightning Experience URL にア
クセスしたときに予期しない場所に移動する問題に対応しています。この更新は、Lightning Experience コン
ソールアプリケーションとコミュニティには適用されません。

暗黙的な共有での @AuraEnabled Apex コントローラの without sharing の使用 (重要な更新)

この重要な更新により、with sharing または without sharing を指定しないときの @AuraEnabled

Apex コントローラのデフォルトの動作が without sharing に変更されます。この変更により、これらの
キーワードを使用して共有動作を明示的に設定しないコントローラのセキュリティが緩和されます。Lightning

コンポーネントで使用される Apex コントローラでは、常に with sharing を使用することをお勧めしま
す。

一括で呼び出されたときにすべての自動起動フローインタビューを実行 (重要な更新)

一括で呼び出されたフローインタビューがすべて実行されるようになりました。以前は、複数のフローイ
ンタビューが一括で呼び出されると、最初のインタビューのみが開始および実行され、残りのインタビュー
は破棄されていました。

Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名を削除 (重
要な更新)

Visualforce、コミュニティビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名を削除
し、ホスト名を一定に保ちます。この重要な更新は、[私のドメイン] がリリースされている組織に適用さ
れ、2019 年 3 月 16 日に自動的に有効になります。

Lightning コンソールの UI テーマの有効化 (重要な更新)

この重要な更新により、Lightning コンソール専用の UI テーマ Theme4uを使用できるようになります。この
重要な更新は、2018 年 10 月 5 日に自動的に有効化されます。現在、標準 Lightning Experience アプリケーショ
ンと Lightning コンソールアプリケーションの Visualforce ページの $User.UITheme または
$User.UIThemeDisplayed では Theme4d が返されます。重要な更新が有効化されると、Lightning コン
ソールアプリケーションで Theme4u が返されるようになり、Visualforce ページで標準 Lightning Experience ア
プリケーションと Lightning コンソールアプリケーションとを区別できるようになります。
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適用済みの重要な更新
<lightning:container> アプリケーションの API アクセスの取り消し (重要な更新)

「<lightning:container> アプリケーションの API アクセスの取り消し」は、Winter '18 の重要な更新で
したが、2018 年 2 月 10 日にすべての組織に適用されます。<lightning:container> を使用する Lightning

アプリケーションは、iframe 内から REST API にアクセスできなくなります。Apex リモートコールを使用すれ
ば、引き続き組織データにアクセスできます。

ヘルプ & トレーニング

制限ドキュメントが更新されました。Trailhead モジュール、説明用の動画、ウォークスルーも追加されました。
また、信頼とコンプライアンスに関するドキュメントも更新されました。

このセクションの内容:

割り当てや制限に関する情報をすばやく見つける
必要なものを必要なときに簡単な方法で見つけます。Enterprise Edition で受信する API コールの数など、エ
ディション固有の制約を検索する場合は「割り当て」という語を検索します。各 Apex トランザクションの
最大実行時間など、実際の制限を探していますか? この場合は「制限」という語を使用します。
フィードバックと共に連絡先情報を送信するように選択
ヘルプメニューを通じて Salesforce にフィードバックを提供する場合、連絡先情報を送信するように選択で
きます。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Trailhead で機能を探索
Salesforce の操作に慣れ、新機能について把握するのに最適な方法があります。それは、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、Trailhead です。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。
動画を見る (英語のみ)

ユーザが Salesforce の新機能や改善された機能について学べるように、説明用の動画を作成および更新して
います。
信頼とコンプライアンスに関するドキュメントの見直し
新たな季節を迎えるにあたって、Salesforce の信頼とコンプライアンスに関するドキュメントが更新されま
した。

割り当てや制限に関する情報をすばやく見つける
必要なものを必要なときに簡単な方法で見つけます。Enterprise Edition で受信する API コールの数など、エディ
ション固有の制約を検索する場合は「割り当て」という語を検索します。各 Apex トランザクションの最大実
行時間など、実際の制限を探していますか? この場合は「制限」という語を使用します。
割り当てと制限に関するほとんどの情報を、それらの影響を受ける機能領域の近くに配置しました。使用して
いるエディションに固有の一般的な割り当てを確認するには、まず「Salesforce の機能とエディションの割り当
て」を参照してください。「Salesforce の制限クイックリファレンスガイド」も無駄がなくなり、開発者の必要
な情報に焦点が絞られました。
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フィードバックと共に連絡先情報を送信するように選択
ヘルプメニューを通じて Salesforce にフィードバックを提供する場合、連絡先情報を送信するように選択できま
す。この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
いつもフィードバックをご提供いただきありがとうございます。Salesforce はこちらからお客様に連絡してコメ
ントや質問について直接伺いたい場合があります。ヘルプメニューのフィードバックリンクを使用してお客様
のご意見を Salesforce に送信する場合、お客様は連絡先情報を含めるように選択することができます。
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Trailhead で機能を探索
Salesforce の操作に慣れ、新機能について把握するのに最適な方法があります。それは、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、Trailhead です。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。最新のモジュールは次
のとおりです。

新しいモジュール
Event Monitoring Analytics App (Event Monitoring Analytics アプリケーション)

強力な事前作成済みアプリケーションを使用して、Salesforce のイベントログデータを視覚化します。
Channel Order App Basics (Channel Order App の基礎)

Channel Order App を使用して、顧客の注文を送信および管理します。
Analytics App Template Development (Analytics アプリケーションテンプレートの開発)

テンプレートを使用して Einstein Analytics アプリケーションをパートナーと顧客に配布します。

新しいプロジェクト
Build a Custom Theme Layout Component for Lightning Communities (Lightning コミュニティ用のカスタムテーマレ
イアウトコンポーネントの作成)

テーマレイアウトコンポーネントを使用して、Lightning コミュニティをカスタマイズします。

動画を見る (英語のみ)
ユーザが Salesforce の新機能や改善された機能について学べるように、説明用の動画を作成および更新していま
す。
• 新しい動画 「Take Control of Duplicates: Use Duplicate Rules and the Potential Duplicates Component (重複の制御: [重複

ルール] と [潜在的な重複] コンポーネントの使用)」では、Salesforce で重複レコードを制御する方法を示しま
す。Salesforce は、参照しているレコードの重複について営業担当にアラートを表示したり、重複を作成し
ようとしている場合に営業担当に警告したり、新しい重複を完全にブロックしたりします。カスタム項目
と会社のワークフローの重複ルールを最適化する方法も確認してください。詳細は、関連するブログ投稿
「Deal with Duplicates: Two Tactics to Use Today (重複の処理: 今日使用できる 2 つの戦略)」を参照してください。

• 新しい動画 「Use Matching Rules to Hunt Down Duplicate Records (一致ルールを使用した重複レコードの検出)」
では、標準一致ルールによってデータ内の重複が見逃された場合にすべきことを示します。カスタム一致
ルールを作成してギャップを埋めます。

• 新しい動画 「How to Create a Custom Field (カスタム項目の作成方法) (Salesforce Lightning)」では、正しいデー
タ型の選択から項目レベルセキュリティの適用まで、カスタム選択リスト項目を作成する手順を説明しま
す。

• 新しい動画 「Salesforce Files in Lightning Experience (Lightning Experience での Salesforce ファイル)」では、Classic

のメモを Lightning Experience に取り込んでユーザの環境を充実させるための簡単なチェックリストを提供し
ます。関連するブログ「Pro Tip: Simplify File Management with Salesforce Files in Lightning Experience (プロのヒント:
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Lightning Experience で Salesforce ファイルを使用してファイル管理を簡素化)」と「Pro Tip: Boost Note-Taking with

Enhanced Notes in Lightning Experience (プロのヒント: Lightning Experience の拡張メモでメモの作成を加速)」も参
照してください。

• 更新された動画 「Who Sees What: Object Access (Who Sees What: オブジェクトアクセス) (Salesforce Lightning)」で
は、新しい [ユーザ管理設定] ページで拡張プロファイルユーザインターフェースにアクセスする手順を示
します。

• 更新された動画 「Introduction to Analytics Explorer (Analytics Explorer の概要)」では、Spring '18 リリースでエクス
プローラに加えられた変更について説明します。

• 新しい動画 「Personalize, Collaborate, and Take Action from the Analytics Tab (Analytics タブからパーソナライズ、コ
ラボレーション、およびアクションを実行)」では、ユーザがデータを掘り下げて独自の問題の答えを見つ
けた後、コラボレーションやアクションを Analytics タブから直接実行する方法を説明します。

• 新しい動画 「Build Unique Einstein Analytics Apps in the Analytics Studio (Analytics Studio で独自の Einstein Analytics ア
プリケーションを作成)」では、適切な Analytics アセットを適切なユーザと共有するためのアプリケーショ
ンを最初から作成する方法を示します。

信頼とコンプライアンスに関するドキュメントの見直し
新たな季節を迎えるにあたって、Salesforce の信頼とコンプライアンスに関するドキュメントが更新されまし
た。

Infrastructure and Sub-Processors
ドキュメント『Infrastructure and Sub-Processors』に次の変更が加えられました。
Salesforce

• Scope: 正確性を考慮して対象サービスが更新され、ドキュメント全体を通して整合性を確保するための変
更が行われました。Sales Cloud Einstein が範囲から削除されて、Sales Cloud Einstein、Einstein エンゲージメント
スコアリング、Einstein Vision および Language も収録されている個別のドキュメントセットに移動しました。
一貫性および統合可能性の目的で、一定のセクションの説明が元の言語と異なっていることがあります。

• Customer Data Storage: EU データセンターインスタンスの場所が更新されました。
Commerce Cloud

• 実質的な変更はありません。
Data.com

• Scope: 正確性を考慮して対象サービスが更新され、ドキュメント全体を通して整合性を確保するための変
更が行われました。

Einstein Vision および Language

• 単独のドキュメント『Einstein Vision and Language Infrastructure and Sub-processors』が、Sales Cloud Einstein、Einstein

エンゲージメントスコアリング、Einstein Vision および Language も収録されている統合ドキュメントに置き換
わりました。一貫性および統合可能性の目的で、一定のセクションの説明が元の言語と異なっていること
があります。

Einstein エンゲージメントスコアリング
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• 単独のドキュメント『Einstein Engagement Infrastructure and Sub-processors』が、Sales Cloud Einstein、Einstein エン
ゲージメントスコアリング、Einstein Vision および Language も収録されている統合ドキュメントに置き換わり
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説明が元の言語と異なっていることがあ
ります。

Heroku

• 実質的な変更はありません。
IoT Cloud

• 実質的な変更はありません。
Marketing Cloud

• Scope: 正確性を考慮して対象サービスが更新され、ドキュメント全体を通して整合性を確保するための変
更が行われました。

Pardot

• 実質的な変更はありません。
Salesforce DMP

• ブランド変更を反映して更新されました。

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

• ブランド変更を反映して更新されました。
Commerce Cloud

• 「Data Resource Usage」「Restricted Uses」「Cooperation」セクションが追加されました。
• Third Party Notices: Digital で使用可能な追加機能で更新されました。
Data.com

• Data.com データ: 情報が更新されました。
Desk.com

• Third Party Applications: 情報が更新されました。
Einstein Analytics

• Third Party Notices: 情報が更新されました。
Einstein Discovery

• Third Party Notices: 情報が更新されました。
Einstein エンゲージメントスコアリング
• Service Covered: 範囲が更新されました。Sales Cloud Einstein のドキュメントと、Einstein Vision および Language

NLI のドキュメントがマージされました。
• Third Party Notices: 情報が更新されました。
Einstein Vision および Language
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• Service Covered: 範囲が更新されました。Sales Cloud Einstein のドキュメントと、Einstein エンゲージメントスコ
アリング NLI のドキュメントがマージされました。

• Third Party Notices: 情報が更新されました。
ExactTarget

• ブランド変更を反映して更新されました。
• Restricted Uses of Information: 情報が更新されました。
Heroku

• 「Other Services」セクションに「Interoperations」が追加されました。
IoT Cloud

• Services Covered: 情報が更新されました。
• 「Other Services」セクションに「Interoperations」が追加されました。
LiveMessage

• Restricted Uses of Information: 情報が更新されました。
Marketing Cloud (Radian6、Social Studio、Social.com)

• Third Party Notices: 情報が更新されました。
Pardot

• 更新なし。
予測インテリジェンス
• ブランド変更を反映して更新されました。
Quip

• Third Party Platforms: セクション名が変更され、情報が更新されました。
SalesforceIQ

• Contact Enrichment Providers: 情報が更新されました。
• Third Party Applications: 情報が更新されました。
• Distributed Software: Salesforce Inbox for iOS/Android の EULA へのダイレクトリンクが追加されました。
• Third Party Notices: 情報が更新されました。
Sales Cloud Einstein

• Service Covered: 範囲が更新されました。Einstein Vision および Language のドキュメントと、Einstein エンゲージ
メントスコアリング NLI のドキュメントがマージされました。

• Account Intelligence Features: 情報が更新されました。
• Distributed Software: Salesforce Inbox for iOS/Android の EULA へのダイレクトリンクが追加されました。
Salesforce DMP

• Services Covered: ブランド変更を反映して更新されました。
• Restricted Uses of Information and Compliance with Self-Regulatory Programs: 情報が更新されました。
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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

• Scope: 正確性を考慮して対象サービスが更新され、ドキュメント全体を通して整合性を確保するための変
更が行われました。Sales Cloud Einstein が範囲から削除されて、Sales Cloud Einstein、Einstein エンゲージメント
スコアリング、Einstein Vision および Language も収録されている個別のドキュメントセットに移動しました。
一貫性および統合可能性の目的で、一定のセクションの説明が元の言語と異なっていることがあります。

• Customer Data Storage: EU データセンターインスタンスの場所が更新されました。
Commerce Cloud

• 実質的な変更はありません。
Data.com

• Scope: 正確性を考慮して対象サービスが更新され、ドキュメント全体を通して整合性を確保するための変
更が行われました。

Einstein Vision および Language

• 単独のドキュメント『Einstein Vision and Language Infrastructure and Sub-processors』が、Sales Cloud Einstein、Einstein

エンゲージメントスコアリング、Einstein Vision および Language も収録されている統合ドキュメントに置き換
わりました。一貫性および統合可能性の目的で、一定のセクションの説明が元の言語と異なっていること
があります。

Einstein エンゲージメントスコアリング
• 単独のドキュメント『Einstein Engagement Infrastructure and Sub-processors』が、Sales Cloud Einstein、Einstein エン

ゲージメントスコアリング、Einstein Vision および Language も収録されている統合ドキュメントに置き換わり
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説明が元の言語と異なっていることがあ
ります。

Heroku

• 実質的な変更はありません。
IoT Cloud

• 実質的な変更はありません。
Marketing Cloud

• Scope: 正確性を考慮して対象サービスが更新され、ドキュメント全体を通して整合性を確保するための変
更が行われました。

Pardot

• 実質的な変更はありません。
Salesforce DMP

• ブランド変更を反映して更新されました。
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その他の Salesforce 製品とサービス

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。

Success Cloud
Salesforce Success Cloud の認定エキスパート、コンサルタント、革新的なツールが、プロフェッショナルサービ
ス、具体的なアドバイス、専門知識を通じて、さまざまな場面をサポートします。
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